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平成２５年第１０回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２５年１０月２４日（木） 午後２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

健康福祉こども部理事 加藤 徳夫 次長（学校施設担当） 清水 宗彦

次長（学校教育担当） 中村 隆秀 次長（生涯学習・スポーツ・文化財担当） 村田 洋一

教育総務課長 野神 浩司 生涯学習課長 清水 保

スポーツ課長 今若 忠司 文化財課長 山本 一博

学校給食センター所長 辻 平 人権課長 森本 雅夫

幼児課長（代理幼児課参事） 高川 典久 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

説明員（生涯学習課主幹） 林 純 事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

以上２２名

欠席者 教育部次長 藤田 善久

事務局 開会

委員長 皆さんこんにちは。お忙しい中ご出席をいただきありがとうございます。

今月に入りましても次々と台風が発生し、心配な状況が続いています。過日の台風２６

号では、警報が出まして市立全小中学校が休校という対応をいただきました。幸い市内で

は大きな被害がなかったようですが、伊豆大島では多くの人命が失われ、今もなお多くの

方が行方不明とのことです。以後も次々と台風が発生するという状況に、２次災害も心配

される中、これ以上被害が広がらないことを切に願っているところです。備えあれば憂い

なしといいますけれども、十分準備をしていてもままならない自然の驚異を、改めて思い

知らされているところです。

さて、今月５日には、船岡中学校の改築竣工式に出席させていただきました。担当され

た皆さんご苦労様でした。子ども達はすでに新しくなった環境で学校生活を送っているわ

けですけれども、学校がきれいになっても主役は自分たちとの思いを呼び起こし、さらに

学校生活を充実させ、楽しんでいてくれるようです。式典のほか文化祭も開かれ、私もし

ばらく鑑賞させていただきましたが、子ども達は整然とした雰囲気で、気持ち良く見せて

いただきました。子ども達の真面目な取り組みが伝わり、新しくなった学校とともに子ど

も達の健やかな育ちを確信したところです。

１１月に入りますと１日「教育の日」に始まり、３日には教育委員会表彰、またその後

には県外研修などもあり忙しい時期を迎えますが、改めて教育委員としての役割と自覚を
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委員長

