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開会   午後 ２時３０分 

 

村山委員長    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―――― 

 

村山委員長    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 ― 

 

村山委員長    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―――― 

 

村山委員長    次に、日程第２、「２月定例会会議録及び３月臨時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布され、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 ― 

 

村山委員長    異議がないようですので、２月定例会会議録及び３月臨時会会議録は承認さ

れたものと認めます。 

 

 

        ――――日程第３―――― 

 

村山委員長    次に、日程第３、「教育長報告」をお願いします。 

 

教育長      皆さん、こんにちは。 

         １４日には中学校、そして１９日には小学校で卒業式が挙行されました。ま

た、２月２６日に開会した草津市定例会は３月９日に代表質問、１１日と１２

日に一般質問、１６日に文教厚生常任委員会、１９日から２３日まで予算審査
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委員会が開催され、本日閉会しました。 

         まず、この１年の取組を振り返ってみますと、教育委員会として改革志向で

事業推進に取り組み、一定の実績を残せたと思っています。主なものでは、全

小学校に合計３,２００台のタブレット型コンピューターを導入し、ＩＣＴ機

器を活用した授業改革が進んできました。また「いじめ防止対策推進法」に基

づき、「草津市いじめ防止基本方針」を策定することができました。いじめの

防止や早期発見、対応等、今後、より組織的・効果的な取組を強化していきた

いと思います。 

         社会教育行政におきましても、今後の公民館のありかたについて検討し、生

涯学習機能のありかたについて一定の道筋を明らかにしてきました。また、４

月には、草津宿楽座館をオープンし、また、県から移管を受けた草津クレアホ

ールは市民による文化芸術活動の新たな発信地として歩み出しました。スポー

ツ分野においては、野村スポーツゾーンの基本計画の策定は、今後のスポーツ

振興に寄与するものと考えております。 

         さらに、今後５年間の教育の方向を示す第２期の教育振興基本計画が、これ

までの成果や課題を踏まえ、議論を重ねる中で策定できたことも大きな成果で

す。今後も、この基本計画に基づき、しっかりと取り組んでいきたいと考えて

います。 

         次に、議会関係について報告します。代表質問では、「教育の充実につい

て」「平成２７年度の教育方針について」「同和対策について」「教育行政の

充実について」と、３名の議員から７本の質問がありました。また、一般では

６名の議員から「川崎市中一殺害事件を踏まえ本市の現状について」「中学校

給食の実施について」「全小中学校に導入するタブレットについて」「子ども

たちの安全について」「草津市教育振興基本計画（第２期）案について」「道

徳教育について」「教員の現場について」「中学校給食について」「教育情報

化推進費について」「いじめ防止対策推進費について」「（仮称）老上第ニ小

学校建設にかかわる通学路の安全性について」「いじめ防止対策の推進につい

て」と、合計４５項目の質問がありました。さらに、村山教育委員長にも、議

員１名から「教育委員長職の廃止について」５項目にわたる質問があり、委員

長からは明快な答弁をしていただきました。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参照ください。 

         次に３月の大きな行事である卒業式についてです。委員の皆様にも卒業式、

卒園式をはじめ多くの行事等に御出席をいただきありがとうございました。私

は高穂中学校と草津小学校に出席させていただきました。今年も、全ての学校

で落ちついた感動的な式が開催されたと聞き、学校での学びを通して立派に成

長し誇らしく巣立って行く卒業生の今後の活躍を期待するばかりでした。 
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         ほかにも、幾つかの行事等が持たれました。２月２４日には、草津市立教育

研究所が開催した平成２６年度草津市教育研究奨励事業表彰式がありました。

応募数は今回５４点と毎年増えてきており、教職員の意欲を感じました。応募

者には、最優秀賞、優秀賞、特別賞、奨励賞が授与されました。また、応募が

多い志津小学校と松原中学校には、学校賞が贈られました。 

         また、２７日には、道徳教育フォーラムを開催しました。文部科学省の道徳

教育の指定を受けて、矢倉小学校、高穂中学校、教育委員会、そして、全小中

学校の道徳教育推進教師等が中心となって取り組んできましたが、草津市の道

徳教育の推進充実に向けてさらなる一歩を踏み出せたと思っています。 

         ３月７日には、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。体育功労賞者が４人、体育奨励賞者が

１２人、スポーツ賞受賞者が３２団体、５１個人、そして、スポーツ特別賞受

賞者が７人でした。体育協会におかれましては、草津市のスポーツ振興に大き

な役割を果たしていただいていることをさまざまな場で感じております。 

         最後になりますが、今年一年、委員の皆様の御助言・御協力のもと事務局と

して着実な取組が出来たことを有り難く思っておりますし、定例会の傍聴をい

ただいた皆様や多くの市民の皆様の御支援・御理解についても感謝申しあげま

す。 

         また、本市においては、４月１日から新教育委員会制度が導入されることに

なり、制度は変わりますが、教育委員会が教育行政の執行機関であることや、

合議による意思決定を行うことは変わりありません。今後も、草津市教育委員

会において、「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさつ」を目

指し、さらなる改革志向で県内の教育をリードする充実した教育行政が展開さ

れることを期待しております。 

         以上、報告とさせていただきます。 

 

村山委員長    ありがとうございました。３月にあった行事やその他教育全般に関する事項

で、何か御感想などございましたらお願いいたします。 

 

麻植委員     私も小中学校そして幼稚園の卒園式、卒業式に行ってまいりました。３月１

４日の玉川中学校の卒業式は、昨年、震災のちょうどその日に、生徒たちみず

から交流を求めた塩釜市にある玉川中学校のことを聞きましたので、１年間を

かけまして応援のソング、歌ですね、「ひとつになる」というのができました。

それを卒業式の式典の中でその「ひとつになる」を合唱曲として歌ってくれま

した。生徒たちの中でこの歌を歌い継いでいって、その交流を大切にしていこ

うというようなメッセージを子どもたちみずから言ってくれたので、本当にう
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れしいな、この「ひとつになる」という歌は、玉川中学校のためにつくられた

曲ではあるんですけども、青少年の心の葛藤だったりとか「一人じゃないよ、

支えてもらう、応援してもらう人がいっぱいいるよ」というメッセージも込め

られてますので、草津の中でもいろいろなところで歌っていってくれたらうれ

しいなというのが感想です。 

         もう１点、３月２１日市民音楽祭に寄せていただきました。私は今回の予算

の中でクレアホールの管理料、アミカホールの管理料、文化振興に使われる予

算がたくさんあります。本当にしっかり草津の文化を新たに一歩進めていく元

年のような感覚を持たないと、本当にお荷物になってしまうのではないかなと

常に気にとめながらいろんなことを見させていただいてるんですけれども、合

唱祭、本当に人がいっぱいでした。草津には、文化のそういう市民文化のもの

が文化祭初めまた俳句もそうですし、美術展もそうですし、文化祭もそうです

し、何か本当に一つの大きな流れで草津の文化を大きく捉えて振興に結びつけ

ていってもらえたらなというのを感じてた中で、今の教育長の中からスポーツ

に関しては、例えば功労者の表彰があったりとかスポーツは一枚岩のような感

覚がしました。市民スポーツの祭典とかいろんなものがスポーツでは一つとし

てなってるんで、草津の文化も一つの大きな方向性を持って、それぞれの各種

団体がそれに応援体制をとって一つの大きな流れをつくっていただけたらなと

いうふうに感じました。 

         以上です。ありがとうございました。 

 

村山委員長    他に何かございますか。 

 

杉江委員     私は老上中学校それから山田小学校の卒業式、そして山田幼稚園の修了式に

出席してまいりました。卒業式、修了式というのは、その年度の集大成という

意味もありまして、どの学校も園もとてもすばらしくて、感動の時間をともに

過ごさせていただきました。 

         老上中学校の卒業生への贈る言葉の中に、ちょっと印象に残ったんですが、

こんな言葉がありました。「歩むっていうのは、少し止まると書く。この先、

止まることがあっても、一息ついて次の一歩を踏み出してください。とどまる

ことも歩むことなんだよ」というような内容が書かれてあって、新たな一歩を

踏み出して、きりりとした生徒たちを、こういった文章と合わせて見ることが

できたなと思っております。また在校生とかけ合いの澄んだ歌声がとってもす

ばらしくて、歌の持つ力といいますか一体感というのをとても感じることがで

きました。 

         続いて山田小学校ですけれども、緊張の中にもきらきらとした子どもたちを
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温かく送り出しておられました。卒業生はもちろん、在校生もとても静かで、

