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平成２７年第１回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２７年１月２３日（金） 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 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（代理 人権部管理監） 森本 雅夫 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 学校教育課参事 青木 正士 学校教育課指導主事 北河 重治

欠席者 教育部次長 清水 宗彦

事務局 開会

委員長 皆様こんにちは。定例会を開催いたしましたところ、各委員の皆さん、また事務局の皆

さん方にはご出席をいただきありがとうございます。年が改まりまして初めての委員会に

なりますが、今年もよろしくお願いいたします。

皆さん方には新しい年をどのような気持ちで迎えられたでしょうか。今年は干支では羊

ということでございますが、羊に関する諺を探してみましたが、あまり良いものがありま

せんでした。「羊頭狗肉」などと言う見かけと実質が伴わない「ごまかし」のたとえに使

われるような諺がありますが、一方、羊は群れを成して行動するため、そのことから家族

の安泰や平和をもたらすものとされています。今年も群れる羊のように教育委員会が気持

ちを合わせて共に知恵を出し合い、東近江市教育行政の発展向上に向け、職務に当たって

いただきますようよろしくお願いいたします。

さて、今年は昨年に改正された教育委員会制度が施行されることとなります。新たに設

けられる総合教育会議や教育行政の大綱の策定等いろいろと議論を要する内容もあり、委

員会のより一層の活性化が求められるものと思います。委員の皆様にはよろしくお願いい

たします。
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委員長
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今年も寒い中ではありましたが、元旦健康マラソン、成人式とどちらも天候に恵まれて

行われました。今年の新成人は、１,２３７人と伺っていますが、文芸会館での式典の後、

聖徳中学校で２０畳敷大凧も空高く舞い上がり新成人のスタートを祝ってくれました。ご

出席いただいた委員の皆様、また事業にかかわられました皆様にご苦労様でした。

そして、１月１７日には阪神淡路大震災が発生して２０年目の節目を迎え、追悼行事等

が行われました。地震等の自然災害を完全に防ぐことはできませんが、被害を想定して日

頃から備えることで被害を最小限に抑えることが出来ます。学校には多くの子ども達が学

んでいます。災害に備えての心構えをしっかりと持っていきたいと思っています。

それでは、ただ今から平成２７年第１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、１２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１２回定例会の議事録は承認いただきましたので、後程、辻委員と谷川委員に

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、谷川委員と坂田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。今日も朝から雨が降りうっとうしいお天気ですが、ご出席をい

ただきましてありがとうございます。

今程委員長からお話がありましたとおり、元旦の健康マラソン大会、また先週の成人式

式典にご出席いただきありがとうございました。成人式を記念しての大凧飛揚に私も４回

目の参加ですが、１回目であれだけ高く揚がるのはこれまで無かったことで、天候もあま

り寒く無く良かったと思っています。１月３０日にはＮＨＫで新成人を追った番組が放映

される予定ですが、どのようにまとめられるのか楽しみにしています。

さて、１月１９日に県教育委員会の生徒指導班から、「いじめで悩む子ども支援事業」

として、今年度県内５カ所、東近江地域では湖東で１教室開いておりました事業について、

次年度は草津に一本化するという説明に来られました。予算の問題等もあり、学力向上の

方に回ったのではないかと想像されますが、そういう状況です。

もう１点は良い報告ですが、毎年文部科学省の優良教員の表彰がありまして、今年度は

八日市南小学校の太田主任事務主査が表彰を受けられました。

１月１３日から２２日まで、県の人事主事に来庁いただき、学校長も交えて三者で人事

協議をしました。来年度の児童生徒数及び学級数、特別支援学級も含めての確認をしまし

た。また県の異動方針が昨年１１月に示されておりますが、それに則り退職する先生や異

動抵触している先生の確認をし、なおかつ個人調書をそれぞれ提出していただき校長がま

とめておりますので、それを基にして校長から聞き取りを行いました。なお、今後は個別

に県教職員課の人事主事と詰めていくことになります。

インフルエンザが流行してきており、１６日頃から患者数がぐっと増えてきました。今

日現在、学級閉鎖が１１学級あり、学年閉鎖は３つの学校で３学年、蒲生東小と玉緒小の
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１年生、五個荘小の２年生となっています。湖東・愛東地域は下火になってきたように思

