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 平成２６年３月長浜市教育委員会定例会 会議録 

 

 

Ⅰ．開催事項 

１．開催日時 

  平成２６年３月２７日（木） 午後４時００分～午後５時４０分 

 

２．開催場所 

  教育委員会室（長浜市内保町2490-1 長浜市役所浅井支所２階） 

 

３．出席委員 

  委 員 長   松嶋孝雄 

  委員（委員長職務代理者）  前田敏一 

  委  員   桐山惠行 

  委  員   井関真弓 

  委  員   北川貢造（教育長） 

 

４．欠席委員 

   なし 

 

５．出席事務局職員 

   部長                中井正彦 

   理事                勝木俊次 

理事兼教育総務課長         福井清和 

教育指導課長             杉本義明 

すこやか教育推進課長        平尾真弓 

幼児課長              小川尚久 

生涯学習・文化スポーツ課長     岩坪健一 

文化財保護センター所長       森口訓男 

長浜城歴史博物館長         片山勝 

教育センター所長          勝城弘志 

長浜図書館長            山内博司 

長浜学校給食センター所長      山田隆司 

教育総務課副参事          伊吹定浩 

教育総務課主査           隼瀬愛 
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６．傍聴者 

   ２名 

 

Ⅱ．会議次第 

１．開 会 

２．議 事 

日程第１ 会議録署名委員指名 

日程第２ 会議録の承認 

       ２月定例会・３月臨時会 

 日程第３ 教育長の報告 

 日程第４ 議案審議 

  議案第６号 長浜市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

  議案第７号 長浜市青少年問題協議会規則の一部改正について 

議案第８号 長浜市立学校給食調理等業務委託業者選定委員会規則の廃止につ

いて 

  議案第９号 長浜市学校給食調理等業務プロポーザル選定委員会設置要綱の制

定について 

  議案第 10 号 長浜市立小中学校における医療的ケア実施要綱の制定について 

  議案第 11 号 長浜市社会教育委員の委嘱について 

  議案第 12 号 長浜市スポーツ推進委員の委嘱について 

  議案第 13 号 長浜市指定文化財の指定について 

  議案第 14 号 平成 26 年度教育行政方針及び長浜市教育振興基本計画実施プラン

について 

  議案第 15 号 教育委員会の所属職員の任免について 

 日程第５ 協議・報告事項 

  （１）長浜市民間認可保育所運営補助金交付要綱、長浜市すくすく子育て支援事

業補助金交付要綱及び長浜市児童福祉施設整備等資金融資要綱の一部改

正について 

  （２）長浜市学校図書館司書設置要綱について 

  （３）平成 26 年長浜市議会第 1 回定例会質問答弁要旨について 

  （４）学期末報告について 

  （５）長浜市スポーツ推進計画について 

  （６）長浜市子ども読書活動推進計画（第 2 次）について 

 日程第６ その他 

３．閉 会 

 

Ⅲ．議事の大要 

１．開 会 
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委員長からあいさつの後、開会宣言があった。 

 

２. 会議録署名委員指名 

桐山惠行委員、井関真弓委員 

 

３. 会議録の承認 

２月定例会・３月臨時会    

特に指摘事項はなく、２月定例会及び３月臨時会会議録は承認された。 

 

