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平成２６年第９回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２６年９月２４日（水） 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 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

委員

委員長

委員長

定例会開会の前に、本日の定例会に傍聴の申し出がありますので、東近江市教育委員会

議事運営に関する規則に基づき、これを許可することとしてよろしいか。

― 異議なし －

それでは、これを認めることとし、入場を許可します。

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。

どうやら暑さも峠を越えたようで朝夕はめっきり涼しくなり、いよいよスポーツの秋、

また芸術の秋というシーズンを迎えました。

さて、４月に実施をされました学力・学習状況調査について、先月２９日に文部科学省

から結果の公表がされました。どの県が上位であるとか、正答率のランキングがどうとか

マスコミ等で話題になったところです。本市におきましても、９月議会で取り上げられて

いろいろと論議されたところですが、このテストは、基礎学力がどの程度であるのか、ま

たその結果改善すべき点は何なのかということを調査する目的で実施をされていると認
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委員長

委員

委員長

教育長

識しています。当教育委員会におきましても、検証改善委員会が設置されまして、今回の

テストの結果を踏まえて、これからの改善に向けて検証や検討がなされるわけですが、し

っかりと行われることを期待いたしております。

ところで今月は、市内の小中学校で、運動会また体育大会が開催されました。子ども達

の元気な姿を見ていますと、学力をしっかり身につけることは当然ですが、さらに体力、

健康であること、それから何よりも人としての豊かな心を持つ、そうしたことがバランス

よく備わった大人に成長してほしい、そんなことを感じたところです。

さらに今月上旬には、人権ふれあい市民のつどいも開催されました。また能登川地区で

は、能登川の歴史の刊行記念講演会もあり、それぞれご準備いただいた方々、ご参加いた

だいた皆さん、ご苦労さまでございました。

それでは、ただ今から平成２６年第９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、８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 －

では、第８回定例会の議事録は承認いただきましたので、後程、坂田委員と辻委員に署

名をお願いいたします。

なお、今回の議事録署名委員には、辻委員と谷川委員を指名させていただきます。

それ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。

お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。昨日は秋分の日でお彼岸の中日、暑

さ寒さも彼岸までと申しますが、久しぶりの秋晴れでアキアカネもたくさん飛び交い、ま

さに秋真っ只中という感じでした。

２０日には、小学校１４校で運動会が実施されました。他に９月５日に玉園中学校、６

日には愛東中学校と湖東中学校、１０日が聖徳中学校で行われ、お忙しいところご出席い

ただきありがとうございました。残すところあと２校となり、１０月７日の五個荘中学校、

１８日の八日市北小学校のみとなりました。

さて、今年度から８月２７日から２学期をスタートさせていただきましたが、おかげさ

まで大きな混乱もなく順調に始まっております。いろいろ行事もある長い２学期ですの

で、教育活動がより充実した２学期であってほしいと願っておりまして、このことは校長

会議でも申し上げております。

また、９月７日に能登川の歴史の完成、発刊の記念講演会を開催させていただきました。

執筆内容につきまして一部手直しをしてもらったこともあり半年程発刊が遅れましたが、

執筆者の方々との調整がうまくいった中での完成ということで、現在ダイジェスト版の作

成を進めております。無事発刊を終えることができホッとしているところです。

９月議会に関することでございます。後程部長から詳しく報告をさせていただきます

が、１３人の議員の方々からご質問をいただきました。大きく分けると「子どもへの対応

の際の連携の件」「学力向上に関すること」「スポーツ支援に関しての官学連携について」

「やまの子のキャンプの充実に向けて」「コミュニティセンターの運営について」のご質
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問でした。

