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開会   午後 ６時００分 

 

村山委員長     それでは、ただいまから草津市教育委員会２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、２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、「１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 ― 

 

村山委員長    異議がないようですので、１月定例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      今日はまず、矢倉小学校の児童の作文を紹介します。大まかな内容になりま

すが、「１学期にかぜをこじらせて入院したときのこと。学級のみんなから、

『早くよくなってね』『学校で待っているよ』と、一人ひとりから心のこもっ

た手紙が届いた。とてもうれしくて、皆から元気をもらった。退院して学校へ

行くと、友達は『久しぶり』と声をかけてくれた。先生もぼくが元気になった
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ことを自分のことのように喜んでくれた。４年３組のみんな、先生、ありがと

う。」です。 

         これは、ファミリーマートが行った「ありがとうの手紙コンテスト」で、全

国４３，１３９作品の中から最優秀の一つに選ばれた作文です。学級の温かい

雰囲気、教師と子どもとの人間関係が構築されていることを感じます。こうい

った実践は矢倉小学校だけではなく、市内の多くの学校で行われていますが、

一人ひとりの思いや願いを大切にしようとするこういった草津の教育を、具体

的な実践の中で一層進めてほしいと思っています。 

         次に、２月４日に、タブレット等ＩＣＴを活用した教育で先導的な取組を行

っている東京都荒川区へ視察に行ったことについてです。麻植委員も参加をい

ただいましたので、後で感想等もあろうかと思いますが、まず私の方から概要

を報告します。 

         荒川区では、モデル校での検証を終え、昨年９月から全校でのタブレットＰ

Ｃの運用が始まっています。中学校では、一人１台のタブレットＰＣ、小学校

では、高学年（３年から６年）には二人で１台、低学年（１年から２年）には

４人で１台を共有する形です。荒川区が目指しているのは、私もこれまでから

強調しております２１世紀型能力の育成で、タブレットＰＣはそのためのツー

ルです。また、外国の学校と交流する実践も聞かせていただきましたし、ＩＣ

Ｔ教育の推進とかかわって、大学や企業との連携や協力による取組の充実など、

意欲の高さも感じました。授業も参観させていただきました。 

         草津市でも、タブレット端末の活用による授業の変革を目指しており、特に

協働学習の充実という方向を示しています。今回はそのことの重要性を再認識

した研修でした。今後、荒川区との連携も深め、ＩＣＴ教育の推進・充実を図

りたいと考えています。 

         また、ＩＣＴ教育にかかわって、２月７日には、Ｎｅｗ Ｅｄｕｃａｔｉｏ

ｎ Ｅｘｐｏという実行委員会が開催しています「全国縦断 教育の情報化セ

ミナー」が本市の商工会議所を会場に行われ、教育研究所の堀江指導主事、志

津小の糠塚校長が、タブレットの活用について報告を行いました。これまでの

実践を踏まえた大変説得力のある発表で、草津からよい発信ができました。 

         次に、本年度のスペシャル授業について報告します。今年は、国際社会の中

で活躍されているスペシャリストにお願いしました。講師を紹介しますと、Ｗ

ＢＡ世界バンタム級チャンピオンの山中慎介さん、ソチオリンピック女子スノ

ーボードハーフパイプで５位入賞の岡田良菜さん、書道家の秀蓮さん、ニュー

ヨークフィルハーモニック元首席チェロ奏者のウィリアム・ブランクルさん、

ハンガリー出身で環境問題に取り組まれている藤田アニコーさん、中国語通訳

者のリュウエイさん、イオン本社環境社会貢献部長の金丸治子さん、琵琶湖汽
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船代表取締役の中井保さん、ユニセフ国連児童基金元日本事務局長の和気邦夫

さん、外務省国際協力局の塚本剛志さん、ＪＩＣＡ関西所長の築野元則さん、

発展途上国で洋裁技術職業訓練に取り組まれている小玉昌代さん、そして、立

命館大学ＢＫＣからは、池田伸経営学部長、田畑泉スポーツ健康科学部長、今

村信孝薬学部長、笠原健一理工学部長、松原豊彦経済学部長、中谷善雄情報理

工学部長、里見潤生命科学部長の７人の学部長さんが、専門分野をわかりやす

くお話ししてくださいました。 

         すばらしい講師の皆さんに御協力をいただき、子どもたちが夢や希望を持つ

とともに、努力や社会貢献の大切さを学ぶ機会になったとありがたく思ってい

ます。 

         ほかにも、たくさん行事や催しがありました。１月３１日には「第１４回草

津市こども環境会議」が開催されました。「こどもと大人の環境井戸端会議」、

「かざぐるまパワーコンテスト」などの企画に加え、環境問題に取り組んでい

る学校、団体や企業などのブースも大人２４、子ども６１、合計８５を数えま

した。発表や展示内容、市民の皆さんの関心の高さから、環境教育で全国をリ

ードする草津市を実感しました。２月７日から草津宿本陣で、「本陣四季彩々

～春の段～桃の節句」が始まっています。１４日は、淡海生涯学習カレッジの

閉校式がありました。８か月にわたり受講いただいたかたの中から、１０名に

修了証書を受けていただきました。１５日には、立命館大学びわこ・くさつキ

ャンパスで、「第６０回草津市駅伝競走大会」が開催され、１部から３部、そ

して市制６０周年記念事業としてのくさつ３世代駅伝の部と、合わせて１３２

チーム、６４８名を超える選手が健脚を競いました。教育委員会だより「コン

パス」第８号も２月１５日付で発行しました。 

         また、２４日には、草津市教育研究奨励事業表彰式がありました。研究論文

の応募数は毎年ふえてきており、今年は５４点です。いずれの論文からも教職

員の意欲を感じましたが、その中から、最優秀賞、優秀賞、特別賞、奨励賞が

授与されました。また、応募の多かった志津小学校と松原中学校には学校賞が

贈られました。 

         最後に、あす２月２６日から来年度の当初予算を中心とした市議会定例会が

開会されます。インターネット中継もありますので、視聴いただければと思い

ます。 

         以上です。 

 

村山委員長    ありがとうございました。 

         ２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、お願いします。 
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麻植委員     教育長の方からも今ありました、荒川区への研修のことで一言感じたことを

申しあげます。 

         本当に、各学校に任せておられるというのが、私の中では頭に残っています。

それぞれの学校で相手が生まれ、それぞれの学校でいろいろな活用の方法が生

まれていました。見させていただいて、これは英語教育の中でもタブレットと

いうものは活用できるのではないかなというふうにして可能性を感じて帰って

きました。 

         それと、２月１２日の草津市立玉川中学校でのことなのですけども、昨年の

３月１１日に玉川中学校の卒業式に来賓として参列させていただいた際に、生

徒みずから、同じ名前を持ち、そして、六玉川という歌枕という縁を持った塩

釜市の玉川中学校を見つけて、そこにベルマークだったりとか、いろんな募金

をしながら応援やメッセージを送ったりなどして交流を続けたことを知って、

何かの形で応援してあげたいなという気持ちが沸き起こりまして、石巻専修大

学、これは宮城県の被災地のキャンプになったすごい大きな大学なのですけど、

そこに作曲家で、作曲理論をしており、私の音楽での友人でもあります近藤裕

子教授がいましたので、応援歌をつくってもらえないかと呼びかけましたら、

是非つくりましょうということで引き受けてくださいました。その曲ができあ

がりまして、昨年の１２月１９日の塩釜の方に、私も宮城県まで飛びまして、

プレゼントさせていただきました。それならば、こちらの草津も是非そういう

ふうなお披露目会ができたらなということで、利倉校長の計らいで、塩釜市の

及川校長と、それから作詞作曲してくださった近藤裕子先生もお呼びいただい

て、披露並びに交流会を開いてくださいました。そこには、ちょうど村山教育

委員長さんも出席くださって、見てくださっていたのですが、一つ大きな成果

だったなと思うのは、向こうから生徒会の会長と副会長も来てくれて、塩釜で

の学校での行事、それから被災の状況などもスライドを使いながら紹介をして

くれ、学校同士の交流もしてこられてました。この「一つになる」という歌な

んですけども、これがお互いの中学校だけではなくて、草津の全ての中学校の

そういう元気になったり優しい気持ちになれたり、そういう曲になってくれた

らうれしいなというふうに感じました。 

         あともう一つ、一昨日、２４日の草津市教育研究奨励事業の件ですが、一昨

年は夏の講座に幾つか参加させていただいた中で、とてもうれしかったことは、

幼稚園のプログラムがあったことなんですね。教育委員会と市長部局とに幼稚

園の方が移ってしまったおかげで、この間のつながりが薄いなというふうに感

じている中で、草津市教育研究所はそういう幼稚園のプログラムを入れてくだ

さってたので、参加させていただいてました。 
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         今年、その表彰されていたかたのものを見ましたら、幼稚園の先生も発表さ