委員

委員長

教育長

再確認する機会と考えておりますし、自己の学びとして、また他市の委員の方々との有意

義な情報交換の機会にしていきたいと思っております。

それでは、ただ今から平成２５年第１０回の定例会を始めさせていただきます。

まず、９月定例会会議録の承認についてでありますが、あらかじめ事務局から配布し、

熟読いただいていると思いますが、ご異議はございませんか。

― 異議なし －

ご異議も無いようでございますので、９月定例会については武田委員と谷川委員に後ほ

ど署名をお願いいたします。なお、今回の議事録署名人には、谷川委員と坂田委員にお願

いいたします。

それでは次第にしたがいまして報告をお願いします。

はじめに、教育長報告からお願いいたします。

皆様こんにちは。台風が迫る中、ご出席いただきありがとうございます。

皆さまには、幼稚園の運動会ならびに船中の竣工式とありがとうございました。船中に

先立つ１０月２日には、大規模改修をしていました布引小学校の竣工を祝う会も行われ、

お世話になった業者の方々を招いて、お礼の言葉や色紙を渡すなど大変良い雰囲気で終え

たと校長から報告を受けました。また、湖東第３小学校も美しくなり、夏休み明けには、

きれいになった昇降口で子ども達が歓声を上げながら入ってきたということでございま

す。学校施設の改修にあたりまして、いろいろとご協力いただきありがとうございました。

この一月間の主な教育委員会の動きでございますが、１０月４日には、二之湯参議院議

員が、学力学習状況調査の結果も出たがどうか等、市の教育事情の聞き取りにお見えにな

りました。児童生徒の学力向上・定着については、学校教育のコアの部分ですので、今後

力を入れていきたい、そのためには緊急雇用あるいは地方交付税の中で人員を配置すると

いうこともありますが、きちっとした制度改正的なもので人材を確保してほしいというお

願いをさせていただきました。

１０月１０日に第２回の教育振興基本計画策定員会を開催いたしまた。それまでに委員

の皆さんの意見の聞き取りも実施しまして、策定に向け引き続き進めていくところです。

１１日には、特別支援教育推進協議会から就学指導にかかる答申をいただきました。

１３２人の就学相談結果、つまり就学先はどこが妥当かといったことを、教育相談あるい

は観察、検査などを行って決定いただいたところです。また、特別支援教育の充実、発展

について提言もいただきました。人の配置等いろいろありますが、市としてしっかりと受

け止め、教育行政の中に一定反映されていると評価もいただいたところです。

その中で、来年度に向けて、新規通級指導教員の配置にかかる意見書ももらいました。

１つは中学校の通級指導教員の新規配置について、昨年も中学校に１人お願いしました

が、配置いただけませんでしたので、引き続きお願いをしていくということをお答えしま

した。小学校の通級指導教員については、担当地域を分けて４教室で対応していますが、

現在満杯の状態ですので、ぜひ増員をお願いしたいということ、このことは教育委員会も

そのつもりで、手続きをしているとお答えしました。
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２３日、昨日ですが平成２５年度の第２回滋賀県内教育研究所協議会に出席しました。

１３市と県の総合教育センターの関係者が集まり情報交換等しながら、研究・研修の充実

を図っていくものですが、今回本市が会場となりました。

明日２５日には、河原滋賀県教育長が本市にお見えになります。特に学力学習状況調査

結果が芳しくなかったということで県内を行脚しているとのことですので、こちらの取り

組みの報告と同時に予算の関係でお願いしたいと思っています。このことは次回定例会で

報告させていただきます。

現在、来年度の予算編成や組織にかかるヒアリングを実施していますが、このことは部

長から報告させていただきます。

学校教育関係ですが、１０月２日に校長会を開催し、その中で指示したことを報告いた

します。

１点目は特別警報について、特別警報発令時の非常措置基準が県から出されていません

ので、現場からどうなるのか問い合わせがありました。暴風警報以上の状況ですので、当

然臨時休業になるであろうとの話をしていましたが、１０月１８日に県教委からメールで

「非常変災時その他緊迫事態における市町立学校の非常措置基準」が示されましたので、

その基準に則り市も対応するということで、臨時休業の扱いをさせていただきます。

また、９月議会一般質問の内、学校教育にかかる丁野議員と大橋議員からの質問内容に

ついて伝え、気をつける点について指示をいたしました。

我が校の学力向上策については、非常に厳しい状況でしたので、９月の校長会でもう一

度現場をしっかり見て課題に対応した具体策をとお願いをいたしましたが、改めて具現化

の要請をいたしました。何度も申しておりますが、学力学習状況調査については、全国・

滋賀県・本市とだんだん落ちていくという状況ですので、自分の学校の状況をしっかり分

析して、自校の特徴にあった対策を全教職員が共有して進めてほしいということです。そ

んな中で、学力学習状況調査にかかる研修講座も研究所と一緒になって進めていただいて

います。現在、２回目の人事訪問を行っていますが、どう取り組んでいるか校長から聞き

取りをしています。

電子黒板についてですが、現在配置を進めていますが、議会からも教師による学校間の

差が無いよう要望されていることを伝え、しっかりと研修するようお願いをしました。前

年度の「情報化の実態に関する調査結果」の概要も出ていますが、全国学力学習状況調査

と似た傾向が見られますので、電子黒板を有効なツールとして使っている結果も影響して

いるようにも思います。

本市の場合、これまでは全国的に見ても低い設置状況にございました。ワンフロアーに

１台ないし２台の配置ができた時点で県の状況を上回ります。今後他の市町がどう整備す

るかわかりませんが、環境的にはかなり充実していくこととなります。しっかりと使って

もらわないといけませんので、納入業者を交えて確実に校内で研修会を実施し、１人、１

度は必ず電子黒板を触る機会をもつようスケジュールの調整をしてもらっています。これ

までも推進校を何校か指定しており、その学校については完全に全部の先生が使えるよう

になっておりますので、新たに配置した学校を重点的にサポートしていきたいと考えてお

ります。

また、１０月初め頃には危機管理意識をしっかり持ってもらわなければならない報道が

たくさん出ておりました。愛知県一宮市の市立中学校で、在籍中にいじめを受けたことに
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委員長

