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平成２６年第１２回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２６年１２月１８日（木） 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 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

学校教育課参事（管理監(学校教育担当)代理） 青木 正志 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 歴史文化振興課長 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２２名

説明員 学校教育課主幹 澤 英幸 こども家庭課長 瀬戸 睦仁

欠席者 管理監（国体･生涯学習担当） 中谷 逸朗

事務局 開会

委員長 定例の教育委員会を開催いたしましたところ、委員の皆様には天候の悪い中ご出席をい

ただきありがとうございます。１２月に入り週末ごとに寒波が襲来し、昨日から異様な低

気圧、爆弾低気圧というそうですが、北海道では豪雪になっているということです。各地

で大雪のニュースが流れていますが、このあたりもこの冬初めての降雪ということで、い

よいよ冬本番の到来ですので、皆様には体調に十分気をつけていただきたいと思います。

さて、昨日の新聞を見ていますと文部科学省が発表しました子どもの全国体力テストの

結果が掲載されていました。県内の中学２年生については男女とも全国平均を上回り、小

学校５年生は男女とも全国平均を若干下回っているということでしたが、体力テストが実

施されてから県内の男女とも少しずつ改善されていると報告でした。そんな中で、小さい

ころから家庭で運動やスポーツを勧められる児童生徒は、体力テストの結果も高く現れて

いるということでありました。

そうしたことから、子どもの体力を向上させるには、学校だけでなく家庭や地域と連携

して取り組むことが大事であり、今後連携の充実が課題として報告されていましたので、

そうした対応も今後しっかりと検討していただきたいと思います。
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また、学力や体力向上を図ることは大事なことですが、それとともに何よりも人間とし

ての思いやりを持った、生きる力を身につけた子どもたちが育つことを願うところでもあ

ります。

事務局の皆さんには、それぞれの職場で限られた人員の中で日々業務に奮闘いただいて

おりますが、事務事業が年々複雑、高度化する中においてなお、事務処理の内容を十分に

精査をしていただき、適切な事務の執行に心がけていただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。

それでは、ただ今から平成２６年第１２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、１１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１１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。