４．教育長の報告 

教育長：４点報告いたします。１点目は、市議会３月定例会が本日閉会となり、教

育委員会関連の来年度の事業費、補正予算等々につきましては全てご承認いただ

きました。また、松嶋委員、前田委員が教育委員の任期が満了となり、市長から

本日、新しく西橋義仁様、川口直様の議会への承認提案があり全員一致で承認さ

れました。 

２点目は、校園の閉校園につきまして、今年度当初から進めてきました速水幼稚

園と朝日幼稚園が４月より統合し湖北幼稚園となります。21日にそれぞれの幼稚

園で閉園式が行われました。また、上草野小学校と下草野小学校が統合し、浅井

小学校として４月１日より新設開校しますので、下草野小学校の閉校式が３月20

日、上草野小学校の閉校式が３月23日に行われました。４校園ともに長い間その

地域に根付き、地域の皆さんのご支援のもと、これまで保育、教育を行ってきた

施設ですので、色々な想いがあるだろうと思いますが、当初より地域の皆様から

これからの子どもたちの教育環境という点でご理解をいただき、大変スムーズに

進んできました。そのことがこの地域を挙げた閉校園式にも表れており、２つの

園につきましてはおよそ40年、上草野小学校においては140年、下草野小学校は

139年という歴史を感じるような素晴らしい閉校園式を行っていただきました。

新しい園、新しい小学校にその地域の力を反映していただけるに違いないと確信

を持って終えることができたと考えております。 

３点目に、長浜の未来を拓く教育検討委員会が終了いたしました。もともとこの

委員会は平成23年度に湖北の高校再編について検討するために立ち上げられた

ものであり、これからの湖北、日本を担う高校生を育てる高校教育はどうあるべ

きかという、そのような基本的なところから２年間にわたって審議をされました。

それが昨年度終了し、25年度についてはこれを就学前の子どもたち、小中の子ど

もたちの子育て子育ちについてもう１年基本的なことから考えようということ

で、１年間委員の皆さんで議論いただき、最終的には長浜子育て宣言、長浜子ど

もの誓いという形で結実いたしました。それを市民の皆さんに公にする場所とし

て、21日に教育フォーラムが浅井文化ホールで行われました。370人の参加があ

り、盛会に終わることができました。この２つの長浜市子育て宣言、長浜子ども
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の誓いをもう一度市民の皆様にご意見を聞きながら、広く市民の皆様と一緒にな

って育てていくことが来年度の大きな課題と考えております。 

４点目ですが、年度末の人事異動に関わりまして、24日に小中の一般内示、25

日に管理職内示、26日に就学前保幼認定こども園の内示を行いました。全ての先

生方の希望をしっかりと聞きながら、各校園長の経営方針を踏まえ、なおかつ全

市的立場で教育委員会が責任を持って内示をさせていただきました。大過なくご

了解いただき、来年度に向けて出発できることとなりました。以上です。 

 

 

５．議案審議 

委員長より、本日の会議に諮る予定の議案第１５号については、人事に関する案

件であることから、当議案については、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１３条第６項の規定に基づき、非公開としたい旨の発議があり、出席委員全

員一致で議決された。 

   

議案第６号 長浜市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

 委員長は事務局へ説明を求め、教育総務課長から資料に基づき説明があった。 

   各委員とも異議なしということで、原案どおり可決された。 

 

議案第７号 長浜市青少年問題協議会規則の一部改正について 

 委員長は事務局へ説明を求め、教育指導課長から資料に基づき説明があった。 

各委員とも異議なしということで、原案どおり可決された。 

 

議案第８号 長浜市立学校給食調理等業務委託業者選定委員会規則の廃止につい 

      て 

 委員長は事務局へ説明を求め、すこやか教育推進課長から資料に基づき説明が

あった。 

   各委員とも異議なしということで、原案どおり可決された。 

 

 議案第９号 長浜市学校給食調理等業務プロポーザル選定委員会設置要綱の制定 

について 

 委員長は事務局へ説明を求め、すこやか教育推進課長から資料に基づき説明が

あった。 

   各委員とも異議なしということで、原案どおり可決された。 

 

 議案第10号 長浜市立小中学校における医療的ケア実施要綱の制定について 

 委員長は事務局へ説明を求め、教育指導課長から資料に基づき説明があった。 

   各委員とも異議なしということで、原案どおり可決された。 
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 議案第11号 長浜市社会教育委員の委嘱について 

 委員長は事務局へ説明を求め、生涯学習・文化スポーツ課長から資料に基づき

説明があった。 

   各委員とも異議なしということで、原案どおり可決された。 

 

 議案第12号 長浜市スポーツ推進委員の委嘱について 

委員長は事務局へ説明を求め、生涯学習・文化スポーツ課長から資料に基づき

説明があった。 

 各委員とも異議なしということで、原案どおり可決された。 

 

