
一般 伊吹達郎
草津市の土曜日の豊かな教育環境の実
現に向けてどのように考えているか。

教育部長

「土曜日学びの教室」は、文部科学省の事業に合致すると
考えており、今後、国の制度も活用しながら、学校以外の
教育支援体制を構築し、豊かで有意義な土曜日を実現して
いきたい。学校における土曜授業については、社会教育団
体での活動や習い事などに通う児童生徒が多いことや社会
人・外部人材との協力体制が未整備であること、地域行事
などとの調整、教職員の勤務体制をどうするかなど解決す
べき課題が多く、慎重な検討が必要であると考えている。

学校教育課

一般 伊吹達郎
「スペシャル授業in草津」は今後も続
けていく予定か。

教育部長

「スペシャル授業in草津」は、今年度で５年目であり、学
校独自開催も合わせて、多くの各界第一人者を招聘し展開
してきた。スペシャリストに触発され、子どもたちが自ら
の夢や憧れを膨らませ、広い視野で社会を見つめ、責任感
を持って、自分の可能性を最大限に生かせる人間に成長し
てほしいと願い行っている。高い評価を得ているので、今
後も続けていきたい。

学校教育課

一般 伊吹達郎

文部科学省が進めようとしている「学
校における土曜授業」について、草津
市は、指定地域として手を挙げるつも
りはないのか。

教育部長 現在検討段階である。 学校教育課

一般 西村隆行
9月27日のアミカホール使用停止発表
後、市民の皆様への市の対策はどのよ
うにされたのか。

教育部長

既に予約いただいていた皆様に対し、電話等でホール使用
停止のお知らせと代替施設での開催についての意向確認な
どを行った。あわせて、市ホームページへの掲載や報道機
関への資料提供を行い、市民の皆様に周知を行った。

生涯学習課

一般 西村隆行
10月初めに開催予定であったイベント
への参加者の皆様への対応はどうされ
たのか。

教育部長

イベントの中止や延期を御存知なく来られた方には、ホー
ル入口にてお詫びし、生涯学習課および指定管理者である
アミカホール職員がチラシの配布と変更になった経緯を丁
寧に説明させていただいた。

生涯学習課

一般 西村隆行
イベントの中止や延期を知らずに来ら
れた方は、どんな様子であったか。

教育部長 驚かれていたり、仕方ないなと言われていた。 生涯学習課

一般 西村隆行
使用停止に伴う対応は、担当部署だけ
にさせていたのか。

教育部長
代替施設での開催にあたっての調整は、総務部等の施設管
理担当部署と、修繕工事にかかる対応は、都市建設部等の
技術担当部署と連携し、対応した。

生涯学習課
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一般 西村隆行

9月27日のアミカホール使用停止発表
後からすぐに、教育委員会として担当
部署に応援を出し、分担して対応にあ
たるべきではなかったのか。

教育部長
アミカホールの対応については、生涯学習課を中心に対応
にあたっていたが、同時期に開催の市美術展覧会業務への
協力を教育委員会各課にて行った。

生涯学習課

一般 西村隆行
予定されていたイベントの中止や変更
についての市の各施設での対応はどう
だったのか。

教育部長
市公共施設へは生涯学習課から依頼を行い、開催予定で
あったイベントのチラシやポスター等の撤去をしてもら
い、影響を最小限に留めるように努めた。

生涯学習課

一般 西村隆行
今回のことから、今後アミカホール条
例を変更すべきと思うが、どのように
考えておられるか。

教育部長

使用許可の取り消しや損害賠償のあり方等についての明確
な規定がないことから、今回のことを教訓として、他施設
の状況を参考にしながら、関係規則の改正について今後検
討していきたいと考えている。

生涯学習課

一般 棚橋幸男

平成２６年２月１６日に「くさつシ
ティリレーマラソン」が行われるが、
その日は「第５９回草津市駅伝競走大
会」の開催日と重なっており、どのよ
うに支援を考えているのか。また、今
後はどのような位置付けになるのか。

