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平成２７年第６回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２７年６月２４日（水） 午後２時００分 開会

場 所 市役所東庁舎 東Ａ会議室

出席者 教育委員長 坂田 正幸 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 中谷 逸朗

こども未来部次長 杉村 彰信 教育部次長 稲本 正行

教育部管理監（生涯学習担当）清水 保 教育部管理監（国体担当） 石井 義伸

こども未来部管理監（幼児担当）藤原 真弓 学校教育課長 宮居 伝

教育総務課長 大辻 利幸 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 学校施設課長 藤田 孝司

学校給食センター所長 辻 平 教育研究所長 中野 正堂

幼児施設課長 三上 俊昭 図書館長 松野 勝治

事務局（教育総務係長） 青木 幸市

以上２１名

事務局 開会

委員長 皆様こんにちは。教育委員会定例会を開催いたしましたところ、大変お忙しい中ご出

席いただきまして誠にありがとうございます。

５月３１日の大凧まつりのミニ大凧コンテストには、スタッフや参加者として多くの

方に出席いただきありがとうございました。しかしながら、百畳大凧の落下により、死

傷者が出る重大な事故がおこりました。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたしますと

ともに、ケガをされた方の早期の回復を願うところです。これから暑い時期になり、屋

外での事業が増えてきますが、安全管理には十分配慮していただきたいと思います。

また、委員や管理職の皆様には、小中学校の運動会・体育祭に出席いただきありがと

うございました。私も布引小学校の運動会に参加をいたしました。１年生の徒競争では、

スタートでのフライングによるやり直しが多く見られましたが、子どもたちは元気いっ

ぱいに練習の成果を見せてくれました。大変暑い中でしたので、児童が定期的に給水す

る時間を設けられていましたが、学校において、このような配慮は大切だと感じていま

す。

６月２日には、市民大学が開講いたしました。運営委員や事務局の皆様にはご苦労い

ただいたこともあり、今年度は過去最高の参加となっています。市民の方の学習意欲が

高まってきていると感じました。

６月２０日の能登川南小学校グラウンドの芝生化セレモニーでは、準備も含めて多く

の方にご参加いただきましてありがとうございました。蒸し暑い日になりましたが、児



- 2 -

委員

委員長

教育長

童、保護者、応援隊の方々のご協力をいただいたことで、無事に植え付けを終えること

ができました。９月の運動会では、児童が芝生の上で競技や演技ができることを楽しみ

にしています。

それでは、平成２７年第６回教育委員会定例会を開催いたします。最初に会議録の承

認ですが、第５回定例会の会議録が事務局からあらかじめ配布され熟読していただいて

いると思います。会議録の内容についてご異議はございませんか。

― 異議なし ―

第５回定例会の議事録は承認をいただきました。後ほど、辻委員と谷川委員にご署名

をお願いします。なお、今回の定例会の議事録署名は、谷川委員と賀川委員を指名させ

ていただきます。それでは１番の報告をお願いします。はじめに教育長から報告をお願

いします。

皆様、お疲れ様です。先日の能登川南小学校グラウンド芝生化の植付け準備、セレモ

ニーでは大変お世話になり、ありがとうございました。心配していました水の管理につ

きましても、このところ雨の降る日が続いており安心しています。芝生の状況を確認し

つつ、適切な管理を行ってまいります。

小中学校の運動会は、１３校で無事に終了しました。幸いにも熱中症等になる児童は

いませんでした。しかし、中学校の京都への校外学習において、気分が悪くなり救急搬

送される事案がありました。熱中症の疑いということでしたが大事には至らず、保護者

に迎えに来ていただき、翌日からは登校しているという状況です。

５月１４日から行っておりました人事訪問につきましては、予定通り６月２０日で終

了しました。３年前に比べますと、学校全体が非常に落ち着いて授業に取り組んでいる

状況が確認できました。また、小中学校の教室や廊下の掲示物が非常に充実してきてい

ると感じました。掲示物に対しても落書き等が発生していませんので、児童・生徒が精

神的に安定してきているととらえております。

６月２日の市民大学開講式では、開講挨拶の中で受講者が６８０名と報告しましたが、

その後も申込者が増え、現在７００名となっています。特別聴講生が５０名いますので、

全部で７５０名となっております。八日市文化芸術会館大ホールは７５０名が収容人数