ついての訴訟で、担任の責任が認定されたということがございました。大阪市立桜宮高校

の体罰による生徒の自殺、これも大阪地裁は被告の元教諭に懲役１年執行猶予３年という

判決も下されました。さらに、東日本大震災直後の宮城県石巻市の幼稚園の送迎バスが津

波に巻き込まれた事件についても園側の安全配慮義務違反が認められ、損害賠償が命じら

れるという判決が出ております。それぞれ最終結審がどうなるかわかりませんが、学校・

園・教諭の責任が問われるということですので、そういう意味では不作為、何もしなかっ

たことへの責任、そして安全配慮義務違反、こうした視点をしっかり認識して危機管理意

識を持って対応してほしいとお願いをしました。

東近江市立学校管理規則の第３条、休業日について、夏季休業日を７月２１日から８月

２６日までとする方向で進めていることを校長レベルですが伝えています。今後５年間を

見ると、曜日の関係でここ３年は３日増え、４年目は４日、５年目は５日増える計算にな

ります。入学式を遅らせてほしといった声もありますが、先日も台風で１日臨時休業にな

っていますし、今後インフルエンザなどで休みとなれば、たいして変わらないようになり

ますので、まずは夏季休業を５日短縮して対応することにしたいと思っています。ただ、

土曜授業の話も出ていますので、それが固まるようであれば、改めて検討もしていかなけ

ればとは思っています。

先ほど申しましたが、現在第２回目の人事訪問を行っています。１０月１１日から１１

月１１日までの一月間で、各学校概ね１時間３０分程度訪問しています。主に次年度の児

童生徒数、学級数について、そして特別支援学級の継続や存廃について確認をしています。

また、定年や早期退職、新採３年目の者、産休育休の状況など人事に関する確認も行って

います。そんな中で、学力向上策のキーパーソンはだれなのか、次年度に向けての構想が

どうなのか、特に今後半年間の具体的な動き、取り組みの状況の聞き取りをいたしており

ます。

平成２６年度の教職員人事異動方針の説明会が、１１月１５日に教育委員会を対象に実

施され、１９日には小中学校の校長への説明会が行われます。

今、非常に悩ましいのは土曜授業に関する検討チームの最終まとめが出され、今後どの

ように法整備を含め動いて行くのか、それから小学校の外国語活動、英語科について急に

表面化してきて、東京オリンピックまでに導入するといった新聞報道もあります。３年生

から導入して５・６年生には教科化し、中学校の英語の中身を小学校に移すというような

ことも含めて検討するとされていますので、そうなると余計に時数の問題も出てきます。

土曜授業の復活も絡んでくることも予想されますし、動きを注視して行かなければなりま

せん。いずれにいたしましても、どうすることが子どもたちにとってより良い教育課程編

成につながっていくのか検討していかねばなりませんし、先生の力もつけなければならな

いという新たな課題がどんどん出てきます。

もう１点、新聞報道にもありましたが大津市で教諭が逮捕されるという事案が２件続い

たということで、おかげさまで本市ではありませんが、ただ、交通事故事案が継続して出

てきていますので、次回の校長会では取り上げたいと思っています。

以上でございます。

ありがとうございました。ただ今の教育長の報告に対してのご意見、ご質問等ございま

すか。
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教育部長