教育部長

「草津市駅伝競走大会」はかなり早い時期に開催日を決定
しており、「くさつシティリレーマラソン」の開催意向を
聞いたのはごく最近である。主催者には、「草津市駅伝競
走大会」と重なっていることを説明し、人員協力等はでき
ないことを伝え、今回は後援名義のみの対応で了解いただ
いたところである。

スポーツ
保健課

一般 棚橋幸男

平成３６年に第７９回国体が滋賀県で
開催されることが内々定されており、
その主会場を県は今年度中を目途に判
断したいと考えているが、その候補地
の一つである「びわこ文化公園都市」
になれば草津市のまちづくりにとって
良いと思われるので、大津市と連携し
て働きかけることなど、どのように考
えているか。

市長

「びわこ文化公園都市」は主会場として最適と考えてお
り、草津商工会議所も県に対して要望書を提出されたとこ
ろである。名神・新名神ＩＣやバイパスに近く、山手幹線
も整備され、交通の利便性が高いことと、立命館大学や龍
谷大学があり、広域的な競技大会や大学スポーツの拠点と
なり得ることや、国体後も有効に活用できることなどか
ら、本市はもとより県にとっても有効であると考える。

スポーツ
保健課
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一般 小野元嗣

淡水真珠復興事業を活用した環境学習
に参加した地元の小学５年生児童はど
のような取組をしたか。また、他学区
間の子どもたちの地域交流や草津市の
特色ある環境学習に活用できないか。

教育部長

昨年度参加した常盤小学校５年生は、淡水真珠が養殖され
ていた歴史を学んだり、平湖や柳平湖のプランクトンを観
察したりして有意義な学習ができたと聞いている。環境学
習では、身近な環境の中に課題を見つけ、調べたり働きか
けたりすることから始め、次第に範囲を広げていくことが
肝要である。また、学習が発達段階に応じているか、内容
に無理がないか等の検討も必要だが、今回の事業は、限定
された場所での学習であり、受け入れ体制の問題もあるの
で、市全体で学校教育の環境学習として実施するには十分
な検討が必要と考えている。

学校教育課

一般 小野元嗣
淡水真珠を草津市の観光資源としてブ
ランド化していきたいが、どう考える
か。

市長
現在、実験的な取組を進めているが、来年度は市制60周年
でもあり、期待している。ブランド化に向けた取組につな
げたい。

学校教育課

一般 小野元嗣

草津市には、運動場や野球、サッ
カー、グラウンドゴルフなどができる
施設が尐ないが、今後の施設整備の考
えを伺う。また、国体の種目になった
ゴルフのジュニア選手の育成のための
組織づくりや、人気が高まっているダ
ンスなどが気軽にできる施設整備につ
いて伺う。

教育部長

草津市スポーツ推進計画に基づき、環境整備を進めている
が、その一つとして、野村運動公園を再整備する検討を進
めており、多くの種目に使用でき、健康づくりに寄与でき
る施設整備を目指している。また、ゴルフのジュニア選手
の育成の組織づくりについては、国民体育大会へ向けて、
他の競技種目もあわせて、体育協会と協議、調整を進めて
いきたい。ダンスなどができる施設整備は、野村の新体育
館の中で検討していきたい。

スポーツ
保健課

一般 奥村次一
日ごろの人権教育や道徳教育に今まで
どう取り組んできたか。今後どのよう
に取り組んで行くのか。

教育部長

これまで、人権教育では人権尊重の精神や実践的な態度を
育む取組を行ってきた。また、道徳教育では全教育活動を
通じて豊かな心と道徳性の育成を推進してきた。今後、学
習指導要領の趣旨に則り、人権教育および道徳教育の一層
の充実を図り、指導内容が子どもたちの日常生活に生かさ
れるよう、さらに、学校、家庭、地域が相互に連携を図り
ながら、子どもの豊かな心や感性を育んでいきたい。