ですので、一般受講の申し込みは７００名で受付終了といたしました。昨日、２回目の

講座がありましたが、約５６０名の参加と聞いております。今年度の事業につきまして

は、予算額を１００万円増額でき、講師陣を充実させたこと、受講を積極的に呼びかけ

た成果が、受講者の増に現れています。

６月２３日には、探検の殿堂に関しまして、東近江市と大学共同利用機関法人情報シ

ステム研究機構国立極地研究所との間で相互協力に関する協定を締結するという予定で

したが、大凧の事故を受け研究所との締結式は行いませんでした。しかし協定書及び覚

書の調印を行い、相互協力を進めていく方向となっております。また、西堀榮三郎氏の

居間の調度品等の一部をいただいておりますので、施設内で、再現工事を来年度行う予

定となっています。施設内の環境整備が整い、居間の工事が完了したところで、研究所

とのセレモニーを行う予定です。
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６月議会に関しましては、学校教育に関わる一般質問が２議員からございました。ま

ず、横山議員からは歴史文化・文学と教育の関連について質問がありました。地域の人

材を学校支援地域本部事業等に活用し、効率的な学校教育活動に活かしていきたい旨の

答弁をさせていただきました。次に、村田議員からは、選挙権を１８歳以上にする国の

動きに対して、こども議会の実施についての質問がありました。市長は、こども議会実

施については非常に慎重な立場であり、その旨の答弁がありました。文部科学省では、

選挙権に関して高等学校の新科目設定も含めて学習指導要領の改定の動きがあります。

まずは、現指導要領に則った学習の充実を図ること、そして積極的に社会に参画するこ

とに重点を置いた指導を行うことが重要であり、こども議会開催については言及してい

ません。その他、西澤議員からは、まち・ひと・しごと創生総合戦略と市政運営の関連

質問として、今後の児童生徒数の推移について質問がありました。転出入の関係があり

ますが、今後６年間では、全学年が複式学級になるという小中学校はございません。現

在、地方版総合戦略などの各種計画が作成されていますが、計画策定の基礎データとし

て、児童生徒数は提示していくと答弁しています。

次に、６月２２日に福祉教育こども常任委員会がございました。その中で２点報告を

させていただきました。１点目は、５月２５日の総合教育会議に関しまして、総合教育

会議要綱及び教育に関する大綱の承認が得られたことを報告させていただきました。２

点目は、東近江市いじめ防止基本方針の策定・運用に関して、５月２９日に第１回いじ

め問題対策連絡協議会を開催したこと、学校教育課内に学校問題対策支援室を設置した

ことを報告いたしました。また、いじめ問題対策連絡協議会を設置し、様々な団体の方

に出席いただいていますが、会長に聖徳中学校長、副会長に東近江少年センター所長に

お願いをし、それぞれの立場から青少年の問題に対してご意見をいただいています。特

に、子ども達の携帯電話、スマートフォンの使用に関して、どのように指導していくか

を議論しています。また、学校問題対策支援室に設置しております直通電話に関しまし

ては、５月に周知し、既に２０件を超える相談を受けております。また、スクールソー

シャルワーカーを学校問題対策支援室に設置しておりますが、家庭支援を福祉担当課と

連携しなければならないケースが増えており、今後の体制をどのように整えていくのか、

協議する必要があると考えています。

校長会議では、以下の指示・報告を行いました。１点目は、大凧まつりでの事故に関

して、現在も捜査中で、捜査には全面協力していることなど市の姿勢を報告しています。

教育委員会としても事業を行うにあたっては、危機意識を持って、安全対策を見直して

いきます。７月５日にはドラゴンカヌーヤングフェスティバル、７月１９日にはドラゴ

ンカヌー大会の開催、また、８月３日からはやまの子キャンプが始まり、安全管理につ

いては万全を期すため、マニュアル等を徹底するように指示していること。学校の行事

においても、当初計画を変更する、若しくは予定のない内容を実施することは、リスク

マネジメントやアクシデントへ対応ができないので、当初計画にないことは絶対に行わ

ないこと、変更が必要であれば、事前事後も含めて十分な準備、調査を行うことを指示

しています。

２点目は、職員の不祥事防止についてです。連日新聞紙上で県内の教職員の不祥事が

報道されていますが、県教育委員会も非常に危機感を持って対応しています。本市では、

今年３月に臨時講師が逮捕される事案がありましたが、今現在も学校、県教育委員会と
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連携して事後処理を続けています。また、他市においてはひき逃げ、酒気帯び運転での

