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開会   午後 ３時００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   それでは次に日程第３、「教育長報告」に移ります。 

         近畿地方の梅雨明けは、平年よりも１２日も早い７月９日でした。例年、梅

雨の末期には前線が活発化し豪雨が続きますが、今年は西日本において土砂崩

れや河川の氾濫等で大きな被害が出ています。死者・行方不明者は２３０名を

超え、広島県や岡山県を中心に多くのかたが避難所生活を余儀なくされていま

す。お亡くなりになられたかたへ哀悼の意を表するとともに、行方不明のかた

がたの一刻も早い救出、そして、地域の早い復旧を心から願っています。 

         ７月２０日には市内全小中学校で終業式が行われました。１学期、それぞれ

の学校で充実した教育活動が進められたことを嬉しく思います。今、学校では

教職員の働き方改革が求められています。本市では、平成２９年３月に「草津

市学校業務改善プラン」を策定しており、その改革の一環としてこの７月１日



 

2 

 

からタイムレコーダーを導入し、教職員の出退勤管理を行うことにしました。

また、７月２日からは電話の自動応答メッセージも運用し、平日の午後７時か

ら翌日の７時半までの間、電話を自動応答メッセージに切り替えています。教

職員の熱心な指導で、草津市の先進的で意欲的な学校教育が進められているこ

とを大変有り難く思ってはいますが、一方で、教員の授業準備や教材研究など

の時間が確保されるよう、草津市独自の働き方改革にも取り組んでいきたいと

考えています。 

         次に、本年度の子どもの読書活動に関する調査結果についてです。本年度調

査では、市内小中学校の児童生徒がこの５月に読んだ冊数は１２.７冊、中学

校では４.６冊でした。また、不読率は、小学校で１％、中学校で４.６％です。

全国の結果はまだ出ていませんが、読書冊数は全国平均を上回り、不読率は全

国を下回るように思われます。不読率が毎年減ってきているというのは有り難

いことだと思っています。学校司書と教員、ボランティアの皆さんが力を合わ

せ、学校図書館における読書環境の充実に取り組んでいること、さらには、市

立図書館においても読書推進のためのさまざまな取組を進めていることも成果

につながっています。引き続きビブリオバトルの推進、学習情報センターとし

ての学校図書館のあり方の模索など、読書指導の質的な向上を目指したいと考

えています。 

         次に、本年度のスペシャル授業についてです。講師には、ＮＨＫエグゼクテ

ィブ・アナウンサーで本市出身の野村正育氏、全国でスキー場やホテル棟を運

営されている一ノ本達己氏、縄跳びで全日本選手権４連覇中の黒野寛馬氏、作

家・作詞家の髙橋久美子氏、舞台やドラマ等で活躍中の藤田千代美氏、そして、

ｅ－ｒａｄｉｏのパーソナリティのかたです。既に７月１１日には、南笠東小

学校に藤田千代美さんが来校され、５年生の子どもたちに声の出し方や表現す

る楽しさを伝授してくださいました。 

         次に、教育研究所の取組です。今年も夏の教員研修は「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」など、草津ならではの１２講座が、明

日２４日から始まります。また、８月３日には「研究発表大会」が開催され、

教員等による研究発表と、オムロン京都太陽株式会社の堀井孝佳さんの講演

「インクルーシブ教育の先にあるもの」があります。教員の皆さんには、教育

研究所における研修を初め、さまざまな研修に積極的に取り組み、自らの教師

力を高めてほしいと思っています。 

         次の報告は、滋賀ＩＣＴ大賞２０１８の優秀賞に、渋川小学校の「テレビ会

議システムを活用した環境学習の全国交流」が選ばれたことです。これまでに

は、新堂中学校と高穂中学校が受賞しており、本市の強みであるＩＣＴを活用
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した好事例を発信するためにも、各学校や各課・所属においても積極的な応募