委員長

健康福祉こど

も部理事

無いようですので、次に教育部長から報告をお願いします。

まず、市政懇話会についてですが、来月の１１月５日から１４日にかけまして、８会場

に分けて開催されます。今回の市政懇話会では、第１部として自治連やまち協の方にも参

加いただきながら、「自治会・自治連とまち協と行政の三位一体のまちづくり」について

懇談を行い、第２部として、要望提案について意見交換となっております。

要望・提案の中で教育委員会に関連するものについてご説明させていただきます。

平田地区からは、県道下羽田市辺線、三津屋バイパスの道路整備に関して、平田グラン

ドが道路用地にかかるため、グランドの機能回復、減少分を現グランドの近くで確保して

ほしいという要望でして、現在の平田幼稚園の方向性も含めて全体的な調整が必要である

と考えております。

玉緒地区では、玉緒小学校の老朽化した体育館の改築要望がありましたが、現在、エレ

ベーター棟の増築工事の設計を進めておりますし、全体の配置につきまして現在検討中で

あります。

また、能登川地区からは、社寺等文化財の防火対策について、要望をされており、蒲生

地区からは、公の施設、野口謙蔵記念館、ガリ版伝承館、蒲生緑の広場などの存続の考え

方について要望があります。他にいくつかの地域から、通学路の整備要望が出ております。

市政懇話会については以上でございます。

次に、１１月１日に臨時議会が予定されております。改選後初の議会ということで議長

等の選挙が予定されておりますが、案件として先月の台風１８号の被害に対する補正予算

の専決処分が上程されます。教育委員会関係では、ふれあい運動公園、蒲生運動公園テニ

スコートのフェンス、泰山閣の木塀の復旧費用として、全体で約１７００万円を見込んで

おります。その中で大きいものは、ふれあい運動公園の復旧費用でございます。また１２

月議会の案件につきましては、１１月の教育委員会で細部の説明をさせていただきます

が、現段階での案件等の概要を後程、説明させていただきます。

次に、お配りいたしております平成２６年度予算編成方針につきまして、示達がござい

ましたので、その概要についてご説明申し上げます。基本的には小椋市長初の予算編成と

なり、「３つの理念」と「５つの基本政策」を基軸として、特に平成２６年度は、市域の

経済活性化に資する即効性の高い事業について、優先的に予算化を行うこととなっており

ます。資料１に「平成２６年度予算総額のイメージ」が示されておりますが、概算要求の

総額は４９４億３千万円で、予算規模の総額は４８０億円が目途とされており、この額は

当初予算としては合併以来最大となっております。

今後、概算要求との差１４億円余りを圧縮してくこととなりますが、教育委員会としま

しては、根拠を示しながら確かな要求を行なっていきたいと考えております。あわせて、

毎年各課の組織ヒアリングを行っておりますが、それぞれの課題も踏まえながら集約し、

総務部の組織ヒアリングを受けております。以上でございます。

ありがとうございます。続いて健康福祉こども部理事から報告をお願いします。

はじめに、委員の皆様には、９月末から１０月にかけまして幼稚園の運動会に、お忙し

い中ご臨席を賜りまして、誠にありがとうございました。
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委員長