物損事故など、さまざまな事故が相次いで起こっています。人事訪問においても、本市

からは絶対に不祥事を出さないという強い気持ちで取組むよう、再度指示しているとこ

ろです。

３点目は、今年度の全国学力学習状況調査についてです。調査結果は、抽出された学

校のみで、昨年度と児童生徒、問題内容は異なっているので単純比較はできませんが、

小中学校ともに滋賀県平均を上回るところまでは至りませんでした。しかし、中学校の

国語については滋賀県平均とほとんど開きがなく、数学においても大きな差はありませ

んでした。昨年度は中学校での成績の伸び率が高いと県から評価を受けており、その流

れが続いていると感じています。小学校については、滋賀県との差は狭まってきていま

すが、滋賀県平均には達していません。しかし、算数で非常に高得点を取っている学校

もあります。各設問において、無回答になっているものに関して特にチェックを行って

いましたが、小学校算数Ｂにおいては、ことばや記号・数を使って回答を記載する設問、

中学校数学Ｂにおいては、回答したその理由を説明する設問、何かと何かを比較して説

明する設問等で無回答が多くありました。いずれも、記述で解答するものですが、こと

ばや記号、数を使って書く、何かを説明する、何かを表現するといった設問が弱かった

と感じました。校長会において、この点を報告し、授業改善等行ってほしいと指示して

います。また、学校全体として、授業改善を行っていかなければならないといった雰囲

気や、教師の熱意は昨年度よりも強くなっていると感じられました。このような変化か

ら、授業は静かに行われており、学校自体が落ち着いていると感じています。

４点目は、校長面談についてです。これは人事評価制度によるもので、７月２日から

実施を行います。校長から自己目標シートが提出されていますので、学校の課題を中心

に面談を行っていく予定です。学力向上に関しては、校長室での執務だけでなく、校長

の行動を視覚化することで、校長の取組みとして評価していきたいと考えています。職

員に対しては、結果にこだわった意識の改善が強まり、共通実践が図れることを期待し

ています。また、職員の新人事評価制度が今年度から施行されるとのことで、能力評価

と業績評価を総合評価にしたものに基づき、１２月の勤勉手当に反映させることになり

ます。今年は管理職のみで実施し、平成３０年度には全職員に対して実施することにな

ります。特に、業績評価に関しては、現在の人事評価制度の自己目標シートと連動され

るとのことですが、目標値を明確に設定することの必要性について面談の中で話をして

いく予定です。

その他として「まなびっ子」についてですが、昨年の反省点を克服し、６月２２日に

各小学校にテキストとＤＶＤの見本を送付いたしました。夏休みの宿題として活用する

ため、５年生の担任に視聴、確認するように指示しました。児童全員にＤＶＤを渡せる

よう、国語、算数のＤＶＤを１，２００枚、業者に発注しております。視聴できない子

どもに対するＤＶＤプレーヤーも貸し出す方針で、夏休みまでに環境を整えます。

また、今年度、急に実施が決定した事業として、「知事と語ろう１０年後の滋賀と私

たち」が８月１８日に、県内中学校の生徒会長各１名ずつ出席し開催されます。小学校

については、８月２１日に市内の代表児童が出席し実施される予定とのことですが、こ

の日は市内教職員のＱＵ研修を行う予定をしていますので、出席が難しいと県教育委員

会に回答しています。
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委員長

委員

委員長

教育部長

最後に、国の動きですが、道徳の教科に関して、学習指導要領の一部改訂が行われま

した。これに則って６月１５日に道徳教育にかかる評価等のあり方に関する専門家会議

を発足させました。指導の具体的な改善策も含めて検討するという文部科学省の方針で

すが、道徳に関してどのような評価項目が出てくるのか、それから英語教育がどうなっ

ていくのか、国が免許を出す方向での検討もされていますが、文部科学省の動きを今後

も注視していきたいと考えています。

ありがとうございました。ただいまの報告に関してご意見ご質問はございませんか。

よろしいでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

意見、質問等はないようですので、続きましては教育部長から報告お願いします。

６月議会に関する質問を５人の議員からいただきました。質問内容については資料の

通りですが、再質問もありましたので、３議員の答弁内容を報告させていただきます。

西崎議員からは、第７９回国民体育大会の現在の進捗状況とスケジュールの質問をい

ただきました。現在は、第１次選定中で具体的な誘致種目は決定していないと答弁いた

しました。その後、県国体準備室から記者発表があり、第１次内定案が発表されました。

