
- 1 -

平成２６年第６回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２６年６月２４日（火） 午後１時３０分 開会

場 所 市役所新庁舎 ３１４会議室

出席者 教育委員長 武田 善勝 委員長職務代理者 坂田 正幸

教育委員 谷川 裕一 教育委員 辻 京子

教育長 市川 純代 教育部長 枩藤 豊

こども未来部長 藤田 善久 教育部次長 清水 宗彦

管理監（学校教育担当） 中村 隆秀 管理監（国体･生涯学習担当） 中谷 逸朗

教育総務課長 稲本 正行 学校施設課長 大辻 利幸

生涯学習課長 清水 保 スポーツ課長 今若 忠司

歴史文化振興課 上川 喜久 歴史文化振興課博物館担当課長 徳田 嘉治

学校給食センター所長 辻 平 人権課長 山口 仁司

幼児課長 藤原 真弓 幼児施設課長 三上 俊昭

教育研究所長 中野 正堂 図書館長 松野 勝治

事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

以上２３名

事務局 開会

委員長 皆さんこんにちは。定例教育委員会を開催させていただきましたところ、ご出席をいた

だき、ありがとうございます。

さて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正が、さる６月１３日に国会で可

決成立しました。現在の教育委員会制度は、昭和３１年から今日まで運用されてきたわけ

ですが、６０年近くに渡ったこの制度が、今回の改正でいろいろと変わっていく状況にあ

ります。

先般、滋賀県教育委員会都市連絡協議会で勉強会もございましたが、教育委員会を代表

するのが教育長になったこと。そして総合教育会議を設置し、市長がこれを主催され、教

育行政の大綱を決めていくということが大きな改正点と思っています。これまでも教育予

算や教育施設等について、市長とも連携を図ってきたわけでありますが、今回、市長が主

催する総合教育会議によって、市長の教育に対する思いや考えが大綱策定にかなり反映さ

れるのかなと気になるところではあります。

そういう中にあって、この地域の教育行政をどの方向に進めていくかということについ

て、我々教育委員、あるいは委員会として今まで以上にその存在意義が問われてくること

も感じているところでございます。今日の委員会の後、法改正の内容について、話し合い

をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
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委員長

