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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５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、５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、「４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 ― 

 

馬場委員長    異議がないようですので、４月定例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。 

         １年で最もさわやかな季節になりました。緑の美しさに、自然のすばらしさ

を実感するこのごろです。学校でも、田植えやサツマイモ、また市の花であり

ます、あおばなの苗植えなど、自然にふれるような体験学習が行われておりま

す。このような活動においても、地域のかたがたの協力をいただいていること



 

2 

 

を大変有り難く思っております。 

         さて、５月１９日には、平成２６年度滋賀県都市教育委員会連絡協議会の定

期総会に御出席をいただき、ありがとうございました。県内の１３市教育委員

会が相互の連絡・連携を図ることができ、それぞれの教育行政の充実に向けた

よい機会になったと思っています。 

         それでは、教育長報告として、まず４月２４日、２５日、姫路市で開催され

ました近畿都市教育長協議会定期総会の報告を行います。今年度のテーマは、

「グローバル社会を生きる力の育成」で、総会では、文部科学省から、「平成

２６年度学校教育関係地方財源措置」において、学校教材、学校図書館、教育

の情報化など、地方財源措置の活用による教育環境の整備・充実について説明

がありました。 

         情報交換会では、京丹後市教育長、柏原市教育長、奈良市教育長から事例発

表がありました。特に、小中一貫教育において、本市でも老上中学校を中心に、

連携型の小中一貫教育を進めていますが、今後の充実、あるいは市内全体への

普及を考えたとき、参考となる多くの示唆を得ることができました。 

         また、「教育委員会の活性化と責務の明確化」「いじめ・体罰防止の研修の

充実と情熱と力量を持った教職員の育成」「生きる力の育成をはじめ、地域の

歴史や伝統・文化、道徳教育や体育・健康に関する指導等の充実」などについ

て、近畿で加盟する１０７都市の全教育長がともに力を合わせて取り組んでい

くことを決意いたしました。 

         次に、５月２２日、２３日に鹿児島市で開催されました「全国都市教育長協

議会定期総会ならびに研究大会」の報告をします。 

         今回のテーマは、「新しい時代を開く教育行政のありかた」です。文部科学

省の行政説明の中心は、地方教育行政制度の改革であり、地教行法の一部改正

の法律案が示されました。具体的には、教育委員長と教育長を一本化し、新た

な責任者（新教育長）を置くなどの、「教育行政の責任の明確化」、首長によ

る「総合教育会議の設置、大綱の策定」、「国の地方公共団体への関与の見直

し」などでした。 

         また、研究発表などにおいては、小中一貫教育、学校支援地域本部などの実

践が多くあり、本市においては、先ほど述べました小中連携、また地域協働合

校の推進・充実において参考となる内容でした。 

         近畿、全国とも、国の動向や全国のすぐれた取り組みに学ぶ大変よい機会と

なりました。 

         次に、「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさつ」の実現に

向けた取組等について報告をさせていただきます。 

         まずは、学校教育関係ですが、５月２日に５月定例校長会を開催し、校長と
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して地域と連携した学校づくりを進めること、学校の存在意義や使命を十分に

理解した学校経営を進めることの２点について講話をしました。 

         また、県教育委員会の人事主事訪問が始まっており、私も小・中学校を訪問

し、人事異動の定着状況や新しい学校での経営の課題や進捗状況等の把握に努

めています。同時に、各学校長との個別の懇談も別に始めておりまして、その

中でそれぞれの校長が自校の強みを活かした意欲的な取り組みを進めているこ

とを実感しています。 

         １４日には、県内研究所の協議会が本市で開催されました。草津市教育研究

所は、馬場所長のリーダーシップのもと、相談業務や研究、教職員研修はもと

より、教育課題への対応、例えば思考力の育成でありますとか、ＩＣＴ教育の

推進、更には教職員の実践を支援する夜間講座の開設など、ユニークで質の高

い取り組みがあります。今回も県内の各研究所長から高い評価をいただきまし

た。今後も草津市の学校教育の充実に向け、研究所からの発信と取り組みを期

待しております。 

         地域の関係では、５月５日に三大神社の藤祭り奉茶式に出席させていただき

ました。美しく見事な藤を見させていただくとともに、麻植委員の琴の演奏も

楽しませていただきました。 

         この時期、国の無形文化財であるサンヤレ祭りを初め、各地域で祭りや行事

が開催されましたし、芦浦観音寺でも春の一般公開がされました。草津市のす

ばらしい歴史や地域の伝統文化を守り育てることの大切さを感じました。 

         そのほか、草津市２１世紀文化芸術推進協議会、草津市ＰＴＡ連絡協議会、

体育協会などにおいて、総会も終わり、それぞれの取り組みを進めていただい

ております。本年度も各団体の活動が一層充実す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。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         それでは、５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。 

         どうぞ、お願いします。 

 

村山委員     私も５月１９日に大津市で行われました滋賀県都市教育委員会連絡協議会の

定期総会に出席してまいりました。 

         総会後には、大津市埋蔵文化財調査センターを視察させていただきました。

ユニークな特徴があるとされる滋賀里遺跡の説明を伺ったり、発掘品の整理や

復元の実際の作業を細かく見学させていただいたり、また増える一方である発

掘品に関する今後の課題等についても御説明いただき、大変有意義な見学とな



 

4 

 

