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      令和４年第 10 回守山市教育委員会(定例会)会議録 

 

 

○ 日  時  令和４年９月 28 日（水） 

開会時刻 午後１時 30 分 

閉会時刻 午後３時５分 

 

○ 場  所  守山市役所 東棟３階大会議室 

 

○ 出席委員等   教育長 向 坂 正 佳 

          委 員 岩 下 絹穗子  委 員 福 田 正 悟 

委 員 𠮷 田 郁 雄  委 員 里 内   緑 

 

○ 説 明 員 

  教育部長        嶋 本  昭     教育部理事       筈 井  亨 

教育部次長       川上 かよ子       教育部次長         林   龍 史 

  教育部次長       植 村 俊 之     教育総務課長        武田 夕希子 

学校教育課長      寺 井 信 義      保育幼稚園課長        髙 田 利 則 

  社会教育・文化振興課 宮 下 茂 久    文化財保護課長     池 内 秀 明 
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 （開会：午後１時 30 分） 

教育長  只今定足数に達しておりますから、これより「令和４年第 10 回教育

委員会定例会」を開会します。 

  

なお、本日、傍聴者はおられないことを報告いたします。 

 本日の会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、案件に関

係する職員のみの出席とさせていただいておりますのでご了承願いま

す。それではこれより、本日の議事日程により進めます。 

 

教育長  まず、日程第１、「令和４年第９回教育委員会定例会会議録の承認に

ついて」、ご意見等はありませんか。 

 

各委員 【委員の意見・質問なし】 

 

教育長  ないようでありますので、令和４年第９回教育委員会定例会の会議録

は、異議がないものとして、承認いたします。 

 

教育長  次に、日程第２「教育長の業務報告」をいたします。 

【教育長 業務報告】 

 

 只今の業務報告につきまして、ご質問等はございませんか。 

 ないようでありますので、これで｢教育長の業務報告｣を終わります。 

 

教育長  これより、日程第３「審議事項」に入ります。 

 まず、議第 27 号「令和４年度守山市一般会計補正予算(第７号)のう

ち教育委員会所管の予算案に係る教育長の臨時代理の承認について」の

件を議題と致します。 

 議件について、教育総務課長から提出議案の説明を求めます。 

 

教育総務課長 【教育総務課長が資料により説明】 

 

教育長  只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 

𠮷田委員  今回、小学校の特別教室への空調設備整備の補正予算を提案していた

だき、ありがとうございました。以前の定例会においても何とかこの猛
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暑を子どもたちのためにということで、お話させていただきましたが、

早速検討いただいて、提案いただき、上程していただいたということで、

これはおそらく可決されると思いますが、来年の夏といわず冬場もどう

なるか分かりませんので、有効に活用いただけたらと思います。ありが

とうございました。 

 

教育長  他にございませんか。 

ないようでありますので、これで質疑を終わり『採決』を致します。 

お諮りします。議第 27 号については、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

 

各委員 【異議なしの声あり】 

 

教育長  ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 それでは次に、議第 28 号「小学校特別教室等空調設備整備計画の策

定について」の議題と致します。議件について、教育総務課長から提出

議案の説明を求めます。 

 

教育総務課長 【教育総務課長が資料により説明】 

 

教育長 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 

福田委員  空調の熱源について、学校によって電気とガスに分かれているのは

なぜでしょうか。 

 

教育総務課長  平成 27 年度に普通教室への空調設備整備を行い、その際に最も効率

的な空調の熱電源を採用して、それを踏襲したというものでございま

す。各学校でどちらの方が良いかを検討し選定したものを、今回の特別

教室等の空調設備の導入についても、同じ熱電源を採用しているという

ことでございます。 

 

教育長  他にございませんか。 

 

岩下委員 大規模改修が終わっている学校と物部小学校や立入が丘小学校のよ
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うに大規模改修が終わっていない学校があると思いますが、今回の空調

整備が完了したら、クーラーが効いていないのは、廊下のみということ

ですよね。 

それなら、学校の大規模改修を考える時に、大きな建物だと天井から

の建物全体を管理できるエアコンを今後導入予定なのか、各教室に設置

予定なのか、どのように考えていますか。各教室に設置となると、物部

小学校もそうですが、室外機の数が多いと感じており、ここは室外機が

置いているので通行できませんという所もすでにあります。また、改修

が終わった学校については、たくさんの室外機がある所にまた室外機が

増えるのかなど、今後、室外機の設置をどう考えておられますか。おそ

らく新庁舎も一か所で全てを管理するようなシステムになると思うの

ですが、学校はそうはなっていかないのですか。 

 

教育総務課長 将来的な話にはなりますが、テクノロジー関係は進歩しているため、

実際、これから長寿命化改修により、改修する学校もありますが、その

時々に応じて最善な方法を取っていくことになると思います。 

また、子どもに配慮しながら、整備の方は進めていきたいと考えてお

ります。 

 

教育長 新庁舎の空調システムについて、ご回答お願いします。 

 