をお願いします。 

         さらに、７月１７日に草津小学校が日本教育工学協会の学校情報認定制度で、

学校情報化先進校に内定しました。これまで市内全ての小中学校で、学校情報

化優良校を受けてはおりますが、先進校はその中でも特に優れた学校に送られ

るもので、昨年度まででは全国で１１校しか選ばれていません。そこに草津小

学校が入ったわけですから、すごいことですし、市内の他の学校もこれに続く

ことを期待しています。 

         次に、７月８日から１５日には、草津美術協会展がクレアホールで開催され

ました。３８回を数える伝統的な作品展で、会員の創意あるすばらしい作品を

見せていただきました。文化振興条例、文化振興計画の趣旨を踏まえ、更なる

発展につながればと期待しています。 

         次に、学校では夏季休業に入りました。市立図書館、街道交流館、草津宿本

陣をはじめ、市立水生植物公園などの施設では、子ども向けのイベントや展示

など、たくさん予定されています。また、中学校ではさまざまな大会や部活も

行われます。コミュニティ・スクールの一環として南笠東小学校では、スポー

ツやＰｅｐｐｅｒ、環境などをテーマにした地域講座も開催されます。志津小

でも子どもたちの学習会がそれぞれの地域で行われます。子どもたちには、日

ごろできないことに思う存分取り組んでいただき、一段とたくましく育ってほ

しいと思います。 

         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、担当課からの

報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

学校教育課長   学校教育課の畑でございます。 

         いじめに関する現状および、今年度１学期の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ございます。平成２８年度は１７７件、

平成２９年度も１７７件と同じ件数でございました。今年度の４月から６月に

ついては５４件となっております。平成２９年度の傾向といたしましては、小

学校の１年から３年がいずれも前年度より少し多くなっております。また中学

校は、学年が上がるにつれて減る傾向が見られます。また、冷やかし、からか

い、軽くぶつかるなどの比較的軽いものが全体の約８割を占めており、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によるいじめなど見えにくいものもありますことから、認知に至ってい

ない事案が他にもあるかもしれないという視点をもつとともに、スマホの使い

方や情報モラルを身につけさせる取組を大切にしたいと考えております。 
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         次に、いじめ防止の取組についてでございます。昨年まで９月に実施してお

りましたいじめ防止啓発強化月間を、今年度は６月と９月の２回実施すること

にしております。６月の取組では、いじめアンケート、教育相談、人権スロー

ガン作成、情報モラル講演会、いじめ防止ポスター作製、児童会・生徒会によ

る啓発集会・啓発劇などの取組を行いました。次回９月に啓発強化月間を実施

いたします。 

 

川那邊教育長   以上、私からの報告とさせていただきます。 

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

特に御意見、御感想などがございましたらお願いいたします。 

 

杉江委員     先日来の西日本豪雨につきましては、災害列島日本を実感する内容のものだ

ったと思っております。この豪雨で、またもやたくさんのかたがたや家屋、田

畑が飲み込まれ、甚大な被害がもたらされました。豪雨、水害によって亡くな

られたかたがたへの哀悼の意を心からささげたいと思います。さらに、豪雨の

あと連日続くこの酷暑につきましては、異様としか言いようがないのですけれ

ども、実はこれは異様ではないのだという報道もあって、今後の生活様式とも

考えていく必要があるのかなと思っております。１学期末、学校がまだ授業中

での連日の暑さということで、学校の方での対応も危機管理の面から大変苦慮

されたところがあるのではないかと思っておりました。 

先週の土日で、私の学区の方で地域協働合校の取組であります、やまだアド

ベンチャーハウスが開催される予定だったのです。それで、私は日赤奉仕団の

山田分団で、昼食のかやく御飯づくりに参加する予定だったのですが、暑さの

ために中止という連絡を受けまして、取りやめとなりました。夏休みに入り、

地域での活動が各地域で催されると思うのですけれども、他にもこういった措

置をされたところもあるのではないかと思いました。特に、中学生は部活など

への対応についても十分な配慮をいただいているところではないかと察すると

ころです。 

         次に、１４日になりますが、元教育委員さんの麻植さんが代表理事をされて

おられます草津シネマ塾シナリオ講座の第１回に参加を少しさせていただきま

した。実際は２回目の予定であったのですけれども、豪雨で当日午前・午後と

いう形での講座になったようです。キッズシネマ塾の指導をされている中島貞

夫監督の講義で、受講されている皆さんは大変熱心で映画の変遷のお話しや、

映画におけるシナリオの重要性といった話に大変傾聴されておられました。シ

ナリオは文字で書く設計図だと話されておられまして、私も子どもたちと一緒

に劇遊びのシナリオをつくったことを思い出しながら、基本的なスタンスをも
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っと学んでおけばよかったなと、大事だなと振り返っておりました。秋に向け

