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平成２６年第３回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２６年３月２０日（木） 午後２時３０分 開会

場 所 市役所東庁舎 東Ａ会議室

出席者 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 教育部次長 藤田 善久

次長（学校施設担当） 清水 宗彦 次長（学校教育担当） 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 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 皆様こんにちは。いよいよ今年度最後の定例会になりました。３月のこの時期は、三寒

四温という言葉がございますが、春が近くなったり遠のいたりしながらの不順な時期でも

ございます。しかしながら、九州では桜が開花したということで、桜便りを聞きますとウ

キウキした気分になってまいります。

先ほどは、ロボカップジュニア日本大会に出場されますチームのデモンストレーション

を見せていただき、激励をいたしましたが、チームワークばっちりで、２位までに入れば

世界大会に出場できるとのことで、昨年３位のチームに勝ったこともあるということです

ので、楽しみにしたいと思います。健闘を祈っております。

また、皆様には、小中学校の卒業式、幼稚園の卒園式にご出席をいただき、ありがとう

ございました。特に、中学校の式の前日は大荒れの天気でしたし、当日は３年前の東日本

大震災の日でもありましたので、身の引き締まる思いで出席をさせていただきました。私

が出席しました中学校では、一部生徒の遅刻や服装チェックを厳しく指導され手間取った

関係で少し開式が遅れましたが、式が始まりますと落ち着いて厳粛なムードの中、挙行さ

れましたのでよかったと思いました。小学校も私語も無くきちんとしていて感心しまし

た。毎年のことですが、成長した子どもたちの姿、それを見守る保護者、先生方の姿を見

ておりますと、かつて自分も子育てしてきたその時々のことを思い出して、感動をもらっ

たところです。

新学期が始まるまでの短い春休みの期間ですが、事故無く、気持ち良く新年度がスター

トできますように子どもたちを見守っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし
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ます。

それではただ今から平成２６年第３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、２月定例会および第１回臨時会の議事録が

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、議事録は承認いただきました。２月定例会については、谷

川委員と坂田委員に、第１回臨時会については、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。委員長のお話にもありましたとおり、３月１１日は卒業証書授与式でした。

近年中学校の卒業式は良いお天気が多かったのですが、今年は大変な天候で、次の幼稚園

は非常に暖かな天気、そして小学校は雨で冷えた日となりました。それぞれにご臨席の上、

告辞を読んでいただきありがとうございました。

中学校の卒業式に向けては、いろいろと課題がある中、ある学校では前日の夜中１１時

頃まで卒業式出席に向けて家庭訪問をして、その心構えもう一度持たせる指導を繰り返し

て実施してくれた学校もありました。中には要対協に挙がっていて、安否確認もなかなか

できなかった生徒が、卒業式の日に皆と同じ場で式に臨むことはできませんでしたが、卒

業式終了後に別室登校の子どもたちと一緒に、職員も参列して修了証を渡せて、保護者も

非常に喜ばれ、全ての３年生に授与することができたという学校もありました。いろいろ

いきさつはありましたが、それぞれ無事に卒業式が終わり卒業証書を渡せたと小中学校と

もに聞いております。

今ほどのロボカップジュニア大会のようなうれしい報告もございます。他にも青年団活

動の表彰ですが、全国地域青年実践大賞の奨励賞をあいとう青年団の「全日本あいとう４

時間耐久三輪車レース」が受賞されました。能登川青年団のヤングドラゴンカヌー大会も

応募されたようですが、愛東の方が２６回と長い期間続けられ、また一時期途切れたこと

もありましたが、地域の人々や他の地区の青年団の協力を得て開催されたというあたりも

評価されての受賞となったようです。また、今日、永源寺図書館で、地元の丸山さんから

本の寄贈を受けました。児童書１０７冊をいただきましたので報告をいたします。

３月議会の質問については、後ほど部長から報告いたしますが、学校教育関係について

は、福祉教育こども常任委員会においてもそうですが、学力向上の取組をしっかりやって

ほしいという意見がたくさん出ています。同時に、生徒指導上の課題、あるいは発達障害

のある児童生徒への対応などについて、マンパワーの充実を図ってほしいといった意見を

頂戴いたしました。
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文部科学省の動きの中では、教育委員会制度の方向性がある程度定まってきていると思