教育部長 所管外のため、詳細は分かり兼ねますが、おそらくは小スペースで管

理できるような形かと思います。 

 

岩下委員 今、たちまちではないですが、今後 SDGs になっていくことを考えま

すと、今回はこういう形ですが、ゆくゆくは省エネも含めて、そういう

流れになればいいなというお願いも込めて、次に学校の大規模改修を実

施する場合は考えていただきたいです。 

 

教育長 他にございませんか。 

ないようでありますので、これで質疑を終わり『採決』を致しま

す。 

お諮りします。議第 28 号については、原案のとおり議決することに

ご異議ございませんか。 

各委員 【異議なしの声あり】 
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教育長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり議決することに決しました。 

それでは次に、議第 29 号「令和４年度守山市一般会計補正予算（第

８号）のうち教育委員会所管の予算案に関する意見について」の件を

議題と致します。関係課長から順次、提出議案の説明を求めます。 

 

関係課長 【関係課長が資料により説明】 

 

教育長 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 

𠮷田委員 議案説明書３ページの文化財保護費の充当元についてですが、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は何に充当してもいいの

でしょうか。 

 

文化財保護課長 今回、補正予算で要求しております交付金につきましては、国が 4 月

26 日に原油価格、物価高騰に対する総合緊急対策の決定に基づき、自

治体の判断で幅広く活用可能な１兆円の新型コロナウイルス感染症の

臨時交付金の枠が設けられましたので、今回、この交付金を活用し、充

当していくのでございます。 

 

𠮷田委員 新型コロナウイルス感染症とは、直接関係ないものでも使えるのでし

ょうか。 

 

文化財保護課長 新型コロナウイルス感染症の影響によって、原油価格、物価等の高騰

の影響を受けた方々への支援でございます。  

 

𠮷田委員 その判断は正しいのでしょうか。普通の交付金での対応ではないので

しょうか。例えば、ロシアのウクライナ侵攻が理由であれば分かります

が、新型コロナウイルス感染症によって物価が高騰したというのがあん

まり考えにくいのですが、国はこれを認めているのですか。 

 

文化財保護課長 はい。国が新たに設けた制度でございます。 

 

𠮷田委員 そうなのかもしれませんが、少し違和感を覚えます。 
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教育部長 今回の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について

は、使途が新型コロナウイルス感染症の関係と、ロシアのウクライナ侵

攻による物価高騰の関係についての２種類ございます。今、文化財保護

課長から説明しましたものについては、木材を用いて、改修される一部

費用にその補助金を交付させていただき、その補助金に充当していくと

いうことでございます。今回の新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金については、新型コロナウイルス感染症と物価高騰対策とい

う部分に当てるという２つの性質があるということをご理解いただき

たいと思います。国からはその２つの使途に充当し、活用してもよいと

聞いております。 

 

里内委員 議案説明書３ページ、歳出の教育指導費について、報酬や報償費等が

計上されております。これらは今おられるスクールソーシャルワーカー

の方々の持ち時間、勤務時間が増えるのか、新たな方を雇用される分も

あるのかということをお聞きしたいです。 

また、適応指導教室も、10 人になるから、人を増員するということで

よろしいでしょうか。 

 

学校教育課長  今、里内委員がご質問していただいた補正予算の内容について、３つ

に分けてご説明させていただきます。  

まず、１つ目のスクールソーシャルワーカーにつきましては、校区に

１名市費でお願いしておりますが、 やはり１.５倍、２倍に件数は増え

ており、対応時間が増えてきております。もう一つは、相談件数が２学

期、３学期に増える傾向がありまして、今いらっしゃるその方の必要な

時間数と実際に対応可能な時間数では少し差があり、新たな方をお願い

することは、なかなかこの時期難しいので、今いらっしゃる方に、週３

日、６時間勤務でお願いしていたのを、週３日、８時間に変更しようと

するものでございます。 

２つ目ですが、現場の先生や保護者が、専門家に相談できる予算事業

が元々あり、弁護士資格のあるスクールソーシャルワーカーの先生と社

会福祉士資格のあるスクールソーシャルワーカーであるスーパーバイ

ザーという指導的立場でいらっしゃる方の２名を中心にこれまで相談

してきておりましたが、不登校児童生徒が増加してきまして、発達や障

害などにも精通されている医師、臨床心理士につきましては、学校教育
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課にも１名おりますが、もう少し経験をお持ちで、指導的な立場にいら

っしゃる方にお願いしたいと考えております。例えば、13 小中学校の

中でも不登校児童生徒の増え方にばらつきがあるので、学校毎に一人ひ

とり子ども達を見る中で、これはこの専門家に相談すればいいのではな

いかということを検討する上では、現行の予算だと不足をきたしますの

で、今回補正予算で対応させていただこうと考えました。 

３つ目の適応指導教室についてですが、元々ケアサポートという制度

があります。これは、各小学校に６名程度おり、なおかつ、くすの木教

室に１名配置しておりますが、当初予算枠ですと、毎日出勤していただ

けないので、会計年度任用職員でもくすの木教室の専門職員を配置して

おりますが、例えば週に１回ケアサポートの方が来てくださる時は２名

対応になります。しかし、この補正予算を認めていただくことによって、

現在、開設している週４日全てで２名体制の対応が可能になります。以

上が補正予算案の内容でございます。 

 

