令和元年９月定例教育委員会会議録
１．開催日時

令和元年１０月１日（火） １５時～１６時４５分

２．開催場所

日野町役場 ２０１会議室

３．出席委員

今宿綾子教育長、高橋政宏教育長職務代理者
谷 信代委員、西村吉弘委員、吉澤正義委員

４．出席事務局員

教 育 次 長：望主 昭久
学 校 教 育 課：参事 山添 美実 参事 柴田 和英
生 涯 学 習 課：課長 吉澤 増穂 参事 加納 治夫
図

書

館：館長 高浪 郁子

子ども支援課：課長 宇田 達夫
今宿 教育長

日程１

開会

ただいまから日野町教育委員会定例会を開会します。

日程２ 新教育委員就任
今宿 教育長

先ず日程２の、新教育委員就任についてでございます。
９ 月定例 町議会 で同 意を 得て、 先ほど 町長から 教育委 員の任 命
を受けられ、𠮷澤正義様に教育委員にご就任いただきました。どうぞよ
ろしくお願い致します。
それでは𠮷澤様からご挨拶をいただきたいと思います。
（𠮷澤委員 あいさつ）
新職務代理者の指名

今宿 教育長

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１３条第２項の規定

によりまして、教育長職務代理者に髙橋委員様を指名させていただきま
すのでよろしくお願いします。
日程３ 教育長挨拶
今宿 教育長

～教育長挨拶～
日程４ 前回議事録の報告

今宿 教育長

それでは、本日の定例会を議事日程に基き進行させていただきます。
日程４の前回委員会の議事録の報告については、お手元に配付の議事
録のとおりであり、議員各位においてご覧いただき、異なるところがあ
れば事務局までご連絡をお願いします。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程５ 経過報告 質疑
今宿 教育長

続きまして、日程５の経過報告に移ります。行政報告に続き、経過報
告を学校教育課から順次報告をお願いします。
（経過報告）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第６

議第３４号 令和元年度日野町学校・子ども支援連絡協議
会委員の委嘱について

今宿 教育長

日程６の議事に入ります。
「議第３４号 令和元年度日野町学校・子ども支援連絡協議会委員の
委嘱について」を議題とします。事務局から提案説明をお願いします。

山添 参事

（提案説明）

今宿 教育長

提案説明に対してご質問などございませんか。

西村 委員

日野町学校・子ども支援連絡協議会運営規則第４条の規則の中に委員
は、教育、法律、医療、心理、福祉、青少年健全育成等に関する専門的
な知識および経験を有する者ならびに学識経験を有する者のうちから
教育委員会が委嘱する。とありますが、その中の医療の部分というのは
どの方が専門家なんですか。教育・法律・心理・福祉・青少年の健全育
成、それぞれの分野の方がおられるし、また、現場でいろいろご苦労い
ただいているソーシャルワーカーの先生もおられるという中ですが、医
療の専門家がこの中におられないのは、この協議会の性質上どうかなと
思うのですけれど、そこはどうなんですか。

