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平成２５年第１２回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２５年１２月２４日（火） 午後１時３０分 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 藤田 善久

次長（学校施設担当） 清水 宗彦 次長（学校教育担当）（代理学校教育課参事）井上喜与一

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 藤原 真弓

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 事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

以上２２名

事務局 開会

委員長

委員長

皆さんこんにちは。今年も残すところ一週間あまり、あわただしい時期を迎えました。

ここ数日は寒さも厳しく、周囲の山々も白くなって師走の気忙しさを感じております。子

どもたちは楽しい冬休みに入りましたが、休み中は事件や事故が無く、それぞれの家庭で

できる手伝いを実践して、気持ちよく新年を迎えてくれることを願っております。

また、１２月議会はお疲れ様でした。全国学力学習状況調査の結果を踏まえての厳しい

質問もいくつかありました。当市の危機感を持つべき現状を認識して確かな学力の育成に

ついて、多面的なアプローチを継続的に進めて成果を上げていかなければならないと思っ

ております。子どもたちに安定した学びの環境を作っていくためには、家庭と地域と学校

が協働して子ども達を見守ることは周知のことですけれども、本市もそうした取り組みを

各校区で行っていただいております。６年前から活動されています蒲生校区での学校支援

地域本部事業が、このほど文部科学大臣表彰を受賞されたと伺いました。この事業も支援

コーディネーターと本部長となられる学校長の力量に負うところが多いと思いますけれ

ども、今後市内で拡大していこうという中で、大いに刺激と励みにつながるものと思って

います。

それでは、ただ今から平成２５年第１２回の定例会を始めさせていただきます。

まず、１１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。
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委員

委員長

教育長

― 異議なし －

ご異議も無いようでございますので、１１月定例会については坂田委員と武田委員に後

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、武田委員と谷川委員にお

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。

はじめに教育長から報告をお願いします。

皆さまこんにちは。

教育委員会の主な行事でございますが、１１月末には日韓文化交流使節団の韓国統營市

への訪問がございました。谷川委員には団長としてご参加いただき、１２月２日には市長

へも報告をいただいたところです。

１２月７日には、東近江市青少年育成大会が八日市地区担当ということでアピアホール

にて開催され、市内の中学生が受付や司会等をして進めてくれました。地区行事への市内

中学生の参加については学校にも積極的にと申しておりますが、少しずつ拡大していると

いった感触を持っています。地域とのつながりも深めてもらい、何かを成し遂げるという

ことで「自己有用感」を高めてくれるような場の設定ができればといいなと喜んでいると

ころです。

１２月１９日は、県教委の訪問がありまして、次年度の特別支援学級の新設、増設、存

続についてお願いをさせていただきました。トータルで小学校１０教室、中学校３教室の

お願いをいたしました。

また、資料にあります「山田良定彫刻展」が開催されますが、遺作のうち１点を市に寄

贈いただくこととなり、八日市文化芸術会館内に展示をさせていただく方向で調整をして

おります。

１２月議会でございますが、１１月２９日に開会をいたしました。学校教育の関係では、

学力向上にかかわって２議員、安田議員と畑議員から質問を受けております。非常に厳し

い状況であったことを重く受け止めて、学力向上を充実せよというご意見として真摯に受

け止めさせていただき、今後の教育行政に反映させて進めていきたいと考えております。

他の質問につきましては、後程説明をさせていただきます。

児童生徒教職員に関してですが、８月の消火訓練の事故については、後ほど報告いたし

ます。また、１１月には現職の教員が亡くなられたこと、また議会中でしたが中学生の対

教師暴力の事件もあり、いじめの事案も聞いているところです。

校長会議等での指示事項でございますが、１点目は、人事訪問に引き続き校長面談を実

施いたしました。一人１５分程の短時間でしたが、事前にシートを出していただき、話を

伺いながら、お願いしたいこと、確かめたいこと、特に学力向上にかかる今の動き等を聞

き取らせていただきました。こうした面談を通じて、改めて校長のリーダーシップの重要

性を再認識いたしました。ビジョンの明確化、あるいは具体化のために職員をしっかりと

指導していただくようお願いしました。

教育現場に期待することとしまして、今年度は各種研究大会、生活科や音楽科、道徳、

人権教育にかかる大会が、１０月から１１月にかけて東近江市を中心に目白押しに開催さ
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委員長