中でも加藤議員の全国学力・学習状況調査にかかる６項目については、これまで委員長

が議会に出席いただくことはあまりなかったのですが、教育委員会としての見解というこ

とで委員長の指名もありましたので、ご出席いただき答弁いただきました。再質問におい

ても、この調査は学力の一部を見るものであり、点数や順位にこだわるものではないとし

ながらも、子ども達の学力の保障はしっかりと求めていきたいという思いを訴えられまし

た。学校教育を預かる教育委員会としてしっかり受け止め、次年度の東近江市グランドデ

ザインレポート、ＯＧＲと言っておりますが、これを基にしての次年度の予算要求におい

て政策提案として予算化を図っていきたいと考えております。この中には９月９、１０日

に先進地として視察訪問をしました兵庫県小野市と姫路市の取り組みも参考にしながら

グランドデザインを現在まとめているところです。

戸嶋議員の学力向上番組へのご質問については、公費を使っての妥当性といったことを

指摘されていると思っております。現在アンケートを集計中で、次年度に向けてきちんと

検証していくものと認識しているとお答えしました。後程、現在のまとめた状況につきま

して、説明をさせていただきたいと思います。

竹内議員からのご質問も学力に関連しますが、検証改善委員会を開催して、これまでか

ら保護者や教職員向けのリーフレットを発行しておりますが、はたして実効性のあるもの

として有効に活用されているのかということの検証も必要であろうということで、担当者

に指示をしたところでございます。

また、生活習慣としてテレビやゲームの視聴時間、スマートフォン等の利用時間も長く、

ライン等のアプリでの被害者や加害者になる場合もあること、このことは全国的、全県的

な話ではありますが、現在は生涯学習課を中心にＰＴＡ連絡協議会や青少年育成市民会議

等と連携を図りながらスマートフォン等の活用についての子ども、保護者への啓発につい

て検討を始めてもらっているところです。

校長会議等を通じての学校への指示、依頼事項ですが、まずは全国学力・学習状況調査

の結果を踏まえての話をしました。県同様に本市も大変厳しい状況にあると認識しており

ますが、市全体として見ると、各校での昨年の４、５か月の取り組みの結果として改善の

方向が見られることも事実として受け止めて、現在、各校の学力向上策を見直し、動き出

してもらっているところですので、それを生かしてほしいと申しました。特にＡ問題はよ

いのですが、Ｂ問題の大きな伸びが見られておらず、いっそうの授業改善に取り組んでほ

しいことをお願いしました。

そんな中で、市で雇用します学力向上支援員の先生がある先生の授業を見てチェックし

た際のことですが、先生の話している時間と子ども達の答えている時間を計ると、半分程

は先生が話していて、子ども達の発言や考える時間が少ない、一方的な講義形式、いわゆ

るしゃべりすぎという結果が出ました。本人はちゃんとできていると思っていたので、そ

の記録を見て大変驚き、自分の認識との違いに気がついて改めて考えるという一例を伺い

ましたが、そうした具体的な指導も今後はしていきたいと考えております。

さらに、各先生方の意識の改革が進んでいる学校は、学校全体としてのレベルアップに

つながっているという結果も出ていますので、それぞれの先生方一人ひとりの意識下にま

で落とし込んでほしいということ、そして学校が目指している姿にベクトルを合わせてい

くことが校長、管理職の大きな仕事であることを再度申しました。そのベースにあるのは
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授業の規律を守ること、子どもの学ぶ意欲を高めるための教師の言葉がけ等の研修を深め