山添 参事

４条の中から、確かに医療に対応される方が選出していないというと
ころは現実のところでございますが、この部分からは、確かに選出は欠
けていると思います。

高橋 委員

今、西村委員さんから言われた点をお話しいただいたと思いますが、
私自身も過去の教育行政、委員に選ばれたことがありますけれども、今、
不登校のお子さんの話が出ましたけれど、ある地域にいるときに、これ
は以前お話ししたかもわかりませんけれども、何年も家に閉じこもって
いると、健康診断を受けなければならないということが法的に決まって
いるのですね。それを乗り越えて、何年以上か健康診断を受けていない
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という理由で、私は当時の赴任地の圏域にお一人そういうドクターがお
られて、あるいは湖東圏域にも一人おられると。そういう仕組みになっ
ていたと思うのです。当時はそういうお子さんがおられたので、かなり
機能しまして、そこのおうちへ行っていただいて、その子に出会うこと
が本命でありましたけれども、結果的にはふすま越しに子どもさんの姿
を見ることが精一杯だということで、私もそこの現場を離れてしまった
わけですが、湖東圏域にもそういったドクターは一人はおられると思う
のですね。ですから、そういう方の参画は大事かなと思っています。
もう１点は、私が思っていることをしゃべらせていただいてもいいで
すか。私、教育委員をさせていただいて最終年度を迎えたわけでござい
ますが、１年目よりも２年目、２年目よりも３年目、子どもたちの健全
育成、そういう観点が強かろうと思うのですが、いろいろな教育上の仕
組み、そういうものがたくさんつくられてきていると思うわけですけれ
ど、我々教育委員からしますと、例えば日野町学校・子ども支援連絡協
議会、こういう方々がされる、内容について、何をどうされたか、そう
いうことをあまり聞いてないわけですね。
ですから、こういう組織ができるということはいいことだなと思うの
ですけれど、それで「こういう成果があった」とか「これを行ってこれ
はやっぱり課題であったな」とかいうことまでは、教育委員側も知りた
いなと。これは俗にいう「見える化」ではないかなと思うのですね。事
務方は関わっておられますが、適当な時に、こういう連絡協議会を組織
したことで、こういうことがよかったとか、まだこういう点が課題だと
か、そういう話をしていただけると、我々側からして見えるなりして、
そういう考えを私は持っているのですが、そういう点をまた取り入れて
いただければ大変ありがたいなと思っております。
どちらにしましても、子どもたちの健全育成を目指していくというこ
とには変わりないことですので、見方によっては途中経過にあるのかも
わかりませんけれども、そういったお話をまた聞けるとありがたいなと
思っております。
西村 委員

重ねて同じことを申し上げるかもわかりませんけれども、この連絡協
議会自体は、機関の集合体であるという認識はしているのですけれど
も、やはり事案が起こった時もそうですし、起こらなくても、大所高所
から様々な角度で検討いただく重要な会だと思いますと、やはりお医者
様、医療関係の専門家にぜひ入っていただきたいなという思いが強いと
いうことだけ申し上げておきたいと思います。
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今宿 教育長

ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりでありまして、それ
ぞれ機関の方を１名ずつ、平成２６年に設置した時からお願いをしてき
ました。
青少年の育成にかかる専門的な知識によりご議論いただくために、青
少年関係の方が非常に多くなってございますが、医療の方のご意見をお
うかがいすることは、必要と思われます。

望主 次長

医療ということでは、役場の中には、保健センターがあり、その保健
師が医療関係者とも言えます。平成２６年ですと福祉課に保健センター
が属しておりました。現在は、福祉保健課と子ども支援課に分かれてお
りますので、当時は福祉課長が、協議委員長として任命されていたとい
うことだと思います。
よろしくお願いします。

高橋 委員

少し付け加えさせていただいてよろしいですか。私は、平成１５～１
６年頃、当時の赴任地において発達支援室というものがあって、学校内
外で起こる様々な子どもの課題・問題行動にはドクターが、そのドクタ
ーが精神科の先生だったかどうかは記憶にないのですけれど、必ず参加
をいただいて、そして今はどういうふうになっているのかわからないで
すけれども、そこの室の方とドクターと学校関係者が特定の子どもさん
のことを聞いて、そしてどういうふうな体制で支援をしていくかを話し
合う。私個人としては、成果があったと思っています。
そういう意味で、今、西村委員さんから医療関係者のお話が出ました
けれども、ここにおられる方々ですと、所長とか会長とか課長とか、そ
ういう機関レベルの代表のお方の名前があがっておりますので、学校サ
イド、校長とか園長の立場から言うと、先ほど若干言いましたけれど、
そういうような動きやすいところにドクターがかかわってこられると
非常にいいのではないかなということを思いました。過去の話をして申
し訳ございません。

今宿 教育長

またご意見をもとに検討していきたいと思います。
また、成果・課題等について、わかりやすく「見える化」をしてほし
いというご意見がございましたので、これらの協議会における報告もさ
せてもらいたいと思っております。ありがとうございました。ほかにご
意見はございませんでしょうか。
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それでは、「議第３４号

令和元年度日野町学校・子ども支援連絡協

議会委員の委嘱について」を承認するということでよろしいでしょう
か。ありがとうございます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第６