います。請願も出てきているところですが、今後どうなっていくかしっかり注視していか

ねばならないと考えています。

道徳の教科化については、しばらく無いと思いますが、「私たちの道徳」という副読本

のような資料が教育委員会に届きまして、４月からそれを使って指導していくことになり

ます。結構ボリュームもあり、密度の高い読みごたえのある資料だと感じました。

平成２６年度の教職員の異動内示については、一般職は３月２４日（月）午後に、管理

職は２５日火曜日午前中にある予定です。

続いて、３月の校長会議等でお願いしたことについてですが、今年度最後の校長会議で

したので、ご退職される先生に対しましては、２５日あるいは３１日に労いの言葉と感謝

状を贈呈することとなっておりますが、お礼を申し上げました。

そして、卒業式に向けての関わりについて、どの児童生徒にとっても、進学・進級の節

目でもあります。とりわけ小学５年生と中学２年生は、最高学年として学校のリーダーに

なりますので、自覚と夢や希望を持たせるような卒業式、修了式にしてほしいとお願いを

しました。

２点目は、３学期を中心にそれぞれの学校評価をやっております。その中で、ＰＤＣＡ

（Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)）について、次年度のＰに必ず生かし

てほしい、しかも具体的にどうするのかということを申しました。とりわけ学力向上策に

ついては、１０月から言い続けていますので、具体的にどう取り組んでいるのか、共通実

践項目を明確にして、全ての先生が我がこととして自分はどうするのかというところまで

落とし込んでほしい、そして、異動もありますが、スムーズに引き継いでいただけるよう

お願いしました

議会の再質問で出ていましたが、次年度の学力向上の目標をどこまでにするのかという

ことですが、市内の学校の中では、全国平均をはるかに上回っている学校もあれば、その

逆もあります。規模もいろいろですので、この数カ月取り組んできた中で、一気に全国平

均というのは、私は無理だと思っておりますので、次年度は県平均を、県平均が低いのに

どうだというお叱りもありましたが、まずは県平均を市として上回ることを目標としてい

る旨、答えさせていただいております。

また、委員さん方と一緒に３校の学校訪問をさせていただいた中で、良い授業と言えな

いようなところもありましたので、その都度学校へ指示をしましたが、改めて校長会でも

指摘をし、授業改善のポイント等を伝えたところです。

また、議会の関係で、当初予算の内訳も簡単ですが、報告をさせていただきました。

小中連携につきましては、現在取組をまとめているところですが、次年度もできること

からということで、少しずつ充実している状況でもありますので、そのあたりを広めてい

きたいと思います。しかしながら、大規模中学校区の連携は困難な部分もあり、特に布引

小学校のように中学校が分かれる校区の連携は難しいということで、教育委員会でも一緒

に考えていかなければならない課題であります。地域の子どもたちの課題を見据えての連

携した取組が、昨年に増して出てきていると感じているところです。

昨年のこの時期でしたが、市内の子どもたちへの一斉、統一した取組をしてはどうかと

いうことで、「返事・挨拶・呼名」を２５年度はしっかり行うということでしたが、２６

年度も引き続き取り組んでほしいとお願いをしました。そうした部分をかなり意識してい
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る校長先生もありまして、卒業式の返事の評価を教育委員会に求められた先生もありまし

た。一気には無理かもしれませんが、返事ができることは自分への自信につながります。

一人ずつしっかり呼び、返事をし、顔を見て挨拶を交わす、市長が言われる「しつけ」の

部分でもあろうと思いますが、当たり前のことを少しずつ定着できるよう、日々の活動の

中で取り組んでほしいと申し上げました。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ついてご意見、ご質問等はございま

すか。

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。

本日は、学校教育担当次長が少し遅れてまいりますが、実は毎月１回定例的に箕作小学

校に在籍しています消防訓練事故の被害児童にかかる関係者会議を行っておりまして、本

日は市長が、関係者に対してお礼やお願いをさせていただくということで、次長も参加を

しておりますのでご了承をいただきたいと思います。

さて、３月議会の代表・一般質問ですが、１０日から１３日までの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１４項目にわたる質問をいただきましたので、

