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開会   午後 ２時３０分 

 

馬場委員長    それでは、ただいまから草津市教育委員会１０月定例会を開会いたします。 

 

 

        ――――日程第１―――― 

 

馬場委員長    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 ― 

 

馬場委員長    異議がないようですので、１０月定例会は本日１日限りといたします。 

 

 

        ――――日程第２―――― 

 

馬場委員長    次に、日程第２、「９月定例会会議録及び１０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 ― 

 

馬場委員長    異議がないようですので、９月定例会会議録及び１０月臨時会会議録は承認

されたものと認めます。 

 

 

        ――――日程第３―――― 

 

馬場委員長    次に、日程第３、「教育長報告」をお願いいたします。 

 

教育長      皆さん、こんにちは。 

         木の梢から落ちる一葉、一葉に秋の深まりを感じます。尐し寂しい気持ちに

もなりますが、部屋におりますと、グラウンドから聞こえてくる子どもたちの

歓声には心が弾みます。 
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         さて、１０月８日の教育委員会臨時会において、１０月１１日で任期満了と

なられる委員長に、馬場輝代委員が、また委員長職務代理者に、村山美智子委

員がそれぞれお引き受けをいただくことになりました。今後も「子どもが輝く

教育のまち、出会いと学びのまち・くさつ」の実現を目指し、よろしくお願い

いたします。 

         また、この日、教育委員と市長、副市長との懇談を持ちまして、テーマは、

草津市教育振興基本計画第２期計画に必要とされる施策と考え方です。 

         授業や学力、ＩＣＴ教育、社会教育、文化振興など委員の皆様からの意見も

途切れることなく活発な話し合いが行われました。 

         本市では、これまでから市長と教育委員の良好な関係の中で、連携を密にし

て必要な協議を行うなどして、教育施策を展開してきています。次年度４月か

らは、新しい教育委員会制度が実施され、首長による総合教育会議の設置や大

綱の策定などが始まりますが、新制度の趣旨であります、教育の政治的中立、

あるいは、継続性、安定性というものを確保しながら、本市教育が一層充実す

るように努めていきたいと考えております。 

         １０日には、過日の学力・学習状況調査の結果をいかすための会議として、

各学校から、特に若手のリーダーを招集し、学力向上マネジメント会議を持ち

ました。草津市の学力向上の取組は、一つには、本市が行っております事業と、

そして、もう一つは、各学校が創意を凝らして作成いたしました、「我が校の

学力向上策」による取組です。 

         今年は、この各学校の学力向上策について、学校ぐるみで一層力を入れるこ

とを重視したいと考えており、そのような視点からの会議を年度内に３回を持

つ予定です。私も時間をいただき、マネジメントの発想を取り入れた学力向上

の推進と題し、講話をいたしました。あと、２回の会議では、学力向上の取組

の進捗状況を把握したり、学校同士の切磋琢磨を行ったりしながら、各学校の

意欲的な取組につなげたいと思っています。 

         １７日には、ジュニアスポーツフェスティバルＫＵＳＡＴＳＵを開催しまし

た。４回目となる今年も、天候に恵まれ、市内１３小学校の６年生約１，２０

０名が立命館大学びわこくさつキャンパス、クインススタジアムに集結いたし

ました。 

         フェスティバルでは、立命館大学をはじめ、アメリカンフットボール、アル

ティメット、陸上、ラクロス、チアリーダーなど多くのクラブの学生の皆さん

の御協力もいただき、大変充実した内容でありがたく思っております。 

         今年の結果ですが、４×１００メートルリレーでは、男子が志津小学校チー

ムが大会記録、女子では、山田小学校チームが優勝でした。 

         また、長縄８の字跳びでは、常盤小学校が大活躍で、優勝が常盤小学校の１
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組、準優勝は同じく常盤小学校の２組でした。実は、昨年、一昨年も常盤小学

