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平成２５年第４回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２５年４月１９日（金） 午後３時 開会

場 所 市役所東庁舎 東Ａ会議室

出席者 教育委員長 川副 美知子 委員長職務代理者 武田 善勝

教育委員 谷川 裕一 教育委員 坂田 正幸

教育長 市川 純代 教育部長 枩藤 豊

次長 藤田 善久 次長（生涯学習・スポーツ・文化財担当） 村田 洋一

次長（学校施設担当） 清水 宗彦 次長（学校教育課長） 中村 隆秀

健康福祉こども部理事 加藤 徳夫 生涯学習課長 清水 保

スポーツ課長 今若 忠司 教育総務課長 野神 浩司

文化財課長 山本 一博 学校給食センター所長 辻 平

幼児課長 藤原 真弓 人権課長 森本 雅夫

幼児施設課長 杉村 彰信 教育研究所長 中野 正堂

図書館長 武藤 精藏

以上２１名

欠席者 事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

会議概要

事務局 開会

委員長 皆さん、こんにちは。

昨日は本当に暑い初夏のようなお天気でしたが、今日は寒の戻りで一転とても寒い日に

なりました。吉野はもう散りましたけれど、永源寺に行くと八重桜がまだ綺麗に咲いてい

ますが、この風で見ごろが過ぎてしまうのかなと残念に思っています。

本日は４回目の定例会にご出席ありがとうございます。

私が委員長の重責を負うことになりまして、とても緊張しております。皆様のお力をお

借りして、この１年間頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

この５日には県の教育行政における重点施策の説明を聞いてまいりました。昨年のいじ

めの事件から、県もいじめ問題対応専門員を配置するなどの事業を増やしておられます

し、説明後に受けた研修におきまして、講師の先生がいじめなどの認知件数の増加は、学

校、家庭、地域の感性と教育力の表れだと言い切っておられました。いじめや体罰への認

識や対応なども含め、社会の中で教育行政への関心がとても高まると同時に国のほうでも

根本的に教育委員会制度を見直すという話が出ておりました。こんな中ではありますが、

私たちは今の仕組みの中でできることを真摯に考えて活動するべきだと思っています。

また、皆様方には、入学式、入園式それぞれに出席いただき、ありがとうございました。
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出席者全員

委員長

委員

委員長

教育長

子ども達は新学期を順調にスタートしていることと思います。卒業式とは違い、練習のな

い入学式ですので思わぬハプニングなどもあって、微笑ましい光景も見せていただきまし

た。どうか、子ども達が新しい環境になじみ、早く通学、通園を楽しくしてくれることを

願っているところです。

また、昨年度から全市で統一指導をということで、教育長が赴任式でも提唱してくださ

た「返事・挨拶・呼名」は学校で実践していただくことはもちろん、まず、教育委員会が

手本を示すということで、皆さんの認識をよろしくお願いしたいと思います。今年度、更

に充実した東近江市の教育環境作りが地域に浸透していくようにお願いします。

それでは、このメンバーで一年間協力していっていただきます。新しい顔ぶれ、復帰さ

れた顔ぶれもありますので、一巡、自己紹介をしまして、会議に入らせていただきたいと

思います。

自己紹介

ありがとうございました。皆さんで協力して充実した教育委員会にしていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、平成２５年第４回の定例会を始めさせていただきます。