教育長 不登校がずいぶん増えてきた経緯があり、できるだけ緊急に対策した

方がいいとのことで、新型コロナウイルス感染症が関係していることも

あり、補正予算を提案させていただいたということでございます。 

特にスクールソーシャルワーカーについては、学校教育課長が説明し

ましたとおり、この時期に経験を積まれている方を見つけにくいです

し、いったん雇用すると来年度もということになるので、なかなかこの

時期の雇用が難しいのが現状です。それでしたら、できる限り、今おら

れる方の勤務時間数を増やしていく方が効果的ですし、さらに専門的な

知識を有する医師やスクールソーシャルワーカーにさらに難しいケー

スを紐解いてもらう方がいいのではないかということで緊急に発案い

たしました。 

 

岩下委員 国からのお金の流れを教えていただきたいのですが、今回、文化財保

護費に国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 51

万３千円が充当されるということですが、国からの交付金１兆円を都道

府県に割り振って、なおかつそれを市町村に割り振って、守山市の額が

決定してから交付されるものなのでしょうか。国から 1,000 万円交付さ

れるから、それをどの事業に充当しようかと検討されるものなのか、も

しくは 51 万３千円を交付してほしいから、国に交付してくださいとお

願いするものなのかを教えていただきたいです。 
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また、適応指導教室ですが、これこそ新型コロナウイルス感染症で不

登校児童生徒が増えてることもあるので、ここに新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を当てられないのかということを教えて

いただきたいです。 

 

教育部長  国から交付される交付金ですが、人口割合などをもとに計算され、直

接守山市に交付されていきます。新型コロナウイルス感染症の影響、原

油高騰、物価高騰の影響でどういう方々に支援すべきかを考えるのは、

自治体に委ねられております。自治体ごとに、こういう方々に、こうい

う事にということで事業を組み立てた事業に充当しているということ

でございます。 

 また、先ほど学校教育課長が説明しました不登校対応の部分ですが、

こちらについては正直、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

実情がありますので、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を充当したいと要求を行いましたが、これまでにも事業を積み上げて

きており、交付金の予算枠が上限に達してしまいましたので、取り急ぎ、

一般財源で予算措置するということを市長が判断された査定結果でご

ざいます。 

ただ、あくまで予算ですので、事業執行していくと事業費が圧縮され

ていく可能性もあります。そうしましたら、交付金を充当できる可能性

もありますので、決算で見た時には新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金が充当されている可能性もあるかと思いますが、先ほど

も申し上げましたとおり、現時点での予算枠では上限に達しております

ので、一般財源で対応することに決定いたしております。 

 

𠮷田委員  報酬と報償費とはどのように区別されるのでしょうか。 

 

教育部長  どちらも源泉の対象にはなりますが、報酬は、人件費に区分されまし

て、非常勤特別職の委員の皆様にお支払いする費用を計上させていただ

いてるものでございます。 

また、報償費は、お礼的な意味合いで、例えば、講演会などに来てい

ただいた講師への講演謝礼などが該当します。 

 

𠮷田委員 その区分で間違いは起こりませんか。 

教育部長 正直、間違いは起こりますので、そのために財政課が使途の聞き取り
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をして、これなら謝礼なので報償費ですね、これなら報酬ですねという

査定をしております。なかなか慣れないうちは、少し難しいところもあ

るのが正直なところです。 

 

教育長 他にございませんか。 

ないようでありますので、これで質疑を終わり『採決』を致します。 

お諮りします。議第 29 号については、原案のとおり同意することに

ご異議ございませんか。 

 

各委員 【異議なしの声あり】 

 

教育長  ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり同意することに決しました。 

 それでは次に、議第 30 号｢令和４年度教育に関する事務の管理、執行

状況の点検および評価について｣の件を議題と致します。 

議件について、教育総務課長の提出議案の説明を求めます。 

 

教育総務課長 

 

【教育総務課長が資料により説明】 

教育長 

 

 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

岩下委員  内容ではないのですが、この報告書はどこかに提出されたりするので

しょうか。目的を教えていただけたらと思います。 

 

教育総務課長  この報告は法律と規則に基づき、年１回点検、評価をしないといけな

いということになっており、教育委員の皆様方に評価いただいて、ホー

ムページで公開をさせていただき、市民の皆様等にご覧になっていただ

くものでございます。 

 

教育長  他にございませんか。 

 

岩下委員  その評価というのは、教育委員が目を通し、チェックをして、このよ

うな評価をしたという結果が公表されるという理解でよろしいですか。 

 

教育総務課長  委員の皆様からいただいたご意見等を反映した中で、最終報告書とい
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うことで、公開をさせていただきます。 

 

岩下委員  時期はいつ頃ですか。 

 

