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開会   午後 ３時３０分 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまから草津市教育委員会７月定例会を開会いたします。 

 

        ――――日程第１―――― 

 

川那邊教育長   日程第１、「会期の決定について」でありますが、本日１日限りといたした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、７月定例会は、本日１日限りといたします。 

 

        ――――日程第２―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第２、「６月定例会会議録の承認について」でありますが、あら

かじめ事務局から配付され、熟読されていると思います。御異議ございません

か。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、６月定例会会議録は、承認されたものと認めます。 

 

        ――――日程第３―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第３、「教育長報告」に移ります。 

         梅雨が明け、いよいよ本格的な夏の到来です。この夏休み、家庭や地域が子

どもたちの学びの場となり、子どもたちが一層たくましく成長してくれること

を期待しています。 

         さて、１学期が終わり、７月１９日には全小中学校で終業式が行われました。

１学期、それぞれの学校で着実な教育活動が進められたことをうれしく思いま

す。本年度５月に校長会や教頭会等で、今後、学校が重点的に取り組まねばな

らないことを「草津の学校教育 令和の４改革」として示しました。「教え方

改革」「学び手改革」「働き方改革」「マネジメント改革」の４つです。 

         以後、学校の取組を見たり聞いたりする中で、「教え方改革」「学び手改
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革」いわゆる授業改善への意識は進んできたように感じます。子どもが主体と

なる授業をつくること、また、子どもには学ぶ主体は自分であることの意識を

身につけることなど、さらなる実践を重ねることに、引き続き取り組んでいき

たいと思います。 

         一方、「働き方改革」「マネジメント改革」については、校長のリーダーシ

ップのもと質的な充実を目指していくことが必要で、今後、研修会等を通して

情報交換や協議を進めたいと考えています。８月９日には、学校経営管理研修

会を開催しますが、そこでは、組織力の向上とともに、「コミュニティ・スク

ール」や「地域協働合校」などを活用した学校づくりについて情報交換を進め

る予定です。また、大学や企業、専門家等と連携して質の高い教育を展開する

ことや、ＰＲ（Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ：人々との関係づくり）な

どについても協議をしていきたいと考えています。 

         草津の校長先生は、学校経営に熱心で意欲的です。６月から７月にかけて、

全ての校長先生との懇談を行う中での感想ですが、今後も校長先生の思いや考

えを支え、特色ある学校づくりへの支援と指導を行いたいと思います。 

         次に、教育研究所の取組です。今年の教員研修は「人権教育講座」「道徳教

育講座」「生徒指導・教育相談講座」「英語教育講座」「特別支援教育講座」

「学級経営講座」「学力向上講座」「体育実技講座」など、草津ならではの１

２講座が２３日から始まっています。教職員には、さまざまな研修に積極的に

取り組み、教師力を高めてほしいと思います。 

         また、８月１日には「研究発表大会」が開催され、教員等による研究発表が

あります。また、「みんなの学校」という映画で話題になった大阪市の大空小

学校に勤務されていて、現在、大阪市立中野小学校の教頭、日野善文先生に講

演をしていただきます。子どもたちの学習権を保障し、みんながともに学び合

える取組に、多くを学ぶことができると考えています。 

         次に、草津のＩＣＴ教育に関わることについてです。御承知のとおり、全国

でも先進的な取組を重ねており、今年も多くの視察があります。今日現在まで

で、県内４市、県外１３市町の教育委員会、校長会、教頭会、議会等から来て

いただいています。また、ＩＣＴ教育推進の関係団体から、講演やパネルディ

スカッションへの依頼があり、ＩＣＴ教育スーパーバイザーを中心に、草津の

取組についての全国発信を行っています。このような機会を通して、草津のＩ

ＣＴ教育のさらなる充実につなげていきたいと考えています。 

         次に、そのほかの取組です。７月９日から１４日には、クレアホールで第３

９回草津美術協会展が開催され、会員の素晴らしい作品が展示されました。１

５日には、第２２回草津市民スポーツ・レクリエーション祭が開催され、ペタ

ンクや大縄跳び、ニュースポーツ、ウオーキングなど、約７４０名の市民がス
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ポーツを楽しみました。 

         また、市立図書館では、市内４カ所で開かれている「子ども食堂」に、それ

ぞれ１００冊の図書を貸し出す取組を始めました。生涯学習課では、えふえむ

草津との協働で「俳句で５‐７‐Ｇｏ！」という創意に富んだ番組も企画し、

「俳句のまち草津」への歩みを進めています。草津俳句連盟の石倉会長と、矢

倉幼稚園長であり元新堂中学校長の森さんがパーソナリティーとなり、市民に

俳句のおもしろさを伝えています。 

         この夏、市立図書館、街道交流館、草津宿本陣を初め、多くの施設で工夫を

凝らしたイベントや展示などが開催されます。この中には、草津宿街道交流館

が企画した「草津宿本陣の“わすれもの”」という特別展があります。平成３

０年６月からの調査で発見されたものの中から、新選組の持ち物とみられる煙

管入れと付属の袋も展示されます。また、草津クレアホールで開催する「神山

清子・賢一親子展」も注目です。次期ＮＨＫ朝ドラ「スカーレット」は、信楽

の陶芸家、神山清子さんの半生を参考に制作された物語で、今回は５０作品と

亡き息子賢一さんの遺作も同時展示します。子どもたちや市民には、貴重な学

びになるであろうと思います。 

         このほか、ここでは述べていませんが、各課・所属それぞれに意欲的な取組

が進められていることを感謝しております。 

         それでは最後に、１学期におけるいじめの状況や防止の取組について、担当

課から報告をお願いします。 

 

児童生徒支援課長   児童生徒支援課の成田です。 

         いじめに関する現状および今年度いじめ防止の取組について報告いたします。 

         まず、いじめの認知件数についてですが、平成２９年度１７７件、平成３０

年度２３２件と増加しています。平成３０年度の傾向としましては、小学校で

は現在の中学１年生の学年が小学校５年生、６年生のときにいじめの認知件数

が多かったのですが、それ以外はどの学年もほぼ変わらない件数でした。中学

校では１、２年生で多く、３年生になると少なくなる傾向が見られます。また、

いじめの対応は、冷やかしやからかい、軽くぶつかるなどの比較的軽いものが

多く、ほとんどの事案が初期の段階で発見され、対応できていると考えており

ます。しかし、ＳＮＳなど携帯電話等での誹謗中傷やトラブルなどが増加して

おり、各中学校では生徒会が中心となりスマホルールの作成・啓発・情報モラ

ル学習の取組も行われています。低年齢化も進んでいますので、小学校高学年

にも中学校に習った取組を推進していく必要を感じています。中学校の生徒会

が小学校６年生にスマホルールの啓発をしたり、保護者への学習会を行ったり

している学校もあります。今年度の４月から６月のいじめの認知件数につきま
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しては、小学校３３件、中学校２６件、合計５９件となっております。各学校