て、小学生対象のキッズシネマというのもされるようですので、大変楽しみに

なりました。 

         あと１点だけですが、矢倉幼稚園の園内研究会に寄せていただきまして、午

後からの保育で暑い中ではあったのですけれども、子どもたちが夏ならではの

水遊び、水、泥、土と関わりながら繰り返して繰り返して遊ぶ姿が見られまし

たし、環境の工夫がされていました。５歳児の子どもたちは、小学校の小プー

ルで水遊びをするのですけれども、その小プールにも少し抵抗がある子どもが

いるということで、ビールのケースを四角く枠をつくって並べられて、その上

にブルーシートを引いてひもでくくりつけて、そこに水を張って手製の小プー

ルをつくっておられました。そこでは、場所の安心感もあって、子どもたちが

本当に嬉々として遊ぶ姿が見られましたし、子どもたちのその姿を捉えた環境

を工夫するという先生がたの基本的な姿勢を学ばせていただいたと思っており

ます。 

 

檀原委員     委員の報告をさせていただきます。７月５日の木曜日に、草津第二小学校の

２年生を対象といたしまして、地域の企業のかたがスポンサーとなられＮＰＯ

法人のかたが来られて、赤ちゃん先生プロジェクトという授業を年間５回のシ

リーズでされるということなので、見学に寄せていただきました。小学校２年

生の子どもたちが、自分が赤ちゃんであったころのことを思い出したり、また、

この５回シリーズの中で、子どもたちがその赤ちゃん自身が大きくなっていく

姿を実際に見ながら学んでいくという授業で、非常に自分の自尊感情であった

りとか、命の大切さを感じる非常によい取組をされているということを学ばせ

ていただきました。 

         それから、７月８日の日曜日ですけど、英語検定が立命館大学でありまして、

私も今回２次試験に行ってきました。先日合格の知らせがありましたのでよか

ったなと思います。今度また、合格、不合格というのはちょっとドキドキしま

すので、ＧＴＥＣやＴＯＥＩＣだと点数になりますので、それに切りかえよう

かなと思っています。 

         それから、７月１１日の水曜日ですが、山本シュウさんというＮＨＫのＥテ

レビでバリバラという番組の司会なんかもされているのですが、スポーツメン

タルコーチングの勉強会というのが大津でありまして、それに参加いたしまし

た。日本大学でいろいろなことがあったりだとか、やはり子どもたちにスポー

ツと関わりながらどのように指導していくかということについて、しっかりと

見直すべきだというような話もありましたし、本来子どもたちはしっかり力を

持っているので、それは邪魔しないで、それから引き出すと。それから、やは
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りやらされるのではなくて、自分たちが企画したり考えたり工夫するというこ

とも、学生のスポーツというのはやはり教育の部分でも非常に大事だというこ

とをおっしゃっていました。ぜひ、いろいろな意味で指導者のかたには学んで

ほしいと思いましたし、私たち一般の人間でも非常に学ぶことがあったので、

また機会があれば来られるといいなと思いました。 

         それから、７月１２日の木曜日ですが、たまたまその日あいておりましたの

で、西日本豪雨で被害がありました舞鶴市に、災害ボランティアに行ってまい

りました。そこでも一人お亡くなりになっていて、非常に泥があふれた中で、

泥というのは簡単にどけられそうに見えますけど、乾燥してしまうともうどけ

られないですし、結構においがあるようなところで、高齢の一人暮らしのかた

のお宅に寄せていただいたのですけども、地域の社協のかたが災害ボランティ

アセンターをいち早く立ち上げられまして、受援力という形でもこのようにす

るんやなということを、私も練習というか訓練では災害ボランティアのセンタ

ーの立ち上げとかにも呼応する機会があったのですけれども、実際参加させて

いただくのが初めてでしたので、こういうこともやはり機会があれば行くと学

ぶことが多いなと感じました。今も大きな災害の地域ではまだ続いているので

すけれども、ぜひ一日も早く復興されることを祈るばかりでございます。 

         それから、先ほど杉江委員さんからもおっしゃいましたが、この酷暑という

ものに関しては、やはりちょっと今までの考え方を改めることが非常に大事や

なということが幾つもあるなと思いました。やはり、今まででしたらエアコン

をつけるべきかつけないべきかみたいな話ありましたけど、もう選択の余地な

くやはり必要やということですし、本市においていち早くそのように取り組ま

れたことが、今日のような日を迎えたときに非常に大切だったんだなというこ

とを思います。 

         それから、部活動につきましては、先生がたも働き方改革や、また先ほど申

しましたコーチングということもありますし、また外部のかたがたに支援を得

るというようなことも含めまして、この酷暑の中でのやり方等について、一緒

に制定していく話ではあるのですが、しっかり考えるべきときに来ているし、

実際それは何らかの形で変えていくことが大事だなと思います。いろいろな意

味でみんながいい形になることを期待したいと思っております。 

         それから、先日の７月２１日の土曜日に、Ｇ－ＮＥＴ、近江八幡市の男女共

同参画センターですが、こちらの方でＮＰＯ法人キャプネスというところが主

催されました、児童相談所で一時避難している子どもたちへの学習支援ボラン

ティアの養成講座というのに参加させていただきました。その講座の中では、

児童臨床心理士のかたと、それから児童相談所の元職員のかたがお話をしてい

ただきまして、どういう形でそういうところに来ている子どもたちが置かれて
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いるかというような話や、実際に子どもたちに接するときの注意すべき点など