５競技の決定案が発表されまして、ソフトテニス、相撲が長浜市、剣道が湖南市、アー

チェリーが愛荘町、高校野球が大津市となっています。７月１７日の第３回常任委員会

で審議され決定される見通しです。再質問では、本市の国体への基本的な考え方に関し

て質問があり、布引運動公園等都市公園での可能な種目、前回大会で行われた種目、東

近江市ならではの種目、民間競技施設での可能な種目を視野に入れ、今後県と協議して

いきますとの答弁をさせていただきました。

寺村議員の日本遺産の認定に伴う経緯等についての質問については、「伊庭の水辺景

観」と「五個荘金堂重要伝統的建造物群保存地区」が構成物件として認定された経緯を

答弁しています。また、日本遺産活用の取組みと体制については、歴史文化振興課、観

光物産課、総合政策課が中心となり進めていくと答弁いたしました。歴史文化基本構想

と日本遺産との位置付けについても答弁しています。また、７月から改修工事を予定し

ているてんびんの里文化学習センターの質問については、改修部分の名称については、

今後有識者を交えて検討すること、職員配置については、運営を重視し職員の確保に努

めること、開館記念行事は中路融人画伯の美術展示や記念講演会を中心に検討すること

を答弁しました。

大橋議員の伝統文化を次世代に残すための取組みについては、地域の祭りは地域ごと

によって様々な課題があり、行政が主体的に取り組むことは難しいですが、広報等アド

バイスできることは連携していくことを答弁させていただきました。また、民間博物館

との連携については、現在も学芸員の連携はありますが、今後もさらに積極的に連携し

取り組むことを答弁しました。

６月２２日の福祉教育こども常任委員会では、補正予算と能登川コミュニティセンタ

ー条例案等が審議されました。私からの報告は以上です。
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委員長

こども未来部

次長

委員長

辻委員

こども未来部

次長

辻委員

幼児施設課長

ありがとうございます。続きまして、こども未来部から報告お願いします。

本日は、こども未来部長が他の会議出席のため欠席しておりますので、次長より報告

いたします。こども未来部に関する６月議会での質疑内容等については、２議員からご

質問をいただきましたので報告いたします。

西澤議員からは保育環境について、家庭環境に出来るだけ近い形での保育の工夫や園

庭の構成、室内空間の建築仕上げ材など保育環境におけるソフト・ハード両面を捉えた

ご質問をいただきました。家庭環境に近い保育の工夫では、決まった保育者が常に寄り

添う担当制の導入による安心感の醸成や、長時間の保育では子どもたちの疲れを考慮す

るなど生活の流れに沿った保育に心がけている旨の答弁をさせていただいております。

ハード面では、保育室の床暖房化や室内空間の仕上げ材に木材等の自然素材を取り入れ

ていることや、３歳未満児と３歳以上児との園庭を分け、それぞれの年代に応じた園庭

整備を行っていること、築山の造成、芝生化を推進している取組みを紹介しています。

また、今年設置された森と水政策課と連携する中で、幼稚園近くの里山に出かけての保

育や、建築資材の地元産材の使用を模索している旨回答しております。再質問では、保

育環境の充実が若い世代の人口流入、人口増につながる旨の意見をいただいており、昨

年度策定した子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもを産み育てやすい環境作り

に努めていきたい旨回答いたしました。

岡﨑議員からは（仮称）蒲生幼児園周辺の道路工事について、市道の速度規制とカー

ブミラーの設置についてご質問をいただきました。速度規制については公安委員会に市

の方から既に要望している旨、カーブミラーについては今後設置の方向で協議を進めて

いる旨回答いたしました。

なお、６月議会に提案しております（仮称）蒲生幼児園建築工事請負契約の議決につ

いては、６月２２日に開催されました福祉教育こども常任委員会では提案通り承認いた

だいたところです。私の方からの報告は以上です。

ありがとうございます。各部から報告がありましたが、何かご意見、ご質問はござい

ませんか。

（仮称）蒲生幼児園のカーブミラーの設置に関して、幼児施設課が窓口になるのでし

ょうか。

カーブミラーは、交通安全施設ですので道路担当課が窓口になります。今回の蒲生幼

児園のカーブミラーにつきましては、地元自治会からも要望をいただいておりました。

設置できるかどうかについては道路担当課と既に協議をしており、幼児園の工事と合わ

せて設置できるかどうか検討をしているところです。

設置後の管理については、道路担当課が管理するのでしょうか。

最終的な管理は道路河川課が行う予定です。農道から中学校大塚線に出るＴ字路に関
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辻委員