学校教育課

一般 奥村次一

わが子を自由で活動的に育てる一方
で、親が「勉強しろ」など子どもに強
いることは、子どもの人権を奪ってい
ることになるのか。

教育部長

勤勉な国民性は今も続いている。平成１９年の学習指導要
領改定後も、勤勉など子どもに必要な力を育てることは重
要であると位置づけられている。道徳の中でも、その重要
性に鑑み、取組を進めている。

学校教育課
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一般 奥村次一

学校で一人ひとりを尊重することはよ
いが、社会に出たときに、それぞれが
言い分を主張しすぎて、まとまってい
くのか危惧する。社会に出たときのこ
とを踏まえ、どのように道徳教育を進
めようとしているのか。

教育部長
小中学校の道徳の時間の中で、公共の精神を尊ぶことや社
会の一員としてのあり方を考えることなどについて、授業
を通して指導をしている。

学校教育課

一般 奥村次一

世界の中で生き抜いていくために必要
と聞いている愛国心や宗教心、道徳心
は子どもたちに教育の一環の中に備
わっているか。

教育部長

平成１８年に改正された教育基本法では、教育の目標の一
つとして、伝統と文化を尊重し、それをはぐくんできた我
が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の
平和と発展に寄与する態度を養うことが明記された。学校
教育法でも義務教育の目標の中に規範意識や公共の精神を
養うことなどが定められ、学習指導要領の基本となってい
る。学習指導要領において重要な柱の一つとされている道
徳教育の充実では、伝統や文化の尊重や公共の精神を尊ぶ
こと、基本的な生活習慣や社会生活上のきまりを身につけ
ること、善悪を判断し、人間としてしてはならないことを
しないようにすることなどが特に重視されている。これら
は、各校全ての教育活動を通して実践することとしてお
り、児童会や生徒会が自分たちで学校生活上のルールを
作ったり、地域をよくするためのボランティア活動を行っ
たりするなどの取組が行われている。また、県教育委員会
から「道徳教育総合支援事業」を受託し、市全体でこれか
らの道徳教育のあり方を実践的に研究するとともに、教員
自らの道徳性の涵養や指導力の向上に努めている。今後も
引き続き努力を重ねていきたい。

学校教育課

一般 山田智子
学校教育ICT化は優先度の高い事業と
考えているのか。

教育部長
学校教育のＩＣＴ化は、平成２２年度策定の草津市教育振
興基本計画に位置づけており、本市の重点的な教育施策の
１つとして、優先度の高い事業としている。

学校教育課
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一般 山田智子
学校現場にタブレットパソコンを導入
したことによる効果について、どのよ
うにとらえているか。

教育部長

渋川小学校および市内特別支援学級にタブレットパソコン
を導入し、研究実践に取り組んだところ、子どもの学習意
欲・関心が高まり、タブレットパソコンの特性やよさを生
かした活用を見い出す姿がみられるようになっている。さ
らに、電子黒板と併用することで、互いの考えを共有した
り、伝えたりすることができ、子どもの思考力やコミュニ
ケーション能力の育成にも役立っている。特別支援学級で
は、児童生徒の学習に集中できる時間が10分から30分程度
延びるようになり、タブレットパソコンの活用が効果的だ
と考える特別支援学級担任は92%にのぼっている。このよ
うに、タブレットパソコンの導入は、授業の質の向上を図
るとともに、児童・生徒の思考、判断、表現の力および最
新機器を自ら活用する力等を伸ばすことに効果をもたらし
ていると考えている。

学校教育課

一般 山田智子
来年度のICT活用の学校教育に向けた
方向性をどのように考えているか。

教育部長

ICT環境の整備については、費用対効果の問題等があり、
慎重さを要するものと考えている。まず、小学校を中心に
整備を拡充し、中学校にモデル校を指定する等により、
徐々にICT環境を整えていきたいと考えているが、来年度
の整備の規模や今後の拡充計画については、国の補助制度
の動向、モデル校である渋川小学校の実績も勘案して検討
していきたい。

