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平成２７年第２回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２７年２月２３日（月） 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

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（代理人権課主幹） 中西 尚代

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

説明員 学校教育課指導主事 熊倉 正志 学校教育課指導主事 北河 重治

事務局 開会

委員長 皆様こんにちは。ここ２、３日の陽気を感じていますと、春がもうそこまで来ているよ

うな気がいたします。本日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。

さて、東近江市が誕生して１０年の節目を迎えました。私も在職時代に少し合併業務に

関わりましたので、あれからもう１０年も経つのかと感慨もございます。１１日（水）に

は記念式典が挙行されまして、市民憲章の制定、そして名誉市民の称号贈呈や自治、社会

分野での功労者に対する表彰も行われました。この１０年を教育行政で見ますと、合併効

果の１つといえます合併特例債などを有効に活用して、学校の新築や改築、大規模改修、

耐震、またエアコンの設置や中学校までの給食の実施など、教育環境の整備、充実がずい

ぶんと図られてきたと感じています。子ども達がこうした環境のもとで元気に学んでくれ

ることを願うところです。

学校事務の共同実施の報告会に参加いたしましたが、学校の事務事業のほとんどをシス

テム化して、市内統一して事務の効率化、平準化を図られているとの報告でした。今、教

員の仕事量が多く、忙しくされていると聞いていますが、煩雑な事務の効率化が図られ、

少しでも教員の負担を少なくして、より子ども達に向き合える時間が増えればと思ったと
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ころです。

それでは、ただ今から平成２７年第２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、１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１回定例会の議事録は承認いただきましたので、谷川委員と坂田委員に後程、

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。

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。お忙しいところありがとうございます。

先程の委員長のお話にありましたとおり、委員の皆様には、２月６日（金）には八日市

南小学校で開催されました学校事務共同実施報告会、２月１１日（水）には市制１０周年

記念式典へご出席いただきました。また、続く１６日（月）には学校訪問として、八日市

南小学校と市原小学校、ここでは児童と一緒に給食の試食もしていただき、午後には愛東

中学校と、小学校２校、中学校１校を訪問いただきました。その帰りには、湖東図書館で

開催されていました湖東中学校３年生の作品展も視察いただき、ありがとうございまし

た。視察の際にも様々なご意見を頂戴しましたが、今後お気づきの点がございましたら事

務局までご連絡いただきたいと存じます。

１８日（水）には、辻委員さんもメンバーとして参加いただきました青少年問題協議会

を開催いたしました。青少年の健全育成に関わる各種団体の代表の方にご出席いただく会

議ですが、前回定例会の後にご覧いただきました、スマホ等に関わる子どもたちの現状の

資料を基にして説明し、どのようにすればより改善できるかのご意見を頂戴しました。

委員さんからは、学校を単位として啓発等に取り組めばよいので、市として統一した規

制をするのはどうかという意味合いの意見がいくつかあったように思いますが、子ども達

に、基本的な生活習慣を身につけさせる、健全育成をより進めていくということを考えま

すと、市教委としてそうした視点からの指標を出し、統一した方向を示せればと思ってい

ます。既に、例えば永源寺地区では中学校単位で、五個荘地区では各校で取組を進めたい

ということで、保護者への啓発パンフレットを渡しています。そうした活動を後押しする

教育委員会の姿勢を示すことが必要であると思っていますので、次年度に向けて早急に担

当で考えていきたいと考えています。

委員の皆様には、こうして毎週のようにご出席いただき、ありがとうございました。

２０日（金）には、滋賀県都市教育長会議が米原市で開催され、出席いたしました。次

年度の役員等の決定があったのですが、県都市連協、県都市教育長会の会長は近江八幡市

となり、副が東近江市ですので、都市連協の定期総会を担当することとなります。

また、教育長会議で例年国に挙げております要望についてですが、今回２つ新たな要望

が出ておりました。１つは、小中一貫教育学校整備への支援について、人的あるいは施設

整備といった特にお金の面での支援の要望です。県内でもいくつかの市が検討していると
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いうことですが、国の統合の基準に該当するような小規模校で、なおかつ小学校１校、中