てほしいといったこともお願いしました。

あわせて、校長だけの取扱注意の資料として、国と県そして学校名を伏せて市内各校の

点数を入れた一覧表を配りました。自分の学校の位置がどの程度かは校長にはわかりま

す。昨年もそうしたものを求められる校長もおりまして当然のことと思いましたので、現

状を認識して、我が校の学力向上策見直しの参考として生かしてもらうよう提示したとこ

ろです。

２点目は防災計画の見直しについて再度お願いをしました。今年の夏は大型台風や局地

的な激しい雨も多く、全国的に大規模な浸水や土砂災害で甚大な被害が起きていますの

で、各校の地形の特徴をハザードマップで再確認し、今の学校の計画が大丈夫なのか検討

するように指示しました。特に愛知川近辺ですとダムの放流によります増水や浸水想定区

域、永源寺地区では土砂災害など地形も考慮しながら、学校の計画の見直しをしてほしい

ということです。

また、災害時の避難所に学校が指定されていますが、一時避難になったり避難所として

開設される場合もありますので、対応できる体制となっているのか、また、そこまでいか

なくても、児童や生徒を引き渡す場面もありますので、そのやり方が先程申しました地形

等の視点で大丈夫なのか見直すようお願いしました。

その他として、新聞にも載りましたが、中学生広場の意見発表で玉園中学校の生徒が最

優秀を受賞し、滋賀県代表として近畿大会に出場すること。また情報モラル教育の推進と

いうことで、「高校生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調査」結

果が出ておりましたので、そうしたことを勘案しながら、また、県が設置します「子ども

による滋賀県いじめ対策チーム会議」、これには能登川南小学校の２人の児童が出席して

いますが、今年度のテーマが「インターネットの利用について考えよう」ということで議

論がなされており、実態調査もされるようですので、そのことも参考にしながら、今後、

市としてどう取り組んでいくのか考えていきたいこと。さらに、土曜授業について、県事

業である「サタデーわくわく英語プロジェクト」を湖東第一小学校で取り組むこと、びわ

こ学院大学の外部連携研究センターとの連携で「新しい文武両道のあり方を考える研究

会」が聖徳中学校の希望者を対象に授業を行われることの紹介をいたしました。

小脇郷の消火訓練事故の被害児童の様子については後ほど報告いたします。

最後になりますが、現在文部科学省では小中一貫教育の制度化のあり方について、この

２６日に第４回目となります「小中一貫教育特別部会」が開かれます。教育委員さんには

過去に呉市の小中一貫校の取り組みの視察をしていただいたこともあり、先程申しました

姫路市での視察も行ったばかりです。本市の場合は、学校施設は、耐震化や大規模改修、

新設などおおむね整備ができており、小中一貫校としての設置は難しい状況ですので、連

携あるいは分離型のやり方はどうかということもあります。文部科学省でも、一貫校への

財政支援策の検討もされているということで、国も力を入れている施策と思われますの

で、今後も注視していかねばなりません。

また、道徳については、評価の問題もありましたが、特別な教科としての位置づけがな

されるようです。特別活動や総合的な学習の時間と同様に数字による評定は無いと書かれ

ていますが、教科であれば教科書も出てくるでしょうし、現在文部科学省が出しています

「私たちの道徳」の位置づけも見ていかなければならないと思っています。以上です。
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委員長