も、非常に事細かく学ぶ機会がありました。ぜひ、そういう形で学んだことが

生かせるようにこれからもしていければなと考えているところでございます。 

 

周防委員     ７月１日の青少年の主張発表大会を見に行きました。代表の生徒さんが堂々

と発表される姿に今年も感心して聞かせていただきました。自分の考えを言葉

にしてまとめるのは難しいことだと思いますが、大事な力だと思うので、今後

も多くの中高生がチャレンジしてほしいなと思います。 

         ７月２日なのですが、大阪市住吉区にある大空小学校にＰＴＡの役員仲間と

行ってまいりました。ここの小学校は「みんなの学校」というドキュメンタリ

ー映画になりましたが、特別支援学級も不登校もなく、同じ教室で一緒に学び、

みんながつくるみんなの学校を目指している公立の小学校です。授業風景は、

自由な雰囲気というか、クラスにもよるのですけれども、先生は細かいことは

注意しない感じで、でも他の子の邪魔になるようなことはきちんと注意はされ

ていました。そして、担任以外の先生や保護者ボランティアのかたも一人いら

っしゃっていろいろな教室を回っている様子で、大人や子どももですけれども、

教室の出入りがしょっちゅうあるのですが、気が散る様子もなく勉強している

ようでした。あと、５年生が校外学習の計画をグループごとに立てていたので

すが、その輪の中に私たちにもどうぞ入ってくださいと先生が声をかけてくだ

さったり、とてもオープンな雰囲気でいろいろな大人が子どもと関わるように

意識されているのかなと感じられました。 

         次に、７月１８日に矢倉幼稚園で命の教育として性教育で山本絹枝さんとい

うかたの講演がありました。山本絹枝さんは、いろいろな活動をされているよ

うなのですけれども、幼児期からの生命、性教育講座をされていて、何年か前

に育児サークルでその講座を聞いてとても勉強になりましたので、今回様子を

見に行きたいと思い、お母さんがたと一緒に聞かせていただきました。園長先

生の御依頼で今回は夏休み前でもあるので、子どもたちには性犯罪に遭うのを

防ぐために、そういうお話を簡単にわかりやすくされていました。あと保護者

向けには、子どもたちを被害者にも加害者にもさせないためにも性教育が必要

であること、生命教育で自尊感情を育むこと、具体的な伝え方などを話されて

いました。そして、自分だけでは子どもは守れない、地域で子どもを守れるよ

うに自分が相談できるベースを広げてくださいという言葉に共感しながら聞い

ていました。お母さんがたもとても熱心に聞いておられる様子でした。年齢に

応じた性教育はとても大切なことだと思っているので、他の園とか学校なども

参考にしていただきたいなと思います。 

         あと、７月２１日なのですが、彦根であこがれ先生プロジェクトｉｎ滋賀と
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いうのがありまして、以前お会いさせてもらったキャリア教育で活躍されてい

る朝山あつこさんというかたがいらっしゃったので、そのかたのお話が聞きた

くて行ったのですけれども、三重県の野球部で監督をされて、創部以来初めて

甲子園出場を果たされたという松葉健司さんというかたのお話しであるとか、

あとそのプロデュースされている中村文昭さんというかたのお話も聞いていた

のですけれども、３人のかたがとても皆さん子どもたちの未来を明るいものに

するために活動されているのですが、共通しているのが子どもたちがしっかり

した目的とか目標とかそういう目指す未来があれば、少々のことでは負けない

力があるということかなと思って聞いていたのですが、そのためにも自分が好

きなことを見つけ、得意なことを伸ばしていく、そしてそれを強みにすること

がこれからますます必要になるのだろうなと思って聞いていました。つい、我

が子に対しても苦手克服の方にばかりアドバイスをするのですけれども、よい

ところをもっと探さないといけないし、そのよいところをたくさん見つけるた

めにもいろいろな角度から見てもらえるように、多くの大人が関われる環境が

必要なのかなと思いました。 

 