学校教育課

一般 山田智子

児童生徒に対する情報モラル教育や教
員研修にどのように取り組んでいる
か、また今後そのように対応していく
か。

教育部長

児童生徒の情報モラル教育は、発達段階を考慮しながら、
国語科や社会科、技術家庭科、総合的な学習の時間にネッ
ト社会のルールやマナー、責任などについて学習してい
る。道徳では、ネット社会に潜む危険を回避しようとする
態度を身につけ、相手の立場に立って考えることの大切さ
を学んでいる。また、保護者に情報モラルに関する資料を
配布したり、児童生徒と保護者を対象とした講演会や研修
会も実施している。一方、教員の能力を高めるため研修会
を開催するとともに、関連する研修へ積極的に参加するよ
う促している。教育のICT化の進展に合わせ、体制を整備
し、情報化社会に潜む危険から子どもたちを守る取組を一
層進めたい。

学校教育課
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一般 西垣和美

特別な支援を要する子どもたちのニー
ズにあったタブレット端末として、
iPadの導入を要望するが、所見はどう
か。

教育部長

今年度は、タブレットパソコンの基本ソフトはＷindowsを
使用している。これは、電子黒板などのＩＣＴ環境を有効
に生かしたいことや、特別支援学級と通常学級に在籍する
児童生徒とが学習したり、通常学級に在籍していた児童生
徒が特別支援学級に異動したりした場合にも支障なく使え
るようにする必要があるためである。また、社会性や仲間
意識を育てるため、特別支援学級においても、小集団の中
で互いの作品を見合ったり、考えを交流したりするため、
現時点では、Ｗindows対応型を中心に検討を進めている。
特別な支援を要する児童生徒の発達特性や発達課題、ニー
ズも勘案し、各タブレットの長所や短所をさらに調査検討
していきたい。

学校教育課

一般 西垣和美
iPadの導入に前向きととらえてよい
か。

教育部長
障害のある児童生徒の個々の使用に限定されることもあり
うるので、複数のiPadを導入することも考えられる。現在
検討について指示しているところである。

学校教育課

一般 西垣和美
iPadの導入は限定した台数を確保する
のか、子ども個々が持つのか。

教育部長 このことも含めて検討している。 学校教育課

一般 篠原朊子

給食は全ての生徒が対象であり、ス
クールランチの検討は、弁当を持参で
きない生徒の食育環境を整えていくた
めのものであり、全体の食育環境を考
えていないのではないか。

教育部長

食育については、スクールランチか、弁当持参かに区切っ
ておらずトータルの大きな観点で考えており、給食セン
ターにいる栄養教諭が学校を訪問し、食育の大切さを啓発
していることもある。検討委員会の報告書は、スクールラ
ンチのみではなく、食育の提言もいただいている。

スポーツ
保健課

一般 篠原朊子

家庭弁当を持って来られない生徒のた
めの検討であり、全体の食育に対する
検討とは思えない。利用のほとんどな
いスクールランチではなく、成長期で
ある中学校に給食の導入をするべきと
考えるが検討はされたのか。

教育部長

家庭弁当持参制が定着しており、これを基本に補完するス
クールランチ制度を改善、充実させることが適切であると
思われ、以前にも答弁したとおり、現在のところ、給食の
導入は考えていない。

スポーツ
保健課
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一般 篠原朊子

バランスのとれた給食は、心のつなが
りや生徒指導上でも役立つものであ
り、どうして小学校だけを給食にして
いるのか。

教育部長

以前は中学校給食を実施していたが、設備の問題があった
り、残さが非常に多かったこともあり、中止した。小学校
については、栄養の補給や摂取、バランスのよい食事の習
慣や社会性を身に付けることなどの必要性があり、中学校
とは本質的に違うと考えている。