議第３５号

幼稚園等に係る日野町子どものための教
育・保育に関する利用者負担額を定める条例
施行規則の一部を改正する規則の制定につ
いて

今宿 教育長

次に、
「議第３５号

幼稚園に係る日野町子どものための教育・保育

に関する利用者負担額を定める条例施行規則の一部を改正する規則の
制定について」を議題とします。事務局から提案説明をお願いします。
宇田 課長

（提案説明）

今宿 教育長

提案説明に対しまして、ご質問などございませんでしょうか。

高橋 委員

この議案書を事前にいただきまして、ありがとうございました。頓珍
漢なことを聞くかもわかりませんが、よろしくお願いします。
今、国の方で、おっしゃったような大きな改革、それは前向きな改革
だと思います。それに伴いまして、このように現行と改正案、言葉の違
いもあるわけですけれど、「幼稚園等」ですので、こども園も含まれる
わけですね。ということは、私、間違ったことを言うかもわかりません
が、日野町の子どもさんでしたら、言い方が悪いかもわかりませんが、
どういう状態のご家庭のお子さんもすべて、いわゆる無償というふうに
考えてよろしいのですか。

宇田 課長

どのような所得の世帯も、３歳から５歳児は、すべて無償ということ
です。

今宿 教育長

わかりにくいですが、表に、現行と改正案を載せさせていただきまし
たので、これをご覧いただいたらわかりやすいかと思います。

宇田 課長

付け足していうと、「保育園等」については、こども園の長時間の子
どもが含まれ、
「幼稚園等」にはこども園の短時間の子どもが含まれて
いるということで、幼稚園に行っている子どもさんの保育料はすべて無
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償、保育園に行っている子どもさんも、３歳から５歳児はすべて無償、
それプラス、保育園に行っている０歳から２歳児の内、住民税の非課税
世帯についてもすべて無償ということになります。
高橋 委員

そのことと、ある新聞を見ていましたら、滋賀県ではこども園に相当
するのかなと思ったのですが、いわゆる待機児童さんが計 1,000 人ほど
おられると。日野町も、一桁でしたか、そういう表があった記憶がある
のですが、それへの対応とはまた全然別の話ですね。この方針の話です
ね。

宇田 課長

そこが非常に今回の改正の矛盾点というのか、まず待機児童対策をし
ての無償化なら公正なんですが、日野町も 1 人、待機児童がおられるの
ですが、そこへの手立ての前にこの無償化が進められているということ
でございます。

高橋 委員

法律論が先に出ているのですね。そして実態はこうであるけれども、
法律論が先に出て、実態を法律に照らし合わせてこうしていこうという
動きと解釈していいわけですか。

宇田 課長

ここは、今回の消費税の値上げに伴う政府の急な対応といいますか、
今まで国の組織が積み上げてきて無償化するのではなくて、消費税に伴
う現政府の急な対応としてされているということで、現場といたしまし
ては、特に保育料については、今まで所得階層ごとに適度な負担がされ
てきて、それで国全体で約 8,000 億円、日野町でも約１億 2,000 万円く
らいの収入があるわけです。国全体で 8,000 億円というお金があれば、
保育士さんに平均５万円給料を上げても 2,000 億円程度と言われてい
まして、今の保育士不足についても、十分な対応ができるのになという
思いが現場としてはあるわけですけども、今回はそのことよりも、まず
「無償」ということが先に進んだという印象でございます。

高橋 委員

ありがとうございました。

今宿 教育長

ありがとうございます。それでは、ほかにご質問ないようでございま
すので、「議第３５号

幼稚園に係る日野町子どものための教育・保育

に関する利用者負担額を定める条例施行規則の一部を改正する規則の
制定について」を承認することとしたいと思います。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程６ 報第１０号 職員の分限処分について
今宿 教育長

次に、
「報第１０号

職員の分限処分について」を、事務局から説明

をお願いします。
柴田 参事

（提案説明）

今宿 教育長

ただいま報告いただきました。ご質問等ございませんか。
（質疑なし）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程６ 報第１１号 工事請負契約の変更について

今宿 教育長

次に、
「報第１１号 工事請負契約の変更について」
、事務局から説明
をお願いします。

望主 次長

（提案説明）

今宿 教育長

提案説明に対してご質問等ございましたらお出しいただきたいと思
います。

高橋 委員

ちょっと教えてください。この件につきましてはこれまでから出てお
りましたので、教えてほしいと思いながら言いそびれていました。工事
名称が改修工事となっていますから、トイレそのものは、従来のものを
そのまま生かすということですか。