改めましてこんにちは。日に日に寒さが厳しくなってまいりました。秋の終わり頃には

今年は暖冬という報道があったようにも思いますが、爆弾低気圧が日本列島に居座り、こ

のあたりも寒波が押し寄せてまいりました。学校においても学校閉鎖や学年閉鎖には至っ

ていませんが、一部インフルエンザが流行ってきているところもございますので、先日も

当該校においては注意喚起を行ったところでございます。

昨日予定をしておりました市長との懇談会は都合により中止をさせていただきました

が、また機会を作っていきたいと思っております。

議会関係についてまずお話をさせていただきます。１１月２８日から明日まで１２月議

会が開催中でございますが、教育委員会に対する質問は９議員からいただきました。学校

教育関係には、横山議員、戸嶋議員、西澤由男議員、村田議員、田郷議員からでございま

す。学校教育に関する質問概略は私より説明させていただき、その他については部長から

報告させていただきます。

まず横山議員からは、不登校生の原因究明と対象児への対応はどうなのか、また不登校、

行き渋り等と発達障害の関連はどうかというご質問でございました。学校や不登校対応、

学校復帰を支援している児童生徒成長支援室との連携を密にして対応していること、不登

校児童、生徒は、小中学校ともに以前に比べると昨年度は減少していること、また不登校、

行き渋りと発達障害の関連については、ケースにより関連のある場合もあればそうでない

場合もありますので、関係機関と連携しながら今後も適切に対応していきたいとお答えい

たしました。現在もスモールステップ、校内でのケース会議、あるいは広域で人を集めて

のケース会議を行いながら対象児への対応をしているところです。

他の４議員からは共通して給食に関わる質問をいただきましたので、今議会は我々学校



- 3 -

教育関係者にとりましては給食議会という状況です。と言いますのも福祉教育こども常任

委員会の視察で、蒲生学校給食センターの調理を見られた後に朝桜中学校の給食の様子を

ご覧いただきました際に、牛乳の飲み残しがたくさんあったということで注意を引き、実

際どうなのかとそれぞれ疑問に思われ、常任委員会の４議員から質問が出されたというこ

とでございます。

質問をまとめますと、学校給食をどうとらえているのか、牛乳を含む食べ残しの現状を

把握しているのか、その対処法はどうなのか、食べ残しが出ない工夫をしているのか、そ

して栄養教諭の配置はどうなっているのか、食育の推進をきっちりすべきでないか、早寝

早起き朝ごはんの県民運動推進との関連はどうかといった内容でございます。

教育委員会としましては、残食については学校により差があり、献立や季節、体調など、

日により学校によって差があるととらえていますが、特に中学校での牛乳の残数が多いこ

とは承知しています。食育計画はそれぞれの学校にあり報告ももらっていますが、単発的

な調査をすることはあっても、実際子どもたちの気持ちを聞き取るといったアンケートは

していませんので、早急に調査をしながら、実態に基づいた食育計画になり、１時間１時

間の授業の展開が子どもたちの実態に合っているのか検証する必要があると思いますの

で、それをしっかりしていくとお答えいたしました。さらに栄養教諭がおり、今年から初

めて中学校への指導も入っていますが、食育計画との関連で上手くその能力を発揮しても

らう方向になっていなかったように思いますので、積極的に栄養教諭を活用していきたい

旨の答えをさせていただきました。

特に戸嶋議員が食べ残しについて、給食は命をいただいているわけですからそういった

ことへの感謝の気持ちを育ててほしいとおっしゃられ、私も共感いたしておりますので、

そういった食育はしっかり進めていきたいと思います。１月は給食週間がある月でもあり

ますので、早急にできる範囲で見直し、充実した給食週間にしてほしいと担当に指示して

いるところです。

西澤由男議員からは、給食とともに学力向上プロジェクトチームの取り組みを生かす計

画について、あるいは授業についていけない児童生徒をつくらない工夫や施策、そして特

別支援学級教員の免許取得等、専門性の育成等、学力に関わる質問をいただきました。プ

ロジェクトチームの取り組みを生かす活動については、委員の皆様にもご案内をさせてい

ただいております１２月２５日の教育研究発表大会で報告をいたしますし、その内容につ

いては教育ネットにアップして各教員に知らせていくこと、また他の資料や授業について

も先生方に共有してもらえるようにしていることをお答えしています。そして、わかる授

業につきましては、ＩＣＴ機器の有効活用による授業改善に力を入れていること、中学校

区内の保幼小の連携、あるいは小中連携教育を一層推進していきたいということで、はっ

きりとは申せませんでしたが、ＯＧＲの保幼小中連携推進事業について触れさせていただ

きました。今後はこの予算獲得に向けて、しっかりと財政に訴えていきたいと思っており

ます。

１２月１５日に開かれました福祉教育こども常任委員会では、先ほど委員長がおっしゃ

られました適正な執行を行うようにとの一端となりますが、朝桜中学校大規模改修事業の

延期の件についてお詫びをさせていただきました。とりわけ事業内示が無い中で入札の手

続きを進めていったということで、関係の皆様に大きなご迷惑、ご心配をおかけした点を

お詫びし、今後は県との連携を密にすることと、確認をしっかり行うこと、これは進行管
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理を含めてですが、組織として機能が十分発揮できていなかったということを十分反省を