校が優勝しておりまして、今年の子どもたちも先輩に負けずに一生懸命取り組

んだ成果があらわれていました。常盤小学校は、また、学校全体で体力づくり

にも取り組んでおられる成果であるとも思っております。 

         その後、立命館大学スポーツ健康科学部の大友教授、小沢准教授と懇談をし

ました。本市教育委員会では、スポーツ健康学部と体育の実践や研究を行って

おり、その中で、タブレットを活用した体育学習も数校で始まっています。 

         また、この懇談の中で、ジュニアスポーツフェスティバルについても子ども

たちのスポーツへの興味関心の高まりに大きく役立っていることを研究成果と

して話をしていただきました。 

         １８日には、草津市市政６０周年関連事業として、子ども議会が開催されま

した。１３小学校から２名ずつ選出された子ども議員が質問し、市長と教育長

が答弁をいたしました。 

         質問内容は、環境問題、安全安心、子どもの遊び場などなど、多岐に渡りま

したが、子どもの目線からの貴重な意見や提案でした。また、子どもたちにと

っても、大変意味のある体験で、今後、教育委員会事務局といたしましても、

これらの意見や提案の実現にも努力していきたいと思っております。 

         次に、第６７回滋賀県民体育大会の結果です。秋季と冬季に実施される種目

も残っていますが、現在草津市は、総合２位の成績です。 

         種目別では、水泳、サッカー、テニス、野球、ゴルフ、卓球、アーチェリー

が優勝でした。将来的には、東京オリンピックやびわこ国体が予定されており

ますが、こういったスポーツ振興の環境の中で、競技スポーツだけでなく、全

ての市民が親しみ、楽しめるような機運も盛り上げていきたいと思っています。 

         最後に秋は、文化やスポーツの季節でもあり、ほかにも多くの行事が持たれ

ました。街道交流館では、草津市政６０周年関連事業として、歴史フォーラム

が行われ、そこでは、テレビ等でも大変人気のある山本博文教授、東京大学の

先生ですが、参勤交代と街道・宿場の講演も行っていただきました。 

         草津市民アートフェスタでは、今年もグラスアートや生け花などをはじめ、

合唱や日本舞踊など、ワークショップが取り入れられ、子どもから大人まで大

変楽しく取り組まれておられました。 

         第５９回の宗鑑忌俳句大会、これも例年より多くの事前投句がありました。

また、市内小学校５年、６年生、そして、中学生を対象にした、青尐年俳句大

会では、５，０００句を超える投句があり、その中から優秀作品、入選作品が

選ばれ、作品を掲載した作品集も発行されました。ほかにも、今年は、草津市

で、県の児童生徒科研究発表会、学生科学賞県展が行われ、県教育長賞、読売

新聞社賞など、本市の子どもたちも多くが受賞をいたしました。 
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         以上、本市教育委員会としても多くの充実した、この秋に取り組みができた

ことを大変うれしく思っております。 

         以上、報告とさせていただきます。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         それでは、１０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

想などがございましたらお願いいたします。 

         村山委員お願いします。 

 

村山委員     私は、１０月１０日に、図書館にて本館にて行われました、第２回学校図書

館ボランティア交流会において、立命館大学の木村修平准教授による、ビブリ

オバトルに関する講座を聞いてまいりました。 

         昨年から市でも取り入れている、このビブリオバトルについて、大変わかり

やすく説明くださり、後半は、立命館大学の学生の有志の方々による実演も行

ってくださり、会場は大変盛り上がりました。 

         ビブリオバトルとは、本を数名で紹介し合って、観客がどの本を一番読みた

くなったかというのを競うものですので、本をたくさんじっくり読むようにな

るということは大前提で、さらにプレゼンテーション能力、それから、観客側

としても聞く力も育む。質問するというのもバトルの中の一環だそうなので、

聞く力も大事だということ、それを遊び感覚を交えて、楽しみながら向上でき

るという、大変ユニークで奥が深いものだということがとてもよくわかりまし

た。 

         市教委単位で、これを学習に取り入れているというところは、なかなか聞い

たことがないと木村先生もおっしゃっていましたが、草津市がこれを取り入れ

るということには、重要な意味があって、現在、本格的に導入しているタブレ

ット等を用いた、ＩＣＴ教育がハードを駆使した学習であるなら、こちらはソ

フト面を強化するというものというふうに、ＩＣＴ担当の中村先生からもいろ

いろ話を伺いまして、とても納得しました。 

         子供たちが楽しみながら、しっかりとした知識と能力を身につけてくれるも

のと期待しています。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         ほかにありませんか。 