学校１校という小さな規模で、学校を存続させるとういう面もあり、小中一貫という話が

出ているように聞きました。小規模校の統合と通学区域の再編といったことも絡んで、小

中一貫教育を進めていくための、ハード・ソフト両面での支援がほしいという要望が出て

おりました。

もう１点は、公立の博物館施設の老朽化対策への国庫補助です。これは本市にもかかわ

ることですが、市町合併などでどこもたくさんの施設を抱えて課題になっているとのこと

です。この２点を追加要望していくことでまとまりましたので、今後、県から近畿、近畿

から国へと要望があげられることになります。

その他に、教育委員会制度改正について、新年度から新制度での運営を予定されている

のが、数市あるという情報がございました。

また、以前に和装教育国民推進会議滋賀県支部、支部長は呉服店を営んでおられる方で

すが、その団体から男子生徒用と女子生徒用の浴衣を各２２着と帯を各２０本、女性用の

前板を２０、腰ひも４０本の寄贈をいただきました。そして、２月９日（月）、１０日（火）

には、五個荘中学校３年生の家庭科の授業に講師をお迎えして着物教室を開催していただ

きました。４学級ありますので、２日にわたって１学級２時間ずつご指導いただいたとこ

ろです。私も１０日に参観をいたしましたが、講師の話を聞き、自分たちでも浴衣を何度

も着ながら、着物のＴＰ０や立ち居振る舞いの指導も受けていました。講師の方からは、

県内いくつかの学校でこうした授業を行なっているが、五個荘中の生徒の行儀が一番よか

ったと感心されていました。後で教頭先生と話した際には、２月の上旬ということで進学

や就職の面接が始まりますので、そうしたことから、今回の指導が子どもたちの気持ちに

フィットしている部分があったので、熱心に聞いていたのではないかということでした。

時期がよかったのかもしれません。

校長会議などで学校に指示したことですが、１点目は、今、川崎市で中学生が巻き込ま

れた事件が報道されていますが、先月の校長会の時も紀の川市で５年生の児童の殺傷事件

が起きた直後でした。危機意識を高め、安全管理や情報の共有、児童生徒への指導等を改

めてお願いしました。

２点目は、第３回の人事訪問が終わり、それを受けて何点かお願いをしました。特に気

になりましたのが、在籍異動に関わる部分です。通常学級から特別支援学級に入る、ある

いはその逆、これを在籍異動といいますが、それによって、通常、特別支援それぞれの学

級数が非常に読みにくい状況になっています。特別支援学級は９人を超えると２学級編制

になりますが、そこが微妙な状況で、転出等も絡み、人数が読みにくく、そうすると先生

の数が確定できずに欠員対応ということになります。特別支援学級の入級、あるは在籍異

動に関わっては丁寧な就学指導が必要となりますので、特に中学校へ進学する際には、い

ずれは高等養護学校に入学するので、中学校では支援学級に入りたいという思いのケース

もあります。高等養護学校への進学などの情報も提供しながら、丁寧な就学相談、就学指

導を小学校段階からしていく必要があろうということでお願いしました。次年度は報告の

期限をもう少し早めていったん切り、それ以降は次年度の就学に向けての指導につなげて

いくということを伝えました。

３点目は、いじめ防止基本方針について、今後の予定や平成２７年度当初予算の内示を

受けて、新たな室の設置を予定していることを申しました。
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４点目は、学校評価が終わり次年度に向けて動いているところですが、公立小学校中学