中西委員     この７月は、草津の美術協会展がありまして、７月８日から１５日までの間、

クレアホールの展示室で行われました。梅雨明けということで大変暑く、なか

なか苦労して展示をさせてもらったということです。いざ始まって見に行って

いたのですが、どうも見てくださるかたが少なくて、何とかならないのかなと

いうことをずっと思っておりました。また、展覧会も全部で７０点ぐらいでし

たですかね。洋画、それから日本画、彫刻、書道、工芸、写真と、それぞれこ

の市内のかたを中心に熱心な作品を展示されていたのですが、なかなか展示場

にある作品を見ていましてももう一つ熱気が感じられへんと。外は熱気いっぱ

いやったのですが、展示室の中身がどうも消極的な感じがして、何とかならな

いのかなというようなことを思っておりました。私もその中の役員の一人でし

たので、その役員会でもいろいろ言っていたのですが、どこの会も最近はその

会員の減少、また会員の高齢化、そういったことが言われています。この会は

市、また市の教育委員会からも後援をいただいている会なのですけども、やっ

ぱり会員の高齢化等もありまして作品等がやっぱりなかなか力のこもったよい

ものが出てきてないの違うのかなと思うような傾向がありました。何とか若い

人が入ってきてくれないものかということを思っていますし、このままでいき

ますと本当に若い人が入ってこなくて私が実は今一番若いぐらいの歳、そうい

う年齢構成になっていまして、何とかしてほしいなというふうなことを強く思

っております。 

         草津市が文化振興の旗を挙げられて、その受け皿としてこの草津の美術協会
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が一つあると思うのですけれども、何とかその受け皿として力をつけていく必

要があるのではないかなと思いますし、また、草津の新しく目指すものがどう

もその作品とかその内容についてのものと食い違いがあるの違うのかなと思っ

ています。芸術というのは自己表現の場であるのに、なかなか十分に各自の表

現ができていないのかなということを反省して展覧会を終わらせていただいた

というところです。 

         ちなみに、私はその作品ですけども、私は乖離という言葉を書きました。乖

離。もう皆さんも、乖離と聞かれたらふと思い出される顔が今ありますか。日

大の監督が、アメフト部の監督が、私が言った言葉と選手に伝わった言葉に乖

離があるというようなことをおっしゃった。私その言葉が頭にきゅっと来まし

て、それを書こうと。ものすごくあの言葉について私も前から乖離という言葉

は知っていたのですが、あの人が使うかということを思いまして、ちょっと頭

にきていまして、その怒りを込めて乖離と書いたというようなことでした。怒

りといってもそんなむちゃくちゃ書くわけではないのですけども、そういう気

持ちを紙の上に載せて書いたというようなことで、見ていただいているかたも

たくさんあるかとは思うのですけども、そんな上手な字ではないし、やけども

ちょっと気持ちを込めたものにしたつもりです。そんな私の作品をどういうふ

うに皆さん見ていただいたかわかりませんけども、中西先生まだ元気やなと言

って褒めてもらえたのが一つよかったなと思いますけども、その草津の美術協

会、あるいは草津の芸術の芸術文化のあり方のついても、やっぱり何か一つ気

持ちの中で起こったものを自分で表現する場というものをもっておくというこ

とが大事なことではないかと思っています。乖離というような言葉からいろい

ろ連想して、そして書いてみたのですけども、そういう表現をする一人として

また一つの団体として、今後も取り組んでいきたいと思っています。 

 

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、議第３２号 草津市立社会体育施設条例施行規

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。 

 

スポーツ保健課    スポーツ保健課の織田でございます。 

    課長代理  議案書３ページを御覧ください。議第３２号 草津市立社会体育施設条例施行 

規則の一部を改正する規則案について御説明申し上げます。本件は現在整備を
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進めております野村新体育館の工事の工程上、現体育館が平成３０年７月３１

日をもって供用を終了いたしますことから、使用許可書であります当該規則の

別記様式第１号および、第２号中の市民体育館の項を削除しようとするもので

ございます。また、この規則は平成３０年８月１日から施行しようとするもの

でございます。 

         以上、まことに簡単でございますが、議第３２号 草津市立社会体育施設条

例施行規則の一部を改正する規則案について説明を終え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いたします。 

 

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。 

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、異議もないようですので、議第３２号は原案どおり可決いたしま

す。 

         次に、議第３３号 草津市教育委員会事務外部評価委員会委員の委嘱につき

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。 

 