りました。 

         草津市では、今まさにこういった収蔵や展示するための施設について計画を

進められているところでもあり、やはり貴重なこういった文化財を適切に補完

する設備や、それを尐しでも多くの市民の皆さんに見ていただいて、また子供

たちの生きた歴史の勉強にも活用してもらえる場所を持つというのは非常に大

切なことだなというふうに改めて感じました。 

         また、その後の会食では、他市の教育委員さんと交流する機会にも恵まれ、

例えば学校訪問の際に工夫しておられることだとか、教育委員会制度改革につ

いて意見を交わすなど、大変参考になり、よい機会でありました。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         ほかの委員さん、何かどうですか。 

         麻植委員、どうぞお願いします。 

 

麻植委員     私も同じように寄せていただいたのですが、別件のことでちょっとお話させ

ていただこうかと思います。 

         教育っていうのは、産まれてから、生がなくなるまでがすべてが教育だと思

ってますので、就学前教育のことがとても興味もありますし、大切だと考えて

おりますので、５月１４日にありました公立幼稚園全体研修会に参加させてい

ただきました。 

         総会の後、この教育委員会から宮地理事の講話があったり、その後、市長と

の懇談の中でもお話を常々させてもらってたのですが、また４月の定例会議で

も提案させていただいてました再任用で前校長先生や中学校の校長先生が幼稚

園の園長先生として行かれてます。その園長先生の意見っていうのは、本当に

小学校教育、中学校教育と幼稚園教育との両方の面からいろんな御提案だった

りとか視点を持って御意見いただけるのではないかなと思ってたのですが、最

後にそういう場を設けてくださって、本当に有意義なディスカッションをする

ことができました。本当にまず教育の大切さだったりとか、小学校の不安をこ

んな形で解消すると幼稚園の子供たちは安心してましたよとか、実例を挙げて

言ってくださっていました。 

         そして、その中での話の中で、草津市は行き渋りの率が高いっていうことを

知りまして、このことを解消することの方法だとかっていうのは、教育委員サ

イドと、それから市長部局のほうの子ども家庭部のほうとの連携というのは欠

かせない事柄なのかなというふうに感じました。 

         実例を言うと、幼稚園の間は親が幼稚園の先生のとこまで直接連れていきま
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すけども、小学校になった途端に分団登校になります。それと今まで行ってい

たものがもう全く環境が変わってしまいますから、例えば守山市では５歳児に

なったらもう園庭のとこで先生とお別れして、子供たちは自分でみずから幼稚

園に入っていくとか、何かそういう先を考えたそういうことを考えてられます

よとかというのもお聞きしたら、ヒントになることはいっぱいあるのかなとい

うふうにして思いました。 

         もう１つ、これは草津市ではないですけど、ちょっと仕事の関係で熊本に５

月の半ば行ってたんですけども、そこで現代美術館に時間がありましたので行

ってきました。そうするとそこの地元の小学校の先生が学芸員のかたに説明を

受けて、ちょうど草間彌生さん、水玉の女王と言われている草間彌生さんの現

代美術展だったんですけども、ちょうど学芸員の人と学校の先生と一緒に、普

通の見学の皆様と一緒にその場所を回ってられたんですけども、連携してる事

業というのは全国にいろいろあって、それもヒントになるんだなと思いました。

それを見てて、フランスでのそういう美術館なんか回ったときも、地元の子供

たちが生の絵を観光客のかたたちと一緒に学んで、そういうものを一緒に思い

出して、全国にはいろいろなことをして、いろんなことがいっぱいあると感じ

ました。 

         以上です。ありがとうございました。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         谷川委員、どうぞお願いします。 

 

谷川委員     ２点。 

         草津第二小学校へ行ってきたんですけれども、グラウンドの芝生化というこ

とで、ちょっとはげてる部分があったんで、あれはなぜはげてるんかなって聞

くと、やっぱり野球のスパイクの跡が残ってるみたいなことを言ってましたね。

うちの大学でもそうなんですけども、使った後、どれだけ踏むかっていうこと

で芝生っていうのはかなり変わってくると思うので、そのあたり利用者に徹底

すると、もう尐しましなのかなというふうに思いました。 

         去年、近江八幡へ行ったときに、近江八幡の小学校はもう全面芝生化だった

ので、もうそこまで草津市がしてると、そういう野球をする場合でもずらせば

いいわけで、そんなもう尐し草津も工夫すれば子供がもっと伸び伸びと運動が

できるのかなというふうに思いました。 

         もう１点、この資料をいただいて、草津市議会だよりですか、これを見てて、

自転車のことを何人かのかたが書いておられたんで、特に自転車の安全・安心

な利用について、中高生の通る下校時の自転車マナーについてという、そうい
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うなんがあったんですけれども、私ちょっと自分の関係で、東近江の八日市自

動車教習所があるんですけれども、そこは自分とこの車を出して中学校まで行

って１年生を連れてきて、自動車学校の中で実際のバスに乗ったりとか自転車

に乗せといて安全を確認させるというような、そういう教室をしてるというふ

うに言っておられまして、実際見にも行ったんですけれども、草津であればす

ぐ近くにもあるので、１年生の入学当初にそんなことも自動車学校と、教習所

ですか、協力してできれば、より具体的な取組ができてよいのかなというよう

に思いましたので、そんな御参考までに。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         私のほうから、前三木教育長ががんばってはった国体の件ですが、残念なが

ら会場が彦根のほうに決まったというふうに新聞にも載っていました。 

         でも、会場はそうはなったけれども、国体が滋賀県であることは間違いない

ので、そやから今後、後もまたスポーツのほうから出していただけると思うん

ですが、市民にとって親しみやすいスポーツの振興というものを更に考えてい

っていきたいなというふうに思っています。 

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

 

 

        ――――日程第４―――― 

 

馬場委員長    次に、日程の第４、付議事項、「議第３８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。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

 

