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平成２８年第２回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２８年２月２６日（金） 午後１４時００分 開会

場 所 市役所新館 ３１８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

こども未来部長 藤田 善久 管理監（生涯学習担当） 清水 保

管理監（国体担当） 石井 義伸 教育総務課長 大辻 利幸

学校施設課 藤田 孝司 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

こども未来部管理監 藤原 真弓 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

学校教育課長参事 清水 一範 事務局（教育総務係長） 青木 幸市

以上２０名

事務局 開会

委員長

各委員

委員長

皆様こんにちは。教育委員会定例会を開催させていただきましたところ、大変お忙しい中

ご出席いただきありがとうございます。少しすれば３月になりますが、まだまだ寒い日が続

いています。学校ではインフルエンザによる学級閉鎖がでていますし、これから高校入試や

卒業式等の行事が続きますので、体調管理には十分気を付けて欲しいと思います。

委員の皆様には、２月５日に開催されました「自主的組織的な学校運営体制の構築に向け

た調査研究の報告会」、２月９日の総合教育会議、２月２３日の学校訪問と参加いただきあ

りがとうございました。学校訪問では、蒲生北小学校、玉園中学校、能登川東小学校を訪問

いたしました。蒲生北小学校では読書活動に力を入れられ、今年度の学校図書貸出冊数が１

万冊を超え、昨年度の２倍に達するとのとこでした。このような取組が全市に広がることを

期待します。能登川東小学校では通級指導教室が始まり、幼児期から小学校までの連携と情

報共有が図られていました。訪問した学校については、それぞれに特色のある取組がなされ

ているとともに、授業自体は落ち着いた雰囲気の中で行われている印象を受けました。

それでは平成２８年第２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、平成２８年第１回定例会の会議録が事務局からあらかじめ配布され確認いただいている

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 ―

それでは、平成２８年第１回定例会の議事録は承認いただきました。後ほど賀川委員と辻
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教育長