全てで丁寧な対応をしており、今のところ重大事態は発生しておりません。 

         次に、いじめ防止の取組ですが、本年度はいじめの未然防止・早期発見・早

期解決のための５つの取組を行います。 

         一つ目は、いじめの予防学習の充実と実践事例集の活用を行います。 

         二つ目は、一昨年から始めたいじめ防止啓発強化月間の充実です。地域との

連携の強化と、児童生徒の主体的な取組に重点を置き、６月と９月に実施いた

します。 

         三つ目は、草津市スタンダードアンケートの確立です。現在、生徒指導主事、

主任がつくったアンケート様式を、専門家の先生方等に見てもらっているとこ

ろです。 

         四つ目は、いじめの認知や対応についての教職員の研修です。 

         最後に、ＩＣＴを活用した報告書の簡素化と共有化です。軽微ないじめを見

逃さず、しんどい思いをしている児童生徒を減らしていきたいと考えています。 

         簡単ですが、以上で報告を終わります。 

 

川那邊教育長   それでは、以上で私の方からの報告とさせていただきます。 

         それでは、委員の皆様の方から、７月にあった行事や教育全般に関する事項

で御意見、御感想などがございましたらお願いします。 

 

周防委員     私は、中学２年生の子どもがいるのですが、７月に職場体験がありました。

販売店や飲食店で体験している生徒の様子は見に行けるかなと思いまして、普

段は行かないお店に買い物に行ったりして、何軒か見て回りました。みんな真

面目に働いていて、仕事をしている姿はとても頼もしく見えました。本当に一

部なのですが、社会に触れることができ、良い体験になったと思います。御協

力をいただいた地域の企業や事業所の方、現場の方々に感謝しています。今後

も体験の受け入れ先の業種が増えると、さらにありがたいと思いますが、学校

の先生方が新規開拓をされるのは負担も大きいだろうし、何かよいサポートが

あるといいなと思いました。 

         ７月７日の青少年の主張発表大会に行ったのですけれども、その発表の中に

もまさに将来なりたい職業があって、中２での職場体験でさらにその将来の夢

について考える機会があったという発表がありまして、やはりいろいろな業種

で御協力いただければいいなと思いながら聞いていました。青少年の主張では、

生徒さんたちが自分の体験したことから学んで考えて伝えたいという気持ちが

本当に伝わりました。自分の考えを言葉にするということは、私自身今も難し

いと感じているので、子どもたちにはできるようになってほしいなと思います。 



 

5 

 

         それから、小学校のホームページを時々ですが見ているのですけれども、着

衣泳を何校かで実施されているようでしたが、何年か前に見学したのですけれ

ども、やはり万が一というときに知っていることによって助かる命があるかも

しれないので、こういう身を守るための知識をつける機会があるのは、とても

ありがたいと思います。 

 

檀原委員     私は、７月６日の土曜日に、立命館大学のびわこ・くさつキャンパスを借り

まして、「男女共同参画市民会議い～ぶん」と、草津市の男女共同参画課が一

緒に主催しました、「先輩リケジョに学ぶ女子中高生のためのセミナー」とい

うのを開催する側として参加してまいりました。三十数名の小中学校生、県外

からも参加があったのですけれども、参加されて、先輩の活躍する姿やまた、

実際に先輩がどのような進路選択をされたかという話や、また今、実際にどの

ような研究をされているかということを、現場の研究室にも行って見学させて

いただくという、非常に貴重な時間をつくることができました。生徒たちは、

非常に熱心に質問をしながら、実際に自分たちがこれからどのような選択をす

るかということの非常に参考になったということで、非常に有意義なものとな

りました。機会があれば、今回は男女共同参画という視点で女子中高生のため

のものでしたけれども、いろいろな意味でこのような企画ができると、子ども

たちにとっては非常に勉強になるのではないかと思いました。 

         ７月８日の月曜日には、松原中学校３年生の子どもたちが、これも男女共同

参画の助成金を受けてということですが、犯罪被害者支援センターの講師の方

２名に来ていただいて、デートＤＶを中心とした性教育の授業を子どもたちに

していただくということだったので、見学させていただきました。子どもたち

は、実際にこれから大人になってどういうふうな男女のつき合い方をするかと

いうことを、おぼろげながら感じているところではありますが、やはり実際自

分たちがしっかりとしないと自分も幸せになれないし、相手も幸せにすること

ができないという、非常に重いテーマをしっかりと考えるようなことができた

と思います。実際、そのような相談を受けている方々が講師に来られていまし

たので、もし何かがあったときはこういう形で対応をしてほしいという具体的

なことをおっしゃって、また、連絡先等も全員に配付されて、非常に有意義な

ことになったのではないかと思います。特に、今回御存じのように、京都アニ

メーションというところで非常に大きな事件がありましたが、やはり子どもた

ちが今のうちにしっかりと命について考えるということや、それから自分の自

己肯定感みたいなものをしっかり持つということが、こういうものの防止にも

つながっていくのではないかなということを、そういう講座等も通じて感じる

ことができました。 
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         また、７月２０日ですけれども、隣の守山市の方でＮＰＯ法人「四つ葉のク

ローバー」が開いておられる「真夜中会議」というところに私と、それから草

津市の中学校の先生でもありますが、「ＢＢＳ」という活動をされている西本

先生と一緒に参加してまいりました。ここの活動というのは、児童養護施設を

卒業された人たちが、１８歳でもう世の中に出ることになるのですが、自立支

援のために必要なサポートをする、というところです。先輩たちが実際どのよ

うな生活を頑張っているかという話を、後輩たちに伝えていくという話や、実

際直面している課題等を大人とともに話し合いながら考えていくというもので、

月１回されているそうなのですが、非常に有意義な話を聞かせていただくこと

ができました。実際、子どもたちが私たちの知らないところでも頑張っている

という姿が、非常に勉強になりましたし、彼らがやはり自分たちのことだけで

はなくて、いろいろな意味で世の中にかかわってくれる力を身につけてほしい

なと思いました。 

         あと、７月２６日、先日ですけれども、第７１回日本連合教育会研究大会滋

賀大会というのが、大津のプリンスホテルにおいて行われました。草津市の先

生方もたくさん参加されまして、第２分科会は、運営責任者が松宮先生、それ

から司会は髙井先生という、草津市の方で固められた分科会だったのですが、

そちらの方では、茨城県の神栖市の方から来られた先生と、それから本市の老

上西小学校の先生が、それぞれ発表をされました。アクティブラーニングにつ

いての話だったのですが、主体的・対話的で深い学びというものを、実際にど

のように行っているかという具体的な授業の様子を話されて、非常に有意義な

意見交流ができ、またその発表の後は、非常に長い時間をとって、テーブルご

との交流や全体での意見交流をして、最後に助言者として畑稔彦先生という滋

賀大学の教育学部の準教授の方がまとめをされて締めになったのですけれども、

特に最後の畑先生は、新しい学習指導要領の文面が過去からどのように変わっ

てきて、現在の教育の指導の方法に変わったかという、時期ごとの変化を小さ

いところまで拾いながら説明されて、学習指導要領というのがこれだけやはり

しっかり考えられているのだということが、逆に非常によくわかったまとめも

聞くことができました。 

         また、これちょっと順番が逆になりますが、全体会のときのお話は、武庫川

女子大学大学院教授の押谷由夫先生という方が、一人一人のライフ（生命・生

活・人生・活力）に寄り添う学校をつくるというテーマで、道徳教育を中心に

お話をしていただきました。また、本市の方にも１１月には来られるというこ

とで、皆さんが聞いていただく機会になればいいなと思います。 

         あと、私も先生方の夏季講座の方にも２回参加させていただきました。学力

向上と、それから本日は午前中に道徳教育がありまして、そちらの方もちょっ
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と参加させていただきました。非常に中身、人選ともに素晴らしく、先生方が