         麻植委員お願いします。 
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麻植委員     ふるさと草津の心を育む上でも、草津の強みの一つに、歴史的なもの、歴史

の文化があると思うのですけれども、文化の伝承というのはとても難しいなと

常に感じていましたので、この秋に、草津の無形民俗文化財に認定されている

渋川の花踊りをしばらく追っかけてみました。 

         ９月１３日には、花踊りを見に寄せてもらったんですけれども、そこでもま

ちづくり協議会のかたをはじめ、保存会のかた、本当に地域のかたがずっと江

州音頭で練り歩きながら、伊砂砂神社まで来られて、それで花踊りをされてい

るのを見させていただいたんですね。 

         それを守っていく上で、小学校が取り組まれている保存会のかたがたが、小

学校３年生に花踊りを教えに行かれているんですね。それが、ちょうど１０月

１０日にありましたので、そこも２時間ほどの時間だったんですけど、一緒に

参加して私も踊ってきたんですけれども、その後、１０月２６日には、学区の

ふれあい祭りで、その保存会のかたと渋川小学校の子どもたちが花踊りを披露

していたんですね。本当に、地域と学校とがうまく連携をして、伝統を伝承し

ていく、一つのモデルだったのではないのかなというふうにして、改めて追っ

かけてみることで、初めて魅入ってきたものがあったので、こういう地域と学

校と連携して、こういうことができるというものを持っている草津はすばらし

いなと思いますので、各ほかの学区でも、またこういうのを取り入れていただ

けたらありがたいなというふうに感じました。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         谷川委員お願いします。 

 

谷川委員     １０月１７日のジュニアスポーツフェスティバル、昼前後にちょっと参加さ

せてもらいました。本当に立命館の学生諸君は、スポーツのすばらしさを伝え

てくれたなというふうに思って見ていました。 

         リレーで、草津、山田小学校が女子優勝、男子が志津でしたか優勝して、女

子の立命館チーム、男子の立命館チームは、チームをつくって４秒置きとか、

１６秒置きとか、いろんなスタート時刻をずらしてスタートしたのですけれど

も、さすが男子の陸上部ですかね。２０秒くらい違っていたのにやっぱり追い

ついてしまうのですね。あれは、スポーツのすばらしさというか、競技スポー

ツのすばらしさを伝えてくれたなというふうに思いました。 

         あと、ラクロスとかいろんなニュースポーツを披露してくれて、子どもが一

緒に参加するということで、生涯楽しんでスポーツをやろうという、そういう

気持ちも育ててくれたのではないかなというふうに思って感心して見ていまし

た。 
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         バス輸送とか計画を立てるほうは、大変だとは思いますけれども、また続け

てもらえたらというふうに思いました。 

 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         私の方からは、実は昨日、青尐年美術展の搬入の日だったので、私も参加さ

せていただきました。 

         ３歳から１５歳の子どもたちの作品を各学級、全部の学級が出ていますので、

それを見させていただきました。もう作品を見せてもらっていると、子どもが

がんばったと同時に、その後ろにいる先生の必死な思いが伝わってくるようで、

本当にがんばっているんやなというのをつくづく感じています。 

         今までは、それほど思わなかったのですが、今年は、学校それぞれの良さみ

たいなものがあって、本当に質的に全部が均一になってきているなというのを

強く感じました。全国的にも草津の美術教育は、すごく高い評価を受けている

のですが、本当にますますよくなっているのと違うかなと思って、本当にうれ

しかったです。 

         今日、ちょっとこの会議が始まる前に、ちらっと見て、昨日心に残った作品

が幾つもあったので、もう一回それだけ見てこようと思って行ったのですが、

すごい会場は大盛況でたくさんの人が見に来てくれはるんやなというふうに、

大変うれしく思いました。以上です。 

         それでは、教育長報告につきましては、終わらせていただきます。 

 