すばらしい卒業式でした。何人も涙ぐむ児童がいて、楽しい生活を過ごしてき

たんだなと思いました。校長先生が、トップとラストの児童の卒業証書を読み

上げられるときに、生年月日のところだけ、音量を下げて会場に聞こえないよ

うにされてたりとか、入退場のときに、最初出てくる児童もそうなんですが、

最終の児童になると、どうしても拍手が小さくなるんですけど、最終まで大き

な拍手が聞こえてたりとかということで、とても細部にわたっての心遣いと指

導をされているなと思って感銘をいたしました。 

         山田幼稚園では、全部の子どもを知っておりましたので、大きくなったなと

思っただけで涙腺が緩んでしまったんですけれども、長時間だったのですけれ

ども、自分たちの修了式だという本当に自覚を持ちながら、温かい式でした。

園長先生が感謝の言葉「ありがとうというのをいつも忘れないでね」って言わ

れたら、子どもたちから自然に「はい」という言葉が返ってきて、心に落ちて

いるんだな、響いているんだなというようなことで感動させてもらいました。

地域の皆さんに見守られた式だったなというふうに思っております。 

         以上です。 

 

村山委員長    他に何かございますか。 

 

谷川委員     老上小学校の卒業式に行ったんですけど、４、５、６年しか入れないという

ことで、２８年には全員が入って卒業式ができるのかなっていうふうに思いま

した。 

         後、年間通していろんな人と話す機会があるんですけれども、草津市は教育

にすごく力を入れておられていいねっていうのをよく聞くんですけれども、タ

ブレットについて２回ほど見せてもらいましたけれども、自分らの教員時代大

したことはしてないけれども、やっぱり教材研究は自分でするんやという意識

があったので、そういう力が先生につくのかなっていうのがちょっと疑問に思

うところがありますのと、使いこなせないと、わかってない子どもの顔色をど

うやって見てるんかなというのが僕の率直な考えですね。対応ができない分、

対応はしておられるのかどうかちょっと僕が見た授業の中では余りわからなか

ったんですけど、困ってる子どもたち、しんどい子どもたちにどう先生が目を

向けながらタブレットを使っていくのかっていうのは、これからの課題かなと

いうふうに年間通して思いました。 

         以上です。 

 

村山委員長    私からもちょっと一言。 



 

6 

 

         私も市内の幼稚園、小中学校の卒園、卒業式に参加させてもらいましたけれ

ども、どこも皆、園や学校が本当に大好きだったんだなっていうこと、それか

ら先生がた、地域のかたがたが本当に子どもたちに一生懸命携わってくださっ

たんだなというのをすごく感じた１日でした。 

         小学校は第二小学校の卒業式に行かせてもらったんですけれども、その中で、

先生がた、保護者の皆さんで歌ってくださった「あなたが好き」っていう歌が

ありました。ただただありのままのあなたが好きっていうその歌詞を聞きなが

ら、まるで親が子を慈しむように、これまで６年間子どもさんたちを、大きな

懐で受けとめて育ててくださった先生がたの愛情を本当にひしひしと感じて、

自分の子どものように私自身もありがたいなと、本当にありがたいなっていう

気持ちが込みあげてきました。その中に「生きているあなたが好き」っていう

歌詞があって、すごくはっとさせられたんですね。第二小は私自身の子どもも

４年前に卒業させてもらったんですけれども、ちょうど東日本大震災の２週間

後のことで、本当にいろいろ思うところもありましたし、その同じ体育館にい

てすごく思い出した部分と、それから全国で痛ましい事件も起こっていますし、

その亡くなられずに済んだはずの命っていうのにすごく思いをはせる歌詞で、

何よりも大事に命を守る教育の大切さっていうことと、現場の先生がたもそれ

を日々肝に頑張ってくださってるっていうことに改めて感謝したそんな日でし

た。 

         私からは以上です。 

         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―――― 

 

村山委員長    次に、日程第４、「付議事項」に入ります。 

         「議第１２号 草津市教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する

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。 

 

教育総務課長   「議第１２号 草津市教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する

規則案」につきまして、教育総務課の山本から説明申しあげます。 

         それでは、議案書の２ページ、３ページを御覧ください。 

         このたびの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、４月１

日から教育委員会委員長と教育長を一本化した新たな教育長の設置など、教育

委員会制度が大きく変わります。新制度では教育長は市長が直接議会の同意を

得て任命されるため、その身分は常勤の特別職とされ、その直接の重要性を鑑
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みまして、職務専念義務などが課されたところでございます。このため、これ

まで条例で定めておりました教育長の勤務時間その他の勤務条件については、

教育委員会規則で定めるよう整備がされたところでございます。このことから、

３ページの新たな規則では、教育長の勤務時間その他勤務条件は、草津市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の適用を受ける職員の例によるとさせていた

だきます。 

         なお附則のとおり、施行日を平成２７年４月１日としております。 

         御審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

村山委員長    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。 

         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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第１２号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議１３号 草津市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に

関する規則案」を議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

教育総務課長   「議第１３号 草津市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関す

る規則案」につきまして、教育総務課の山本が御説明申しあげます。 

         議案書の４ページ、５ページを御覧ください。 

         先ほどの議第１２号でも説明させていただいたところですが、新制度では教

育長に職務専念義務の規定が設けられまして、この２月定例市議会において草

津市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例が議決された

ところでございます。この条例の第２条には、職務専念義務を免除される場合、

１号から３号までを規定しておりまして、第３号の中に、前２号に規定する場

合を除くほか、教育委員会が定める場合の免除に関して必要な事項について定

めるものでございます。 

         第１条にはこの規則の趣旨を、第２条には条例第２条第３号に規定する教育

委員会が定める場合の６項目を、第３条から第５条につきましては承認に係る

手続などを規定しております。 

         また、６ページ、７ページには、関係様式がございます。 

         なお、附則のとおり、施行日を平成２７年４月１日としております。 

         御審議のほどよろしくお願い申しあげます。 
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村山委員長    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。 

         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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第１３号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議１４号 草津市教育委員会公告式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。 

 

教育総務課長   「議第１４号 草津市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則案」につ

きまして、教育総務課の山本が御説明申しあげます。 

         議案書の８ページから１０ページを御覧ください。 

         この規則は、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く公告

式についての定めでございまして、このたびの法改正により、特に教育委員会

委員長が廃止されることを受けて規則改正を行うものでございます。 

         １０ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。 

         第１条につきましては、根拠規定の条ずれによる変更と合わせまして、その

内容について条文どおりに修正しようとするものでございます。 

         また第２条、規則の公布、第３条規定の公表につきましては、委員長を教育

長に置きかえるものでございます。 

         なお附則のとおり、施行日を平成２７年４月１日としております。 

         御審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

村山委員長    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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第１４号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第１５号 草津市教育委員会会議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。 

 

教育総務課長   「議第１５号 草津市教育委員会会議規則の一部を改正する規則案」につき

まして、教育総務課の山本が御説明申しあげます。 
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         議案書の１１ページから２１ページまででございます。 

         この規則は、教育委員会の議事運営に関する定めでございまして、今回の法

改正により教育委員会委員長が廃止され、今後は教育長が会議の議事運営を行

うこととなりますことから規則改正を行うものでございます。 

         新旧対照表により説明させていただきますので、１４ページ、１５ページを

御覧いただきたいと思います。 

         まず第１条でございますが、根拠規定の条ずれによる変更でございます。 

         第２条の委員長の選挙、第３条の委員長職務代理者の指定のこの２つにつき

ましては、今回委員長の廃止により削除させていただくものでございます。 

         このため、第４条につきましては第２条とさせていただいて、第１項には、

教育長が臨時に会議を招集できること、第２項には、項第１４条第１項の規定

に基づく、委員からの会議招集について規定いたします。 

         また第５条については第３条とし、第２項の根拠規定を、草津市公告式条例

から草津市教育委員会公告式規則に変更いたします。 

         そして、第４条から最後の第２４条にかけて、根拠規定の条ずれによる修正

と委員長から教育長への置きかえをいたしまして、全て２条ずつ繰り上げを行

います。 

         なお、附則のとおり、施行日を平成２７年４月１日としております。 

         御審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

村山委員長    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。 

 

谷川委員     第２条の２項についてですけれども、会議の召集というところですけれども、

旧の規則では２人以上の書面というふうに書いてあるわけですけど、今度は３

分の１に変わったっていうのは、これは何か意味があるんですかね。 

         第２条の２項第１４条第１項の規定に基づき、委員の定数の３分の１以上の

委員から教育長に会議の召集を請求する場合はっていうふうにあるんですけれ

ども、旧のほうは、「２人以上」となるんですね。 

         これは、３分の１に変わってるというのは、結局１．８になるんで２人以上

になるのかなと思うんですけど、何か意味があるのか。 

 

教育総務課長   教育総務課の山本です。 

         ただいまの新規則案の第２条第２項の文面でございます。下線の部分につき

ましては、今おっしゃった内容なんですけれども、これは法律の第１４条第２

項に、そのような文面で今回規定されましたことから、規則におきましてもこ

のような記載をさせていただいたところです。 
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谷川委員     以前は、委員の２人以上だったんですか。法律のほう、ちょっとわからない