委員

委員長

教育長

さて、市民大学が今年度も開講されました。生涯学習課、また運営委員の皆様には大変

ご苦労をいただいているわけでございますが、今年は３６４名の受講生があったと伺って

います。特に人気の池上彰さんを講師に迎えられるということで、聴講生もかなりあるよ

うにも聞いています。

近年、生涯学習の高まりの中で、こうした教養講座や専門性を持った講座も各地で開催

されておりますし、さらには、インターネットを通じての情報収集など学習の機会も多く

なっていると思っております。私も今年度、市民大学を受講させていただき、自らの生涯

学習にも努めていきたいと思っているところです。

それでは、ただ今から平成２６年第６回東近江市教育委員会定例会を開催いたします。

まず、会議録の承認についてでありますが、５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 －

無いようですので、第５回定例会の議事録は承認いただきました。では後程、谷川委員

と坂田委員に署名をお願いいたします。

なお、今回の議事録署名委員には、坂田委員と辻委員を指名させていただきます。

では次第にしたがいまして、はじめに教育長から報告をお願いします。

本日はありがとうございます。９月の残暑を避けて、５月の初めから６月にかけまして

運動会及び体育大会を開催する学校がございましたが、５月末は非常に暑い夏日になり、

６月になってからは雨ということで天候を心配した中での開催でございました。小学校７

校、中学校は３校で、熱中症等の事故も無く無事終えていただいたところです。

５月８日から実施しておりました人事訪問は、予定どおり６月２０日で終了いたしまし

た。今後は、そこでの聞き取りをもとにしながら学校を見ていきたいと思いますが、学級

編制等で基準を１人超える、あるいは１人足りないという状況にある学級もありますの

で、引き続きしっかりと人数を把握し、即連絡をするよう指導をいたしております。

５月３０日には、担当課、教育部長と一緒に五個荘中学校の工事進捗状況を見に行きま

した。少し遅れ気味というお話でしたが、何とか間に合うということで進めてもらってお

ります。福祉教育こども常任委員会の議員の皆様には、６月１６日の委員会終了後に、私

も同行して、視察していただいております。現在、非常に暑い中での工事ではございます

が、引っ越し、あるいは開館に向けて、順調に進んでいるということでございます。

そして、ロボカップジュニア世界大会の出場でございますが、６月１８日に知事への報

告のため県にまいりました。選手３名の内１人はテスト期間中でしたので、高校生が２名、

保護者３名がご出席くださいました。県の教育長は日程の調整がつかずお会いできません

でしたが、紙面で報告はいたしております。こうしたことがここしばらくの間の出来事で

ございます。

６月議会につきましては、お手元に資料を配らせていただいておりますが、まず一般質

問でも指摘されておりました、能登川支所・コミュニティセンター整備工事における予算

の不足につきましては、関連質問の中で、教育委員会として答えさせていただき、議会と
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の信頼関係を損なうことであったことを中心にお詫びいたしました。とにかく、組織とし

て機能を十分発揮していかなくてはならないこと、そのための職員意識の高揚を一層図っ

ていくこと、常任委員会等への報告をまずきっちりとさせていただき、速やかに対応して

いくということを申し上げました。ただ、これから工事を進めていくにつきましては、ほ

とんど８割強の予算がホールに関係するものでございます。つまりは教育委員会が管轄す

る部分でありますので、今回のことを教訓として進め、業者に対してもしっかり対応して

いかなくてはならない、そういったことも話させていただきました。

一般質問では、横山議員からいじめ対策について、竹内議員からはがん対策、西崎議員

からは歴史観と道徳教育について質問をいただきました。答弁内容は資料のとおりでござ

います。

いじめにつきましては、やはり議員さんご自身の中で、学校は隠ぺい体質があるのでは

ないかという思いをお持ちのようでもございます。今回は市立学校の資料を提示しながら

の質問でございましたが、現在学校ではこういうことに取り組んでいる、また、地域や保

護者にはこういったことでご協力願いたいというプリント等も出ておりますので、一緒に

なってやっていきたいということでお答えをいたしております。

がん対策につきましては、現在の学習指導要領の中でもやっておりますが、文部科学省

自体が不十分であるという認識の上に立っており、今年度、がんの教育総合支援事業とい

う新たな事業の予算取りがされました。それに基づいてモデル事業が各県で実施されてい

き、その後、実践報告会や研修会が計画されるとのことでございますので、そうした動き

も注視しながら、必要な資料を入手して、本市のがん教育を見直していきたいと思ってい

ます。

西崎議員の歴史観の質問では、戦後の教育がどうかというご意見がございました。いろ

んな制度が変わっていますので、抜け落ちたというとらまえ方ではなく、どう変わってい

ったのか、あるいはどう変えていかなくてはならないのかという考えに私は立っておりま

す。特に関心が深いと思われる修身については、昭和３３年に道徳として復活しておりま

すので、修身の取り扱いの非の部分を正して道徳としてきたこと。そして道徳の教科化と

いうことが問題視されていますが、それは学校間、また学校の中でも教師によって随分指

導の仕方が違うという認識の上での文部科学省の指導であると思っていますので、この指

導方法に格差があるということは真摯に受けとめながら、各学校への指導もしていきたい

と思っています。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律については、先程委員長のお話のとおり変わ