れまして、馬場所長もおっしゃっていましたが、保育所のかたからも事例発表

があったんですね。草津は小一プロブレムという、ちょっと力を入れたいなと

思っていたところを、この先生がたがみずから問題点ととらえて対策を講じな

がら、研究材料にしていってくださるのは、何かとても明るい姿勢を見せてい

ただいて、とてもうれしくなりました。 

         以上です。すみません、長くなりました。 

 

村山委員長    ほかにございますか。 

 

杉江委員     すみません。私の方から。 

         教育長の報告の方にもございましたので、重なる部分がございますが、参加

した限りでの感想を述べさせていただきます。 

         ２月４日には、志津南小学校でのタブレットを利用した公開授業と研究会、

そして７日には全国縦断教育の情報化セミナーというのがございましたので、

参加してまいりました。授業においては、タブレットで撮影したものをみんな

で見たり、そしてまたあるいはその授業の中で撮影したりという、画面をのぞ

き込む生き生きとした子どもたちの様子を見せていただきました。興味、関心

というのが、そのタブレットを使うことによって更に高まったり、あるいは一

緒に考えようという思考力が高まっているなと思ったり、それから、友達と情

報を共有する、協働するというような姿勢が見られて、授業の改善にとても有

効な教材なのだなということを思いました。 

         また、セミナーの方では、教育研究所とそれから志津小学校の方からの実践

とか事例が報告されまして、全国に先駆けてのＩＣＴ活用の授業を実践されて

きたわけですけれども、草津市のこういった先進的な取組がこれからの全国の

ＩＣＴ活用の方向性を示されているんだなということをとても感じまして、感

銘をいたしました。「習うより慣れろ」というのを合い言葉に実践されてきた

ということでしたが、そういった経過の中に、やはり教育研究所での研修の場

の提供であったり、それから校内研修といった場がとても必要だということも

ありましたし、また、ＩＣＴ支援員さんの存在というのがとても大きいものが

あるなということを感じることができました。いずれにいたしましても、こう

いった教育環境の充実というのは、先生も子どももよりチャレンジしていくと

いう姿勢を奮起させていくものにつながっていくんだなということを感じまし

た。 

         以上です。すみません。 

 



 

6 

 

谷川委員     一つだけ。２月１１日の裏行事で、イオンモールで草津警察署と協働で薬物

乱用防止キャンペーンをやりました。草津は四つの小学校で学生たちと一緒に

授業させてもらったんですけど、山田小学校の子どもが見にきてくれたんです

ね。私の標語がここにあるって言って。標語をずっと最後書いてもらってたん

ですけど、そうやって見にきてくれたのがうれしかったのと、その四つの小学

校とも、五七五ですごくうまく標語を考えてくれるんですね。それも、これは

本当に小学校６年生の字かというぐらい上手に書いてくれてましたんで、それ

をまた見にきてくれたことも本当にうれしかったなということで、薬物乱用防

止がどんどん広がっていければいいなというふうに思っています。 

         以上です。 

 

村山委員長    私も一つだけ。幾つか参加させていただいてましたが、先ほど麻植委員がお

っしゃってくださった玉川中学校の、二つの玉川中の合唱を聞かせていただい

て、もう本当にちょっと涙が出そうになるぐらい感動しました。子どもたちが

本当に生き生きと歌っている姿、学校、周りを囲むような形に席を移動して歌

って、皆子どもたち同士もちょっと向かい合うような感じで、本当にすごく心

を込めて歌っているというのが伝わってきて、一緒に来られたかたがたも感動

したというふうにおっしゃっていました。これからも続いていってくれればい

いなというふうに思いました。 

         それから、２月１１日の第３８回人権尊重と部落解放を目指す市民のつどい

にも参加させていただいて、人権作品入賞者の表彰の後に、今年度は映画「あ

る精肉店の話」というのが上映されました。一昨年の公開から全国で大変話題

になっていた作品で、私も去年京都まで見に行こうかなと思いながら、ちょっ

とできなかったので、大変楽しみにしておりました。 

         その映画の題材になった大阪の精肉店の一家。それからその周りの地区もそ

うなんですけれども、長年差別に苦しみながら、その稼業である屠畜、精肉業

っていうのを本当に真面目に丁寧に続けながら、積極的に今度それを地域社会

と共有していくっていう姿勢に大変感銘を受けました。自然にそれがまた地域

に受け入れられていくっていう姿が本当によくわかって、すばらしい作品だっ

たと思います。上映後には纐纈あや監督の講演会があり、ふだんこの人権のつ

どいに参加されたことのないかたも、もしかしたら多く足を運んでくださった

のではないかなというような印象を受けました。市民の皆さんが、これからも

地域社会のありかたについて、何か大きなヒントを得るような、そういうこと

ができたんじゃないかなというふうに思いました。 

         以上です。 
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村山委員長    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―――― 

 

村山委員長    次に、日程第４、「付議事項」に入ります。 

         「議第１号平成２７年度草津市一般会計予算に対する意見を市長に申し出る

につき議決を求めることについて」と「議第２号平成２７年度草津市学校給食

センター特別会計予算に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めること

について」は関連があると思われますので、まとめて審議させていただきます。

事務局の説明をお願いします。 

 

教育部副部長   議第１号平成２７年度草津市一般会計予算に対する意見を市長に申し出る 

（総括）    につき議決を求めることについておよび議第２号の平成２７年度草津市学校給

食センター特別会計予算に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めるこ

とについてのこの２件についてでございますが、これは明２月２６日開会予定

の２月定例市議会に提案をされます平成２７年度草津市当初予算のうち、教育

関係予算につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の

規定により、市長から当委員会に意見を求められておりますことから、本日お

諮りするものでございます。 

         それでは、議案書の４ページ、平成２７年度当初予算概要書を御覧いただき

たいと思います。 

         まず、次のページ、５ページをおめくりいただきたいと思います。平成２７

年度の各会計別総括表でございまして、一般会計で５０８億２，０００万円と、

過去最大の当初予算規模となったところでございます。これは、平成２６年度

の当初予算額と比べますと、６７億２，０００万円の増となっておりまして、

比率といたしましては１５．２％の増となったところでございます。 

         また、特別会計の三つ目、学校給食センター特別会計では５億７，９４０万

円でございまして、新給食センターが稼働いたしまして３年目となることから、

実績を踏まえまして、ほぼ前年並みの予算となったところでございます。 

         次に６ページでございますが、これは一般会計の款別の総括表でございまし

て、表の上の段のあたりが歳入。それから、中ほど、太線より下でございます

が、これが歳出となってございます。歳出の款番号１０が教育費でございまし

て、来年度の当初予算額といたしまして、８３億６，３０４万５，０００円で

ございまして、対前年当初比で６９％の増。額にいたしますと、一番右側の列

でございますが、昨年度当初予算額より３４億１，５６９万２，０００円の増



 

8 

 

となったものでございます。 

         事業ごとの増減はございますものの、この大きな要素といたしましては、平

成２８年４月の開校予定をいたしております（仮称）老上第二小学校の建設に

係ります事業費といたしまして、建設工事が本格化いたしますことから、昨年

度予算額より１５億円余り増となったことによります。そのほか、小中学校の

非構造部材の改修でありますとか、校舎の大規模改造、あるいはまた志津南小

学校の増築工事、こういった工事のほかに、教育情報化の推進といたしまして、

中学校にもタブレットＰＣを導入することといたしたことなどによりまして、

大幅な伸びとなったものでございます。 

         続きまして、１枚おめくりいただきまして、７ページをお開きをいただきた

いと思います。これは、本市の教育振興計画の体系に基づきまして、新年度の

新規拡大事業を右側にまとめたものでございます。これらの事業の詳細につき

ましては、順次各所属長から御説明を申しあげますので、よろしくお願いしま

す。 

 

スポーツ保健課長   委員長。スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         議案書の方は、８ページから御覧いただきたいと思います。平成２７年度当

初予算の概要につきまして、それぞれの事業ごとに順次御説明を申しあげます。 

         まず８ページでございますが、小中学校体力向上プロジェクト事業でござい

ます。事業費は２４３万５，０００円です。事業の概要および目的・効果につ

きましてですが、小中学校の子どもたちの体力の低下というのが言われており

ますので、今回、小学校ではダンスを取り入れまして、テキストやＤＶＤの配

付、また講師によりますダンス教室を実施いたしまして、楽しみながらダンス

に取り組み、運動に関心を持って継続して取り組むことで、体力の向上を図っ

ていきたいと考えております。 

         また、中学校ではスポーツ活動中のけがが大変多くございまして、スポーツ

ドクターやスポーツトレーナーによる講習会を行い、スポーツ障害の予防、そ

のことによりまして、継続してスポーツに親しむことができるように目指して

いきたいと考えております。 

         右下の方の経費につきましては、小学校の委託費の方が８６万円、中学校の

方が１５７万５，０００円で、いずれも小学校体育連盟および中学校体育連盟

に委託をして事業実施をしていきたいと考えております。 

         以上でございます。 

 

学校教育課長   学校教育課の中瀬でございます。 

         ９ページを御覧ください。いじめ防止対策推進費というふうなところの御説
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明をさせていただきます。 