次長（学校教

育担当）

委員長

武田委員

次長（学校教

育担当）

私からは大きく２点について、ご報告申し上げます。

１点目は、市政懇話会についてですが、幼稚園・認定こども園に関連する部分について、

３地区から要望がございました。

平田地区からは、「平田地区に幼保一体化施設を」という要望が、昨年に引き続き提出

されています。市の考えとは隔たりがありますので、今後も地区自治会連合会と協議を進

めていきたいと考えております。

中野地区からは、「南小学校跡地を利用した中野まちづくり」と「子ども子育て支援の

環境整備と地域高齢者の支援施設の配置」について、新規要望されています。八日市南小

学校の跡地利用として、老朽化している中野幼稚園の移転などを提案されるとともに、認

定こども園をはじめとする子ども・子育て支援新制度に関する情報提供など要望されてい

ます。跡地利用につきましては、今後、市の考え方をとりまとめる中で、地区自治会連合

会とも協議、検討していくことになろうかと考えております。

蒲生地区からは、「蒲生幼児園新設に伴う周辺インフラ整備について」新規要望されて

います。駐車場をはじめ、歩道や交差点などの整備についての要望であり、地元自治会等

のご協力を得ながら進めていきたいと考えています。

２点目は、議会関係ですが、１１月１日の臨時議会には、補正予算を 1 件、提案する予

定です。内容は、子ども子育て支援新制度の平成２７年度本格施行に伴い、幼稚園等の入

園手続きなどに必要となります、電子システム構築等の業務委託料について、計上する予

定です。

次に、１２月議会についてですが、条例関係では、平成 26 年度から湖東ひばり幼児園

を認定こども園とするため、認定こども園条例の一部を改正する予定です。補正予算関係

では、幼稚園の電気料と施設等修繕料の計上を予定しております。

以上、簡単ですが報告とさせていただきます。

ありがとうございます。部長、理事から報告がありましたが、ご質問等ございますか。

無いようですので、続いて議案の審議にうつります。

議案第２０号東近江市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について、担当から

説明をお願いします。

―資料により説明―

ただ今の議案について、ご意見ご質問はございませんか。

先ほど教育長のお話にもありましたが、カレンダーの関係等で実質的にはそうたくさん

日数が増える状況ではないということですが、以前から授業時数が厳しいと伺ってきた中

で、この変更で今後数年しっかりと確保できる見込みはあるのでしょうか。

規定時数は、小学校１年生の年間８５０時間から６年生９８０時間までで、現在のとこ

ろ市全体として実施時間は上回っている状況です。中学校は、１０１５時間という標準時

間数がございますが、これにつきましても全学年かろうじて実施時数は上回っておりま

す。中学校３年生は、公立高等学校入試の時期とあいまって少し苦しいところではござい
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委員長

学校給食セン

ター所長

委員長

委員長

教育総務課長

委員長

武田委員

生涯学習課長

ますが、なんとか確保しているところです。

日数では、昔は年間２４０日程ありましたが、平成２５年度は１９９日です。しかし、

１０月１６日に臨時休業しておりますので１９８日となっています。今年度は、４月８日

月曜日始まりで、５月の連休は４連休、しかも９月が２日の月曜日始まりとなり、昨年度

の２００日と比べますとやや少なくなっています。本議案をお認めいただきますと、来年

度は４月８日火曜日始まり、５月は４連休、２学期を８月２７日水曜日から始めましても、

２９日までのプラス３日で、年間授業日数としては２０３日と今年度よりは４日増えるこ

ととなります。しかしながら、台風やインフルエンザなどで２００日を割ることもありえ

ます。以後２７年度から３０年度までの総授業日数を申し上げますと、２７年度２００日、

２８年度２０１日、２９年度２０２日、３０年度２０４日となります。３０年度は８月

２７日が月曜日で１週間５日伸びることとなり、１９９日が２０４日と最も多くなりま

す。このように長期的には微増で維持できると考えております。

ありがとうございます。他にございますか。

無いようですので、ご承認いただいたということで、議案第２０号については原案どお

り可決といたします。

続きまして、議案第２１号東近江市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について、担当から説明をお願いします。

―資料により説明―

ただ今の議案について、ご意見ご質問はございませんか。

無いようですので、ご承認いただいたということで、議案第２１号については原案どお

り可決といたします。

続きまして協議事項に移ります。平成２５年度教育委員会表彰について、前回９月定例

会でご協議いただきましたが、それ以降の追加分について協議いただきます。それでは説

明をお願いします。

―資料により説明―

（推薦課担当者より説明）

この件についてご意見ご質問はございますか。

前回の定例会で、現職の教職員への授賞について積み残した案件がありましたが、ただ

いまの事務局の説明のとおり、授賞することとしてよろしいでしょうか。

ご異議もないようですので、授賞といたします。

他に何かございませんか

文化賞の中のバレエの功績にある賞がよくわからないのですが、どういった賞ですか。

スポンサー名の賞で何位といった表現ではありませんが、大会の入賞範囲がそこまでと
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谷川委員