っていきます。教育委員会が執行機関として存続はいたしますが、総合教育会議が新設さ

れるということでございますので、お互いに研修を深めながら、総合教育会議に対してど

ういう立ち位置で、臨んでいくのかも明らかにしていかねばならないと考えています。

校長会議等では、特に児童生徒の安否確認について、所在が分からなかった児童が殺害

されていたという痛ましい事件があった中で、不登校や引きこもりで本人に出会えない、

あるいは父母等の母国に帰国しているのかわからないといった子どもがこれまでもあり

ましたし、またケース会議において関係機関等との情報を共有しながら子ども達をしっか

りと把握しているかということも、学校は学校で確認をしてほしいとお願いしました。

市の教育委員会としては、入国管理局等への調査もしており、現在安否の確認ができて

いない就学対象の子どもはおりません。
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委員長

教育部長

２つ目は、今年度の全国学力学習状況調査の結果を各校で採点したものが、市教委に届

きましたので、Ｆコンパスによってそのデータを分析して、各校に学校のデータとして配

付し、即、今年度の取組に反映させてほしいと申しました。

国語、算数・数学、それぞれＡ問題、Ｂ問題がありますが、国語のＡと算数・数学のＡ、

そして算数・数学のＢの平均正答率は、昨年よりも上がっております。ただこれは、昨年

度と児童生徒が全て違いますし、問題も全部違います。さらに小学校は、全クラスを採点

しておりますが、中学校については、一部のクラスのみ採点をしているところもございま

すので、単純に昨年と比較はできません。なおかつ自校採点ですので、記号回答の採点は

良いですが、記述式については、学校間や採点者によって差が出てまいりますので、そう

いったことも念頭に置いた上で、先程申した領域については昨年より上がっているという

ことです。

特に顕著なのは国語のＡ、基礎基本の部分です。小学校では１６点上がっておりました。

また、中学校の数学のＢでも１６.６点上がっているということで、校長先生方には、き

ちっとやればできるのではないかという意味合いのことを申しました。

それと、特に記述問題、活用問題、そういった面については誤答や無答が多かったのが

本市の傾向ですが、昨年に比べますと、無回答率は下がってきておりますので、最後まで

何とかやろうという忍耐力は出てきているのかなと思っています。

そういうことを受けて、これまで基礎基本の徹底や間違いの指導がきっちり出来てなか

ったのではないかという反省もあり、人事訪問の際に短時間ではありましたが授業参観も

しておりましたので、そうしたことも含めて感想なり指導もさせていただきました。

とにかく自分の考えをまとめて書き、そして自分で考えて隣やグループで意見を交換す

る、それをまとめて全体の場で発表する、そういうことをしっかりとやっていかないとだ

めであるということも申しました。

市教委では、学力向上プロジェクトチームを立ち上げ、そしてケーブルテレビを使った

番組放映についても指導主事を中心に取り組んでおります。各学校も頑張ってもらわねば

なりませんが、市教委も側面から支える取組をしていく必要があります。

また、校長面談を７月４日から１人１５分程度の短い時間ですが、集中して実施いたし

ます。その中では、２点の聞き取りに絞ることを伝えています。１つは各校の強みを生か

した取組は何なのか。それに対して校長はどういう動きをしているのか。もう１点は、授

業改善の具体的な取組で、校長として今どう動いているのか、この２点でございます。

最後に、高島市でいじめの事案がありましたので、いじめの認識、初期対応、小中の連

携等を改めて見直すよう指示をしました。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ついて、何かご質問やご意見はござ

いませんか。

無いようですので、教育部長から報告をお願いします。

６月議会の一般質問ですが、１１日から１３日までの３日間行われました。教育委員会

には、５人の議員から大きく分けて８項目にわたる質問をいただきました。教育長から報

告のありました学校教育関連以外についてご報告させていただきます。

まず、学校教育課と学校給食センターにまたがりますが、栄養教諭等の職員体制や今後
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委員長