教育部次長

委員長

教育部長

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。

来年度の予算に向けてのことをもう少し詳しく教えてください。

「東近江市グランドデザインレポート」、訳して「ＯＧＲ」と申します。例年ですと予

算要求の時期に概算要求を出しますが、これまでの事業を引き続き要求するだけというこ

とも見受けられます。そこで今回企画部から、小椋市政の公約に沿った施策については、

予算を見ていこうということで、その政策提案についてまずプレゼンテーションをするよ

うに求められています。教育部としては５本あげていこうと考えており、後程ご説明させ

ていただきますが、そのうちの２本の施策が先程から話に出ています学力向上と生徒指導

についてです。基本的には人を増やしてほしい、お金をつけてほしいということです。そ

の先進地事例の視察として、先日小野市と姫路市を訪問してもらいましたが、「幼保小中

連携」ということで、こども未来部の協力を得て進めていきたいと考えており、予算要求

に反映したいということでございます。

他にございませんか。無いようですので、教育部長から報告をお願いします。

まず、能登川支所・能登川コミュニティセンターの入札状況について報告させていただ

きます。９月１２日に１回目の入札、週明けの１６日に２回目の入札が執行されましたが、

残念ながら建築工事について不調に終わりました。電気設備と機械設備につきましては落

札しました。当初の予定では、今議会の最終日９月３０日に提案議決をいただく予定でお

りましたが、設計をやりなおし、再入札をするには時間が足りませんので、現在の予定で

は、１０月下旬に予定されております臨時議会を目標にして、設計を詰めているところで

す。

９月議会の一般質問ですが、１０日から１２日までの３日間行われました。教育委員会

には、１３議員から大きく分けて１５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。

まず学校教育課関係では、就学前と就学後の連携や子どもへの対応についての考え方や

市内中学校での学校生活について如何に把握しているのか、また教職員のモラルについて

のご質問がありました。さらにスポーツの子どもの健康・学力に対する有効性についての

認識や小中学校・スポーツ少年団と高校・大学との連携についてのご質問。また、びわ湖

ホール舞台芸術体験、ホールの子事業と言われますが、これを全ての小学校でできないか

といったこと、環境教育として体操服リサイクルに取り組む考えについての質問がありま

した。

次に教育総務課関連では、通学路の安全対策についてと通学方法、具体的には通学バス

についてのご質問があり、それぞれ関係機関への要望とバスにつきましては、バス運行の

基準に基づき運行している旨のご説明をさせていただきました。

生涯学習課関連では、やまの子キャンプの充実という視点から、定員オーバーの子ども

たちへの対応や青年リーダー、保健リーダーの確保などについての質問があり、リーダー

の確保や定員の増加に向けた検討を続けていくことの説明をしました。さらにコミュニテ
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委員長

こども未来

部長

ィセンターの指定管理料や運営について３人の議員さんからご質問があり、実績に基づき

積算をしていること、また指導面も充実していきたいということの説明をさせていただき

ました。

スポーツ課関係では、市が支援するサッカー競技についてと国体関連の競技場整備につ

いてのご質問で、国体についてはサッカー競技も希望していますので、要望活動なども展

開していきたいということと、また競技が決まれば体育施設の改修計画も立てなければな

らないことのご説明をさせていただいております。

以上が９月議会一般質問の要旨と答弁内容の概要でございます。

もう一点は、来週の９月３０日から１０月３０日まで毎週火曜日と木曜日に、市長以下

が各地区に出向きましての市政懇話会が開催されます。日程等概要につきましてはお手元

の資料をご覧ください。結果につきましては、後日ご報告をさせていただきたいと思いま

す。以上でございます。

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９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。