教育長の報告以外について報告させていただきます。

教育総務課関係では、就学援助制度に係る状況の質問で、準要保護の人数、基準につい

てと、生活保護基準の切り下げの影響等について、今年度の状況では影響が無い旨のご説

明をしました。次に教育振興基本計画の関係で、少人数学級や教師の増員等についての言

及が無いという質問で、少人数学級については県において拡大の方針でありますし、また

市単独での講師や支援員の配置も予算化している旨の説明をいたしました。

学校施設課関係では、補正予算に計上された学校施設等の予算について、平成２６年度

中に完成できるのかとの質問で、平成２６年度中に完了が見込める工事費を計上した旨の

説明をいたしました。

生涯学習課関係では、コミュニティセンターの指定管理について、制度導入後のコミセ

ンの果たした役割、雇用者が替わった事での労務関係の変化、地域間での差異についての

質問で、社会教育とまちづくり活動推進の役割を果たしてもらっており、利用しやすい施

設となってきていること、またそれぞれの就業規則に基づき労働条件が定まっており、多

少の変化はありますが、基本的事項は仕様書で定め、各地区の特色ということでの差異は

あることの説明をいたしました。

スポーツ課関係では、国体に向けての施設整備や招致する種目等の考え方について、ま

た体育事業全般にわたり基本施策、イベント、取り組み等についての質問では、関係団体

と協議する中で、できるだけ早期に決定したい、また決定次第必要となる施設の改修計画

等まとめていきたいということ、また市民へのＰＲ等今後検討していきたいということ等

の説明をいたしました。

文化財課関係では、１２月議会に引き続き、雪野山古墳の史跡指定後の予定と資料館な

どの施設整備、２５周年を記念した取組、観光への活用についての質問があり、今後、保

存管理計画を策定し、現時点で資料館の建設までは考えていないこと、２５周年記念事業

の予定、また周辺の古墳群と結びつける中で観光資源としての発信力を高めていきたい旨

の説明をいたしました。
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給食センター関係では、給食センターでのノロウイルス対策についての質問で、施設設