教育総務課長  時期については、現在、ご協議いただいた内容に修正等がございまし

たら、修正を反映して確認後、公開をさせていただきます。 

 

教育長  他にございませんか。 

 

里内委員  ４ページ目の教育委員会の会議のことですが、私は昨年の 10 月から

教育委員となり、最初はこの会議の資料も印刷をして、わざわざ自宅ま

で届けてくださって、紙資料だったのが、タブレットになり、ペーパー

レス化も進み、事務処理の効率も良くなったと思うので、そのようなこ

とは、成果としてはあげられないのでしょうか。私は、とても進歩した

と思っています。 

 

教育部長  貴重なご意見ありがとうございます。実際、𠮷田委員からのご提案も

ございまして、そのように事務改善も図ったということで、最初は大変

ご不便かけたところもあるかと思うのですが、我々職員もペーパーレス

化につきましては、新庁舎の共用開始に向けまして、進めているところ

でございます。ぺーパーレス化に取り組んでいただいたというところ

は、非常に良かったと思います。また、学校現場でもできるだけ削減し

ていただくように、先日の９月守山市議会定例月会議の決算特別委員会

がございましたが、コピー機のパフォーマンスチャージ料と言いまし

て、コピーした枚数分だけ保守料を支払っておりますが、支出が抑制さ

れた効果として、費用の面でも現れておりますし、先ほど教育総務課長

も申しましたが、郵送代や、お届けする職員の時間的、労力的な部分も

削減でき、効果として現れておりますので、先ほどいただいたご意見を

参考にさせていただいて、このようなことに取り組んでこのような削減

に繋がった等については、追記をさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

岩下委員  前回も申し上げたかもしれませんが、この課題と書かれてることが、

できれば次の総合教育会議の課題とも公表されるのであれば、リンクは

していただいて、継続的な課題として、単年度の成果であるにせよ、こ
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れまでのことも踏まえて、第３期大綱へ繋がるようにお願いいたしま

す。 

 

教育長  他にございませんか。 

 

里内委員  11ページ目の情報教育の推進のところで、一人一台タブレットを子ど

もたちが持つようになり、このコロナ禍で、その時は進んでよかったと

思いましたが、もっと学校でタブレットを有効活用するためには、もち

ろん研究も進められていると思いますが、そのタブレット自体に不具合

が発生した場合は、学校で修理等することがとても難しく、フリーの先

生や教務の先生にしわ寄せが行き、大変だと聞いたことがあります。私

もＡＩドリルのことはわからないですが、やはり不具合は生じると思う

ので、不具合が生じた時に、そのような機器等に精通した人材が、学校

に１名おられたらいいなと思いますし、これから情報教育を進めていく

上での課題だと思いました。 

 

学校教育課長  里内委員がおっしゃったご意見については、議会でもご意見をいただ

いております。現状を言いますと、実際、不具合が起こることはござい

ます。現在は、学校教育課に行政職員で専門的なスキルを有する職員が

１名、教育職員で１名、この２名を中心に対応しており、それでも対応

しきれない場合は、契約しております業者に対応いただいております。

そのような現状を踏まえた上で、学校に１名、機器等に精通する人材を

配置していても、毎日機器等に不具合が生じるわけではありません。ま

た、ヘルプデスクもあり、電話ですぐに対応していただければ、現在は

職員２名体制で十分対応できていると考えておりますが、今のご意見に

ついては参考にさせていただきたいと思います。 

 

福田委員  学校から支給されていたタブレットは、卒業すると返却すると思いま

すが、その際に機器は、初期化されるとなると、今までのデータは、ど

うなるのでしょうか。 

 

教育部次長 

（学校教育課等担当） 

 今、すべての子どもたちは、ＩＤを付与しておりますので、クラウド

でファイル等で作成したものは、格納しております。自分の家庭のパソ

コンに取り込むことは可能ですので、３年間、あるいは９年間で蓄積し

た自分のデータについては、個人で持つことは可能でございます。 



12 

 

𠮷田委員  先ほど、機器等の不具合が起こるとおっしゃいましたが、そのような

ことは起こるのですか。 

 

学校教育課長  不具合にも色々ありますが、例えば、パソコンでも起こるフリーズな

どはあります。それに加えて、現在は改善されておりますが、当初は多

くの子どもが一度に使用すると速度が大変遅くなるという不具合はあ

りました。不具合は、頻繁に起こるわけではないですが、機器が古くな

ればなるほど出てきますし、それは一般のパソコンと同様です。 

 

吉田委員  頻繁に発生することはないのに、人員を配置しておく必要があるのか

なと思いました。現在なら、遠隔操作もできますし、わからない場合は、

インターネットで問い合わせもできるし、アンサーもすぐに入るし、そ

ういう方を２名も配置しておく方が人件費がもったいないのではない

かと思いました。 

 

学校教育課長  今、私が申しました２名というのは、学校教育課職員で、その業務だ

けではなく、様々な仕事を担っている中で、例えば、10の業務があるう

ちの１つが機器の不具合対応ということなので、機器の不具合専用の職

員ではおりません。 

 