生涯学習課長   議第３８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、生涯学習課の奥谷が御説明申しあげ

ます。 

         議案書の２ページから５ページを御覧ください。 

         来る６月定例市議会におきまして、補正予算として計上したいと考えており

ます。 

         議案書の４ページをお開きください。 

         平成２６年度草津市一般会計補正予算としまして、クレアホール管理運営費

として２,１１５万８,０００円でございます。これは平成２７年１月１日付で

しが県民芸術創造館が滋賀県から本市に移管されることに伴いまして、地方自
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治法第２４４条の２、第３項の規定に基づいて、指定管理者による施設の管理

運営を行う予定でございますことから、必要な経費を計上したものです。 

         内容といたしましては、開設準備としての印刷物作成費として４８万４,０

００円、看板の設置費用として９４万５,０００円、指定管理者への指定管理

料として１,９７２万９,０００円、総額２,１１５万８,０００円の予算を確保

するものでございます。 

         財源の内訳といたしましては、使用料の収入として３９３万９,０００円、

多目的室に係る光熱水費のひきかえとしての雑入１７万７,０００円、一般財

源としまして１,７０４万２,０００円でございます。 

         次に議案書の５ページをお開きください。 

         施設の管理運営につきましては、将来的に草津アミカホールとの一体管理を

見据えて、平成２８年度までの２年３か月の間、指定管理者へ管理運営の委託

を行う予定をしておりますことから、指定期間の１億９,２４０万円を債務負

担行為としてお願いするものでございます。 

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

す。 

馬場委員長    では、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。 

         何か御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

馬場委員長    それでは、御異議もないようですので、議第３８号については、異議なしと

して市長に回答することといたします。 

         次に「議第３９号 草津市立草津クレアホール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。お願いいたします。 

 

生涯学習課長   議第３９号、草津市立草津クレアホール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、生涯学習課の奥谷が御説明申しあげます。 

         議案書の６ページから１４ページを御覧ください。 

         今回の条例案は、滋賀県から草津市へのしが県民芸術創造館の移管に当たり、

当該施設の設置に係る条例案を定めるものでございます。しが県民芸術創造館

は滋賀県におきまして、文化の向上と芸術の振興を図るための施設として運営

されてまいりましたが、平成２４年１２月に滋賀県総合政策部長と本市教育部

長との間で、しが県民芸術創造館の移管に係る滋賀県および草津市の確認事項

を取り交わし、滋賀県から草津市への施設の移管に向けた協議調整を進めてい
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るところです。滋賀県では、平成２６年２月定例協議会におきまして、平成２

７年１月１日付で滋賀県から本市に施設を移管するため、しが県民芸術創造館

の設置及び管理に関する条例を廃止する条例案及び財産の譲渡につき議決を求

めることについての議案を可決されましたことから、手続を進めるものでござ

います。 

         本市におきましては、移管を機に、施設の名称にもなっております創造をキ

ーワードに、当該施設を本市の新たな文化振興の拠点として位置づけ、草津ア

ミカホールと連携しながら文化芸術を通じて、夢と感動を与え、出会いや交流

をつくり出し、豊かな心、人づくり、まちづくりにつなげてまいりたいと考え

ております。 

         条例案の内容につきましては、議案書の８ページをお開きください。 

         条例第１条から第３条までは、当該施設の目的、名称および位置、当該施設

で行う事業を定めています。 

         第４条では、指定管理者による管理について定めています。 

         第５条では、施設の開館時間と休館日について定めています。 

         第６条から第９条につきましては、施設の使用許可の手続と使用料の徴収に

ついて定めています。 

         次に、第１０条は、使用者の損害賠償責任について定めています。 

         第１１条は、規則等の委任について定めています。 

         附則の第１項につきましては、条例の施行日を平成２７年１月１日とするも

のです。 

         附則の第２項につきましては、当該条例の制定に伴う施設の設置に当たりま

して、草津市の重要な公の施設に関する条例におきまして、草津クレアホール

を追加することを定めております。 

         附則の第３項につきましては、草津市立草津アミカホール条例におきまして、

文化振興をめぐる一層の展開を図り、草津クレアホールと同じ目的を持って事

業展開を図るため、改正を行うことを定めています。 

         別表につきましては、条例第９条第１項に基づき、使用者に納めていただく

使用料の金額を使用施設および区分ごとに定めています。 

         次に、別表の備考につきましては、使用料営利加算や入場料加算、所在地加

算、舞台使用時の減額、延長使用時の取り扱い等に定めています。 

         議案書の１３ページと１４ページは、附則の第２項と第３項についての新旧

対照表でございます。 

         附則につきましては、今後の委員会で確認させていただきます。 

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

す。 
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馬場委員長    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。 

         どうぞ、お願いいたします。 

 

麻植委員     ここには冷暖房費の部分が書いてないので、今、草津のほかの施設と同じよ

うに、冷暖房費はこの金額の中に含まれるというふうに読み取ればいいのでし

ょうか。 

         あと、この使用料の読みかたなんですけども、この書いてあるものは草津市

民ということでこの金額であって、市以外の者に関しては、この１１ページの

４番にあるように、料金が５割増しになり、また社会教育団体に加盟してる団

体は、この表よりもまたそれからまた減免があるというふうに、これは特殊な

措置ではないかなと思うのですが、そこをちょっと御説明いただけたらありが

たいです。 

 