教育部長

れました。特に道徳に関しましては、船岡中学校と箕作小学校が会場になり全部の学級で

道徳の授業を展開いただきましたが、指導案の検討、当日資料の作成、授業の進め方等、

見本となるような良い授業をしていただきました。大変良かったと思っていますし、特に

中学校では、より広げていきたいと思っているところです。

もう一つは、各校の学力向上策です。校長面談で現状を確認しながら、弱いと思うとこ

ろは改めて指摘をいたしました。次回から全国学力学習調査結果の公表が可能になると文

科省からも出ています。学校名を上げて点数で表示する方向は否定していますので、私ど

ももそうしようと考えていますが、検討改善委員会で課題を出しながら、新たな方向性を

提示してもらっていますので、引き続き公表もしなければなりませんし、もっと積極的に

学校にも地域にも働きかけていく必要があろうと感じています。

教職員の不祥事防止についてですが、県費、市費雇用の職員を問わず交通事故が非常に

多くなっています。滋賀県自体事故が多い中で、東近江管内で多発していますので、冬季

休業前に各学校に重ねて注意喚起をいたしました。また、道路交通法の改正で、自転車の

乗り方が変わりましたので、特に中学校に生徒への指導の徹底をお願いしました。まだ右

側通行の生徒をよく見かけ、危なく感じていますので、該当の学校長には個別に伝えてい

るところです。

学校管理の中で給食におけるアレルギー対応につきまして、事故後の対応が迅速に行わ

れていない点について注意喚起をしました。幸い大きな事故にはなりませんでしたが、確

認すること、起きた場合の連絡体制の徹底をお願いいたしました。また、校舎侵入事案も

あり、盗難はなかったのですが、窓ガラスを割られるなどの被害がありましたので、年末

年始を控えての校舎の施錠、周辺の整理整頓についてもお願いしました。

最後に、２学期末は、三者懇談をはじめ保護者との懇談の場が持たれます。学力学習状

況調査結果を踏まえての家庭生活のお願いや通知表の生かし方など、懇談会を有効に活用

していただきたいということ、そして、臨時職員も多くなっていますので、そうした方へ

の通知表の表記の仕方などの指導をしっかりするよう依頼しました。以上です。

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。

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。

１２月議会の一般質問ですが、１０日（火）から１２日（木）までの３日間行われまし

た。教育委員会には、８議員から大きく分けて９項目にわたる質問をいただきましたので、

ご報告させていただきます。

全国学力学習状況調査関連以外の質問ですが、教育総務課関係では、中長期計画につい

てという質問で、教育振興基本計画について、策定委員会で現在検討を進めていることの

ご説明をしました。

学校施設課関係では、小中学校の今後の改修計画とグランドの芝生化の質問があり、今

後の改修計画につきましては、建築年度、老朽度等を勘案し、合併に伴う財政支援の終了

する平成３２年までを目途に計画的に進めていくこと、また芝生化につきましては、箕作

小学校の運用状況をみながら他校にも広めていきたいことをご説明しました。

生涯学習課関係では、社会教育についての質問で、人づくりプランにそって、三つの「わ」



- 4 -

委員長

健康福祉こど

も部理事

づくりを基本に進めていること、また社会教育団体の育成等については、行政の責務とし

て行っていること、まちづくり協議会との関係につきましては、運営や事業に協力支援す

る形で団体の育成に寄与していただきたいことをご説明しました。

また、コミュニティセンターと指定管理との関係のご質問では、それぞれのコミュニテ

ィセンターが創意と工夫により市民サービスの向上に努めていただいていること、指定管

理事業として施設の管理運営と生涯学習事業の提供だけではなく、住民自治活動の支援と

まちづくり事業をあわせて推進していただいていることをご説明しました。

スポーツ課関係では、国体に向けての施設整備の考え方についての質問では、競技会場

決定までにはもう少し時間が必要との事ですので、時期を失することのないよう、競技団

体と協議をしていきたいということをご説明しました。

文化財課関係では、雪野山古墳をどのように活用するのかということについて、来年度

には雪野山古墳が国指定史跡となったことを記念し、また発掘２５周年を記念して出土品

の展示などを行い、周辺の古墳群等も視野に入れながら、より効果的な活用を図っていき

たいということをご説明しました。

以上、１２月議会の一般質問の要旨と答弁概要をご説明申し上げ、報告とさせていただ

きます

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、１２月市議会定例会での一般質問についてですが、３議員からご質問いただ