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。

それでは次第に従いまして、「１ 報告」をお願いします。始めに、教育長から報告をお

願いします。

皆様こんにちは。委員の皆様には、小中学校の訪問を２月２３日に実施いただきありがと

うございました。学校訪問の場において多くの意見・質問をいただきましたが、さらにお気

づきの点がございましたら事務局までお願いします。

２月２４日付の新聞に漢字の字体の許容範囲が広がるという記事がありました。例えば

「保」の字ですが、つくりの部分が「口」と「木」で構成されていますが、この「木」の部

分がカタカナの「ホ」のようになっているものや、「木」の２画目がはねているものについ

ても許容されるとのことです。また、「天」は通常上が長く下が短いのですが、下が長くて

も許容されます。今後、この件に関する報告がなされるとのことです。子ども達は小学校で

最初に漢字を習いますが、字体の許容範囲が広がることを教えられた場合に、どのように感

じるだろうということを考えています。先日、書教育研究に関わる教師と面談する機会があ

り、この件をどのように捉えているかを尋ねました。児童に対しては標準字形を教え、その

後許容の範囲を教えることになるのではないかとのことでした。漢字の書き順、書き方、形

といったものは「五體字類」にまとめられています。「篆・隷・楷・行・草」の５書体が採

り上げられており、その中には、はらう場所がとめてあるものや、「天」という字で下が長

いのもありますし、またパソコン等で表示される文字もかなり標準の字体と違うものがあり

ます。けれども、ひらがなは漢字を語源としていますので、元の漢字の姿というものが大事

であり、字によってははねが必要なものもあります。正しい文字を標準の形として学び、時

と場合によって許容範囲の中で使っていく、そのように子どもたちに教えていきたいと、個

人的には思います。

前回の教育委員会以降の主な事業について報告します。２月１日には、滋賀県教育委員会

特別支援教育室からの訪問があり、次年度の特別支援学級の新設、存続、増設申請に関する

聞き取りが行われました。その場において、通級指導教室の小学校、中学校に各１教室の新

設を要望しました。また、特別支援学級の申請件数については、小学校が８教室、中学校が

２教室で、内訳は小学校の新設が３学級、存続が５学級、中学校は存続が２学級です。今後、

子どもの転入・転出を見極めながら、県教育委員会に報告をしなければなりません。その中

で問題となるのが、丁寧な就学指導した結果、入学時から特別支援学級の対象との答申が出

ているにもかかわらず、保護者、家族の思いとして通常学級に通わせたいというケースや、

特別支援学級に在籍することは世間体にも困るということで答申を拒否されるケースがあ

ります。このような状況では、情緒障害のように二次障害も出てくる場合もあり、学力の定

着も図れず、途中から通常学級から特別支援学級に在籍異動する場合があります。このよう

な場合は、学級数の増は非常に厳しくなります。また、小学校で通常学級であった児童が、

中学校での授業についていくのが難しく、中学校から特別支援学級に入室というケースもあ

りますので、就学相談の困難な状況が多くあることを県教委との聞き取りの中で説明しまし

た。

２月６日には、市内中学校９校の生徒会の代表を集め、中学校生徒会交流会を開催しまし

た。交流会では、各学校における生徒会活動の報告や、ネットトラブルの意見交換会を行い
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ました。本日の配布の「学校教育課だより」に交流会の内容を記載してあります。その中で、

生徒からは「学校生活が充実したものになれば、心も安定し、トラブルになる原因も少なく

なることを生徒会から伝えていきたい」、「学校が楽しければ、いじめも無くなるのではな

いか」という発言がありました。これは、教員の子どもへの関わり方でも言えることであり、

いかに授業を魅力あるものにしていくか、教師の授業力が大事であると感じました。

２月１２日には、滋賀県都市教育長・教育部長合同会議が近江八幡市で行われました。次

年度の役員等の決定があり、その後、「平成２９年度文教に関わる国の施策並びに予算につ

いての陳情案」の作成を行いました。本市からは日本遺産認定に伴う交付金制度の充実と期

間延長について要望をしました。各市からの要望を取りまとめ、国への陳情文案を作成する

ことになっています。また会議では、県教育委員会学校支援課から滋賀の目指す特別支援教

育ビジョン案が作成されましたので、その説明がありました。次年度の滋賀県都市教育長会

の会長は栗東市で森本教育長、副会長は甲賀市で山本教育長になります。本市は１０月２７

日・２８日に奈良県大和高田市で開催される近畿教育長会研究協議会において、事例発表が

担当となります。

２月１７日には、東近江市青少年問題協議会を開催させていただき、辻委員にご出席いた

だきました。青少年の健やかな成長を目指した地域活動というテーマで、生涯学習課の東條

指導主事から話題提起をしました。昨年は児童生徒のスマートフォンの実態について報告し

ましたが、今年度は地域活動の状況として学校支援地域本部事業等の報告を行いました。特

に戸嶋議員からは学校支援地域本部事業の拡大には、その地域の特性に応じた工夫が必要で

あるという意見がありました。また委員の中からは、通学合宿のように、すべて用意した場

所で子どもを客として迎えるのではなく、子ども自身に参画させ、大人は子どもの自立への

手助けを行うことが必要であるという話もありました。また、自分の住んでいる地域をしっ

かりと知る必要があり、歴史、文化、人、地域との繋がりをつくっていくことが大事で、そ

の中で学校、家庭、地域それぞれの役割を認識し、当事者が役割意識を持たなければいけな

いという意見もありました。そのことから、現在進めている幼小中連携推進事業をより一層

推進していく必要があり、学校長にはどのように子ども達を育てていくかを地域と共有して

欲しいと伝えました。

３月２２日には、いじめ問題対策連絡協議会を開催しました。担当からは１月現在でのい

じめ件数について報告を行いました。会議では、連携をキーワードに、いじめ撲滅取組の事

例報告がありました。東近江警察署の大村生活安全課長からは、いじめは基本的に学校の対

応となること、保護者の権利意識が大きく変わってきている中で、賠償責任、訴訟等になる

ケースにおいても、学校内のことを事件化することは基本的には考えていないとのことでし

た。事件化はしないが、学校との連携は強化し、いじめ等の事象が重篤化しないように動く

とのことです。これは、年に３回ほど学校長と教育委員会、東近江警察署が連携会議を開い

ている中で、うまく繋がりができてきた結果が表れているものと感じています。また、生涯

学習担当の清水管理監からは、本市のスマートフォンの使用に関する取組、ぬくもりメッセ

ージ２０１５の取組状況、東近江やまの子キャンプにおける子どもたちの成長について、生

涯学習、社会教育の視点からの報告を行いました。現時点で、重大ないじめ事案は発生して

はいませんが、学校問題対策支援室には現段階で１，０００件を超える相談件数がある状況

となっています。

校長会議での指示事項を報告します。２月２日・３日に臨時校長会を開催しました。新聞
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委員長