まず、３月の定例会の議事録および第１回臨時会の承認についてですが、予め事務局の

ほうから配布をされたものを熟読していただいていると思います。ご異議はございません

でしょうか。

― 異議なし －

それでは、武田委員、坂田委員に後程ご署名をお願いいたします。

なお、今回の議事録署名人につきましては、武田委員と谷川委員にお願いいたします。

それでは、報告事項に移らせていただきます。

まず、教育長報告からお願いいたします。

こんにちは。

４月１日に教職員の赴任式を行いました。その後、臨時の教育委員会にご出席いただき、

ありがとうございました。県の重点施策の説明会にも出席いただきましたし、その後も入

園式、入学式と非常にたくさん出席いただいたと思います。私は玉園中学校の入学式に出

席したのですが、無事に終わりました。

また、改築された船岡中学校の移転も無事に終わりました。新たに赴任された先生は綺

麗になったところに来られるので良かったのですが、引き続いての先生は引っ越しと新学

期の準備と両方で大変でした。そんな中で、４日間ほど司書の方に船岡中学校の図書館の

整理をしていただいたのですが、新校舎になったこの機会に、こういう図書館が良いとい

う思いを武藤館長に形にしてもらえるとありがたいと思っていますので、是非、よろしく

お願いします。そして、今日から船岡中学校の古い校舎の解体にとりかかるということで、

工事そのものは順調に進んでいるように思います。

それでは、学校教育に関する内容の説明を私のほうからさせていただきます。
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中学校の給食が今年から全てセンター方式で始まりました。新たにセンターからの配送

となった学校が玉園中学校、船岡中学校、蒲生西小学校、布引小学校の４校でございます。

本日見せていただいた玉園中は、非常にスムーズに配食できておりました。それから蒲生

西小は、コンテナを返す時間帯と子ども達の休み時間の時間帯で少しクロスするところが

一か所あるので心配だということですが、子ども達が通るところには黄色の線を引いて、

そこで一旦気をつけるような目印を入れるとか、今日の玉園中学校については、コンテナ、

ワゴンを並べていくところはピンクのフローリングの色にしてあって、廊下は違う色とい

うように、視覚で気を付けさせるというような工夫もしながら、子ども達の意識化を図っ

ていただいているように思いました。中学校の先生に直接聞いておりますと、子ども達自

身は非常に喜んで給食を食べているということです。毎日、色々と問題はあるのですが、

子ども達は非常に手際良く配食し、喜んで給食をいただいているようです。ただ、中学校

の先生につきましては給食が初めてで、戸惑っている方もおられると思いますので、あと

は慣れることに期待していきたいと思っています。また、気付いたことがあれば協議させ

ていただきたいと思いますし、現場に返せることは返していきたいと思っています。

そして、会計検査院の検査がありました。これにつきましては、後程部長から簡単に報

告してもらいます。

校長会議、教頭会議について、私のほうからお願いしたこと、あるいは指導をしたこと

の内容につきまして５点ばかり話をさせていただきます。

１点目は県の体罰防止対策マニュアルを以前にお渡しさせていただいていますが、それ

を基にした研修、それから体罰の実態把握のために必要な体罰防止対策委員会、これを設

置するようにという指導がありました。それについての調査が少し前にありましたので実

態を調べましたところ、当然、研修につきましては全部の学校で実施しておりました。委

員会につきましては、新たに設置した学校が小学校では３校、中学校では４校ございまし

た。それ以外の学校は、既存の委員会にこの体罰防止の対策等を検討する内容を付加して

も良いということでございますので、そのように対応しております。つまり、全ての小中

学校が何らかの形でこの体罰防止対策委員会が機能するような組織になっています。ただ

会があるというだけではなく、確実に防止に働くように、有効に動くようにと校長先生に

はお願いいたしました。

２点目はいじめの未然防止についてですが、先日、文部科学省への訪問と全国都市教育

長協議会の役員会がありました。文科省の初等中等教育局の児童生徒指導室というところ

が昨年からできているのですが、そこには警視庁の職員が室長で入っておられます。室長

の話の中に人権侵害と一緒でいじめは見ようとしないと見えない。そして、あるものとし

て見ていてほしい。一種、いじめというのは風邪のようなものでもある、知らず知らずの

うちに治っている場合もある。ただ手を施していかないと治らないというところもある。

だからこそ、教師が継続的に、そして、初期対応をきっちりとする。そのように見ていく

ことが重要であるという話をされていました。子どもも家庭環境もこれまでとかなり違っ

てきています。核家族化してきていますし、発達障がいの子ども達も増加しています。就

労の問題、社会情勢の問題で就学援助費の増加等、東近江市でも如実に数字として表れて

います。全国的に見ますと公教育を受けていない子どももいます。虐待の場合もあります

し、先ほども言いましたように継続的に初期対応をしっかりとやってもらうことが必要

で、スクールカウンセラーの活用もしてくださいます。会計検査の中にもこのスクールカ
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ウンセラーの活用についての内容がありましたが、もっと設置、配置するというのであれ