馬場委員長    では、ただいまの質問につきまして、お願いいたします。具体的にお願いい

たします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。 

         １点目の冷暖房費につきましては、今回、公、市の施設に関しましては、冷

暖房費すべて込みの金額で積算するというふうに基準が設けられておりますの

で、今回のこの使用料につきましても冷暖房費込みの金額になっております。 

         あと、２点目のこちらの使用料の表現のほうですね、これにつきましては御

意見のように、市内のかた対象の金額になっております。その下に備考という

形で、加算が必要なものを規定させていただいております。今おっしゃってい

ただいたように、備考の第４項のところで、市外の草津、守山、栗東、野洲の

以外のかたの使用料は５割加算するという形でこちらも書かせていただいてお

ります。 

         先ほどおっしゃっていただきました社会教育団体等の減免のほうにつきまし

ては、附則のほうで条例の第９条第３項で使用料を減額し、また免除すること

ができるというふうに書かれておりますが、こちらにつきましてはまた別途で

すね、規則等で定めてまいりたいと考えております。 

         あと、おっしゃっていただいてるように、市民のかたにつきましてはしっか

りとそのあたりが整理してわかるような形でパンフレット等を書かせていただ

きまして、周知を図ってまいりたいと思っております。 

         以上でございます。 
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馬場委員長    ただいまの説明でよかったでしょうか。 

 

麻植委員     はい、ありがとうございます。 

 

馬場委員長    じゃあ、ほかに御意見ございませんか。 

         谷川委員、お願いします。 

 

谷川委員     使用料で聞かせてください。午前は、例えばホールで平日見てみると１万８,

９００円ですね。これ３時間で１万８,９００円なので、時間当たり６,３００

円だと。午後はやっぱりちょっと割高になったりしてると思うんですけども、

これは何か理由があるんですか。 

 

生涯学習課長   そうですね、基本的にやはりホールは、午後と夜間の利用というのがかなり

多い現状がございますので、午前のほうにも緩やかに流れていただきたいなと

いう形で設定をさせていただいております。 

 

馬場委員長    それでも市民が使う場合は、非常にお安くはなってるわけですね。お願いい

たします。 

 

生涯学習課長   基本的には、今回、一定のルールのもとで算定させていただきましたが、現

行の創造館の利用料金と考えましたときに、例えば冷暖房を含めました金額等

も、そのあたりを見ましたときには、大きな施設におきまして安価になってお

りますます。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         ほかに御質問等ございませんか。御意見ございませんか。 

         では、御意見もございませんので、議第３９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４０号 草津市立教育集会所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いたします。 

 

学校教育課長   協議事項、議第４０号、草津市立教育集会所設置条例の一部を改正する条例

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、学校教育課
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中瀬から御説明申しあげます。 

         議案書の１５ページから１９ページを御覧ください。 

         本条例は、平成２５年度２月定例議会において、使用料の改定に伴う一部改

正を行ったところでありますが、今回は平成２７年度からの草津市立隣保館な

らびに教育集会所の指定管理者制度への移行に対応するため、改正するもので

ございます。 

         これまでの条文の第２条と第３条の間に２条加えるため、第４条から第１４

条までを２条ずつ繰り下げました。 

         また、第３条の見出しを隣保館等運営審議会に改め、同条第１項を削り、同

条第２項中、第４条を第６条に改め、同項を第５条といたしました。第２条の

次に第３条として、見出しを指定管理者による管理とし、教育委員会は別表第

１の教育集会所の管理に関する次の業務を地方自治法第２４４条の２、第３項

の規定に基づき、指定管理者に行わせることができるといたしました。 

         また、その業務を１号から３号まで明記しました。そのほかの条文において

も準用できるよう、第８条、第９条、第１３条の規定について、条文中の委員

会を指定管理者と読み変えるものと記載いたしました。第４条は見出しを開館

時間等とし、集会所の開館時間および休館日は教育委員会規則で定めるといた

しました。 

         更に、別表第２中、第８条を第１０条に改めました。 

         今回の条例改正に伴い、草津市立教育集会所設置条例施行規則について、一

部改正が必要となってまいります。今後の定例教育委員会にて御審議いただく

予定をいたしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。御審議よろ

しく賜りますようお願いいたします。 

         以上です。 

 

馬場委員長    では、ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問等はございません

か。 

         お願いいたします。 

 

谷川委員     指定管理にするっていうことは、地域の自主性に任せるって言うか、そうい

う流れになるんですか、それとも一般に公募するのか、そのあたりちょっと教

えてほしいんですけど。 

 

馬場委員長    中瀬課長、お願いいたします。 

 

学校教育課長   学校教育課の中瀬でございます。 
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         今のところの考えで申しますと、一般、広く市民の方全体から公募をすると

いうふうな形ではなくて、地域の実情等を把握されているＮＰＯにお願いをし

ていこうと。それについてはもちろん募集するわけですけども、設備の移行期

間ということで、そういうふうなことも視野に入れております。 

 

馬場委員長    そういうことでよろしいでしょうか。 

 

谷川委員     はい。 

 

馬場委員長    ほかに御意見ございませんか。 

         では、意見もないようですので、議第４０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４１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。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。 

         議第４１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。 

         議案書のほうについては、２０ページから２２ページになりますが、２１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を委嘱することにつきまして、スポーツ基本法第３

２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して、議案

書のとおり２名の委員を平成２６年５月２７日から平成２８年３月３１日まで

の任期で委嘱をしようとするものでございます。このうち大路地区につきまし

ては、１名の選出の委員の選出が遅れておりましたが、このたび候補者の選出

がございました。 

         また、志津南地区につきましては、４月１日から４名の委員を委嘱しておっ

たんですが、そのうち１名の委員から急遽、事情により交代してほしいとの申

し出がございまして、後任を１名の選出でございましたことから、この２名を

新たに委嘱しようと議決をお願いするものでございます。 

         以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

馬場委員長    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。 

 