まず、坂口議員からは「子ども子育て支援事業計画について」として、「学童保育所へ

の支援について」「病児、病後児保育について」「育児休業中の保育について」の３点、ま

た、市長に対しまして「県との連携について」のご質問がございました。

岡崎議員からは「蒲生幼児園の送迎バスの存続について」、村田議員からは「次世代育

成対策の内容について」のご質問をいただいております。

まず、学童保育所への支援についてですが、国の運営補助金が児童数により大きく変動

する制度となっており、小規模学童にとっては運営を不安定化させる要因にもなっていま

す。現在、運営補助として１学童につき２０万円を市単独で補助していますが、その補助

体系を組み替え、国の交付額の変動緩和や保育料の減免補てん等につながる体系を検討し

ていきたいとの答弁をいたしております。

病児、病後児保育については、子育て中の保護者が働き続けるための重要な支援策の一

つと捉え、まずは１個所の設置を目指し、検討を進めているとの答弁をいたしました。

育児休業中の保育については、育児休業中であっても保育を継続できるよう弾力的な運

用について順次拡充してきていますが、３歳未満児については、現に待機児童が多数見受

けられる中で拡充できないのが現状です。先ずは待機児童を解消したうえで、育児休業中

の保育が受けられるよう拡充していきたい旨の答弁しております。

市長への県との連携についての質問では、大変重要であると捉えており、今後も継続し

ていくといった回答をしていただいています。

蒲生幼児園の送迎バスの存続については、蒲生幼稚園は、現在の場所で保護者送迎に移

行することについては、交通安全上の課題もあることから、支所隣接地に移転新築するこ

ととしたもので、通園バスについては、新園舎完成までの間存続させるとの方針で進めて

いる旨の答弁を行ったところです。教育委員会関連では以上でございます。

なお、今議会に提案しております子ども子育て関連の３条例につきましては、常任委員

会において賛成多数で可決いただいております。

また、過日竣工式を執り行いました「わかば幼児園」につきましては、９月から幼保一



- 7 -

委員長

坂田委員

生涯学習課長

坂田委員

生涯学習課長

委員長

スポーツ課長

委員長

歴史文化振興課

博物館担当課長

体施設としての運用を開始しておりますが、特に問題も無く順調にスタートを切らせてい

ただいております。来る９月２７日には初めての幼稚園の運動会を芝生の園庭で開催する

運びとなっており、谷川委員様にはご臨席をよろしくお願いいたします。また、委員長を

はじめ各委員様には、各園の運動会へのご臨席よろしくお願い申し上げます。

五個荘東幼稚園に隣接する空き施設を利用しての小規模保育も９月から開始いたしま

した。現在の保育数は３名にとどまっておりますが、順調に進めさせていただいていると

ころです。以上です。

ただ今各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。

やまの子キャンプの青年リーダーや保健リーダーの確保が大変難しいということです

が、特に保健リーダーの現状を教えてください。

保健リーダーについて、今年度は希望していた人数を確保することができましたので問

題はありませんでした。以前は病院等の看護師さんにお願いしていたのですが、なかなか

時間を取ってもらうのが難しいということで、昨年から実行委員さんのお知り合いの中で

看護師免許をお持ちの方を紹介していただき、その方を通じてお知り合いを紹介していた

だいて、予定の人数を充足することができています。以前のように病院を通じて依頼する

のではなく、顔見知りで対応するということで不安定な部分もありますが、来年度に向け

てのご協力も依頼しましたところ、内諾等もいただいているところです。

厳しい状況であるということをはじめて知りましたので、例えば地域の体験学習や学校

活動で看護師さんが必要な事業では、保護者の中で資格を持っている方に協力いただいて

いる場合もありますので、参加者の保護者への声掛けも検討してはと思いました。

参考にさせていただきます。

他よろしいでしょうか。無いようですので、議案にうつります。

まず議案第２４号東近江市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定に

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、ご意見やご質問はございませんか。

よろしいですか。では、ご承認いただいたということで、議案第２４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２５号東近江市てんびんの里文化学習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、説明をお願いします。

― 資料により説明 ―
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委員長

生涯学習課長

スポーツ課長

坂田委員

歴史文化振興課

博物館担当課長

委員長

教育総務課長

委員長

委員長

幼児課長・

こども未来部長

委員長

辻委員

こども未来

部長

坂田委員

説明が終わりましたが、ご意見やご質問はございませんか。

委員会の所管する各施設の申請書があると思いますが、類似のものはありませんか。他

の点検はできていますか。

コミュニティセンターは印鑑がいらない様式に統一しています。

スポーツ施設についても不要となっています。

印だけでなく、団体名や電話の書き方も統一されていますか。

そのあたりもコミュニティセンター等とあわさせていただきました。

よろしいですか。では、ご承認いただいたということで、議案第２５号については原案

どおり可決といたします。

以上で議案は終わり、続きまして協議事項に移ります。平成２６年度教育委員会表彰に

ついてですが、この案件は秘密会となりますので、傍聴の方につきましてはご退席をお願

いします。

では、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、ご意見やご質問はございませんか。

【審議内容については非公表】

続きまして、報告事項に移ります。東近江市立幼稚園児の入園募集の告示について説明

をお願いします。

― 資料により説明 ―

説明が終わりましたが、ご意見やご質問はございませんか。

１号保育料は経過措置をおいて来年、再来年にかけて資料にある額に変更になるという

ことですが、２号、３号保育料についても経過措置があるのですか。

２号、３号は、一部据え置きもありますが、ほとんどが下がる方ですので、経過措置無

く新しい保育料に移行します。

私立幼稚園ですが、特別補助の預かりの部分が現行ですと公費負担ですが、新制度では

ワクがはずれています、この部分の対応はどうなるのですか。預かり保育をされる所は従

来どおりそのままですか。補助金が無くなって預かり保育を辞めるという方向になるので
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幼児課長