こども未来

部長

の配置予定等の質問があり、現在法律の基準により３給食センターに５名、自校調理場８

校に２名の計７名の県費栄養教諭等が配置されていますが、配置基準の対象になっていな

い幼稚園、保育園の対応として、市の栄養士４名を２か所の給食センターに配置していま

す。平成２７年度２学期から（仮称）湖東学校給食センターが稼働しますと給食センター

方式のみとなりますので、６名の配置になると見込まれ、引き続き市の栄養士を配置する

とともに、県に対して配置基準の改善要望を行ってまいりたい旨のご説明をしました。

次にスポーツ課関係ですが、東近江大凧まつりの関係で、主要道路にふれあい運動公園

への案内標識や施設内のトイレの整備への質問があり、案内標識については、主要道路の

交差点に案内表示板を設置する方向で検討すること、またトイレ設置については、河川法

の関係で永久的構造物は認められないので、河川法に対応したなかで衛生的なトイレの設

置を検討する旨ご説明をしました。

次に教育総務課と生涯学習課にまたがりますが、通学路の危険個所の整備および安全対

策についてと子どもを守るための安全対策の質問で、昨年度の通学路点検５９箇所のう

ち、安全対策が必要な４９箇所の中で３２箇所の整備を行いましたが、本年度も引き続き

通学路点検を行い、関係機関に協議、要望を行っていく旨ご説明しました。さらに、子ど

もを守るための安全対策としましては、スクールガードの取組や防犯教室、「こども１１

０番の家や車」などの活動内容をご説明しました。

また関連する質問として、能登川支所・能登川コミュニティセンターの予算不足に対す

る質問があり、その原因と対策等については総務部が答弁しておりますが、この問題につ

きましては、４億円の債務負担行為の補正予算が福祉教育こども常任委員会に付託され、

委員会の中でも質疑があり、最終的には昨日の議会で可決されました。いろいろとご心配

をおかけし、申し訳ありませんでした。

今後の予定ですが、入札を行い、９月の議会で契約締結の議決をお願いし、工事を開始

していくこととなりますが、生涯学習課が中心となって管財課、施設建築課と連携を密に

しながら、進めていきたいと考えております。

以上、６月議会一般質問の要旨と答弁概要をご説明申し上げ、報告といたします。

続いてこども未来部長から報告をお願いします。

こども未来部からも６月議会での質疑内容等について報告させていただきます。

３議員から新しい子ども子育て支援制度についてと学童保育所の運営についての大き

く２点のご質問をいただきました。新しい子ども子育て支援制度については、田郷議員か

ら多岐にわたり質問をいただいております。

まず、保育の実施責任については、市が責任をもって実施する旨の回答をさせていただ

いております。保育の認定については、従前の幼稚園４時間、保育園の短時部８時間、長

時部１１時間に区分されておりますが、これは保護者の多様な就労体系に対応できるよう

に保育園の短時部８時間が新設されたもので、就労時間に応じ適切に認定していく旨回答

いたしました。障害児保育の認定についても従前の認定基準を後退させない考え方を説明

いたしております。

保育園の保育料の軽減措置については、従前から一定額の軽減措置を行っていることか

ら、現在の軽減ベースを基に議論していく旨回答しております。
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委員長

