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平成２７年第３回東近江市教育委員会（臨時会）会議録

日 時 平成２７年３月２４日（月） 午後９時 開会

場 所 市役所東庁舎 東Ｃ会議室

出席者 教育委員長 坂田 正行 委員長職務代理者 谷川 裕一

教育委員 辻 京子 教育委員 賀川 昌明

教育長 市川 純代 教育部長 枩藤 豊

管理監（学校教育担当） 中村 隆秀 教育総務課長 稲本 正行

事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

以上９名

説明員 学校教育課参事 青木 正士 教育総務課主事 安田 均

事務局 開会

教育総務課長

教育総務課長

谷川委員

坂田委員

谷川委員

教育総務課長

只今から、平成２７年第３回教育委員会臨時会を開催いたします。本来ですと、委員長

に司会進行していただくのですが、後ほど、委員長及び委員長職務代務者をお決めいただ

くことになりますので、それまでは事務局が進行をさせていただきます。

まずは、委員の皆様と事務局管理職の自己紹介をお願いします。

― 委員自己紹介 ―

― 教育委員会管理職自己紹介 ―

それでは、委員長及び委員長職務代理者の選出を行いますが、どのように決めればよい

でしょうか。

これまでも、前任の職務代理者にご就任いただいておりましたので、坂田委員にお願い

したいと思いますが。

それでは、委員長をお受けいたしたいと思います。

委員長職務代理者には、経験豊富な谷川委員をお願いしたいと思います。

分かりました。

委員の皆様、ご異議ございませんでしょうか。



- 2 -

委員

教育総務課長

委員長

委員長

教育総務課主

幹

委員長

委員

委員長

教育総務課長

管理監（学校教育担当）

委員長

教育総務課長

委員長

委員

― 異議なし ―

ご異議が無いようですので、坂田委員に教育委員会委員長を、谷川委員に委員長職務代

理者をお願いします。

それでは、これよりは進行を坂田委員長にお願いします。

皆様のご協力を得ながら頑張り、少しでも東近江市の教育が発展するよう、努力してい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

それでは議案に入ります。今回の臨時会の議事録署名委員には谷川委員、辻委員を指名

させていただきます。

それでは議案に移ります。まずは、議案第１４号平成２７年度教育行政基本方針につい

て説明をお願いします。

― 資料による説明 ―

ありがとうございました。この件について何かご意見・ご質問等ありますか。

ご異議ありませんか。

― 異議なし ―

それでは、本件については承認を得たということで、事務局で作成を進めていただきた

いと思います。なお、この基本方針に記載のある主な事業については、さらに精査されま

すので、文言等の修正がありましたら、３月末を目途に事務局まで連絡をお願いします。

続きまして、議案第１５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、及び議案第１６号東近江市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制

定については、関連がありますので、あわせて説明をお願いします。

― 資料による説明 ―

子ども支援センターは、どこか所管するのですか。

現在も市長部局が所管をしていますが、関連のあるセンターとして記載していました。

しかし２７年度から、子ども支援センターが、子ども相談支援課の組織の中に入ることか

ら、改正後は記載を行っていません。

他に意見はありませんか。ご異議ございませんか。

― 異議なし ―
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教育総務課

主幹

委員長

教育長

谷川委員

教育総務課

主事

谷川委員

教育長

教育部長

ご異議も無いようですので、ご承認を得たということで、議案第１５号並びに議案第１

６号については原案通り可決といたします。

続きまして、議案第１７号東近江市就学援助費給付要綱の一部を改正について、説明を

お願いします。

― 資料より説明 ―

ありがとうございました。この件について何かご意見・ご質問等はございますか。

この改定には１年程かかっていまして、事前に校長会で担当者から何度か説明し、概ね

学校で了解を得られています。滞納がほとんど無い学校はよいのですが、学校によっては、

多くの滞納があります。滞納が多い学校では、事務職が多額の現金を管理しないといけな

い実情があります。三者懇談の際に、現金を渡すのですが、学校になかなか来られない保

護者もいますので、金庫で何日も管理しなくていけないことが負担になっています。また、

非常に残念なことに、就学援助金であるにも関わらず、目的通り使用されていないケース

もあります。こうした状況を改善する方法として検討した結果が本議案となります。滞納

があれば、滞納金額を差し引いた分を現金で支払うこととしています。

これは全国的な制度で、自治体ごとで若干の差異はあるものの、一定のルールに基づい

て行っています。実際の給付については、児童・生徒ごとに給付金額を算出しますので、

給付額は一定ではありません。

就学援助制度を利用している児童はどれくらいいるのでしょうか。

児童の１割弱が対象児童となっています。また、兄弟がいると援助額は高くなりますし、

特に給食費だけでも、かなりの額となっています。

給付金額の上限は決まっているのですか。

上限という考えではなくて、学用品はいくらまで、給食費はいくらまでと、それぞれ決

まっています。学校で金額を算出し、それを集計するのですが、数が非常に多いことが負

担になっています。

滞納金額はどれぐらいあるのでしょうか。

教育委員会としては把握していません。学校によって使用する教材が違いますので、滞

納額も変わってきます。

給食費だけで、約８６０万円程度の滞納があると思います。
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現在は、東近江市教育委員会の管理職と校長の２名体制で、滞納者に対して集金を行っ

