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開会   午後 ３時００分 

 

馬場委員長    それでは、ただいまから草津市教育委員会６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、６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、「５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、５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      それでは早速ですが、教育長報告に入らせていただきます。 

         まずは、議会についてです。 

         ６月６日に開会した６月の定例会は、明日２７日に閉会します。一般質問で

は、今年は１４人の議員から３５本の質問があり、教育への関心の高さを感じ

ました。主な内容は新教育委員会制度、草津クレアホール、国体や体育施設、
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スポーツ行政、社会教育、発達障害などなど、多岐にわたりました。また教育

長としての今後の取組についても質問があり、「子どもの「生きる力」を育む

こと」「地域で子どもを育てること」「社会教育行政の充実」「草津から文

化・芸術 歴史、スポーツの発信をすること」の４つをお答えいたしました。

ＩＣＴ教育の推進、また地域協働合校の実績を踏まえた学校と地域との新たな

取組、市民や社会のニーズに応える社会教育行政、クレアホールを活用した文

化・芸術の振興など、取り組まねばならないことは多くあります。委員の皆様

との協議を通し、お力添えをいただきながら、市民の皆様の期待に応える教育

行政の展開に努めたいと思っています。 

         次に、主な取組についてですが、スポーツ保健関係では、６月１日に草津市

民体育大会の開会式が市立総合体育館で開催されました。２５競技、２，５０

０名の選手の参加を得て熱戦が繰り広げられています。この大会は県体予選も

兼ねております。昨年は、草津市は総合成績で２年連続の２位でございました

が、本年度も大活躍を期待しています。また６月９日には、野村運動公園グラ

ウンド・市民体育館で、「第１７回草津市民スポーツ・レクリエーション祭」

が開催されました。開会式では体育振興会連絡協議会による体育功労賞の表彰

があり、その後、大玉リレー、大縄跳び、ウォーキング、カローリング、グラ

ウンドゴルフ等々、２０近くの種目の競技が行われました。 

また、５月２２日から２３日に開催されました「滋賀県中学校春季総合体育

大会」の結果が入ってきましたので報告をさせていただきます。春季大会では、

全県で行われるものや指定されたブロック、ゾーンで行われるものなど、種目

によって規模が異なりますが、軟式野球で草津中学、ソフトボール女子で老上

中学、バスケット男子で老上中学、バスケット女子で高穂中学、サッカーで草

津中学と玉川中学、それぞれブロックまたはゾーンで優勝という成績でした。

また全県で行う体操で高穂中学が優勝、陸上低学年４×１００メートル女子で

も高穂中学が優勝でした。ほかにも陸上などの個人種目において優勝した生徒

が２名と、力を発揮してくれました。そのほか準優勝、入賞など優秀な成績を

あげてくれており、日ごろからの部活動等に打ち込む中学生をたくましく思う

とともに、それを支える全ての指導者に感謝を申しあげたいと思っております。 

         もうひとつ。平成３６年に滋賀県で開催される国体についてですが、主会場

は彦根総合運動場に決定されました。本市はびわこ文化都市公園での開催を要

望してきましたので残念な思いはありますが、今後、草津市で開催する種目に

ついて、市体育協会との協議・調整を進めていきたいと考えております。 

         次に、生涯学習と文化財関係等についてですが、６月５日に草津市文化財保

護審議会において、「常善寺本堂須弥壇」「中沢遺跡出土祭祀関連遺物（４４

点）」の草津市指定有形文化財の指定について答申をいただきました。本日議
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決をいただきましたら、指定の手続をとっていきたいと思っております。 