生涯学習課長

委員長

坂田委員

生涯学習課長

幼稚園の保育料については、新たに所得階層に応じた保育料が導入されますが、大きく

変動しないよう検討していく旨の回答しております。ただ、議会の質疑では申しておりま

せんが、本市の保育料が県内最低の水準であることから、そうした実情も踏まえて議論し

ていく必要があるかと考えているところです。

現在の認定子ども園及び幼保一体化施設については、来年の４月からは幼保連携型認定

子ども園に移行していく旨、回答しております。今後も施設整備に合わせて認定こども園

の拡充を図っていく考えを述べさせていただいたところです。また、この新制度について

は、混乱を招くことのないよう、園毎に説明会を開催していく旨の回答もしております。

めじろ保育園の建て替えについてですが、この場所は、古くから小学校や小学校の分校

として活用されてきた土地であり、子ども達の学びの場としてたいへん愛着を持っておら

れる場所であることから、その土地を活用し、新たに保育園又は認定子ども園を開設いた

だける社会福祉法人を公募する旨の回答しております。

教育委員会関係の質疑については以上でございます。

続きまして、八日市北子どもの家について報告をいたします。当初学校敷地外の住宅地

の中に建設を予定しておりましたが、周辺住民のご理解がなかなか得られず、場所を含め

いったん立ち止まって考える中で、やはり子どもたちにとって学校に近い場所が安全であ

ろうということで、学校や教育委員会と協議しまして、図面にあります八日市北小学校敷

地内に場所をお借りして建設したいと考えています。

ただ今、教育長、教育部長、こども未来部長から報告を受けましたが、ご意見やご質問

等ございませんでしょうか。

無いようですので、議案にうつります。

議案第１９号東近江市社会教育委員の委嘱について説明をお願いいたします。

― 資料により説明 ―

ただ今説明いただきましたが、ご意見ご質問はございませんか。

社会教育委員さんの会議はどれぐらいの頻度で開催されているのですか。また最近の大

きな議題はどういったものですか。充て職の方もたくさんいらっしゃいますが、会議等の

出席状況等はどうでしょうか。

社会教育委員会議は年間３回程度開催いたします。その他に県や東近江地域の研修会等

も参加いただいておりますが、会議や研修会は昼に開催されていますので、お仕事等で参

加しにくい状況もあり、欠席される方も結構あります。

主な内容ですが、特に委員長さんの意向もあり、昨年の会議では、コミュニティセンタ

ーの館長さんや職員さんとの情報交換を行いました。コミュニティセンターとなり、まち

づくり協議会で指定管理をされていますので、そのあたりの課題や問題点の心配もしてい

ただいており、意見交換の場を持ったところです

また、教育委員さんとも情報交換をしたいとのご意見もありますので、改めてご相談さ

せていただきたいと思います。
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委員長

委員

委員長

教育総務課長

委員長

谷川委員

教育総務課長

谷川委員

教育総務課長

委員長

教育部長

教育長

辻委員

教育総務課長

教育長

坂田委員

他にご意見、ご質問もないようですので、この議案について原案どおり可決することと

してよろしいか。

― 異議なし ―

ありがとうございます。では議案第１９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２０号東近江市立学校通学バス運行管理規則第３条第１項第２号に

定める地域について、説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

ただ今説明いただきましたが、ご意見ご質問はございませんか。

今後ずっと和南町を対象とすることになるのですか。

和南町は、過去にも１年生が１人になった時に、甲津畑からのバスに乗せたことがあり

ますが、人数が増えて取り消しました。今回も関係者には、ずっとではなく集団登校が行

える状況となれば戻すことは申しています。なおルートの新設ではなく、現在甲津畑が利

用している通学バスの道中で乗ることになります。

登校時だけですか。

いいえ。登校時は集団が構成できますので歩きとなります。帰りは低学年と高学年が分

かれて少なくなり、バスを利用するということで下校時だけです。

他にもこの規則の２号条項で定める地域として指定されているところはありますか。

現在指定しているところは、この和南町だけです。永源寺地区の他に代替の公共交通機

関が無い所としてスクールバスを運行しているのが、能登川地区と蒲生地区です。

愛東地区にも距離のある地域がありますが、公共交通機関もありませんし、これまでか

ら保護者やスクールガードさんの協力を得ながら歩いているところです。

和南町は、何人登校されているのですか。

現在、児童数は３人で、１・４・６年と学年もバラバラです。距離は約２.３㎞です。

歩道の整備が十分でありませんし、なによりもサルの出没が危険な状況です。

ここのスクールガードさんは大変熱心で、いつも一緒に歩かれていますが、日によって
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委員長