ば、１校 1 人というのをやってもらいたいと個人的には思っております。

３点目は事故などの報告ですが、きっちりと報告していただいているのが大半ですが、

たまたま年度末非常に錯綜している中で報告が遅れていた学校の事案がございました。そ

の学校については直接指導もし、その後も引き続き見ている状況でございます。そういう

こともありましたので、迅速かつ組織的対応、何かが起きたらまず一報を教委へというこ

とを強く要望をしておきました。体罰の報告も事故報告ということになりますので併せて

指示をしておきました。いずれにしましても、体罰、いじめ、事故、こういったことにつ

いては、危機意識をもって臨んで欲しいと申しました。

４点目、教員のＩＣＴ活用指導力でございます。これは平成２２年度の全国の状況を示

した表ですが、赤い色は滋賀県の状況、緑色は推進校を指定した時の本市の先生方の能力、

黄色は全市を平均したらどうなるか、小学校の場合ですが、東近江市は全部最低なのです。

電子黒板を入れるのにこういう状況では絶対にほこりをかぶってしまうのでダメだとい

うことで、まず、ＩＣＴを活用した授業改善推進事業を設置させてもらいました。そうし

て見たときに２３年度の色の薄めのところは推進校の状況です。赤は滋賀県です。この濃

い色が２４年、２年間推進校を指定したときにここまで上がってきています。全国と比べ

ても、ほとんどハイクラスに上がってきています。そしてオレンジの濃い色が市内の小学

校の平均なのですが、２年間頑張って色々やってきた結果、ここまで上がってきています。

やはり、校内研修もやっていかないといけませんし、実物がないとなかなか触ってもらえ

ないし、できない。今年度は、全部の学校で次の肉付け予算を取ってもらっています。各

校最低１台は電子黒板を入れますし、船岡中学校については既に２台入っていますので、

是非使ってほしいと提示しながら、校長会、教頭会でも指導させてもらいました。実際に

電子黒板を使った時点で子ども達の理解が良くなるというのは研究結果が出ております

ので、それも併せて説明に行かなければならないと思っています。

私が総合教育センターにいたときは、滋賀県はだいたい中の下くらいだったのですが、

他の県が頑張って追い抜かれて、滋賀県はこんなに低いレベルなのかと言われるようにな

ってきています。例えば和歌山や九州はへき地があります。やはり、時間、旅費などがか

かる為、インターネットを使った研修などに力を入れている関係で滋賀県が追い越されて

いったという結果がこの表なのではないかと思います。ただ、まだ２４年度の全国のまと

めが出ておりませんので、ここにあるのは２３年度の全国の様子です。東近江市だけは

２４年度をまとめましたので、この表に合わせて数字を入れました。中学校もだいたい推

進校はこんな感じで県よりもはるかに上がっています。市内を平均した時にはもう少しば

らつきもあり、小学校よりも下がっている現状です。そこで、校長先生、教頭先生にもで

きるだけ活用できるような研修を行っていただくように、電子黒板が入った時点では業者

が説明にも行きますので、それに合わせて校内研修も行っていただくようにと要望をさせ

ていただきました。

それと、小中連携のことはずっと言っているのですが、できることをできるところから

ということで可能な限りの出前授業、あるいは乗入授業的なこと、あるいは、合同の研究

会をしていただく、そして小中合同の行事などもできればしていただたいということは教

頭会でも具体的に話をさせていただきました。

以上でございます。
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委員長

武田委員

教育長

委員長

教育部長

ありがとうございます。

教育長報告について何かご質問等ございますか。

いじめ防止のお話がありました中で、学校、教育委員会、警察との連携を取られている

と聞くのですが、東近江市では定期的な会など何かされているのですか。

はい。警察署長が各中学校を回られて、こういう意図でやはり連携をしないといけない

と校長先生に説明し、了解を得たうえで、定期的な会と何かが起きた時の情報交換を瞬時

にやるということを一緒にしましょうと教育委員会に来られましたので、月１回開いてい

ます。今月は１７日に開かれているかと思います。

よろしいでしょうか。

それでは、教育部長報告をお願いいたします。