スポーツ
保健課

一般 篠原朊子

子どもたちはストレスを抱えており、
精神的な安定のためにも、スクールラ
ンチの検討ではなく、給食の導入が必
要と考えるが、マニフェストでは中学
校給食の導入を掲げられていたのでは
ないのか、所見を伺う。

市長

マニフェストには給食制度の導入を掲げているが、セン
ター方式は無理であることから、同じようなやり方で弁当
を持参できない生徒のために、スクールランチの導入によ
る給食を広げていくことができないかと考えていた。弁当
持参制が定着しており、欠食や弁当を持参できない生徒へ
の対応のために、スクールランチの手法のさらなる改善、
充実を進めていきたい。

スポーツ
保健課

一般 篠原朊子
中学校給食と思っていたが、当初から
スクールランチを念頭に考えておられ
たのか。

市長 スクールランチという手法による給食制度を考えていた。
スポーツ
保健課

一般 西田操子

平成２６年度から「全国学力･学習状
況調査」の学校別成績の公表が解禁さ
れるが、このことについて、どのよう
な感想を持ち、評価するか。

教育長
順位付けなどにつながる学校別平均正答率の公表について
は、様々な問題が想定されることから、公表の是非を含め
て十分な検討と慎重な判断が必要であると感じている。

学校教育課

一般 西田操子
成績を公表することが、学力の向上に
つながると考えているか。

教育部長

調査結果を学力向上につなげるためには、子どもの解答状
況を丁寧に分析してつまずきを把握し、児童生徒や保護者
等に返すとともに分析結果をもとにした学力向上の取組方
策を策定し、説明することが重要であると考える。学力調
査部分の学校別平均正答率の公表が学力の向上につながる
かどうかについては、現時点では疑問を払拭できていない
状態である。

学校教育課

7 / 13 ページ



所管課

答　弁　内　容　報　告　書（２５年１１月議会）

代表・一般
の区分 質問者 質問概要 答弁者 答弁概要

一般 西田操子
学力向上に向けて、どのような施策を
展開してきたか。

教育部長

全国学力･学習状況調査の結果分析から、思考力に弱さが
あることが見えてきたため、思考力向上事業として、市独
自でプリント学習を行い、OB教員が添削しながら、丁寧に
指導を進めている。また、電子黒板の配備やエアコン設置
などの教育環境を含め、ソフト面、ハード面の両方から取
り組んできている。

学校教育課

一般 西田操子

草津市として、公表にかかわる問題に
ついて、どのような対応をするか。ま
た、学校別の成績の公表をどうする
か。

教育部長

本市では、市長と教育委員会が十分な連携のもと、学力向
上を含む教育活動や教育施策を実施し、成果をあげてき
た。学校別の平均正答率を公表するかどうかについては、
まずは教育委員会において慎重に検討を重ねたいと考えて
いる。

学校教育課

一般 西田操子
上記質問について、再度市長の見解を
問う。

市長

これまでから市長と教育委員会は連携を密にして取り組ん
できた。学校別成績公表の問題は大変重要であると考えて
いる。市長、教育委員会それぞれが見解を述べ合うのでは
なく、まず教育委員会で検討してもらいたい。

学校教育課

一般 西田操子
公表についてのメリット、デメリット
についてどう考えているか。賛成か反
対か、またその理由は何か。

教育部長

学校別の平均正答率を公表した場合は、「具体的な数値目
標を設定することができ、意欲的な学習を促すことができ
る」「保護者や地域の関心が高まる」等のメリットが考え
られるが、「数値データだけに注目が集まり、それによっ
て一面的な評価だけで学校の順位付けが行われる」「順位
に固執する傾向が強まり、本質的で幅のある教育活動が阻
害される」「成績や順位が偏重され、子どもに生きるうえ
での多様な価値を学ばせることが困難になる」「子どもが
学校を愛する気持ちや学習意欲が損なわれる」等の深刻な
デメリットも考えられる。実施要領には「教育上の影響等
を踏まえ、必要性について慎重に判断すること」「学校や
地域の実情に応じて、個別の学校や地域の結果を公表しな
いなど、必要な配慮を行うこと」とも示されており、教育
委員会としては、今後慎重に検討を行い、遅くとも来年秋
ごろまでには最終的な判断をしたい。