いますが、聖徳中学校区の八日市南小と箕作小、玉園中学校区の御園小と玉緒小、そして

能登川中学校で猛威を振るっています。生徒だけでなく先生方も１５名程罹っているとの

ことですが、今週末まで学級学年閉鎖という学校がある状況でございます。

１月の校長会議におきましては、特に１２月議会で給食の運営について質問が出ており

ましたので、栄養教諭を活用して食育を進めていくことの協力をお願いしたところです。

また、学習指導要領の改訂に入ってきています。今後２、３年ありますが、それを見据え

た中で、教育内容を充実していかなければならない旨の指示もしました。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。

昨年に比べインフルエンザの罹患率はどうですか。平年並みですか。

今、集計して比較できるデータを持ち合わせていませんが、最近増えてきているという

ことです。ある内科医の先生に聞くと今年は症状があまり重くないので、出かける人がい

て広がることが心配だというお話でした。

他よろしいですか。では続いて教育部長から報告をお願いします。

やわらぎホールの重油流出事故の件について、ほぼ終息に向かっている段階ですので、

現状の報告をさせていただきます。

昨年１２月１９日（金）の２１時４３分に地元の方から消防署に連絡があり、続いて２

２時２３分には１１０番通報が入りまして、２２時３０分から２３時にかけて職員が支所

に参集しました。生涯学習課をはじめ、消防も出動いただきましたので防災担当、そして

環境担当の職員が集まり、日が変わった２０日３時頃まで、大同川の橋のところにオイル

フェンスを張り、内湖や琵琶湖への流出を防ぐ対策をしました。

その後、溜まった油の吸入や吸着マットの取り換えを繰り返しながら、１２月２９日ま

で１１７トンの油交じりの水を回収しました。年末年始を挟み、オイルフェンスにゴミが

たくさん溜まりましたので、１月７日にゴミの除去作業を行いました。

また、１２月２６日に水質と土壌検査を依頼しまして、大同川の琵琶湖へ出る樋門から

能登川支所の流出元までの９カ所について土壌と水の採取をしました。検査結果ですが、

水質につきましては、全て環境基準値以下で、特に鉱物油の測定値の下限 0.5 ㎎/ℓ以下と

いう結果でした。土壌は、支所裏の射光寺川と流出現場については、油膜があるというこ

とで、その他の地点では検出されていません。

流出原因については、やわらぎホールの裏に地下タンクがあり、そこから送油管でホー

ルに油を送っておりますが、送油管が一部地下埋設されて地下でＬ字に曲がっていまし

て、その部分のつなぎ目から漏れました。

地下に埋設されている場所には長らく電柱が倒して置いていまして、たぶん水路への土

止めの目的だったのでしょうが、コミセンの整備に向けて、１２月１５日にその周辺の植

栽や電柱の撤去をいたしました。送油施設は、ホールで暖房を入れると送油をする仕組み

ですので、入れないと送油されません。翌日１６日には暖房運転をしており、１９日に再
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度暖房を入れた時に発覚したということで、１５日の電柱撤去との因果関係はわかりませ

ん。そのため原因は管の老朽ということの結論です。

今後は、まだオイルフェンスを張っておりますが、県と協議しながら今月内を目途に撤

去できればと思っています。後は経費の問題ですが、財政と協議を随時進めているところ

です。事故についての報告は以上です。

もう１点、本日平成２７年度の予算内示がありました。後程概要についてご説明をさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。