まず、小中学校の入学式に臨席賜りまして、大変ありがとうございました。

私からは、４点について報告させていただきます。

まず、玉緒小学校の体育館・プール改築・エレベーター棟増築工事の基本設計について、６

月議会に向けて予算要求を考えております。基本的な施設の配置を考えるにあたり、用地取得

も視野に入れながら進めていかなければなりませんので、その概要について、後程学校施設課

から説明してもらいます。６月議会の予算はまだ定まっておりませんが、朝桜中学校の大規模

改修等の実施設計費の要求やまた教育用機械器具費、電子黒板等の要求も行っていきたいと考

えております。詳細については５月の定例教育委員会で報告させていただきます。

２点目は、コミュニティセンターの指定管理の関係ですけれども、新たにこの４月１日から

五個荘コミュニティセンターおよび蒲生コミュニティセンターで指定管理が開始されました。

その開始式が４月６日にそれぞれ趣向をこらしながら盛大のうちに開催されまして、無事指定

管理が開始されました。今後とも協働という立場で支援を行っていきたいと考えております。

残る永源寺コミュニティセンターにつきましては、産業振興会館の改修後、指定管理をお願い

することとなりますが、移転作業もあることから、今年度中を目途に進めていきたいと考えて

おります。産業振興会館の改修につきましては、５月末頃には業者決定されて、契約を結ぶ予

定で進んでおります。

３点目でありますが、今週１６日、１７日と文部科学省の会計検査が実施されまして、太陽

光発電、ＩＣＴ、スクールカウンセラー、伝建の補助金が対象となりました。その場で大きく

トラブルがあったというわけではなく、持ち帰って再度調書を提出してもらうという話はあり

ました。その場での指導としては、太陽光、ＩＣＴともそれを活用して授業などにどのように

取り組んでいるのかなど費用対効果への検証が主な内容でした。このことはこれからの課題か

なという思いを持ちました。また伝建では、修理修景補助で、現在の保存計画等の中では補助

の基準が今一つ明確ではなく、明確化するようにという指導がありました。

４点目ですが、４月８日に市と警察、土木事務所とで通学路点検を行いました。昨年から２

回目ですが、八日市南小信号機の検証、箕作小学校地先等の点検を行いました。今後とも３者

で現場で検討することは有効と考えますので、続けていきたいと考えております。

以上、４点について報告させていただきます。
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委員長

健康福祉こど

も部理事

委員長

谷川委員

健康福祉子ど

も部理事

ありがとうございます。

それでは、健康福祉子ども部理事、お願いいたします。

はじめに、幼稚園の入園式に、ご臨席いただきまして、ありがとうございました。

私からは、２点、報告させていただきます。

１点目は、６月議会への提案内容についてです。補正予算の内容につきましては、５月の定

例会で報告をさせていただきたいと思います。

条例関係につきまして、子ども・子育て会議の条例設置の提案を予定しております。これは、

昨年８月に成立しました子ども・子育て支援法に基づきまして、新制度が平成２７年度から本

格施行の予定ですが、国のスケジュールに合わせて、本市における子ども・子育て施策につい

て調査審議していただく組織として設置するものです。現在あります、次世代育成支援対策地

域行動計画推進協議会の後継組織となるものであり、構成メンバーは、教育、保育、子育て支

援に関係する方々を予定しています。教育委員会からも引き続き委員をお願いすることになろ

うかと思いますので、その節はご協力のほど、よろしくお願いいたします。

２点目は、湖東幼稚園についてです。幼保一体化施設の整備工事進捗状況につきましては、

後で担当課長から報告しますので、私からは近況を少し報告させていただきます。

条例上は統合しましたが、１学期は旧園舎３か所に分かれてのスタートとなりました。入園

式は、ひばり公園内の「みすまの館」にて行いました。谷川委員にはご臨席いただきまして、

ありがとうございました。統合幼稚園としての園児数は、現時点で、４歳児５７名、５歳児７

０名、合わせて１２７名となります。園長は第二園舎にて、全体のとりまとめをしております。