もう満杯でしっかり聞いていただける姿に、感動しました。 

         あと、ちょうど今、来年度から使う小学校の教科書の選定をしている関係で、

私もめったに見る機会というのはなかなかないのですけど、やはりそういうも

のをしっかり見させていただく機会があって、非常に役立ちました。 

 

中西委員     今年度７月は、社会を明るくする運動ということで、市内各地でいろいろな

行事が開催されているのですけれども、その中で、更生保護女性会というとこ

ろが開催されていた一般ケースの研究会というようなことがありまして、そこ

へ参加させてもらいました。親子、あるいは兄弟と普段の会話の中から、いろ

いろな言葉が出てくるわけですけども、その言葉の捉え方、また聞き方によっ

ていろいろな場面が想定されておりまして、こんな言い方したらやはり駄目だ

というようなことがあったり、またこれは優しくいい言葉に変わっていくなと

いうような言葉をいろいろ考えていくというようなことがありました。そんな

中で、いろいろ話が出ていたのですが、やはり子どもたちのＳＮＳの普及に伴

う使い方、そういったものの親たち、また家族もその子どもたちへの対応とい

うことに随分悩んでおられるというのがよく話に出てきておりました。特に、

知識は豊富なのですけれども、心が育っていないというような、そういう子ど

もさんがたくさんいるのではないかなと。同時に、子どもの貧困、離婚である

とか、あるいは家庭内でのいろいろな虐待的なことも含めて、そういう子ども

が貧困の場にいるということの現実がたくさん出てきておりました。私もちょ

っと驚いたのですが、草津市はＩＣＴ教育を頑張ってやっていますよというこ

とを私もちょっと言っていたのですが、ある保護者の方は、草津市はスマホと

かタブレットの使い方の勉強をさせてはるのですかというようなことをふっと

言わはることがありまして、全然違うのですけども、一般的にはそういうふう

な捉え方をされている方もあるのだということを踏まえた上で、また学校現場

の中でＩＣＴの意義・意味、そういったものをしっかりしていかんとあかんの

かなと思いました。 

         それから、その一般ケースの研修会の中でも一つの教材といいますか、あっ

たのですけども、私もこの間道徳の教科書を選択するに当たっていろいろ見せ

てもらいましたけども、随分一般の保護者、あるいは地域の方との道徳教育の

内容に対する、理解がかけ離れているなということを思いました。学校の方の

道徳の教育については、それぞれその積み上げられてきて、低学年から高学年、

中学生になるまでだんだん難しくなっていくことやら、あるいは複雑になって

いくこともあるのですが、保護者はなかなかそれが一般的には道徳ということ

の取り扱いはまだできていないのちゃうかなというふうなことを思いました。
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私も含めてになりますけども、道徳が評価されるのかと。１から５に評価され

るのかというような状態で、道徳があるというような思い違いをされている方

もあって、その一般社会での道徳の捉え方、また学校内での捉え方の違いとい

うことを特に感じておりました。そこで、ふと思ったのですけども、そういう

研修会に小学校、あるいは中学校の道徳の教科書を教材にされてはどうかなと

いうのをふと思いました。今、現実には一般社会の一般の市民の方というのは、

道徳の教科書の中身、まあ御存じないです。子どもたちは学校で教わるわけで

すけども、そういったギャップというのももう少し埋めるいろいろな手だてが

必要ではないかなということを思いました。 

         それから、この７月の上旬でしたですけども、草津市の美術協会の展覧会が

ありました。大変天候もあまりよくなかったのですけども、多くの方が見に来

てくれはったのですが、私も当番に行ったりいろいろしていますと、なかなか

人が来られないというようなことで、非常に残念に思いました。また、作品も

若い人の作品が見たいなと思ったのですけども、なかなかそれも見ることもで

きなかったです。今までどおり、また昔と同じような体制でやっているという

ことですけども、私特に今年展示されている中で１点物すごくいいなと思う作

品が工芸の作品でありまして、その方に作品を欲しいと言ったら、頂けたので

すけども、代わりに何か私のも欲しいなと言われたので、そういう交換をして

きました。今、その工芸の方の作品が我が家の壁に貼ってあるのですけども、

そういうことの何か広がりといいますかね。作品がいろいろあちこちに行くと

いうことは、私どもにとっても非常にうれしいことなのですけども、例えば草

津市展に出した作品が、どこどこの商店の方が、あれが良いから欲しいなと言

われたら、それを仲介できるようなそういうシステム、あるいは誰々さんが今

年１年あの作品貸してなと言った際に、それを貸してあげると。市役所のどこ

か壁面に絵を掛けましょうかというような話があったら、その絵を美術協会と

か草津市展とか、そういったところで作品を借りる。あるいは買い上げるとい

うことなかなか言えませんが、借りても、私ら作品をつくる者にとっても嬉し

いことやと思いますし、そういったところで作品が市民の方、あるいは学校も

含めて作品が行ったらおもしろいなというふうなことをふと思いました。 

 

稲垣委員     私も、先ほどおっしゃったような研究会参加させていただいたので、その感

想になります。 

         ７月７日七夕の日に、アミカホールでの草津市青少年の主張発表大会に参加

させていただきました。一昨年ぐらいに県のこの青少年の主張大会に関わる仕

事をさせてもらっていたときにも、草津市の発表は大変優秀で、上位３校の中

に必ず入るぐらいのレベルで、大変素晴らしいものやなというのはそのとき思
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っていたのですけれども、今回も実際に聞かせていただいて、自分の体験・経