         表題の事業におきまして、教育委員会でもお諮りしました市のいじめ防止基

本方針を本年度策定させていただきました。それに基づきまして、新しい組織

として、主な内容のところに書かせていただいていますが、市いじめ問題対策

連絡協議会、市立学校いじめ問題調査委員会、そして、市いじめ再調査委員会

を設置することとなりました。それを運営するための報償、報酬等が主な予算

の中身でございます。それとともに、主な内容の三つ目でございますが、各学

校の実態に応じていじめ等問題行動対策アドバイザーというふうな専門家を派

遣し、いじめをはじめとする問題行動の解決に当たっていきたい、このように

思っております。それの委託費として、主な経費の中にも計上させていただき

ました。 

         以上でございます。 

 

教育総務課長   教育総務課の山本です。 

         続きまして、１０ページを御覧いただきたいと思います。小中学校非構造部

材改修費ということで、事業費につきましては５億８，７８１万２，０００円

となっております。 

         この事業の概要といたしまして、学校は子どもの学習や生活の場であるとい

うことと、災害時の避難所としての役割を果たしております。そのことで、今

年度、小中学校の体育館の点検調査をまずさせていただいております。また、

草津小学校では校舎全体の調査をしたところでございます。そのことを受けま

して、来年度の小中学校の耐震対策を推進するというものでございます。 

         具体的には、今申しあげましたように、全小中学校の体育館と、中学校の一

部武道場の非構造部材の改修工事をさせていただくということで、主に天井か

らの落下物の防止ということで、この際ですので、照明器具をとりかえしたり、

バスケットボールのゴールの改修などをさせていただいたり、また天井の改修

なども含んでおります。また、草津小学校については、全体校舎の点検をした

結果、内壁、外壁の補修であるとか、天井ボードの一部張り替えなど、そうい

ったことをさせていただきます。 

         また、２８年度には、校舎の非構造部材の改修を行うということで、来年度

２７年度には小学校２校、中学校１校で点検調査と実施設計などを行う予定を

しております。 

         続きまして、１１ページを御覧いただきたいと思います。志津南小学校の校

舎増築費ということで、事業費が２億１，５６２万９，０００円ということに

なっております。こちらでは、今も宅地開発により今後も児童数がふえること

が見込まれております。このため、来年度６教室の増築工事を行うというもの
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でございます。 

         続きまして、１２ページ、小中学校大規模改造費ということで、事業費が７

億２，５０１万５，０００円となっております。建築後２５年以上経過いたし

ました校舎などの学校施設の改修を計画的に実施しているものでございます。

具体的には、常盤小学校の２期工事、笠縫小学校の体育館の改修やトイレの改

修、新堂中学校ではまた２期工事を予定しております。また、平成２８年度に

予定している工事が３件ございまして、それらの実施設計費も計上させていた

だいているところでございます。 

         １３ページを御覧いただきたいと思います。草津中学校エレベーター設置費

ということで、事業費が１億７３８万円となっております。これまでエレベー

ターを必要とする児童や生徒の入学時期であるとか、大規模改造工事などにあ

わせまして順次整備を行ってきたところでございますが、今回草津中学校を整

備させていただくことによって、市内全小中学校全てへのエレベーターの設置

が完了するということになります。 

         以上です。 

 

教育施設整備室長   教育施設整備室の吉川でございます。 

         次の１４ページになりますが、（仮称）老上第二小学校建設事業費といたし

まして、３１億７，３７７万６，０００円の事業費になってございます。こち

らの内容につきましては、かねてから母体校になります老上小学校の教育環境

を均等なものにするということで、分離・新設を考えておりまして、今年度、

建築でありますとか、電気、機械の建設工事につきまして入札執行したところ

でございまして、契約まで至ってございます。今年度分は、前金払い分を支払

うような形になってございまして、契約分から前払い金を差し引いた残りの建

設事業諸費といたしまして、小学校建設事業費の２９億９，２４８万４，００

０円を来年度予算といたしまして計上しているところでございます。 

         そのほかにつきましては、建築、電気、機械の工事に伴います監理業務、そ

れから新設小学校ができあがった中での備品の購入費等準備等をしていくとい

うことで、１億３，２９６万３，０００円を見込んでいるところでございます。 

         以上でございます。 

 

教育総務課長   次に１５ページをお開きいただきたいと思います。教育情報化推進費という

ことで、事業費が１億６，３７６万４，０００円でございます。子どもたちに

生きる力を育むために、教育の情報化を現在進めております。具体的には、今

年度の小学校に引き続きまして、中学校にタブレット型コンピューターを本格

導入するということで、約１，０００台の配備を予定しております。子どもた
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ちの思考力や表現力、主体的に学習に取り組む姿勢を育成いたします。 

         次に、ＩＣＴ支援でございます。現行二人配置しておりますが、来年度は７

名に増員しまして、学校へのサポート体制を強化したいと考えております。こ

の議論につきましては、その下、※印で書いております「地方創生先行型事

業」として、平成２６年度補正予算に計上となっておりまして、議第９号でも

後ほど説明させていただきたいと思います。 

         その下、校務の情報化ということで、今回、校務支援システム、教材共有シ

ステムを導入しまして、教職員の事務や授業の準備にかかる負担などの軽減を

して、子どもたちと向き合う時間を増やすというような取組でございます。 

         また、最後、国の補助金を活用した遠隔授業システムということで、カメラ

や通信機器を整備しまして、インターネットの回線により、大学など、校外と

双方向型の遠隔通信授業を実施するというものでございます。 

         以上です。 

 

教育部副部長   図書館の石田でございます。 

（図書館担当） １６ページを御覧いただきたいと思います。図書館では、現在バーコード管理

によりますシステムを導入しておりますけれども、それを更に１冊１冊にＩＣ

タグを貼りつけまして、より図書資料の適正な管理というふうに、利用者への

迅速なサービスの提供が可能になるということで、平成２７年度から２９年度

の３か年にわたりまして、図書館資料全て、全資料にＩＣタグをつけ、その２

９年度、一応３０年度がシステムのリースの更新時期になるんですけど、その

段階でＢＤＳ、「Ｂｏｏｋ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ」と言いまし

て、ちょうど玄関から出たところなんですが、ＩＣゲートを設けまして、本の

無断持ち出しや盗難予防も兼ねまして、図書の迅速な貸し出し、返却を行いた

いということでございます。２７年度から購入しました新規図書、両館で２万

３，０００冊余りにつきましては、バーコード並びにＩＣタグをつけていきま

して、既存の部分で４６万８，０００冊ですね、毎年１５万６，０００冊をＩ

Ｃタグをつけていって、３０年度のシステムの更新時期でその稼働をさせてい

きたいというふうに考えております。 

         以上でございます。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、１７ページを御覧いただきたいと思います。 

         スポーツ振興計画の第２期計画の策定でございます。事業費は４３０万２，

０００円でございます。平成２３年４月に策定いたしました草津市スポーツ振

興計画でございますが、平成２３年度から３２年度までの１０年間の計画にな

っておりまして、平成２７年度がこの計画の前期５か年が終了いたします中間
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年になりますことから、現在の計画を見直しまして、新たな課題の把握と、そ

してその解決に向けた具体的な施策を位置づけることによりまして、更なるス

ポーツの推進を図ろうとするものでございます。 

         主な経費でございますが、具体的な審議につきましては条例で設置しており

ますスポーツ推進審議会で審議をお願いしたいと思っておりまして、その運営

費として３０万２，０００円。また、計画の策定にかかる支援業務として４０

０万円ということで、合計４３０万２，０００円の見積となっております。 

         次に、１８ページでございますが、三ツ池運動公園防球ネット整備費でござ

います。事業費の方が３，１６０万２，０００円となっております。西矢倉の

方にございます当課が管理しております社会体育施設の三ツ池運動公園でござ

いますが、芝生のグラウンドでございます。現在３メートル程度の管理用フェ

ンスがございますが、ここに防球ネットを設置いたしまして、施設外にボール

が飛び出ることを防ぐとともに、利用の拡大を図りまして、利用者の増加につ

なげていきたいと考えております。フェンスの方は高さ１０メートル、延長の

方が東西南北で３５３メートル。施工につきましては９月から１１月の２か月

で行ってまいりたいと考えております。 

         以上でございます。 

 

生涯学習課長   １９ページにつきまして、生涯学習課の奥谷が御説明申しあげます。 

         地域協働合校推進費として、７７４万６，０００円でございます。事業の概

要について、平成１０年度から取組を進めてまいりました地域協働合校ですが、

地域で子どもを守り、育てるとの意識は定着してきたものの、人材の固定化な

どの課題もあることから、今般、国、県の補助事業を活用し、事業の活性化を

図ります。具体的には、小学校７校をモデルとして、コーディネーターを配置

し、地域と学校のパイプ役として御活躍いただき、事業や支援者の掘り起こし、

地域のかたの更なる活躍の場の拡大をねらいとしています。多くの地域のかた

にかかわっていただき、また、子どもたちも豊かな学習の場を得ることで、と

もに学び合う生涯学習社会の構築を図ります。以上を平成２７年度予算の説明

とさせていただきます。 

 

