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開会   午後 ３時００分 

 

川那邊教育長   それでは開会に先立ちまして、私の教育長としての任期が３月３１日に満了

いたしますことから、本日閉会しました草津市議会で草津市教育委員会教育長

の任命についての議会での同意をいただきました。再任させていただくことに

なりましたので、どうぞよろしくお願いします。引き続き教育長として草津の

教育の一層の充実・発展に取り組んでまいりたいと思っております。 

         それではただいまから、草津市教育委員会３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、３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、「２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、２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。 

         本年度最後の教育委員会となりました。これまで委員の皆様には活発な議論

と的確な判断をいただき、また、市内外の教育視察や研修などを通して、草津

市教育の推進・充実に御尽力を賜りました。ありがとうございました。 

         それでは報告に入ります。 



 

2 

 

         まずは２月２７日に開会した草津市定例会です。３月７日に代表質問、９日

と１２日に一般質問、１４日に文教厚生常任委員会、１６日から２２日まで予

算審査特別委員会が開催され、本日閉会しました。教育委員会には代表質問で

５会派５議員から２０本の質問がありました。また、一般質問は７議員から８

本でした。議会の様子は答弁内容、報告書並びに議会ホームページの録画中継

を御覧いただいていると思いますが、事務局として質問内容や趣旨をしっかり

と受けとめ、今後の取組につなげていきたいと考えています。 

         ３月１０日にはキッズシネマ塾の子どもたちが制作した短編映画「草津川今

と昔の物語」の完成試写会が、ＵＤＣＢＫで行われました。ふるさと草津を映

像で伝えるこの取組は今年が３年目で、これで３作品が完成です。当日は活動

の総指揮を行っていただいた中島貞夫監督や、京都映画クラブのかたもお越し

いただき、キッズシネマ塾の取組や子どもたちの成長に励みとなる言葉もいた

だきました。また午後には、一般社団法人草津市体育協会が、スポーツ振興に

功績のあった人や団体への表彰式を開催しました。体育厚労賞６名、体育奨励

賞８名、スポーツ特別賞１名、スポーツ賞は２５団体８２個人でした。 

         また１４日には、第４９回全国ミニバスケットボール大会に滋賀県代表とし

て出場する草津市ＯＳＣの表敬訪問がありました。群馬県高崎市での活躍を期

待しています。 

         次に卒業式についてですが、１３日には中学校、１５日には幼稚園、そして

１６日には小学校でそれぞれ卒業式・卒園式が挙行されました。委員の皆様に

おかれましても御出席いただきありがとうございました。各学校・園では心温

まる感動的な式が開催され、新たなステージへと巣立つ卒業生・卒園生の今後

の活躍を期待するばかりでした。 

         さて、この一年、教育委員会事務局では、改革志向で諸事業に取り組んでい

きました。草津市教育委員会の事業や取組、児童・生徒の姿は今年も全国に発

信され、今後の大きな自信につながりました。教育委員会の各課をはじめ、図

書館、草津宿街道交流館、史跡草津宿本陣、学校給食センター、教育研究所、

少年センターにおいても、それぞれ意欲的で着実な取組を行っていただいたこ

とに感謝しています。今回は本年度最後の教育委員会でもあり、その成果や次

年度の課題について各部長から一言ずつお願いしたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

政策監      教育委員会事務局政策監の佐々木から、まず述べさせていただきたいと思い 

（学校政策担当）  ます。 

         この２年間、ＩＣＴ教育やコミュニティ・スクール、学校における働き方改

革などを担当させていただきました。ＩＣＴ教育については、全ての小・中学
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校が学校情報化優良校に認定されておりますし、市としても学校情報化先進地

域に選定されるなど、本市の先進的な取組が全国的にも評価されているのかな

と感じております。また、ＩＣＴを活用した草津型アクティブ・ラーニングや

Ｐｅｐｐｅｒを活用したプログラミング教育など、学校現場での多くの実践も

重ねられているところでございます。今後も引き続き全国のトップランナーと

してＩＣＴ教育を推進していくべきと考えておるところでございます。 

         続いてコミュニティ・スクールについては、この定例会にも教育委員会規則

案を付議させていただいておりますが、来年度からは中学校にも導入して全て

の小・中学校で実施し、また制度的担保のある法律に基づく制度へ移行したい

と考えております。こうすることによって、それぞれの学校、地域の特色を踏

まえた取組が行われ、学校・家庭・地域の連携・協働をより深めることが大事

だと考えております。 

         あと最後、学校の働き方改革についてでございますが、今年度もそして来年

度予算においても、さまざまな改善策を講じておりますが、まだまだ道半ばと

感じております。長時間勤務の是正を図るとともに、教員が子どもと向き合う

時間を確保して教育の質の向上を図るためには、今後も引き続き働き方改革を

推進していくべきと考えておるところでございます。来年度以降も引き続きこ

うした取組が進んでいくよう、皆様がたに置かれては御指導、御鞭撻のほど引

き続きよろしくお願いいたします。 

 

教育部長     引き続きまして、教育委員会事務局の明石からは、私が所管させていただい

ております教育総務課、生涯学習課、少年センター、図書館、南草津図書館、

スポーツ保健課、学校給食センターにつきまして御報告させていただきます。 

         まず教育総務課につきましては、総合教育会議を定期化させていただき、年

３回ということで開催目標を定めさせていただいております。１回目につきま

しては草津市におけるいじめの現状と取組を、２回目は平成２９年度全国学

力・学習状況調査の結果からとして、市長、教育長、教育委員の皆様で熱心な

御議論をいただき、草津市の教育を取り巻く状況を共有し、草津市教育振興基

本計画第２期計画の基本理念でございます「子どもが輝く教育のまち・出会い

と学びのまち・くさつ」を実現する指標に向けまして、取組の重要性を認識い

ただいたと考えております。残念ながら３回目の開催につきましては、諸般の

事情により開催できなくなり、大変申し訳なく思っておるところでございます。

平成３０年度の早期の開催を予定させていただいておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

         続いて施設整備関係では、志津南小学校大規模改造工事、松原中学校大規模

改造工事、老上中学校大規模改造工事のほか、トイレ改修、グラウンド改修工
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事等の実施など、多くの学校の関係工事、実施設計を行いまして、学習環境の