験、そこから得た将来の夢などを堂々と語られていました。中高生ということ

で、高校生も含んでいるのは草津市だけだと思います。これは中学生の中学生

広場ですので、県は中学校だけなのですけれども、やはりその中で１年生も１

人発表してはったのですが、やはり小学校を卒業して数カ月ということで、や

はり発表には弱さがあるのですけれども、そこで堂々と発表される姿にやはり

感動を覚えます。それから、自信を持って一人一人のセンスが輝く生き生きと

した発表だったなというのも思いました。それと、運営が各中学校順番に回っ

ているのだろうと思いますけれども、今年度は玉川中学校の生徒会が行ってお

られました。やはりああいうたくさんの聴衆がいる場で運営の進行・司会役を

したり、演奏したり裏方に回ったりというよい経験ができるとても素晴らしい

体験の一つだと思ったので、それも発表するだけではない良さが見え隠れして

いるなと思わせていただきました。 

         それから、２６日には、日本連合教育会の滋賀大会に私も同じように参加さ

せていただきました。「ふるさとを愛し 心豊かで 主体的に生き抜く 子ど

もの育成～ＢＩＷＡＫＯから未来への発信～」というテーマで行われていまし

た。県内が６００名ちょっと、県外が４００名という形で１，０００人規模で

の大会ということで、大変大きなものだと思いました。その中で、記念講演は

先ほどおっしゃった押谷先生です。一人一人のライフ、特にライフという言葉

に着目されていました。生命・生活・人生・活力に寄り添う学校をつくる。特

別の教科道徳を要というお話をされていたので、今どきの道徳ですので、私も

興味を持って聞かせていただいたのですが、その中で印象に残っているのを幾

つか紹介できたらと思いました。道徳教育は、問いかけ、引き出すことが基本

である。問いかけて引き出すのだと。「かけがえのない君、どう生きる。」と

一人一人に問いかけたとき、「かけがえのない私、どう生きる。」と自らに問

いかけ追い求めることではないのかと。もう私も自分が現場にいるときには資

料道徳中心の道徳をやっておりましたので、やはり問いかけ、問い直すという

ところに語り合いというか、それを感じました。それから、自律的に道徳的実

践のできる子どもたちを育てることが目標ということは、やはりできる自分、

自分事という言葉もよく出ていました。知・徳・体というのですけれども、こ

こでおっしゃったのは徳をベースにして地力や体力を身につけていくことであ

るということも言っておられました。それから、ライフをベースとした自分自

身の生き方と関わらせて、各教科等の学習に置いて、知識や技能、思考力・判

断力・表現力を育んでいく。その中核に特別の教科道徳を位置づけることが大

事だと。根幹には道徳があるのだということを押谷先生は言っておられて、そ

れが全ての教科と全ての人生、ライフにつながっているのだということを立場
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上おっしゃっているのですけれども、その中で、家庭は癒しの場、学校は学び

のターミナルの基地やと。そして地域に活動の場があるのだという、そういう

３者を意識して道徳教育に励む必要があるということをおっしゃっていた。さ

っき中西先生が、意外と親たちは中身を知らないということをおっしゃったの

ですけれども、そういう発信をこれからしていかなければいけないのだなと思

いました。それから、やはり評価。評価感は従来の評価感を１８０度転換する。

個人内評価で成長した道徳性を記述式で示し、一人一人を勇気づけるというた

めの記述だよという。一人一人を勇気づけるための記述であってほしいという

ことをおっしゃったので、なるほどなと思って。評定評価ではありませんので、

そこのところを親御さんにＰＲする値打ちがあるのだなと思いました。 

         それから、先日、教育研究所だよりというのをいただいて、パラパラと見さ

せていただいた中で、今年の校内研究はどんなふうにやられているというとこ

ろは、ちょっと私は注目やったのですけれども、やはりキーワードとしては主

体的・対話的・授業改善・教師の授業力・それから協働学習・それから協働の

学び・そして評価というような言葉がキーワードになっていました。これは文

科省も言っている指導要領もその言葉で思われているのですが、これを具現化

されるのが研究なのだろうと思う中で、どんな子どもの姿が２月、３月に見ら

れるかというところが大事なのかなと思いました。しかも、研究の窓口が全教

科というのは９校、算数が２校、国語が４校、そして中学校が中心ですが特別

の教科道徳が５校ということで、教科を広げてやられているということでの良

さもあるのですが、一つに焦点化されないとみんなの考えが散らばっていく。

どこに拠り所を求めて研究進めるのかというときのしんどさもあるなと。自由

であるけれども、しんどさもあるなというのも思いながら、そこを先ほど教育

長がおっしゃった４つの改革とどう絡めていかれるのかがこれからの楽しみや

なと思わせていただきました。 

 

川那邊教育長   それでは、以上で教育長報告を終わらせていただきます。 

 

        ――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項に移ります。 

         議第３４号の臨時代理の承認を求めることについてでございますが、この議

案は人事案件でありますことから、会議を公開しないこととすべきであると思

います。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項では、教育

委員会の会議は公開する。ただし、人事に関する事件、その他の事件について、

教育長または委員の発議により出席者の３分の２以上の多数で議決したときは、
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これを公開しないことができるとなっておりますので、この規定に基づき、お

諮りしたいと思います。 

         当議案および議事を公開しないこととするについて、御異議はございません

か。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議なしと認めます。よって、当議案および議事は、公開しないことといた

します。したがって、議第３４号の審議は、報告事項の終了後に行うこととい

たします。 

         次に、議第３５号 草津市立幼稚園条例等の一部を改正する条例案に対する

意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについてを議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

幼児課係長    議第３５号 草津市立幼稚園条例等の一部を改正する条例案に対する意見を

市長に申し出るにつき議決を求めることにつきまして、子ども未来部幼児課下

川から御説明させていただきます。 

         議案書の６ページから５８ページが該当する部分でございます。 

         このたびの条例の一部改正につきましては、１０月１日より開始となります

幼児教育・保育の無償化に係る各種改正と、令和２年４月１日から幼稚園型認

定こども園として開園を予定しております、市立幼稚園３園についての園名お

よび定数に係る改正の二つの要素がございます。いずれもこの８月臨時会での

審議をいただく必要がございますことから、一つの条例案としてまとめている

ところでございます。 

         では、まずこども園化についての内容を御説明させていただきますので、議

案書の２０ページをごらんください。 

         幼稚園条例第２条の表中におきまして、来年度４月からの幼稚園型認定こど

も園として開園を予定しております、現在の草津市立常盤幼稚園および老上幼

稚園、玉川幼稚園につきましてそれぞれ園名を変更し、草津市立常盤こども園、

草津市立老上こども園、草津市立玉川こども園とするものでございます。また、

議案書２１ページの幼稚園の園児の総数を定める第１０条におきまして、新設

される認定こども園３園におきまして、新たに３歳児クラスを設置する必要が

ございますことから、３歳児の総定数を現行の１１５人から２４０人に変更す

るものでございます。また、３歳児の増員に伴いまして、市立幼稚園の在園児

数の総数を一定に保つため、４歳児につきましては４１０人から３８８人へ、

５歳児につきましては４７０人から４３７人にそれぞれ変更するものでござい
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ます。施行期日につきましては、議案書５８ページの付則にございますとおり、