ですけどね。 

 

教育総務課長   旧規則の第４条でございますが、これは、改正前の法律に記載されていた内

容でございます。 

 

村山委員長    よろしいですか。 

 

谷川委員     結構です。何か意味があるのかなと思ったんですけど。 

 

村山委員長    他に何かございますか。 

 

杉江委員     すみません。この１６ページですが、協議規則のところの６条の２のところ

の委員長はアンダーラインがありますが、左側には変わりないということです

か。理解の仕方が。委員長という言葉が入ってますね。同じですかね。 

 

村山委員長    はい、お願いします。 

 

教育総務課長   教育総務課から説明させていただきます。 

         申しわけございません。こちらにつきましては、委員長は教育長のほうに本

来修正させていただかなければならないんですが、新旧対照表のほうの修正で

お願いしたいと思います。 

 

副 部 長 （ 総 括 ）   すみません。小寺でございます。 

         １２ページの改正する規則の案でございますが、ここのちょうど真ん中辺よ

りちょっと下ぐらいに、第６条第２項中、委員長を教育長に改め、同第４条に

するというのが改正分にございまして、新旧対照表のみ修正もらしがございま

したので、申しわけございません。 

 

村山委員長    他に何かございますか。 

         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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第１５号は、原案どおり可決いたします。 
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         次に、「議第１６号 草津市教育委員会会議傍聴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。 

 

教育総務課長   「議第１６号 草津市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則案」に

つきまして、教育総務課の山本が御説明申しあげます。 

         議案書の２２ページから２５ページを御覧いただきたいと思います。 

         この規則は、教育委員会の会議の傍聴の関する定めでございまして、先ほど

の草津市教育委員会会議規則の一部改正と同様に、今後は教育長が会議の議事

運営を行うこととなりますことから、規則改正を行うものでございます。 

         新旧対照表により説明させていただきますので、２４ページ、２５ページを

御覧いただきたいと思います。 

         第１条から第８条にかけまして、委員長とあるところについては全て教育長

に置きかえとなっております。 

         まず第１条については、草津市教育委員会会議規則の改定により、第６条に

ついては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、どちらも

根拠規定の条ずれが生じたため変更するものでございます。 

         なお、附則のとおり、施行日を平成２７年４月１日としております。 

         御審議のほどよろしくお願いします。 

 

村山委員長    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。 

         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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第１６号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第１７号 草津市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部

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。 

 

教育総務課長   「議第１７号 草津市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正

する規則案」について、教育総務課の山本が御説明申しあげます。 

         議案書の２６ページから２９ページを御覧ください。 

         この規則は、教育長に事務を委任することについての定めでございまして、

今回の法改正により、教育長の任命権が教育委員会から市長に移行しますこと

から規則改正を行うものでございます。 
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         具体的には２８ページの新旧対照表でございますが、旧規則の第１条には、

教育委員会の職務権限が１３項目列挙されております。その中の第６号教育長

の任命を行うことを今回削除させていただき、第７号以下を全て１号ずつ繰り

上げようとするものでございます。 

         なお、附則のとおり、施行日を平成２７年４月１日としております。 

         御審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

村山委員長    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。 

         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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第１７号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第１８号 草津市教育委員会教育長の職務代理規則を廃止する規

則案」を議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

教育総務課長   「議第１８号 草津市教育委員会教育長の職務代理規則を廃止する規則案」

について、教育総務課の山本が御説明申しあげます。 

         議案書の３０ページから３２ページを御覧ください。特に３２ページを見て

いただきますと、現行の規則を掲載しております。 

         これまでこの規則の中で、教育長の職務を代理する職員を定めることや、職

務代理者の順位を規定しておりましたが、今回の法改正で、あらかじめ教育長

の指名する委員がこの職務を行うと、このように規定されましたことから、こ

の規則を廃止するものでございます。 

         なお、附則のとおり、施行日を平成２７年４月１日としております。 

         御審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

村山委員長    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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第１８号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第１９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。 
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         事務局の説明を求めます。 

 

学校教育課長   「議第１９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」につきまして、学校教教育課中瀬から御説明申しあげます。 

         議案書の３４ページの規則案並びに３５ページの新旧対照表を御覧ください。 

         今回の市教育委員会附属機関運営規則の一部改正につきましては、２月定例

教育委員会にて御審議いただきました草津市立学校いじめ問題調査委員会の設

置に伴います草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例に付随するもので

ございます。 

         草津市立学校いじめ問題調査委員会は、２月議会の議決により設置いたしま

す草津市いじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の強化を図りますとともに、

学校においていじめによる重大事態が発生した際に、当該事態について調査を

行うための市教育委員会の附属機関でございます。委員の定員は５名以内であ

りますが、このたび運営規則にこの委員にかかわります資格及び任期を明記さ

せていただきました。 

         本改正規則の施行期日は、平成２７年４月１日としております。 

         以上よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

 

村山委員長    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。 

 

麻植委員     すみません。重大事態というのはどういうかたが決定し、どういうことが基

準になるとかがあるのでしょうか。 

         後ろの表を見させていただいたんですけども、いじめ問題の調査委員会を設

置されることになる事態だと思うんですけれども、その重大事態という、どこ

をもって誰が判断されたりとか基準等々がありましたら、ちょっと、ついでの

ことで申しわけないんですが、教えていただけらばと思います。 

 

学校教育課長   学校教教育課中瀬でございます。 

         重大事態というものにつきましては、いじめ防止対策推進法の中にも２つ定

義されておりまして、一つはその被害にあった子供が身体に重大な、言うたら、

被害を被った場合というふうな記述がありますのと、それからもう一つは、そ

の事案によって欠席を長期間余儀なくされた場合。長期間といいますのはおお

むね３０日というふうに規定をされています。 

         その判断をいたしますのは、第一義的には教育委員会が判断をいたすことに

なります。 

         以上です。 
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麻植委員     ありがとうございました。 

 

村山委員長    他に何か御意見、御質問等ございますか。 

 

谷川委員     この委員資格者はどこで選定されるんですかね。５名以内というのは。 

         調査委員会の５名選定、これはどこでされるんですかね。大津市みたいな、

ああいう選定されたら、ちょっと大変やなというのもあって。 

 

学校教育課長   ５名の選定についてでございますが、私どもで考えておりますのは、こちら

から、例えば誰々を、というふうなことを基本的に考えることはいたさなくっ

て、例えば（１）の司法の分野における専門家と申しますのは、滋賀県の弁護

士会にこちらの意図を説明した上で御推薦をいただくと。それから診療の分野

につきましては、県の臨床心理士会のほうに御推薦をいただくというふうな形

で３番、それから４番につきましては、いわゆる県内でいじめといいますか教

育関係に精通されている大学の教授、准教授の中から、こちらのほうで選定さ

せていただこうというふうに考えております。 

         基本的には先ほど申しましたように、その専門分野の組織・団体に御推薦を

いただいたかたにお願いをしようと考えているところでございます。 

 

村山委員長    よろしいですか。 

 

谷川委員     はい。 

 

村山委員長    他に何か御意見、御質問等ございますか。 

         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 ― 

 

村山委員長    それでは異議もないようですので、議第１９号は、原案どおり可決いたしま

す。 

         次に、「議第２０号 草津市立教育集会所設置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。 

 

学校教育課長   「議第２０号 草津市立教育集会所設置条例施行規則の一部を改正する規則
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案」につき、議決を求めることにつきまして、学校教育課中瀬から御説明申し

あげます。 

         議案書の３８ページ、３９ページを御覧ください。 

         本市では、平成２７年度より西一会館、西一教育集会所及び常盤東総合セン

ター、芦浦教育集会所が指定管理者による管理へと移行いたします。今回の草

津市立教育集会所設置条例施行規則の一部改正は、このことに対応するもので

ございます。 

         合わせまして、４０ページから４３ページの新旧対照表を御覧ください。ま

ず、指定管理者に草津市立教育集会所の管理を行わせる場合は、使用の申請許

可、忘失、損傷の届けは教育委員会ではなく、指定管理者に提出または届ける

ことといたしました。 

         次に職員や館長の専決に係る規定では、指定管理となった教育集会所には適

用しないことといたしました。 

         さらに、館長の権限で、所管事務の所掌と所属職員の指揮監督を行うものと

して、「上司の命を受けて」との文言を削除いたしました。 

         最後に、第９条の事業についての規定を見直し、簡潔にするとともに、業務

に係る規定については削除いたしました。 

         別記様式第１号 草津市立教育集会所使用許可申請書や別記様式第２号 草

津市立教育集会所使用許可証の使用料記載欄を削除するとともに、使用許可者

である草津市教育委員会印を削除いたしました。 

         施行期日は、平成２７年４月１日としております。 

         以上よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

 