し、職員の意識を高めていかなければならないことを申させていただきました。以上が議

会関係でございます。

市内児童生徒の活躍ですが、愛東中学校３年の生徒が高円宮杯第６６回全日本中学校英

語弁論大会の中央大会に出場をいたしました。残念ながら決勝大会に進むことは叶いませ

んでしたが、出発前に本人が報告に来ましてお話をしましたが、夢を持ち胸ふくらませて

元気に出発してくれました。発表の後も自分の力を出し切れたので、とっても良い経験に

なったと答えていたようでございます。

また、五個荘野球スポーツ少年団が第８回ポップアスリートカップという全国大会で優

勝をいたしました。去る１２月１４日に開催されましたルート４２１カップ第３回三重滋

賀親善交流大会にも出場されましたので、その開会式で挨拶をいたしました際に、優勝の

紹介をさせていただき、その後に監督さんにお出会いして、お祝いとお礼を申し上げたと

ころです。

最後に学校教育関係ですが、１２月の校長会議におきましては、校長面談を終えた後で

したので、改めて自分の学校経営に対して明確なビジョンを持つことがいかに大切である

かということを、学校の取り組みの一例を挙げてコメントいたしました。お題目だけを並

べていては具体の動きにならないので、校長が描いている子どもや教師の姿が明確になっ

ているかどうかということです。現状から自分の具体的な動き、仕掛けが出てくるのだろ

うと思います。そうした具体的な動き仕掛けを校長としてできているのか、実際にそうし

た動きがある組織、学校を見聞きしますと、そこから次の目標が出てくる、あるいは新た

な課題が出てくるというように先手が打てますし、先生方が一緒になってやっていること

から同僚性の高まりも感じられますので、改めてこの良い循環をつくってほしいことを申

しました。

あわせて、先日委員の皆様にご参加いただきました滋賀教育の日にご講演されました志

水宏吉先生のスクールバスモデルの紹介をいたしました。

去る１２月１６日には、特別支援学級の新設、存続、増設に関る県教育委員会の市教委

訪問を受けました。これは、文字どおり新設、存続、増設に関する要望、説明をする場で

すが、小学校では新設１校、存続３校、増設が３校、中学校では新設２校、存続２校、増

設２校、そして対象生徒が卒業して無くなる廃級が１校ございます。今後入ってくる児童

生徒の特徴的な部分を説明し、絶対必要であるというメッセージを伝えましたが、人数や

予算の関係もあり、今後教職員課との協議の中で３月初旬に決まると思いますので、でき

る限り要望に応えていただけるようお願いをしました。あわせて、通級指導教室の中学校

への１教室の新設と小学校２教室の増級の要望をいたしたところです。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。

１２月議会の一般質問ですが、教育委員会には、９議員から大きく分けて１３項目にわ

たる質問をいただきましたので、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。

まず教育総務課関連では、通学路の安全対策について、安全点検やグリーンベルトの設
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置の考え方、注意喚起の方法等についてのご質問があり、毎年の安全点検の状況、グリー

ンベルトの設置の考え方や歩道やグリーンベルトの設置が困難な個所については、立て看

板や路面標示で対応していることの説明をさせていただきました。

学校施設課関連では、現在の能登川コミュニティセンターが閉鎖した後の活用策につい

て、能登川南小学校の駐車場として利用を、というご質問があり、能登川南小学校の駐車

場は現在教職員分だけで満車の状況であり、駐車場として利用したいということを答えて

おります。

次に生涯学習課関連では、生涯学習の広域的な事業を担っていただいている東近江市地

域振興事業団と各コミュニティセンターの事業との関わりや各コミュニティセンターで

の講座の内容、管理運営の方法、また、八日市８地区と旧町でのコミュニティセンターや

まちづくり協議会での地域割りの違いなどの質問があり、現在の取り組みの状況の説明

と、特に地域割りについては、今日までの経緯もあり、また１４地区のコミュニティセン

ターの指定管理が今年度そろったところですので、慎重な対応が必要であることの説明を

しております。

次にスポーツ課関係では、まず施設の遊具等の管理体制などのご質問があり、指定管理

者の管理する施設がほとんどであることから、指定管理者による点検の状況などを説明し

ました。また、スポーツ施設などの公共施設の利用拡大と国体に向けてのスポーツ少年団

への支援についてのご質問では、各小中学校などでの布引運動公園陸上競技場やおくのの

運動公園、ひばり公園等の利用を紹介するとともに、スポーツ少年団への積極的支援など

を行っていることの説明をしております。

歴史文化振興課関係では、博物館等の減免について、規則で謳われているところと教育

委員会が特に認める場合として減免しているところの統一されていないこと、またホーム

ページの記載なども統一されていないことについてのご質問があり、その必要性はあると

思いますので、統一していきたい旨答えております。いずれ規則改正をお願いしたいと考

えていますので、よろしくお願いします。また雪野山古墳に関しまして、資料館建設の考

え方や実物展示の機会についてのご質問があり、市内にある歴史文化資産の活用の重要

性、また施設についても調査研究をしていきたいことの説明をするとともに、重要文化財

の展示の様々な制限も考慮するなかで、能登川博物館での企画展の計画などを説明してお

ります。

以上、１２月議会一般質問の要旨と、答弁概要でございます。

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１２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名