令和２年４月１日とするものでございます。 

         次に、幼児教育・保育の無償化に係る内容につきまして、主に教育委員会に

関連する部分について御説明をさせていただきます。 

         今般の幼児教育・保育の無償化に当たり、幼稚園の預かり保育料につきまし

ても、保育の必要性が認められる子どもにつきましては、保育料が無償化され

るものとなったところでございます。しかしながら、国から示されました新給

付の算定方法に基づけば、現行の当市における保育料の積算方法では新給付の

上限額内に保育料がおさまらず、一定の自己負担が発生することが判明いたし

ましたことから、子育て世帯の負担軽減かつ保育所との格差是正という本来の

制度趣旨を踏まえまして、無償化対象者における自己負担が発生しないよう、

市預かり保育料の設定方法の見直しを行おうとするものでございます。 

         議案書２０ページをごらんください。 

         第８条におきまして、幼稚園において実施しております月額制でかつ利用回

数制限のない常時利用預かり保育を廃止し、日額制の日単位利用預かり保育の

みに運用を統一しようとするものでございます。また、それに伴いこれまで規

則において定めておりました日単位利用預かり保育の利用日数の制限を合わせ

て廃止しようとするものでございます。 

         これと関連いたしまして、少し飛びますが議案書５１ページの幼保連携型認

定こども園条例の一部改正におきましても、日単位利用預かり保育の利用日数

の制限を合わせて廃止するものでございます。 

         また、議案書５６ページの預かり保育および延長保育の実施に関する費用徴

収条例の一部改正におきましては、第４条に規定いたします市立幼稚園、市立

認定こども園における預かり保育料につきまして、幼稚園における常時預かり

保育の月額を廃止するとともに、日額をこれまでの利用時間に応じた積算では

なく、利用回数に応じた積算方法に改めることにより、平日の２時間か、また

長期休暇中の６時間かといった保育時間にかかわらず、年間を通して日額４０

０円に統一しようとするものでございます。 

         また、第７条の常時預かり保育に限定しておりました、保育料の減免につい

てでの規定でございますが、常時預かり保育の廃止に伴いまして、日単位利用

預かり保育における減免措置規定へと改めるものでございます。 

         これら預かり保育にかかる改正の施行期日につきましては、議案書５８ペー

ジの付則にございますとおり、令和元年１０月１日とするものでございますが、

１０月からの制度開始に当たりまして申し込み、また申し込みに対する承認の

手続等につきましては、準備行為としてあらかじめ行うことができる旨の規定

を新たに設けているところでございます。 
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         続きまして、議案書の５３ページ、草津市子どものための教育・保育給付に

係る利用者負担額に関する条例の一部改正につきまして、御説明させていただ

きます。 

         教育委員会に関連する内容といたしましては、新旧対照表の第３条に規定い

たします、利用者負担額の決定におきまして、１０月からの幼児教育の無償化

に当たりまして、国の施行規則が改正されましたことを受け、市立幼稚園およ

び市立幼稚園型認定こども園における利用者負担額の上限額を、現行の２万５,

７００円から０円へと変更するものでございます。施行期日につきましては、

議案書５８ページの付則にございますとおり、令和元年１０月１日とするもの

でございます。 

         最後に、議案書２２ページから５０ページにつきましては、特定教育・保育

施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準につきまして、従うべき国

の基準が改正されたことに伴い、市の基準についても改正を行うもの。また、

議案書の５２ページにつきましては、草津市保育所設置条例につきまして、無

償化に伴い新しい給付制度が創設されたことに伴いまして、法律中の用語が修

正されたことによる文言修正。議案書５７ページの市立発達支援センター条例

の一部改正につきましては、就学前の障害児の発達支援を利用する子どもにつ

きまして、利用料を３歳から５歳まで無償化にするための規定に改めるという

ものでございます。これらの改正につきましては、主に市長部局に関連する内

容でございますことから、詳細な説明につきましては省略をさせていただきま

す。 

         以上、議第３５号の説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして、何か御質問はございませんか。 

         それでは、御意見はございませんか。 

 

檀原委員     この中身について云々ではないのですけれども、もうすぐ８月１日で、実際

もう１０月１日からの運用ということで、非常に時間のない中、またいろいろ

なところに説明に行ったり、また保護者の方々もちょっと戸惑われるところも

あるかと思います。いろいろ大変なところやと思いますけれども、円滑に行き

ますように頑張っていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ほかいかがですか。 

         それでは、特に意見なしということで、よろしいでしょうか。 
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各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   議第３５号は、意見なしとして市長に回答することといたします。 

         次に、議第３６号 高穂中学校増築工事（建築）の請負契約に対する意見を

市長に申し出るにつき議決を求めることについてを議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

教育総務課長   議第３６号 高穂中学校増築工事（建築）の請負契約に対する意見を市長に

申し出るにつき議決を求めることについて、教育総務課の田中が御説明申し上

げます。 

         議案書は６０ページから６２ページでございます。６２ページをお願いいた

します。 

         当該工事につきましては、年々生徒数が増加しております高穂中学校におき

まして、生徒増に対応できるよう増築棟を建設し、必要な教室を確保するとと

もに、既存棟の内装改修や駐輪場の増設などを合わせて行うものでございます。

工事の予定価格が１億５,０００万円以上の請負契約につきましては、市議会

の議決を必要とするものであり、市議会に提出するに当たりまして、本委員会

の御意見を求めるものでございます。 

         今回の契約でございますが、契約の方法は、条件つき一般競争入札によるも

のでございまして、契約金額は４億９,９２９万円。契約の相手方は、草津市

志那町７３３番地５のゆうあい建設株式会社でございます。工事場所は学校所

在地であります草津市追分７丁目でございます。工事の期間でございますけれ

ども、令和２年７月３１日までとなっております。工事の対象範囲や、工事の

内容、そのほか別途発注する予定の関連工事につきましては、記載のとおりで

ございます。また、工事中の安全につきましては万全を期すとともに、学校と

も十分調整し、学校運営に与える影響を最小限に抑えながら、実施してまいり

たいと考えております。 

         以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろし

く御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして、何か御質問はございませんか。 

         御意見はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、意見もないようですので、議第３６号は意見なしとして市長に回
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答することといたします。 

         次に、議第３７号 草津市社会教育委員の委嘱につき議決を求めることにつ

いてを議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

生涯学習課長   議第３７号 草津市社会教育委員の委嘱につき議決を求めることについて、

生涯学習課の相井が御説明を申し上げます。 

         議案書は、６４ページから６７ページでございます。 

         草津市社会教育委員設置条例第２条の規定により、社会教育委員を委嘱して

おります。現社会教育委員は平成３０年６月に委嘱した方々でございますが、

今年２年目となります。今回推薦元の団体から委員の変更の申し出がありまし

たことから、新たに６５ページに掲載しております１名の方を委嘱しようとす

るものでございます。社会教育委員、社会教育の関係者として、くさつパール

プロジェクトチームより今回御推薦をいただいた方で、この方は平成２７年、

２８年度にも社会教育委員として御活躍いただいた方でもございます。任期に

つきましては、前任者の残任期間でございます令和２年６月２８日までといた

します。 

         以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。御審議いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問はございませんか。 

         本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第３７号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第３８号 平成３０年度における教育に関する事務および執行状況

の点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出し、並びに公表するにつき議決を求めることについてを議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