村山委員長    ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問ございませんか。 

         よろしいですか。 

         教育委員会が実質離れるというか指定管理者に任せるということで、現場の

方でもしかしたらちょっと教育面に対してちょっと手薄というかね、になって

しまうんじゃないかという危機感というか心配というのがあるかもしれないん

ですが、その辺についてどういうふうにこれからしっかりやっていくかってい

うのをちょっと明確にしていただきたいなというふうに思います。 

 

学校教育課長   学校教育課中瀬でございます。 

         教育集会所の指定管理者制度への移行に伴って、地元のかたがたとそれまで

に数回、説明会それから意見をいただく会を実施してまいりました。委員長御

指摘のとおり、地元のかたからは、それは現場教育に対するそういう制度の変

更による心配は、ただ意見としていただきました。 
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         教育委員会といたしましても、その辺のいわゆる声を真摯に一旦耳を傾けた

上で、具体的には、例えば教育委員会の割愛教員と言われる、もと教員の職員

を二人増やすことにより、そういうふうな指定管理者制度への移行した地域へ

の指導支援、そういうふうなものを新たな所管事務に加えました。 

         それから、新しく指定管理者制度を受けられるＮＰＯの教育担当と教育委員

会の指導主事の連携、その辺の強化につきましても、指定管理者であるＮＰＯ

と事前に、もう打ち合わせているところでございます。 

         以上です。 

 

村山委員長    ということは、全ての集会所において、その割愛教員というかたがたは、今

より２名それぞれ増えるということですか。 

 

学校教育課長   学校教育課中瀬でございます。 

         今まで教育委員会の指導主事が、このいわゆる教育集会所でのいわゆる教育

活動に直接、言うたら足を運んで地元の子どもたち、あるいは会館の職員と何

か事業をするっていうことはほとんどございませんでした。 

         そんな中で今度いわゆる２７年度から指定管理を受けてくれはったＮＰＯさ

んと今まで以上に連携をするとともに、必要であれば、直接例えば保護者の不

安を教育委員会の指導主事が聞くことがあったり、あるいはお子さんのいろん

なそういうふうな支援に回ることがあるということも想定しておると、そうい

うふうなところで今こちらの方では考えを持っております。 

 

村山委員長    ありがとうございます。 

 

谷川委員     館長というのは、今どういうふうに選ばれているのかっていうのと、今後ど

うなっていくのか、将来的にどうなるのかっていうのは、ちょっと私も長いこ

と考えてしまって申しわけないんですけども、教えてもらえますか。 

 

学校教育課長   学校教育課中瀬でございます。 

         指定管理者制度に、いわゆる隣保館とそれから教育集会所が移行したところ

においては、このＮＰＯさんで新しく館長さんというふうな人を、いうたら雇

用していただくといいますかつくっていただいて、その人が役割を果たしてい

くと。ただし、今までのように、いわゆる市の職員が館長を務めるというふう

な形ではございませんので、そういう面で、先ほどもありましたけども、指定

管理を受けたいわゆるＮＰＯの館長さんについては専決というそういうふうな

ことについては外させていただいていると。そういうところで、権限に言うた
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ら同じ館長でも違いが出てくるというふうなことでございます。 

 

村山委員長    よろしいですか。 

 

教育部長     ちょっとわかりにくい話だったと思うんで、館長さんは、今市職員がしてい

ました。指定管理を行うことによって、ＮＰＯの中で館長をおいていただくと。

従来、集会所もその館長は兼ねてましたから、その分については同様に指定管

理の中で対応していくという形になります。 

         それから、教員の関係ですけど、先ほどの。教員については、市、割愛教員

は市から直接派遣をしてる教員は、もう現場にはいなくなります。ただ、雇用

面では、教員に相当する、できる限り教員のＯＢさんあたりをですね、そこで

雇用のお願いをしたいということで、そういう予算措置をとっております。市

の方に当然そういうかたは御紹介いただけないかということも含めて、市は、

私どもはこれをするわけではございませんので、こういうかたがおられますよ

という御紹介もさせていただいて、そこでお願いをしたい。 

         ただ、それも全て任せっ放しになるんではなくて、事業運営に当たっては、

引き上げた職員のうち、今回２館から引き上げをしますから、割愛教員として

教育委員会内部にとどめおいて、そのかたがたが各指定管理をした会館に対し

て支援をするように。当面の間になろうかと思いますが、そういう形できちっ

と現在の事業が指定管理のもとであったとしても継続できるように、配慮はさ

せていただいてるという状況でございます。 

 

村山委員長    とどめおいておられる職員さんというのは将来的にはそうしたら元のおられ

るもと教員さんとかそういうかたで運営をしていっていただく、ま、インター

バルのような、スムーズに移行するための措置という形で考えていいですね。 

 

教育部長     今はそういう形ですね。 

         だから実質的な自分たちの中で運営ができるように、そういう形で想定をし

ておりますので、あくまでもそれは恒久的にっていうふうには考えてはおりま

せん。 

 

谷川委員     青少年の教育にかかわるいうのは、大変難しいですよね。市がどこまで、い

つまでかかわるのか、ＮＰＯの中で育てるようにっていうふうに、もう見放し

てしまうのかっていうあたりをしっかり考えていかないと、今までの積み重ね

が、全て何のためにしてたんというふうにもなりかねませんし、今、まだ西一

と新田は出てこないですけど、その将来的に、これはどういう方向になってい
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るのかもちょっと教えてもらえたらありがたいなと思います。 

 

教育部長     今回指定管理をさせていただくのは、西一と芦浦です。あくまでも基本的な

市としての隣保館のあり方の中で、地域の人たちはやっぱり地域で、あるいは

いうことで育てていおうという形で運営に関しても、そういう方向になってい

ます。 

         そういう意味では地域の仲間づくりという点でこれからも教育集会所の果た

す役割というのは大きなものがあるということで、事業としてはその事業はな

くさないという前提で行っております。ただ、全てそれが行政が担うべきなの

か、地域の仲間の中で培っていくものなのかということでは、行政としては地

域の中で培っていただくものだという考え方をしながら、地域で運営をしてい

ただくことのほうがより一層必要でしょうという形なんです。 

         そういう意味では、市としては、方針としてそういう方針を掲げているとい

うこと中で、指定管理を地域の力でということです。だから、私どもは必ずし

も指定管理という中身でいえば、どこの団体がきてもいいよというスタンスで

はなくて、地域の課題を地域の力で解決していくためにということで、地域の

ＮＰＯを中心として運営をいただく、そういう意味では管理者もそういう限定

をしながら、対応をしてきたということでございます。 

         ただ、すぐにそういった力をつけるっていうのはなかなかＮＰＯも大変でし

ょうから、そういう支援をきちっとやっぱり行政はしていきますというふうに

考えておりますし、それが先ほども言いましたけど、地域の力といいますけれ

ども、やはりそれは一定の限定された地域ではなくて、もう少し広い地域の中

で、例えば想定するのは、西一であれば草津小学校区全体の中で仲間づくりが

できていくような、そういう運営にも当たってほしいと、芦浦であれば常盤学

区という大きな想定をしながらですね、仲間づくりをしていきたいというよう

な形で運営方針も掲げているという状態であります。 

 

谷川委員     他の２館はどうですか、状況は。 

 

教育部長     ２館はですね、基本的には後１年、２年遅れて整備をいただくということで

今調整をしているところです。橋岡も新田もですね、基本的にはＮＰＯの立ち

上げが少し遅れてまして、一番最初に立ち上がったのが芦浦ですね。そこから

西一が立ち上がって、他の地区が立ち上がってきまして、その成長を待ちなが

らですね、ＮＰＯに運営できるということで考えておりますし、皆さんもそう

いう形で受けていくことを前提に今検討されておるという状態であります。 

         ただ、地域地域によって課題が少し違いますから、ちょっとスムーズにいく
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かどうかはいろいろと議論があるところだと思います。とりわけ地域課題とし

て今特に教育問題がかなり課題になっておりますので、そういった課題を克服

していくための方策がうまく議論としてとっていけるかによって、指定管理に

日数は変わってくるのかなというふうには理解をしてます。 

 

村山委員長    よろしいですか。 

 

谷川委員     課題があるということはよくわかりました。 

 

村山委員長    やっぱり、丁寧な対話と一つ一つ細かく対応していっていただくというのが

大事かなというふうに思いますね。 

         よろしいですか。 

 

谷川委員     はい。 

 

村山委員長    ただ、引き続き注視していくべき点ではありますね。 

         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 ― 

 

村山委員長    それでは異議もないようですので、議第２０号は、原案どおり可決いたしま

す。 

         次に「議第２１号 草津市立幼稚園就労支援型預かり保育の実施に関する規

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。 

 