 

13 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

馬場委員長    異議もないようですので、議第４１号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第４２号 草津市通学区域審議会委員の委嘱につき議決を求める

ことについて」を議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。お願いいたします。 

 

学校教育課長   議第４２号、草津市通学区域審議会委員の委嘱につき議決を求めることにつ

いて、学校教育課中瀬から御説明を申しあげます。 

         議案書の２５ページを参考に御覧ください。 

         通学区域審議会委員につきましては、草津市通学区域審議会設置条例第３条

第２項の規定により、委員を委嘱しているところでございます。このたび選出

いただいておりました団体におきまして、役職の交代がなされたため委員の委

嘱がえを行うものでございます。 

         まず、第１号委員、１名のかたにつきましては、青尐年育成市民会議におけ

る役職の交代によるものでございます。第２号委員、２人のかたにつきまして

は、草津市ＰＴＡ連絡協議会における役職の交代によるものでございます。３

号委員、１人のかたにつきましては、草津市校長会における代表者の交代によ

るものでございます。委嘱期間につきましては、条例第５条第１項の規定によ

り、前任者の残任期間の平成２６年１２月２６日までとなります。 

         以上、御審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

馬場委員長    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 ― 

 

馬場委員長    それでは、異議もないようですので、議第４２号は原案どおり可決いたしま

す。 

         次に、「議第４３号 草津市立教育研究所運営委員会委員の委嘱につき議決

を求めることについて」を議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

学校教育課長   続きまして、議第４３号、草津市立教育研究所運営委員会委員の委嘱につき

議決を求めることについて、学校教育課中瀬が御説明を申しあげます。 

         議案書の２６ページから２８ページを御覧ください。 
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         運営委員会委員につきましては、草津市立教育研究所規則第７条の規定によ

り、委員を委嘱または任命しているところでございます。 

         このたび、現委員の任期が５月３１日に満了するため、委員の委嘱を行うも

のでございます。 

         委嘱期間につきましては、規則第７条第２項の規定により、任期は１年間、

平成２６年６月１日から平成２７年５月３１日までとなります。 

         簡単な説明で申しわけございませんが、以上、御審議のほどよろしくお願い

申しあげます。 

 

馬場委員長    それでは、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 ― 

 

馬場委員長    それでは、異議もないようですので、議第４３号は原案どおり可決いたしま

す。 

         お願いいたします。 

 

生涯学習課長   すみません、生涯学習課の奥谷です。 

         先ほどの議第３９号議案のところの御質問のところで、尐し私の説明が不足

してるかなと思いましたので、追加をさせていただきたいと思うんですけども。 

 

馬場委員長    では、追加説明をお願いいたします。 

 

生涯学習課長   谷川委員の御質問の中で、例えば午前と午後と夜間のホールの利用料につい

て、どういう積算かというところで、緩やかに午前のほうに促してるという話

をさせていただきましたが、使用料の算定につきましては、必要な管理維持費

等について、貸し館の時間、例えば時間帯が午前中３時間でして、それで午後

が４時間という形になってましたので、そのあたりに一定の差が出てまいりま

すのと、あと夜間につきましては１.３倍の割り増し料金かかってますので、

これが先ほどお話しさせてもらった、緩やかに違う時間帯に促すということに

なっておりますので、申しわけございません、ちょっと説明が不足しておりま

した。 

 

馬場委員長    はい、わかりました。じゃあ午前と午後は時間が違うということ、３時間と
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４時間の違い、それから夜間については１.３倍という形で使用料が決定され

ているということです。 

         谷川委員、そのことにつきましてどうですか。いかがですか。 

 

谷川委員     促すというのも入ってるんでしょうね。 

 

生涯学習課長   そうです。 

 

谷川委員     １時間がね、６,３００円と、午後だと４時間でね。 

 

教育部長     だから午前っていうのは、割と準備期間に当たられてて、午後からホールを

使われる、あるいは夜間に使われるということですから、大体そういうような

実態にも合わしております。 

 

生涯学習課長   すみません。よろしくお願いします。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         それでは、日程第５、「報告事項」に入らせてもらってよろしいですか。 

         それでは、報告事項に入ります。 

         事務局のほうでよろしくお願いいたします。 

         まず、公民館活動実績報告につきまして、よろしくお願いいたします。 

 

まちづくり協働課長   報告事項１、平成２５年度公民館活動実績報告について、補助執行をいた 

しておりますまちづくり協働課の岸本のほうから御報告申しあげます。 

         報告書の２ページ、報告事項１を御覧ください。 

         まず、１番目の職員現員表でございますが、平成２５年度は、課長以下７７

名で対応いたします。前年度と比べますと９名減となっておりますが、これは

まちづくり協働課において、前年度より職員が１名増加いたしましたのと、ま

た各公民館においては職員が１０名減となったものでございます。各公民館の

職員数は従来から１館当たり６名で運営をしておりますが、平成２５年度から

一部のまちづくり協議会において、地域専属の職員の雇用がされたところでご

ざいまして、公民館職員としては職員数が減尐したものでございます。 

         ２番目の職員業務分担表についてでございますが、まちづくり協働課につき

ましては、専門員以下８名で公民館の管理運営等に関することを担当させてい

ただきました。 

         また、各公民館の状況についてでございますが、志津公民館から常盤公民館
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まで１３館ございまして、公民館職員といたしましては、館長を含め、合計６