備の消毒等の徹底や対応マニュアルに基づいての職員への対応等を説明いたしました。

学校教育と図書館にわたりますが、読書通帳の導入についての質問では、子どもたちが

読んだ本を記録する読書通帳の導入には、機器を整備するとなると、公共図書館と学校図

書室をオンラインで結ぶ機器を更新する経費がかかること、またカードを配布し、各自で

記入する方法は経費的には少なく済みますが、永続性に疑問があること、それよりも学校

司書や本の整備に努めていきたい旨の説明をいたしました。

学校教育課関係で、電子黒板導入による中学校での活用と先生方の対応についての質問

では、導入段階から研修を繰り返し、教員の意識も高まり、授業での活用数は確実に増加

している、また教科間で利用回数を調整するなど計画的に活用できるよう工夫している旨

の説明をいたしました。

以上、３月議会の代表質問、一般質問の要旨と答弁概要を説明申し上げ、報告とさせて

いただきます

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。

はじめに、教育委員の皆様には、お忙しい中、市内幼稚園の修了式にご出席いただきま

して、ありがとうございました。

それでは、３月議会の代表および一般質問のうち、健康福祉こども部の教育関連につい

て報告させていただきます。４議員からご質問をいただきました。

畑議員からは、子ども・子育て支援事業について、新制度施行に向けた幼児施設の整備

や統廃合計画等について質問があり、現在策定中の子ども・子育て支援事業計画において、

中学校区を基本に、今後の教育・保育の量の見込みを算定する中で、策定する旨の答弁を

しました。

また、新制度に基づく入園申込に関して再質問がありましたので、支援事業計画の策定

と並行して進め、本年９月議会には関係する条例を提案し、１０月以降、具体的な入園手

続きを進めていく予定である旨、答弁しました。

さらに、寺幼稚園について新制度を適用するのか、との再質問がありましたので、平成

２６年度は入園募集が終わっているためそのままとし、平成２７年度は園区を見直す予定

であり、申込状況を見極めることになる旨、答弁したところです。

次に、杉田議員からは、畑議員と同じく幼保施設の整備計画について質問がありました

ので同様の答弁をしております。

次に、大橋議員から、（仮称）五個荘東幼児園の施設整備にかかる質問があり、消防団

器具庫などについては、幼児園としてスペースが必要となる場合は、関係者等と協議を行

い、整備方針を検討していきたいこと、また、保護者や職員の意見も聞きながら整備して

いきたい旨の答弁をしました。

次に、鈴村議員から、野幼稚園の建築にかかる決定経緯について質問がありました。こ

のことにつきましては、野幼稚園とつつじ保育園が、ともに施設が老朽化しているため、

五個荘の幼保一体化施設を参考とし、平成２２年３月に一体化施設として整備計画を決定

したこと、寺幼稚園は、過去に統合について合意が得られなかったことや耐震もあったこ

とから、その当時は計画に入れていなかったこと、平成２４年度に造成工事に入るにあた
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り、正式に自治連へ説明に寄せてもらった際に、寺幼稚園の園児数が減少していたため、

一緒にどうですかという話をさせてもらったことなどを答弁したところです。

寺幼稚園について、今後施設をどうしていくのか、との再質問がありましたので、平成

２７年度以降については、保護者の意向や地区自治会連合会の提案も踏まえながら、現在

策定中の子ども・子育て支援事業計画の対象事業や避難所機能も含め、地域にとって必要

な施設としての活用方法について、来年度検討していきたい旨の答弁をしたところです。

以上で報告を終わらせていただきます。

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。

国体は１０年後ですね。今から種目や施設等のことで、県内で我が町にといった動きが

あるのですか。

水面下で動きがあるように聞いてはいますが、本市も来年度、国体に向けて組織強化を

図っていく予定をしています。今年５月に担当者や競技団体の説明会が開かれ、競技種目

に合致する施設基準が示される予定ですが、それを待っているのでなく、他市町に負けな

いように動いて行かねばならないと思っています。

例えばグリーンスタジアムでしたら、サッカーなどが種目で考えられるのかなと思いま

すが、観客席数とかはどうなのでしょうか。

国体にかかる最初の会議で、他の市町から施設整備に関して県の補助はあるのかという

質問がありまして、それについては別途検討するという県の回答でしたが、多額の経費を

要することもあり得ます。基本的には現有施設でと県は申していますが、５千人規模のグ

リーンスタジアムで可能かどうかは検討課題であると思います。

他よろしいでしょうか。では質問が無いようですので、議案にうつります。

議案第５号東近江市高屋集会所条例施行規則の廃止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。この件についてのご意見、ご質問はございますか。

廃止された後の、施設はどうなるのでしょうか。

平成２６年度におきまして、土地建物とも現状のまま公売にかける予定をしています。

ただし、買い手が無い場合どうしていくかは、未定です。

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５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６号東近江市就学援助費給付要綱の一部改正について説明をお願い

します。
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―資料により説明―

ご質問ございませんか。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６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７号平成２６年度東近江市教育行政基本方針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。臨時会で

もご意見をいただいておりますが、いかがでしょうか。

１１ページの青少年の健全育成の中で、青少年育成市民会議が主に取り組まれている事

業と思われる記載が何点かありますが、他のところには、地域教育協議会やＰＴＡ、子ど

も会などの具体的な名称も出ていますので、ここでは青少年育成市民会議の名前を加えれ

ばと思います。「また青少年育成市民会議をはじめ関係団体や…」といった表現でどうで

しょう。

確かに、いくつか関係団体はありますが、主に市民会議が中心に活動されている部分で

もありますので、いただいたご意見で修正していきたいと思います。

学校教育の中で、いじめの対応、取組についての記載はどうですか。

５ページに記載をしていますが、学校教育担当と協議の上、記載内容の検討をします。

まだ調整もあると思いますが、いつ最終作成となりますか。

最初に出すのが、４月４日に予定されています校長園長等管理職会議で配布する予定を

しています。

ということですので、ご意見があるようでしたら、２６日までぐらいにいただきたいと

思います。議案第７号については、この点を確認して可決といたします。

では、協議事項にうつります。東近江市教育振興基本計画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。

この計画は今後１０年間の計画で、５年で見直すわけですが、それまでに変更というこ

とはありますか。
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市の総合計画の見直しが３年後にありますので、そのあたりでの見直しも視野に入れて