の議員から質問をいただいており、その内容は、教育委員会の直接的な所管事項ではあり

ませんが、関連しますので報告させていただきます。

まず、北浦議員からは能登川南こどもの家の入所希望者の急増に対する今後の対応につ

いて質問をいただき、緊急性の高いものから順次整備を行い、条例で定めている基準の充

足に努めていくとの答弁をいたしております。

次に村田議員からは、児童虐待に関連して虐待把握及びその対応、背景にある要因と支

援体制、今後の課題と対策の３点について質問をいただきました。答弁では、平成２５年
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度の児童虐待にかかる通報・相談件数が３５１件、内新規が８９件で、今年度も同等の件

数で推移していること、また、虐待の通報等を受けた後は、児童の安全確認を最優先に行

い、関連機関と連携を取りながら適切に対応している旨回答しています。

次に、児童虐待の背景については、家庭の孤立、生活困窮、養育者自身の虐待経験から

くる世代間連鎖や養育力不足、子どもの育てにくさ、また、薬物やアルコールなどに依存

した養育者も少なくなく、これらが複合的に作用している旨回答しております。対応とし

て、地域での見守りや相談体制の強化、職員のスキルアップやマンパワーの充実、訪問支

援、関係機関とのスピーディな情報共有などを強化していく旨回答しております。

田郷議員からは、学童保育所にかかる保育料の減免制度、指導員の処遇についての質問

を頂いております。保育料減免については、減免の対象や補助基準などを定め、市が支援

し、保育料の軽減と運営の安定化につなげたいこと、指導員の処遇については、指導員の

多くが放課後児童支援員の資格を今後取得することとなること、また、国の補助制度を補

完する市独自の新しい補助体系の導入を計画しており、この施策が指導員の処遇改善にも

つながるとの回答をいたしました。

なお、今議会には新たな子ども子育てに関連して５つの条例とこどもの家の指定管理を

提案しておりますが、常任委員会においては全委員賛成で可決すべきものと決していただ

いております。また、子ども子育て支援事業計画がまとまりましたので、後程その概要を

説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。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。

学童保育所について、放課後児童支援員の資格という話がありましたが、どういう資格

ですか。

国の制度の中で新しく放課後児童支援員という資格が設けられ、その資格を有する者が

１つの学童のクラスに１人以上いなくてはならないという規定になります。ここ５年間の

経過措置として、一定経験年数があり、県の研修を受ければ取得できるということですの

で、多くの方はその資格を取っていただけると考えています。

支援員を必要とする条例は施行されているのですか。

来年４月からになります。県内に２８０程学童保育所がありますが、情報によりますと

来年度に県が２８０人枠の研修を実施する予定ということですので、まずは１学童に１人

という考え方のようです。そうした資格を設けて質的向上を目指すということで進んでお

ります。

能登川南の学童保育所の超過について、回答では緊急性の高いものから順次整備を行い

充足に努めていくとありますが、具体的にはどうされるのですか。

学童の整備には基準を設けていまして、１つは面積、もう１つは１クラブの児童数とい

う２つの基準がございます。面積については、児童１人あたり１.６５㎡以上、小学校の

教室を４０人で使うと大体１.６５㎡になりますので、それぐらいのスペースをとりなさ
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辻委員

こども未来

部長

委員長

学校教育課参事

学校教育課主幹

委員長

辻委員

学校教育課

主幹

辻委員

学校教育課

主幹

学校教育課

参事

辻委員

教育長

いという基準、そして１クラスは概ね４０人以下、これも小学校程度の人数にしなさいと

いう基準です。能登川南については、部屋が大きく６０人～７０人程が入れるスペースが

ありますので、１人当たりの面積１.６５㎡はクリアするのですが、１クラス４０人とい

う部分では超過しているということです。

市の整備順として緊急性という面では、まずは両方ともクリアしていない所、次に面積

的にクリアしていない所、つまり狭い場所に多くの児童が入っているという環境は良くな

いということで、そちらにウェートをおいています。その次に４０人規模をクリアしてい

きたいという考え方で進めています。

面積が足りないところは、他に部屋を探すのですか。

増築することになります。

他にありませんか。無いようですので、続きまして、議案に入ります。議案第２７号東

近江市立学校管理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、ご意見やご質問等ございませんでしょうか。