幼児課長     幼児課の田中でございます。 

         「議第２１号 草津市立幼稚園就労支援型預かり保育の実施に関する規則の

一部を改正する規則案」について、子ども家庭部幼児課の田中から御説明をさ

せていただきますので、議案書の４４ページから５６ページを御覧ください。 

         本市の公立幼稚園での就労支援型預かり保育につきましては、今年度から、

玉川幼稚園、山田幼稚園及び笠縫東幼稚園において、各園２０人定員で実施を

しており、おおむね定員の半数程度のかたに御利用をいただいているところで

ございます。 

         一方、本年４月から、子ども子育て支援新制度が施行されますことから、関

係する条例などの整備につきましては、新制度の施行時期と合わせて進めてま
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いりました。草津市立幼稚園就労支援型預かり保育の実施に関する費用徴収条

例もその一つでございまして、１１月定例市議会において議決をいただいたと

ころでございます。 

         今回の規則改正につきましては、草津市立幼稚園就労支援型預かり保育の実

施に関する費用徴収条例の制定に伴いまして、文言や様式等を整理させていた

だこうとするものでございます。 

         具体的には、議案書の４９ページからの新旧対照表を御覧いただきたいので

すけれども、草津市立幼稚園就労支援型預かり保育の実施に関する費用徴収条

例では、条例の第２条におきまして、常時利用の保育、日単位利用の保育、常

時利用の保育料及び日単位利用の保育料の定義がそれぞれ条例で規定をされて

おります。したがいまして、草津市立幼稚園就労支援型預かり保育の実施に関

する規則においても、「常時利用」を「常時利用の保育」に、「日単位利用」

を「日単位利用の保育」に、「保育料」を「常時利用の保育料及び日単位利用

の保育料」にそれぞれ改正するとともに、議案書５０ページ以降の様式につき

ましても所要の改正を加えようとするものでございます。 

         よろしく御審議賜りますようお願いを申しあげます。 

 

村山委員長    ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございますか。 

 

杉江委員     議会は様式とか文言等の改定ということでございまして御説明いただきまし

た。今２６年度は初年度ということで、いろいろな課題とか保護者からの要望

であったりとかそういったことをいろいろあるかと思いますが、また集約いた

だき次年度への速やかな実施に向けて取り組んでいただけたらというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

村山委員長    他に、御意見、御質問ございませんか。 

         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 ― 

 

村山委員長    それでは異議もないようですので、議第２１号は、原案どおり可決いたしま

す。 

         次に、「議第２２号 草津市スポーツ推進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。 
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スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         「議第２２号 草津市スポーツ推進委員の委嘱につき議決を求めることにつ

いて」御説明を申しあげます。 

         議案書のほうは、５７ページからになりますが、次の５８ページを御覧いた

だきたいと思います。 

         「草津市スポーツ推進委員の委嘱につき議決を求めることについて」スポー

ツ基本法第３２条第１項の規定により、本委員会の議決を求めるものでござい

ます。スポーツ推進委員につきましては、市内の１３小学校区からそれぞれ４

名ずつの５２名を、基本的に平成２６年度と２７年度の２年間を基本として委

嘱をしているものでございますが、このたび志津南学区のお二人のかたから辞

任の申し出がございまして、学区のまちづくり協議会に後任のお二人の選出を

お願いしておりましたところ報告がございましたことから、平成２７年４月１

日から２８年月３１日の１年間を委員として委嘱をしようとするものでござい

ます。 

         以上簡単ではございますが、議案の説明とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 

村山委員長    ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問ございませんか。 

         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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第２２号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第２３号 平成２７年度草津市教育行政の重点施策案」を議題と

いたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

副部長（図書館担当）   「議第２３号 平成２７年度草津市教育行政の重点施策案」について、石田

の方から説明を申しあげます。 

         議案書のほうは６１ページをお願いいたします。 

         平成２７年度の草津教育行政の重点施策についてでございますが、今年度見

直しをいたしました草津市教育振興基本計画第２期の基本理念に基づきまして、

３つの施策の基本方向に沿って取りまとめをしております。 

         まず、「子どもの生きる力を育む」では、子どもに係る諸問題に対して適切

かつ迅速に対応するため、児童・生徒、保護者等へ直接対応できる専門家をア

ドバイザーとして派遣し、学校内の生徒指導、教育相談体制等の一層の充実を
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図ってまいります。また、子どもたちが運動に関心を持ち継続してスポーツに

親しむことができるよう、小中学校において子どもたちの体力向上に向けた取

組を進めてまいります。 

         次に、「学校の教育力を高める」では、小学校への導入に引き続き中学校へ

もタブレット型コンピューターの導入を行うなど、学校教育の情報化をさらに

推進するとともに、確かな学力を効果的に育成するため、学習効果を高めるよ

うな指導方法、指導体制の工夫・改善を進めてまいります。 

         また、施設面では、（仮称）老上第二小学校の開校準備に取り組むとともに、

学校施設の被構造部材の耐震対策に取り組み、安全安心で良好な教育環境の充

実を図ってまいります。 

         次に、「地域に豊かな学びをつくる」では、地域協働学校の取組をさらに活

性化させるために、地域と学校のパイプ役として地域コーディネータを配置を

し、子どもと大人がともに学び、つながりが深められるような生涯学習社会の

構築を図ってまいります。 

         また、市民スポーツの拠点である野村運動公園内の市民体育館を、新体育館

に建てかえるための準備を進め、スポーツ健康づくりの推進に向けた環境整備

に取り組んでまいります。そして４月から始まるアートな教育一家制度のもと、

総合教育会議の中では、市長と教育長、教育委員が十分な協議・調整を行い、

教育に関する大綱の策定や教育施策に関する意識共有を行うなど、より一層連

携を強化をしてまいります。 

         なお、６２ページから６４ページにかけましては、教育振興基本計画の施策

提言に基づき、関係事務事業の一覧を掲載をしております。 

         以上簡単ではございますが、平成２７年度草津教育行政の重点施策の説明と

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

村山委員長    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。 

 

麻植委員     質問等ではないのですが、この一覧表を見させていただいても、本当に学校

関係のものの施策としてたくさん上がってます。細かい手厚くあがってますの

で、例えば、生涯学習的な項目に関しても施策の部分が厚くなり、これは逆に

言うと、本当にいろんな多様な企画ができるという利点もありますので、それ

を生かしていただきながら、本当に今年はクレアホールとアミカホールの運営

管理費が、ここも金額的に見てても大きいので、本当に文化施策のところをし

っかり見ていっていただけたらなというふうに思います。 

         よろしくお願いいたします。 
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谷川委員     ６４ページの施策３５の総合型の予算額が、１４０万円、チャレンジスポー

ツデーの開催する事業３００万円、これちょっと細かく教えてもらえるとあり

がたいんですけど。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         ６４ページの、まず１点目の総合型地域スポーツクラブ活動補助金でござい

ますが、総合型地域スポーツクラブ草津健康クラブというクラブがございまし

て、平成２２年度ぐらいから本格的な活動を図っていただいておりまして、今

年度末の会員数で５００名弱の会員数ということで、着実に事業を運営してい

っていただいて会員数を拡大しています。その運営の経費につきまして、今年

度は１１０万円の補助金を交付させていただいておりまして、来年度も同じよ

うに１１０万円と、プラス３０万円につきましては健康クラブのほうからの御

提案でございますが、ちょっと話はそれるんですけれども、草津市スポーツ推

進委員の協議会のほうで、かなり前から「草津市体力づくり歩こう会」という

ウォーキングの事業をしていただいてるんですけれども、それとそれの発展と

いうか、新しい分野ということでノルディックウォークというつえというかス

ティックをついてウォーキングをするというニュースポーツがありまして、体

に負担がかからなく体力づくりができるということで、特にシニア層に向けた

事業ということで、ぜひやっていきたいということでございますので、スポー

ツ健康づくりにつながるということで３０万円を上乗せした補助金ということ

で、新規の拡大ということで予定をしております。 

         それから、チャレンジスポーツデーの開催事業につきましては、これも例年

もう１０回以上の開催になっておりますが、３００万円という予算でございま

して、これは各学区の１３学区の体育振興会と草津市体育協会に加盟する競技

団体の方で、１１月の２３日を中心にその前後でそれぞれ競技スポーツや生涯

スポーツの事業をきっかけづくりを中心にやっていただいてるものでございま

して、今年度と予算の内容としては同じような内容で、それらの団体の事業に

対する補助金という形で３００万円、同じように計上させていただいておりま

す。 

         以上でございます。 

 

村山委員長    よろしいですか。 

 

杉江委員     すみません質問です。 

         ６２ページの施策６「健やかな体づくりの推進」のところに、食に関する指

導「食育の日」「食育月間」とあるんですが、予算計上としてはされてないん
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ですが、その下の方の「食の芽生えと育む推進事業」という言葉があるんです