後の２園につきましてはフリーの主任を配置し、保育にあたっている状況です。２学期からは、

新園舎での保育がスタートする予定です。なお、幼保一体化の総称募集をしておりますが、現

在１２件の応募があります。以上です。

ありがとうございました。

ここまでで何かご意見、ご質問ございませんか。

湖東幼稚園については大変努力をいただいて、９月には園児が入っていただけるという

ことですが、できれば湖東幼稚園のどこかの部屋を使って入園式をしてあげてほしかった

というのが、私の思いなのです。子ども達は入園式をしたけれど９月までは園舎に入れな

い、入ったとしても各部屋に入るだけだと思います。ですから、子ども達はスタートであ

る入園式のイメージの無いままに終わると思います。既に内覧会をした経緯もあります

し、広い場所がもし使えるなら入園式を湖東幼稚園でしてあげてほしかったと思います。

これから先、また新しい幼保一体化の施設を作ることがあって、同じように工事が遅れ

た場合、みすまの館を借りて入園式をするのではなく、園で入園式をやってあげてほしい

ということを付け加えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

本来ですと４月開園という予定だったのですが、今回はやむを得ず、年度途中での竣工

になります。現在、ひばり保育園の方で改修工事に入っておりますので、保育園児がどう

しても幼稚園の園舎を利用する関係で湖東幼稚園の入園式ができなかったという経緯が

ございました。今後ともそういったことは十分考えていきたいと思います。
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各課担当者

委員長
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坂田委員

生涯学習課長

委員長

生涯学習課長

それでは、次に報告事項「平成２４年度主要事業の成果について」お願いします。

―資料にて説明―

教育総務課 ～ 生涯学習課

ありがとうございます。

ここまでで何かご質問ございませんか。

生涯学習課のところで教えていただきたいことが１点ございます。家庭教育支援という

のはどういう活動をしているのかを教えてください。

これは家庭教育の講座といいますか、お話を聞いていただく機会を提供しようというこ

とでございます。聞いてほしい人になかなか聞いてもらえないこともありますので、聞く

機会をとってもらえない方にどうすれば聞いていただけるか。例えば、幼稚園のお迎えの

時間を利用したり、予防接種で来られた時のついでの時間を利用して聞いていただくな

ど、色々な方法があると思いますが、そういうところに家庭教育の話しに行きますよとい

う事業なのです。その講師代を補助したり、講師の調整を行うものです。

出前講座のようなことですか。

そうです、出前講座ですね。一極集中ではなく、保育園に行ったり、学校に行ったり、

地域に行ったりということです。

やまの子キャンプのところで青年リーダーの確保が困難とあります。私も体験活動に関

わっているのですが、確かに青年が本当にいない状態で、どこも同じではないかと思うの

です。こういうキャンプを通じて青年リーダーを育成する場としても活用していただけた

らと思います。実践力としてこういう人がほしいなということがあるのですが、そういう

機会にもしていただきたいと思います。

もう一つは教員を目指しておられる大学生の方などが、教員になる前に子ども達とのコ

ミュニケーションを作る場所としても、こういう場所を活用してもらえたら良いのかなと

思いますので、そういうことができるようになれば検討していただきたいと思います。

リーダーの育成という面でもキャンプまでに青年リーダーの研修を５回くらい行って

います。特に教員を目指す方は、自分にとっても良い経験になるということで参加する方

もおられますので、近く、県下の大学にも声をかけさせていただきます。

学校地域支援事業というのは新たに５校増えているのですね。具体的にはどういったこ

とですか。

資料にはありませんが、実はもう場所は決まっております。蒲生地区は３つの小学校と

朝桜中学校の４つで１つの学校支援地域本部、八日市西小学校と船岡中学校で１つの支援
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谷川委員