委員

委員長

生涯学習課長

学校施設課長

委員長

辻委員

生涯学習課長

委員長

生涯学習課長

委員長

教育部次長

委員長

は３回に分かれて下校してくることもあり、さすがに３回は厳しいようで、ちょうど前を

走るスクールバスへの乗車をお願いするお話が出たと思います。

実際私も見に行きましたが、スクールガードさんがついていなければ危険を感じる状況

でした。

いろいろとご意見ご質問が出ましたが、他にありませんでしょうか。

無いようですので、この議案について原案どおり可決することとしてよろしいか。

― 異議なし ―

ありがとうございます。では議案第２０号については、原案どおり可決といたします。

続いて報告事項に移ります。能登川支所・コミュニティセンター整備工事概要他につい

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せんか。

設計はもう決まっているのですね。図面を見ているとトイレが男女同数でどうかなと思

ったのですが。

決まっていまして、まもなく入札にかける予定です。トイレ数等は一定基準に基づき決

めているところです。

１階コミュニティホールが１３００㎡程有り、可動席も設けていますが、どういう利用

を想定されているのですか。運動もできますか。

現在の能登川コミュニティセンターで利用されている使い方を想定しています。例えば

子ども美術展という事業を開催されていますが、それをホールでする予定をしています

し、成人式の二十歳のつどいや、机や椅子を出して学習室や多目的室で出来ない大きな教

室としての使い方、またダンスサークルのダンスパーティも想定しています。運動という

とヨガや体操程度です。ボール等の使用は考えていません。

五個荘中学校の改築ですが、教育長さんの報告では少し遅れているような話でしたが、

大丈夫ですか。

委員長もご記憶かと思いますが、先の船岡中学校の改築時よりはずいぶん順調に進んで

いますので、大丈夫だと思っています。８月１６日には、地域の方々や卒業生等に声をか

けて内覧会の開催を予定しています。

他にご意見、ご質問等よろしいですか。
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各課担当者

委員長

辻委員

管理監（学校

教育担当）

教育長

辻委員

管理監（学校

教育担当）

教育長

無いようですので、各課報告をお願いします。

―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

学校施設課…箕作小学校グラウンド芝生化イベントについて

学校教育課…学校教育課だより、東近江ケーブルテレビ学力向上番組制作、

学校園管理職夏季研修会について

生涯学習課…事業報告・計画について

スポーツ課…国体会場地選定スケジュールについて

歴史文化振興課…事業報告・計画、雪野山古墳発掘２５周年記念事業、

ロボカップジュニア世界大会について

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、夏季教育講演会について

幼児課 …八日市寺幼稚園の状況、子ども子育て支援新制度フォーラムについて

各課から報告をいただきましたが、ご意見やご質問はございますか。

ケーブルテレビ学力向上番組制作についてですが、ケーブルテレビを視聴できない家庭

がある中で、公費を使ってやるのはいかがなものでしょうか。

確かに全家庭が加入されていないことは承知していますが、１つの方法、ツールとして

ケーブルテレビを活用する中で、ＤＶＤやインターネットも使いながら、学力向上につな

げていきたいと思っています。

現在、各家庭で視聴ができるかの状況調査をしています。違った提供方法も交えてより

多くの児童が見られるようにしたいと思います。

全ての児童が視聴できるよう調査して、報告していただきたいと思います。

また、どのような番組編成でどういう内容になるのですか。放送時間を見ると昼前や夕

方など子ども達があまり見ない時間のように思いますが。

５年生の１学期の学習内容を中心に、学力学習状況調査につながるような内容を盛り込

みながら現在作成中です。国語と算数の２教科をそれぞれ５番組作成します。１週間続け

て同じ番組を流し、５週放映する予定です。放送時間はケーブルテレビの番組編成の中で

捻出してもらった時間ですが、リピート放送もありますので、どこかで見てもらいたいと

思っています。

学力学習状況調査については調査検討委員会を設けて分析していますが、子ども達が一

番つまずいているところをピックアップしていますので、今年度の調査結果も考慮しなが

ら番組を制作しています。
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辻委員

教育長

教育研究所

所長

辻委員

教育研究所

所長

教育長

辻委員

教育長

委員長

辻委員

教育部次長

谷川委員

必ず全員が利用できる状況にするということと、事後にどのように利用できたかという

ことをきちっと調査されるのですね。

そのやり方をどうするか、現在検討中です。

教育研究所も一緒にやらせてもらっていますが、腹話術の人形を使って工夫しながら、

一生懸命作成しており、見ごたえのある内容になるのではないかと思います。