教育総務課長   議第３３号 草津市教育委員会事務外部評価委員会委員の委嘱につき議決を

求めることにつきまして、教育総務課の松浦から御説明申し上げます。 

         議案書は１０ページからになります。教育委員会事務の点検評価につきまし

ては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして、平成２０年

度から実施しております。この点検評価の客観性を高めるために、第三者委員

会として当該委員会を設置し、委員のかたがたから御意見や御助言をいただい

ているところでございます。今年度におきましても同様に、草津市教育委員会

附属機関運営規則第２条の規定に基づきまして、公募委員を含め３名の外部評

価委員さんの委嘱を行おうとするものでございます。今年度委嘱を行おうとす

るかたがたにつきましては、１１ページを御覧いただきたいと思います。委員

資格者の区分のうち学識経験を有する者といたしまして、滋賀大学教授の糸乗

前さん、学校教育の関係者といたしまして、元公立小学校長の稲垣明美様、そ

して、公募市民につきましては、湯浅賢一さんの以上３名のかたがたでござい

ます。なお、任期につきましては、平成３０年７月２３日から平成３１年３月

３１日までなので、今年度末までという形になってございます。 

         以上、まことに簡単ではございますけれども、御説明とさせていただきます。
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御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 

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。 

         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３３号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第３４号 草津市立少年センター運営委員会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３４号 草津市立少年センター運営委員会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申し上げます。 

         議案書は１４ページから１６ページでございます。草津市立少年センター運

営委員会委員につきましては、平成２９年７月の定例会でも説明をさせていた

だいたもので、草津市立少年センター条例施行規則第８条の規定により任期は

２年とし、平成２９年９月１日から平成３１年８月３１日までの間、１５名の

かたに委嘱をさせていただきましたが、現在委嘱しております１５名の委員の

うち議案書１５ページに記載する７名につきましては、所属されている団体の

役員改選などによりまして前委員の残任期間こと平成３０年９月１日から平成

３１年８月３１日までの間、新たに７名のかたに委嘱換えをしようとするもの

でございます。草津市立少年センター運営委員会の職務は、草津市立少年セン

ター第４条に基づきまして、少年センターの管理運営に必要な事項の調査、審

議をしていただき、少年の健全な育成を図るために御尽力いただくものでござ

います。 

         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。 

         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３４号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第３５号 史跡芦浦観音寺跡保存活用計画の策定について草津市文
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化財保護審議会に対し諮問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。 

 

文化財保護課長   議第３５号 史跡芦浦観音寺跡保存活用計画の策定について草津市文化財保

護審議会に対し諮問するにつき議決を求めることについて、文化財保護課の藤

居より御説明申し上げます。 

         議案書は１８ページから２０ページでございます。１９ページを御覧くださ

い。史跡芦浦観音寺跡保存活用計画の策定につきまして、草津市文化財保護審

議会に対し諮問するにつきまして、教育委員会の議決を求めるものでございま

す。 

         諮問文としましては２０ページに案を載せていただきましたとおりでござい

ます。平成１６年５月３０日に国史跡指定を受けた芦浦観音寺につきましては、

草津市が史跡管理団体として保存・活用をすることが求められているものでご

ざいます。今年度保存活用計画を策定するに当たりまして、その審議会の意見

を賜りたく諮問するというものでございます。 

         以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

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。 

         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３５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、協議事項 教育委員会事務の点検および評価の報告書（平

成２９年度）（案）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   それでは、協議事項 教育委員会事務の点検および評価の報告書（平成２９

年度）（案）につきまして、教育総務課の松浦より御説明申し上げます。 

         別冊となっております報告書案の２ページを御覧いただきたいと思います。

教育委員会事務の点検評価につきましては、本年の５月より事務を所管いたし



 

13 

 