ています。それによって、滞納額はかなり改善されています。しかし、離婚などの家庭事

情の変化によって、生活が厳しくなり、申請されている方も多くあります。

年間で就学援助を受けている件数はどれぐらいですか。また、1 人あたり、平均いくら

ぐらいの援助を受けていますか。

小学校、中学校あわせて、申請者は８００名～９００名程度になります。また、支給額

は、給食費が一番多く、一人当たり、小学校で５万円、中学校で６万円程度になります。

ただし、修学旅行がある小学校６年生、中学校３年生は援助額が大きくなります。

申請は１年ごとの更新になるのでしょうか。

毎年更新であり、課税証明書と所定の様式を提出していただき、審査を行います。審査

についても、家族構成や家族の人数によって審査基準が変わります。

年度途中での変更はありますか。

年度途中において、課税状況の確認は行っていません。ただし、児童扶養手当を受給さ

れた場合は、随時確認できますので、対応しています。

以前は、年々受給者が増えていましたが、最近では横ばいです。これは、児童・生徒の

減少が理由であると思います。

また、議会からは、クラブ活動や部活にかかる費用として、ユニフォーム代や遠征費等

が負担になっており、そのための援助を行うべきとの意見もあります。

特別支援学級に在籍の子どもは、すべて給付を受けていますか。

給付の対象になりますが、給付を辞退される方もいますので、約９割が申請を行ってい

ます。特別支援学級に在籍する子どもが増加していますので、給付金額も増えている状況

です。

金額も大きいですが、子どもたちが教育に必要な部分であるので、適切に進めてほしい

と思います。

以前は、準要保護世帯への補助には、２分の１の国庫負担がありましたが、現在は交付

税に算入されているため、具体的にいくら補助されているのかは分からない状況です。

要保護世帯、準要保護世帯は、一人親の世帯が多いのでしょうか。

就学援助の認定要件に、所得要件と児童扶養手当を受けていことが条件となっており、

一人親の世帯の約半分程度が認定を受けていると思います。また、近年一人親世帯が増え
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てきており、他部署とも連携して、適切に周知を図っていきます。

制度のチラシなどは学校に配っていますか。また、申請できない親もいますので、民生

委員等にも周知した方がいいと思います。

学校の始業式の際に全校児童生徒に配布し、会議などでも説明しています。民生委員の

会議においても、就学援助については説明しています。民生委員からは、書類の内容が理

解できず書類が書けない、また書き方がわからない親もいますので、詳しく説明し、署名

捺印してもらうことが、大変であると聞いています。

他はよろしいでしょうか。ご異議はありませんか。

― 異議なし ―

ご異議も無いようですので、ご承認を得たということで、議案第１７号については原案

通り可決といたします。

続きまして、議案第１８号東近江市立学校職員服務規程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。

― 資料より説明 ―

ありがとうございました。この件について何かご意見・ご質問等ありますか。

児童生徒の問題行動・事故報告書については、問題があった場合、すぐに教育委員会や

学校問題対策支援室に報告されるのでしょうか。

問題があれば、まず報告書で提出があります。詳細については別紙にて詳細の報告を求

めます。

問題行動の種類について、喫煙、飲酒とありますが、これは警察や先生から連絡がある

のですか。

そうです。ただし、家庭での行為は把握できません。

無断外泊とあるのは、警察に捜索願いが出された場合などが、該当するのでしょうか。

そうです。親が外泊を認めている場合などは該当しません。

怠学とは、どういったものですか。

怠学とは不登校のひとつですが、怠けていて学校に来ないことです。怠学なのか、不登
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校なのか、病気なのかは判断が難しい場合があります。確認のため、家庭訪問を行い、保

護者や児童生徒本人から話を聞いています。病気の場合は、診断書や処方される薬などで

確認ができます。市内の学校にも、怠学の子どもが何人もいます。

滋賀県への報告以外に、市に対して独自の報告はありますか。

いじめの問題については、特に重要な問題と認識して、市独自に報告を求めています。

問題が起これば、まず電話で連絡を取り、そして報告書の提出を求めます。暴力行為も同

じです。警察が対応しなければならない場合には、すぐに連絡をとり、迅速に対応してい

ます。

他によろしいでしょうか。ご異議はありませんか。

― 異議なし ―

ご異議も無いようですので、ご承認を得たということで議案第１８号については原案通

り可決といたします。

以上で本日の議案はすべて終了しました。続いてその他に移りたいと思います。

― 当面の日程説明 ―

他にありませんか。無いようですので、以上で第３回教育委員会臨時会を終了させてい

ただきます。ありがとうございました。

会議終了 午前１０時４５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