 

        ――――日程第４―――― 

 

馬場委員長    それでは、日程第４、「報告事項」に入ります。 

         事務局より、報告をお願いいたします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         報告事項の１件目、定期監査の結果につきまして御報告を申しあげます。資

料につきましては、報告書の２ページからごらんください。 

         過般の平成２６年６月３０日に、学校給食センターの定期監査が実施されま

して、９月３０日付で監査結果の報告がなされたものでございます。具体的な

内容につきまして、３ページ、４ページをごらんください。 

         監査の対象となりました、事務事業は給食センターの管理運営費でございま

して、監査の結果でございますが、平成２５年度から新たに稼働した学校給食
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センターで、高い衛生水準及び品質管理を充実させた調理施設環境を実現され

ていること、また、地産地消につきましては、野菜の面で多くの課題が残って

いること、さらに、学校給食費の収納につきましては、未納額が減尐している

状況であること、また、給食センターの見学会は、年間１８回、４５９人の参

加があったことなどが報告されております。 

         その中で、一部に改善検討を要する事項が見受けられたということで、それ

が４ページの意見指摘事項でございます。 

         ①でございますが、給食の調理洗浄等の業務につきましては、業者委託をし

ておりますが、その委託仕様書に記載されている業務内容から、一部の不備が

あったということで改善されているということです。 

         残渣の報告書、あるいは、調理従事者等の資格等の確認、各種届け出の受付

事務ということで、これらにつきましては、業者に対して指導し、また、セン

ター内の事務の改善を指示したところでございます。 

         ２件目の賄い材料費、食材の購入についてでございますが、検査調書、１件

３０万円以上というのは、契約規則の中で、１件３０万円以上の納品につきま

しては、検査調書という書類を作成して、検収するという形のルールになって

おりまして、ところが、給食センターの場合、１件３０万円以上のものが、１

カ月ですと、大体３０件以上、検査調書が３０枚以上になりまして、それが約

１１カ月分ありまして、かなり膨大な量になりますので、必要な規則の改正等

含めて、事務改善を協議調整されたいということで、会計課や契約検査課と現

在協議を進めているところでございます。 

         ３件目の地産地消の推進につきましては、野菜の調達の部分で、先ほど申し

上げましたけれども、関係者と協議を進められたということで、野菜につきま

しては、地場産物を使用するという部分ですが、品目、それぞれの季節による

品目や８，０００食という膨大な量の調達の部分で、非常に難しい面があるの

ですけれども、関係者の方々や関係機関等、定期的に協議を進めておりまして、

尐しずつではありますが、地産地消率がアップするようにということで、取組

を進めてまいりたいと考えております。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

学校教育課長   学校教育課、中瀬でございます。 

         平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果公表について、御説明させてい

ただきます。 

         はじめに、学力・学習状況調査の公表につきましては、これまで教育委員会
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の協議会などで継続的に審議等をしていただきました結果、最終的に、学校別