幼児施設課長

教育部次長

委員長

委員

委員長

図書館長

委員長

賀川委員

図書館長

辻委員

図書館長

委員長

委員

委員長

して、今現在は見通しが良いのですが、幼児園の建設に伴いフェンスができます。フェ

ンスができることにより視界が悪くなるため、カーブミラーの設置について地元から要

望がありましたので、建築工事と合わせてとカーブミラーを設置するよう協議を行って

います。設置場所については地権者と協議を行っているところであります。

他の場所で、既存のカーブミラーが錆による腐食で危ないのですが、管理点検は道路

河川課が行うのですか。

管理は道路河川課が行っています。

カーブミラーの設置につきまして、県道と市道が交差している場所では、原因者が設

置するのが基本的な考えになります。例えば、市道から県道に出る際に、見通し悪い場

合ですと、市道側が県道を占用して施設を立てるのが原則となります。県道の敷地に市

の施設がある場合もあります。

他に質問はありませんか。

― 意見・質問等なし ―

続きまして２の議案に移ります。最初に、議案第１９号「東近江市図書館協議会委員

の委嘱について」担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

議案第１９号につきましてご意見ご質問はありますでしょうか。

図書館協議会の委員については、すべて継続して委員になっているのでしょうか。

１３名のうち、２名の委員が新規で、残りの方は継続での委嘱になります。

図書館協議会は何回開催され、どのような審議が行われるのでしょうか。

会議は、年間３回開催しています。図書館協議会は、図書館の運営に関して館長の諮

問機関ということで、質の高い図書館活動を展開するために、有意義な意見をいただく

場という位置付けになっております。図書館活動の報告を行い、実際利用をしていただ

き、具体的にどのようにすれば、より良い図書館になるかの意見をいただいています。

他にご質問はありませんか。

― 意見・質問等なし ―

では、議案１９号につきまして、ご承認いただけますでしょうか。
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委員

委員長

学校給食セン

ター長

委員長

委員

委員長

委員

委員長

教育部管理監

（生涯学習担当）

委員長

賀川委員

教育部管理監

（生涯学習担当）

谷川委員長職

務代理者

教育部管理監

（生涯学習担当）

委員長

教育部管理監

（生涯学習担当）

― 異議なし ―

それでは、議案第１９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２

０号「東近江市学校給食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」

担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

議案第２０号につきまして、ご意見ご質問はありますでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

ご意見ご質問がなければ、議案第２０号についてはご承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは議案第２０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２１

号「東近江市社会教育委員の委嘱について」担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

議案２１号につきまして、ご意見ご質問はありますでしょうか。

議案の表中、学識経験者の現職の記載について、どのような学識経験があるか、記載

してどうでしょうか。

学識経験者の現職部分につきましては、只今口頭で申したものを記載させていただき

ます。

ＰＴＡ連絡協議会会長や女性会会長などは、単年度で交代されますが、交代の場合は

新たに選任することになるのでしょうか。

委員の任期は２年でありますので、各団体の会長等については、交代時に後任の方に

引き継いていただいています。

社会教育関係者として青年団があがっていますが、今現在永源寺地域では活動がない

状況です。委員として委嘱を行う経緯を教えてください。

青年団は永源寺、愛東、五個荘、能登川の４地域で組織されており、輪番制で社会教

育委員をお願いしています。青年団の活動としては文化祭での模擬店などの活動を続け
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委員長