続いてこども未来部長から報告をお願いします。

こども未来部からは、２点報告させていただきます。

１点目は、めじろ保育園に隣接する東能登川農協の施設用地を取得し、民間事業者を公

募して認定子ども園の開設を進めている事業についてです。東能登川農協の施設用地取得

については、昨年末に契約を完了し、現在登記手続き中で１月中には登記が完了する見込

みです。

また、民間事業者の公募についてですが、昨年末の１２月１７日、応募があった３事業

者によるプレゼンテーション審査を、教育長にも審査員に加わっていただき行ないました

結果、学校法人近江兄弟社学園に決定しました。近江兄弟社学園の提案では、定数は１２

５名、園舎は２階建てで計画されており、高い評価を受けた項目としては、運営方針、教

育保育の内容、保護者との信頼関係の構築、安全対策、職員の研修、そして資金収支計画

でした。

なお、学校法人近江兄弟社学園は、１９２２年（大正１１年）に滋賀県の許可を受け、

幼稚園を開設され、幼児施設運営については、９０年余りの経験を有しており、現在、認

定子ども園を近江八幡市と守山市で２園、保育園は近江八幡市立を民営化する形で２園を

運営されています。また、小学校、中学校、高等学校を各１校、学童保育所を４施設で運

営されている学校法人でございます。

２点目は、幼稚園、保育園、認定子ども園等への入園申込みの状況についてです。幼稚

園及び認定子ども園への１号認定者の入園申込者数は約１,９００名で、昨年に比べ約５

０名減少しております。これらの申込者に対しては入園許可書を既に送付しております。

一方、保育園、認定子ども園等への２号認定者、３号認定者の入園申込者数は約２,２

５０名で、昨年に比べ約１００名増加しております。一体化施設の認定子ども園化や新た

な小規模保育事業の取組、保育士の確保等に努め、入園枠を約１００名拡充しております

が、昨年と同様の１１０名程度については入園不承諾とせざるを得ない状況となっており

ます。

なお、来年度は蒲生地区の認定こども園整備が完了することから蒲生地区の待機児童は

おおむね解消できる見込みで、八日市地区については延命保育園が園舎の改築を行い、認

定子ども園化されることから、一定の待機児童解消につながるものと期待しているところ

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。

重油の流出の件ですが、その後破損箇所はどうされたのか、また老朽化によるというこ
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とですが、他の部分の点検は行われたのですか。

今後やわらぎホールは、能登川コミセン改修の関係でガスの引き込みを検討しています

が、その工事は６月頃になる模様ですので、それまでの間ホールの暖房はストーブで対応

しようと思っています。配管を使うとなると管すべてに手を付けないといけませんので、

この冬は、ストーブで乗り切ろうと思っています。

コミセン整備の関係で地下タンクの撤去は予定しておりましたが、まだ汚染土壌から少

しですが油膜等も出ており、土壌を含めて撤去工事を早めようと思っています。

６月にはガスが配管できるのですか。

施設前を都市ガスが通っていますので、６月には引き込みができる見込みです。冷房は

間に合う予定です。

地元の関係はどうですか。

一番の問題は漁業への影響です。直後には伊庭内湖に油膜もありましたが、その日の午

後には見られなくなりました。漁業組合長から水質や土壌の調査依頼があり、結果も出て

いますが、魚についても調査をということで、別途検査に出しており、結果はまだ出てい

ません。

事故後すぐに漁業組合に連絡させていただいて対応をいたしておりますが、現段階では

伊庭内湖での漁業は止められています。早く安心できる報告がほしいと希望されています

ので、それに沿えるように検査の結果を待っているところです。来月ぐらいから「もろこ」

のシーズンでもあり心配をされています。また事故が年末でしたので、お正月用の鯉や鮒

の出荷が出来ず、辛かったというお話もありましたが、補償といった話には今のところな

っていません。２６日は漁業組合の組合員さん、２０数名いらっしゃいますが、「もろこ」

の関係で今季の相談をされる機会がありますので、水質、土壌の検査結果と事故の状況を

報告させていただく予定です。

近隣自治会には、直ぐ自治会長さんを通して連絡を入れさせていただきましたので、大

きなトラブルはありませんでした。臭いがきつかったのでご心配やご迷惑をおかけし、何

件か苦情をいただきましたが、実質的な被害情報は入っておりません。

魚の検査はそんなに時間がかかるのですか。また、老朽化ということですが、施設とし

てはかなり年月が経っているのですか。

業者に依頼していますが、魚の検査は一般的にあまりしていないようです。

３０年程経っています。もともと支所の給油タンクをやわらぎホールが出来た時に再利

用していますので、タンクからの配管も非常に長くなっています。
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他にありませんか。無いようですので、続きまして、協議事項に移ります。東近江市い