学校教育課
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答　弁　内　容　報　告　書（２５年１１月議会）

代表・一般
の区分 質問者 質問概要 答弁者 答弁概要

一般 西田操子

「比較のために、過去の調査結果を明
らかにすることも学校と相談すればあ
りうる」との考え方について、教育委
員会の見解はどうか。

教育部長

過去の調査結果と比較することは、学校の学力向上の取組
の成果を検証・改善するうえで重要だが、公表について
は、当該年度分の公表と同様に、今後対応を慎重に検討し
ていきたい。

学校教育課

一般 西田操子

７月の新聞紙上に学校別成績公表問題
についてのアンケート結果が掲載され
ていたが、「文部科学省が公認すれ
ば・・・」という意見も見られた。草
津市教育委員会は、どのように回答し
たのか。

教育部長
その時点では、H26年度の全国学力・学習状況調査の実施
要領が示されていなかった。そのため、どちらかといえば
否定的な回答をしている。

学校教育課
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文厚
委員会

棚橋幸男

共通団体券の設定によってこの利用者は
交流館が10円値下げとなるが、これで誘
客になるのか。本陣と交流館でどのよう
な事業展開を目論んでいるのか。

副部長
（街道交流

担当）

団体共通券の設定は、本陣の来館者のうち、1人でも多く
の方に街道交流館に来ていただきたいとの思いである。

草津宿街道交
流館

文厚
委員会

中村孝蔵
共通団体の設定だけではなく、入館者を
増加させる手立てがあるのか。JR駅等へ
のポスターは作成しないのか。

副部長
（街道交流

担当）

展覧会等でのポスター掲示は継続的に行っており草津宿
本陣・街道交流館として今後も広報に努める。本陣のイ
メージなどの売り出しは観光部局で展開してもらってい
る。

草津宿街道交
流館

文厚
委員会

大脇正美
共通券は160円で両館の見学ができるの
か。

副部長
（街道交流

担当）

条例では草津宿本陣と街道交流館のそれぞれの金額が表
記されているので、利用者の混乱を招くことがないよう
各施設で行う共通券の料金表示では合計額を明示する。

草津宿街道交
流館

文厚
委員会

西垣和美
本陣歴史館と本陣本体は別々に見られる
のか。歴史館は展示だけか、公演等も行
うのか。

副部長
（街道交流

担当）

通常は一体管理し、本陣館内から見学できるようにす
る。公演については別に料金を徴収する。

草津宿街道交
流館

文厚
委員会

篠原朊子
本陣の入館料２割増は大きく賛成できな
い。根拠はどのようなものか。

副部長
（街道交流

担当）

過去３年の維持管理経費が約5,000千円であり、平成９年
以降の平均入館者数21,000人で割り戻したものである。
また、受益者負担の見地から最小限の経費を割り戻した
やむを得ない金額であり、他の類似施設と比して高い額
ではない。

草津宿街道交
流館

文厚
委員会

棚橋幸男
他の事例からして安価と思うが、何か打
ち出すものを考えて欲しい。

副部長
（街道交流

担当）

史跡の歴史的価値や他施設と比較して、決して高い金額
ではない。建物の公開に加えてソフト事業の展開を充実
させ、人がかかわる魅力発信に努めたい。

草津宿街道交
流館

答　弁　内　容　報　告　書（２５年１１月議会）

委員会
の区分 質問者 質問概要 答弁者 答弁概要 所管課
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答　弁　内　容　報　告　書（２５年１１月議会）