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。 

         はい、お願いします。 

 

谷川 委員    ５ページの財産区の予算ですが、極端に言って、この財産区っていうのは、

どうなんですかね。昔、野村のグラウンドを借りてたりとか、ああいうのは全

部財産区だったと思うんですけど。 
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教育部副部長   市内に幾つか財産区がございまして、地元が従来お持ちをいただいていたも 

（総括）    のがベースになっておるんですが、その中で、毎年繰り出し金で地域のために

公共事業をしていただいておるものがございまして、それは年によりまして、

例えば地元の池のフェンスを直すとか、あるいはまた、場合によっては集会所

も直すとか、繰り出し金がそういった事業が多ければこの会計は膨らみますし、

今年は事業をあまり地元の方でしないということになりますと、事業規模が小

さくなってまいります。ですから、地元の意向によりまして、予算規模は大き

く変動してくるものでございまして、委員がおっしゃっていただきましたよう

に、野村の財産区から野村グラウンドは借用をして、市でスポーツ振興に活用

しているところでございまして、そういった地元のものの財産で特別会計を設

置をしているところでございます。 

 

教育部長     財産区財産というのは、本来は地元のお金なんですが、これは全部市のもの

に一旦しまして、市の会計に放り込む形になっています。市で管理する。ただ、

事業として使われるのは、地域のために使う場合はそれはオーケーです。だか

ら、一旦、このお金を使われる場合は、市の会計を通して、事業として地域の

いろいろな事業に使っていただくという形で、その町ごとの財産区を持ってお

られるところの使いかたによって、増えたり減ったり、年度によっては変わっ

てしまうということですね。 

 

教育部副部長   地元の財産区で基金で持っていただいているのは１９財産区ございまして、 

（総括）    基金で持ってもらっているもので、そこから、先ほど申しましたように、何か

しようと思うと繰り出しでお金を出して事業をされるというシステムになって

いまして、もともとは地元のため池でありますとか、地元のお墓でありますと

か、そういったものがベースになっていまして、ため池を埋めますとキャッシ

ュになりますので、そのキャッシュを基金で持ってもらっている。それが地方

自治法の改正によりまして、特別地方公共団体の扱いになっていまして、一応

管理者は草津市長名義になっている。草津市長名義になっているものの、実態

は地元のためのものだというふうな歴史を踏まえて、一応市で管理をさせてい

ただいていると、そういう状況でございます。 

 

教育部長     地元のお金ですから、要は一杯飲みとかそういうことには使えない。あくま

でも地元の事業として還元されると。 

 

谷川委員     あまり今回は、２７年度は、ないという。 
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教育部長     そうです。 

 

村山委員長    よろしいですか。ほかにございませんか。 

 

麻植委員     予算の事柄なので、ちょっと細かくお金の部分をちょっと訪ねてみたいなと

思っています。 

         ８ページの、ダンスの講師だとか、スポーツトレーナーの講師料の基準とい

うのはどこにあるのかと、大体どれぐらいの講師料とか、ＩＣＴの支援員さん

もきっとそうなんでしょうけども、学校に入られるかたがたのそういう基準と

いうのはあって、もし額がわかるのであれば教えていただきたいなというのが

あります。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         ８ページの、小中学校の予算の関係でございますが、小学校の方は、ダンス

の講師ということでお願いをしたいと思っております。中学校の方はスポーツ

トレーナーということで、それぞれ予算計上しておりますが、基準につきまし

ては一応一定の予算の見積の中で担当の総務部の方から、大学の先生ですと幾

らとかっていうような形ですとか、一定の示される部分があるんですけれども、

具体的にこちらの方でお願いします講師の先生がたと事前に調整をしながら予

算を計上しておるような状況でございまして、具体的にはこの小中学校の講師

の先生につきましては、ダンスの先生とスポーツドクターのかたが３万円を計

上しております。スポーツトレーナーのかたが１万円というような形になって

います。 

 

麻植委員     これは１回ですか。例えば授業数とかがありますよね。１日何回のコマを持

たれるとかできっと変わってくるかなと思うのですが、それは。 

 

スポーツ保健課長   今、申しあげましたのは、１回でございます。 

         小学校の方は、回数的に申しあげますと、一応今後また調整しないといけな

いと思っておるんですが、５年生、６年生を対象に、１３の全小学校で行いた

いと思っております。それから、中学校の方は、１年生から３年生まで、全６

中学校で行いたいと思っておりまして、それぞれに行っていただく１回の費用

が今の費用で、かける回数という形で計上しております。 

 

麻植委員     そしたら、予算内でその回数が決まってくるみたいな。予算が決まってるか
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ら回数が決まってくるみたいな感じですかね。はい、わかりました。 

         そしたら、次の、お聞きしてもよろしいですか。９ページの、いじめ防止対

策推進費のページなんですけども、ここでちょっと２点質問したいなと思って

います。 

         学校の実態に応じてという文言がありますが、この判断というのはどなたが

されるのか。例えば、いじめ問題対策連絡協議会が設けられますから、そこな

のか、例えば校長が判断なのかという、実態に応じてという部分が一つと、あ

とこのいじめ等問題行動対策アドバイザーを派遣しますとありますが、このア

ドバイザーの先ほど専門家というふうな形でおっしゃっていましたけれども、

これはこの資格なり、そういう規定、基準みたいなものがあるのかどうかをち

ょっとお聞きしたいのですが。 

 

学校教育課長   委員長。学校教育課中瀬でございます。 

         まず、学校の実態に応じてというふうに書いてあるところですが、それは、

この目的効果の下から２行目のことですかね。 

 

麻植委員     そうですね。今、主の内容のところでまず見たんですが、学校の実態に応じ

て、いじめ等問題行動対策アドバイザーを派遣しますと書いてありますので、

ここのところの部分なんですが。 

 

学校教育課長   すみません。それにつきましては、判断をいたしますのは市の教育委員会と

いいますか、学校教育課で判断をしたいというふうに思っています。判断の基

準になりますのは、当然学校の方からのいわゆる依頼もありますし、教育委員

会の事務局の職員が学校訪問をして、現状を見た中で決定をしていきたいと、

このように考えています。 

         それから、アドバイザーさんの謝金といいますか。 

 

麻植委員     資格というか。 

 

学校教育課長   資格ですか。すみません。資格につきましては、これは実は、ここには表れ

てませんけども、２種類のかたがいらっしゃいまして、一人は、ですからいわ

ゆる心理であるとか福祉であるとかの専門家さんを想定をしています。ですの

で、社会福祉士でありますとか、精神保健福祉士でありますとか、臨床心理士

でありますとか、そういうかたがたを想定しているのが一つ。もう一つの専門

家というのは、青尐年の健全育成ということで、資格ということではございま

せんが、例えば尐年センターの相談員なり支援員を経験しておられるかた、あ
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るいは県警のサポートセンターのそういうふうな支援員等を経験されているか

たを想定しております。 

 

麻植委員     そうしたら、おのずと謝金も変わってくるということですね。資格を持って

おられるかたとそうでないかたは。そういうのも想定が決まっているという形

ですか。 

 

学校教育課長   決まっているとは。 

 

麻植委員     今、社会福祉士、臨床心理士という形のかたを派遣する場合と、その青尐年

に関する場合というのは、資格というものではなく、職業的なものとか経験値

だったりとかするので、そこもおのずと派遣する場合に謝金は変わってくるで

しょうし、基準があるというふうに思えばよろしいですか。 

 

学校教育課長   はい。当然こちらの方で積算していますのは、先ほど申しました、いわゆる

心理や福祉の専門家、資格を持っておられるかたについては１時間５，０００

円。これは、県の方でそういうふうな専門家を雇われる際の謝金を参酌してい

ます。それから、健全育成のそういう職業に就かれたかた、いわゆる経験者で

すね、そのかたにつきましては１時間１，５００円。これにつきましても、県

の方で教員ＯＢやそれから警官ＯＢのかたがそういうふうな非常勤の役職で回

られている報酬を参酌いたしまして、１，５００円というのを算出しておりま

す。 

 

麻植委員    ありがとうございます。 

         もう一ついいですか。ここのところでは、最後に、１９ページなんですが、

コーディネーターの派遣というものが書いてあるんですけども、コーディネー

ターさんはどういうふうな形で、ここも私は、コーディネーターというのは、

コーディネーターの持ってらっしゃるスキルによって、本当にコーディネータ

ーのある能力でいろんなものが変わってくると思うんですけども、どういう形

で選定されているのか。例えば、教員であればその教員の教育力が向上すると

かいう形での策もとっておられますが、そのコーディネーターさんに対するそ

ういう対策はされているのかとか、そこをちょっとお聞きしたいと思います。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。 

今、御質問がありましたコーディネーターの資格等でよろしいでしょうか。 
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麻植委員     はい。 

 