の正答率の公表は行わない、市全体の結果や概要、そして、その分析や市教委

の向上策などは、市教委のホームページなどで公表するということを決定いた

だきました。 

         そこで、文科省も懸念しております、公表により序列化や過度な競争につな

がらないよう配慮をし、別添５ページからの公表資料を作成いたしました。 

         そのことを踏まえまして、簡単に資料について説明をさせていただきます。 

         まず、報告書の５ページが公表資料の１ページになるわけですけれども、そ

こには、１番として、調査の目的、これは、国から定められた目的でございま

す。それから、２番として、対象になっている人、それから３番といたしまし

て、調査の内容を表しました。調査の内容につきましては、国語、算数、数学

のＡ問題、Ｂ問題、それから、児童生徒質問肢その３つになります。 

         次に、６ページにまいります。その調査を行った結果でございますが、６ペ

ージの方は、小学校の国語、算数の結果を市の結果、それから、県の結果、全

国の結果の正答率を棒グラフで示したものでございます。 

         小学生につきましては、全教科で全国平均を上回る、そういうふうな数値に

なりました。その中でも、とりわけ全体的にがんばったと伺える点、それから、

これからがんばらなければならないというふうに思われる点をピックアップし

て、そこに挙げさせていただきました。 

         同様に、７ページには、中学校の正答率を同様に表してございます。中学校

の方では、国語Ａ、数学Ａが全国平均を上回ってございます。逆に、国語Ｂ、

数学Ｂにつきましては、全国平均は若干下回っておるものの、県平均は上回っ

ており、全国平均とも１％前後というふうなところで推移しておるところでご

ざいます。 

         こちらの方につきましても、がんばった点、これからがんばる点をピックア

ップして載せさせていただきました。 

         次、８ページにまいります。これは、児童生徒質問肢、７４項目の学習状況

といいますか、学習意欲や学習方法、それから、学習環境や生活に関する調査

項目でございますが、その中で、特に草津市内の小学生、中学生が顕著に数字

にあらわれたところを高い項目、低い項目ということで、それぞれ抜き出しま

した。 

         小中学生に共通しておる高い項目といたしましては、今住んでいる地域の行

事に参加しているというふうな項目と、それから、学校の授業以外に普段、一

日２時間以上勉強するというふうな項目につきましては、小中学校共通して、

高い項目になりました。 

         それに対しまして、低い項目で共通いたしましたのは、家で学校の授業の復
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習をしているというふうな項目は、小中学生ともに全国と比べれば、数字的に

は低い項目というふうなことになってしまいました。この辺につきまして、し

っかり分析をいたしまして、子どもたちの学習環境、学習生活に役立てていき

たいというふうに思っております。 

         それから、９ページから１２ページまでにつきましては、その児童生徒質問

肢のいわゆる生活習慣の項目と、いわゆる子どもたちの学力の相関関係を見た

ときに、顕著に言えると思われる項目を抜き出してございます。 

         ちょっとわかりにくいかもしれませんが、まず９ページのグラフの中に、Ａ

層からＤ層まで分けています。これは、正答率の高い順から２５％ずつＡ層、

そして、次の層がＢ層、Ｃ層、そして、一番高い順に並べたときに低い層がＤ

層というふうなことで分けております。 

         その中で、例えばこの９ページで言いますと、普段４時間以上テレビを見る

子がその層の中で何％いるかというふうなことを表しております。ですから、

一番正答率の高かったＡ層の中には、そのグラフで言いますと、３、４％の子

どもがその４時間以上テレビを見る子がいたというふうに読めますし、一番点

数的には、低かったＤ層の子どもたちの中には、３０％の子供が４時間以上テ

レビを見ていたというふうなことがいえるわけです。 

         そういうふうなことで、真ん中にテレビを見る時間が長過ぎて、例えば、勉

強する時間が保障できていないのと違いますかというふうな提言、またはポイ

ントということを載せさせていただいております。 

         同様に、１０ページは、ゲーム、携帯、スマホとの関係と学力、それから、

１１ページにおきましては、自分で家で計画を立てて勉強しているかどうか、

宿題をしているか、そういうふうなことと学力との相関関係、あるいは、１２

ページにつきましては、授業で、本やインターネットを使ったグループ学習を

よくしているか、していないか、それから、授業で話し合い学習をよくしてい

るか、していないかというふうなことを子どもの実感として、これは答えてい

るわけですけれども、その辺と学力の相関関係をみて、それぞれのポイントを

真ん中に大きい字で示させていただきました。 

         それから、１３ページにつきましては、平成１９年度から今年度まで、悉皆

調査として実施した年度の結果を先ほどの国語ＡＢ、算数、数学のＡＢという

ふうな形で折れ線グラフにいたしました。 

         そして、真ん中には、第１期の教育振興基本計画、あるいは、橋川市長が就

任されて以降、いろんな教育的な施策を打ってきた、そんな事業がこういうふ

うな学力とどういうふうに関連しているのかというふうなことをみるためのグ

ラフということで作らせていただきました。平成２１年、２２年くらいを機に、

いろんな施策を出していただいた結果、小中学校とも学力的には徐々に伸びて
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きておるというふうに判断をしております。 