改善に向け取組を進めたところでございます。校長など学校関係者からは、子

どもたちが落ちついて学習に臨む姿が見られるという評価を得ているところで

ございます。今後も老朽化等を見据えまして、計画的に事業を進めてまいりた

いと思っております。また、中学校給食の実施に向けましては、給食センター

の工事に着手すべく、用地の確保に向けまして取組を進めているところでござ

いますけれども、年度内の用地取得の執行が困難な状況でございます。今後も

鋭意用地取得に向けて取組を進めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

         次に生涯学習課、少年センターでございます。社会教育分野では社会教育委

員会議におきまして、これからの社会教育をまちづくりのための学びという切

り口で捉え、体系的な生涯学習システムの構築に向けました（仮称）草津の未

来を創るカレッジ、通称でございますがみらくるカレッジと命名させていただ

きますが、この提案をいただき、人生１００年時代を見据えた取組の必要性を

感じているところでございます。また文化の分野では、豊かな人間性を涵養し、

ふるさと草津の心の醸成につながる地域・文化の振興は、住みよい町の実現に

欠くことのできないものでございますことから、平成２９年７月１日に草津市

文化振興条例を施行し、条例の規定に基づきまして草津市文化振興計画をこの

３月に策定し、誰もが文化に触れることができる機会の充実を図り、都市の魅

力を高めるため出会いと交流に満ちた草津らしい文化の創造と発展に努めてま

いりたいと考えているところでございます。 

         また少年センターでは、警察や地域、補導委員などの関係機関と連携を図り

まして、街頭の巡回活動や相談活動など、地道ではございますが継続的な活動

に努め、青少年の健全育成に本年度も務めてまいったところでございます。 

         図書館におきましては、６市によるクラウド方式による図書館システムの調

達に草津市が中心的な役割を担いまして、クラウド方式による一元化と共同調

達をしたことによりシステム導入費用を大きくコストダウンをいたしたところ

でございます。また、図書館資料のＩＣタグ装備を完了し、自動貸し出しや蔵

書点検の短縮が図れるシステムを来年度中に稼働させ、利用者の利便性向上に

努めてまいりたいと考えています。さらには、利用者のための図書館から市民

のための図書館づくりに努めまして、事業としては子ども図書館デビュー事業

でございますとか、ＹＡヤングアダルトサービスなど、多世代に利用してもら

える図書館づくりに努めたところでございます。 

         最後にスポーツ保健課、学校給食センターでございます。給食センターでは

年間１８８回の小学校給食を実施し、１日当たり約８,８００食の安全で安心

でおいしい給食の提供に努めたところでございます。全国的にも注目を集めま
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した減塩献立でございますとか、和食の推進、手造り献立を進めましたし、地

産地消にも積極的に推進し、県内産では４１.１％の使用率で、このうちの市

内産が２０.２％使用したところでございます。 

         スポーツ保健課におきましては、子どもの体力向上につきまして、小・中学

校の子どもたちの体力向上、スポーツ障害予防、体育指導者の資質向上を目的

にプロジェクトを展開してまいりました。その結果、全国体力運動能力・運動

習慣等調査では、中学２年生では男女とも全国平均、県平均を上回る結果とな

りました。一方、小学５年生におきましては、全国平均には届きませんがこれ

まで県平均に届かなかった者が県平均を上回る結果となりまして、プロジェク

トの成果が確実に出てきたものと考えているところでございます。ハード面に

おきましては、野村運動公園のテニスコートを廃止いたしまして、三ツ池運動

公園に三ツ池テニスコートを整備いたしまして、新しい環境のもと多くの市民

の皆様に御利用いただくようになっております。また、野村運動公園新体育館

の工事に着手いたしまして、平成３０年度末の完成に向けまして取組を進めて

いるところでございます。 

         スポーツ推進にかかわります関係団体の育成では、市体育協会、総合型スポ

ーツクラブ健康クラブの活動の活発化に向けまして人的支援を進め、スポーツ

の推進、各団体が組織の特色を生かして市民の健康づくり、今草津市で健幸都

市宣言をさせていただいておりますが、その健康づくりでございますが、その

推進、また競技力向上に貢献をいただいているところでございます。 

         さらには、国民体育大会におきます競技種目の内定につきましては、バレー

ボールの成年男女、バスケットボール少年女子、ソフトボール少年男子、軟式

野球の成年男子が決定いたしまして、今後は平成２９年７月に水泳競技の会場

となるプールの整備につきまして、県内各市町に県から照会がございましたけ

れども、草津といたしましてはスポーツ環境の充実、新たなにぎわいの創出、

スポーツ健康づくりの推進に取り組むため、この募集に応じました。その結果、

１０月に草津市が決定を受け、現在（仮称）草津市立プール整備を滋賀県と共

同で、平成３６年度に開催されます第７９回国民体育大会および第２４回全国

障害者スポーツ大会に向けまして、整備を進めているところでございます。 

         長々と説明させていただきましたけれども、各課それぞれ鋭意取組を進めて

きたところでございます。 

 

教育部理事    続きまして、教育委員会事務局、中瀬から御説明させていただきます。 

（学校教育担当）   私の担当しております学校教育分野でもさまざまな取組・事業を進めてまい

りましたが、その中で四つについてこの場で御説明させていただきたいと思い

ます。 



 

6 

 