         もうひとつ。草津宿街道交流館では中山道を踏破され、終点である草津に到

着された方に「中山道踏破証」を発行してきましたが、平成２２年４月１日か

ら始めて以来、６月１４日、５００人目にあたる大阪の瀬川さんに記念品を手

渡しました。 

         次に学校教育についてです。 

         ６月も多くの学校を訪問いたしました。県教育委員会教職員課の担当者から

は、「どの学校も落ちつきが見られる」との感想をいただいております。また、

どの学校にも県内のモデルとなるようなすばらしい授業が複数ありました。Ｉ

ＣＴの活用ではそれ自体がわかる授業につながりますし、資料や絵・動画など

を取り入れた授業には、児童生徒がより興味を示していました。また自分の考

えをしっかりと発表する子どもが育っていたり、またそれを生み出している何

でも言える学級経営が見られたり、そのほか廊下の掲示や校舎内に飾られた花

にも、学校の意欲や温かな雰囲気を感じました。さらに、休み時間にも支援が

必要な子どもたちに丁寧にかかわる先生、登校時に靴箱や自転車置き場で出席

状況あるいは子どもの様子などを点検している先生などなど。授業以外でも教

職員が一生懸命にがんばっている姿に触れることができました。 

         最後にふたつの学校の実践が全国に発信されましたので紹介します。 

         ひとつは玉川小学校です。ベネッセ教育総合研究所が発行する「ＶＩＥＷ２

１」という冊子にビブリオバトルの取組が紹介されました。またそこには市教

育委員会が読書活動の取組にも力を入れていることが大きく報道されていまし

た。 

         ふたつ目は玉川中学校です。学研の「教育ジャーナル７月号」に中学校が行

う環境教育、「持続可能な社会の実現を目指す教育」について大学や企業、行

政や地域との連携を元に進められている様子が写真とともに紹介されました。 

県内の受賞もありました。笠縫東小学校が、フラワー・ブラボー・コンクー

ル（ＦＢＣ）で昨年度、国土交通大臣賞を受賞しましたが、今年度は県知事賞

を受賞しました。また新堂中学校は、県の情報政策課に事務局があります「滋

賀県地域情報化推進会議」の「滋賀Ｗｅｂ大賞２０１４」教育団体部門で、ホ

ームページを通して魅力ある情報を発信しているということから、優秀賞を受

賞いたしました。ホームページとかかわりましては、草津市の小中学校のホー

ムページは大変充実しておりまして、地域のかたがたからも大変喜ばれており

ます。市内の全ての学校がそれぞれに充実した内容を発信しているのは県内で

も珍しく、広報マインドを大切にする草津の学校の強みだと感じています。市

民の皆様にも御覧いただけるようアピールしていきたいと思っています。 

         以上、教育長報告とさせていただきます。 
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馬場委員長    ありがとうございました。 

         それでは、６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、村山委員お願いします。 

 

村山委員     まず、５月３１日土曜日に、草津第二小学校の運動会に尐しよせてもらいま

した。当日は朝から大変暑く、もう夏のような暑い日でしたけれども、子ども

たちは元気いっぱいに校庭を駆け回っておりました。放送等で小まめな水分補

給を何度も呼びかけてくださったり、競技時間、競技前の整列のタイミングを

調整して尐しでも長くテントの日陰にいられるようにしてくださったり、熱中

症対策には大変気を使っておられたおかげかと思います。また江州音頭では、

私も児童の皆さんや地域の皆さんにまじって踊らせてもらったんですけれども、

私は地元の出身ではないのでまだちょっと振りもおぼつかないようなところが

あるんですが、近くにいた子どもさんに「おばちゃんに教えてな」と言ったら、

すごくきりっとした表情で大変上手に踊っておられて関心しました。こうやっ

て体で覚える故郷の伝統というのが将来心の原風景として残っていってくれた

らいいなというふうに、とてもうれしく頼もしい気持ちになりました。 

         それから、ちょっと今朝の新聞で気になる記事があったんですけれども、Ｏ

ＥＣＤの調査で日本の中学校教員の勤務時間などを調べた結果というのが載っ

ていまして、参加３４か国地域の中で日本の中学校の先生方の勤務時間が最長

である一方で、自己評価がとても低いという記事があって、ちょっと気になり

ました。部活等に割く時間、それから書類作成などに割く時間などが長いとい

うことだったんですけれども、部活に関してはやはりいろいろな面で考えるべ

き点はあると思いますけれども、私も息子が運動部に中学生のころ所属してお

りまして、本当に肌で感じる部分で、その先生方には本当に頭がさがる思いと

いうか、本当にほかのお母さん方ともよく話してましたけれども、本当に感謝

でいっぱいでした。本当に情熱を持って教えてくださって、息子たちも本当に

すばらしい３年間を送ることができたというふうに感謝しております。一方で

そういう解決していかなきゃいけない問題というのがたくさんあると思います。

ちょうど草津の教育研究所の報告等をいただいたところで見させてもらってた

んですけれども、さまざまな勉強会ですとか研修ですとか、そういったものを

たくさん草津でもやってくださってますし、もうこれからも教育委員会も先生

がたも一丸になってサポートしていく体制というのをますます強めていただい

て、何より風通しをいいようにしていってもらいたいなというふうに思いまし

た。問題を一緒に解決していくっていう姿勢をこれからも強めていってもらい

たいなというふうに感じました。 
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         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         ほかにありませんか。 

         はい、お願いいたします。 

 