 議案第13号 長浜市指定文化財の指定について 

委員長は事務局へ説明を求め、文化財保護センター所長から資料に基づき説明

があった。 

   各委員とも異議なしということで、原案どおり可決された。 

 

 議案第14号 平成26年度教育行政方針及び長浜市教育振興基本計画実施プランに

ついて 

委員長は事務局へ説明を求め、それぞれ担当課から資料に基づき説明があった。 

 主な質疑応答等は次のとおり。 

桐山委員：すこやか教育推進課の重点目標である学校環境整備事業の中に校務用パ

ソコンＯＳの更新とあるが、WindowsXP関係なのか。 

すこやか教育推進課長：WindowsXPの入れ替えはまだできませんので、サポートを

強化し順次入れ替えを進めていくつもりをしています。一度に全部を入れ替え

ることはできませんので、計画的に更新していきます。 

桐山委員：新聞等では入れ替えをしないとサポート面やセキュリティ面で問題があ

ると言われているが、サポート強化の対応で本当に大丈夫なのか。 

すこやか教育推進課長：今のところサポート機能を充実させることで安全性に問題

がないようにしておりますので、心配ないとみております。 

桐山委員：14小学校、７中学校で更新を行うとしているが、全小中学校の半分を来

年度更新し、次年度で残りの半分を更新するということか。 

すこやか教育推進課長：３年計画で更新する予定をしています。まず、年度の古い

パソコンから順に入れ替えを行っておりますので、年度によって学校数が違っ

てきます。 

松嶋委員長：すでにXPを使っていないところがあるのか。 

すこやか教育推進課長：はい、あります。しかし、ほとんどがXPを使用しています。 

北川委員：整備事業については整備計画がありますね。 

すこやか教育推進課長：教育環境整備事業の中には、校務用のパソコンと教育用の
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パソコンの更新があり、教育用のパソコンも整備を進めており、センターサー

バに順次繋いでいくという計画をしております。 

北川委員：新年度が始まりましたら、教育委員会で基本計画を説明してください。

ネットワーク整備事業はきちんと行えば非常に有効で、計画性を持って行うこ

とが大事だと思います。 

すこやか教育推進課長：はい。順次センターサーバに統一し、各学校の様々な情報

を共有できるように計画をしており、学校事務共同実施組織においても有効的

な活用方法について検討していただいているところです。 

  その他意見はなく、各委員とも異議なしということで、原案どおり可決された。 

 

議案第15号 教育委員会の所属職員の任免について（非公開） 

 

 

６．協議・報告事項 

（１）「長浜市民間認可保育所運営補助金交付要綱、長浜市すくすく子育て支援事

業補助金交付要綱及び長浜市児童福祉施設整備等資金融資要綱の一部改正につ

いて」幼児課長から資料に基づき説明があった。 

 

（２）「長浜市学校図書館司書設置要綱について」教育指導課長から資料に基づき

説明があった。 

 主な質疑応答等は次のとおり。 

北川委員：配置の予定している学校はどこか。 

教育指導課長：長浜小学校、湯田小学校、高月小学校に配置を予定しています。 

井関委員：この３校をベースとして他の学校も回っていただけるということか。 

教育指導課長：この３校を拠点として拡がりをもたせるように展開をしていきたい

と考えていますが、業務の内容が安定するまで３人で協力をし、協議会を持ちな

がら進めていく予定をしています。 

井関委員：拡がりというのは、例えば長浜小学校に配置された職員が近隣の長浜北

小学校に週に何度か行くなどするということか。 

教育指導課長：雇用日数である年間150日という中で、周辺の学校にも行っていた

だくことも考えています。 

井関委員：読書活動の推進に本当に期待しており、３名の方が連携しながら進めて

いただけることは大切であると思うが、これまで学校に長年来ていただいている

読書ボランティアと連携をしながら更なる推進を図っていただきたい。 

教育指導課長：事務局からもボランティアの方と協力して推進していくよう伝えて

いきます。 

北川委員：学校図書館司書の配置につきましては、長浜市は極端に遅れている分野

であり、全国的には47%、県下においても26%が配置されていますが、長浜市は
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これまで配置されていませんでした。全国の50%近い数字を見ますと、学校教育