         一つ目は、来年度から始まる「特別の教科 道徳」に関しまして、考え議論

する道徳の授業のつくり方、そして評価の仕方等について現場の先生がたと試

行錯誤しながらも、先ほど見ていただきました指導の手引きを完成させ、現場

の教職員の道しるべとして示すことができました。 

         二つ目は、外国語活動、英語教育に関しましてでございます。平成２７年度

に作成いたしました市の英語教育推進計画に基づきまして、小・中一貫英語教

育カリキュラムを完成させるとともに、オンライン授業の実施等に取り組んで

まいりました。来年度は小学校で平成３２年度から本格実施される学習指導要

領を一部先取りいたしまして、３、４年生で外国語活動、５、６年生で英語科

授業を実施してまいります。 

         ３点目でございますが、国際教育についてでございます。国際交流授業とい

たしまして今年度の１０月下旬から１１月上旬にかけての１１日間、ポンティ

アック市から中学生１１名等を受け入れ、市内小・中学校との交流を図りまし

た。来年度は市内中学生７名を逆にポンティアック市に派遣し、交流をする予

定でございます。 

         最後に生徒指導の分野についてでございますが、市のいじめ防止基本方針の

改訂を行いました。いじめの定義の明確化、いじめ解消の認識の統一等、一層

具体的な内容に改訂しました方針が４月よりいよいよ施行いたします。いじめ

により心を痛める児童・生徒がなくなるよう、現場とともに精いっぱい取り組

んでまいりたいと強く思っております。 

         ほかにもまだまだ説明したい取組がたくさんございますが、時間の関係もあ

りますのでこの四つで終わらせていただきます。 

 

教育部専門理事   最後に文化財保護課、草津市街道交流館の所管部分につきまして八杉から説 

（歴史文化担当）    明をさせていただきます。 

         歴史文化関連の取組といたしましては、草津宿魅力発信事業で本陣や交流館

の取組として、ポケット学芸員アプリの導入や展示設備のリニューアル、また

東海道のシンポジウムなどを実施いたしまして、広く草津宿の魅力の発信をし

てまいりました。さらにシンポジウムを通じまして東海道沿いの関連機関等の

ネットワークの強化も図ることができたと思っております。また、史跡整備活

用につきましては、草津宿本陣の二次保存整備計画工事におきまして、土蔵の

工事が完了いたしました。来年度は引き続き第三次の保存管理計画の策定に着

手し、残りの部分の整備活用計画を定めてまいります。一方の芦浦観音寺跡に

つきましても、所有者の理解と連携を図りながら環境整備など管理団体として

の責務であります日常管理に着手することができましたし、こちらの方も来年

度に保存活用計画等の策定を進めることになっております。埋蔵文化財関係で
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も南草津駅周辺のプリムタウン開発に伴う発掘調査をはじめ、市域の遺跡調査

等は滞りなく進められたと思っております。 

         このほか、国の動きにもありますように文化財の保存保護から活用へとシフ

トしつつある中で、本市におきましてもその地域の歴史・資源を最大限に生か

すことができるようなストーリーづくりを進めるために、来年度は草津市歴史

文化基本構想を策定し、広く文化財をＰＲできるように進めてまいりたいと思

っております。 

         合わせまして、本陣や観音寺等の史跡保存活用に向けての取組も積極的に進

めながら、文化財に理解が得られるように進めてまいりたいと考えております。 

 

川那邊教育長   それでは、今各部長級から報告がございましたが、今年度のまとめに関する

御感想、そのほか３月にあった行事などについて御感想などございましたら簡

潔にお願いしたいと思います。 

 

杉江委員     ただいま本年度の取組について大変多岐にわたり、またさまざまな充実した

教育の取組を聞かせていただきまして、本当にありがとうございました。今後

も草津教育の強みというものを引き続き実践していただけることを願っている

ところです。 

         ３月ですが、主に卒業式・修了式に寄せていただきましたので、その感想を

述べさせていただきます。高穂中学校・山田小学校・大路幼稚園の卒業式と修

了式に寄せていただきました。式というのは別れではありますけれども、次へ

のステージへの幕開け、巣立ちという節目のときでもあり、感動のひと時を共

有させていただきました。 

         高穂中学校は９クラスで３０３名という人数でございまして、先月の教育委

員会でも志津小学校と高穂中学校の増築工事をお話しいただきましたが、ます

ますマンモス校になるのかなと思って見せてもらっていました。式が長くなら

ないように式次第もとても工夫されておられましたし、どの中学校もそうかも

わかりませんが答辞に対して作成委員会というものをつくられて、答辞をグル

ープで作成する。そして代表者が読み上げるというようなことで、協力すると

か協働という学びが最後のときにも生かされているんだなということを思いま

した。その中にも命とか仲間ということに触れる大変内容の濃いものでした。 

         山田小学校は５１名ということでして、大変落ちついた雰囲気でした。私は

山田幼稚園にいたときのころの子どもが半数おりましたので、６年間の成長を

間近に見ることができて、大変感慨深いものがありました。校長先生が贈る言

葉として頑張れという言葉を言われまして、頑張れというのは、顔（がん）が

晴れるという言葉なんだ。いつも笑顔で自分も人も認め合える頑張れなんだと
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いうことをお話されて、それがとても心に残っています。在校生が涙を流して

いたのも印象的でした。 

         幼稚園は、大路幼稚園の最後の修了式に出席させていただきました。３２名

の子どもたちがとても話を集中して聞いていたのにとても驚きまして、集大成

の姿だなと思いました。毎年と変わらない時間が過ぎていきますけれど、園の

先生がたには幼稚園としての幕引きにひときわ思いが込み上げてこられて、私

もその一人だったのですけれども、２３日には幼稚園のお別れ式を地域の皆さ

んの出席のもとに実施されたようでございます。 

         以上が卒業式・修了式への感想です。 

         あと一つ、１１日に開催されました草津市青少年の健全育成指導者研修会、

草津市子ども会育成者大会に参加させていただきました。リーダー研修とか宿

泊研修での感想とか思いを壇上で堂々と発表する子どもたちの姿に、やっぱり

実際体験したということは大きいんだなと強く感じました。地域での子ども会

活動の維持とか継続が大変課題だと聞きまして、まちづくりの中での子ども会

運営というのを考えさせられる機会となりました。 

 