８名で公民館の行う各種事業の企画実施に関することを担当し、実施いたしま

した。 

         ４ページを御覧ください。 

         各公民館における講座実施回数の一覧表でございます。志津公民館から常盤

公民館までの１３館で、やすらぎ学級、教養・文化講座、まちづくり講座、人

権講座、わんぱくプラザ事業、高齢者等つどい推進事業を実施し、合計４２１

回、開催をさせていただきました。今後は高齢者等のつどい推進事業とわんぱ

くプラザ事業を合同で開催することや他の自主活動団体との交流事業などを実

施する中で、世代間交流あるいは地域間交流を更に推進してまいりたいと考え

ております。 

         次に、５ページを御覧ください。 

         平成２５年度に実施いたしました公民館講座の一覧表でございます。実施回

数は、先ほども申しました４２１回、受講者数は１万６,１８８人でございま

す。 

         以上、まことに簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。よろ

しくお願い申しあげます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         では、報告事項の２つ目、よろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長   報告事項の２番、しが県民芸術創造館に係る確認書について、生涯学習課の

奥谷が説明を申しあげます。 

         報告書６ページでございます。 

         この確認書は、先に御審議いただきました草津市立草津クレアホール条例案

を来る６月定例市議会に上程するために、施設の移管に伴う建物と土地の所有

権の移転を確約するための書面の取り交わしが必要となりましたことから、平

成２６年５月２１日付で締結いたしましたので、御報告いたします。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         それでは、３番、お願いいたします。 

 

学校教育課長   報告事項の３、草津市就学援助費給付要綱の一部を改正する要綱について、

学校教育中瀬が御説明申しあげます。 

         報告書の７ページから９ページを御覧ください。 



 

17 

 

         草津市では、経済的にお困りの保護者のかたに対して、学用品などを給付さ

せていただく就学援助費制度を実施しております。就学援助費給付対象者につ

きましては、同給付要綱第４条に該当する項目を定められているところであり

ますが、同条第２号イの（イ）においては、生活保護法による保護基準から算

定する項目がございます。 

         このような中、平成２５年８月１日に生活保護基準の改正が行われましたこ

とから、平成２６年度の就学援助給付対象者の判定への影響が心配されている

ところでございます。生活保護基準改正に伴う国の動向としては、改正前の２

月の段階で、生活保護基準改正に伴い、他事業に影響が出ないようにする政府

対応方針を全閣僚が確認され、これに伴い、平成２５年５月および９月に、文

部科学省初等中等教育局通知、ならびに厚生労働事務次官通知等により、適切

に対応するよう通知が出され、更に平成２６年４月においても、改めて適切な

対応を求める通知が国のほうから出されたところでございます。 

         このようなことから、本市における就学援助費の給付に当たり、生活保護基

準の改正により影響を及ぼさないため、当該要綱の改正を行うものでございま

す。 

         以上、御審議のほどよろしくお願いを申しあげます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。影響されないということで考えていただいたという

ことで、報告をしていただきました。ありがとうございます。 

         それでは、続いてお願いできますか。 

 

幼児課長     続きまして、報告事項４の草津市立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部

を改正する要綱について、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。 

         報告書の１０ページから３５ページを御覧ください。 

         本市では、保護者の経済的負担を軽減することにより、幼児教育の一層の普

及・充実を図る目的で、幼稚園就園奨励費補助金を交付いたしておりますが、

今般、国から平成２６年度の国庫補助限度額の通知がございました。この通知

の中で、補助対象者の階層区分および補助限度額に変更がありましたので、そ

の変更にのっとりまして、草津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を改正

しようとするものでございます。 

         具体的には、一部の区分に所得要件の撤廃がありましたので、様式における

所得区分で細分化されたラインに上記以外の区分の世帯の欄を新たに設けたも

のでございます。 

         新旧対照表を御覧いただきたいのですが、例えば２２ページの左側に、上記
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以外の区分の世帯欄が追加されております。これは別記様式第１号および第４

号中の内訳書（第２子）兄妹不問の場合でありますとか、４番、内訳書（第２

子）兄妹がいる場合でありますとか、内訳書（第３子）兄妹がいる場合等に所

得要件が撤廃されたことによるものでございます。 

         なお、今回の改正は平成２６年６月１日から施行し、本年４月１日から適用

するものでございます。 

         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、お願いいたします。 

 

教育総務課長   最後に、報告事項５、寄付受け入れ報告につきまして、教育総務課の山本か

ら御報告申しあげます。 

         報告書の３６ページを御覧いただきたいと存じます。 

         このたび、株式会社京都銀行様から、市内公立小・中学校１９校に対して、

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、御報告申しあげ

ます。 

         報告については以上でございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         では、５つの報告事項がありましたけれども、御質問はございませんか。 

         お願いいたします。 

 

村山委員     報告事項１番について、ちょっと気になったのでお聞きをしたいんですけれ

ども、講座等の実施回数ですが、教養・文化っていうのが極端に尐ないですよ

ね。ちょっと手元にあった過去２年分とかもちょっと参考に見てみたんですけ

れども、もともと尐ないのが更に減ってきているのをちょっと残念だなってい

うふうに思いまして、あと、まちづくりに関しては何か極端に下がっているの

で、何かこれは理由があるのかなというふうに思ったのですけれども。 

 

馬場委員長    ただいまの御質問につきまして、お願いいたします。 

 

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。 

         各講座につきましては、ただいま御指摘ございましたとおり、まちづくり講

座等につきましては、平成２４年度から数がかなり減っております。 

         講座につきましては、それぞれ選択の中でこう実施をしておりまして、回数
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等についても、それぞれの各公民館において選択をした中で進めているところ

でございます。 

         高齢者等の関係のつどい等については伸びがございまして、全体の年間通じ

ての回数の中で調整をしているということで御理解をいただきますようお願い

申しあげます。 

 