教育総務課長   議第３８号 平成３０年度における教育に関する事務および執行状況の点検

および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出し、

並びに公表するにつき議決を求めることにつきまして、教育総務課の田中より

御説明申し上げます。 

         恐れ入りますが、別冊となっております教育委員会事務の点検および評価の
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報告書（案）をごらんいただきたいと思います。 

         こちらの報告書につきましては、６月の定例教育委員会で協議案件としてお

諮りをしたところでございますが、その後、７月５日と７月１６日の２日間に

わたりまして外部評価委員会を開催し、外部評価委員から全ての評価シートに

つきまして、御意見や御提案をいただいたところでございます。 

         報告書の９ページと１０ページを見開きの状態でごらんいただきたいと思い

ます。 

         こちらは評価シートの見本でございますが、二つのページで一つのシートと

なっておりまして、下段の１０ページの表の一番右側でございますけれども、

こちらに外部評価委員の御意見欄がございまして、そちらの方に御意見を要約

したものを、事業ごとに記載しております。 

         １３ページ以降が実際の評価シートでございまして、今後は、外部評価委員

の皆様からいただいた御意見を踏まえまして、それぞれの所属において各事業

の推進および改善に向けまして取組を進めてまいりたいと考えております。 

         なお、今後の予定といたしましては、本日議決をいただきました後、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づきまして、議会に提出いたし

ますとともに、市のホームページにより市民の皆様に公表してまいりたいと考

えております。 

         以上、まことに簡単ではございますが、御説明とさせていただきます。よろ

しく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございませ

んか。 

 

檀原委員     前回のときに外部評価の意見だけが抜けた状態で見せていただいて、今回そ

の部分が入れていただいて、それもちょっと読ませていただきました。非常に

しっかりと見ていただいているなという印象で、特にこういう評価をしていた

だいた中で、ぜひ改善できるところはやっていただく、そんな中身になったら

いいなという思いです。これもちろん出していただくのはこの形でしていただ

いたらいいのではないかと思います。ただ、少し若干その実態と違うような高

評価を書かれているのかなというところもないわけではなかったのですけれど

も、ほとんどそういう書いていただいているところはほぼそういう中身だなと

思いました。１６ページの下の（２）の方で、実態と少しどうなのかなと思っ

たのは、中学校区の人権のところの教育をされている。自己肯定感は教師だけ

で高められるものではない。保護者や地域の方に協力してもらえるようにどう

発信するのかが重要だと思うという御意見をいただいています。結構その人権
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教育実践交流会というのは、校区の中の学校や園が皆さん先生方集まられて、

実際にその授業を見ながらその様子を見回った後に、またいろいろな交流をさ

れるところで、結構先生方同士が実際にそのいろいろな学校の様子を見られる

というような要素も多いので、実際のところ保護者や地域の方にというところ

がダイレクトに伝わるものではないのかなという部分はちょっと思ったのです

けども当然、今書いていただいている自己肯定感ということはキーワードの一

つですし、その中で組みとっていただいたところが広がっていくことが非常に

大事だなと思います。これはちょっとずれているというよりは、そういう見方

もあるのだなというふうなところでした。 

         あと、その一つ前の１４ページのところなのですけれども、（１）の方です

が、地域で活動する方が高齢化しており、保護者世代の参画も難しい中、大学

生の協力を促すのはよい取組だと思うということで、実際この取組がなかなか

やはり実際に動き出すためにはまだもう少し工夫したり、大学生を本当に連れ

出すというのはなかなか、各１４学区に全部行けるような体制もしっかりして

いくというとこら辺はまだまだ知恵が必要だと思いますので、ぜひいろいろな

協力も得ながらということになると思いますが、検討していただけるといいな

というようなことも思いました。 

         それから、２４ページのところです。（１）（２）（３）のところで、登校

時に比べて下校時は地域による対応がまちまちであるということで、学校と地

域・保護者が連携して、他市で起こっているような事故を教訓にしながら、安

全対策を進めてほしいというふうに書いていただいています。中学生は自転車

通学のときにヘルメットを着用することになって、実際しっかりとかぶってい

るところもあるのですけれども、想像に難くないところですが、被っているだ

けみたいな、こけたら外れるみたいなのが結構多いですし、その辺も意識して

いただけるような方策も考えていただけるといいなと思います。やはり実際自

分の身を守るというのも、しっかり体験できるようなことが非常に大事なこと

だと思いますので、ちょっとこれ見ながら思ったところで申しわけないのです

けれど、思うところをちょっと述べさせていただきました。 

 

川那邊教育長   特に事務局の方からありますか。今の。よろしいですか。 

         では、ほかの件でどうぞ。よろしいですか。 

         そしたら、私の方から聞かせていただきたいのですが、３点お願いします。 

         一つは、検定授業のことが出ていますが、３５ページです。検定授業は、外

部委員さんの方から大変良い機会だというふうに言われていまして、これまで

から実績も上げているところです。目標を見ますと、中学校で大変レベルとし

ては高いのですが、大体５０数％ぐらいの３級の取得率、国の方では３０から
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４０％ですので、かなり高いのですが、伸び悩みというか、ここが一つ点にな

っている感じがありますね。このことについてこれがもう点なのか。それとも

まだ取組によって改善できるのかということを１点お伺いしたいと思います。 

         それから、二つ目は、特に学校図書館についてですが、読書率あるいは学校

図書館に行く子どもの数がなかなかこれまでから伸びないというふうなことも

聞いております。外部委員さんの方からこの読書活動を推進してほしいという

ようなこともありますが、何か考えておられることがあればお教えください。 

         それともう１点は、５１ページの授業研究会の開催ですが、今年授業を教員

同士が学ぶ機会をかなり取り入れていただいています。外部委員さんの方から

は、気軽に見ることによって特に若い先生の授業改善につながるであろうとい

うようなことが書いてありますが、今後、去年から始めて今後、どういうふう

にしていくのかということもお伺いをしたいです。 

         以上、３点お願いします。どこからでもいいです。お願いします。 

 

学 校 政 策 推 進 課 長   学校政策推進課、江竜でございます。 

         今、御質問、御意見ございました、まず１点目の検定授業についてでござい

ますが、御指摘のとおり、中学校３年時に英語検定３級程度の生徒の割合とい

うものにつきましては、ここ数年足踏み状態であります。ただ、中学校６校に

おきまして、詳しく分析をしましたところ、全ての学校で足踏み状態であるこ

とではございません。着実に実績を上げていただいている学校もございます。

現在、取り組んでおりますことは、実績を上げている学校で行っている取組を

ほかの中学校に広めていく、その方向で今動いております。例えば、実績を上

げておられる中学校では、オールイングリッシュでの授業を行ったり、あるい

は英語でのプレゼンテーションやディベートを行ったり、あるいは英語でブッ

クトークを行ったりというような取組を行っていらっしゃいます。英語の教科

書に沿った授業をするだけではなく、そういう力をつけていくことで英語力が

上がっているものと考えますことから、ほかの学校へもそういう取組を広げよ

うと今、しているところでございます。 

         ２点目、読書についてです。読書につきましては、そこの評価項目に挙がっ

ております１年間の学校図書館での貸出冊数というのは、現在も順調に伸びて

おります。ただ、これは学校司書等もつけていただいて、毎日開館をしている

成果ではあるものの、毎年５月に行っております読書量調査では、若干読書量

は少なくなってきているというのは事実です。小学校におきましては、平成２

８年度をピークに２９、３０、令和元年度と若干下がりつつあります。中学校

においても、平成３０年度をピークに今年度は若干下がりました。原因はいろ

いろあるかとは思いますが、そのうちの一つとしましては、学校の中でやるべ
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きことが増えてきた結果、朝読書については若干減ってきている、学校で全員