じめ防止基本方針（案）について説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

方針案１０頁の中ほどに「いじめ対策委員会」が出てきますが、どのような組織で、ど

う設置されるのですか。

全ての小中学校に義務づけられて設置されている委員会です。いじめにかかわる事案に

ついて報告を受け、確認してどのように対応をするか検討するということで常に動いてい

ます。メンバーは、管理職の先生や養護教諭、そして第三者が入ることが義務づけられて

います。この第三者は学校により違いますが、中学校ではスクールカウンセラーが入って

いるところが多く、小学校では、民生委員や評議委員が入られているところもありますが、

ＰＴＡの役員は第三者と見なされず入れないことになっています。

「直ちに委員会に報告」とありますが、どういうタイミングになりますか。

いじめ案件は休み時間に起こることが多いので、その後職員室で報告を受けた担当が、

その日の放課後などに委員会を招集される場合が多く、だいたいその日の内には開かれて

います。

９頁にあります常設の委員会を指すわけですね。これは法２２条に基づく組織として考

えていいのですか。

それに当たります。

教育委員会や市に設置する組織と混同される恐れもありますので、学校いじめ対策委員

会などと文言を修正した方が分かりやすいようですので検討します。

整理しますと、学校には、「いじめ対策委員会」という常設の組織があり、今既に活動

しています。そして６頁の１つ目にあります「いじめ問題対策連絡協議会」は、要綱で設

置をしようと考えていまして、各種団体から２０数名程度で構成された連絡調整の役割を

持ちます。

２つ目の条例に基づく「いじめ問題調査委員会」については、２つありまして、１つは

教育委員会で設置する「いじめ問題対策委員会」というもので、これは重大案件が発生し

た場合に設置する非常設の組織です。そしてもう１つは、教育委員会の「いじめ問題対策

委員会」から市長への報告を受けて、さらに調査検討が必要と市で判断された場合に設置

される「いじめ問題調査委員会」です。

３つ目の「問題対策支援室」は、教育委員会にいじめ問題に対応する組織として設置を

考えています。

いくつも組織がありますが、重層しているように感じますし、すぐに対応できますか。
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教育部長

教育長

坂田委員

学校教育課指導主事

教育長

辻委員

学校教育課指導主事

辻委員

学校教育課指導主事

教育長

学校教育課指導主事

それぞれの役割が違いまして、「いじめ問題対策委員会」は重大事案が発生した場合に

教育委員会に置くもので、弁護士や医者など学識経験者５名程度で構成する問題に特化し

た委員会になる予定です。

学校で解決できる案件、教育委員会を中心に調査する案件、さらに重大な案件と３段構

えになっています。すぐに対応するのが３つ目にある対策支援室になります。

事案が起きた場合は、全て教育委員会に報告が来ると思いますが、学校で対応するのか、

教育委員会なのかはどこで判断するのですか。

基本は学校で対応するわけですが、学校の対応だけでは難しい状況が考えられるとき

は、その対策について、３つ目の対策支援室が助言や場合によっては保護者との面談等で

対応をしていくことになります。そして因果関係などを調査し判断するのが２つ目の調査

委員会ですので、あくまで調査する機関で対応をするものではありません。

多くの事案は基本的に学校で調査や対応はできるものと思っていますので、今条例化し

ようとしている組織はそう開催されるものではないと思っています。

市の組織が立ち上がるとなる大変なことで、命の危険がある事案になると思います。基

本は学校が主体となって対応し収拾を図るわけですが、その報告や指導といった体制が教

育委員会でしっかりできているかということで、３つ目の対策支援室を作り指導対応して

いこうというものです。学校が生ぬるい対応ならば指導していかなければなりませんし、

もう一歩進めて、そうしたことが起こらないよう教師の力量を高めるのも支援室の仕事だ

と思っています。

７頁の教育相談機能の充実で、スクールカウンセラーや相談員について記載があります

が、現在も取り組まれているのですよね。県から中学校に配置のスクールカウンセラーを

小学校等への有効活用とありますが、中学校の機能が落ちませんか。

県から派遣のスクールカウンセラーの時数を増やして小学校に対応してもらい中学校

の機能が落ちないようにすることが１点、そして市単独のスクールカウンセラーについて

は、先程の対策支援室を設置することによって時数も増やすようにしていきます。

県から派遣のスクールカウンセラーさんは、正規職員ではないのですか。

臨時で月に１回から２回しか来られない配置時間です。

新聞報道等では、各校に配置したとありますので、いつもいるかのように読めますが、

実態はそういう状況です。県にはずいぶん言っておりますので多少は増えたのですが。

スクールカウンセラーのニーズが高まっていることは県も承知はしているようですが、
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辻委員