         １４ページ、１５ページをお願いいたします。こういうふうないわゆる、調

査結果から、学力向上のためのポイントというふうなことをまとめさせていた

だきました。 

         まず、１４ページの方は、学校の教師がいわゆる授業の中で、どういうふう

なことに、これからがんばっていかなければならないか、考えていかなければ

ならないかということを中心に書かせていただいております。 

         １５ページの方は、家庭で子どもさんが、あるいは、保護者がどういうふう

なところで、切り口に考えていただくべきかというふうなことを述べさせてい

ただいたというふうなところでございます。 

         最後になりますが、先ほども申しましたように、この報告を踏まえまして、

今後教育委員会のホームページ、あるいは、広報誌コンパス、そういうふうな

もので広報をしていきたいというふうに考えております。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。続いて、報告をお願いいたします。 

 

教育総務課長   報告事項の３、寄付受入れ報告につきまして、最後の報告を教育総務課、山

本からさせていただきます。 

         このたび、株式会社京都銀行様から、市内の小中学校に対しまして、リサイ

クルトイレットペーパーを御寄付いただきましたので、御報告させていただき

ます。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         今、３点報告事項があったのですが、これにつきまして、御質問等はござい

ませんか。 

 

谷川委員     中瀬先生の報告で、１１ページで教えてほしいのですけれども、例えば、小

学校国語Ｂ、家庭学習との関係ということで３つありますよね。これは、複数

回答ということなんですかね。Ａ層が、家で計画を立てて勉強をするというの

は、２０数％ですよね。学校の宿題をするは、９０％を超えていますね。授業

の復習をする。この辺は、ちょっと重複する復習も学校の宿題も重複して書い

ているのか、その辺はちょっと。 

 

馬場委員長    そこにつきまして、よろしくお願いします。 
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学校教育課長   学校教育課、中瀬でございます。今、谷川委員がおっしゃったことなのです

けれども、実は、この問題をよく読みますと、宿題をするということと、それ

から、復習をするということは、別問題になっておりまして、兼ねないといい

ますか、宿題をするから復習だというふうなことにはなってございません。 

         ただ、これは私どもの推測ですけれども、その辺が、例えば全国の調査でど

れだけ統一されたかというのが、ちょっと疑問だなというふうなところは、一

つ思っているところでございます。 

         以上です。 

 

馬場委員長    重複していないということですか。設問がそうなのですね。 

         ほかにないですかね。谷川委員、それでよろしいですか。 

 

谷川委員     ３項目それぞれに、Ａ層はこれだけいたよという、それだけの数字ですね。 

 

馬場委員長    本当は、重複してくるんやけれども、設問はそうなのですね。 

         ほかはないですかね。報告事項は。 

         麻植委員、お願いします。 

 

麻植委員     １３ページの折れ線グラフなんですけれども、ちょっと気になる点があった

のでお聞かせいただけたらと思います。 

         ２５年の部分のこれは、算数ですかね。Ｂが下がっているんですけれど、こ

の分析というのはどんなふうな形でされているのかをちょっとお聞かせいただ

けたらと思います。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

学校教育課長   学校教育課、中瀬でございます。実は、ここにつきましては、この前の協議

会でもお話に出していただき、その後、過去の聞き取りと一応こちらのほうで

も調べたわけですけれども、結論といたしましては、これだからここでこれだ

け落ちたというふうなことについては、理解といいますか、認識はできません

でした。 

         ただ、これはもう全国的に同じことが言えるのですが、複数の学校から聞い

たのは、やはり震災とかあるいは、政権が変わって、悉皆調査というのがとん

だので、子どもたちの認識の中でといいますか、このことについて、いわゆる

調査について高い興味、関心がなかったことも一つかなと。あるいは、教師の
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方にも同じことが言えるのかなというふうなことは聞きました。 

         以上でございます。 

 

麻植委員     ありがとうございます。２６年に向けて、持ち直してくださっているこの上

がっているラインを大事にしたいなと、これが草津のがんばっている証拠かな

というふうには、ちょっと思ったので、そこは私もしっかり見させていただけ

たらなと思っています。ありがとうございます。 

 