周防委員     ２月の話で申しわけないですけれども、湖南市で「きょういくげんき塾」と

いう小・中学校の先生がたが集まって悩みや学びたいことを語り合うというよ

うな場があるんですけど、御縁があって見せていただく機会がありました。と

てもオープンな雰囲気で良い感じの会でした。平日の業務後に行われていたん

ですけど、そういう自己啓発講座は草津が始めて他の市町にも広がったという

ことを伺い、草津市が教育に力を入れているということを改めて感じたんです

けれども、湖南市では塾という形で同じメンバーで一定期間学んで教育の輪を

広げようという思いがあるそうです。このようにほかの市や他県でも行われて

いる取組を取り入れたりアレンジしたりして、教育現場がよりよくなっていく

のはとてもいいことだなと思っていました。その「きょういくげんき塾」で、

ベテランの先生が５年生が最高学年にもうすぐなると自覚してくるこの時期に、

よく伸びるというお話されていたのですが、我が子が通う小学校の６年生を送

る会を参観すると、そのとおり５年生がとても張り切って仕切る姿が印象的で、

このやる気を大切にしていかないといけないなと感じました。 

         卒業式は、中学校は老上中学校に参列させていただきまして、卒業生３人に

よる答辞は充実した中学校生活が目に浮かぶような内容で、とてもよい式と 

なっていました。 

         幼稚園の修了式は、老上幼稚園に参列しました。今年も多くの歌や読み書き

をしっかりできる姿に感心して、育児サークルでかかわった子の姿もあったの

で、成長した姿に感動させていただきました。 
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         小学校は玉川小学校で、今年は卒業生の親でもあるので感動もひとしおでし

た。校長先生のお言葉の中で、力を入れられている国際交流とＩＣＴについて

の取組に触れられていて、学校説明会などに来れなかったり学校だよりをふだ

んあまり読まないような保護者に対しても伝わったのではないかと思います。

Ｐｅｐｐｅｒが最後挨拶もしていて、宣伝になったのかなと思いました。卒業

生もですが、在校生も泣いている子がいて、縦割り活動などで他の学年とも関

わり、豊かな小学校生活を送れたのかなとうれしく思いました。 

         あと、今年度から離任式が無くなりましたが、働き方改革でなくなるのはい

いと思うんですけれども、やはり担任の先生が転任されるとなると御挨拶させ

たいという気持ちもあります。県の教育委員会のことになるのかもしれないで

すけれども、単純に終業式のときに離任式も兼ねたらいいのになと思いました。 

         最後に、６年生後半からスマホ所持率がとても上がっているのを肌で感じて

います。ＬＩＮＥでほかの小学校の子どもともつながっているという様子も耳

にします。今もしていただいているんですけれども、ＳＮＳ等の上手な使い方、

危険性の教育というのは本当に大事だと思うので、今後とも取り組んでいって

欲しいです。 

 

檀原委員     先ほど各理事・部長から話があった内容につきまして、ずっと思い浮かべて

おりました。一年間本当にすばらしい成果を上げていただいたんだなというこ

とに、この場を借りまして心から感謝したいと思います。本当にありがとうご

ざいました。草津市の教育委員会は非常に元気でパワフルで、いろいろなとこ

ろに影響を与えているということも実感いたしました。是非これからもその力

をみんなで盛り上げていければなと思っております。 

         私も玉川中学校と笠縫東こども園と草津小学校の卒業式・卒園式に参列させ

ていただきました。中学生はやはり退場のときに各クラスの担任の先生に挨拶

を全員でするという場面が非常に感動的でした。 

         笠縫東こども園では、卒業する子どもたちがグループごとに終了証をもらう

というような工夫をされておりました。 

         草津小学校では、車椅子の生徒が一人おられまして、その子が自力で卒業証

書を貰いたいという要望を強くしていたので、校長先生の前に向かって非常に

立派なスロープが設置されているという、非常に印象的な式場の形態だったの

ですが、そこを全員が歩いて、もちろんその対象の子どもは車椅子でしたが、

一人一人がそこを歩いて卒業証書をもらいに行くという、非常にこれからの世

の中を感じさせるような立派な卒業式でした。 

         それぞれに非常に立派な卒業式で、先生がた、子どもたち、ともに感動させ

ていただく場面でございました。 
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         あと一つだけ紹介したいのですが、一昨日の３月２４日の土曜日の午後です

が、老上西小学校の体育館におきまして、まちづくり協議会が主催で、琵琶湖

物語という地域の歴史を紹介する演劇をされました。ここの中では地域の子ど

もと大人が約２０名出演され、また草津アートセンターの方が音響と照明を担

当されるということで、物語の中では１,３００年ほど前に水害で悩んでいた

ときに東大寺をつくった実質的な指導をされた行基さんが、近江に来られてそ

の人たちに悩みを相談された中で、最終的には川を切り開くことはしなかった

んだけれども、そこに大日山というところに大日如来を祭ったというような話。

それから明治になりまして非常に水害で困る人たちが多かったところを、その

大日山を削るなというタブーを破って削り、そこを浚渫することで２９年に約

２００日以上も水害で悩んだその地域が、今後その水害が起こらないようにと

いう取組をされた。それから、そのときに削った土を矢橋の人工島の方に運ん

で、今人工島のところが浅瀬になっていたというのは、そのときの土のおかげ

であるというような話を、地域のかたがたに再認識できるような形でのすばら

しい演劇をされました。その中では新しい歌も２曲披露されまして、これから

またそういう文化が別の場所でも再演されるといいなということでした。地域

の記録を作られているところもありますし、このような形で地域の文化や歴史

を振り返られているところがあるというのは、非常に地域もすばらしいなと思

いました。是非草津それぞれ特色ある地域がございますので、今後も何らかの

取組が発展していくことをやや期待したいと思っております。 

 