はおります。

いろんな意見をまとめていただいて苦労されたと思いますが、ずいぶん整理してわかり

やすくなった印象があります。

今後パブリックコメントに入り、市民の皆さんのご意見をいただき、それをもとに修正

などをする中で、最終教育委員会にお諮りし、決定いただいて印刷していくという流れで

すので、まだ３ヵ月程はかかると思っています。

２６ページの上段に、いじめに対する第三者委員会の設置の記載がありますが、人権侵

害が発生した場合に設置するのか、常設するのかどうですか。

設置する方向で議論されていると確認していますが、具体的な設置の仕方が決定されて

いるかは確認できていません。

そのあたりも意識して検討をしていただきたいと思います。

よろしいですか。それでは今のご意見等も検討してください。

つづきまして、地方教育行政への国や首長の関与の強化に反対することを求める請願につい

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、いかがでしょうか。

請願となっていますが、教育委員会での取り扱いの決まりがありますか。要望と考えて

いいのでしょうか。

議会のように教育委員会の請願に対する規定はありませんが、請願という形で教育委員

会に出されておりますので、その取り扱いについてお決めいただきたいと思います。

他市では、この請願と同じような内容が議会で質問され、教育長が答弁されたところも

あるようで、国の動向を見定め、その決定について従っていくという答弁であったように

聞いています。また、教育委員会で議論されるところもあると聞いています。

市議会への請願は出ていますか。

現時点では聞いていません。

教育委員会の改革については、教育再生会議や中教審の答申もあり、それを受けて政府
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委員長

委員長

各課

委員長

教育長

が準備をされているということで、まだ、きちっとした姿が見えない中ですが、情報では

首長の教育行政への関与が強まるという中身の法案が出るようです。当然、教育行政と市

行政が連携をして取り組んでいくわけですし、あえてこの請願にある取組をするより、国

の動きをしっかりと注視することでいいのではないでしょうか。

市長が変わるごとに教育の方針が変わるということは避けねばならないと思います。現

場が混乱してはいけませんし、継続性も大切です。

教育の政治的中立性は、一定確保される必要があると思います。教育委員会は諮問機関

という議論もあったようですが、執行機関として落ち着く方向のようですし。

では、現時点として、請願にある決議等はせず、今後の国の動向を注視いていくという

ことで、よろしいでしょうか。

― 異議なし －

では、そういう取り扱いとします。

他ございませんか。無いようですので、各課報告に移ります。

―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…児童生徒の新体力テスト結果（概要）について

生涯学習課…事業報告・計画について

文化財課 …事業報告・計画について

図書館 …事業報告・計画、図書寄贈、子ども読書活動優秀団体表彰について

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。よろしいでしょうか。

新体力テストについてですが、東近江市の子ども達の肥満度はどうですか。偏平足とか

も気になりますが。

具体的な数字は持ち合わせていませんが、肥満については個々としてはあると思います

が、全体としては大丈夫ではないでしょうか。

運動能力について、県が考察してまとめている中では、小学校も低いのですが、小学校

の課題というより幼児期からの課題として取り組む必要があると言っています。そういう

意味で箕作小学校において、芝生化の話がある中で、１０分間運動のモデル校として県の

指定を受けて取り組んでいくわけですが、小学校区の幼稚園、保育園も一緒にやって行こ

うと考えています。今年度びわこ学院大の認定こども園「あっぷる」で試験的に取り組ま

れたと聞いていますので、そうしたことも参考にしながら進めていきたいと思っていま
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教育長
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す。県の指導もありますが、びわこ学院大の豊田学長さんとのお話の中で、スポーツ教育