事務職員として主任事務主査をはじめいろんな名称がありますが、そうした方が全て各

学校にいらっしゃるのですか。

県の職階としていろいろ名称がありますが、その中の１名が教諭とは別に、学校に配置

されているということです。

事務長は、自分の学校の事務の他に共同実施の事務も行うということになるのですか。

今年は、八日市南小学校には学校に関する事務を行う事務職員が１名おりますが、プラ

ス１名加配として主任事務主査が配置されていまして、主に学校事務の共同実施のとりま

とめを行う役割をしています。

現在東近江市では、共同実施組織であります学校事務支援センターを八日市南小学校に

設けてとりまとめを行っております。

来年度からそこに事務長と呼ばれる方がおかれるということですね。配属は教育委員会

ですか。他の市町でも実施されているのですか。

所属は県教委です。県費の職員ですが服務監督は市教委ですので、市の規則で謳ってお

ります。以前から支援センターとして主任事務主査をおいて事務の執行をしております

が、取りまとめる上で、事務長という職階を置いた方が動きやすいということでの提案で
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学校教育課

主幹

委員長

学校教育課

主幹

教育長

委員長

各担当者

委員長

坂田委員

生涯学習課長

坂田委員

す。

県内で事務長をおくと規約に載せている市町はまだありません。事務の共同実施を先進

的に取り組んでいるのも長浜市や東近江市等まだ少ない状況です。他府県では規約に載せ

て取り組んでいるところはあります。県立高校などは、学校ごとに事務長がおりまして県

の職階でそれに見合った給与等を与えられていますが、今回の定める事務長は、県の職階

の主任事務主査を市では事務長と呼ぶということです。

学校事務を効率的にスムーズに行うためにこうした体制をとるということですね。

事務の共同実施については、平成１０年９月に中央教育審議会の答申で、学校の自主性

や自立性の確立を目的として、学校の規模や実態に応じて学校事務を効率的に執行すると

いう観点から学校事務の共同実施を推進するため提言がなされています。東近江市では平

成２１年度に学校事務推進協議会の要綱を定め、現在は５つの部会を設けて活動をしてい

ます。

給与等は変わりませんが、とりまとめ役として権限を与えるという意味合いです。共同

実施の説明資料もございますので、後程ご覧頂きたいと思います。

他にご意見や質問等ございませんか。よろしいですか。

無いようですので、ご承認を得たということで、議案第２７号については、原案どおり

可決といたします。

続きまして、報告事項に移ります。平成２７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 ―

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。

生涯学習課の青少年育成事業の学校家庭地域の連携による教育支援活動推進事業につ

いて、コーディネーターが来年度１５名ということですが、今年度は何名ですか。

今年度は１２名ですので、３名増の１５名で要求をしています。

学校支援地域本部事業について、ある校長先生とお話しした際に、コーディネーターさ

んをつけていただいたことで、地域の人材を活用できて大変ありがたいと喜ばれていまし

た。このように配置されたところは年々良くなっていくと思いますし、コーディネーター

さんも研修や情報交換を重ねられて中身も充実しているように感じますが、配置されてい

ないところは、なかなか進まないのが現状ではないかと思います。すぐ全地区に配置をす

るのは難しいでしょうが、地域と学校を結ぶよい方法が考えられないかと思います。例え

ば、地域教育協議会の目的には、学校、家庭、地域の連携が謳われていますが、あまり進
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生涯学習課長