各委員

委員長

教育部長

委員長

こども未来部

長

報道等でありましたが、教科書発行会社による教師の謝礼金受取問題に関わる自己点検、検

証結果等が出され、それを受けて各校への指導を行うために開催しました。教科書採択に関

わる公務員としてのコンプライアンスをしっかりと持つように指示しました。また、第３回

人事訪問も終わっておりましたので、学級編制に伴う児童生徒の数、特別支援学級に関する

ことについては、随時教育委員会に報告するように伝えました。また、教職員組合員との話

し合の中で、教職員の超過勤務の縮減の要求が出ていましたので、健康管理、交通事故防止、

体調管理も含めての超過勤務是正の取組を積極的に進めて欲しいと伝えました。平成２８年

度当初予算に関しては、特に幼小中連携推進事業をより進めていくこと、特に学校支援地域

本部事業は地域学校協働本部へと変わりますので、制度を見据えて取り組んでいく必要があ

ることを伝えました。

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

― 意見・質問なし ―

質問がないようですので、続きまして教育部長から報告をお願いします。

平成２８年度当初予算の概要について説明します。当初予算総額は約５１６億円の規模と

なり、平成２７年度対比で２４億円の増となっています。そのうち教育費のついては、６５

億１，１１１万５千円で、前年度対比２２億５，５９５万８千円の減額です。この減額の要

因は、学校大規模改修を国の内示に応じて補正予算で対応すること、コミュニティセンター

２施設の新築・耐震補強工事の完了、コミュニティセンター維持管理費の総務部への移管、

近江商人博物館の改修事業完了、社会体育２施設の耐震工事完了等によるものです。幼稚園

費を除く４９億３２万６千円が教育部としての予算規模となります。

平成２７年度学校施設環境改善交付金事業に関しては、能登川北小学校トイレ改修、湖東

第二小学校２期工事、朝桜中学校２期工事について、２月１８日付けで国の内定通知がある

と県から連絡を受け、現在交付申請中です。

平成２８年度の教育部の主な事業は以下のとおりです。日本遺産を核とした地域資源活用

活性化事業に観光物産課及び歴史文化振興課が連携して取り組みます。図書館では湖東図書

館の空調整備の更新を行います。社会体育施設では、トイレの環境改善について今年度から

計画的に取り組みます。学校施設整備は、玉緒小学校の体育館・プール改築、御園小学校の

校舎増築を行います。学校教育関係では幼小中連携推進の拡充、学力向上支援事業、外国人

児童・生徒等教育支援、小学校外国語指導助手の増員等充実に努めていきます。

ありがとうございました。続いて、こども未来部長から報告をお願いします。

本市の平成２８年度当初予算は、中心市街地の活性化、定住移住の推進、子育て支援に力

点をおき、人口減少社会、ひと・まち・しごと総合戦略に対応したものとしています。

こども未来部としては、子どもを産み育てやすい環境を整え、出生率や子育て世帯の増加

を進める施策を数多く盛り込んだところです。①子育て世帯への経済的支援、②孤立するこ

となく子育ての相談などに応じられる体制整備、③保護者が働き続けられる環境整備、これ
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委員長

