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平成２６年第２回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２６年２月２４日（月） 午後２時 開会

場 所 市役所東庁舎 東Ａ会議室

出席者 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

教育部次長 藤田 善久 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 事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

以上２０名

欠席者 教育委員長 川副 美知子 次長（学校施設担当） 清水 宗彦

事務局 開会

委員長職務

代理者

皆様こんにちは。事務局から説明がありましたとおり、委員長が急きょ欠席となりまし

たので、代わって進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

この週末から３月に入ります。まだまだ寒い時期ではありますが、日中の柔らかな日差

しは、春の訪れも間もなくと感じさせてくれます。私も暖かい春の到来を心待ちにしてい

るところです。

さて、今月１７日には学校訪問をさせていただきました。委員の皆さんには寒い中あり

がとうございました。小学校２校と中学校１校の３校の施設、また児童生徒の様子を見せ

ていただきました。小学校は、布引と湖東第三小学校に伺いましたが、担当者のご尽力で

大規模改修が済まされて、きれいな感じの良い校舎で子ども達が学んでいる姿を拝見しま

した。小学校では、もう少し子ども達がざわついているのではないかと思いましたが、非

常に落ち着いた中で授業に向かっていると感じました。できれば子ども達と一緒に給食を

とり、話を聞きながら様子などを伺えればと思いました。またそうした機会をもっていた

だけるようお願いいたします。

２日ほど前ですが、新聞折込に文部科学省の「いじめのサイン」というビラが入ってい

ました。文部科学省が新聞折込をされるというのは、あまり見た記憶がありません。ご覧

になった方もおいでかと思いますが、「気づいていますかいじめのサイン」ということで、

家庭でいじめのサインを発見しようというチェックリストがあります。ここ数年、いじめ

が大きな社会問題となっていまして、国でも昨年９月「いじめ防止対策推進法」が施行さ
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れ、続く１０月には基本方針も出され、それを受けて各関係機関でいじめの早期発見と対

処について取組がされてくると思っています。本市では深刻ないじめの状況は無いと聞い

ていますが、いじめは人権問題ですし、重大な事態になりますと命にもかかわるという状

況もありますので、引き続き学校現場と事務局の連携、また関係機関やビラにもあります

学校と家庭との連携も十分に図りながら、緊張感を持って取り組んでいただくことをお願

いしたいと思います。

それでは、ただ今から平成２６年第２回の定例会を始めさせていただきます。

まず、会議録の承認についてでありますが、１月定例会の議事録があらかじめ事務局か

ら配布され、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すので、１月定例会の議事録は承認いただきました。坂田委員と私

が後ほど署名をいたします。

なお、今回の定例会の会議録署名委員は、谷川委員と坂田委員を指名させていただきま

すので、よろしくお願いします。

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。

こんにちは。２月は立春とは名ばかりで、この冬一番の寒波で始まりました。その関係

で２月の最初の週には３００人を超す小中学生がインフルエンザに罹患しておりました。

今週になってからは、２５０人と少し減ってきました。ただ、玉緒小学校の３年生と湖東

第三小学校の４年生、どちらも単学級ですが、２２日～２５日まで学級閉鎖です。今日新

たに御園小学校４年生３組が３月１日まで、八日市南小学校では５年生の１組と３組が２

月２７日まで学級閉鎖ということで、まだ続いているという状況です。

１７日の学校訪問はありがとうございました。また、１９日には青少年問題協議会が開

催され、川副委員長にもご出席いただきました。その中で、子ども・若者支援ということ

で、生活困窮者支援モデル事業の実践の一部の報告が行われ、それを基に研修をするとい

うことでした。生活保護世帯の中学生を対象に、現在市内２カ所で夕方６時～８時までの

間、子ども達への主に学習支援の取組をしてもらっています。これは、一昨年に実施され

ましたコミュニティカルテ調査結果を基にして厚生労働省の事業として進められており、

貧困の連鎖を断ち切っていかねばならないという取組の一つでございます。

また、本日の定例教育委員会終了後には教育研究奨励事業の研究表彰の授賞式を開催さ

せていただきますので、ご列席をよろしくお願いします。

去る２１日には、滋賀県都市教育長会議が甲賀市土山町で開かれました。２６年度の都

市教育長会の会長は米原市の山本教育長、副会長は大津市の冨田教育長です。東近江市は

２６・２７年度に、財団法人滋賀県学校給食会の理事があたりますので、私が参加をさせ

ていただくこととなります。

次に、学校教育課関係で特に校長会議で指示したことです。１点目は、第３回人事にか

かる訪問は１月１０日～２２日に終了いたしましたが、現在具体的に進んでいるところ
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で、異動希望地については、人によっては広げてもらわねばならないこともありますので