𠮷田委員  機器も寿命があり、メーカーが「この部品の補充・補修はできません。」

と、本当なのかどうかわからないのですが、そう言われると、交換しな

いと仕方ないということが何年かには到来すると新型コロナウイルス

感染症対応というわけにはいかないので、次は市の財政で、その費用を

負担しなければならなくなりますが、機器の寿命は大体５年ですか。７

年ですか。 

 

学校教育課長  今、吉田委員がおっしゃった件は、他市も含めて、日本全国において、

GIGAスクール構想は全ての都道府県で進めており、同じ問題を抱えてお

りますので、先ほどおっしゃった５年契約している機器の更新に係る全

ての費用は、前回同様、国の財源で行ってもらえるよう、今、様々な県

の教育委員会が要望活動等を行っております。 

 

岩下委員  資料の16ページ目の学校給食推進の(1）小学校のところの課題につい
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て、「ウクライナの情勢や原油価格の高騰等に伴う給食食材への影響を

踏まえ、保護者負担を増やすことなく」という文言の記載があり、これ

は本当に保護者負担をもう増やさなくて可能なのかっていうのは、前

回、吉田委員もおっしゃっていたと思います。今、様々なものが値上が

りしていて、我が家にもガス代が値上げされるという通知が今日来まし

たし、この文言を記載していいのだろうかということをお聞きしたいで

す。 

２点目は、安全・安心な学校園環境の充実のところで、スクールガー

ドの方々の高齢化という課題は、どこかに記載されてあるのかいうこと

をお聞きしたいです。 

３点目は、32ページ目、埋蔵文化財センターの課題のところに、「本

市には博物館や資料館施設がないことから、埋蔵文化センターが重要」

の記載があるのですが、これは博物館や資料館施設がないというデメリ

ットをここに記載しなくてもいいのではないかと思います。これを記載

することで、では建設したらいいのではと言われる方がいらっしゃるの

ではないかと思います。それよりも埋蔵文化センターを大事に発展させ

ていく方がいいのかなと思います。 

最後に、中学校の部活については、地域への移行は課題ではないので

しょうか。 

 

教育部次長 

（学校教育課等担当） 

 給食費の保護者負担とスクールガードと中学校の部活についての３

点についてお答えさせていただきます。 

 １点目の保護者負担を増やすことなくというのは、この姿勢では望み

たいというところがございます。今回も市税を投入とあるものの、国か

らの補助、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で対応し

ております。例えば、ひまわり油が高騰している中で、ひまわり油を菜

種油に代替するなどにより、栄養価を変えることなく対応していきたい

という考えの中で、この文言は入れておいてもいいかとは考えておりま

す。ただ、物価が２倍とか３倍とか、そこまで値上がる状況下であるか

どうかわかりませんが、当然、情勢の中で考え、見直していくことが生

じてくるかとは思っております。 

２点目のスクールガードの高齢化につきましては、以前から委員の皆

さまからもおっしゃっていただいておりますが、我々も大きな課題と思

っているところです。ここに記載することでやはり市民にも現状を知っ

ていただいて、若い方も一緒にやっていただける方向に繋がるようでし
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たら、その点については、いかが対応するかについて検討させていただ

きたいと思います。 

３点目の中学校の部活についてですが、土日への移行というところで

は、まだ現時点でははっきり言い切れないところもありますので、移行

になるのか、また別の考えが示されるのかそこはまだ定まってないの

で、あえて触れないでおこうという状況でございます。 

 

文化財保護課長  岩下委員から博物館や資料館施設がないということをわざわざデメ

リットを記載する必要がないのではないかというご意見については、私

もそのように思いました。現在の財政状況も踏まえまして、本市では博

物館や資料館を建設できる状況ではとてもございません。埋蔵文化財セ

ンターでの情報発信に、これからも注力していくことが必要だと思って

おりますので、削除の方向で検討させていただきます。 

 

教育長  ご指摘ありがとうございます。他にございますか。 

 

岩下委員  給食費の値上げの件ですが、この評価が外部に公表されるのかと、先

程お聞きしたのはそのようなこともあり、保護者がこれを見られると、

都合よく解釈されるので、そのような意味で別に記載しなくてもよいの

ではないですかということでお尋ねしました。努力しますということで

よいのではないでしょうか。 

 

教育部次長 

（学校教育課等担当） 

今、おっしゃっていただきましたように、気持ちは努力しますという

ことですので、その表記の仕方については検討させていただきます。あ

りとうございます。 

 

教育長 

 

そこの部分、検討させていただきます。他にございませんか。 

里内委員 12ページ目、生徒指導・特別支援の充実の執行内容のところで、それ

ぞれ市独自の事業が記載されており、人員の加配があったということは

記載してあるのですが、最後の大規模校加配教員配置事業のところで、

なぜ河西小学校だけが１名だったのかということと、加配教員の仕事内

容や成果が個々に記載してあるのは生徒指導関係で、大規模加配につい

てはどうなのかお聞きしたいです。大規模加配の先生がどのようなこと

をされ、どのような成果があったのかも記載していただければと思いま
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す。全て生徒指導の中に含まれているのであればよいのですが、その辺