生涯学習課長   資格というよりも、どちらかというと地域のかたと学校をつなぐ役割ですの

で、地域のかたに精通しているかたがいいかなと考えております。より一人で

も多くのかたに協力をいただきたいので、どちらかというと、本当にネットワ

ークのあるかたというところを考えております。そういったところで、今も既

に進めておりますので、学校で協力いただいているかたも中心に選んでいただ

くというふうな形で、あえてその資格等は設けてはいませんが、国の方で考え

ているのは、例えば教員のＯＢさんであったりとか、ＰＴＡの方であったりと

かございますが、地域で活躍いただいているかたが御参入いただけるんじゃな

いかなと思っています。 

         また、そのコーディネーターの質を高めるためにはどうしていくのかという

ことですが、やはりおっしゃっていただいているように、このかたの力量で成

果というのは変わってくるかなと思っています。教育委員会のかたで研修会を

設けまして、もちろん研修、県のかたからいろいろ話を聞きましたりとか、あ

と、情報交換をしていって、７校のコーディネーターが集まりまして、どうい

う事業を任せているかというところでいろんな知恵を出し合っていただきたい

なと考えています。 

         学校は大人の最高の活躍の場であるかなと思っております。今回、学校に置

く意味は、やはり学校現場を見て、こういったところで大人の支援、協力体制

ができないかなとか、そういうところの視点を持ちながら、コーディネーター

のかたにいろいろ工夫していただけたらなと考えております。 

 

麻植委員     ありがとうございます。公民館とか市民センターにコーディネーターさんが

おられるんですけども、学校に入ってくださるというのはとても画期的だなと

思っているので、人と人をつなぐこともすごく大事な要素ではありますが、更

に内容の充実したものを組み立てていっていただけたらなと、とても期待して

いる部分なので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 

村山委員長    それは、そうしたら今、もう選考というか人選はまだ。 

 

生涯学習課長   これからになります。 

 

村山委員長    基本的には、でも、今後とかそういうのではなくて、ある程度ちょっと目星

をつけてというかなんとか。そういうことですね。 
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生涯学習課長   そうですね。 

 

村山委員長    実情を見て、ふさわしいかたをこちらからちょっと選んで、追いかけさせて

もらうという、そういう形なんですかね。 

 

生涯学習課長   一応そういうイメージです。また、あえてこれ、一人とも決まっておりませ

んので、例えばそれが二人おられたら、こちら金額を書かせていただいていま

すとおり、４０万円が上限になっていますので、そういった中で二人であった

り、そちらの学校の事情によって組み込んでいただけたらなと考えています。 

 

教育部長     常駐いただくわけではないんです。だからいろんな学校行事だとかいろんな

課題に対して地域の支援を求めていくっていうときに、地域のボランティアで

動いていただくというよりも、その人が中心になってそういうボランティアと

か、活動いただくかたを呼び込んでいただいて、一緒になってやってもらうと

いうような形を想定しますので、それは二人のかたが協力いただいてそういう

形で動いていただいても、謝金は払いましょうという形で考えております。今

のところはそれが受け入れられる地域と、まだまだそうはなっていない地域が

ありますので、そういう意味では来年度、１３学区あります中で７校で、その

次の年は１４学校区になりますので、できたら１４学校全部そういう形で結ん

でいきたい。あくまでも地域と学校の協力体制を広げていこうという取組をし

ていくという形です。 

 

村山委員長    はい。期待したいところですね。 

 

杉江委員     学校からの要求というか要望というか、そういったものもやっぱりあるかな

と思うんですよね。求めたいものと何か言ってくださるかたとのマッチみたい

な感じ。 

 

教育部長     現実的に今、この地域協働合校は学校側の、学校の先生が大分に担ってきて、

そのことで学校の先生も大分教育というよりも手をとられてましたから、しっ

かりとこういうかたを置くことで、学校の先生の役割もちゃんと保証しながら、

地域と結んでいこうという流れになってきますので、かなり積極的な地域はど

んどん出てきてくれる可能性もあるかなと思うんです。 

 

村山委員長    はい。よろしいでしょうか。 
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         それでは、議第１号および第２号は、「意見なし」として市長に回答するこ

とといたします。 

         次に、「議第３号草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案に対する

意見を市長に申し出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。 

         事務局の説明をお願いします。 

 

学校教育課長   議第３号草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案に対する意見を市

長に申し出る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３９ページから４１ページ、並びに４４ページの図を御覧ください。

本市では、いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成２６年１１月に草津市い

じめ防止基本方針を策定いたしました。今回の市附属機関設置条例の一部改正

は、このいじめ防止対策推進法および草津市いじめ防止基本法針の規定にのっ

とり、重大事態発生の際、教育委員会が調査を行う機関としての草津市立学校

いじめ問題調査委員会並びに市が再調査を行う機関としての、草津市いじめ再

調査委員会を設置するための根拠条例とするためのものでございます。 

         併せまして、４２ページの新旧対照表を御覧ください。別表第１の「草津市

入札監視委員会」の後に、「草津市いじめ再調査委員会」を挿入いたしました。

担当事務は、いじめ防止対策推進法第３０条第２項に規定する同法第２８条第

１項の規定による調査の結果についての調査に関する事務とし、定員を５名以

内としております。また、別表第２、「草津市障害児就学指導委員会」の後に、

「草津市立学校いじめ問題調査委員会」を挿入いたしました。担当事務は、草

津市いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等のための施策を推進およびいじ

め防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態についての調査に関する

事務とし、定員は５名以内。本改正条例の施行期日は平成２７年４月１日とし

ております。なお、所掌事務の所管につきましては、組織の性質から、草津市

立学校いじめ問題調査委員会は学校教育課が、草津市いじめ再調査委員会につ

きましては、市長部局の総務課が担当することを申し伝えます。 

         以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう、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。よろ

しいですか。 

         意見はないようですので、議第３号については、「意見なし」として市長に

回答することといたします。 

         次に、「議第４号草津市行政手続条例の一部を改正する条例案に対する意見
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を市長に申し出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。 

 

教育総務課長   議第４号草津市行政手続条例の一部を改正する条例案に対する意見を市長に

申し出るにつき議決を求めることについて、教育総務課の山本が御説明申しあ

げます。 

         議案書の４５ページから５８ページまでとなっております。お開きいただき

たいと思います。 

         このたび、国民の権利、利益の一層の充実を図るため、行政手続法が改正さ

れることに伴いまして、本市においてもその趣旨にのっとり、次の３点につい

て改正を行うものでございます。まず、その概要について説明をさせていただ

きます。 

         まず１点目でございます。行政指導の根拠の明示を行いまして、権限を乱用

した行政指導を防止するものでございます。 

         ２点目は、行政指導の相手がたに対して、行政指導の中止等の求めを創設し、

行政指導による不利益を受けるものに対し、救済の手段を確保するものでござ

います。 

         ３点目は、庶務等の求めを創設し、法令違反があった場合に、市に対してそ

の旨を申し出て、処分または行政指導することを求めることができるとするも

のでございます。 

         ５０ページをお開きいただきたいと思います。こちらには新旧対照表がござ

いますので、これに基づいて説明をさせていただきます。新旧対照表の５０ペ

ージ、５１ページを御覧いただきたいと思います。 

         まず最初に目次でございます。第５章に、処分等の求めを規定しております。

このための変更ということで、「第５章、第６章」の旧条例が、それぞれ「第

６章、第７章」に変更となります。 

         そして次に、第２条第２号でございます。ここについては、引用条例の全部

改正に伴いまして、条例番号の変更を行うとともに、条例の略称規定を設ける

ものでございます。「平成１１年滋賀県条例第４８号」とあったものが、新条

例では、「平成１８年滋賀県条例第７１号」というふうに変更となっておりま

す。その下には、略称規定が追加となっております。 

         次に、第２条第５号、第３条第７号および第８条並びに第３条第３項につき

ましては、常用漢字の変更に伴いまして、「名宛人」と「関わる」という文字

についての改正をしております。 

         また、第３条の適用除外の規定でございます。これにつきましては、第５章

に処分等の求めが規定されたことに伴い、改正をするものでございます。 
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         ５２ページ、５３ページを御覧ください。第１２条、第１３条、第１４条、

第２１条および第２７条につきましても、先ほどと同様に常用漢字の変更に伴

い、「名宛人」について改正を行います。 

         おめくりいただきまして、５４ページ、５５ページを御覧ください。第２８

条でございます。第２８条につきましては、第１７条第１項の引用に誤りがあ

ったということで、今回改正を行うものでございます。 

         次に、第３１条につきましては、略称規定を使用する条文を指定するもので

ございます。 

         次に、第３２条第２項につきましては、先ほどの概要説明の１点目に御説明

させていただいたとおり、行政指導の根拠の明示についての規定でございます。 

         次に、第３２条第３項につきましては、２項が追加されたことに伴う改正で

あり、第４項の改正については、平成１４年の行政手続法の改正に伴う改正で

ございます。 

         次に、第３４条につきましては、概要説明の先ほど２点目に御説明させてい

ただいた行政指導の中止等の求めについての規定となっております。 

         １枚おめくりいただきまして、５６ページ、５７ページを御覧いただきたい

と思います。第３６条につきましては、概要説明の３点目に御説明させていた

だいた処分等の求めについての規定を追加するものでございまして、このこと

により、第６章以下について、条ずれの解消を行うものでございます。なお、

附則のとおり、この条例の施行期日は平成２７年４月１日としております。 

         以上で、第４号の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

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。 

         意見もないようですので、議第４号については、「意見なし」として市長に

回答することといたします。 

         次に、「議第５号草津市職員定数条例等の一部を改正する条例案に対する意

見を市長に申し出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。 

         事務局の説明をお願いします。 

 