賀川委員

こども未来部

長

委員長

委員

委員長

各課課長

委員長

賀川委員

らを整えるべき３つの柱と捉え、新たな施策を構築しました。乳児おむつ等支給事業は、略

称で「おむつ宅配便」といいますが、１歳未満の乳児のいる家庭に、毎月１，５００円相当

の紙おむつを宅配し、経済的支援とともに宅配員による子育て家庭の見守りを行うもので

す。宅配員は一定の知識と子育て経験を持った方を想定しており、保護者と対面でオムツを

渡していただき、その時に子育ての相談に応じるなど見守りに繋げたいと考えています。次

に、第３子以降の無償化についてですが、従来の制度では兄姉の年齢で制限がありましたが、

この年齢制限を無くし、兄姉の年齢に関わらす第３子以降の保育料を所得に応じ減額しま

す。世帯収入額が４７０万円未満を無料に、４７０万円以上を半額に軽減するものです。こ

の施策による保育料負担軽減額の総額は、約６,７００万円となり、昨年から実施している

保育料を国の公定価格の７割程度まで引き下げる措置を含めると、従前の保育料に比べ約１

億５千万円程度の軽減を行うことになります。

子育て環境整備については、施設整備に約２２億円を投じ、乳幼児施設をはじめ、早期に

待機児童を解消し、保護者が働き続けやすい環境を整えることを目指します。家庭児童相談

システム導入については、児童虐待等のリスクを抱える家庭や児童からの通報、相談に素早

く的確に対応するため、情報管理を行うシステムを導入するものです。

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

か。

「おむつ宅配便」についてですが、委託する宅配員はどのような方で、どのように宅配を

行うのか、また何人程度に依頼する予定をしていますか。

従来から宅配を行っている事業者に委託を行いたいと考えています。事業者に対しては、

事業の実施に適した人材を配置していただきます。市内において、１年間に産まれる子ども

の数は約１，０００人となりますので、１，０００件の配達に対応できる人員を事業者で確

保いただきます。事業者には宅配の委託料をお支払いし、おむつは１，５００円相当のパッ

ケージを用意し、利用者にその中から申し込む方法を想定しています。

他に、質問・意見はございませんか。

― 意見・質問なし ―

続きまして「２ 報告事項」に移ります。まずは、福祉教育こども常任委員会報告案件に

ついて、各課から順に報告をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問ありませんか。

コミュニティセンター業務の一部移管に関して、生涯学習課からまちづくり協働課への事

務移管後の事務所管一覧表が資料にあります。各課からのコミュニセンターへの依頼事務に
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管理監（生涯

学習担当）

谷川委員長職

務代理者

管理監（国体

担当）

谷川委員長職

務代理者

学校施設課長

辻委員

幼児施設課長

辻委員

幼児施設課長

委員長

こども未来部

管理監

ついては、どちらの課が事務を所管するのでしょうか。

市からのコミュニティセンターへの依頼事務に関しましては、市役所内の様々な課から依

頼を行い、コミュニティセンターが各種事業を行っております。生涯学習課、まちづくり協

働課以外にも総務課や、福祉担当部署等から直接事務を依頼することがありますので、資料

では所管課の記載はありません。市各担当課からの依頼事務に関しては、依頼した課が責任

を持つことになります。

「みすまの館」の空調設備の一部改修についてですが、会議室等の各部屋の空調について

は、埋め込み式ではなく個別空調を導入するのでしょうか。

改修の具体的な内容につきましては、不具合が出ているホール空調の改修が主な事業で

す。各会議室の空調改修については埋め込み式とするのか、個別空調とするのかを含めて、

今後検討をしていきたいと思います。

湖東第二小学校の大規模改修工事については、以前の教育委員会で担当課から体育館の工

事は卒業式等の行事に支障が出ないように２月末までに終える工程で行うとの説明でした。

既に工事は完了し、体育館は利用できる状態でしょうか。

体育館に関しては、工事は完了し、利用できる状態になっております。

能登川病児保育所整備工事設計業務が新年度予算にあげられていますが、新たに病児保育

所を建設するのでしょうか。

現在、愛東病児保育所の整備を進めていますが、新たに能登川地区に整備を行います。新

たに建物を建てるのではなく、能登川保健センターの一部を改修し、病児保育所の新設を計

画しています。

能登川病児保育所の資料には、子育て支援センター含むと記載されていますが、どういう

ことでしょうか。

現在の子育て支援センターは、能登川保健センターの玄関右側にパーテーションで仕切ら

れた一角で運営しています。現在の場所では手狭ですので、広い場所を確保して運営するこ

とを含めて現在検討しています。能登川病児保育所の新設時に、子育て支援センターを含め

て、保健センター改修に係る設計管理料としています。

幼稚園教諭免許、保育士資格取得に係る補助金額は一人あたり１万円となっていますが、

免許取得にかかる個人負担を含めた費用はどの程度になります。

資格取得のための講座を全て完了するまでに、約１０万円が必要になります。
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辻委員