ますそれぞれの担当所属で原案を作成いたしまして、内部会議でございます点

検評価実施会議におきまして、点検作業を行いました。このたび内部評価とし

て取りまとめましたので御報告させていただきまして、委員の皆様に御協議い

ただきたく本日提案させていただくものでございます。 

         まず、点検評価制度の趣旨につきましてでございますが、草津市教育振興基

本計画（第２期）に掲げております施策の進捗状況の確認を行うことも兼ねま

して、昨年度に引き続き事業ごとに設定した評価報告に対する実績値や目標達

成度、外部評価委員会等でいただいた御意見に対する対応状況を中心にまずは

内部点検評価を実施したところでございます。 

         次に、２の点検評価の対象でございますけれども、草津市教育振興基本計画

（第２期）の施策の基本方向として位置づけた９つの目標と４０の施策につい

て対象といたしております。 

         めくっていただきまして３ページをお願いいたします。３の点検評価の方向

および評価指標でございますけれども、評価に当たりましては草津市教育振興

基本計画（第２期）の４０の施策に関しまして、具体目標ごとに評価項目を定

め、計画期間の最終年度に到達すべき目標値と年度ごとの目標値を設定しまし

て、実績に基づく目標達成度により評価させていただいたものでございます。 

         ４の外部評価委員会でございますけれども、今後開催いたします外部評価委

員会の中で先ほどお諮りいたしまして御承認をいただきました３名の外部評価

委員のかたがたから御意見や御提案をいただき、最終的に評価報告書としてま

とめていきたいと考えてございます。 

         ４ページから８ページにつきましては、教育振興基本計画の基本理念と基本

方向を掲載しております。 

         そして、９ページ、１０ページにつきましては、評価シートの見方というこ

とで、一つの施策を示して説明をさせていただいております。 

         １２ページ以降が実際の各施策の評価シートでございますけれども、９ペー

ジ、１０ページの先ほどの評価シートの見方の方で少し評価シートの内容を御

説明させていただきたいと思います。 

         お戻りいただきまして９ページをお願いいたします。上下の表になってござ

います。評価シートはこのようにおおむね２ページで一つのシートになってご

ざいますけれども、施策に対しての事業につきましては４ページにわたるよう

なものもございます。表の一番上段には、教育振興基本計画（第２期）に掲げ

ました基本方向や目標、また施策、そして具体施策などの情報を記載してござ

いまして、見本のシートは具体目標、学校施設の整備の二つの具体施策に対す

る評価シートとなってございます。 

         その下段の取組状況という形で書いている表でございますけれども、こちら
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は具体施策に基づきましてそれぞれの事業ごとにその取組内容と成果を記載い

たしまして、成果を図るための評価項目を定めてございます。また、５年をか

けて到達すべき目標といたしまして、最終到達目標値でありますとか、各年度

ごとの目標値、それに対する実績、そして、目標達成度を客観的なパーセンテ

ージによる数値をもって評価とするような形になってございます。 

         次の１０ページの表でございますけれども、こちらは事業ごとに昨年度に外

部評価委員会で外部評価委員さんまたは教育委員さんの方からいただきました

御意見と、その御意見に基づいた原課としての対応を記載させております。そ

してその右には今後の課題、そして今空欄になってございますけれども外部評

価委員さんからの意見として今後開催いたします外部評価委員会でいただく御

意見をこちらの方に記載するという形になってございます。このようにいたし

まして、取り組んだ事業ごとの成果を客観的な目標達成度として評価いたしま

して、外部評価委員会で外部評価委員さんの方からいただいた御意見に対する

取組を記載する欄を設けるなど、可能な限り成果の見える化を図りまして、第

２期の草津市教育振興基本計画の４０施策ごとに取りまとめさせていただいた

というところでございます。 

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

どうぞ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、何か御意見、御質問はございませんか。 

 

檀原委員     昨年も非常に工夫をしていただいて、外部評価やまた目標の達成度を数値で

あらわす部分と、それからいろいろな意味で意見に対しての達成度を言葉によ

って評価するという、評価というか対応していったことの記載をするという形

にしていただきます。非常にいい形をとっていただいていると思うのですけれ

ども、やはりやっていく中に数値だけではわからない部分とか、もっと数値と

は違う意味でこういう評価の見える化をした方がいいということが、多分もの

によって違うとは思うのですけれども、出てくる部分があったりすることもあ

ると思いますので、これにつきましてはぜひいろいろな意味でブラッシュアッ

プしてバージョンアップするというか、いいように変えていっていただくこと

も必要なことだと思いますので、ぜひ継続的にそういう取組もしていただける

とありがたいと思っております。どうもありがとうございます。 

 

川那邊教育長   他いかがですか。 

 

杉江委員     本当に今おっしゃってくださったようにたくさんの評価の項目を挙げていた
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だいて、見える化、可視化に向けてまとめていただいているというのは大変わ

かりやすいなという感想をもちました。一つだけ先ほどの防災というか危機管

理の面から、食育の推進、２１ページに書いているのですけれども、防災献立

の日というのを年間４回設けられてというような話で、とても大事なことだな

と思いましたのと、その次の方に緊急メール、一斉メール配信というのがあっ

て、それも受信できないかたもあるということで電話対応されているというこ

とで、こういう面での取組というのは、様々な災害が他人ごとではない今日、

非常に大事だなということを思いましたので、また一層力を入れていただける

とありがたいなと思いました。 

 

川那邊教育長   他いかがですか。 

 