教育総務課長   議第５号草津市職員定数条例等の一部を改正する条例案に対する意見を市長

に申し出るにつき議決を求めることについて、教育総務課の山本が御説明申し

あげます。 

         議案書の５９ページから６５ページまででございます。 

         このたび、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、平成２７

年４月１日に施行されることとなりますが、新たな教育委員会制度では、教育
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委員長と教育長を一本化した新たな教育長を置くとともに、委員長の職を廃止

し、責任体制の明確化を図るとしております。このため、関連する条例である

「草津市職員定数条例」、「草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例」、そして、「草津市教育委員会教育長の給与、勤務時間

その他の勤務条件に関する条例」の以上の三つの条例について、今回改正しよ

うとするものでございます。具体的には、新旧対照表により御説明申しあげま

すので、よろしくお願いいたします。 

         ６３ページをお開きいただきたいと思います。まず最初に、６３ページの草

津市職員定数条例の一部改正でございますが、現行の教育長につきましては、

教育委員としての特別職の立場と教育長としての一般職の立場を合わせて有し

ておりましたが、今回の改正で教育委員長と教育長を一本化して新たな教育長

を特別職と位置づけることとなりますことから、教育長を一般職と位置づけて

おります本条例を改正するものでございます。 

         具体的には、第１条の３行目を見ていただきますと、「各機関に常時勤務す

る一般職の職員（教育長）」とございます。これを新条例では、「（教育

長）」の文字を削除させていただきます。 

         １枚おめくりいただきまして、６４ページの草津市特別職の職員で、非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございますが、先ほども

申しあげましたが、今回の法改正で、教育委員会委員長の職が廃止されること

となりますことから、本条例の別表の中の教育委員会委員長の報酬規定の欄で

すね、「月額５万５，５００円」と書いておりますが、この部分を削除するも

のでございます。 

         ６５ページを見ていただきたいと思います。こちらは、草津市教育員会教育

長の給与、職務時間その他の勤務条件の一部に関する条例の一部改正でござい

まして、現行の教育長につきましては、教育公務員特例法第１６条第２項に、

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について、ほかの一般職に属する地

方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定めると規定されておりまし

たが、今回の改正により、教育長は特別職となりますことから、一般職である

ことを前提としたこの規定が削除されたところでございます。このため、条例

の名称を「草津市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例」から「草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例」に改めまして、

また第１条の条例の根拠規定を「教育公務員特例法第１６条第２項」から「地

方自治法第２０４条第３項」に変更し、「給与、勤務時間その他の勤務条件に

関し必要な事項を定める」とあったところを、新条例では「給与及び旅費につ

いて必要な事項を定める」と変更させていただきます。 

         また、第５条の中の、他の一般職に変更し、第６条の勤務時間その他の勤務
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条件の規定につきましては、本条例から削除させていただくことといたします。

なお、附則のとおり、本条例の施行日は、平成２７月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。 

         意見もないようですので、議第５号については、「意見なし」として市長に

回答することといたします。 

         次に、「議第６号草津市長および副市長の給与等に関する条例等の一部を改

正する条例案に対する意見を市長に申し出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。 

         事務局から説明をお願いします。 

 

教育総務課長   議第６号草津市長および副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条

例案に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて、教育総

務課の山本が御説明申しあげます。 

         議案書の６６ページから６９ページをお開きいただきたいと思います。 

         このたびの条例改正は、草津市議員報酬及び特別職給料審議会の答申に基づ

き、また、国においては特別職の職員の給与に関する法律が改正され、平成２

７年４月１日に施行されることを受けまして、教育長の給与を２％引きさげる

というものでございます。具体的には、６９ページの新旧対照表、第３条に記

載のとおりでございます。なお、本条例の施行日は、平成２７年４月１日とし

ております。 

         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。 

         意見もないようですので、議第６号については、「意見なし」として市長に

回答することといたします。 

         次に、「議第７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

する条例案に対する意見を市長に申し出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。 

 

教育総務課長   議第７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条例

案に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて、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７０ページから７２ページをお開きいただきたいと思います。本条

例につきましても、先ほどの第５号と同様に、地方教育行政の組織および運営

に関する法律の改正に伴い、条例を新設するものでございます。新たな教育委

員会制度では、教育長は一般職から常勤の特別職に変更となりますが、改正法

では第１１条第５号の規定で、職務専念義務が課されますことから、本条例に

より職務専念義務を免除することができる場合について規定するものでござい

ます。 

         ７２ページを御覧いただきますと、第１条には、条例の目的である、教育長

の職務に専念する義務の特例を定める旨を、第２条には、職務に専念する義務

を免除される場合について規定しております。なお、附則にありますとおり、

本条例の施行日は、平成２７年４月１日としております。 

         以上、簡単でございますが、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。 

         意見もないようですので、議第７号については、「意見なし」として市長に

回答することといたします。 

         次に、「議第８号草津市いじめ問題対策連絡協議会設置条例案に対する意見

を市長に申し出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。 

 

学校教育課長   議第８号草津市いじめ問題対策連絡協議会設置条例案に対する意見を市長に

申し出るにつき議決を求めることにつきまして、学校教育課中瀬が御説明申し

あげます。 

         議案書の７５ページを御覧ください。この条例案につきましては、先ほど議

第３号で御審議いただきました草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例

案と同様、いじめ防止対策推進法第１４条の規定および草津市いじめ防止基本

方針の規定にのっとり、草津市いじめ問題対策連絡協議会を設置いたしますこ

とから、新たに条例として制定するものでございます。 

         ７７ページの資料を御覧ください。これは、いじめ事案が発生した場合の調

査、報告等の流れを示したものでございます。この図の中央上部に、二重線で

囲んだ部分が本条例により設置する市のいじめ問題対策連絡協議会に当たりま

す。この協議会は、組織の性質上、市長の下部組織であります市附属機関に属

さないため、その設置のための条例を新たに制定いたします。協議会の委員に

つきましては、本条例案の第３条において規定しておりますが、市長、教育長

のほか、市長の指名による１５名以内の委員をもって組織し、委員の任期は２

年としております。また、施行期日を平成２７年４月１日としております。 
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        以上、御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。 

 

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    ここは予算の関係もありますので、議第５号も報酬、６号も給与のことがあり

ましたので、ここでも尐しお聞かせ願えたらと思います。 

         第３条の２に、メンバーの１から９までありますが、多分職員まではその仕

事の中でされることだと思うんですが、８の学職経験者が有するものと、その

他市長が必要と求める者というのは、別に依頼されると思いますので、ここの

報酬の基準等々を教えていただければと思います。 

 

学校教育課長   学校教育課中瀬でございます。 

         一応、私どもで積算しておりますのが、先ほど申しましたとおり、このいじ

め防止基本方針に基づく組織の中で、市長部局の総務課が所管する組織もござ

いますので、総務課と相談の上、ここの学識経験者に対する報償金につきまし

ては、１回６，５００円というふうなことで積算をしております。 

 

麻植委員     そうしたら、９番も同じように考えればいいという形でしょうかね。 

 

学校教育課長   ９番ですか。 

 

麻植委員     はい。その他市長が必要と認める者というのは。 

 

学校教育課長   学校教育課中瀬でございます。 

         ここにつきましても、呼ぶかたによるというふうに判断をいただけたらと思

います。例えば、学校の教員を呼ぶ場合でしたら、これは報酬金等は発生しな

いというふうに思いますし、いわゆる専門家といわれるかたを呼ぶ場合でした

ら、その６，５００円というふうな謝金が発生するというふうに考えています。 

 

麻植委員     ありがとうございます。 

 

村山委員長    ほかに、御意見、御質問はございませんか。 

         意見もないようですので、議第８号については、「意見なし」として市長に

回答することといたします。 

         次に、「議第９号平成２６年度草津市一般会計補正予算に対する意見を市長

に申し出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。 
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         事務局の説明をお願いします。 

 