こども未来部

管理監

委員長

教育総務課長

委員長

各委員

委員長

各課課長

委員長

各委員

委員長

谷川委員長職

務代理者

学校給食セン

ター長

谷川委員長職

務代理者

幼稚園教諭免許取得と保育士資格取得では、時間や費用は変わるのでしょうか。

受講内容は各資格では違いますが、８単位の取得が必要になります。びわこ学院大学にお

いて、業務に支障の出ない範囲で講義を受けられるように、２年間講座を設定していただい

ています。

ほかに質問が無ければ、続きまして、３月議会上程議案であります「教育委員会委員の議

会の任命同意を求めることについて」担当から報告をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご質問ご意見はありません

― 意見・質問等なし ―

報告事項は以上になります。

続きまして「３ その他」に移ります。各課から報告をお願いします。

学校教育課・・・学校教育課だより

教育研究所・・・研究所だより、教育研究所表彰について

生涯学習課・・・報告事項

歴史文化振興課 博物館Ｇｒ・・・報告事項、中路融人記念館開館セレモニー

図書館・・・報告事項

スポーツ課・・・滋賀学園高等学校甲子園出場激励会、国体出場選手の教育委員会表彰

各課からの報告について、ご意見ご質問ございませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

全ての議案、協議、報告が終了しました。全体を通してご意見・ご質問はありませんでし

ょうか。

長浜市が来年９月から、小学校の給食費を無償化するという記事が本日の新聞に掲載され

ていましたが、担当課はどのように考えますか。

子育て支援においては注目される施策だと思います。仮に本市で小学校給食の無償化を実

施するとなると、年間５億７，０００万円程度の財源が必要となります。財源の話だけでは

ないですが、他市の状況も踏まえて検討課題としたいと考えています。

長浜市が給食費を無償化するのであれば、本市でも同じように給食を無償にできるのでな

いか、給食費を払う必要があるのかといった意見が保護者からも出てくることを危惧してい
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学校給食セン

ター長

委員長

教育部長

学校教育課参

事

委員長

教育長

委員長

各委員

委員長

事務局

委員長

ます。

学校給食法においては、給食に係る費用は保護者が負担しなければならないとされていま

す。長浜市でも法律を踏まえたうえで、あえて政策の観点から給食の無償化に踏み切ったも

のと解釈しています。

永源寺地区で開催された民生委員会議において、学校や園の敷地内の除雪についての質問

がありました。ボランティアで除雪を行っている場合や、土木事業者に協力をお願いしてい

る場合など学校によって対応が違います。降雪時の除雪については教育委員会としてルール

を定めているのでしょうか。特に給食配送においては、給食の受け入れまでに除雪を行わな

ければならず、どのように対応しているのでしょうか。

給食の配送に関して、山上小学校や愛東北小学校において積雪時に苦慮している状況は把

握しています。積雪が多い場合には教育委員会から人的支援を行うことを段取りしていま

す。

両小学校とも、今年の積雪時には地元住民の協力を得て給食を受け入れることができまし

た。学校施設内における除雪に関する統一したルールはありませんが、各学校において学校

長から地域の方、ＰＴＡ等にボランティアとしてお願いし、除雪を行っている状況です。

永源寺地区は除雪機械を所有している土木事業者が多く協力を得られていますが、他地区

で大雪になった場合に、給食の受け入れが困難になる事象が発生するのではないかという意

見がありました。

私が能登川北小学校で校長を務めていた当時は、福堂町自治会に除雪の依頼を行いまし

た。町教育委員会に依頼文書の作成をお願いし、校長が地元自治会長に直接お願いにいった

ことがあります。

雪の影響によって、給食の配送に支障がないよう留意いただきたいと思います。

他にご意見ご質問はありませんでしょうか。

― 意見・質問等なし －

なければ、次回の定例会については３月２２日午後２時から市役所東庁舎東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、平成２８年４月の教育委員会は４月２８日午後２時から市役所本庁舎３０２会議室

で開催しますのでよろしくお願いします。それでは、最後に連絡事項よろしくお願いします。

― 当面の日程についての説明 ―

では、以上をもちまして平成２８年第２回教育委員会定例会を終了させていただきます。
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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５５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