りがわかりにくいと思いました。 

 

学校教育課長 里内委員がおっしゃった大規模校加配ですが、この事業は他の事業と

比べると、いい意味で弾力的な運用ができています。元々、守山南中学

校、守山小学校の児童生徒数が多く、大規模校化を解消するという議論

が５年前ぐらいにありました。やはり大規模は、教員を児童生徒数に応

じて配置をしますが、大規模校になると、教員の目が行き届かないよう

なこともあるのではないかということで、市としては、そこに非常勤の

会計年度任用職員を配置し、少しでもきめ細かく対応できるようにと始

まりました。その方達にどのような業務をしていただいているかという

と、例えば、生徒指導加配の場合は、生徒指導主事の授業を担当し、時

数の軽減をするというはっきりした役割があります。この大規模校加配

というのは、例えば、守山小学校の１年生から６年生までのどの学年で

も配置が可能です。さらに、どの教科を担当していただいてもよいこと

になっています。実際には、12時間の授業を取っていただき、そのこと

によって担任の先生の業務に空きが増えて、他への対応ができる等の使

い方をしており、教科の縛りとか、学年の縛りもありません。また、河

西小学校につきましては、非常に大きい学校ですので、最初は守山小学

校と守山南中学校だけでしたが、河西小学校も1,000人超ということで

追加配置したという経緯でございます。今後、児童数生徒数が変化する

可能性もございますので、そのような弾力的な運用をしており、表現が

はっきり明記できておりませんでしたが、今、里内委員のご指摘を受け

まして、しっかり明記しなければと思いましたので、参考にさせていた

だきます。 

 

福田委員 12ページ目の生徒指導・特別支援の充実の課題のところで、１人１台

の学習端末を活用した相談体制の周知とありますが、実際に子ども１人

に端末を持たせて誰と繋がっているのでしょうか。 

 

学校教育課長 令和３年度、試験的に実施しておりますが、誰と繋がっているのかと

いうことですが、日頃、対面での相談をなかなか言い出しにくい子が、

学習端末で学校に、「あの先生と相談したい。」とか、「こういう内容で

相談したい。」というサインを送ることができます。それを受けて、先

生が児童生徒との時間を設けるというような繋がり方をすることで、学



16 

校でいつも関わっている教員が察知をして、「何組の誰々がこういうサ

インを送っている」というような繋がり方をしております。しかし、そ

こに至るまでの間、最初の頃は直接やり取りできるようなことを考えた

り、様々なパターンを考えたりしたのですが、現在、全小中学校13校で

取り組んでいる仕組みとしては、そのように対応させてもらって、なお

かつ、直接やり取りしたいというなケースの場合は、県ではLINE相談を

しておりますので、そこのリンクを貼り付けたりしながら工夫をしてい

る状況でございます。 

 

教育長 合わせて文部科学省にもそのような取り組みがありますので、その相

談窓口とも繋げるようにしております。 

他にございませんか。 

 

岩下委員 

 

４ページ目の教育委員会の課題のところですが、私の個人的な感覚で

は、教育委員会で委員が話してること、お伝えしたいことなどが、果た

して学校現場の先生方にどれだけ届くか、ここでの思いがどれだけ届い

て、逆に言えば先生方の思い、してほしい要望が、どれだけ汲み上げら

れてきたかというのは、個人的に課題だと思っているので、その辺の風

通しをどうすれば、現場にもっと近くなるか、現場のことをおもんばか

った会議になるかということを、どのように考えておられるかを向坂教

育長にお聞きしたいです。 

また、20ページ目の社会教育・文化振興課の課題のところで、上段の

執行内容と、下段の課題がリンクしてるのかが少しわかりにくいのと、

下段の課題は担い手がいないということが、課題として挙げられていま

すが、例えば、野洲川冒険大会などでは、実行委員会形式で社会教育団

体が参画されてきていますが、下段の担い手のまちづくり推進委員会と

はまた違う形なのか、その辺は整理して明記していただけたらと思いま

す。担い手は、すべてにおいて不足していると思いますが、もりやま青

年団やＪＣの若い方も担い手になってきていただいているので、そうし

た方々を取り込むような発展の仕方で担い手を育成するのか、それと

も、単に自治会から出てきていただいたまちづくり推進員をどうにかさ

れたいのかというところをはっきり分けて記載していただけたらなと

思います。 

 

社会教育・文化 まちづくり推進委員会の担い手不足について、ここでは記載しており
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振興課長 ます。また、執行内容(1)、(2)、(3)、(4)については、具体的な事業を

記載しておりますが、その先述にはまちづくり推進員会議のことを記載

しております。担い手不足をどう解決していくかということにつきまし

ては、やはり、もう一度社会教育の充実によって、人材育成に取り組ん

でいくのかなということは感じております。今、おっしゃられたように、

ちょっとリンクしていないように感じますので、記載については検討さ

せていただきたいと思います。 

 