指導等依頼しました。学級編制にかかわる児童生徒数の変動については、すぐ報告するよ

うに申しました。特別支援学級在籍の子どもについても同じで、８名を超えて９名になり

ますと２学級に分かれる可能性があります。今、１校急きょ県に依頼したケースもありま

した。

平成２６年度当初予算内示が市でもありましたが、市費負担講師については、県教育委

員会の人事配置との調整もあり、各学校と相談しながら進めていきたいと伝えました。ご

存じのとおり、平成２６年度に県は小学校４年生を３５人学級にします。中学校１～３年

生は昨年同様、小学校５年・６年生は３５人学級にするか、少人数指導にするか選択しな

さいということです。これについては各学校に任せていますので、今後学校から連絡が入

るという状況です。

インフルエンザとノロウイルスの感染が続いています。ノロウイルスは現在本市では大

丈夫ですが、県下では出ておりますので、うがいや手洗い等の健康管理について指示をい

たしました。

体罰等不祥事の防止については、本市では平成２４年９月に体罰事案が発生して以後、

様々な機会に体罰防止の研修内容等について指示しており、今のところ事案は発生してお

りませんが、県下では処分もされましたので、再度研修等を進めるようお願いしました。

同時に、交通事故の報告がたくさんきています。昨年と比べても口頭あるいは文書での訓

告が増えています。道路事情にもよりますが、自分の運転の癖を見つめているか、交通事

故防止をしっかり指導するよう指示しました。

「学校が問われるとき」ということで、特に自習中の事故の管理責任について教育判例

が出ておりましたので、そのことも啓発しました。あわせて愛荘中学校での柔道部員の死

亡事故で安全配慮義務違反として訴えられていましたが、新聞報道を見ますと、国家賠償

法に基づいて公務員個人は職務上の過失で与えた損害の責任を負わないということとな

っておりますが、保護者は納得されていないとの報道がありました。いずれにしましても

授業中教室に在籍している児童らの動静を把握、監督し、その安全を確保するよう注意す

る義務があると一般的に認められていますので、注意義務を怠らないような体制を整える

ことが大切との指示をしました。

東近江市の児童生徒の新体力テストの結果がまとまりましたが、あまり良い結果ではあ

りませんでした。来年度箕作小学校のグラウンドが芝生化されますが、県では１０分間運

動の指定校を募集していましたので、箕作小学校が指定を受けて研究を進めることとしま

した。そして、箕作小学校区の幼稚園、保育園も共にやっていきたいと思いますし、びわ

こ学院大学の協力も得て進めていき、箕作小学校区の取組を一つのモデルとして、他小学

校や幼保に広めていきたいと考えています。

最後に文部科学省の動きですが、学習指導要領の解説の改訂が行われました。特に中学

校の社会科です。これまで竹島や尖閣諸島についてはほとんど記述がなされていませんで

した。北方領土についてはありましたが、今回の解説書には日本の領土であることもしっ

かりと書かれております。先日解説書が届きましたので、中学校のみならず小学校にも配

付しました。どのように変わっているのか政府見解をしっかり述べよとのことですので、

資料として学校に配付をいたしました。

英語教育については、英語教育のあり方に関する有識者会議を設置して、小学校の３、
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４年が今の５、６年の内容を、小学校５、６年は今の中学校の内容を、中学校と高等学校