きました。

坂口議員からは、子ども・子育て支援事業計画策定の進捗状況等について質問がありま

した。答弁としましては、東近江市子ども・子育て会議を２回開催し、今月末に開催予定

の第３回会議にて、アンケート調査結果について検討いただく予定であること、また、国

の明確な方向が示されない中、非常にタイトな策定スケジュールのため、情報の早期収集

に努め、可能なものから早期に検討・議論をはじめ、計画の策定を進めていく旨、説明さ

せていただきました。なお、第３回の子ども子育て会議を１２月２６日に開催させていた

だきます。坂田委員には、年末大変お忙しいところ恐縮ですが、ご出席をよろしくお願い

いたします。

村田議員からは、（仮称）蒲生幼児園の周辺整備に関し、駐車場用地を新たに確保する

必要性について質問がありました。幼児園の駐車場は、９５台程度の駐車スペースを予定

しており、保護者送迎時や園行事以外には、あかね文化ホールの利用者等の駐車場として

も利用できる旨、説明させていただきました。

西澤議員からは、学童保育施設の設置状況等について質問があり、市内の状況を説明さ

せていただきました。また、関連質問で、長峰団地内にある蒲生西学童保育所の移転時期

について質問があり、蒲生北小学校の給食室を来年夏に改修工事した後にご利用していた

だける旨の説明をさせていただきました。議会関係は以上です。

次に、先月の定例会で、子ども子育て支援事業計画の策定作業と並行して、平田・中野・

御園・愛東の４地区につきましては、施設のあり方を協議する場を設けるなど、適宜、地

区自治会連合会など関係者の皆さんへの現状説明等を進めている旨、報告させていただき

ました。今回、御園地区と愛東地区において動きがありましたので、経過を報告させてい
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委員長

各課担当者

委員長

武田委員

図書館長

武田委員

教育総務課長

ただきます。

御園地区につきましては、１２月に入り、地区自治会連合会から、地区の課題２点とあ

わせて寺幼稚園の統廃合について、市長宛の嘆願書を提出されました。「寺幼稚園が野幼

稚園と統合になれば、通園距離が遠くなること」や「御園東部に公共施設が無くなり、緊

急避難場所が御園小学校になれば遠くなること」などから、「園区を改変して園児数を確

保し、寺幼稚園を存続してほしい」という内容でした。今後とも、地区自治会連合会と協

議を重ねていきたいと考えております。

愛東地区につきましては、前回の定例会で保護者会や自治連、まち協など、地域の子育

て関係の代表の方のご意見として、「幼稚園２園の統合はやむを得ない。統合する場所は

支所周辺で新しい施設を」とのまとめをいただきましたので、このことを受け、市として

もこの案で、あらためて地区自治会連合会に提案していく旨の説明をさせていただいたと

ころです。その後１２月に入り、地区自治会連合会の会合で、その旨の提案をしましたと

ころ、概ね賛成とのご意見をいただきました。今後は、幼稚園の保護者の皆さんへの経過

説明を予定しております。以上、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、では報告事項にうつります。

平成２６年度教育関係予算の見積概要について、説明をお願いします。

―資料により説明―

ただ今ご説明いただきましたが、ご意見ご質問はございませんか。

図書館の資料費が前年同額で見積ということですが、いくらぐらいですか。

前年要望４８００万で、今回は消費税３％アップ分のみ上乗せしています。雑誌や新聞

は別です。全部合わせると約６千万円弱になります。

人件費の関係ですが、２６年度で緊急雇用が終わるということですが、その分を市単独

で見ていかなければということですが、臨時職員２５５名の内、緊急雇用に該当する人が

どれぐらいですか。

緊急雇用には、「すこやか支援員」や「さわやか相談員」などいろいろな雇用形態があ

りますが、学校教育課から要望があるのは、１、２年生を対象に学級支援をする「すこや

か支援員」にあたる先生です。来年度の予算見積では、２９名以上児童がいるクラスに１

名を基準に配置を要望しており、そのクラス数が２９クラス見込まれます。当初財政部局

からは、緊急雇用制度が終了したらその分は見ないということでしたが、ここ数年配置を

行い、現場からの必要の声も高く、現場も見させていただき、人事担当としても必要であ

ると判断して要望しているところです。

また、緊急雇用でスクールカウンセラー１名がおりますが、それも必要ということで１

名。さらに、学力向上のための支援員２名も見積もり、あわせて３２名を見積もっている
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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