校の適正規模、適正配置等に関する手引きが出され、手引きのサブタイトルに、「少子化

に対応した活力ある学校づくりに向けて」とあるとおり、学校が地域のコミュニティの核

であるという認識のもとに、学校を取り巻く地域の特色や資源を生かす学校づくりを進め

るよう指示しました。

あわせて、学校支援地域本部事業の活用について、特に八日市南小学校から、「今後の

見通しとして、冬休みから地域で学習支援をはじめ、最終的には放課後学習支援のように

子どもの学習支援、居場所づくりを進めたいと考えている。それには、ますます地域との

つながりを強くし、支援の輪を広げていかなければならない。」という報告をもらってい

ます。このように進んでいる学校と進んでいない学校ではずいぶん違ってきます。土曜日

の活用、放課後の活用については県からも言われていますので、校長レベルで留まること

の無いよう、この事業の積極的な活用、また理解を深めてほしいと申しました。

最後はインフルエンザ等への対応ですが、ずいぶん下火になってきましたが、まだまだ

寒い時期でもありますので十分気をつけること、また交通事故の防止についても努めるよ

う指示したところです。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。

３市が新教育長に移行していくというお話がありましたが、首長の思いなのか、教育委

員会との協議の中での移行なのか、経過はわかりますか。

手順など詳しいことはわかりませんが、どこも市長の意向と聞いています。

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。

私からは、平成２７年の当初予算の概要について説明させていただきます。細部につい

ては、後程担当から説明を申し上げます。

平成２７年度の予算は総額４９２億円の規模で、２６年度比で２６億円の増となってい

ます。そのうち教育費は、８７億６,７０７万３千円で前年比２０億４,９０３万２千円の

増です。これにつきましては、以前にもご説明いたしましたが、昨年３月の経済対策が約

２１億円ありましたので、ほぼ同規模というところです。幼稚園費を除くと７４億３,５

００万円余りとなり、これが教育部としての予算規模となっています。

前回委員会の際には、まだ国の経済対策が不明でしたが、ご心配をおかけいたしており

ました朝桜中学校の大規模改修分につきまして、今日朝、２月２０日付で内示が出たと県

から情報を得ました。まだ正式文書は届いていませんが、経済対策の前倒し分として３億

７,２７６万１千円を３月補正で予定しており、補正と同時に契約案件も議会にあげさせ

ていただく予定をしております。

昨年３月の経済対策は２１億円と申しましたが、今年現段階ではこの１件のみですの

で、学校関連の経済対策としては大きく減少をしています。これまで続いておりました経

済対策ですが、今後見込みが難しいのかなと感じます。そうなると、５月中旬ごろに現年

予算分として内示が来ることになりますので、それから入札等をして６月に契約案件に持
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ち込むのは厳しく、議会との関係もありますが、夏休み中の施工が難しくなるように思わ

れます。これまでのように夏休み中に概ね完了するという方向が崩れることも予想されま

すので、今後状況を注視していく必要があります。

では、資料を基に教育委員会の主な事業を説明いたします。まず博物館などの改修事業

としまして、てんびんの里文化学習センター２階のＡＶルーム等を美術展示室に改修する

工事と、能登川博物館については、雪野山の三角縁神獣鏡などの資料をしっかりと保管す

るための収蔵庫空調設備の改修として、１億５千万円を予算化しています。

次に学校教育関係ですが、学力向上対策として、幼小中連携指導員設置をはじめ主な事

業として資料にある６点をあげております。

また、学校施設整備基金積立１１０万円ですが、これは条例とも関連しますが、甲津畑

小学校の貸し付けに伴うもので、国庫補助金を得て整備した施設を有償貸付する場合は、

国庫補助金償還分に見合う分を積み立てるというものです。

小中学校等の整備では、それぞれ新年度の事業を資料に列記しています。学校問題対策

の強化としては、いじめへの対策として室の設置や人員配置をはじめ施策を実施します。

次に３月補正前倒し分の小中学校の整備で、朝桜中学校の大規模改修をあげていますが、

そのまま平成２７年度に繰り越しをいたします。

企画サイドになりますが、ＭＩＯびわこ滋賀との連携推進の継続、また、コミュニティ

センター等の改築として、能登川コミュニティセンター新築と愛東コミュニティセンター

の耐震補強工事を計画しています。

社会体育施設の整備では、五個荘体育館と湖東プールの耐震、あわせて布引運動公園陸

上競技場の第３種公認の更新の時期が来ていますので、更新の必須条件となっている部分

の改修工事も予算化しています。

市制１０周年記念事業としては、市民大学の充実で例年より多くの予算をいただいてい

ます。また、「出張！なんでも鑑定団」の誘致開催、日本代表ＯＢチームの「ドリームサ

ッカー」の開催等を計画しています。

３７、３８頁には、教育費関連の概要がまとめていますので、お目通しください。詳し

くは、後程各担当から説明をいたします。

最後に１点、昨日愛東地域のおくのの運動公園で、県内外の方が参加されたソフトバレ

ーボールの大会があり、３時半頃に試合に出場されていた方が狭心症の発作と思われます

が倒れられましたが、気道確保と心肺蘇生、ＡＥＤの措置で、救急隊が到着するまでに回

復されるという事案がございましたので報告いたします。以上です。

続いてこども未来部長から報告をお願いします。

こども未来部では、１０周年記念式典関連としまして、幼稚園と保育園、認定保育園の

園児によりますお祝いメッセージの人文字づくりに取り組んでいただきました。委員の皆

様にも当日ご覧いただけたかと存じますが、民間公立の分け隔てなく、また園児に留まら

ず保護者や祖父母まで、１０周年のお祝いの輪を広げていただけたかなと感じました。

いよいよ４月から新しい枠組みの子ども子育て支援事業がスタートします。こども未来

部では、３月議会に関係条例３件、あわせて新年度予算を提案させていただき、円滑に移

行できるように対応していきたいと考えております。
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委員長