中西委員     私も卒業式に参列させていただきました。草津中学校、それから老上小学校、

それから玉川幼稚園の卒園式に参列させていただきました。 

         特に草津中学校では非常に落ちついた厳粛な卒業式が行われておりまして、

厳粛というだけではなくて子どもたちが伸びやかに歌ったり、あるいは何かい

ろいろ送辞とか答辞とかそういうことをよくやってくれたなというふうな感想

を持ちました。 

         それから、玉川幼稚園も伺ったのですが、５４名の卒園児がいて、実は玉川

幼稚園に初めて行ったということもあり、こんなにたくさん園児がおられたん

だなと驚きました。といいますのも前に大津にある保育園、幼稚園の卒園生が

９名とか１０名とかというようなそういう規模で行われていたところがあると

聞きまして、草津の玉川幼稚園は５４名と非常にたくさんだなと思いました。

それぞれ子どもさんは元気に巣立っていったなと。また小学校も玉川幼稚園の

子どもさんは玉川小学校に行くんですかね。元気に行ってくれたらと思います。 

         それから老上小学校は、これも非常に感動的でよい卒業式だったなと思いま

した。実は私の母校でもありまして、校歌を聞いたときまだ覚えていたなとい
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うのを印象に思ったのですが、懐かしいことだったのですが、その中で子ども

さんが一人一人演壇に立ったところで自分の将来の夢を一言ずつ語るというよ

うなことがありまして、そこで多くの子どもたちが世の中の役に立てるような

ことをしたいと。あるいは弱い人を助けられるような大人になりたいと、そん

な話をしてくれました。そういうことを話す子が大変多くて、そんなことを考

えているのかと感心しました。一方で、具体的な夢を語る子は案外少なくて、

例えばコンピューターのプログラミングをしたいというような子どももいまし

たし、また看護師になりたいというような子どもさんや、親の跡を継いで親の

仕事を一緒にやりたいというようなことを言う子どもさんもいました。今考え

てみますともっと具体的に、例えば社長になりたいとか、プロ野球の選手にな

りたいとか、何か具体的な目標をもっている子がもっとあってもいいのではな

いかなということを思いましたし、また時代的にはあまり夢を持つことができ

ない、具体的な夢を持つことができにくい時代になったのかなということも思

いました。 

         そんなこんなで卒業式にもう長いこと出られなかったのですが、非常に私と

してはいい体験をさせていただいたなと思っております。 

 

川那邊教育長   それでは、教育長報告につきましては以上で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、付議事項に入ります。 

         議第９号 草津市教育委員会附属機関運営規則の一部を改正する規則案を議

題といたします。 

         事務局の説明をお願いします。 

 

文化財保護課長   議第９号 草津市教育委員会附属機関運営規則の一部改正につき議決を求め

ることについて、文化財保護課の藤居が御説明申し上げます。 

         議案書は２ページから６ページでございます。 

         このたびの改正は、教育委員会の附属機関として設置する草津市歴史文化基

本構想策定委員会および草津市文化振興審議会の二つの審議会について、それ

ぞれに関連する規定の改正を行うものでございます。 

         まず、草津市歴史文化基本構想策定委員会についてですが、本市に存在する

全ての文化財の保存活用に向けて、国が提唱するマスタープランである歴史文

化基本構想の策定を行うに当たり、この構想の検討を行う附属機関として平成

３０年度に新たに設置するため、その委員資格者と任期を本規則に定めるもの
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でございます。 

         次に、草津市文化振興審議会についてですが、草津市文化振興計画に位置づ

ける重点プロジェクトの検討を行うとともに、文化施策の実施状況の調査およ

び検証を行うため、審議会の委員を割り振り、集中的に審議する部会を設置す

る必要があることから、その規定の改正を行うものでございます。 

         それでは、４ページからあります新旧対照表を御覧ください。 

         まず４ページの上でございますが、第９条に分科会等の設置について必要な

規定を設け、次に別表第１では、新たに設置する草津市歴史文化基本構想策定

委員会の委員資格者や、事務を所掌する所属について定め、次のページになり

ますが別表第２では、同審議会の委員の任期について定めております。 

         それと５ページの下の方で、第９条に関連する別表第４を新たに設けており

まして、これは草津市文化振興審議会に、草津市文化振興計画に定める重点プ

ロジェクトについての調査審議に関する事務などを担当事務とする重点プロジ

ェクト検討部会と、草津市教育振興基本計画に定める文化事業の評価について

の調査審議に関する事務などを担当事務とする施策評価部会を置くものでござ

います。 

         なお本規則の施行日は、平成３０年４月１日でございます。 

         以上、簡単ではございますが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９号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第１０号 草津市立教育研究所規則の一部を改正する規則案を議題

といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

学校教育課長   議第１０号 草津市立教育研究所規則の一部を改正する規則案につきまして、

学校教育課の髙井が御説明申し上げます。 

         議案書の７ページから９ページを御覧ください。 

         草津市立教育研究所設置条例第６条に規定する、草津市立教育研究所運営委

員会委員の任期は、草津市立教育研究所規則第７条第２項で１年と規定してお

ります。今回の改定ではこれを２年とするものです。委員任期を２年とし継続
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して携わっていただくことで、よりよい教育研究所運営につながるものと考え

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、何か御意見、御質問はございませんか。 

 

杉江委員     済みません。この委員さんというのは２年たてば総入れかえになるのですか。

スライドする委員さんというのも立場上おありになるということもあるのでし

ょうか。 

 

学校教育課長   ただいまの御質問でございますが、基本２年がたちますとそこで入れ替えと

いう形になっております。 

 

杉江委員     わかりました。 

 

川那邊教育長   他はいかがですか。 

         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１０号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第１１号 草津市学校運営協議会規則案を議案といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

学校政策推進課長   では、議案書１０ページ、議第１１号 草津市学校運営協議会規則案につき

まして、学校政策推進課の宇佐が御説明申し上げます。 

         地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、平成２９年３月に一部改正さ

れ、学校運営協議会の設置が教育委員会の努力義務とされたことにより、平成

２８年度により実施してきた市の独自制度でありますコミュニティ・スクール

くさつから同法に基づく学校運営協議会制度のコミュニティ・スクールへと移

行するため、本規則を制定いたしました。 

         議案書の１１ページからを御覧いただきたいと思います。 

         目的を第１条に示しております。草津市教育委員会および校長の権限と責任

の下、学校の運営および当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、

学校運営協議会を設置することにより、学校、保護者および地域の住民の組織
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的かつ継続的な連携と協働体制を確立し、学校運営の充実を図ることを目的と