教育総務課主

幹

委員長

各課担当者

委員長

谷川委員

ところです。

昨年も緊急雇用制度がどうなるかわからないという話の中、緊急雇用以外でも支援員を

配置したいという話があって人件費を見たように思いますが。

市単独の特別支援員等は例年どおり見積り、さらに緊急雇用分を追加ということで、小

学校の講師だけでも、市単独３３名と緊急雇用振替分の２９名、あわせて６２名を見積も

っていることとになります。

緊急雇用が無くなればつけないという話がある中で、財政との折衝状況はどうですか。

財政課からは、現場の声そのままではないのか、人事担当としてどう考えているのか問

われましが、現場も見て必要性を認識して要求していることを伝えています。今後の状況

は現時点ではわかりません。

他によろしいでしょうか。

無いようですので、続いて東近江市教育振興基本計画（素案）について、説明をお願い

します。

―資料により説明―

ただ今ご説明いただきましたが、ご意見ご質問はございませんか。

まだ十分目を通せていませんので、年末年始の宿題ということで、シートで意見を言い

たいと思います。

では各課報告に移させていただきます。

―資料または口頭により説明―

教育総務課…教育しがについて

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、山田良定彫刻展、燦 SUN について

文化財課 …事業報告・計画について

図書館 …事業報告・計画について

教育研究所…教育研究所だよりについて

幼児施設課…議会議決工事進捗状況の報告について

ありがとうございます。全ての案件の説明がおわりました。

改めて、何かご意見やご質問がございますか。

湖東まち協では中学生と年２回懇談会をしていますが、先日の懇談で学校給食のカレー

の食べ方についての指導の不満を中学生から聞きました。食器の使い方の都合での全市的

な指導なのか、学校か子どもの勘違いなのかどうでしょうか。
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学校給食セン

ター所長

委員長

次長（学校施

設担当）

委員長

次長（学校施

設担当）

武田委員

次長

坂田委員

教育長

坂田委員

教育研究所長

確認しますが、食器が汚れるといったことで食べ方について特別な指示をしていること

はないと思いますので、何か行き違いがあったのではないでしょうか。

政所小と甲津畑小は閉校になりましたが、現在何か活用されているのですか。甲津畑小

は立派な校舎と思いますが。

甲津畑小は、自治会で利用される場合は、学校施設課に連絡をいただいて使ってもらっ

ています。

具体的なことではないですが、不登校や引きこもりの若者が増えている中で、そうした

施設を活用して活動ができないだろうか、どういう手続きを踏めばいいのかという話を耳

にしたのですが。

永源寺の２校や旧八日市南小跡地もそうですが、利用希望の団体には、いろんな団体が

ありますので、後押ししていただける、推薦していただける担当部署を必要としています。

商工観光課、生涯学習課といった部署です。

学校としての機能を終えているものですが、教育財産として教育委員会で管理をしてい

るのですか。

普通財産に切り替えても、特に後の利用が決まっていなければ、これまで所管していた

ところが管理するというルールが現状です。条件無く自由に活用できるという状況でもな

いので、管財課で管理をしてもらうのは現状として難しいところです。

時々使いたいという話もあり、積極的に相談には乗っていますが、なかなかマッチング

しないところです。短期的な利用はありますが、長期的な利用には至っていません。

先日小学校でインターネット、ラインによるトラブルを聞きました。ネットゲームによ

り子ども間に上下関係ができるといった報道もありますし、中学校でも、遅い時間にやり

取りをする、すぐに返さないと仲間外れにされるといった現象もあると伺いました。これ

までですと携帯料金が発生して親も規制したりしていたものが、ラインになると料金発生

が無いので親の指導や目が届きにくくなっていて、使いすぎてトラブルになるということ

を聞いています。今後大きな課題となると思いますがどうでしょう。

実際に小・中学校でのトラブルも聞いており、担当を派遣して個別に指導したり、学年

で指導しているケースもあります。危機感を持っていますが、保護者がそれほど危機感を

持たずに与えているのが、危機だと思っています。

何らかの規制なり、家庭教育を推進するなどの取り組みも必要ではないでしょうか。

先般、湖東中学校の入学予定者保護者説明会に指導主事が伺い、携帯およびラインの使
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委員長

教育総務課

主幹

委員長

い方や親子の話し合い等についてアドバイスをさせていただきました。親への啓発活動は

大切であり、機会を見ながらやっていくことは大事と思います。

よろしいでしょうか。

では、次回定例会の日程は１月２４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、２月定例会ですが、２月２４日（月）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１２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３時１０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