の英語科は英語で行うというスタンスで今後検討するとしており、２０２０年の東京オリ

ンピック・パラリンピックを見すえて行っていくと文部科学大臣は報道でおっしゃってい

ました。

去る２月１４日の文部科学大臣の記者会見で、「私たちの道徳」が公表されました。こ

れは今まであった「心のノート」の全面改訂版です。非常に中身の多いもので、小学校に

ついては低中高学年に分かれ、それぞれ２冊あります。中学校は、学年分けはなく資料に

よって編集をしているようですが、これが２６年度から使われるという公表がございまし

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ついてご意見、ご質問等はございま

すか。

交通事故が増えているということですが、どういう事故が多いのですか。教員の皆さん

が夜遅くまでの仕事で疲れていて通勤途上でということがあるのか、事故の傾向があれば

教えてください。それと、箕作小学校の県の指定について、再度説明をお願いします。

箕作小学校については、正式な名称は確認しますが、県が子ども達の体力向上を目指し

毎日１０分間運動を推進していくためのプログラムの開発をするということです。１０分

間の取り方は学校によっていろいろあると思いますが、校時変更はせずに中休みなどを利

用して行おうと協議していますが、まだ確定はしていません。

事故については、中には遅くまで仕事をやっていて事故にあったというケースがあり、

一日の仕事のスケジュールを見直すなどの指導を管理職にしてもらい、今はそう遅くなく

帰っていると聞いています。他の方については、お疲れのことは事実と思いますが、特に

生徒指導などで日々走り回っていただいている先生に多いのかというとそういうわけで

もありません。雪道での車間距離による追突や交差点の出会い頭など、大丈夫だろうとい

う間違った見込みでの事故が多いように思います。運転に集中する、かもしれない運転と

して予測をちゃんとするといったところが抜けているように報告を見ていると感じます。

他によろしいですか。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。

私からは、３月議会に提案を予定しております議案について、説明させていただきます。

はじめに補正予算ですが、教育部としましては、国の経済対策によります大型補正を受

けまして、新年度予算で計上予定をしていました中から、前倒しをしております。その概

要は、「平成２６年度当初予算の概要」の９ページに記載しております、小中学校整備費

２１億１,６９９万５千円を平成２５年度３月補正に計上をし、２６年度へ繰り越す予定

をしております。

次に、平成２６年度の当初予算ですが、資料の１６ページをお開きください。最終的に

は、国の大型補正に伴いまして、３月補正で前倒しを行うために当初見積もりより、減額

となりましたが、当初予算案の一般会計総額は、４６６億円となり、２５年度の骨格・肉

付予算後の４３９億７千万円と比較しますと、２６億３千万円の伸びとなります。教育費

としては、６７億１,８０４万１千円で、幼稚園費等を除き教育部に限りますと、当初予
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算案が約５７億２,８００万円余りとなり、３月補正分と合計しますと約７８億４,５００