教育長 岩下委員からのご意見の「教育委員の意見が現場に届いているのか。」

ということについては、私の方から教育委員会定例会後に校園長会に

は、いわゆる校長もおりますので、そこで具体的な内容とか、やるべき

ことを伝えております。例えば、10月５日に校園長会を開催しますので、

その中では不登校対策のことと、総合教育会議での課題の面を詳しく説

明させていただこうと考えております。現場の声というのは、私が直接

聞くということはなく、管理職から聞くことしかありませんので、 担

当の指導主事が様々な分野におりますので、また、指導主事を学校にい

つも派遣しておりますので、そこから吸い上げてきた意見等を、学校教

育課長や教育部次長を通して、こちらに伝えるべきことは伝えてさせて

いただいております。 

現状、現場の生
なま

の声を直接、吸い上げられているかいうと、まだまだ

それは足りてないと思いますので、そこはおっしゃるように改善する必

要はあると思っています。 

 

里内委員 38ページ目の保育幼稚園課の幼児教育の振興についてなのですが、こ

の課題のところで、幼稚園の魅力向上などについて、園長会でそういう

ことも中心となって、検討を始めているということなのですが、確かに

幼稚園には魅力があると思っても、自分がフルタイムで働いていたら、

幼稚園に預け、預かり保育もあるとなっても、預かり保育の時間帯中で

は、自分は働けないとなったら、どうしても保育園やこども園の長時部

の希望になってしまうのではないかということと、幼稚園の魅力を向上

させることによって、一方をあげることによって、他の施設のことが逆

にマイナスイメージのように取られてしまわないか、そのあたりは気を

つける必要があるのではないかと思いました。 

 

保育幼稚園課長 里内委員からのご意見のとおり、幼稚園の利用者が年々減少傾向にあ
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ることを受け、現在、園長会でも様々な策を講じていただいているとこ

ろでございます。なかなかフルタイムの共働きの方が幼稚園に就園する

ということは、事実上難しいところでございます。しかしながら、幼稚

園への就園を希望されている方もまだまだおられるかと思いますので、

そういった方々にも幼稚園を選択していただけるように引き続き、検討

させていただきたいと思いますし、ここでは幼稚園の良いところばかり

をアピールしているので、そこはしっかり幼保のバランスも取りなが

ら、引き続き、検討していきたいと思います。また、教育委員会からも

様々なご意見もいただければ、しっかり参考にさせていただきながら、

取組を進めていきたいと考えております。 

 

岩下委員 幼稚園の魅力なのですが、幼稚園のお母さんたちに聞くと、幼稚園に

魅力がないわけじゃなくて、「何が嫌なの？」と聞いたら、「給食がない」

というその１点でした。働くとかそういうことじゃなくて、守山幼稚園

があんなに人気になったのは、給食が開始になったからと言われ、こど

も園になって長くなったからではなくて、単に給食があるということに

私は衝撃を受けました。 

 

保育幼稚園課長 園長会の議論の中でも、保護者の声が届いており、給食の実施を強く

求める声も上がっております。しかしながら、実施ということになりま

すと、財政面や施設面等の様々な課題もございますので、そのあたりも

しっかり踏まえる中、引き続き、議論をさせていただきたいと考えてお

ります。 

教育長 ニーズは確かに受け取りました。他にございますか。 

 

里内委員 同じところの預かり保育事業のところですが、幼稚園５園あって、そ

の１日あたり平均約14人ということは、５園全部合わせてではなく、１

園につき14人ということですか。 

 

保育幼稚園課長 １園あたり１日平均14人ということで、各園定員30名で運用はさせて

いただいております。その中でやはり各園の就園児数が異なるため、多

少ばらつきがございます。例えば、河西幼稚園は、園児数も多いので、

定員の30人近くまで利用される日が出ております。そのことを受け、ニ

ーズに対応できるよう、２クラス体制で運用できるように、２学期以降

は、職員体制の見直し等を行っているところでございます。 
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里内委員 やはり、年々預かり保育の需要というか、希望者増えていっているの

でしょうか。 

 

保育幼稚園課長 幼児教育・保育の無償化がスタートし、預かり保育の保育料も対象に

なり、当然、就労での認定に加えて、妊娠、出産も要件になっておりま

すので、ちょうど下のお子さんを妊娠されたりとかいう方も半年間は無

償化の対象になりますので、そのような方も結構認定を取られて、実際

に毎日ではないですが、必要な部分はご利用いただいている状況でござ

います。 

 

里内委員 就労の場合は、就労証明が必要で、常時預かり保育になっているお子

さんと、今日は突発的にどうしても家庭の都合で一時預かり保育をお願

いしたいと言われるお子さんといらっしゃるということですね。 

 