坂田委員

幼児課長

坂田委員

幼児課長

委員長

各課担当者

委員長

谷川委員

すか。

実施されるとなれば公費負担となります。考え方としては今までどおりです。

認定こども園化に向けて市費で負担してその方向に誘導していくということは、待機児

童のことを考えてもその方が良いと思うのですが、ただ私立幼稚園と公立幼稚園の差が無

くなってくるとサービスの良い方に子どもを預けようという傾向が出てきて、バランスが

崩れたりする危惧を感じますが、そのあたりはどうですか。

これまでは幼稚園機能、保育園機能と全然違いましたが、認定こども園になるとほとん

ど同じような機能になっていくと思われますので、質の部分で差を出さないと選ばれる園

にならないと思います。しかし、質イコールサービスではないと思っていますので、その

あたりをどのように民間保育園が打ち出していくかによって運営面に関わってくると思

います。しっかり保育面で充実を図っていただく方向で検討いただきたいとお願いをして

いるところです。

基本的に市の方向としては、質を上げるのは園ごとの競争ではなく、均等に上げていく

ということとですね。

民間も公立も共通の認識の上で進んでおります。それぞれの環境に応じた保育サービス

の提供は思っておられますが、目指すところは同じということで進んでいます。

他よろしいですか。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―

学校教育課…学校教育課だよりについて

生涯学習課…事業報告・計画、文化芸術祭について

歴史文化振興課…事業報告・計画、雪野山古墳シンポジウム、蒲生野フェスタ、

ぶらっと五個荘まちあるきについて

教育研究所…教育研究所だよりについて

図書館 …事業報告・計画について

各課から報告をいただきました。全体を通じてでも結構ですので、ご意見やご質問はご

ざいますか。

話は変わりますが、先般滋賀中央信用金庫さんから教育委員会に１００万円の寄付をい

ただき、学校教育課で保健室用品に５０万円と学力向上プロジェクトに５０万円を使うと

聞いていますが、この使い道について滋賀中央信用金庫さんに報告されるのですか。

また、先日鎰屋さんがこども未来夢基金に１００万円寄付されましたが、基金の額は今

どのくらいになっているのですか。それの使い道についても報告されているのですか。

寄付した人が、後の報告が無いので、何に使っているのか心配されているという声もあ
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管理監（学校

教育担当）

教育部次長

教育部長

教育長

谷川委員

教育長

谷川委員

教育部長

委員長

坂田委員

管理監（学校

教育担当）

委員長

ると聞きます。結果をフォローすることは、もらった者としては大切だと思いますがどう

でしょうか。

おっしゃるとおり５０万円ずつ使わせていただくことは、議会にも報告をし、補正予算

に上げておりますので、議決され、実際執行いたしましたら、報告させていただくものと

思っています。

その他に京セラさんからは、５５周年を記念して小中学校の図書館にと多額の寄付をい

ただきました。どういう本を買ったのか報告した方が寄付していただいた方には良いと思

いますので、今後そのあたりは気をつけて報告するように努めていきたいと思います。

こども未来夢基金については、企画課が管理していまして、使い道について今募集して

います。夢基金事業でどういうことをしたいかを各課に募集してその財源に充てるという

ことですが、現在２７００万円程の基金積立となっています。これまで幾度か学校図書館

の本の購入に充当しています。

寄付をもらってすぐ使っているわけではなくて、基金に積み立てて一定たまったら使途

を募集して有効なところに使うということですので、すぐには見えないですね。

周年事業などでもらって、また次の機会もと思うなら、そうしたフォローもしておくべ

きと思います。

こども未来夢基金では見えにくい面もありますので、川副前委員長さんからは図書館に

本の寄贈と限定して寄付をいただいたところです。

滋賀中央信用金庫さんからも教育委員会にと限定してもらっているので、余計に報告す

る方が良いと思います。

こども未来夢基金事業についても、企画にそうしたご意見をいただいたことを伝えてお

きます。

よろしいですか。他にご意見ご質問ございますか。

子ども達の下校についてですが、曜日によって全体や学年等違うと思いますが、市内全

ての学校で集団下校されているのですか。

基本的に市内全て集団下校となっています。

他にご意見ご質問ございませんか。無いようですので、これで全ての案件を終わらせて

いただきます。

次回定例会の日程は、１０月２１日（火）午後２時から予定をしております。また、
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教育総務課

主幹

委員長

１１月の教育委員会ですが、１１月２１日（金）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。

―当面の日程説明―

それでは、以上で平成２６年第９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４０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