教育長

坂田委員

学校教育課指導主事

委員長

学校教育課指導主事

委員長

学校教育課指導主事

委員長

教育部長

教育長

月に数回では当てにできませんので、市独自のカウンセラーが有効的に動ける状況を昨年

より高めていただけたかと思っていますが、まだまだ時間は不足しています。

スクールカウンセラーは、児童生徒が相談できるのですか。

親や先生も相談できます。県教委としても市町に配置される以外に確保されている人が

いまして、緊急の事案、本市ですと小脇の事件の際の箕作小の対応にもお願いをしていま

す。結構本市は活用しているところです。

１０頁のいじめの早期発見の中に児童生徒が作成するアンケートの活用がありますが、

今既に行われているのですか。

既に動いている部分はありますが、中味についてはまだ詰めているところです。各学校

で基本方針を作成していますので、その中で動いているところもあります。

１３頁（４）に「法第２２条に規定される学校におけるいじめ防止等の対策のための組

織」とありますが、どういったものですか

これは先程から出ています学校で設置する「いじめ対策委員会」を指します。名前は学

校により多少違いますが。

とすると重大事態は学校では委員会が対応するのですか。

学校で重大事態に対応する場合は、学校の中で別に調査委員会を立ち上げます。と申し

ましても対策委員会内のメンバー数名、第三者は必ず入って設置し、機動的に動くことに

なります。もし第三者がすぐに決められない場合は、市のスクールカウンセラーなどが入

ることも考えられます。

現場は学校ですので、学校が主体というのはわかるのですが、大津市の事案などを見る

と教育委員会の動きや関わりという部分が弱かったように思いますので、教育委員会の関

わりをもっと強めても良いように感じます。

法律では、学校には方針や対策組織の設置義務がありますが、地方公共団体は努力義務

や置くように努めるという任意規定になっています。法律自体が学校だけを縛っている感

もあり、それではいけないということで、市としても方針や体制を整備していくことを検

討しているところです。

そうした部分への対応が、先程から出ています市教委に設置する対策支援室が担うとい

うことで、市として独自に強化している部分です。

予算要求も通る見込みですので、県へも教員を割愛で１名増やす要望をしています。ま

た退職された先生で常勤の支援員を置く予定です。
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辻委員

教育長

辻委員

教育長

辻委員

委員長

辻委員

教育長

坂田委員

教育長

委員長

教育長

現在も毎月いじめや疑いの事案について学校から報告を受けていますが、なかなか解決

しない事案については、市教委から指導主事等の派遣も行っています。そうしますと、他

の業務が滞るような状況ですので、相応の人数を揃えた専門の部署を設けてしっかり対応

する組織を整える方向です。

臨床心理士も置くのですか。そうした方を探すのは大変ではないですか。

現在もお願いをしていまして、確かに確保するのは大変ですが、たまたま昨年大変良い

先生が見つかり、箕作小の事案に対応いただいています。

９頁には具体的な措置とありますが、あまり具体的には見えません。経験の浅い先生方

には、特に具体的に言うことが必要と思いますが。

ここではそれぞれの学校で具体的に取り組むことの観点、方向を示しています。各学校

でケース会議を開いて研修を深め、また教育研究所でも講座等を持ったり、法定の研修の

中に盛り込んだりしていきます。繰り返してやらないといけないとは思いますが。

本当に現場は忙しいだろうなと思います。

現場の先生方がいじめを見抜く感性を磨くことが大事ですね。人権感覚というか資質を

高めていただかないといけません。

昔は担任の先生と言えばいつもクラスにいて、事務仕事等もクラスの中で、休み時間も

昼休みも掃除もずっと一緒といるというイメージがありますが、最近はどうですか。

最近もクラスから離れられないような状況です。朝の打ち合わせも止めて教室に張り付

くような学校もあります。状況にあわせて工夫しているようです。

先日子どもから昼休みに先生と遊んだ話を聞きましたが、先生も忙しいとは思いますが

どれだけ子どもと接してもらっているのかなと思いました。

そうなると結局超過勤務をしろというようなもので、採点や教材準備等は子どもが帰っ

てからになります。時間が厳しく休み時間に少しでも事務仕事をと思うと、子どもと遊ぶ

時間が取れない状況です。できるだけ遊ぶようにとは言っているのですが、厳しいですね。

１３頁（６）に調査に臨む視点が書いていますが、さらっと読むと、公になるので書く

内容に気をつけよというように読まれる気がします。本当のこと、実態を聞き取るアンケ

ートであるのにそのようにならないように見えてしまいます。

これは情報提供しますので了解してくださいということです。調査結果の開示でトラブ

ルになることが多いので、そうした部分を考慮することを書いています。言葉に表すのは
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委員長