します。 

         第２条には設置を示しております。その所管に属する小学校および中学校ご

とに協議会を置くものとします。ただし、中学校区単位で二以上の学校につい

て一つ協議会を置くことができます。 

         第３条には学校運営に関する基本的な方針の承認を示しております。対象学

校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、そ

れぞれの協議会の承認を得るものとします。教育課程の編成に関すること。学

校経営計画に関すること。学校の運営への必要な支援に関すること。その他で

ございます。 

         第４条には学校運営等に関する意見の申し出を示しました。対象学校の運営

に関する事項について、教育委員会または対象学校の校長に対して、意見を述

べることができる。対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、

教育委員会を経由し、滋賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。

ただし、個々の職員の任用に関する事項についてはこの限りではないというこ

とです。 

         １２ページ第５条には、学校運営等に関する評価を示しました。協議会は、

毎年度、対象学校の運営状況等について評価を行い、その結果を教育委員会に

報告するものとします。 

         第６条には委員の委嘱または任命について示しております。協議会の委員と

しましては、保護者、地域の住民、対象学校の運営に資する活動を行う者、対

象学校の校長、教職員、学識経験者、その他教育委員が適当と認める者です。  

教育委員会は、この委員の委嘱または任命について、あらかじめ対象学校の

校長から意見を聴くものとなっております。 

         第７条には守秘義務、それから第８条には任期、第９条には会長および副会

長、第１０条には議事、第１１条には会議の公開、そして第１２条であります

が企画委員会を示しました。対象学校の校長は、第３条第１項で承認された基

本的な方針を踏まえた学校の運営に必要な場合には、当該校長の所属する学校

において、企画委員会を開催することができます。 

         第１３条には研修を示しております。教育委員会は、協議会の委員に対して、

運営上必要な研修を行うものとします。 

         第１５条には委員の解嘱または解任について示しております。教育委員会は、

協議会の委員から辞任の申し出があった場合のほか、協議会の委員が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解嘱または解任することが

できます。 

付則としまして、この規則は平成３０年４月１日から施行するものとします。 
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         なお、個々の協議会の委員の委嘱についてでございますが、まちづくり協議

会の組織が５月中旬ごろに固まりますので、４月の定例教育委員会、５月の定

例教育委員会で委嘱・任命を進めてまいりたいと思っております。 

         以上でございます。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、何か御意見、御質問はございませんか。 

 

檀原委員     今年度までは各学校においてこの運営委員会の規則があって、平成３０年度

からは市全域がこの規則にのっとって運営されるということになるということ

なのですけれども、例えばその個々の学校の場合でしたら規則の改正とか一部

違う内容にすることが、その会議の中で賛成によって決められたのかなと思う

んですが、この規則においての改正とかについてはどういう手続をもって行わ

れるのでしょうか。 

 

学校政策推進課長   この規則案につきまして、このような形で付議させていただいておりますよ

うに、改正等につきましても教育委員会で付議させていただくような手筈にな

るかと思います。 

 

檀原委員     ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   他にはないですか。 

 

杉江委員     済みません。先日ある小学校の校長先生とちょっとお話させてもらっていて、

３０年度から中学校のコミュニティ・スクールが始まるということで、動いて

いただくかたの地域のかたの優先度というか、取り合いじゃないですが、そう

いったことがどうなのかなというようなことをお話されていたのですが、この

２条を見ますとそういったことがきちっと書いてありますので、小・中の連携

という部分でより充実した取組にしていただけるのではないかなと思いました。 

 

川那邊教育長   他にはないですか。 

 

檀原委員     済みません。今杉江委員からの質問に関連するのですけれども、これとまた

別に定められた運営のルールの中で、定員的なものがあるかと思います。その

中で二つ以上の学校が一つの協議会を持つ場合に、多少の増員が可能であれば

満遍なくといいますか地域の偏りなく運営ができるようになるのかと思います

ので、いろいろ工夫していただくことを期待したいと思っております。 



 

16 

 

   

川那邊教育長   ほかよろしいでしょうか。 

         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   異議もないようですので、議第１１号は原案どおり可決いたします。 

 

        ――――日程第５―――― 

 

川那邊教育長   それでは、日程第５、報告事項に入ります。 

         事務局より報告願います。 

 

子ども子育て推進課長   子ども家庭部子ども子育て推進課の髙岡でございます。 

         報告事項の１点目、草津中央おひさまこども園の開園等について御説明いた

します。 

         資料につきましては報告書の３ページの報告１の資料でございます。 

         今回の草津中央おひさまこども園の開園につきましては、幼保一体化の取組

の中で進めておりますもので、平成２７年３月に策定いたしました草津市幼保

一体化推進計画に基づきまして、就学前教育保育の質の確保、待機児童の解消、

３歳児幼児教育の推進、そして地域における子育て支援の充実を目的に、公立

保育所・幼稚園の認定こども園への移行を進めておりまして、平成２８年度に

初めての公立認定こども園のモデル園として矢橋ふたばこども園と笠縫東こど

も園を開園いたしました。この間に、平成２６年度には草津市乳幼児教育・保

育カリキュラムを策定いたしまして保育実践を行うとともに、平成２８年には

草津市就学前教育・保育カリキュラム、平成２９年には草津市接続期カリキュ

ラムをそれぞれ策定いたしまして、全ての施設で教育・保育の内容の共通理解

を図りながらカリキュラムの実施検証を進めてきたところでございます。この

たび御承知いただいておりますように、施工不良の是正対応のため開園を延期

しておりました、現在の草津保育所と中央幼稚園の統合によるモデル園でござ

います、草津中央おひさまこども園を平成３０年４月に開園することとなりま

すので、御報告させていただきます。開園に当たっては職員のワーキング部会

でこども園での運営項目の整備や、先に開園したモデル園での実施検証を行う

とともに、園舎の改修工事や、園章・園歌の決定等の準備を進めてきたもので

ございます。 

         定員につきましては、教育認定の幼稚園部分が７０人、保育認定の保育所部
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分が１３０人の合計２００人となっております。 