が、それと絡んでいるのかどうか。 

         こういった取組について、少し具体的なところがあるようであれば教えてい

ただけたらありがたいです。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         ６２ページの施策６「健やかな体づくりの推進」の中で、食に関する指導と

「食育の日」「食育月間」については予算計上しておりません。これにつきま

しては、県教育委員会からの指導で、各小中学校で年間で食育の計画を立てて

くださいっていうことで、各月ごとにその取組を立てて市の教育委員会の方で

取りまとめて県の教育委員会に報告してるんですが、基本的には、１９日を

「食育の日」というようなことで定めておりますので、１９日を中心に食育の

取組を各小中学校でやっていただいてる。 

         それに加えて、食育に関する指導につきましては、これは主に給食センター

によります栄養教諭等が現場の学校に出向きまして、その１９日あるいはまた

別の日に給食やその外のことを通じて食育の指導をしているということで、市

の予算計上はございませんけれども、それぞれ給食センターや学校で取組を進

めていただいているということになります。 

         それに対しまして、先ほどのその下にいきますと、食の芽生えと育み推進事

業、予算額は５２万１,０００円なんですけれども、これは、その中学校スク

ールランチ運営事業と関連があるんですけれども、草津市の中学校は、家庭弁

当持参制というのを基本にしておりまして、小学校は完全給食なんですけれど

もその違いがございまして、中学校の保護者のかたのそれぞれ状況もさまざま

でございまして、家庭弁当が持参できない場合にスクールランチというのを提

供するということで、今年度から新たな制度に変えまして運営をしております。

それが来年度は５３２万８,０００円の予算計上させていただいております。

その中で、食の芽生えと育む推進事業につきましては、家庭弁当をほとんど多

くの御家庭で持参いただいてるんですが、そのかたがたへの支援をお弁当づく

りのお手伝いもさせていただかないといけないということで、今年度もこの予

算計上しておりますが、年間３回お弁当レシピの発行ということでレシピ集の

発行をしておりますのに加えまして来年度は、給食センターに調理実習室とい

うのがございまして、そちらのほうの活用が一昨年度から新たにオープンした

んですが、昨年度はなかなかできなかったんですけれども、昨年度オープンで

ちょっとそのオープンのことで大変になりましたので、今年度から試行的にそ

の研修室を使って、調理教室をやらせてもらったのを、今回少し金額を上乗せ

させていただいて、充実した内容でこれも年間で見ましたら５回ぐらいお弁当
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の簡単なレシピ集もそうですし、それから朝食欠食のことも問題になりますの

で、簡単な朝食づくりとか５回のテーマそれぞれ変わったテーマを設定して食

育教室を給食センターで行っていくというような予算が、合わせて５２万１､

０００円というようなことになります。 

 

麻植委員     その食育教室というのは、そうしたら保護者さん向けということですかね。 

 

スポーツ保健課長    はい。今年度実施させていただきました３回につきましては、保護者さん、

子どもさんどちらでも参加してくださいという形で言わせていただいたんで

すが、参加者数は１０人から１５人ぐらい。参加はいつもそれぐらいの少な

い人数だったんですが、様子を見ておりますと、保護者のかたと子どもさん

と一緒にきていただいてやってる姿が非常に我々にとってはいいものに写り

ましたので、できましたら親子で参加していただけるやりかたの方がいいの

かなと今は思っておりますけれども、また来年度から細かく検討して実施し

ていきたいと思っております。 

 

谷川委員     ちょっと数字で気がついたんですけど、施策１３、４，６８４万ですね。拡

大ＩＣＴが４万６８０円、その下に新規で４,０００円、この４,０００円は何

ですか。 

 

教育総務課長   教育総務課の山本です。 

         大変申しわけございません。これは２つの事業を足して合計を持ちあげる形

になっておりますので、そこを４,４６８万円に修正をさせていただきたいと

思います。 

         申しわけございません。 

 

村山委員長    他に何か御意見、御質問ございませんか。 

 

麻植委員     施策の３５でちょっとお聞きしたいんですが、スポーツ推進審議会運営事業

というのに予算がついてるんですけれども、こういう感覚を文化では、文化の

方では支援事業費という形になってるので、この推進審議会というのは市内全

体のスポーツをとらえていろんなことを委託されてる団体なのかどうかのこと

が聞きたいことと、それを文化に合わせてそういうことをしてくださってるの

は、例えばどこなのかとか、どこに予算が計上されているのかとかちょっとそ

こを教えていただけたらありがたいです。 
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スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         ６４ページの施策３５のスポーツ推進審議会運営事業でございますが、これ

は条例によりまして、スポーツ基本法という法律によりまして、条例で審議会

を設置しております。 

         この審議会につきましては、毎年１回の開催になるんですけれども、平成２

３年４月にスポーツ振興計画というのを策定をいたしまして、それの進捗管理、

報告評価をしていただいてる審議会ということになりまして、そのメンバーに

つきましては、各それぞれのスポーツの関係の団体のかたを中心に構成をして

おります。そしてスポーツ振興計画の進捗状況について審議をいただいており

ます。 

         ちょっとつけ加えますが、今回のこの予算につきましては、拡大ということ

で、その下のスポーツ振興計画推進事業の部分も含めまして、スポーツ振興計

画が１０年の計画のうちの来年度が折り返しということで、今年度の教育振興

基本計画と同様に後期５か年の計画について、第２期計画について審議をいた

だくために、例年の１回の開催を５回の開催にし、さらに計画の策定の支援と

いうことで４００万円を追加で計上して、来年度取組を図っていきたいという

ような予定ございます。 

 

生涯学習課長   続きまして、文化のほうはどうかということで、生涯学習課の奥谷の方から

説明をさせていただきます。 

         スポーツのように条例等で設置しているような審議会はございませんが、文

化芸術に関しましても意見をお聞きする団体といたしましては、草津市２１世

紀文化芸術推進協議会さんもございますし、また社会教育委員さんの方でも幅

広くですね、文化芸術を介しましても御審議いただいているという形でござい

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

麻植委員     スポーツので進捗状況を見直しながら、さらにいい方向を求めていただいて

る。 

         文化の方も進捗状況を点検しながら、さらにどういうふうにして進めばいい

かと、それぞれの団体すごく活発なんですけれども、全体としてこういうふう

にしていこうとかそういう動きをとれるシステムがあるのかなというのをちょ

っと思ったものでお伺いさせてもらったので、スポーツの方が何かいいお手本

みたいな形になっててくれるとうれしいなと思いますので、どうぞまた進めて

いっていただけらばありがたいです。 

 

村山委員長    他に何か御意見、御質問等ございますか。 
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         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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第２３号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第２４号 平成２７年度公民館活動基本方針」を議題といたしま

す。 

         事務局の説明を求めます。 

 

まちづくり協働課長   まちづくり協働課の岸本でございます。 

         「議第２４号 平成２７年度公民館活動基本方針案」について、御説明を申

しあげます。 

         議案書のほう、６５ページから６８ページを御覧ください。 

         本市の公民館につきましては、生涯学習や社会教育の拠点施設であるととも

に、地域コミュニティーの拠点施設として、市民センター機能を合わせ持って

おり、公民館、市民センターの相互の機能が総括的に発揮できるよう運営して

まいりたいと考えております。 

         また、平成２５年３月に社会教育委員会議がまとめられた協働のまちづくり

の推進に向けた今後の公民館のありかたについてにおきましても、今後の公民

館には、地域での学びやさまざまな活動を通して、地域課題の解決や住民同士

の交流を行うコミュニティー施設として再生し、市民が主体となり運営されて

いくよう期待します、とされており、コミュニティー施設への転換を図るとと

もに、地域住民が主体となった柔軟な運営を目指すものでございます。 

         こうした中におきまして、平成２７年度の公民館活動基本方針案につきまし

ては、６６ページにございますとおり、基本方針として４点掲げさせていただ

いたところでございます。 

         １点目に人権尊重の活動展開、２点目に地域学習社会の構築と地域教育力の

向上、３点目に地域住民に開かれた利用しやすい公民館、そして４点目に、高

齢者の社会参加、生きがいづくりの場でございます。 

         この中で、３番目の広く地域住民に開かれた利用しやすい公民館につきまし

ては、人口の増加が著しい老上学区におきまして、（仮称）老上第二小学校の

開設に合わせまして、（仮称）老上第二市民センター公民館を建設いたします。 

         また、建築後相当年数が経過し、施設自体が老朽化が進んでおります笠縫市

民センター公民館につきましても改築を行うべく、平成２６年度に設計業務を

実施したところでございまして、平成２７年度から改築工事を実施してまいり

ます。 
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         次に、６７ページからの重点目標でございますが、人々が学び、学びを生か