馬場委員長    村山委員、どうですか。 

 

村山委員     そうですね、高齢者とかわんぱく事業とかに関しては、件数は変わらなくて

も受講者がすごくふえてるところもあったりとか、これはすごくいい傾向なの

かなというふうにも思ったんですけれども、やっぱりいろんな世代のかたが使

われるところですし、できたらやっぱり特定の世代だけでなく、皆さんが使え

るように、今、弱いところも、もっと強化したりとかっていうのも積極的にや

っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いました。 

         それから、高齢者とわんぱくプラザの合同で、世代間、地域間交流を進めて

いきたいという、去年もちょっとそういうことをお聞きしていたので、どうい

うふうに進めるかなっていうふうに聞きたかったんですけれども、何か事例と

してありますか。 

 

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。 

         わんぱくプラザ事業に合わせて、高齢者のかたがたに集まっていただくこと

になりまして、その中で高齢者のこれまでの人生経験とか、そういうようなこ

とを交えた中で、子供たちにこう教えたりとか、そんなことを実際にやられて

る地域もございます。 

 

村山委員     じゃあ、今後はもっとそれをどんどん強化していってもらえるということで、

よろしいですか。是非お願いします。 

 

馬場委員長    一応、欄として教養・文化があって、がんばってはるところもあるけど、何

もない。ほかのところ、多分ダブってることもあるとは思うんですが、こうい

う例があったというのをお互いの公民館同士でね、交流があれば広がりもまた

あるかなというふうに思います。 

         ほかに何か御質問ございませんか。 

         麻植委員、お願いします。 

 

麻植委員     今の公民館の文化・教養の部分でなんですけども、この予算額のところを見
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ていると、講師に支払われる謝礼っていうのが、これは単純に割るとお一人と

いうことですか、この共有で１枠と言うか、これは７,０００円単位になって

るんです。 

 

馬場委員長    この辺はいかがですか。 

         お願いいたします。 

 

まちづくり協働課   まちづくり協働課の岸本でございます。 

         まちづくり講座にかかわりましての講師謝礼についてでございますが、今ま

ちづくり講座のほうでございますね。 

 

馬場委員長    今、教養・文化講座のほうでお聞きしたんですが、言うと、どれに通しても

そうなんですから、講師料が決まってると理解すればよろしいですか。 

 

まちづくり協働課長   それぞれ１回当たり１万円なり６,０００円なりということで、決まってお 

ります。 

         申しわけございません。１回当たり７,０００円です。 

 

馬場委員長    ７,０００円ということですね。 

 

麻植委員     何人来られても７,０００円ということですか。 

 

まちづくり協働課長   これは謝礼ですので、一緒です。単価でございます。 

 

麻植委員     お一人。 

 

まちづくり協働課長   １回当たり７,０００円ということで、予算が。 

 

麻植委員     ３人で来られたら掛ける３にすればいいってことですか。 

 

まちづくり協働課長   いえ、１回当たりの講座で７,０００円という予算でございます。 

 

麻植委員     ちょっと私、文化をやってるものとしては、１コマ、１時間半ぐらいの多分

時間だと思うんですけども、この教養・文化を市民のかたがたに学んでいただ

くのに対しての謝礼の額が講師をお呼びするのに、これとても大変な額なので

はないかなと、ちょっと思うのですが。 
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馬場委員長    １人が７,０００円ということがですか。 

 

麻植委員     １人では７,０００円ではなくこれ３人の場合は。 

 

馬場委員長    １回が７,０００円ということですね。 

 

麻植委員     はい。 

 

馬場委員長    どうぞ。 

 

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。 

         単価につきましては、１回当たりの単価ということで先ほども申しあげまし

たんですけれども、金額的には、もうそれぞれの分野ごとで、例えば環境等で

すと、１万円という金額があるんですが、教養・文化については、すみません、

１回当たり、これ先ほど７,０００円ということで申しあげましたんですけど

も、一応単価をそれぞれの分野ごとに定めまして予算化しておりますので、各

公民館についてはその金額に応じた形での運用をされてるという現実でござい

まして、今後またちょっと単価については、それの御指摘を頂戴したというこ

とで、また検討していくように考えてまいります。 

 

麻植委員     文化人なり、それから音楽家もここに入ると思うんですけども、それで生活

を担ってられるかたへの賃金単価としては、やはりちょっと考慮をしていただ

けたらなというのは思います。２人で行ってお一人３,５００円とかで、行っ

てくださる講師を探すのは、多分、公民館サイドでもとてもお困りではないか

なと思うので、学ぶべきところを、市民の文化・教養の部分を向上する、文

化・教養だけではなくて、多分いろんな講師の人の謝礼のほうを尐し保障をし

てあげる観点をちょっと検討していただけるとありがたいなと思いました。よ

ろしくお願いします。 

 

馬場委員長    何かありますか。 

 

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。 

         講師さんについては、できる限り地域の地域資源であります、そういう文化

に長けたかたがたとか、そういうような地域のかた等のつながりの中でお願い

してる部分もございまして、この単価が非常に全体的には低く設定しておりま
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す。 

         その部分については、逆に地域の資源を活用しながら生涯学習をしていくと

いうような考えかたもございますので、そこら辺も御理解をいただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

馬場委員長    公民館の講座っていうこともあって、いろいろ御苦労をしていただいてると

いうところで、予算の限りもあるということなので、できるだけ広くたくさん

の人を集めるということで、またよろしくお願いいたします。 

         ほかにございませんか。 

         お願いします。 

 