生涯学習課長

教育長

生涯学習課長

谷川委員

坂田委員

生涯学習課長

谷川委員

教育長

委員長

教育長

委員長

次長（学校教

育担当）

委員長

地域本部、湖東第２小学校、玉緒小学校、八日市南小は、それぞれ１校で１つの地域本部

です。そして、新たに増えましたのが、五個荘小学校、箕作小学校、湖東第１小学校、湖

東第３小学校、市原小学校がそれぞれ１校で１つの地域本部になります。

先生が積極的に取り組んでくれるかどうかですね。校長先生が以前の学校で取り組まれ

たことを、次の異動先でまたやろうということがあるみたいですね。

先生方のご理解がないとなかなか進まないということは聞いております。

一番初めの事業が地域指定だったのですが、だんだん単独になってきています。蒲生地

区が始まった年は地域指定だったのではないですか。

蒲生地区は２０年度からやっていると聞いております。

早くからやってコーディネーターさんが支所にいたと聞いております。

コーディネーターさんの雇用は緊急雇用か何かですか。

この事業は国が３分の１、県が３分の１、市が３分の１の補助金付きでやっております。

ほとんどがコーディネーターの皆さんの謝金になるような感じです。

補助金は３年限定ですか。

いいえ。規模は縮小されていますが続いています。

始まったのは２０年度の蒲生地区ですよね。

国の予算そのものは削減と聞いています。コミュニティスクールのことが今話題になっ

ていまして、それは学校支援地域本部事業等のからみというものもあるので、国としては

切ることはないだろうと思っています。これも一つの手段と考えておられるようです。

いろいろと課題がある中で、支援ボランティアを養成して地域や民間の力を取り入れ、

積極的に活用して課題に対応する必要があると思います。先日、学校教育課にお願いして

いました外国籍の子ども達への対応について、国際交流などと協力して実際すでに学校現

場に行っていただいています。その際「アウトリーチ」という言葉を聞きましたが、地域

の人たちが教育なり福祉なりの現場に積極的に入ってもらう流れということですか。

基本的な考え方はそうです。アウトリーチというのは手を伸ばす、差し伸べるというこ

とですが、必ずしも地域を通してだけでなく、学校へ直接ボランティアとして入ってもら

うこともあります。

そうなると行政の壁が高いということはないですね。
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次長（学校教

育担当）

委員長

谷川委員

生涯学習課長

谷川委員

生涯学習課長

武田委員

教育総務課長

教育委員会サイドでできる話ではあります。

現場によってはすぐにでもというところもあるし、需要の有無や温度差もあるとは思い

ますが、求められるところには、積極的に先生と子どもの状況等のすり合せをして入って

もらえればと思います。

成人式のことですが、文芸会館では絶対数が確保できない中で式典をしていて、なかな

か館内にも入ってもらえない。入るようにと声をかけても、参加者は外で話をしている状

態です。２４年度の実績で言えば、１２９２人のうち２７４人の式典参加というと、２０％

程しか参加していない。また、その中でも会場に入る人が少ない状況です。式典が終わり、

各地区に戻って二十歳の集いをするのであれば、昔のように成人式の場所を各地区で行う

など、もう少し静粛な場、二十歳という節目を迎えることに思いをよせる場になるよう考

えたほうが良いのではないかという思いがありますので、一度検討をしていただきたいと

思います。

二十歳の集いの在り方について考えたらどうかという発想を持っています。と言います

のは、７つの地区それぞれで二十歳の集いをしていまして、特に旧町のほうは市の職員が

いたときは職員と生涯学習課と連携してやっていました。現在八日市地区は生涯学習課

が、旧町の６地区については指定管理で市の職員がいない状態になってきましたので、指

定管理者のコミュニティセンターの職員が二十歳の集いをしてくださるということで主

催者が違っています。かといって八日市地区８地区を中学校３つに分けるわけにもいきま

せんし、８つにも分けるわけにもいかないので、そのあたりが旧町と旧八日市市の成り立

ちの違いからも難しいのです。

湖東地区は、まちづくり協議会が全面的に支持、協力をしています。

旧町はまち協が一つずつで理想的ですが、八日市地区はまち協も８つあるのでどうした

ら良いのか検討しています。

通学路についてお聞きします。五個荘と能登川地区については学校のエリアが距離基準

を外れていて通学バスを出さなければいけないということですか。そうであれば、この先

もずっと対応しなければいけないということですか。先ほどの話では通学路の安全対策が

十分でないから通学バスの運行をという話があったと思いますので、そのあたりの説明を

お願いします。

五個荘地区につきましては、通学バスを廃止する段階で距離が３km に満たないので全部

廃止して徒歩通学でとお願いしたのですが、十分に通学路が整備されておらず、危ないと

ころが何カ所かあり、その状態で徒歩通学をして何かあったときにどうするのかというお

話もありました。他の学校でもそうなのですが、保護者から要望があって、それを学校が

認めた場合にはバス通学しても構わないということになっています。通学路が整備されれ

ば歩くけれども、それまでの間は公共交通機関を利用させてほしいというのが五個荘地区
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武田委員