しつながる場となり、生涯学習、社会教育活動やコミュニティー、地域づくり

の拠点となることを目指し、昨年同様、１点目に公民館活動の活性化と充実、

２点目に人権学習の充実と差別のない明るいまちづくりの推進、３点目に地域

協働学校の促進、４点目に青少年の健全育成、そして５点目に生涯学習の推進、

６点目に高齢者の社会参加、いきがいづくり対策の推進、７点目に文化活動や

ふるさと活動の推進、８点目に地域コミュニティーの活性化、そして９点目に

利用しやすい公民館づくりの促進を掲げさせていただいたところでございます。

そして１０点目でございますが、今年度さらに追加させていただいた項目でご

ざいますが、市民が主体となった運営体制の検討につきまして、市民センター

公民館を多様化する市民ニーズに対応し、地域の活動拠点とするため、コミュ

ニティー施設に転換し、地域主体のまちづくりを推進するため、平成２９年度

の指定管理者制度導入を目指して現在進めておるところでございまして、平成

２７年度につきましても、転換後の施設の機能や、その運営体制について検討

を行ってまいりたく、今回新たに加えさせていただいたところでございます。 

         以上説明とさせていただきます。 

         何とぞ御審議賜りますようよろしくお願い申しあげます。 

 

村山委員長    ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問等ございませんか。 

         では、本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

麻植委員     質問です、すみません。 

         前回のときに利用しやすい公民館づくりの促進のところで、ちょっと改善を

お願いできたらということでお願いしてたかなと思うんですけれども、もし改

善策があるようでしたら、お知らせいただけたらありがたいです。 

 

まちづくり協働課長   まちづくり協働課岸本でございます。 

         前回のときに、利用者の申込の期日について御意見を頂戴しました。申込の

ほうが３か月前から４日前までというようなことで、現在、現在というか運用

しておったんですけども、４日を過ぎて前日までの間ですね、施設等があいて

るんであればということで、改善したらどうかというようなお話でございまし

た。 

         御意見頂戴しまして、１３学区に市民センター公民館ございますけれども、

それぞれ運用の中で４日前から前日までの間ですね、施設等があいてる場合に

ついては、御利用いただけるように運用しているところでございます。 

         以上でございます。 
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麻植委員     もう１点。 

         １３学区って課題もたくさんあるかなと思いますので、丁寧な対応をしなが

ら、まちづくり協議会も本当に地域性もあります温度差もあると思いますので、

丁寧な対応をしてくださればありがたいなと思ってます。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

 

村山委員長    他に、御意見、御質問等ございませんか。 

         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 ― 

 

村山委員長    異議もないようですので、議第２４号は、原案どおり可決いたします。 

 

        ――――日程第５―――― 

 

村山委員長    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。 

 

教育総務課長   報告事項（１）草津市教育に関する事務の点検及び評価の実績に関する要綱

の一部を改正する要綱について、教育総務課の山本から御説明申しあげます。 

         報告書の２ページ、３ページでございます。 

         ３ページの新旧対照表のほうで御説明申しあげます。この要綱は、毎年行っ

ております教育委員会事務の点検評価の実施について定めた要綱でございます。 

         第１条では、今回の法律改定により、根拠規定の条ずれが生じたため変更を

行うものでございます。 

         また第５条では、実施会議の委員１０名ございますが、そのうち第３号を正

しく表記させていただくというものでございます。 

         なお附則のとおり、施行日を平成２７年４月１日としておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

副部長（街道交流担当）   報告事項（２）につきまして、街道交流の八杉が変わって説明申しあげます。 

         報告書の４ページから８ページでございます。 

         草津宿街道交流館の会員要綱の一部を改正する要綱でございまして、街道交

流館のほうでは館の利用に対しまして、利便性を図ること、また会員相互によ

るその交流を図る目的から、平成１２年から会員制度を設けておりますが、そ
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の一部を改正するものでございます。 

         改正の内容につきましては、新旧対照表の５ページと６ページでございまし

て、３条の会費を２,０００円から１,０００円に、また第４条の会員の特典を

整理いたしまして、草津宿街道交流館に加えまして、史跡草津宿本陣にも適用

できるように改めようとするものでございます。 

         また、７ページの会員申込書の宛名につきましては、草津宿街道交流館長か

ら教育委員会へ改め、この改正につきましては、平成２７年度の会員からの適

用としまして、附則のとおり、２７年４月１日から施行するものでございます。 

         以上でございます。 

 

教育総務課長   報告事項（３）定期監査の結果について、教育総務課の山本から御報告申し

あげます。 

         報告書の９ページでございます。 

         去る平成２７年３月１３日付で草津市監査委員から教育委員会委員長あてに

定期監査結果報告の提出がございました。監査対象機関については、教育総務

課と教育施設整備室でございます。 

         １０ページ、１１ページをお開きいただきたいと思います。 

         まず、教育総務課でございまして、平成２７年１月１４日に監査が実施され

まして、対象となった年度は平成２５年度でございます。監査対象の事務事業

については、小学校施設維持管理費と中学校施設維持管理費でございまして、

具体的には、施設維持補修、施設維持工事、施設維持管理の３点についての調

査を行われたところでございます。 

         監査の結果でございますが、事務の執行状況についてはおおむね適正に執行

されており、財務処理についても適正に処理されていると認められたというふ

うに報告されております。しかしながら一部に改善・検討を要する事項が見受

けられたので、今後より適正で有効かつ効率的な事業執行に取り組まれたいと

の意見がございました。 

         特に意見としまして、１１ページの下のほうでございまして、２点ほどあり

ます。各種設備等の保守点検業務において、文書処理の仕方を改善されたいと

いうことが１点。それともう１点、揚水ポンプ保守点検業務において、数量の

差異が一部の学校に見られたというような指摘でございます。 

         その後の対応としましては、適正に文書処理を行うとともに、事後処置の指

示であるとか、対応の結果が明確となるように所属員に対しまして指導を行っ

たところでございますし、また揚水ポンプについては、現場確認をすぐに行い

まして、正しい仕様で変更契約を既に締結したところでございます。 

         また方針等については今後検討してまいりたいと考えております。 
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教育施設整備室長   引き続きまして、教育施設整備室の吉川から説明申しあげます。 

         こちらのほうの監査につきましては、平成２７年１月１６日、平成２５年の

事業を対象として監査が行われました。内容といたしましては、学校給食セン

ターの整備費と小学校建設事業費でございまして、学校給食センター整備費に

つきましては、旧の給食センターの建物が残ってございましたので、そちらの

解体工事を行い、その後に駐車場整備をいたしましたのと、合わせて外構なり

植栽というものを施した分でございます。それから小学校建設事業費につきま

しては、（仮称）老上第二小学校の基本設計を行いましたので、そちらの２つ

の事業費について監査を行ったものでございます。 

         意見及び指摘事項につきましては、特にございませんでした。 

         引き続きまして、報告事項４のページ１３ページでございます。 

         こちらにつきましては、（仮称）老上第二小学校の体育館の建設工事につき

まして業者を決定をしまして、こちらのほうの契約議決が平成２７年２月２６

日議決ということでいただきました。 

         後の部分につきましては、前回報告させていただいたところで未定になって

おりました工事監理のほうが、業者が決定いたしましたのと、契約につきまし

ては平成２７年１月２８日付で契約締結してございます。 

         以上でございます。 

 

生涯学習課長   続きまして、報告事項（５）第２次草津市子ども読書活動推進計画について、

生涯学習課の奥谷が御報告いたします。 

         報告書の１４ページから３９ページでございます。 

         平成２０年に策定いたしました草津市子ども読書活動推進計画でございます

が、今般草津市教育振興基本計画の改定に合わせ、国や県の各子ども読書推進

計画を踏まえて、草津市子ども読書活動推進計画を改定し、第２次計画を策定

いたしました。 

         改定に当たり、草津市子ども読書活動推進協議会で第１次計画の評価・課題

の整理を行いましたところ、第１次計画策定後、本市の小中学生の読書量は増

加し、孤独率が減少するなど成果があらわれておりますが、読書に関する興味

や関心がやや低いことが見受けられました。 

         このことから、第２次計画においては、家庭、地域、保育所、幼稚園、学校、

図書館等がさらに連携し、子供たちが読書に興味関心を持ち、本に親しむ習慣

がつくよう充実を図ってまいります。 

         なお、具体的な実施など処遇については、草津市子ども読書活動推進協議会

で進捗管理を行い、効果的な子ども読書活動の推進に務めてまいりたいと考え
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ております。 

         以上でございます。 

 

副部長（街道交流担当）   続きまして、４０ページからの報告事項（６）寄付受入れの報告でございま

す。 

         まず最初に、街道交流館への寄付につきまして、八杉が御報告申しあげます。 

         大津市南郷の中森洋様より、続群書類従９１冊ほか、版本の歴史資料集を一

式御寄贈いただいております。 

 