生涯学習課長

委員長

武田委員

生涯学習課長

谷川委員

教育総務課主

幹

武田委員

委員長

教育総務課長

委員長

生涯学習課長

なっています。表彰規定に該当しますので対象者に挙げさせていただいております。

頑張っている方を表彰して励みにしていただくことは大切と思いますが、大会の規模や

予選の状況などもいろいろで、わかりにくい面もありますので、今後しっかり確認いただ

き、表彰についての考え方も含め、レベルを合わすようにしてだきたいと思います。

今回のバレエの大会を見ますと、国内でも有数の歴史ある、知名度の高い大会という位

置づけであります。確かに文化関係については、予選の状況もいろいろとは思いますが、

ふさわしいものと考えています。

文化賞はスポーツ賞と比べて挙げてくる判断が難しいように思いますが、やはり文化も

大切で、いろんな意味で開花してほしいと願っています。スポーツ賞の対象は以前から多

かったのですが、文化賞は少なかったようですし、近頃はダンス等に頑張っている子も多

くいますので、いろんな情報を収集して対象としていくことは大事だと思います。

住所が市外の方もいらっしゃいますが、どういう基準ですか。

所属される団体が東近江市の文化協会に登録をされておられますので、規定に該当する

ものです。

他市で東近江市民が表彰を受けておられるようなことはありますか。また、市外の方が

住所地でも表彰されるなど、二重に表彰ということもあり得るのではないでしょうか。

近隣の表彰の状況も調べましたが、まちによって基準がいろいろです。教育委員会で表

彰はしないというところや、もっとハイレベルな方を若干名というところ、スポーツは体

協でというところなどいろいろですので、実情はわかりません。

それぞれのまちの判断ですから、東近江市としての基準、考えで良いと思います。

他によろしいでしょうか。

無いようですので、続いて報告事項に移ります。

市議会提案予定案件について、担当から説明をお願いします。

―資料により説明―

（次長（学校施設担当）より説明）

ありがとうございます。この件についてご意見ご質問はございますか。

無いようですので、続いて東近江市博物館基本構想案について説明をお願いします

―資料により説明―

（生涯学習課主幹より説明）
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委員長

教育長

委員長

学校給食セン

ター所長

委員長

武田委員

委員長

ありがとうございました。本日いただいたばかりの資料ですので、今後熟読してご意見

をいただきたいと思います。多くの施設がございますので、充実していくにはそれなりの

経費やボランティアさん等人材の育成も必要になってくると思います。従来からご協力い

ただく団体の方々のお力も得ながら、次の展望が開いていければと思います。

全ての施設をご存知でしょうか。もともと行財政改革の中で公の施設改革をどうするか

ということと、博物館構想としてどう考えていくか、２つのレールで議論されてきました。

公の施設改革でも、教育委員会の検討を尊重するとの話もいただいて進めてきました。

そうした中で、野口謙蔵記念館については、過日、米田雄郎氏のお孫さんから５００点

にのぼる貴重な資料を寄贈いただき、また市長からも何とか残す方向で検討するように指

示もあり、当初の検討と変わってきた部分もあって練り直している最中です。先ほど委員

長のお話にもありました、維持管理のコストをどうしていくのか、また 市民の協力、ガ

リ版伝承館等は関わっていただいている市民の方とどう協力して進めていくのか課題が

出てきておりまして、まだ方針が出ていません。

ただ、ご寄贈いただいたものを含めて、たくさんの歴史、文化、芸術作品を抱えている

だけではもったいないということで、市民の方に見せていくことが必要です。また、中路

融人画伯には、美術館的なものを作るなら市に預かってもらっている作品を寄贈するとの

お話もいただいていますし、三輪良平画伯の作品も何点もご寄付いただいております。そ

うした芸術性の高い多くの作品に市民の皆さんにどのように触れていただくかという課

題がつきつけられている状況の中で、どう一体化して見せていこうかということで、運営

委員会の先生方のご意見やご指導を元に、この基本構想案を作成したものです。

この中には、てんびんの里文化学習センターの２階部分を美術館的に改装してはという

案もありますが、それぞれ具体的に施設を見ていただいたほうが話をしやすいと思います

が、いかがでしょうか。

大体の施設はお分かりかと思いますが、全てとはまいりませんので、一度視察する機会