教育総務課長

武田委員

教育総務課長

委員長

各課担当者

委員長

図書館長

武田委員

図書館長

です。

能登川地区については通学距離が３km 以上ありますので、１、２年生は公共交通機関が

ないので引き続き、スクールバスを走らせています。

能登川地区について、小学校の通学エリアが３㎞を超えているということは、対応をし

なければいけないようなエリアの設定に当初からなっていたということですか。

合併前の旧能登川でも学区の見直しをされましたが、地元からの承諾を得られなかった

ので現行そのままになっていて、通学距離の長い地域についてはずっと通学バスを走らせ

ていました。それをなくして徒歩通学でとお願いしたのですが、通学距離が３km 以上あっ

たので公共交通機関で検討させていただきましたが、物理的に無理であったのでスクール

バスをそのまま存続させています。

ずっとこうした対応を続けていかなければならないのかどうか、新たな条件の提示をさ

れてきたら廃止にできるのか、お聞きしたいのです。

五個荘については通学路の安全が確保されれば、徒歩通学に変えていただきますが、能

登川については、距離があるので、今の状況は変わらないと思います。

よろしいでしょうか。

それでは引き続き、スポーツ課からお願いします。

―資料により説明―

スポーツ課～人権課

ありがとうございます。

図書館に関しては永源寺に引っ越してこられた方が永源寺の図書館のことを褒めてい

らっしゃいました。そういう評価も受けていますので、是非、頑張っていただきたいと思

います。

図書館にボランティアで関わっている方にもご意見をいただいているのですが、八日市

図書館は会館より２７年の長い期間、質の高いサービスを提供してきました。他の地区に

視察に行かれますと東近江市ではこれだけのレベルのサービスを提供しているというこ

とを感じていただけます。当たり前のことを行政がきちんとやっているということを皆さ

んに改めて知っていただく努力が必要だと思います。

学校司書を２名増員されたけれど、まだ決まらないということですが、条件面で来られ

ないのですか。それは嘱託職員ですか。

いえ、臨時職員になります。司書資格を条件で募集をし、応募を受けて選考、採用決定

をします。応募してきた方が他の面接試験も並行して受けておられるようで、より条件の
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次長（学校教
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委員長