教育部管理監

（生涯学習担当）

委員長

委員長

委員

委員長

委員

委員長

各課長

ておられると認識しています。

各地域の青年団がどれくらいの活動をされているのかを教えてください。

能登川青年団は、ドラゴンカヌーヤングフェスティバルが７月５日に開催されますの

で準備・運営で頑張っていただいています。夏には盆踊りをまちづくり協議会と連携し

ておこなっています。冬には希望された家庭にサンタクロースの姿で訪問する活動をし

ており、その他、奉仕作業を数回行っています。五個荘青年団は、五個荘の地域のイベ

ントの時に模擬店を出されています。愛東は４時間耐久三輪車レースを運営しています。

昨年は中止になりましたが、今年は開催する方向で準備を進めているところです。主な

活動としては以上になりますが、団員数は多くなく、各青年団のＯＢや各種団体に手伝

っていただきながら事業を行っています。

青年団については、団員の減少で活動が厳しい状況と聞いています。その中で社会教

育委員に入っていただけるということですので、会議の中で、青少年団体の強化・活性

化等を議題にしていただきたいと思います。

他に質問はよろしいでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

ご意見ご質問がなければ、議案第２１号についてはご承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは議案第２１号については、学識経験者の現職部分の修正をもちまして可決と

いたします。

議案につきましては以上になりますので、続いて、３その他に移ります。各課報告と

いうことで報告をお願いします。

学校施設課…議会議決工事等進捗状況報告、文部科学省交付金関連について

生涯学習課…議会議決工事等進捗状況報告

学校教育課…小中学校教職員情報モラル指針、中学生友好親善使節団派遣事業、

子どもたちの健康状況・感染症の対策について

教育研究所…教育研究所だより、教育研究所夏季教育講演会

スポーツ課…ドラゴンカヌー大会について

生涯学習課…報告事項、子どものスマートフォン・携帯電話の正しい使用方法、

ミニ大凧コンテストの報告について

歴史文化振興課…報告事項

図 書 館…報告事項

幼 児 課…東近江市子ども・子育て支援事業計画、東近江市子育てハンドブック、
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委員長

幼児施設課長

辻委員

こども未来部管

理監（幼児担当）

辻委員

こども未来部管

理監（幼児担当）

辻委員

こども未来部管

理監（幼児担当）

谷川委員長職

務代理者

学校教育課長

保育の仕事就職フェアについて

ありがとうございました。以上で、すべての審議案件が終了致しました。改めて何か

ご意見ご質問はありませんでしょうか。

先程、カーブミラーの管理担当について道路河川課と申しましたが、正しくは管理課

になります。カーブミラーの新設については道路河川課になるのですが、その後の維持

管理は管理課になりますので訂正させていただきます。

東近江子育てハンドブックに記載されている「のびのび親子の教室事業」のＢＰプロ

グラムに関して、対象が第１子という制限があるのはなぜですか。

このプログラムは、初めて子育てをされる方へ「子育て力」を引き出そうという事業

です。特別な講義を受けられた先生が実施されるのですが、第２子以降で、既に子育て

を経験されている方にはあまり効果がないことから、第１子限定となっています。

定員１０組ということになっておりますが、定員を超過することはあるのですか。

参加者は増えています。事業の効果を得るためには少人数の中で行っていくことにし

ています。

同じ月齢の赤ちゃんを持つ母親が、子育ての教室をきっかけに母親同士で友達ができ

るのは大変ありがたいということを聞いています。ＢＰプログラムは第１子限定という

ことになっていますが、第２子以降で参加できないのは残念であるということも聞いた

ことがあります。母親が集まれる機会がもっと多くあればと思いますし、定員を超えて

いるようであれば、定員を増加するなど配慮していただければと思います。

今後、課内で検討します。

６月１日に道路交通法が改正されて、自転車運転に関する法律が厳しくなりましたが、

このことについて、こども達は認識ができていないと思われます。イヤホンをして音楽

を聞きながら自転車を運転すると違反になりますが、中学生は、今までと同じように運

転している様子が見受けられます。学校等での指導は行っているのでしょうか。

道路交通法の改正に関しましては、６月の校長会議で説明し、変更内容の資料を配布

いたしました。これを受けて、各中学校では、警察官に学校に来ていただき、生徒に指

導を行ったり、校長に研修を行い、直接校長先生が指導することも行っています。市内

全９中学校で行っています。ただし、小学校に関しましては、夏休みを迎える前に、正

しい自転車の乗り方などの指導を、７月の終業式に合わせて、各生徒指導担当から行い

ます。７月の校長会議の中でもそのような視点から指導するように伝えます。
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谷川委員長職