坂田委員

生涯学習課長

坂田委員

教育長

坂田委員

教育長

んでいないように感じますので、組織の活用を含めて、学校、家庭、地域の連携が図れて

いくようにお願いしたいと思います。できるだけ早い時期に全地域にコーディネーターを

配置してほしいと願っています。

コーディネーターの配置がこの事業の特徴で、学校と地域の懸け橋となっていただくわ

けですが、コーディネーターがいなくても学校が直接地域とかかわりを持って活動してい

るところもございます。コーディネーターがいる方が良いのは確かですし、順次各校に配

置するという長期的な展望は持っています。ただ、今は手を挙げていただいた学校にコー

ディネーターを配置するという中で事業を進めていますが、希望が無くても今後はすべて

の学校に配置する形での思いはありますので、ご意見をいただきながら全校配置に向けて

進めていきたと思っています。

３名増というのは学校の要望があってということですか。

具体的に申しますと能登川南小と東小が本部を設置するという方向で動いていただい

ています。また蒲生地区では、小学校３校と中学校１校あわせて当初１名配置で始まり、

現在は２名で活動いただいていますが、本来は各学校に１名でもあり、もう１名増員する

計画をしております。能登川２名と蒲生１名で３名増ということですが、予算見積の前に

各校の希望を聞き、それを踏まえて要求しています。

希望していない学校もあるということですね。

充分にコーディネーターの活用が描けない、逆にそうした方がいない中でも地域の人に

関わっていただいて教育活動ができているという認識の学校もあります。能登川地区は、

エコスクールをはじめ、これまでいろんな団体に入っていただいて活動を進めてきていま

したので希望がなかったのですが、活動いただく人も学校の先生も変わり、また支援いた

だく団体の高齢化などの現状もある中で、コーディネーターに入っていただいた方が活動

の広がりもあるということで、要望しているということです。このことは校長会でも申し

ていますし、個別に学校に対しても言っています。またコーディネーターによってずいぶ

ん違う部分もありますので、地域の特性に応じて地元の団体との連携に重点的に取り組ん

でいる学校もあります。

学校と話すと、指導者やボランティアなど地域の協力がほしいという思いはあるが、地

域の人の顔が見えないのでなかなか頼めないという声も聞きます。地元の方も単発の事業

だけでなく、継続的に支援した方が子どもたちに良いという意見もあります。各地区で

様々な活動をされていますので、うまく繋げていけば良いと思います。

この事業は生涯学習課の事業でありますが、学習支援となると学校教育の部分であり、

学校現場に情報が入りにいのではないかと思います。しかも地域教育協議会は土曜日の受

け皿を作るという本来の考えがあり、一方で、学校支援地域本部事業は学校の授業を充実

させようということです。加えて土曜日の授業の話もあり、県教委生涯学習課には、事業
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谷川委員