教育総務課長   続きまして、小中学校への寄付について、教育総務課の山本から御報告申し

あげます。 

         株式会社滋賀銀行様から志津小学校に対しまして、耕運機のほか記載の７点

でございます。 

         同じく志津小学校に対しまして、志津地区教育振興会様からは、テント、足

用おもりとけん玉をいただいております。 

         また志津南小学校には、平成２６年度卒業生一同様から、デジタルハイビジ

ョン液晶テレビや、デジタルテレビの専用台をいただいているところです。 

         草津市小学校に対しまして滋賀銀行様から、プロジェクターを、また矢倉小

学校に対しまして、矢倉小学校の平成２６年度卒業生様から、ソフトバレーボ

ールをいただいております。 

         ４１ページをお開きいただきたいと思います。 

         矢倉小学校のＰＴＡ様から小学校に、子供用サンダル他５点でございます。 

         玉川小学校教育振興会様から、玉川小学校には、ヒーターをいただいたとこ

ろです。 

         南笠東学区自治連合会様から、南笠東小学校に、赤外線暖房機と収納カバー

兼用ミラーシートをいただいております。 

         公益財団法人深堀と教育振興財団様から、笠縫小学校には、ネイチャースコ

ープを、高穂中学校３年生ＰＴＡ様から、高穂中学校にはウオータークーラー

と大型扇風機を、草津中学校ＰＴＡ様から草津中学校に折り畳みいすを、そし

て４２ページでございます。和装教育国民推進会議滋賀県支部様から玉川中学

校に対しまして、男子浴衣と女子浴衣をいただいております。 

         中学校最後でございます。新堂中学校ＰＴＡと平成２６年度卒業生一同様か

ら、ウォータークーラーを御寄付いただいております。 

         以上です。 

 

幼児課長     続きまして、幼稚園関係を幼児課の田中から報告をさせていただきます。 
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         まず中央幼稚園でございますけれども、中央幼稚園ＰＴＡ様からダブルダッ

チ用のビートロープを、それから大路幼稚園では、大路幼稚園ＰＴＡ様から、

掛け時計を、矢倉幼稚園においては、矢倉幼稚園ＰＴＡ様から印刷機とラミネ

ーターを、玉川幼稚園におきましては、玉川幼稚園ＰＴＡ様からラジカセと体

温計を、山田幼稚園におきましては、山田幼稚園ＰＴＡ様から、プレイバルー

ン、マイクスタンド、プリンターを、４３ページでございます、笠縫幼稚園に

おきましては、笠縫幼稚園ＰＴＡ様から八角ジムと跳び箱を、笠縫学区自治連

合会様から、八角ジムを御頂戴をいたしております。笠縫東幼稚園におきまし

ては、笠縫東幼稚園ＰＴＡ様から、からくり時計を、常盤幼稚園におきまして

は、常盤幼稚園ＰＴＡ様から、ドミノゲーム積木を御寄付をいただいておりま

す。 

         以上でございます。 

 

村山委員長    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。 

 

麻植委員     直接関連ではないんですが、この報告事項を読ませていただいて、ちょっと

お聞かせいただけたらなと思うところがありました。 

         報告事項（３）の定期監査経過報告書の中なんですけれども、１１ページの

米印のところに、環境の点検のところがありまして、「クラスで取り組む節電

アクション」とかいう項目があります。ちょっとこれ気になった点で、子ども

たちは各小学校にクーラーがついたんですけども、カーディガンを持参してい

ると。寒いって言って帰ってくる子どもがいると。で、なので学校での例えば

温度、クーラーをつける基準だったりとか、そういうものがどんなふうになっ

てるかというのがここを見て初めてちょっと気になったもので、直接ではない

んですけれども、また違う機会で教えていただいてもいいんですけども、どん

なふうな基準で、例えば、公民館でしたら何度以上はつけないとか、そういう

のが全部クラスは担任の先生に任してるのとか、多分温度の感じ方というのは

子どもたちによって違うと思うんですけども、そこら辺がどんなふうになって

るのか、ちょっとお聞かせいただけたらうれしいなと思います。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         小中学校の空調につきましては、空調の運用マニュアルというものを整備を

したときに、定めさせていただきまして、暖房、冷房、それぞれ外気温に基づ

いて、その基準で運転をしてくださいというようなところで、申しわけござい

ませんが今ちょっと手元にありませんので、何度かは。 
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麻植委員     すみませんけど、急遽のお話で、ちょっとここのところに出てた文言なので。 

 

スポーツ保健課長   おおむね庁舎の管理基準と整合を図りまして決定をしておるんですが、ただ

学年によって、あるいは教室の向きとか場所で状況が変わると思いますので、

その辺は柔軟に運用してくださいと言うている面と、それからエアコンの運

転によって、光熱水費というのも影響しますので、その辺のバランスでとい

うことになっておるんですけれども、今回そういった御意見というかお声を

聞いていただいたということで、次は、その時期にしたほうがいいかなと思

うんですが、夏の時期にはもう一度改めて、マニュアルによって適切にそし

て柔軟に運用してくださいという周知を各学校にまたその時期にさせていた

だければと思っております。 

         申しわけございません。 

 

麻植委員     ありがとうございます。 

 

村山委員長    他に何か御意見、御質問等はございますか。 

 

麻植委員     報告事項（５）です。その中で、今子どもたちの中で英語という言葉は一つ

の親御さんなんかにはキーワードかなと思うんですけども、読書の中にも、映

画の読み物だったり、親しむという点ではどこかにそういう文言が組み込まれ

ているのかとか、どういうふうな扱いを考えていられるのかをちょっとお聞か

せいただけたらありがたいです。 

 

副部長（図書館担当）   図書館の石田でございます。 

         それは図書館に限った、どういうことでしょうか。 

 

麻植委員    活動推進計画というものがここに出てましたので、その中で取り上げてられる

のかとか、こういうふうなとこでそれを考えてますとかいうのがもしかあれば

と思いましたので。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷でございます。 

         国際、英語のあたりとかも推進協議会、関係者が集まってる会議の中ではや

はり話にはなっておるんですけれど、個別具体的に何かここを取り上げている

というわけではございませんが、配慮を要しないといけない児童の関係の方で

も話になってましたし、ちょっと広い分野での図書というところで、さまざま

なジャンルをやはり子供たちに多く接していただきたいという思いで進んでま
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すので、確か図書館のほうでもそういった外国の本等、視野に入れた活動を進

めていかないといけないなという話にはなっていたかと思います。 

 

村山委員長    よろしいでしょうか。 

 

麻植委員     はい、ありがとうございます。 

         その点も視野に入れてくださるということが大事かなと思ってるんで、よろ

しくお願いいたします。 

 

村山委員長    他に何かございますか。 

 

麻植委員     この２次の推進計画の策定のところ、見させてもらいました。とてもすばら

しい資料ができたなということを思います。 

         これはまた各園とか保育園のほうも配慮されるということでございますでし

ょうか。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。 

         そのように園もさせていただいております。またこちらのほうにつきまして

はホームページのほうでもアップさせていただきまして、広くお示しをさせて

いただいております。 

 

村山委員長    他に何かございますか。 

         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   生涯学習課の奥谷でございます。 

         机のほうに置かせていただきました家庭読書、各６部というふうな形でリー

フレットでございます。こちらのリーフレットを紹介させていただきます。 

         生涯学習課では、家庭教育の充実のための事業として、今年度から家庭教育

サポート事業に取り組んでおりまして、お配りしましたリーフレットは、その

啓発のために作成したものです。 

         家庭教育サポート事業とは、読書を通じて家族のコミュニケーションを図り、

本の世界や本を通じたかかわりの中から、基本的な生活習慣や規範意識を身に

つけさせるなど、家庭教育の充実を図ることを目的としています。 

         また親子での会話を深めていただきたい、コミュニケーションを深めていた

だきたいという思いでもってこの事業を進めております。 

         本年度はモデルといたしまして、志津南小学校と草津第二小学校の２校で、
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１年生の保護者を対象に実施いたしました。具体的には本の楽しみ方とか読み

聞かせのコツなどを、図書館の司書とともにですね、実際に本に触れていただ

いて、保護者自身の方も楽しんでいただくということを御理解いただけたかな

と思っております。 

         次年度はさらに対象校をふやしまして、市内６校で実施予定をしておりまし

て、将来的には市内の全小学校で実施してまいりたいと考えております。 

         リーフレットにつきましては、市のホームページでも御覧いただけるように

させていただいております。またよろしければ御一読いただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

村山委員長    このリーフレットは小学生と保護者さんに全配付されているんでしょうか。 

 

生涯学習課長   はい、今回につきましては、１年生の他の学校の保護者さんも含めまして、

全１年生の、小学１年生の子どもさんにお渡しをさせていただいています。 

 

村山委員長    他に何かございませんか。 

         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２７日（月）午後２時半から、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。 

 

      閉会   午後 ４時１９分 

 

 

 