馬場委員長    ２６年と今年度に取り返してもらって。 

         ほかにありませんか。 

         村山委員お願いいたします。 

 

村山委員     最初の給食センターの方で、尐しだけお伺いしたいのですけれども、地産地

消の野菜について、数量、品質、価格面で多くの課題が残っていると、もうち

ょっとだけ詳しく教えていただけたらと思います。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。地産地消の部分につきましては、大

きくは２つ乗り越えないといけない課題があるのですけれども、一つは、給

食で使う野菜なのですけれども、その時期、時期の旬の野菜を中心に使って

いくという形になろうかと思うのですが、草津市でつくられる、時期時期の

野菜というのが、余り変動が、決まったものがつくられるというところと、

それから、それを１日に８，０００食分の食数の量を調達、安定的に調達し

ないといけないというところで、そこら辺のマッチングの部分が一つの課題

です。 

         もう一つは、給食費が１食当たり２２３円という中で、２２３円の材料費で

献立をつくっているという関係で、例として申しあげますと、給食センターの

ほうで想定しております、ある野菜の金額と、それから農家さんからすると、

そこに入れるよりも、市場に持って行くほうが高く売れるというようなところ

がありますので、その辺の２つの部分でなかなか地産地消率は、今、３５％程

度なのですが、これを７０％、８０％にどんどんふやしていくというのが、難

しいところなのですけれども、そういった課題があるというのが主に抱えてい

る主な内容になります。 

 

馬場委員長    よろしいでしょうか。 



 

13 

 

 

村山委員     できるだけ、やはりいろいろ問題はあると思いますけれども、皆さんで協力

して上げていってほしいなというふうに思います。 

 

馬場委員長    お米だけは１００％。また、それも協議をしてもらうということでよろしく

お願いいたします。 

         ほかに何か御質問ございませんか。 

         ないようですので、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。 

         配付物等はあったのですが、お願いできますか。 

 

学校教育課長   学校教育課、中瀬でございます。白のＡ４の用紙に、平成２６年度第５２回

草津市青尐年美術展覧会についてというふうなチラシを置かせていただいてお

ります。 

         先ほど、馬場委員長のほうからもありましたけれども、本日より１１月６日

まで、２階特大会議室において開いております。そのお知らせでございます。

よろしくお願いします。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         ほかにありませんか。 

 

生涯学習課長   続きまして、生涯学習課より、草津市美術展覧会のお知らせです。本年度は、

来月の１５日から２３日まで行いまして、初日の日、１５日の１０時からオー

プニングコンサートを予定しております。今回は、大正琴と合唱の披露を予定

しております。また、よろしければお願いしたいと思います。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、スポーツ保健課でございますが、チャレンジスポーツデーの

御案内です。カラー刷りの両面になっておりますチラシですが、開催日のほ

うが、１１月９日から２５日の５日間で、市内の社会体育施設や小学校の体

育施設で、体育協会の加盟競技団体や学区の体育振興会で催しをしていただ

きます。お時間があれば、またのぞいていただきたいなと思います。 

         以上でございます。 

 

教育部副部長   続きまして、図書館の方から最後になりますけれども、明日１１月１日と 

（図書館担当）    ２日の日曜日に渡りまして、図書館まつりを実施いたします。これにつきま

しては、今年度で３回目になるのですけれども、図書館を利用いただいてお
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ります、いろんなボランティアグループがございますけれども、そちらのほ

うが、実行委員会を立ちあげていただきまして、本のリサイクル市とかいろ

んな草津にまつわる楽しいお話とか映像とか、そういったことで２日間、前

日祭につきましては、あすフェリエのほうで、親子寄席、桂壱之輔さんの落

語、そして、２日につきましては、今申しあげました催しでやる予定でおり

ますので、またお時間許せばお越しをいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

馬場委員長    ほかないでしょうか。 

         それでは、これをもちまして、１０月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は１１月２１日、金曜日、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。 

         ありがとうございました。 

 

閉会 午後３時７分 