学科もできましたので、そこと連携を取りながら、学校の結果を持って行って研究をして

いきたいと思います。

私たちの世代は、帰ったら外で遊んでいましたが、今の子は家の中でゲーム専門ですの

で、体力低下は見えていますね。

中学校でなんとか回復するのは部活のおかげです。

中学校９校のうち陸上部がある学校はいくつですか。取り組みやすいスポーツと思いま

すが。

減ってきています。

運動時間が確保できていないという分析がありますが、勉強しなければならないので遊

び時間がとれないということですか。

勉強が理由ならまだいいのですが。

何をするにしても一生懸命没頭するという感覚が無くなってきている気もします。

子ども子育て会議の中でも、子どもの放課後の時間について、学校が終わればすぐ集団

下校で、また帰ってからも周りに遊ぶ相手がいないとか、防犯の面もあり、遊ぶ機会が本

当に減っているように思います。私の家でもそうですが、遊ばせたいのにできない、遊び

相手も含めて遊ぶ機会の確保というのは、子育て家庭の多くが抱える難しい課題と感じて

います。

そこで、学校での１０分間運動が出てきたわけで、学校の時間の中でそういう時間を設

ける必要が生じてきました。

能登川の小学校で、グラウンドを走って一年で琵琶湖を一周するといった取組があった

と思うのですが、そうした継続した活動は大切と思います。

湖東第三小学校では相撲大会をしていますが、相撲だけでは体力がつかない、やはり年

間を通じた取組が必要ということで、新年度は計画をされているようですので、そのあた

りも注目していきたいと思います。

学校に押しつけるわけではありませんが、家庭での遊び、体力づくりの環境が厳しくな

ってきているのではないかと思います。

学校で強制的にでもやっていかなければならない状況になっています。
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先日も学校で、数人は車で送り迎えされていると聞きました。登下校の歩きで身につく

体力もかなりあるのですが、そういう面でも難しくなってきているようです。

親も子も集団登校に間に合うように起きられず、ギリギリに送って来るというという家

もありますし、不登校も含めて集団登校できない子どもを送っているという場合もありま

す。生活習慣が親子ともにできていないということですが、送るだけましで、親子とも昼

夜逆転で寝ているという家庭もあります。

新体力テストの対象は全児童生徒ですか。

市内で学校を抽出して行っています。

卒業式に参加させていいただいた際に、卒業証書が葦を使った紙で一回り大きいものと

なり、喜んでいると校長先生から聞きました。昨年、この件でコクヨさんにお願いしたこ

とがあったので、全部の学校がそうなったのですか。また、中学校では、証書が筒でなく、

見開きの冊子のようになっているのを見ましたが。

小学校は、昨年までは筒に入るよう小さかったのですが、今年は、葦紙で中学校と同じ

サイズになりました。何校かは、筒に合わせて小さくしてほしいという要望もありました

ので、市内統一ではありません。愛東北小学校では自分たちで漉いた紙を使っています。

筒等は、記念品ですので冊子の形式か筒かは、学校によって違います。

コクヨの紙ならば伊庭内湖の葦を使っているものと思います。

良いことですので、今後もぜひ広めていってほしいと思います。

確認しますが、せっかくのことですので、ぜひＰＲしながらそういう方向で進めていき

たいと思います。

先日、ＪＦＬ開幕戦でＭＩＯの試合を見に行きました。グリーンスタジアムは、交通の

便もよくありませんし、駐車場もそう広くないので、自転車で行ったのですが、自転車の

置き場がよくわからず、案内板に自転車置き場の表示が無かったように思います。

屋根等はありませんが、正面玄関左側に自転車置き場があります。

気がつきませんでした。交通が不便な場所ですし、自転車の利用もあると思いますので、

もう少しわかりやすい工夫をお願いしたいと思います。

他よろしいですか。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
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４月２３日（水）に予定されていますので、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、最後になりますので一言だけご挨拶を申し上げます。２３日が任期満了の日

ですが、９年間本当にありがとうございました。また今年度は委員長ということで、２回

目でありながら頼りない委員長で何かとご迷惑をおかけいたしました。先ほども市長さん

から感謝状をいただきましたが、合併から９年間ですので、よく務まったなあと思ってお

ります。２月の学校教育課だよりに私の思いを綴らせていただいており、ご覧いただいた

と思いますが、本当にありがとうございました。お世話になりました。

それでは、以上で平成２６年第３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３０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