次長（学校施

設担当）

良いところへ行くために辞退者が続いております。現在も２４日に面接予定です。それに

ついても選考が必要なのでふさわしい方を採用したいと考えております。

学校教育でも今年度の予算で緊急雇用などの支援員の確保をしたけれど、その時も人材

がなかなか見つからないということでしたね。

まだ１０名以上決まっていません。すこやか支援員で小１、小２の部分がまだ学校に配

置されておりません。複数配置のところについては１名だけはとりあえず配置しましたけ

れど、２名、３名と充足しておりませんので、毎週土曜日ごとに面接をしています。明日

も９時と１０時に面接する予定です。

せっかく予算確保しても人材が見つからないのは条件面の事になるのでしょうね。

緊急雇用ですので、一旦緊急雇用で雇用された方は雇用できないので難しいところがあ

ります。

次に「学校施設整備事業について」お願いします。

１点目は、玉緒小学校のことですが、お手元の図面、校舎に向かって右側にプールがあ

りまして、校舎との間にわずかながら駐車場があります。そして、そのプールの奥に倉庫

が建っており、倉庫の奥は畑になっています。玉緒小学校の体育館は昭和４３年、プール

は３９年に建設され、現在は非常に老朽化しておりますので、今年度から設計をいれて改

築工事をさせていただきたい。そういった中でこの施設を有効利用していきたい。玉緒の

自治会連合会からも、プールや体育館を直してほしい、駐車場が非常に狭いので駐車場の

確保をしてほしいと毎年要望が出ております。そこで配置換えを考えており、校長先生、

教頭先生とも協議をさせていただいております。現在の体育館を現在のプールのところに

移動し、現在のプールを倉庫のところに移動し、現在の体育館のところを駐車場にする計

画をしております。そうした中で倉庫の奥側の個人所有の畑、４５０㎡について用地買収

をさせていただきたいと思います。６月補正の肉付け予算では、この土地が買えていない

状況でこの設計でするという提示はできないので、９月補正で設計を載せていく予定でご

ざいます。

２点目は芝生化のことです。砂塵対策で昨年の１２月に前市長から芝生も含めて対策を

考えていくというお話がございましたので、学校と学校施設課とが、それぞれの立場で調

査をいたしました。校長先生、教頭先生に調べていただくと、やはり芝生にすると外に出

てよく遊ぶようになった、安全面で転んでも怪我をしないし、体力もついていくという報

告を学校のほうから受けました。また、新市長と協議をさせていただいて、まず、砂塵対

策で進めていくより、外でよく遊ぶ、風邪をひかなくなるなど、そういう面からモデルケ

ースとして箕作小学校で芝生化をしてはどうかと指示があり、検討してまいりました。一

番のネックは芝生の維持管理です。維持管理を忙しい学校の先生方にお願いすることはで

きませんし、私ども学校施設課が全部にあたるということはできませんので、考えており

ますのは核となるボランティア団体を作っていただき、またＰＴＡにも、自分の子ども達
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次長（学校施
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谷川委員

次長（学校施

設担当）

次長

委員長

の為になるという観点から維持管理の体制を作っていきたいと思っています。そのことに

ついて、一年間調整を図りまして、来年の６月に箕作小学校で芝生を植えていきたいと考

えております。先進地に聞いていますとホースで水を撒くというのは到底無理ですので、

スプリンクラーを設置していきますが、スプリンクラーの位置をどのあたりにするなど状

況を調べていきたいので、６月に２０万円ほど調査費の肉付け予算をつけさせていただい

て、箕作小学校に来年芝生を植えていく。それが上手くいき、他の学校でも要望があれば、

維持管理体制が組めたところから芝生化ができれば良いかと思っております。

３点目は八日市南小学校の跡地を貸していただきたいというお話があります。申請者は

ハッピードリームサーカス株式会社。ついこの間まで滋賀県と大津市に土地を借りて公演

をされており、福井県福井市でも公演をされております。東近江市が何をするのかと申し

ますと八日市南小学校の跡地を貸すだけです。ただ、周辺の住民の方々に迷惑をかけない

ようにと何度も言っており、地元の方と協議して、万一苦情が出た場合はすぐに対応する

ようにとやかましく言っております。東近江市の活性化にも繋がるし、子どもに夢を与え

ることにもなるのではないかと市として判断していただきまして、貸す方向になりまし

た。期間は平成２５年７月６日から８月３１日まで、借地料は決まっておらず、まだ契約

はしておりません。議会にも２２日の常任委員会でお話させていただきます。こういうお

話があるということを教育委員の皆様にご了解を取らせていただきたいと思っています。

サーカスに貸すのは良いのですが、集客すると駐車場の問題がありますね。

私と藤田次長とでハッピードリームサーカス株式会社に図面を書かせまして、何台くら

いの駐車場になるのか、入口、出口、どちらからどちらへ誘導するのかなど何度も調整を

図っておるところでございます。

周辺の文化芸術会館などの駐車場は使用しないということですか。

基本的にはそう思っています。ハッピードリームサーカス株式会社からは２００円ほど

駐車場代を取りたいという話があったのですが、サーカス会場の駐車代を払いたくない為

に図書館や本屋など周辺施設に駐車するということが起こり得るので、駐車場代を取るこ

とはダメだと許可条件の中にも入れております。

補足ですが、一回の公演でＭＡＸの集客人数は１,０００人です。八日市南小学校の跡

地を整備し、グラウンドの位置にテントを張りまして、テントの外が駐車場になります。

公演期間が終了いたしましたら、撤去、現状復旧して返すということになっています。ハ

ッピードリームサーカス株式会社の経験値から、車は２００台あまり駐車ができれば足り

るということです。それだけの駐車場の確保ができる図面を書いていただいています。サ

ーカスに動物は使いません。

よろしいでしょうか。

各課報告は時間が押しておりますので、今回は各自で目を通しておいてください。それ

から個人の名簿をお渡ししておりますので取扱いに注意してください。
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それでは、次の定例会の日程ですが５月２４日金曜日、６月２５日の火曜日午後２時か

ら東庁舎Ａ会議室で開催予定です。追って時間、場所等については、ご連絡させていただ

きますのでよろしくお願いいたします。

以上で平成２５年第４回教育委員定例会を終わります。

ありがとうございました。

会議終了 午後 ５時４５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