を持ちたいと思います。後ほど、日程の調整をいたします。次回の定例会までに機会を持

ち、また案についても熟読いたしたいと思います。

では、次に移らせていただいてよろしいでしょうか。

学校給食費の改正について説明をお願いします

―資料により説明―

ありがとうございました。この件に関しましてご意見ご質問等ございませんか。

この件は、私も委員として参加しております学校給食委員会で２度にわたり協議しまし

た。一昨日の委員会で、消費税の引き上げと夏季休業日の短縮による給食日数増をうけて、

この金額に引き上げることについて、委員の皆さんのご了解をいただきましたので、私か

らも報告をいたします。

学校給食委員会でもしっかりと議論をいただいたということでございますが、どうでし
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各課担当者

教育部長

教育長

委員長

武田委員

教育長

委員長

教育研究所長

ょうか。ご意見、ご質問等よろしいですか。

それでは、その他に移ります。各課からの報告をお願いします

―資料または口頭により説明―

学校教育課…学校教育だよりについて

生涯学習課…事業報告・計画、東近江市美術展覧会について

図書館 …事業報告・計画、第１回図書館協議会について

教育研究所…学力学習状況調査にかかる研修、研究発表大会・教育講演会について

幼児施設課…議会議決工事進捗状況の報告について

幼児課 …保育園・幼稚園・認定こども園入園申し込みについて

先ほど、議決いただきました学校管理規則と学校給食センター条例施行規則につきまし

ては、１１月６日の校長会で正式に学校に下ろしたいと思っております。また、議会には、

時間が取れれば１１月１日の臨時議会の委員会の中で、取れなければ１８日の委員会協議

会どちらかで報告させていただきたいと思っております。

昨日、県の緊急対応特別相談員として２名の方が赴任されました。小学校のスクールカ

ウンセラーとして来ていただくこととなります。お二人とも臨床心理士の資格をお持ち

で、お一人は奈良女子大の教授で以前本市にスクールカウンセラーとして来ていただいて

いた方で、もう一人の方も、クリニックに勤務され、子どもたちのカウンセリングにもあ

たられた経験のある方です。週２回、年度末まで来ていただきます。次年度予算で市とし

てカウンセラーの雇用を要求する予定です。

ありがとうございます。これですべての案件が終了いたしましたが、改めてご意見ご質

問はございませんでしょうか。

いじめ防止対策推進法が施行されましたが、それに伴い基本方針が出たように聞いてい

ますが、それに対する市教委や学校の対応はどうなっていますか。

生徒指導担当で検討している状況です。

電子黒板ですが、学習に興味のある子はどんどん引き込まれると思いますので、先生が

上手に指導いただくためのマニュアルをつくって前向きに活用してほしいと思います。せ

っかく予算もついて整備されるのですから、学力向上につながればいうことはありませ

ん。宝の持ち腐れにならないよう、よろしくお願いいたします。

学校教育課で、連日のように先生を集め、導入業者を交えて電子黒板、電子教科書の使

い方の研修を続けていただいています。それに加えて教育研究所のＩＣＴ推進委員会に各

学校から代表を出していただいて、いろいろと検討してもらっています。研究授業をやっ

て、推進委員が自分たちの学校に持ち帰り広めていくという、学校現場研修と委員会の研

究があいまって、さらに進めていきたいと思っています。
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委員長

教育部長

委員長

教育総務課

主幹

委員長

電子黒板は、学力の向上につながると確信していますのでよろしくお願いします・

男子黒板につきましては、３年間の債務負担で認めていただいています。議会議決案件

になりますが、来年の６月議会ですと夏休み明けの整備と遅れますので、できれば３月議

会で契約して、できるだけ早く導入したいと思っております。

ほかによろしいですか。

では、次回定例会の日程は１１月２２日（金）午後２時からとなりますので、よろしく

お願いします。また、１２月定例会ですが、１２月２４日（火）ということでご予定をお

願いいたします。あと連絡事項をお願いします。

―当面の日程説明―

それでは、以上で平成２５年第１０回教育委員会定例会を終了させていただきます。

長時間にわたりましてありがとうございました。お疲れ様でした。

会議終了 午後４時１０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