当初予算の教育委員会関係の主な取組ですが、資料にありますとおり新規事業を含めて

盛りだくさんでございます。まず、こども子育て支援推進の１点目、保育料の負担軽減で

すが、以前にもご説明させていただいておりますように、保育所、幼稚園保育料の保護者

負担の均衡と軽減を目的に、保育料の改訂による子育て世帯の支援を行っていきたいと考

えています。今回の改訂で、保育園で約７千万円、幼稚園で約９百万円の負担軽減につな

がっています。幼稚園の保育料につきましては、保育所の保育料との均衡ということで増

額改定を行っておりますが、新たに第２子を半額減免、第３子以降を全額減免とする軽減

制度を導入したことと、改定１年目の増額幅を２分の１とする経過措置を設けたことか

ら、影響額としては減額となったものでございます。

八日市南小学校跡地を利用したすくすく東近江市事業につきましては、地元説明を開催

してまいりましたが、概ねご理解を得たものと判断しており、基本計画の策定と測量業務

に取り掛かりたいと考えております。

認定こども園等幼児施設の整備については、（仮称）平田・市辺幼児園をはじめ４園の

設計と、（仮称）蒲生幼稚園の工事を予定しています。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。

学校図書の充実として予算計上されていますが、交付税に図書費が参入されていると聞

いていますが、どのようになっているのですか。また今回の予算規模は例年に比べてどう

ですか。

積算単価として入っていると思います。手元に積算資料がありませんので即答できませ

んが、５カ年計画で交付税算入されると聞いています。予算規模としては、昨年度とほぼ

同額です

充足率は上がっています。古い本を廃棄しながら新しい本を補充しています。

古い本は廃棄処分ですか。図書館ではリサイクルの取り組みをされていますが。

それぞれの学校がどうしているかは把握していませんが、かなりボロボロまで使ってい

ます。

電子黒板について、平成２７年度で全部整備されるわけですが、各校に最低何台は入っ

ているのですか。

最低２～３台は整備されます。

他にありませんか。無いようですので、続きまして、議案に移ります。

議案第１号東近江市史編集委員会設置規則の廃止について及び議案第２号東近江市史

編さん資料整備活用委員会要綱の制定については、関連がありますので、一括して説明審

議したいと思います。では説明をお願いします。
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歴史文化振興課長

委員長

辻委員

歴史文化振興課長

辻委員

歴史文化振興課長

谷川委員

歴史文化振興課長

委員長

管理監（学校教育担当）

学校教育課指導主事

委員長

辻委員

― 資料により説明 ―

ありがとうございます。説明が終わりましたが、両議案について質問やご意見はござい

ませんか。

現在この関係資料は、それぞれの地区で保管されているのですか

本来１カ所で保管できれば良いのですが、現施設では入りきれませんので、４カ所程に

分散して保管しているところです。

整備や活用とは具体的にどういうことをお考えですか。

まずは、旧市町を含めそれぞれの地域で収集した資料が、そのまま保管されていますの

で、できるだけ量を減らすために、データ化等して整理をします。そして、現在作成され

ています町市史は、作成時の方向性や状況も違い、レベル差がありますので、可能な限り

レベルを合わしていくために、不足しているところなどは再調査をしていかなければなり

ません。整備についてはその２点を進めていきます。

活用については、多くの資料がありますので、博物館だけでなく、コミュニティセンタ

ーや図書館など、様々な場所で展示をしていくことなどを考えています。

現在、湖東地域では市史の関係で古文書等の調査がされていまして、各自治会から推薦

された市史編さん委員という方がいますが、その方々とは違うのですか。

自治会に依頼している方々とは違いまして、市全体で１０名程と考えています。現在、

湖東地区では、過去に作成された町史を補完する作業として、不足していました古文書の

調査をしていまして、そのために自治会単位の委員さんはお願いをしています。

他によろしいですか。では、ご異議もないようですので、ご承認を得たということで、

議案第１号及び議案第２号については、原案どおり可決といたします

続きまして、３.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 ―

ありがとうございます。説明が終わりましたが、この案件については、先月も協議いた

だき、ご意見を頂戴したところです。それを受けての修正もされていることと思いますが、

方針案を見ていただき、さらにご意見やご質問があれば、お願をいたします。

この方針は決定されれば、ＰＴＡの皆さんへの配付等をされるのですか。

保護者の皆さんに配付されるのであれば、リーフレット最終ページにある組織図の保護

者や地域の表示が小さいように思います。保護者が相談できるということを認識してもら
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管理監（学校教育担当）