保育幼稚園課長 おっしゃるとおり、預かり保育には常時利用という月単位での利用

と、１日単位での一時利用という２種類がございます。常時利用につい

ては、基本的には就労などの要件で認定を取られて無償化の対象になる

ような方を対象としているものでございます。 

 

岩下委員 預かり保育について、私の考えとしては、１人で子育てされてる方が

ちょっと今日は病院に行きたいなとか、美容院に行きたいなとか、個人

的な事情があってでも預けられるものだと思っていたのですが、そうで

はないのでしょうか。 

 

保育幼稚園課長 今、おっしゃられたとおり、就労されている方の就労支援と、家庭の

都合等で１日単発利用の子育て支援と２つの機能を持たせていただい

て、運用させていただいております。しかしながら、無償化以降、いわ

ゆる常時預かりの認定を取られて、利用される方が、一気に増えました

もので、職員体制等々もあって、定員の中で運用していくのが難しくな

ってきており、現在、常時利用の方で定員に達してしまい、一時利用を

希望していただく日にご利用いただけないというような実態も出てき

てまいりましたので、そのあたりは就園児数も減少してきて、預かり保

育の枠も河西幼稚園については２クラスにするなど、ニーズを見極め

て、当初の目的どおり一時利用をもう少し柔軟にご利用いただけるよう
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にということで、このことにつきましても園長会で協議をさせていただ

いておりますので、できるだけそのあたりのニーズもしっかり対応して

いけるように、本来の目的がその２本柱ということでございますので、

しっかりその目的が達成できるように、引き続き取り組んでまいりま

す。 

 

岩下委員 そのような声もよく聞いていて、１人で子育てして、幼稚園に預けて

いる方も結構おられて、やはり実家が近くにない方は、預かり保育が最

後の砦じゃないですけど、そこが利用できないと、子育ての息抜きがで

きるようになるはずが、「定員がいっぱいで申し込めないのよ」と幼稚

園の保護者たちから聞いたので、そのあたりは子育てに優しい方向で、

利用しやすいようにしてあげてほしいと思います。 

 

保育幼稚園課長 そのあたりの事情も園の方で把握させていただきまして、どうしても

の場合は、個別で対応させていただいております。ただ、やはり一般的

に利用される方からしたら、なかなか今そこの部分であまり門戸が開か

れていないような実態となっている部分もありますので、そういうとこ

ろのニーズも受け止めていけるように、議論を進めてまいりたいと考え

ております。 

 

教育長 他にございませんか。 

ないようでありますので、これで質疑を終わり『採決』を致します。 

お諮りします。議第 30 号については、原案のとおり議決することに

ご異議ございませんか。 

 

各委員 【異議なしの声あり】 

 

教育長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり議決することに決しました。 

これで「審議事項」を終わります。 

 

教育長 次に、日程第４｢その他事項｣に移ります。 

「寄付採納一覧について」、「教育委員会関係行事について」および

「教育委員会の日程等について」の説明は省略いたしますが、この件に

ついてご質問等ございませんか。 

里内委員 会議資料編24ページ目の青少年美術展覧会についてですが、10 優秀
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賞分配数についてですが、例えば市長賞で、４歳児平面１点、５歳児平

面１点と続いていますが、小学校と中学校は全学年とおして、小学校は

６学年合わせて市長賞一点、中学校は３学年合わせて市長賞一点という

理解でよろしいですか。 

 

学校教育課長 そうです。園児と児童生徒で賞に入る人数に違いがあるので、このこ

とについては、来年度の協議事項として引き継がせていただきます。 

 

岩下委員 会議資料編17ページの日本青年館財団設立100周年・日本青年団協議

会結成70周年記念式典で、滋賀県のもりやま青年団団長の松井 里美さ

んが選ばれた理由は何かあるのでしょうか。 

 

社会教育・文化

振興課 

申し訳ございません。その経緯については、聞いておりません。選ば

れましたということで報告を受けたということでございます。 

 おそらく、こちらから申し込んだとかではなく、向こうから依頼され

たのかと思います。 

 

教育長 推測ですが、昔から青年団の活動をされていた東京の山本さんという

方で、本市のアドバイザーを依頼している方がおられまして、青年団の

活動を見てくださっており、関心を持ってくださっていたので、選んで

いただけたのかなと思います。 

 

里内委員 教会議資料編25ページ目の教育委員会の日程等について、10月６日に

守山市民体育館でほたるの子スポーツカーニバルがあるということで

すが、出席依頼というのは、依頼文などはいただけるのでしょうか。 

 

学校教育課長 申し訳ございません。依頼文の手配をさせていただきます。 

 

教育長  他にございませんか。 

事務局の方から、その他、ありませんか。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

ございません。 

 

教育長 

 

これで、「その他事項｣を終ります。 

これをもちまして、本日の議事日程は全て終了致しました。 

それでは、次回、令和４年第11回、守山市教育委員会定例会は、10月27

日（木） 午後１時30分から守山市役所東棟３階大会議室にて開催いたしま

すので、委員の皆様、よろしくお願い致します。 
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 (閉会：午後３時５分) 

 