教育長

谷川委員

辻委員

教育総務課長

谷川委員

スポーツ課長

歴史文化振興

課長

委員長

幼児施設課長

委員長

整理してほしいと言っています。同じ人が様々な活動に関わっているということもあるで

しょうし、放課後や土日も含めて、教育環境が良くなるようにもう少し柔軟な取り組みや

整理をしてほしいと県に申しているところです。そうした状況の中で、意識改革も図りな

がら順次増やしているところです。

人を探すのは大変だと思いますが、各地区にはまちづくり協議会があり人材もノウハウ

も知っています。湖東地区ではまち協が関わって始まり、うまく推移していったと思って

います。まち協がコミセンの指定管理を受けて教室等も開いていると人も見えてくるの

で、まち協をうまく利用するのも案と思います。

校長が変わったりする中で、うまく引き継げてないところもあり、地域の組織や人材が

十分に生かせていないという現実もあります。

校長先生が地元の人でないことも多いので、相談窓口があればヒントが与えられると思

います。

ＰＣＢ処理という説明がありましたが、何ですか。

古い機械設備、主にコンデンサや安定器の中に含まれる有害物質で、その処理が国のル

ールで厳しく決まっています。限られた施設でしか処理できませんので、登録していたＰ

ＣＢの処理の順番が回ってきたため予算要求したものです。

市制１０周年記念事業として、テレビ番組やラジオ体操等のオファーをしているとあり

ますが、決定ではないのですね。

決定ではありません。まだ手を挙げている状況です。

テレビ番組については、はっきり決まっていませんが、目途がついている状況です。

（仮称）船岡幼児園の設計予算が要求されていますが、地元の理解は得られたのですか。

平成２４年、２５年と幼稚園の統合という部分だけで平田地区と協議を進めてきました

が、なかなか折り合いがつきませんでした。今年度に入ってから、今後整備されるバイパ

ス道路が平田地区のグラウンド内を通るということで、グラウンドの面積確保、またトレ

ーニングセンターの存続をという地区の要望に対しまして、平田幼稚園の園庭をグラウン

ドに活用して面積の確保を図ること、またトレーニングセンターは指定管理による存続、

さらに幼稚園舎の活用についての要望にもお答えする提案をいたしておりましたところ、

平田地区の自治会連合会、まちづくり協議会から一定理解をいただきましたので、１２月

補正で基本設計の予算を計上させていただいているという経過です。

当初なかなか難しい状況と聞いていましたので、ご苦労様でした。
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教育部長

委員長

教育部長

委員長

こども家庭課長

幼児課長

委員長

辻委員

こども家庭

課長

委員長

こども家庭

課長

委員長

他にございませんか。ここまで予算要求内容の説明を受けましたが、今後のスケジュー

ルはどうなっていますか。

現在は、課ごとに財政課のヒアリング中です。年明け１月中旬までに市長への説明およ

びヒアリングが行われ、２０日以降には再ヒアリングとなる模様ですが、まだ具体的な日

程は聞いておりません。１月終わりに内示になると思います。

教育部として昨年度の倍近くの要求になっていますが、見込みはどうですか。

学校施設関係が大きいのですが、これは国の経済対策の影響でふくれているもので、総

枠的には大きくは変わらないと考えています。事業費ベースでは同じようなところです

が、人件費も含めて経常経費が増えていますので、そのあたりのやり取りになってくると

は考えています。

よろしいですか。それでは続きまして、子ども・子育て支援事業計画（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、ご意見やご質問はございませんか。

子育て短期支援事業とありますが、もう少し詳しく教えてください。

ここで言うショートステイ事業は、児童虐待をはじめ親と子を離して措置するようなケ

ースの場合のシェルター的な事業になります。本来ですと、もっと身近な事情でもお預か

りする活動とは思いますが、措置するようなケースで利用するということで、主に幼い子

どもが対象になると考えます。

策定に向けての今後のスケジュールはどうなりますか。

先般、市議会の福祉教育こども常任委員会で説明し、今日の教育委員会、そしてあす午

後からは市議会全員協議会で全議員に説明させていただき、夜には、最後の子ども子育て

会議を開催します。年が明けて１月以降にパブリックコメントを実施し、３月に市議会の

説明と市長への答申という予定です。本日は概要を説明しましたが、お手元の本編案につ

いては、日々微修正をしているところですが、趣旨等大きな流れは説明のとおりです。

他にございませんか。よろしいですか。かなりのボリュームもございますので、委員の

皆様には、ご覧いただきましてご意見等ございました次回委員会ででも頂ければと思いま

す。

では続きまして、長峰小規模保育事業所について説明をお願いします。
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委員長

各課担当者

委員長

学校教育課

参事

委員長

教育総務課

主幹

委員長

― 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。ご意見等

も無いようですので、続いて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、小中学校の状況、市議会常任委員会委員と指導主事と

の懇談について

生涯学習課…事業報告・計画について

スポーツ課…元旦健康マラソン大会について

歴史文化振興課…事業報告・計画、てんびんの里学習センター改修と休館について

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、五個荘図書館開館について

人権課 …県民のつどい、人権セミナー、ぬくもりメッセージの報告について

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。

市議会議員さんと指導主事との懇談の報告がありましたが、特に問題等ありませんでし

たか。

問題ということはございませんでしたが、学校現場の状況等がよくわかって良かったと

いうご感想をいただきました。

他によろしいですか。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、１月２３日（木）午後３時から予定をしております。また、今後

の教育委員会ですが、２月は２月２３日（月）、３月は３月２０日(金)ということでご予

定をお願いします。なお、３月２４日（火）には臨時会を予定していますので、よろしく

お願いいたします。では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１２回教育委員会定例会を終了させていただきます。

本年もあと２週間で終わりとなりますが、皆様には１年間大変ご苦労をいただきありが

とうございました。来るべき年も皆様方にとって良い年となりますことを願っておりま

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
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会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