で本を読むという時間がなかなか確保できないという現状にある、こういった

あたりが原因になっているのかと思います。ただ、現状で朝読書をさらに増や

していくことができるかというのは、それは非常に難しいことかと思っており

ますので、昨年度からその読書量を、図書館へ行く機会をふやす方策の一つと

して、図書館を使った調べる学習コンクールを導入いたしました。今年度は２

回目になりますけれども、昨年度よりもできるだけ多くの子どもたちにこのコ

ンクールに参加するような、そういう取組を行うことで、子どもたちが学校図

書館、あるいは市立図書館に足を運ぶ機会を少しでも作っていけたらなと考え

ております。 

 

学校教育課長   学校教育課、京近でございます。 

         授業研究会の部分についてですけれども、授業を見るということは大切だと

いうことで、市内小中学校の教員で組織しています草津市教職員教科等部会別

研修会を活性化していこうという取組を、特に昨年度夏から行っております。

中学校で、臨時に研修会、特に国語・数学・理科で研修会を実施して、授業を

見合って、それから今年度におきましても、以前はビデオ撮影でそれを夏休み

の研修会で反省会をするというふうなところを、できるだけ生の授業を見てい

こうということで、それぞれの学校に案内をしながら進めております。その中

に、事務局員の中の指導主事も積極的に関わりながら、特に中学校で言えば５

教科あたりを中心に小学校も４教科ですね。国・算・理・社あたりを中心に授

業を見ていこうということを進めていこうということを計画しております。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

         学力調査の結果は間もなく公表されると思うのですが、そこでの課題とリン

クしながら、今の図書館であるとか検定授業であるとか教科等についても充実

の方に向けてお願いしたいと思います。 

         ほかどうですか。 

 

稲垣委員     いいですか。幾つか。一つは、４７ページの人事評価制度の実施というとこ

ろです。草津市では、面談１人当たり年間３回以上を管理職と教職員が対話で

きるという、本当に３回やるということは私現場にいるときには大変難しかっ

たので、これはいいことだなと思います。何かというと、そのときに先生方と

話す中で、本当にふだん冗談は言えても、やはりそれぞれの先生の思いや願い、

こういう方向に向かいたいんだ、こういうことをやってみたいんだ、これはど

うだろう、というのを揺れながら思っているのが、管理職としゃべることでは
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っきりしたり、また後押ししてもらえる。それならやってみなと言ってもらえ

る。そういう場になっていることがとても大事だなというのが一つあります。

ある先生が、その管理職の先生に相談したとき、そういうふうに言ってもらえ

たことで自信につながって飛躍できたんだとか、学校から一つ違う現場に出て

学ばせてもらう機会を４月に得たとか、そういうふうなことを聞いたことがあ

りますので、これは大変いいなと思いました。 

         それから、次は５９ページの中学校生徒指導授業推進です。これ、いじめを

含む問題行動の発生率の減少率ということで、平成３０年は２２９.１％とい

う素晴らしい数値が出ていて、先ほど成田課長の方からも御説明がありました

けれども、いじめは私は件数がふえることは問題ないと思うのです。その件を

どうするかということが大事であって、件数が増えるというのは細かく見てい

るということもあるので、そういうことで２２９.１％そう言っているという

ことは、草津市においてはそういう大きないじめとかいろいろな課題になるよ

うなことが聞こえてきていませんので、大丈夫と思います。ただ、これは草津

市ではない市の話ですけれども、夏休み前に親御さんと懇談をしますよね。全

体か個人か知りませんけれども。そのときに、うちの子がこうこうこうでと言

われて、もう暗い夏休みに陥りましたという先生の話を聞いたことがあるので

すね。休みに入ってしまうと、もう一斉指導も何もできなくなってしまって、

かえってとっても不安なことがいっぱいあって、もう家庭訪問の夏休みです、

なんて声を聞いたことがあるので、そういう部分での先生にふだんから言いや

すさであったありとか、先生も見抜く目をつけていかないと、若いからとか年

配だからではなくて、そういう本当に普段の子どもの姿って見せませんけれど

も、結構定点観察していると見えたりする。支援員の先生っていうまた第３の

目っていうのもあると思うので、そういう発見とかも大事なのかなというふう

に。数値はいいのですけれども、一つ思いました。 

         それから、１００ページの地域ボランティアによる学校支援ということ。こ

れ本当に大きな学校としての支援の宝なのですけれども、もう本当に自分も現

場にいるときから年々高齢化して、次やってくれる人、辞めないでくださいと

お願いしながらもっていたところがあるのですけれども、今退職してからもま

だ働かれる時代で、人生１００年の時代、７０歳ぐらいまでは働かれる時代に

なってきたときに、こういう支援のあり方をどうしていくのかなということも

考えていく必要があるのではないかなと思いました。連合教育会に参加したと

きに、他府県の方がおっしゃっていたのは、実はうちにはおやじの会があるの

だと。お父さんたちにここ直してな、あそこ直してなとかいろいろなことで活

躍してくれる場があるのですよというふうなことを紹介されていたので、何も

地域の方ばっかりじゃなくて、普段は仕事に行っておられてもやはり土日やと
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かこども園の監視委員だとかお父さんを売るチャンスとか言うのもある。単身

家庭もあるのでそこは難しいのですけれども、そういう何か開拓していく必要

があるのではないかなと。それをやはり市からサポートしてあげないと、もう

現場は日々のことに追われてしまっているので、なかなか人材バンク的なのは

難しいですし、形式的に集めるのもあれなので、何か良いアイデアがあったら

いいなと思いました。 

 

川那邊教育長   特に事務局からはないですか。 

         それでは、本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、議第３８号は原案どおり可決いたします。 

 

        ――――日程第５―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第５、報告事項に入ります。 

         事務局よりお願いします。 

 

教育総務課長   報告事項１、定期監査結果報告につきまして、教育総務課の田中より御報告

申し上げます。 

         報告書の２ページをごらんいただきたいと思います。 

         去る令和元年７月８日付で草津市監査委員より、草津市教育委員会教育長宛

てに定期監査結果の報告がございました。平成３１年４月２６日から令和元年

５月２３日までの期間で、志津南小学校を初め６つの小中学校におきまして、

監査が実施されたところでございます。 

         監査結果につきましては、３ページから１３ページまでに、それぞれの学校

ごとに記載されておりますが、今回の監査の主眼と対象につきましては、監査

が行われました６つの小中学校に共通いたしまして、教育財産の適切な維持管

理と学校徴収金等の取り扱い状況の２点を中心に実施されたところでございま

す。 

         監査結果といたしましては、監査が行われました小中学校で教育財産の維持

管理、並びに学校徴収金等の取り扱い状況につきましては、おおむね適正に執

行されていると認められたところでございますが、矢倉小学校を除いて、一部

に改善・検討を要する事項が見受けられたということでございます。 

         共通する事項といたしまして、学校徴収金の各会計における金銭出納簿と通
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帳残高との確認について、目視による確認だけではなく、毎月確認した後に、