万円となっております。昨年度も経済対策が実施され、２５年３月の補正、当初予算、６

月の骨格予算を合計した額より、約８億円程の増となっております。補正予算案、並びに

当初予算案の概要について報告させていただきましたが、主な事業や新規事業を中心に、

後程、各担当から説明をさせていただきます。

次に他の議案としましては、永源寺コミュニティセンターの指定管理者の指定について

の議決、また財産の取得議決として、電子黒板等３５台の購入について、提案を行います。

電子黒板につきましては、３年間の債務負担行為を議決いただいておりますので、昨年６

月の取得議決に続きまして、できるだけ早い配備を行うため、年度内に議決を賜りまして

５月中旬には導入が済むよう提案するものです。以上でございます。

つづいて、健康福祉こども部理事から報告をお願いします。

私からは３点、ご報告申し上げます。はじめに３月議会へ提案する議案についてです。

お手元の「平成２６年度当初予算の概要」の１０ページ、１１ページをご覧ください。補

正予算につきましては、国の経済対策による大型補正を受け、当初予算から２事業を前倒

しして２６年度へ繰越する予定をしております。八日市野・つつじ幼保一体化施設整備工

事と幼稚園１０園の空調整備工事の計２億５,１００万円となっております。当初予算の

主な新規事業につきましては、学童保育所整備と幼児施設整備にそれぞれ設計費や整備工

事費等を計上しております。詳しくは、後程担当から説明をさせていただきます。

次に、子ども・子育て会議の進捗状況についてです。１月の定例会で説明いたしました

とおり、年末の全体会議で設置されました３つの部会について、それぞれ随時開催し、基

本理念や教育・保育提供区域の設定等を検討していただいております。今後、「量の見込

み」についても検討していただき、３月２４日に開催予定の第４回子ども子育て会議にお

いて、計画骨子案を取りまとめていただく予定です。坂田委員に所属いただいております

「子どものための教育・保育部会」につきましても、すでに２回開催しており、次回３回

目を２月２７日に予定しております。大変お忙しい中、恐縮ですが、今後とも、ご協力の

程、よろしくお願いいたします。

３点目は、御園地区の八日市寺幼稚園の野幼稚園への統合についてです。このことにつ

きましては、御園地区自治連との話し合いを続けてまいりましたが、本年１月３１日に、

自治連会長さんが教育長と面会をされました。当日は、八日市寺幼稚園の園区内の各自治

会の思いを自治連会長さんが述べられるとともに、最終結論として、自治連としての結論

は出せないとのことでした。今後、市としましては、自治連の意見を参考に、当初の予定

どおり平成２６年度は八日市寺幼稚園存続とし、２月中に関係保護者に経過を含め報告に

行く予定をしております。なお、来年度の寺幼稚園の入園募集はすでに終了しているため、

現行の園区のままとしますが、平成２７年度入園募集からは、子ども子育て新制度の施行

を見据えて園区をなくし、保護者が園を選択できることとする予定です。また、今後、八

日市寺幼稚園の園児数がさらに減少した場合は、当面、休園することとなります。その場

合は、廃園も視野に入れ、施設の活用方法について、自治連とも協議していくことになろ

うかと考えております。以上でございます。
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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、議案にうつります。

議案第４号東近江市学校事務共同実施推進協議会要綱の一部改正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。

委員の中に学校司書さんは入っていないのですか。

図書館関係の司書は入っていません。図書館のことについては、教育委員会事務局の代

表が意見等を申し上げている状況です。

他にございませんか。無いようですので、この件についてはご承認を得たということで、

議案第４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２６年度東近江市教育行政基本方針（案）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す。今ほどの説明にご意見等ありましたらお願いします。