務代理者

学校教育課長

谷川委員長職

務代理者

坂田委員長

こども未来部管

理監（幼児担当）

教育長

賀川委員

教育部管理監

（生涯学習担当）

自転車の交通違反に関しては、年齢によって罰則が適用されると聞いたのですが、ど

のような内容になっているのでしょうか。

自転車の交通違反に対する罰則は１４歳以上に適用されることになっています。委員

からご指摘のありましたように、改正内容の指導が徹底できていないところもあります

ので、この時期に指導を進めていきたいと思っています。

１４歳以上には罰則が適用されますが、１３歳以下の児童なら何をしてもよいという

誤った認識は改めてほしいと思います。年齢にとらわれず、自転車の運転に関する指導

をすべきと考えます。

今の話は保育園・幼稚園にも関係することですので、保育園や幼稚園においても園児

に自転車の乗り方を教えたり、保護者に情報を提供しているのでしょうか。

現在行っていませんが、夏休みに向けて指導等を行っていきたいと思います。

幼児に事故が起こった場合、基本的には保護者の責任であると思いますので、保護者

にしっかりと啓発をするべきと思います。先日、市長と東近江警察署長、滋賀県東近江

土木所長とともに、上大森町及び能登川西小学校前の通学路の点検を行いました。市内

の歩道で自転車と通れる歩道はあるのですが、改正前に設置された自転車通行可の歩道

の看板はそのままになっている現状があります。どの歩道を自転車も通ってよいのか、

確認して各学校に伝えなければいけないと思っております。現状の道路状況を把握した

上で指導をしていかなければと思います。

明らかに自転車が通行できる歩道は少ないと思います。湖岸道路など限られたところ

では、歩行者用と自転車用の区別はあります。通学に自転車を使っている生徒が多くい

ます。歩行者の歩行を妨げない安全を確保できる場合には歩道の通行は可能となってい

るようですが、それでは、歩道を歩く子どもたちが非常に怖い目に遭うのではないかと

心配されます。中学生は学校区外に出ていくこともありますので、どの場所なら自転車

で歩道を走ることが可能かということを確認しておかないと、せっかく道路交通法を守

って車道の左側を走っていても車にはねられるということになりかねません。今後は警

察等とも相談しながら対策を検討してほしいと思います。

もう一点、大凧まつりの事故は非常に痛ましく残念でしたが、先ほど報告のありまし

たミニ大凧コンテストについても待機していた人に凧があたるという事故があったと思

います。どのような原因で事故が発生したのか、今後どのような対策を取るのか、現状

ではどのように考えていますか。

ミニ大凧が落下する事故があった後は、コンテスト参加者の待機場所を後方に移動し

ました。図柄審査を行った後、飛揚までの間の待機場所について、反省点として挙がっ

ています。今後は、飛揚までの待機場所をどうするのかが一番大きな検討事項と考えて

います。
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教育部長

賀川委員

委員長

学校教育課長

教育部管理監

（生涯学習担当）

委員長

委員

委員長

事務局

委員長

ミニ大凧コンテストについては企画会議があるのですが、会議の中でしっかりと再発

防止に向けた協議を行ってまいります。

今まで継続してきた事業ですので、事後処理は早急にやっていただきたいと思います。

携帯電話、スマートフォンの利用に関するチラシですが、家庭には学校を通じて配布

されるのでしょうか。

確実に保護者に渡したいと思っておりますので、期末保護者会または懇談会の席上で

説明を加えて確実に保護者に配布したいと考えています。また、児童生徒に対してもチ

ラシをただ配るだけでは効果がありませんので、各校で内容について説明できるよう徹

底したいと考えております。保護者にはカラー用紙、子どもには印刷したものを配布す

る予定しています。保護者に渡すものは各家庭に掲示してもらうことを考えております。

児童・生徒がいる世帯以外については、今年度は自治会回覧を考えています。民生委

員で欲しいという方もおられますので、数千部はカラー用紙で準備を行う予定です。そ

の他、必要な方についてはお渡しして、会議等でＰＲしていただければと思っておりま

す。

他にはご意見ご質問よろしいでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

無いようですので、次回定例会の日程は７月２４日（金）午後２時から、東庁舎Ａ会

議室で予定しておりますので、よろしくお願いします。また、８月の教育委員会の日程

ですが８月２４日（月）でよろしくお願いします。その他、連絡事項等を事務局からお

願いします。

― 当面の日程について説明 ―

では、以上をもちまして、平成２７年第６回教育委員会定例会を終了させていただき

ます。本日は皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。

会議終了 午後３時５８分



- 13 -

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