         開園式の日時につきましては、平成３０年４月１０日の午前９時から、議会

や地元関係団体等の御出席をいただきながら執り行う予定をしております。 

         次の４ページについては、園章・園歌の決定ということで、平成２８年度に

一般に公募いたしまして園章・園歌を決定しております。具体的には園章が５

ページのものになります。そして、園歌が７ページのものになります。園歌の

作曲につきましては、伊藤康英さんという方に作曲をお願いしました。９ペー

ジがその伊藤さんのプロフィール、１０ページが伊藤さんから寄せられたコメ

ントということになっております。 

         １１ページと１２ページについては、草津中央おひさまこども園の要覧とい

うことで、参考に御覧いただければと思います。 

         今回のモデル園の開園、あるいはモデル園での実施検証につきましては、教

育・保育の質の向上のために大切な取組でございまして、今後、こども園の開

園も予定しておりますので、幼稚園・保育所・認定こども園で修了までに子ど

もたちに身につけさせたい姿を共有しながら、さまざまな質の向上に向けて引

き続きオール草津での取組を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

川那邊教育長   引き続きお願いします。 

 

生涯学習課長   報告事項（２）草津市社会教育委員会議提案「体系的な生涯学習システムの

構築」について、生涯学習課の相井から御報告申し上げます。 

         報告書は１３ページから１５ページでございます。報告書１３ページをお開

きください。 

         平成２８年度・２９年度草津市社会教育委員会議では、地域における豊かな

学びを実現するための施策について研究に取り組んでこられました。その成果

となる提案こと、「体系的生涯学習システムの構築」が去る３月２３日に教育

長へ提出されましたので、御報告させていただくものです。 

         １３ページ概要資料の中ほど、現状と課題にありますとおり、地域で担い手

となる人材確保の難しさや、生涯学習活動の消極化を懸念する声が多く上がっ

たことから、まちづくりを通した課題解決力の向上と人材育成、その実現に向

けた体系的な生涯学習システムの構築をテーマに提案書をまとめられました。 

         続きまして１５ページを御覧ください。 

         地域が豊かになる学びを支える人材育成の仕組みとして、中央部に（仮称）

草津の未来を創るカレッジ、通称みらくるカレッジを提案いただきました。こ

こでは大きく本校と地域校、これらをサポートする支援組織から成り立ってお
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ります。本校は広く市域を対象としており、学習を推進するリーダーを養成す

る機能を持たせ、どのような人材を育成したいのか、学んでほしいものは何か

を意識し、入門・本科・専科の３分類で学びを深めていただこうとするもので

す。また、地域校は、本校で学習したかたがたが仲間とともに１４学区にある

それぞれの地域まちづくりセンターを拠点に、まちづくり・福祉・防災・環境

といった暮らしに直結した地域課題解決のための自主的な学習活動を展開する

ことを想定しております。また、本校と地域校が充実したものとなるよう、サ

ポートするのが支援組織でございまして、提案を行った社会教育委員や生涯学

習課に配置しております社会教育主事、さらには事業団など中間支援組織やＮ

ＰＯ、大学など多様な主体の参加の下で運営・支援できる体制を整えていこう

とするものでございます。また、草津市の未来を創るカレッジこと、通称みら

くるカレッジは持続可能な仕組みとなるよう、既存事業の活用や事業の評価、

振り返りについても触れておられます。今回いただいた提案をもとに関係課、

関係機関との連携を密に、地域が豊かになる学びの活動の充実に努めてまいり

たいと考えております。 

         以上簡単ではございますが、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

         続いて、報告事項（３）になります。草津市立草津クレアホール防音音響整

備工事プロポーザル選考委員会設置要綱を廃止する要綱について、同じく生涯

学習課の相井から御報告申し上げます。 

         報告書は１７ページから２２ページでございます。報告書１７ページを御覧

ください。 

         草津市立草津クレアホール防音音響整備工事プロポーザル選考委員会につい

ては、平成２６年度に実施したものでございます。当該工事を選定し、設置要

綱に定める工事を発注するに当たり、プロポーザルの提案内容を審査および選

考を行うというもので、平成２６年度中に達成いたしましたことから、当設置

要綱については平成３０年３月１４日付で廃止いたしました。なお、定期的な

要綱の見直しの中で発見いたしましたから今回となりましたことを合わせて説

明させていただきます。 

         以上簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

         続きまして、報告事項（４）、草津市文化振興計画（案）に関するパブリッ

クコメントの実施結果について、同じく生涯学習課の相井が御説明申し上げま

す。 

         報告書は２３ページから３６ページでございます。報告書２３ページを御覧

ください。 

         草津市文化振興計画（案）について、平成３０年１月１９日、金曜日から、

平成３０年２月１９日、月曜日までの間、パブリックコメントを実施した結果、



 

19 

 

二人のかたから１２件の意見の提出がございました。１２件のうち１件は計画

に反映をさせていただき、残り１１件については今後の事業実施の中で参考す

るものとしております。 

         計画に反映させた１件は２４ページＮｏ１で、修正箇所は３１ページにござ

います。計画書の基本施策３に当たりまして、情報の収集および発信の充実の

中段の行を御覧下さい。「ホームページや広報紙などのＳＮＳ等の文章のうち、

広報紙などのＳＮＳという表現は正しくない」という指摘から、言葉の並び順

を変え、下段四角の記号の次の行のように改め、広報紙やホームページ、ＳＮ

Ｓ等と改めさせていただきました。 

         そのほか２４ページＮｏ２から２９ページのＮｏ１２までの御意見につきま

しては、文化振興計画の推進に役立つものが多かったため、今後の参考にさせ

ていただきたいと思っております。 

         以上、簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長   続きまして、草津市いじめ防止基本方針（案）に関するパブリックコメント