の中で読書教育や図書館教育、それを担う専門職が必要であることは定着してい

るのではないかと思います。来年度につきましては、３校の校長にこのあたりを

認識していただき、いかに学校図書館司書が学校教育において重要かということ

がはっきりするようような取組みをお願いしていきたいと考えていますので、井

関委員のおっしゃったようなまわりの学校を巡回するような取組みというのは、

もう少しあとの段階になるかと思います。たくさん入っていただいている読書ボ

ランティアの方たちとの連携をどのように行っていくかについては、それぞれ学

校長がどのように位置づけていくかにかかっているところだと思いますので、事

務局からもそのあたりの指導を行い、力を発揮していただけるようしていきたい

と思います。翌年度以降更に人数を増やしていけるかはまだわかりませんが、で

きることであれば全学校に配置していきたいと考えています。 

 

（３）「平成26年長浜市議会第1回定例会質問答弁要旨について」北川教育長より報

告があった。 

 

（４）「学期末報告について」教育指導課長、幼児課長から資料に基づき説明があ

った。 

北川委員：長浜市における問題行動の状況を見ていただくとお分かりいただけます

ように、小学校、中学校ともに長浜市は県や全国と比較しても問題行動の発生件

数は非常に低く、分析はしておりませんが地域が安定していることを表している

のではないかと思います。いじめについても同様に非常に少ない件数であります

が、その一方で不登校児童生徒の状況については若干多い傾向にあり、分析や対

策はしているものの一向に減っていかず簡単にはいかない部分があります。また、

事務局や学校も共通認識していますが、全国的にいじめの認知件数が上がってお

り、基本法や、まだ全ての学校に整備できていませんが学校ごとに作る基本方針

を定める中で、早期発見、早期対応の力が育ってきたことが、このような数字と

なって出てきていると思っています。この部分につきましてはプラスの方向で評

価していいと思っています。しかし、今年度、小中学校合わせていじめ認知件数

が30件を超えると予想され、いじめそのものが起こらない学校の風土や土壌がま

だできていないと考えられますので、どのようにしたらそのような土壌をつくっ

ていけるのかがこれからの課題ではないかと思っています。先ほど事務局組織の

一部改正の中で、教育改革推進室の設置について説明がありましたが、教育の主

要な問題のひとつであるいじめ問題について、いじめを生みださない、芽の段階

で子どもたちの中で克服していけるような学校づくりには何が必要なのか、この

あたりを来年度から室を中心に、学校の教員と一緒になって考えていきたいと思

います。早期発見、早期対応の一方でいじめを生まない学校、学級づくり、その

ような環境、土壌をどうつくっていくかが課題だと思っています。 
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井関委員：それぞれの園が安心安全を心掛けて先生方が日々教育や保育をされてい

ると思うが、各園多くて4,5％くらいであるけがの報告件数が六荘認定こども園

だけがおよそ13%くらいと突出しているのはなぜか。 

幼児課長：園によってけがに対する報告の取扱い基準が違うこともあり、次年度以

降取扱基準を統一していきたいと思います。 

 

（５）「長浜市スポーツ推進計画について」生涯学習・文化スポーツ課長から資料

に基づき説明があった。 

 

（６）「長浜市子ども読書活動推進計画（第2次）について」長浜図書館長から資料

に基づき説明があった。 

 

７．その他 

 （１）教育委員の選任について 

   教育総務課長から口頭で報告があった。 

 （２）退任する教育委員について 

   教育長から退任する松嶋委員長、前田委員長職務代理者へお礼のあいさつがあ

った。 

   松嶋委員長、前田委員長職務代理者から退任のあいさつがあった。 

 

８．閉会 

委員長から、本日の委員会会議が全て終了した旨の発言があり、閉会の宣言があ

った。 

 