また、番組に関連する応用問題もいくつも作成していまして、それを全児童に配付する

予定です。こうして勉強のきっかけになるものと思っています。

学力の低い子は、家庭環境に問題のある場合が多いので、そうした子ども達が家庭でこ

ういう取組ができるか、余計に格差が出るのではないかと心配します。

いろいろな手を打てば打つほど、親の関心の度合い、親が無関心であると差が開いてき

ます。その部分の手立ては、授業の中、また放課後や夏休み中の補習等でしていかなけれ

ばならないと思います。全部整わないと取り組まないという状況に、今の東近江市はない

と思いますので、できるところからコツコツと取り組んでいかねばならないと思います。

小学校も中学校もそうですが、夏休みに入ってから補習教室的なことをやっていますの

で、こうしたものを活用しながら、これまで以上に取り組んでもらうよう指示しようと思

っています。

今までから補習教室等はどこの学校でもあるのですか。

学校の状況によりますので一律とはいきませんが、何らかの形で取り組んでもらうよう

お願いしたいと思っています。また今年度から夏休みが短くなりますので、そのあたりも

注視していきたいと思っています。

全ての子が活用するというのは、ＤＶＤやインターネットなどを含めたいろんな方法を

利用してということでしょうね。

家庭教育充実の一助になるという主旨であると思いますので、全ての子どもが家庭教育

に活用できる施策を行うことが必要ではないですか。使える環境に無い子どもがいるとか

わいそうに思います。

議会常任委員会でも、辻委員のおっしゃるような危惧も出ていましたが、学力向上のき

っかけづくりの部分と市が整備したケーブルテレビをいろいろと活用してほしいという

市の思いもあるところです。

ケーブルテレビという媒体を活用し、それができない人にはフォローする方策も考えて

いますので、いろんな機会を作るということからも良いと思います。
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坂田委員

辻委員

管理監（学校

教育担当）

委員長

教育研究所

所長

教育長

委員長

子ども達がやる気を起こすために出来ることからやっていくことは大事と思っていま

す。ただ辻委員のおっしゃるように、学習が出来る環境の子だけでなく、全ての子が情報

を得られるように工夫してもらえれば良いと思います。

少し話が変わりますが、先日、「反転授業」という試みを目にしました。タブレットや

ＤＶＤを持ち帰って家庭学習しながら、子ども達が互いに教え合う様子でしたが、こうし

た新しいきっかけになればという思いもあります。

予算はどれくらいですか。

全てあわせて４００万円程になります。

対象となる児童全員ができるのがベストですが、何らかの形でまずは取り組んでいくこ

とも大事ですし、ケーブルテレビやインターネットの無い家庭、また、あっても見ない家

庭もあるでしょうから、そうした子ども達をどうフォローしていくかが肝要だと思いま

す。そのあたりを十分配慮いただきながら、まずは取り組んでいただければと思います。

確かに多額を使う大きな事業ではありますが、予算を使わない事業も含めて１つ１つ取

り組む中で、教材をどれだけ情熱を持って作っていくのかという点が重要です。教育研究

所でも教材作りや授業改善にいろいろと取り組んでいますが、研究開発からスタートして

一度に１００％にするのは無理ですが、最終的に１００％浸透するよう努力しています。

学校でも漢字ドリルなどに地道に取り組んだり、いろんな工夫の中で、今年の学力学習状

況調査の点数にも反映してきている状況です。こうした努力を後押しできるような教材や

番組を思いつく限りどんどん提供していくことで、最終的には東近江の子ども達１００％

にその成果が見られるように取り組んでいきたいと思っています。

辻委員のおっしゃる点も十分理解しておりますので、対象となる５年生にどう公平性を

確保できるのか、そしてこの取組が家庭学習のきっかけとなるようにテキストも作ってい

ますので、このテキストを家で使った後どうだったかが確認できるような手だてなど、何

ができるか現在教育委員会で協議しています。そうした点もひっくるめて、子ども達の学

習意欲、家庭学習の充実に努めていきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。

様々なご意見をいただきましたが、そうした意見を踏まえて事業を進めていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

他ご意見等ございませんか。

無いようでございますので、これで質疑は終わらせていただきます。なお、次回定例会

の日程は、７月２３日（水）午後１時３０分から市役所新庁舎の会議室で予定をしており

ます。その後、五個荘中学校の視察も予定されていますので、よろしくお願いします。ま

た、８月の教育委員会ですが、８月２５日（月）ということでご予定をお願いします。あ

と連絡事項をお願いします。
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教育総務課

主幹

委員長

―当面の日程説明―

それでは、以上で平成２６年第６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