学校教育課指導主事

教育長

委員長

学校教育課指導主事

教育部長

学校教育課指導主事

教育長

委員長

教育長

委員長

教育長

難しいですね。

各学校で方針をつくっておられるという説明がありましたが、今回の市の方針の策定を

受けて、各学校で方針を作り直すことになるのですか。

各学校では、法に基づいて策定が義務付けられて既に策定していますので、市の方針と

は逆転する状況になっています。今回４月に市の方針を打ち出すことを受けて、大きな方

針の違いは無いと思いますが見直しをしていただくことになります。市の方針を受けて足

りない部分があれば補足してもらうというような見直しとなると思います。

各学校の方針については、市教委に提出いただき、文科省の方針に則り抜けが無いかチ

ェックしていますので、大きな漏れはないと思っていますが、学校により温度差もありま

すので、そのあたりは指導をして見直してもらわなければならないと思っています。

市としての方針策定等の取組が遅かったということですか。

本市が特に遅いというわけではありませんが、大津市、甲賀市、彦根市は既に策定して

います。平成２７年４月１日で他の多くの市が策定するという動きになっています。

予算要求、ＯＧＲの状況を見ながら策定を進めてきましたので、今の時期になりました。

本市の場合、先程から出ています対策支援室の設置が目玉でもありますが、予算が無い

とできない話ですので、時間がかかったと思っています。これが無ければもう少し早くで

きたのかもしれませんが、無ければ調査はできるが、市としての十分な対応ができなくな

りますので、時間がかかりましたがここがポイントと考えています。

市教委としては、問題が起こってから対応するというのでは困るので、そうなる前に対

応していきたいということでの支援室です。これまで予算を含め市長ともいろいろと協議

を進めてきましたので時間がかかりました。

大津市のいじめ事件を受けて、県が何カ所かいじめの対策室を設置しましたね。

それが私の報告で申しました５カ所から草津１カ所に縮小するという話で、人員も１８

人から６人に減るということです。市内にもありましたが無くなるということです。

廃止の理由はどういうものですか。

今年度の東近江管内の相談が少ないということで、３件程ということでした。この事業

は電話相談がメインですので、電話なら県内どこでもいけるということでしょうか。その

代りにスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を要求していて、それがつけば地域に派遣

できるという話です。
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坂田委員

学校教育課指導主事

委員長

各課担当者

委員長

歴史文化振興課長

委員長

教育総務課主幹

委員長

心のダイヤルとは違うのですか。

心のダイヤルは福祉系でされている事業ですので、継続されると思います。学校教育と

は直接関係はありませんが、必要ならば連携はしているところです。

ありがとうございました。本日はいろいろとご意見を頂戴しましたが、またお気づきの

点がありましたら事務局にご連絡いただきたいと思います。２月の定例会でも協議をする

予定をしていますので、よろしくお願いいたします。

では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、教員不足について

生涯学習課…事業報告・計画、成人式テレビ番組、女性のつどいについて

歴史文化振興課…事業報告・計画について

教育研究所…教育研究所だより、教育研究奨励事業研究表彰授賞式について

図書館 …事業報告・計画、五個荘図書館開館について

人権課 …ぬくもりメッセージ 2014 結果について

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。

歴史文化振興課で雪野山古墳資料の展示を計画されていますが、以前に雪野山古墳石室

のレプリカを制作されたと思いますが、どうなっていますか。

昨年１１月９日に開催された平田地区の文化祭では、トレーニングセンターで展示をさ

せていただきました。大きいものですので、展示場所の確保が難しいところです。日頃は

能登川地区の旧給食センター倉庫に保管しています。

他によろしいですか。無いようですので、本日予定の案件を終わらせていただきます。

次回定例会の日程は、２月２３日（月）午後１時３０分から予定をしております。また、

今後の教育委員会ですが、定例会は３月２０日(金)、臨時会を３月２４日（火）、４月１

日（水）に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２７年第１回教育委員会定例会を終了させていただきます。

なお、この後、平成２７年度予算の編成状況と来月に開催されます青少年問題協議会で

提案されるスマートフォンやネットに関わる青少年の現状について説明がありますので、

関係の皆様はお残りいただきたいと思います。

ありがとうございました。
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会議終了 午後４時１５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