辻委員

管理監（学校教育担当）

坂田委員

学校教育課指導主事

教育長

坂田委員

教育長

谷川委員

学校教育課指導主事

委員長

教育部長

うには、もっと大きく表示した方が良いと思います。これに限らず、保護者に配付される

資料には、保護者も相談できるということを大きく表示した方が効果があると思います。

この冊子を全保護者に配付することは考えておりませんが、もう少し小さい物で、相談

窓口などを周知する物をつくって配付しようと考えています。

委員会の設置等はどのように周知されるのですか。

ホームページを始め、周知方法については検討をしたいと思います。

例えば、学童保育所やスポーツ少年団など学校以外の場で発生したいじめ事案には、だ

れがどのように対応するのですか。

この方針は、主に小中学校の児童生徒を対象としています。国の法でも幼児は対象とし

ていませんので、幼児のいじめ事案をどうするのか、またご指摘のスポーツ少年団等もど

う対応していくのか、今後の研究課題であると思っています。現在は、主に市立小中学校

の学校内でのいじめ事案への対処ということで方針の策定にあたっています。

今までどおりですと人権擁護委員会等が窓口と思いますが、スポ少はスポーツ課を窓口

にして、行われているのが学校であれば、学校も入って調べているという状況です。

スポ少や学童についても、ほぼ学校に関わるように思います。

その団体でのいじめの関係が、学校でもそうなっているとは限りませんので、そのあた

りは難しいところです。

結果的にほっておけないので、どこかが対応しなければならないとなると、教育委員会

になるのでしょうね。

法にも強調されていますが、ネット上でのいじめについては、この方針のもとで対応す

ることになっています。

以前にも申しましたが、委員会や協議会などの組織が市や教育委員会、学校でいくつも

つくられ、輻輳しているような感じがします。中身は似たようですし、教育委員会と市と

別の組織で、市が関わるということなのでしょうが、法令に基づいて設置されるというこ

とですね。

いじめを受けている子ども達が相談する方法はどうなるのですか。

学校関係の組織については、法に基づき設置義務がありますが、教育委員会や市につい

ては努力規定ですが、組織を設置して対応していこうというものです。
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管理監（学校教育担当）