出納簿に確認日を記入し押印することの御指摘をいただいております。 

         そのほか、施設の維持管理において修繕等を要する部分や、警察への緊急通

報装置を使った通報訓練の実施などについて御指摘をいただいたところでござ

います。 

         定期監査結果後の対応といたしまして、監査が実施された学校につきまして

は、指摘事項に対する速やかな対応を通知するとともに、今回の監査の対象で

はない学校に対しても指摘事項を共有し、適正な管理執行をしていただくよう

に連絡をしたところでございます。今後も、教育委員会事務局の担当が学校を

訪問する際に、指摘事項に対する状況が改善されているかを確認し、適宜指導

を行うなど、適正な管理と事務処理の徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

         今年度の小中学校における定期監査の報告は以上でございます。 

 

川那邊教育長   続いてお願いします。 

 

ス ポ ー ツ 保 健 課 長   続きまして、報告事項の２、草津市中学校運動部活動指導員設置要綱の一部 

を改正する要綱につきまして、スポーツ保健課の織田が御説明申し上げます。 

         報告書は１４ページから１７ページでございます。 

         この要綱は、平成３０年度から実施しております中学校運動部活動指導員を

設置することについて規定したものでございますが、その改正内容につきまし

ては、１６ページの新旧対照表で御説明いたします。 

         改正内容は大きく３点ございます。 

         １点目は、第３条第２項で現行２０歳以上と年齢の下限を設けておりますが、

職業安定所から本業務は雇用対策法の年齢制限の規定を適応できない旨、助言

をいただきましたことから、年齢制限を削除するものでございます。 

         ２点目は、第３条第２項第２号に記載しております、公益財団法人の名称変

更に伴い、日本スポーツ協会に変更するものでございます。 

         ３点目は、同制度の国庫補助金の規定の変更に伴うものでございます。第５

条では、年度末としていました任用期間を、教育委員会の指定する日までに変

更し、１７ページに参りまして、第６条では、勤務時間について週１５時間年

間４５週に上限を改めるもの。また、第７条では、報酬の支給を予算の範囲内

と規定するものでございます。改正要綱は、令和元年７月２５日から施行して

おります。 

         以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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街道交流館長   報告事項３および４につきまして、街道交流館の八杉の方から御報告申し上

げます。 

         青花紙の保存継承懇話会の開催要綱でございます。草津市に代々伝わってお

ります伝統技術でございます青花紙の制作技術につきまして、製作者の高齢化

また後継者不足等によりまして、非常に危機に瀕しておりますことから、今後

のそのあり方等につきまして御意見を賜るために、懇話会を設置させていただ

きます。報告書の１９ページでございますが、１条から７条ということで、そ

れぞれ条目を定めておりますが、内容といたしまして、生産技術の保存継承に

関する事項等につきまして御議論いただき、今後どのような形で継承していく

かということにつきまして、今まとめていきたいと思っております。 

         報告事項の４の方でございますが、先ほどの開催要綱の第２条に基づきまし

て、４名の委員を委託して、現在いろいろ御議論いただいておるところでござ

います。 

         以上でございます。 

 

教育総務課長   報告事項の５ 寄付受け入れ報告について、教育総務課の田中が御説明申し

上げます。 

         報告書は、２２ページでございます。 

         草津市更生保護女性会様より、図書２３冊を、市内小学校および幼稚園に御

寄付いただきました。 

         また、老上中学校ＰＴＡ様より、テント１６張を、老上中学校に御寄付いた

だきました。 

         報告事項は以上でございます。 

 

川那邊教育長   ただいまの報告事項につきまして、御質問等はございませんか。 

 

檀原委員     報告事項の４について、ちょっと質問させていただきたいのですが、４名の

方、学識経験の方４名ですが、この中で草津の方とかはおられますでしょうか。 

 

街道交流館長   草津の方はおられません。 

 

檀原委員     特に問題はないですか。 

 

街道交流館長   そうですね。一番上の落合先生は、何十年とこの青花につきまして専門的に

御研究されておられる方ですし、農家さんとも非常に懇意にされていただいて

いますので問題はないと思っております。 
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檀原委員     はい。わかりました。ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   ほかよろしいですか。 

         では、一つすみません。監査についてですが、学校徴収金の取り扱いについ

て、多くの学校で検出事項に挙げられているのですが、これはすぐに改善が可

能なのか、根本的な課題なのか。その辺はどうでしょう。 

 

学校教育課長   学校教育課、京近です。 

         すぐに改善可能ですので、帳簿の方をそういう様式に変えさせていただいて

いるものを学校の方に提示していますので、そこに判子を押していただいて日

にちを変えていただくように指示を出しております。 

 

川那邊教育長   ありがとうございます。 

         ほかいかがですか。 

         それでは、報告事項につきましては以上で終わらせていただきます。 

         続きまして、先ほど非公開といたしました議案の審議に移ります。傍聴席の

皆様におかれましては、退出をお願いします。 

 

        ――――――――― 非公開 ――――――――― 

 

川那邊教育長   以上をもちまして、本日の議事は終了となりますが、ほかにございませんか。 

 

生涯学習課長   生涯学習課から１件講座案内をさせていただきます。お手元に配付済みの水

色のチラシの方をごらんください。 

         「近江を学ぶ、草津を識る」をテーマに私たちのふるさと滋賀、草津に関す

る歴史や文化をさまざまな視点から学んでいただける立命館びわこ講座を今年

も開催いたします。大学の知的資源を地域の生涯学習支援に生かそうと始まっ

たこの講座は、立命館大学びわこ・くさつキャンパスの開校時から実施をして

おるものでございます。今回の連続講座は、「持続可能な社会に向けて～琵琶

湖・草津からの発信～」というサブタイトルのもと、空き家問題や観音寺納豆、

湖と人の持続可能なかかわり方、ＡＩ、天皇の生前譲位など、タイムリーでか

つ地域性のあるテーマとなっております。本日から周知・案内を開始し、申込

期間は９月２日から１０月１日の一月となっております。関心のある方への御

案内のほか、委員におかれましてもよろしければ受講いただければと思い、御

案内をさせていただいたものでございます。 
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川那邊教育長   ほかよろしいですか。 

         それでは、これをもちまして、７月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は、８月２３日、金曜日、午後３時から定例会を開催する予定ですので、

よろしくお願いいたします。 

         ありがとうございました。 

 

閉会   午後 ４時２５分 

 

 