の実施結果について、学校教育課の髙井が報告いたします。 

         草津市いじめ防止基本方針（案）についてのパブリックコメントは、平成３

０年２月２０日、火曜日から、３月１９日、月曜日の間、公立小・中学校を含

め市内４５カ所の公共施設において実施いたしました。 

         提出された意見は資料にもございます、お二人のかたから２件ずつ計４件を

いただいております。いただいた意見の回答について簡単に説明を申し上げま

す。 

         まず、いじめ防止等のために学校が実施する施策が学校現場に浸透し、着実

に実行されていることが重要だと思うので、しっかりと取り組んでほしいとい

う意見に対しましては、各校で学校いじめ防止基本方針を策定し、教職員全体

が内容共通理解を図り、組織的な対応を行うこと。また、学校いじめ防止基本

方針を児童・生徒や保護者に説明を行い、家庭や地域、関係機関と連携を図り

ながら、いじめ防止に取り組んでいくと回答する予定でございます。 

         次に、いじめをなくすために、いじめの実態を公表するようにしてはどうか

という意見に対しましては、個別事例については加害・被害児童・生徒の心身

への影響等を考慮し、原則非公表としておりますけれど、教職員や児童・生徒

が実際に起きた事例に学ぶことを重視し、情報共有を行い、校内研修等を通じ

て対応する力をつけていくこと。また、道徳教育や弁護士による法教育を行う

など、工夫しながらいじめ防止に取り組んでいくと回答する予定でございます。 

         ３点目の、いじめの被害に遭った子どもへの体や心への影響、特に心のケア

について対策を考えてほしいという意見に対しましては、いじめを決して許さ
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ない、いじめられた子を全力で守り抜くということが、草津の小・中学校のま

ず一番重視する部分でございますので、教職員が教育相談活動等を通じ丁寧な

対応を行うとともに、必要に応じてスクールカウンセラー等の専門家による適

切な支援を行うと回答させていただきます。 

         ４点目の、スマホやインターネットなどのいじめなどに対しては、どのよう

に対処するのかという意見に対しましては、インターネット上のいじめなどに

留意して対応を行うとともに、情報モラル教育の充実や児童・生徒自身の主体

的な活動、保護者との連携を通じて対応していくと回答する予定でございます。 

         どの意見もいじめ防止の具体的な取組に言及されたものであり、今後の参考

とさせていただくこととし、資料のとおり回答させていただきますので、今回

のパブリックコメントの実施結果による改正案の修正・変更等を行わず、３月

２３日の部長会で提案させていただくこととしました。そのことを踏まえて草

津市いじめ防止基本方針を、草津市いじめ防止基本方針（案）を取って方針と

して、平成３０年度４月１日より施行いたしますので、以上御報告とさせてい

ただきます。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、報告事項（６）インフルエンザの流行による幼・小・中学校

（園）の臨時休業の状況につきまして、スポーツ保健課の岸本より御報告申し

上げます。 

         報告書の５５ページは、３月９日現在となってございまして、３学期終了日

の３月２３日現在の資料を本日お配りさせていただいたところでございますの

で、御覧いただきたいと思います。 

         １月、２月の流行期から３月に入りまして、３月２３日の学校終了日までの

間、閉鎖された学級数は幼稚園４、小学校３ということで減少いたしました。

３月１３日以降は学級の閉鎖もなくなったところでございます。また、１月１

１日から県内に発令されておりました警報も、３月２３日で解除されたところ

でございまして、今期のインフルエンザの流行は落ちついたものとして考えて

おります。今期のインフルエンザの大流行の理由として、例年２月から３月に

かけて流行するＢ型のインフルエンザの立ち上がりが予想外に非常に早く、Ａ

型Ｂ型の同時流行が患者増に拍車をかけたということで言われております。い

ずれに対しましても、各学校におきまして手洗いうがいの励行、せきが出ると

きのマスクの着用、栄養と休養を十分にとること等が大切だということで、今

後も周知してまいりたいと考えております。 

 

川那邊教育長   それでは最後お願いします。 
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教育総務課長   報告事項（７）寄付受け入れ報告につきまして、教育総務課の松浦が御報告

申し上げます。 

         報告書は最後のページ５７ページを御覧いただきたいと思います。 

         まず、矢倉小学校ＰＴＡ会長様より、児童傘立てなどを矢倉小学校に御寄付

いただいております。 

         また、横浜市在住の春日匡様より、春日家文書を街道交流館に御寄付いただ

いております。 

         また、矢倉小学校図書ボランティア会様より、組み立て式書架を矢倉小学校

に御寄付いただいております。 

         また、志津地区教育振興会会長様より、万能スタンドなどを志津幼稚園に御

寄付いただいております。 

         また、草津市立志津幼稚園ＰＴＡ会長様より、ラジカセと長縄用スタンドを

志津幼稚園に御寄付いただいております。 

         また、オウミ住宅株式会社様より、ジャングルジム、雲梯、ブランコの境界

柵を老上小学校へ御寄付いただいております。 

         ２面の５８ページをお願いいたします。 

         草津市立玉川幼稚園ＰＴＡ会長様より、デジタルカメラと掃除機を玉川幼稚

園に御寄付いただいております。 

         また、笠縫学区自治連合会会長様より、シンバル、シンバルスタンド、逆上

がり補助器を笠縫幼稚園に、また、新堂中学校卒業生の皆様より、暖房器具を

新堂中学校に御寄付いただいております。 

         また、草津市立玉川小学校ＰＴＡ代表より、ミニコンプレッサーとＣＤラジ

カセを玉川小学校に御寄付いただいております。 

         草津市立矢倉幼稚園ＰＴＡ会長様より、掃除機を矢倉幼稚園に御寄付いただ

きました。 

         また、草津市立山田幼稚園ＰＴＡ会長様より、掃除機、それと用紙パック、

平均棒を山田幼稚園に御寄付いただいたので御報告とさせていただきます。 

         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。 

         よろしいでしょうか。 

         それでは、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。 

 

学校教育課長   机上の方に中等教育資料のカラー刷りのものを１枚配らさせていただいてお

ります。これをめくっていただいたところに、草津市立高穂中学校でタブレッ
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トを使って数学の授業をしている写真が多く掲載されております。この中等教

育資料につきましては、文部科学省教科調査官が編集している物でございます

ので、全国的に配られているものです。 

          

川那邊教育長   それではこれをもちまして、３月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は４月２４日、火曜日、午前１０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。 

開会   午後 ４時１０分 

 