教育部次長

管理監（学校教育担当）

委員長

教育部長

委員長

管理監（学校教育担当）

学校教育課指導主事

委員長

相談体制ですが、相談員や心理士、福祉の専門家、指導主事などで構成する学校問題対

策支援室に、相談サポートラインを開設し、電話やメールなどで相談を受ける計画をして

います。学校の教員や保護者、友達などを通して発見される場合が多く、カバーできない

部分について、県のホットラインなどもありますが、身近なところで開設したいと思って

います。

また、臨床心理士は、今も配置や派遣をしていますが、時間数や人数の増を図っていき

たいと考えています。

法の規定に基づいて組織設置等を行いますが、本市独自の取組が、学校問題対策支援室

です。ＯＧＲでの提案を市で認めていただいて、予算をつけ、人を配置し、いじめ防止に

取り組むものです。

今後の予定ですが、現在、市役所各部に意見照会をしています。また３月議会において、

条例の一部改正をお願いします。教育委員会では、基本方針と組織の規則と要綱の制定に

ついて、３月定例会でお諮りする予定をいたしております。

市でも、いじめ問題調査委員会の規則等をつくられるのですね。担当はどこがするので

すが。

規則等の制定はされます。事務は、どちらも教育委員会ですることになりますが、組織

の委員については、対策委員会と調査委員会と兼ねられません。

調査に際しては、方針に書いておりますが、児童生徒の心理的な負担を考慮して重複す

る調査とならないよう役割分担するとなっています。その中で、一番把握しているのが学

校教育課になりますので、両方を所管することになりますが、市の調査委員会が出来た場

合には、一歩下がって、総合教育会議等でも協議しながら進めていくようになると考えて

います。

こういう組織が動かなくていいよう、普段から家庭も含め、現場のいじめ防止の取組が

大切ですので、よろしくお願いします。

先程、現状のいじめ事案数等の説明がありましたが、事務局はどう見ていますか。

認知件数が増えているのは、現場の感覚が磨かれ、拾い上げができてきた結果と考えて

いますので、未然防止につながるものと思います。増えることは喜ばしいことではありま

せんが、発見できている結果と認識しています。今年度はさらに増えています。

いじめについては、これまで発生件数といっておりましたが、現在は認知件数といって

います。この件数が増えたのは、学校の認知力が高まっていると認識し、早期発見早期対

応に努めている結果と思っています。およそ前年度比３倍増となっています。

見過ごされてきたものが把握されるようになったから増えたのか、実数が増えているの

かどちらですか。
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管理監（学校教育担当）

委員長

学校教育課指導主事

教育長

委員長

教育研究所長

教育長

委員長

各課担当者

判断は難しいですが、見過ごされることが無くなった面も多いともいえます。

国で定義されるいじめ、心身の苦痛を感じている児童生徒がそれだけいるということで

すね。

いじめの定義が、明らかな攻撃を受けたものというものから、対象者が心身の苦痛を感

じたものは全ていじめと認知するように変わっていることもあります。

また、いじめられている者が知らない、気づいていなくても、周りの人から、だれだれ

から悪口を言われているといった報告があれば、それもいじめと認知することになってい

ることも増加要因と言えます。

定期的にアンケートもしていますので、それからも拾いやすくなっています。

本人が苦痛を感じていなくても、いじめになるのですか。

インターネットでの悪口の書き込みなど、本人が見ていなくて知らないものを、友達が

見つけて先生に報告があり、調べてみると確かにそうした事実がある場合もあります。対

面では起こらないことですが、ネット上のいじめなど幅広く対象としていることを考える

と、増加していることもご理解いただけると思います。

いじめの定義は何度も見直されています。以前は強者から弱者といった表現もありまし

たが、そうした関係にかかわらず、本人にいじめられているという自覚があれば対象とな

り、ネットなどの状況から、本人が知らなくても事実があればいじめと認定すると変わっ

てきています。

残念なことですが、いじめの重大事件が起こった直後は、認知件数は増えます。先生や

周りも同じことが起こらないように敏感になるからで、そうした事件が起こるたびに認知

件数はポンポンと増え、そしてゆるやかに減っていくという状況です。経過とともにそう

した感覚が少しずつ薄れていくということもあると思いますので、組織的に対応すること

が必要と思っています。

いじめられている子どもが、感じていても言わないこともありますし、まわりのものが

気づけば言うことは必要です。

他ご意見ご質問ございませんか。前回のご意見も反映いただいているので大きな問題も

ないかと思いますが、次回３月の定例会で、方針等が議案として出て審議するということ

ですので、お気づきの点は、事務局までお願いします。

では次に、報告事項にうつります。平成２７年３月市議会上程議案について、説明をお

願いします。

―資料により説明―
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委員長

教育部長

委員長

谷川委員

生涯学習課長

谷川委員

生涯学習課長

委員長

各課担当者

委員長

教育総務課主幹

予算から条例まで、たくさんの説明ありがとうございました。この件についてご意見、

ご質問等ございますか。

来年度の予算についてご苦労いただいたと思いますが、全体的にどういう印象ですか。

財政当局の話では、例年より厳しい財政状況と聞いています。かなり予算規模として膨

れている部分もありますし、合併による交付税の特例の減額も始まり、財政規模の縮小と

いう課題もありますので、それを見据えてのコメントと考えています。

限られた予算の中で工夫しながら、知恵をしぼって進めていただきたいと思います。

コミュニティセンターの指定管理料ですが、３年間の契約で同額と思っていましたが、

金額の増減があるのはなぜですか。

まず金額が大きく変わるところは、消費税の関係によるもので、１千万を超えると３年

目から消費税がかかりますので、該当の年に増額となっています。１０万程度の変動のと

ころは、パソコンの更新を各館でお願いしていますが、その更新料を指定管理料に積算し

ましたので、更新年によって増減があります。

平成２４年から２６年にかけて指定管理をお願いしている所と、全体的に増減はどうな

っているのですか。

全体的には増えています。増加の要因ですが、電気料金のアップ、消費税の８％、そし

て人件費が、市の嘱託職員の金額を基準にしていますが、少し上がっていますので、そう

したことで増えています。

他にございませんか。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…学校教育課だよりについて

生涯学習課…事業報告・計画について

歴史文化振興課…事業報告・計画、博物館評価報告書について

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。

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、３月２０日（金）午後１時３０分から予定をしております。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―
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委員長 それでは、以上で平成２７年第２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、教育研究奨励事業研究表彰授賞式がこの会場で行われますので、委員の

皆さまをはじめ、ご都合のつく管理職の皆さんはご出席をお願いします。

ありがとうございました。

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