委員会
の区分 質問者 質問概要 答弁者 答弁概要 所管課

文厚
委員会

西垣和美
利用者への値上げの説明内容と周知方法
はどうように考えているか。

副部長
（街道交流

担当）

新たに公開した部分にかかる追加経費が基本。周知方法
としては、市広報・ホームページ・パンフレット・その
他の印刷物等で行う。

草津宿街道交
流館

文厚
委員会

西垣和美

草津アミカホールの指定管理者を非公募
で引き続きコミュニティ事業団とされた
が、庁内のどこが決定をして、指定管理
者選定委員会に出されたのか。

生涯学習課
長

教育委員会内で決定し、総務部と協議のうえ、指定管理
者選定委員会に出した。選定委員会より前に2回、委員会
を開いていただき、非公募であることが適当かどうかと
いう意見をいただき、非公募とした。

生涯学習課

文厚
委員会

西垣和美
非公募となった説明について、市民はど
こを見れば分かるのか。

生涯学習課
長

選定委員会の議事録を見ていただければ、教育委員会と
しての考えや委員の意見が分かる。

生涯学習課

文厚
委員会

篠原朊子
今回のアミカホール使用停止にあたり、
市と指定管理者との連携は、うまくとれ
ているのか。

生涯学習課
長

使用停止決定以後、土・日曜日を含めて定期的に指定管
理者と打ち合わせを行い、対応を行っている。アミカ
ホール利用の打ち合わせが終わっていた一部の団体に対
しては、代替施設での開催にあたり、打ち合わせに同席
するなどの対応を行った。

生涯学習課

文厚
委員会

小野元嗣
指定管理者の評価制度は、現在どのよう
になっているのか。

生涯学習課
長

指定管理者は全てが評価シートで評価することになって
おり、アミカホールについても指定管理者の自己評価と
所管課の生涯学習課で評価を行っており、概ね良好であ
ることから、引き続きコミュニティ事業団にお願いしよ
うとしたところである。

生涯学習課

文厚
委員会

小野元嗣
評価シートは、我々議員は確認すること
はできるのか。

生涯学習課
長

評価シートは、市ホームページに掲載している。 生涯学習課

文厚
委員会

大脇正美

アミカホールは利用が多く、指定管理者
の自主事業が多くなると、一般利用が使
えなくなることになるが、その点につい
てはどのように考えているか。

生涯学習課
長

申し込み期日である半年前より前に、市主催または市共
催事業予約をし、その後、半年前に一般の方に予約をお
願いしている。その後、残っている所に自主事業を入れ
るように指定管理者には指導し、運用してもらってい
る。

生涯学習課
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委員会
の区分 質問者 質問概要 答弁者 答弁概要 所管課

文厚
委員会

西垣和美
現在の指定管理者を、引き続き指定管理
者とされることに、今後期待されること
や改善されることはどのようなことか。

生涯学習課
長

コミュニティ事業団は、市内の文化活動を支える唯一の
中間支援組織として成長し、地域に根ざした文化芸術活
動を行っており、本市の文化芸術の振興にも大きく貢献
していることから、大変評価をしている。さらに、市民
プロデューサーや市民ミュージカルなどにより、市民文
化も根付いてきている。また、次世代育成やアウトリー
チ事業も展開しており、これらを継続発展させてほしい
という思いから、コミュニティ事業団に継続したいと考
えている。

生涯学習課
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予算審査特
別委員会

大脇正美
今回のアミカホールの債務負担額につい
ては、予定されているホール改修工事に
関わる経費はどうか。

生涯学習
課長

改修工事については、平成２７年度ぐらいに実施できれば
と考えているが、詳細が決まっていないため、今回の債務
負担額については、考慮していない。

生涯学習課

答　弁　内　容　報　告　書（２５年１１月議会）
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