教育総務課長   議第９号平成２６年度草津市一般会計補正予算に対する意見を市長に申し出

るにつき議決を求めることについて、教育総務課の山本から御説明申しあげま

す。 

         議案書の７８ページから８５ページに、議案および補正予算の概要をとりま

とめておりますので、主な概要について御説明申しあげます。 

         ８１ページをお開きいただきたいと思います。先ほど、平成２７年度当初予

算の中でも説明させていただきましたが、先般成立しました国の補正予算の中

の地方創生先行型交付金を対象事業として、１つ目、教育情報化推進費、金額

が４，０６８万円を計上しております。内容としまして、小中学校にＩＣＴ支

援員７名を配置する経費でございまして、平成２７年度に繰越手続させていた

だく予定でございます。 

         次に、その下の、小学校施設維持管理費でございますが、現在、２億８，４

０９万３，０００円を予算措置しておりますうち、小学校体育館と草津小学校

校舎棟の非構造部材改修工事実施設計でございますが、年度内の完了が困難な

ため、限度額１，１２０万円を平成２７年度に繰越手続させていただくという

ことでございます。 

         次に、８１ページの一番下、中学校施設維持管理費でございますが、現在９，

４６１万３，０００円を予算措置しておりますうち、中学校体育館の非構造部

材改修工事実施設計が、先ほどの小学校と同様に、年度内の完了が困難なため、

限度額８４０万円を平成２７年度に繰越手続させていただきます。 

         ８３ページをお開きください。８３ページの一番下、生徒指導推進費、そし

て８４ページの１つ目、体験学習推進費とございます。どちらも、県費の自治

振興交付金の総額の縮小に伴う財源更正と執行残を減額補正するものでござい

ます。 

         なお、そのほかの予算につきましては、説明欄に執行残と書いておりますが、

年度内に事業が完了しました結果、執行残が生じたものを減額するものでござ

いまして、個々の説明については省略させていただきます。 

         以上で、第９号の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

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。 

 

麻植委員     先ほどの、議第１号のところで、ちょっと聞きそびれてしまったので、ちょ

うど一緒に聞けるかなと思いまして、文化財保護課のかたにお尋ねしたいなと
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思っています。 

         これは、補助執行された概要書なんですけども、ここで８３ページの、文化

財保護推進費という項目があがっているのですが、２９ページの今年度の予算

の中の、文化財保護課のあがっている区分の中で、この教育振興基本計画の中

にもありますが、文化・芸術の振興の中で、「文化財の保護と活用を促進す

る」という文言があると思うんですけど、そこの予算というのは、この２７年

度、この２９ページのところにあがっているのか教えてもらいたいのと、もし、

あがっていないのであれば、今年度もまた補助予算のような形で推進費という

のはあげられる予定なのか、ちょっとお尋ねできたらと思うのですが。 

 

文化財保護課長   文化財の活用につきましては、２９ページの方で、文化財といたしましては、

（仮称）歴史伝統館整備推進費１０２万７，０００円、それから、文化財普及

費といたしまして２７万８，０００円と入っております。その中で、新しい事

業ではございませんけれども、歴史伝統館の方で、今まで草津市が所蔵してお

ります歴史料並びに埋蔵文化財の考古資料などを展示、公開するという形での

普及啓発並びに史料の活用ということで、草津市歴史料コレクション展を開催

しております。その分が今の一応歴史伝統館整備推進の中に含まれております。 

         それから、文化財普及啓発費の中では、毎年これも行っている中になります

けれども、「草津の古代を掘る」という形で、文化財で調査しました概要につ

きまして皆様がたに普及啓発していくという事業がございまして、その費用が

見込まれております。 

 

麻植委員    ありがとうございます。 

 

村山委員長    ほかに、御意見、御質問等はございませんか。 

         意見もないようですので、議第９号につきましては、「意見なし」として市

長に回答することといたします。 

         次に、本日追加で提案がありました「議第１０号草津市教育委員会委員の辞

職につき同意を求めることについて」でございますが、当議案につきましては、

人事案件でありますことから、会議を公開しないこととすべきであると思いま

す。 

         「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１３条６項では、「教育委

員会の会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委

員長または委員の発議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決したとき

は、これを公開しないことができる」となっておりますので、この規定に基づ

きお諮りしたいと思います。 
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         本会議を公開しないこととすることについて、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

村山委員長    では、異議なしと認めます。 

         よって、本会議は公開しないことといたします。 

         また、本会議を公開しないことが決定されましたので、教育委員会会議規則

第１７条第１項ただし書きおよび第２０条第３項ただし書きの規定により、

「会議を傍聴できないこと」とし、「会議録は公表しないこと」といたします。 

         なお、当議案につきましては、報告事項の終了後に審議を行うことといたし

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。 

 

子ども・子育て推進室長   子ども・子育て推進室の西でございます。 

         私のかたから、今年度策定を進めております草津市子ども・子育て支援事業

計画および草津市幼保一体化計画のパブリックコメントの実施結果について御

報告申しあげます。 

         報告事項の２ページをお開きいただきたいと思います。まず、草津市子ど

も・子育て支援事業計画についてでございます。パブリックコメントを平成２

６年１２月１７日から２７年１月１６日まで実施させていただきまして、意見

の提出者数ということで、３人のかたから１６件の意見を頂戴いたしました。 

         意見の内容でございます。３ページを御覧ください。まず、１番でございま

すが、子どもたちがたくましく育つことのできる環境づくりということで、草

津市の自然、公園を生かした外遊びの推進についての御要望でございます。ま

た、就学前の教育、保育ということで、２番でございますが、待機児童解消と

３歳児幼児教育の実施についての御要望をいただきました。いずれも、「実施

段階でそれぞれ意見も考慮して実施をさせていきたい」というふうにお答えを

させていただきたいと考えています。 

         ３番、４番、５番についても、同じく待機児童解消と３歳児幼児教育の実施

についての御要望でございますので、同じように回答をさせていただきたいと

考えています。 
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         次に、６番以降でございます。障害のある子どもへの支援の充実ということ

で、１１件の意見をいただいております。こちらは、下線部分について、「拡

充」でありますとか、「評価」等の表現に変更をしてはいかがかといった御意

見でございます。こちらにつきましては、計画案の中で、それぞれ「確保」、

「支援」、「充実」といった文言を記載しておりますが、そういった部分の中

に含まれているというふうに考えておりますので、その旨お返事をさせていた

だきたいと思っています。 

         なお、このうち、パブリックコメントの御意見をいただいたことにより、一

部計画書を修正させていただいました部分がございます。新旧対照表７ページ

を御覧いただきたいと思います。まず、１９ページと書いております１番目で

すけれども、発達支援センターの相談等の状況につきまして、変更をさせてい

ただいております。別紙９ページなんですけれども、まずここに、発達支援セ

ンターの相談等の件数ということで、表を記載しておりました。表の中身が非

常に見にくいということの御意見もございましたので、数字的には変わってお

りませんが、表の表しかたを変更させていただいております。また、そちらか

ら求めます考察について、非常に読み取りにくいといった御意見もいただいて

おります関係で、考察の中では、「特に平成２４年度以降は、発達検査に関す

る件数が増加しております」としておりましたものを、右側変更後、アンダー

ラインの部分でございますが、「相談等の状況としては、新規相談は顕著に増

加していないものの、継続しての家族相談等が多くなっており、特に発達検査

や幼保連携に関する相談がふえています」といった文言に変更させていただき

ました。 

         次に、３７ページの欄でございますが、子どもの権利と安全を守るための課

題ということで、黒い点の３つ目でございます。「支援が必要な子どもの早期

発見・早期対応」とございました。どちらも「支援が必要な子ども」というの

がわかりにくいといった御意見でございます。こちらについては、わかりやす

く、「障害や児童虐待等、支援が必要な子ども」というふうに形容をつけさせ

ていただきました。 

         次に、１０５ページでございますが、施設の障害のある子どもへの支援の充

実ということで、施策の目的の中の２番、「障害のある子どもの地域での活動

の場の確保と充実を目指します」という表記でございましたが、こちらを「確

保と充実を図ります」といった表現に修正をさせていただきたいと考えており

ます。 

         次に、１０６ページでございます。こちらでは、「幼保において、支援員や

コーディネーターの増加が必要ではないか」そういった文言の追加をしてはど

うかといった御意見をいただきました。こちらにつきましても、御意見を参考



 

30 

 