麻植委員     報告事項の４なのですが、これは私立の幼稚園に限ってのものだというのは、

読んでいて理解をしてるのですけども、草津市の公立の幼稚園が４歳児、５歳

児だけが対応で、ちょっと聞くところによると、滋賀県内で４歳児、５歳児だ

けの保育をしているのが草津市と大津市だけだというふうに理解をしてるので

すけども、関連はないんです、直接ではないですけども、ちょっとそこら辺の

事情と現状をちょっと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。 

 

幼児課長     幼児課の田中でございます。 

         御指摘いただいたように、草津市の公立の幼稚園につきましては、４歳、５

歳の２年制保育でございまして、今から約２０年前、平成３年ぐらいだったと

思うんですけれども、１年制から２年制になる際にもですね、紆余曲折があり

まして、やっと２年制が実現をしたと。そういうような歴史的な背景等もござ

います。 

         草津市の場合につきましては、いわゆる就学前教育を私立の幼稚園さんのほ

うが、長いところで９０年の歴史という形でですね、中心になって担っていた

だいておりまして、いわゆる公教育としての公立の幼稚園については、戦後と

いうことの後発組という形になりますので、そういう歴史的な背景等もござい

まして、御指摘いただいたように、現在、公立の幼稚園では２年制保育にとど

まっているという、こういう現実がございます。 

         しかしながら、現在、来年度から、いわゆる子ども・子育て支援新制度とい

う新しい制度が始まります。 

         現在、就学前教育とか保育とかという観点からは、ちょっと過渡期になって

いるかなというふうには思いますけれども、そういう状態の中で、来年から平
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成３１年までの５年間のですね、子ども・子育て支援事業計画というものを立

ててまいります。これの所管につきましては、今年度新しくできました子ど

も・子育て推進室になるわけでございますけれども、昨年度の秋にですね、実

施をいたしました市民ニーズ調査、こういうものに基づきまして、いわゆる市

民のかたがお求めになる需要量というものを算出をして、その需要量を満足を

する確保策を計画をつくっていくという作業を今年度実施をしてまいります。 

         平成２７年から３１年の間に確保策を実現をしていくという、そういう計画

づくりになるわけですけれども、市民の皆さんから公立の幼稚園における３年

制保育というものについての需要も相当高いというふうに聞いておりますので、

そこの部分につきましては、歴史的な背景も尊重しつつ、さまざまな問題がご

ざいます。幼保一体化の問題、それからあと保育所のほうは待機児童が出てい

る中でですね、公立の幼稚園においては、一部の園を除いては定員割れをして

いるという、こういう現実もございますので、それから公立１０園の建物の老

朽ぐあい、それから立地、さまざまな角度からですね、総合的にこれらの計画

にどういうふうにしていくのか、位置づけていくのか、こういうことが検討し

なければならないかなというふうには考えているところでございまして、また

６月４日、第１回の子ども・子育て会議がございますけれども、そういう中で

また議論をいただきたいなというふうに考えているところでございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         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。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         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。 

         お願いいたします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。 

         お手元にお配りしておりますチラシについて、ちょっと御説明を順次させて

いただきます。 

         １枚目の黄色のチラシ、淡海生涯カレッジ草津校についての御案内です。こ

ちらの淡海生涯カレッジは、平成１２年度から開校しまして、今年で１５回目

を迎えます。草津校のテーマは、環境・文化の創造として身近な題材の環境学

習からさまざまな知識を身につけて地域に還元していただくための学びの場と

しています。ワークショップやゲームなどで仲間づくりをしながら、自分なり
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の学びのテーマを見つけていただいた後は、市内の高校、滋賀大学と連携して、

専門的な知識習得へシフトをしながら深めていただけるプログラムとなってい

ます。現在、受構生を募集しておりますので、御紹介させていただきます。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         ほかにございませんか。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         お知らせのほうを２点お願いしたいと思います。 

         まず、１点目が第１７回草津市民スポーツレクリエーション祭でございます

が、例年６月の第２日曜日に行っておりまして、今年度も平成２６年６月８日

の日曜日、草津市立野村運動公園のグラウンドと市民体育館で予定をしており

ます。今年度は６０周年の記念事業ということで、そういった企画を・・・し

ております。実施要綱の１０番の種目を一番最後、１７番でございますが、６

０周年記念種目ということで、６中学校の６と６０周年の６にちなみまして、

中学校区対抗玉入れということで、閉会式の直前に全員参加で企画をいたして

おります。教育委員の皆様にもお時間がございましたら御観覧をいただきたい

と思います。よろしくお願いをいたします。 

         続きまして、各小学校の運動会の日程でございますが、今週末、５月３１日

の土曜日に、草津第二小学校と常盤小学校で運動会が予定をされております。

御出席いただけるかたがございましたら、事前に事務局スポーツ保健課まで御

連絡をいただきたいと思います。 

         なお、その他の学校につきましては、秋に開催されますので、そのとき改め

て御報告を申しあげたいと思います。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

生涯学習課長   続きまして、生涯学習課の奥谷です。 

         一番最後、カラーのチラシになっていますが、草津アミカホールウイークエ

ンドコンサートスペシャル事業について御紹介させていただきます。こちらは

映画のロケ地をキーワードとして、草津のよさや資源を見直そうというユニー

クな企画です。文化・芸術は豊かな心に結びつくことはもちろん、観光などの

シティーセールスにもつながるさまざまな可能性を秘めております。もしお時

間が許しましたら、またのぞいていただければと思います。 
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         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         それでは、これをもちまして５月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は、６月２６日木曜日、午後３時から定例会を開催する予定ですので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

閉会 午後３時３７分 