周防委員     今後の課題などもまとめていただいてすごくわかりやすくて、その課題に挙

げられていることが本当にどれもそのとおりだなと思って見させていただきま

した。その中で、ほとんどそのとおりだと思ったのですけれども、１７、１８

ページのいじめ等問題行動対策アドバイザー派遣事業で、今後の課題の中にも

あるのですけど、派遣時間数の制限があるため、全ての学校等の要請に応える

ことができない状況にあるということで、それはもう仕方がない部分もあると

思うのですけど、制限のために大事なことが漏れないように、慎重に考えてい

ただけたらなと思います。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

中西委員     私の方からは疑問点とか、あるいは先ほど申しておりました草津の美術協会

の委員会等の中でも話題になっていたのですが、ここの８０ページをちょっと

見ていただきたいです。ここの注釈のところに、草津市文化芸術機能等施設整

備基本計画、草津市では、平成２１年度に子育て支援センターや教育研究所、

文化芸術・歴史伝統館等の総合施設を三ツ池に整備するものとして、仮称市民

文化の森基本計画を策定しましたということがあるわけですが、そのあと県民

芸術創造館の市への移管、あるいは既存施設との連携や有効活用を考慮しなが

ら、芸術文化と歴史伝統館の機能について整備していくものとしてと。２５年

度に基本計画を策定しましたということですが、このことが一体どうなってい

るんやろうというような話が毎年、毎回出ています。市は文化芸術の総合施設

として、三ツ池に建てるということを当初言っておられたのですが、それがな

くなってそのうちクレアホールというような形になって、今度はその下に草津

歴史文化基本構想とありましてまちづくりをするということで、市民総合交流
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センターを草津駅周辺にたてるというようなこともありまして、何かその辺が

どうなっているのかなというようなことをこの今の注釈書ではちょっと疑問に

思いました。それから、特に７８ページですけれども、生涯学習の観点から若

い世代の生涯学習活動推進というようなことがあったのですが、そのためにゆ

うゆうびと講座でありますとか、あるいは生涯学習に関わることについて参加

者が固定化されているとか、あるいはゆうゆうびと講座についてもなかなか活

発な活動ができていないのではないかという印象をもっておりますし、何とか

これしていかないといけないのではないかということを思っています。特に草

津の文化芸術の作成については早期の問題解決ですし、また、方針が新しくよ

く見えるような部分になってきてほしいなと思いました。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの説明につきまして、他に質疑、御意見ございませんか。 

         よろしいでしょうか。 

         それでは、協議事項は以上で終わらせていただきます。 

 

教育総務課長   先ほど、檀原委員さんと杉江委員さんのお話ありましたけど、教育の評価に

対しては、数値化できるものとできないものというのがありますし、できない

部分というのについてはこの評価シートの中で主な取組内容と成果という形で

書ききれるものについては書ききるという形でしていきたいなと思っています

し、あと、評価の継続性ということを大切にしながらも、ブラッシュアップで

きる部分についてはブラッシュアップしていくというような視点をもって改善

していきたいと思っておりますので、教育委員さんの貴重な意見として捉えて、

事務局としても今後また外部評価委員さんの方からの意見も大切にしながら、

また外部評価を行っていきたいと思っております。 

 

川那邊教育長   それでは、協議事項は以上で終わらせていただきます。 

 

        ――――日程第６―――― 

 

川那邊教育長   それでは日程第６、報告事項に入ります。 

         事務局より報告願います。 

 

教育総務課長   報告事項、寄付の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。 

         報告書最終ページでございます。最終ページの報告書の２ページを御覧いた

だきたいと思います。柏﨑芙実子様より、大正琴を、草津小学校に御寄付いた
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だいております。 

         簡単ですけど、以上報告とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   ただいまの報告事項につき、御質問等はございませんか。 

         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、他にございま

せんか。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課江竜でございます。 

         皆様の机上に、第３回関西教育ＩＣＴ展のパンフレットを置かせていただき

ました。来週の木曜日、金曜日になりますが、８月２日、３日、インテックス

大阪で開催されます。広げていただければ真ん中あたりに特別パネルディスカ

ッションと書かれてありまして、４教育長が語る「未来に生きる子どもたちの

情報教育と教育環境」ということで、川那邊教育長も登壇されます。あと、広

い会場ございますけれども、幾つかのブースがございまして、草津市教育委員

会としても２日間ブースを出させていただきますので、もしよろしければ入場

料無料ということでございますので、来ていただければと思います。 

 

川那邊教育長   また、草津のＩＣＴ教育がアピールできればと思っています。 

         他にございませんか。 

         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、木曜日、午後３時から定例会を開催する予定ですので、

よろしくお願いします。ありがとうございました。 