に、「コーディネーターや支援員等による特別支援教育の推進に努めるととも

に」といった文言を追加させていただきました。 

         最後に、１０７ページの部分でございます。障害のある子どもへの支援の充

実のベンチマークでございますが、平成２７年度から２９年度までの数字が同

じであるということで御指摘をいただきました。まず、この変更前の表の「延

べ日数／月」と書いてございますが、こちらは「延べ日数／年」の間違いでご

ざいまして、この部分の修正と合わせまして、２７年度以降新たなニーズを見

込みながら、利用者数をふやした形での計画とさせていただきました。なお、

表記につきましては、第４期障害福祉計画と合わせた形での表示となっており

ます。 

         なお、１０ページから１３ページまでにつきましては、子ども・子育て支援

事業計画の概要版でございます。前回お示しをさせていただいたものと同じで

ございますが、また参考までに御覧いただきたいと思います。 

         次に、１４ページ。草津市幼保一体化推進計画についてのパブリックコメン

ト実施結果でございます。先ほどと同じく、１２月１７日から１月１６日まで

の期間、パブリックコメントを実施いたしまして、１１人のかたから５８件の

御意見をいただきました。 

         内容でございます。１５ページ以降になるんですけれども、まず１番目。新

制度については、増税が先延ばしとなった中で施策に影響はないのかといった

御質問でございます。こちらは、国、地方合わせて０．５兆円程度が改めて確

保されているということで、市町村での事業実施に大きな影響はないと認識を

しております。なお、確保されました財源については、消費税増税分以外の財

源が含まれているということが予想されますので、計画書の本文、消費税引き

あげによる増税分等ということで、新旧対照表を御覧いただきますと、２０ペ

ージでございます。「等」というところを追加で記入をさせていただきました。 

         １５ページへお戻りいただきたいんですけれども、２番目、待機児童解消に

ついて、幼保一体化が待機児童の解消になるのかといった御質問でございます。

幼保一体化の推進だけで待機児童の解消になるものではないと考えております。

待機児童の解消のためには、そのほか、施設整備などと合わせて実施をしてい

きたいと考えておりますので、こちらについても新旧対照表ですね、「加えて

小規模保育施設の低年齢児の待機児童解消施策と連携を図りながら」といった

文言を追加させていただきました。 

         次に、３番以降、３年保育についてであったり、民間の力の活用について、

預かり保育について等々、ここから以降につきましては、今後計画を進めてい

く段階で、運営、保育に対する御質問、御要望をいただいた部分でございます。

こちらにつきましては、運営等の具体的な内容について、今後、現在も開始を
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しておりますが、モデル園検討会、こちらの方で検討を進めていくところでご

ざいます。従いまして、いただきました御意見も参考に今後検討を進めてまい

りたいというふうにさせていただいております。また、検討内容等につきまし

ても、保護者のかたへの丁寧な説明を進めていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

         次に、２１ページから２４ページなんですけれども、こちらも先ほどと同様、

幼保一体化推進計画の概要版ということでございまして、前回お示しをさせて

いただいたものでございます。参考までに御覧をいただきたいと思います。な

お、最終計画書につきましては、３月末ごろをめどに皆様かたに改めましてお

配りをさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

申しあげます。 

         以上でございます。 

 

教育総務課長   続きまして、報告事項２。寄付受け入れ報告について、教育総務課の山本が

御説明申しあげます。 

         まず最初に、国連生物多様性の１０年日本委員会様から、コンパクトデジタ

ルカメラを渋川小学校に、草津市老人クラブ連絡委員会様から、車いすを山田

小学校に、草津市立志津幼稚園ＰＴＡ様から、ビデオカメラほか６点を志津幼

稚園にそれぞれ御寄付いただいましたので、御報告とさせていただきます。 

         以上です。 

 

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。 

 

杉江委員     すみません、パブリックコメントの事業計画案と、それから幼保一体化推進

計画との範囲でパブコメの回答が出たわけですけど、これはどのような形でこ

れから公表、それから周知ということをされていかれるのかなということ、ち

ょっと計画をお聞かせいただけるとありがたいなと思います。 

 

子ども・子育て推進室長   子ども・子育て推進室の西でございます。 

         パブコメの結果につきましては、ホームページ、それから広報、そして各市

民センター、パブコメを置かせていただきました部分がございますが、市民セ

ンター等に配置をさせていただいて、公表をさせていただきたいというふうに

考えております。 

 

杉江委員     もう一つ、すみません。これは意見でございますが、平成２８年度から幼保

一体化のモデル園がスタートするということで、パブリックコメントにも大変
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本数が多く、多岐にわたる意見が出されているように理解をいたしました。そ

の中で、やっぱり保育の内容、教育の内容の検討、それからカリキュラムの作

成と同時に、保護者への周知とか理解というのが最も重要になってくるのでは

ないかなというふうに思っておりますので、緻密に丁寧に進めていただけます

ように、御努力をお願いしたいというふうに思います。 

         以上です。 

 

子ども・子育て推進室長   よろしいでしょうか。子ども・子育て推進室の西です。 

         先ほど、１点御説明が漏れておりましたが、このパブリックコメントを実施

いたします前に、幼稚園、保育園の保護者のかた、公、私立全ての保護者のか

たに文章、概要版をお渡しいたしました。それと、公立保育所、それから幼稚

園、御希望いただきました保護者会のかたへは、現場へ向かいまして御説明を

させていただきました。そういったこともあって、パブリックコメントの御意

見が非常にたくさんいただけたのかなというふうに考えています。当日、説明

会でアンケート調査をさせていただいたんですけれども、アンケートの結果、

多くのかた、半数以上のかたが今回の説明会で理解ができたといったような回

答をいただいておりましたので、非常によかったのかなと思っています。今後

もそういった御要望があります部分については、こちらも丁寧に御説明をして

いきたいというふうに考えています。 

 

村山委員長    実際、何か所ぐらい、そういう説明っていうのは実際に行かれているんでし

ょうか。 

 

子ども・子育て推進室長   公立保育所６か所、それと笠縫東幼稚園では、在園児のかたと３歳児のか

た、モデル園になるんですけれども、２８年度からモデル園としてスタートし

ますので、笠縫東では在園児のかたと、今度新たに入られます３歳児のかたを

対象に、２回説明会をさせていただきました。 

 

村山委員長    保育所のかたが今のところ、そういう説明会にニーズというのか、多いとい

うことですか。 

 

子ども・子育て推進室長   はい。２８年度からスタートするんですけれども、やはり保育所はゼロ歳

のかたから在園児さんがいらっしゃいますので、対象者が多くなってきますし、

幼稚園は今４歳、５歳の２年保育ですので、２８年といいますと卒業されてし

まうかたもいらっしゃいますので、やはりなかなかそういう意味で保育園のか

たが多かったのかなというふうに思っています。 
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村山委員長    またこれから、よりそこの部分も力を入れていっていただくということです

ね。 

         他に何か御意見等ございませんか。 

 

麻植委員     先ほどちょっと聞き忘れた点が１点ありますので、付議事項の第１項１号な

んですけども、２８ページの図書の関係のところをちょっとお伺いしたいなと

思っています。 

         新たな図書を、先ほどもＩＣタグをつけるのでっていうふうに冊数も言って

くださったのですが、購入費というのは、この表の中でどこを見させていただ

ければ新しい図書の購入費に充てる額になりますでしょうか。 

 

教育部副部長   図書館石田でございます。 

（図書館担当）  この右側の説明欄には、図書の項目がございませんのですけれども。左の１

８番、備品購入費ですね。図書は一応備品という形で計上させていただいてお

りますので、２，５１３万４，０００円の大半が図書と。雑誌につきましては、

その上の１１番の需要費ですね。ここの消耗品費という項目があるんですけれ

ども、それで雑誌、新聞等を買わせていただいておりまして、両館合わせます

と、備品と消耗品を合わせますと３，０００万余りということで、２６年度と

ほぼ同額というような状況です。 

 

麻植委員     もう一つお伺いしてよろしいですか。 

         人口当たりの図書費というのは、近隣、全国区でもいいんですけども、どの

ような感じなのかなということと、もう１点。今年度から３０年度にかけてＩ

Ｃタグに力を入れられると思うんですけど、英語教育が今すごく着目されてい

ますので、外国もののそういう図書の充実っていうのはどんなふうにお考えな

のかなというのをちょっとお聞かせ願えたらと思います。 

 

教育部副部長   図書の予算につきましては、日本図書館協会っていうんですか、そちらの方 

（図書館担当） が、人口規模によりましてその望ましい基準というのを設けておりまして、草

津の場合は人口１０万から１５万の間で、全国で１０８市ほどあるんですけど、

そのうちの貸し出し実績につきましては全国６位ぐらいで、絶えずベスト１０

までに入っている実績はございますけれども、その実績に比べますと、その図

書の購入費っていうのが若干上位の貸し出し館に比べますとちょっと弱いとい

いますか、尐ないというところがございますので、今年も更に、先ほど言われ

ました外国図書も含めた図書の充実ということで、要求は更に増やしてはいた
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んですけど、実質的な部分で、そのＩＣタグの予算をどちらかというよりは優

先したいということで、２８年度以降新たにもう一度、図書の資料の予算の充

実に努めて、要求していきたいというふうには考えています。 

 

麻植委員     ありがとうございました。 

         今日の定例会を聞かせてもらって、報酬の部分とかいろいろ聞かせてもらっ

た中で、県のものを基準にしているとか、そういうお伺いをさせてもらってる

中で、振り返ると、このダンスの講師とかトレーナーの講師のかたの値段の出

しかた、設定等がちょっと、もう尐しバランスというか、いろんなことを鑑み

て出していただけたらありがたいなと。先ほど、小学校ですと１日ダンスの講

師とスポーツトレーナーも３万という形でおっしゃっていたので、そこもほか

の部分とバランスをとってくださるとうれしいなと、いいのではないかなと感

じました。 

 

村山委員長    他に何かございませんか。よろしいでしょうか。 

         特にないようでしたら、「報告事項」につきましては、以上で終わらせてい

ただきます。 

         

 

         ― 以下、非公開 ― 

 

 

村山委員長    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。 

         それでは、これをもちまして、２月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は、３月２６日（木）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７時４９分 

 

 

 