望主 次長

今回の改修工事はトイレの便器、和式のトイレを洋式化させていただ
くものです。子どもさんの状況は、家は洋式のトイレばかりで、学校で
トイレができないとか、いろいろな状況がございまして、すべて学校の
トイレを洋式便器に変更させていただいたということです。
トイレの場所は何も変えておりません。便器だけをすべて変えさせて
いただくと。和式の便器を洋式にすると便器が大きくなりますのでブー
スも変えます。
その関係と、今までトイレはタイル貼りで、水をまきながら掃除する
ような湿式でしたが、今度はクッションフロアに変わって乾式、水を流
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せない、ふき取るような形式にさせていただきます。今までですと上履
きをトイレ用の上履きに履き替えていましたが、子どもさんは教室で使
っている上履きでそのままトイレに行くということです。洋式化した際
に、湿式を乾式にさせていただいたということでございます。
高橋 委員

関連しまして、今、日野小学校でのトイレ改修工事は洋式化だという
ことですが、他の小学校はどんな状況ですか。

望主 次長

トイレの洋式につきましては、日野小学校・必佐小学校・桜谷小学校
が洋式トイレとなり、乾式になっています。あと残る小学校としまして
は、南比都佐小学校と西大路小学校が従来のままです。
その２校については、本年度発注しております小学校の長寿命化計画
の中で、検討させてもらいたいと思っているのですが、ただ、子どもさ
んが学校でトイレに行きにくい状況というのは、家のトイレと違うから
ということもございますので、長寿命化もございますが、５校のうち３
校ができてきましたので、残る２校もしていかなければと考えていま
す。

高橋 委員

ありがとうございました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程６ 報第１２号 職員の分限処分について

今宿 教育長

次に、
「報第１２号 職員の分限処分について」、事務局から説明をお
願いします。

柴田 参事

（提案説明）

今宿 教育長

ただいま報告いただきました。ご質問等ございませんか。
（質疑なし）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程７ 今後の予定

今宿 教育長

それでは、議事を終了いたしまして、日程８の今後予定に入ります。
（順次説明）
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今宿 教育長

以上でございます。ご質問ございましたら、お出しいただきたいと思
います。

高橋 委員

子ども支援課さんにぜひお願いしたい、以前にもお願いしたことがあ
るのですが、これにふさわしい内容とは違うかもわかりませんが、西桜
谷のこども園の危機管理対応、つまり水害対応がこども園ではできない
というふうに我々地域の者は判断をしております。
西の公民館の前は佐久良川が流れておりますので、私たちのいる中在
寺とか安部居からは西の公民館へ避難するという設定はございません。
西のこども園も、そういったことは起こらないだろうと思いますけれど
も、異常な集中豪雨等がある場合に、今は旧の北中の講堂、耐震にはな
っておりませんが、そこに中段みたいなところがあるのですが、そこへ
子どもさんを連れていこうという発想があるわけですけれど、それも非
常に危ないということですので、あってはならないことがこの頃はあり
ますので、前にも言わせてもらったと思いますけれども、地域全体で水
害についての学習をしているわけですけれども、検討をいただきたいと
思っております。私がいう範疇ではないと思いますけれども、よろしく
お願いします。

今宿 教育長

よろしいですか。１０月２０日はいろんな催しがあるという話をして
いたところです。日野駅でも日野高等学校が「ひのフェス」という催し
をされ、そこに必佐小学校と日野中学校の児童生徒も参加するというこ
とも聞いています。桟敷窓アート、綿向神社では「HINO BIG TIME GROOVE」
が開催され、日野町出身のアーティスト DRAGON76 さんが来られます。
去年はグリム冒険の森でありました。いろんなところでいろいろな催し
がされているので、それがわかるように皆さんにお知らせしたいと思い
ます。様々な事業が行われますので、ぜひご参加いただければと思いま
す。
ほか、質問はございませんでしょうか。
ありがとうございます。以上で定例会を終了させていただきます。
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