７ページに主な学校施設の整備概要がありますが、来年度に箕作小学校グラウンドの芝

生化の計画がありますので、市内の小学校の初めての取組ですし記載したらどうでしょう

か。また今後どういう予定で進めるのですか。

はい。記載を検討します。作業については、今年の６月２８日にポット苗をグラウンド

に植える作業をＰＴＡや児童、また地域の方々のご協力をいただいて実施しようと考えて

います。１万㎡程になります。

マットのようにべたっと敷くのではないのですか。

そうではなく、ぽつぽつと苗を植えて、それが広がるという形です。２～３か月ぐらい

で芝生状に広がります。

その間はグラウンドが使えないのですか。

使えます。先行の近江八幡市では少し養生期間を置いたようですが、踏んだ方がいいと

言われますので、養生期間は設けない予定をしていますが、様子を見ながら進めていきた

いと思います。
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委員長職務

代理者

次長

委員長職務

代理者

教育総務課長

委員長職務

代理者

谷川委員

生涯学習課長

谷川委員

生涯学習課長

委員長職務

代理者

生涯学習課長

２、３か月で成長するとなると、後の管理、草刈等も頻繁にやる必要があるのではない

ですか。

夏場は、週１回から２週間に１回ぐらい、乗用の草刈機で全体を回ってもらうのに半日

ぐらいかかるというペースです。課題となりますのは、水やりと草刈りですが、水やりは

スプリンクラーを設置する予定です。草刈りは、これまで学校の様々な作業にかかわって

いただいておりました「太郎坊応援団」という１０人程のグループの方にお話しさせてい

ただきましたところ、先行の近江八幡市の学校現場へ見学に行き、そこで活動されます方

のお話も聞いていただく中で、快く引き受けていただきましたので、お願いしようと思っ

ております。

これをモデルにして様子を見ながら、管理体制が整う所、また砂塵等の課題が多い所で

進めていきたいと考えています。

具体的な話になりましたが、方針等についてご意見はどうですか。

まだ加筆等されると説明がありましたが、今後どういう予定で決定するのですか。

事前の資料配布後時間もあまりございませんでしたので、今日の説明をうけて本日いた

だきましたご意見、また、後日でも結構ですのでお気づきの点は随時いただきたいと思い

ます。そうしたご意見による修正、また事務局での調整もさせていただき、例年とおり３

月定例会で議案としてあげていく予定をしております。ただ今年は、この方針の基となり

ます教育振興基本計画の策定が遅れているという事情もあります。

では、まず今日の説明を受けてお気づきの点がありましたらお願いします。

青少年の主な取組に、こども１１０番事業とありますが１１０番の家だけでなく他にも

あるのですか。

１１０番の車があります。事業所等の車にマグネットシールを張っていただいたりして

います。

家はよく見ますが、車はあまり見かけない、目立っていないと思います。こども１１０

番事業と書いていますが、わかりやすく記載してください。

２５程の事業所にご協力いただいています。市役所の車には、どちらか１面に貼ってい

ますし、郵便局のバイクにも協力いただいています。気にかけて見ていただくとお気づき

いただけるかと思いますが、記載を考えます。

社会教育・生涯学習の振興の中で、子ども会やＰＴＡは出てきますが、女性会への助言

や育成についての取組はどうですか。

青少年団体については記載をしていますが、確かに女性団体については、記載がありま
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委員長職務

代理者

生涯学習課長

委員長職務

代理者

生涯学習課長

委員長職務

代理者

生涯学習課長

委員長職務

代理者

教育総務課

主幹

委員長職務

代理者

各課担当者

委員長職務

代理者

坂田委員

次長

せん。

現在東近江市女性会にはかかわっているのですか。

一部事務局を持っています。個人会員が３００人程で、青年組織と一緒でなかなか運営、

活動が難しいのが現状です

子育ても含め家庭教育の重要性が言われている中で、女性団体の関わり、育成は大事と

思いますが、難しいのでしょうね。

青年組織と一緒で、特効薬があるわけでなく手探りで進んでいるというところです。

何かあれば考えていただければと思います。

地域にもよりますが、コミュニティセンターでは、何がしかの関わりを持ってもらって

いるところもあります。

他どうでしょうか。では、もう少し熟読いただき、後日でも結構ですのでご意見を事務

局までお願いします。

次に教育振興基本計画についての説明をお願いします。

―資料により説明―

明日策定委員会を開催され協議をいただくということで、多少の変更はあるかもしれま

せんが、ご意見はありませんか。

この案件もかなりボリュームもあり、後日協議の機会もありますので、それまでにご熟

読をいただき、お気づきの点は随時事務局にお願いしたいと思います。今日はまずは内容

の説明ということで次回に改めて協議をしたいと思います。

では、報告事項に移ります。平成２６年度の３月市議会上程議案について説明をお願い

します。

―資料により説明―

説明が終わりましたが、この件について、ご意見ご質問等ございますか。

学校施設について、聖徳中学校のプール改築ですが、図面を見ますと同じ場所で、工期

も夏場にかかりますが、プール授業は大丈夫ですか。

工期はかぶりますが、実際に工事にかかりますのは、プールの使用期間を終わってから

になります。また、これまで体育館と共用していた更衣室やトイレ等をプールに併設しま

すので、その分サイズが大きくなります。プール自体のサイズ、８コースは変わりません
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委員長職務

代理者

生涯学習課長

委員長職務

代理者

次長

委員長職務

代理者

生涯学習課長

委員長職務

代理者

各課担当者

委員長職務

代理者

教育総務課

主幹

委員長職務

代理者

が、向きが変わります。

能登川のコミュニティセンターですが、図面に土地改良区の表示がありますが、これは

何ですか。

現在支所にあります能登川土地改良事業の事務所です。その部分はコミセンではなく支

所別館になります。

合併特例債は、５年間延長になると聞いていますが。

合併時に作成しました合併建設計画の見直しを議会に承認していただければ、平成３２

年度まで５年間延長できるということですので、それを見越して計画しています。

指定管理となる永源寺コミュニティセンターの職員体制は、館長さん１名と職員さん４

名ということですが、これはまちづくり協議会の職員さんですか。

指定管理となりますので、まちづくり協議会の採用となります。

他ございませんか。無いようですので、報告事項については、これで終わらせていただ

きます。では、各課報告に移ります。

―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、おうみ狂言図鑑、米田雄郎資料紹介展について

図書館 …事業報告・計画、「そこら」発行について

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、幼稚園の落書被害について

幼児課 …八日市野幼稚園・つつじ保育園(幼保一体化施設)総称募集について

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。よろしいでしょうか。

では、全ての案件の協議、報告が終わりました。次回定例会の日程は３月２０日（木）

午後３時からとなりますので、よろしくお願いします。また、その他の日程については、

事務局から説明をお願いします。

―当面の日程説明―

それでは、以上で平成２６年第２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。
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会議終了 午後４時２０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委員長職務代理者