麻植委員     ４月１５日に前回のこの会議でもお話させてもらったんですけども、公立幼

稚園の総会に寄せていただきまして、その後の懇談会の中で草津の小学校１年

生に行き渋りが多いことを知りました。それも受けまして昨年の１１月５日と

６日に島根県で開催された文科省主催の２５年度市町村教育委員会研究協議会

の２日目の分科会の中で、安来市が発表されていました早期からの教育相談、

支援体制の構築、就学移行支援事業というのが発表されてたんですけども、そ

の中にヒントがあるのではないかなというふうな思いもあって、現在の草津市

内の幼稚園の実態を知りたく、６月１８、１９日に草津アミカホールで行われ

ました草津公立幼稚園５歳児のつどい、草津子ども文化芸術祭に寄せていただ

いていました。この日は馬場教育委員長さんともお会いできたのですが、その

会場では本当に子どもたちの生き生きとした表情、楽しそうな歌声に迎えられ

て本当に元気をもらった１日でした。この芸術祭は５年間も続いているそうで、

園児の保護者が鑑賞料を負担して運営されているそうです。今も学校の中では

芸術鑑賞だったり音楽鑑賞だったり演劇鑑賞だったり、児童からの負担金で開

催されているところもありますが、それもちょっとばらばらかなと思ったりし

た中で、滋賀県では昭和５８年から県内全ての５年生が学習船「うみのこ」で

宿泊して水環境とか水文化を学んでいます。この１月１日には草津のクレアホ

ールが来まして、芸術文化を学校教育に生かす、そういう文化芸術を展開でき

たらなということも大事なのではないかなと思い、草津のふるさと、教育推進

の一貫としてふるさと草津を題材にしたオリジナルプログラムができたらなと

思いました。特に今回もいただいた資料の中の教育研究所からはいろいろ草津

独自の資料を出してもらってます。「ふるさと草津の自然」だったりとか、

「街道を行く」とか、「ふるさと草津の人物」とか、あと「私たちの草津」。

本当に副読本としてもいろいろ出されています。今後も本を利用しながらオリ

ジナルの、草津オリジナルのホールがありますから作成してもらって、全学年

がこの５歳児が鑑賞しているようにホールを授業の中でも使って展開できれば

いいのではないかな。それが草津の、地域協働合校で地域の学びは伝承してい

ますが、草津としての学びという観点で草津の教育委員会としてもそういうオ

リジナルプログラムが作成できたらすばらしいのではないかなというふうに感

じました。 
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         以上です。 

馬場委員長    ありがとうございます。 

 

谷川委員     ２点。 

         先週の金土と大阪で「Ｎｅｗ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｅｘｐｏ２０１４」とい

うのがあってちょっと参加してきました。特に学力調査の話がこれからも話題

になってくると思うのでその部会に入りました。タブレットを使った授業をど

のように進めるのかというところに焦点を絞って聞いてきたんですけれども、

まず、ＰＩＳＡ調査。これ１５歳の生徒の学力到達度ですけど、世界的には日

本はトップクラスの方へもう回復してきたというような話をしておられました。

それと関連して全国の学力学習状況調査にかかわっての話がありましたけれど

も、総合的な学習の取組というのを熱心にやっておられる府県というのは無回

答率がすごく尐ないという。これ全国平均比べて半分ぐらいだとか、あるいは

平均正答率についても特にＤ問題。考えるとかそういう問題については差が大

きくでておりましたということで、考えたりとか知識の習得をそれにどう生か

すかという、そこらのあたりがそういう知識の定着にもつながるのじゃないか

という話をまずされました。 

         もう１点は、タブレットの授業を以前見せてもらったんですけど、もうひと

つピンとこなかったのでどうなのかなというようなことで話を聞いてきました

が、タブレットを使うということは目的ではないと。必要なところで使うと。

あくまでもそれは手段であると。授業を変えるということが目的ではなくて、

次第に授業が変わっていくんやと、そういう狙いを持ってタブレットなんかを

使ったＩＣＴの授業をしていくといいんじゃないかなというような話をされま

した。いろいろあるんですけれど大きなことはその２点です。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         私も昨日、幼稚園の４歳児と５歳児の保育を見せてもらう機会があって行っ

てきました。３クラス見たんですが３クラスとも先生が非常に若い。ものすご

い若い先生がたばかりで、それでも一生懸命教材研究してがんばってはったん

ですが、どの研究会も先生がたも非常に若い。これは幼稚園だけに限らずこれ

から草津市内の小学校も中学校もそうなっていくのが、もう本当に目に見えて

るんですが、この若い先生がたには具体的に何をその場でするかを、具体的に

教えられる人がやっぱり必要やなというのをつくづくこう感じましたので、今

市内の小中はスキルアップというのがありますけれども、それがどれだけこう

本当に指導力アップにつながってるかというところへんも、やっぱりちゃんと

検証していかんとあかんなというふうに考えさせられました。 



 

7 

 

         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―――― 

 

馬場委員長    次に、日程第４、付議事項「議第４４号 草津市立教育研究所規則の一部を

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。お願いいたします。 

 

学校教育課長   付議事項、議第４４号、草津市立教育研究所規則の一部を改正する規則案に

ついて学校教育課中瀬が御説明申しあげます。 

         資料２ページから４ページを御覧ください。 

         草津市立教育研究所は、設立当初、学校教育課内に置かれていました。この

ため本規則第７条第１０項に運営委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育

課において処理するとなっております。しかし現在教育研究所は、学校教育課

から分離独立しておりますこと。さらに平成２４年度から教育研究所は青地町

に移転をしておりますことから、運営委員会の庶務は教育研究所において処理

すると改めるものでございます。 

         御審議のほど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。 

         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    異議もないようですので、議第４４号については、原案どおり可決いたしま

す。 

         次に「議第４５号 草津市教育委員会事務外部評価委員会委員の委嘱につき

議決を求めることについて」を議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。お願いいたします。 

 

教育総務課長   議第４５号、草津市教育委員会事務外部評価委員会委員の委嘱につき議決を

求めることについて、教育総務課の山本から御説明申しあげます。 

         議案書の７ページをお開きいただきたいと存じます。 

         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き、毎年行っており
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ます教育委員会事務の点検及び評価につきましては、その点検評価の客観性を

高めるために、外部評価委員による評価をいただいております。今年度も同様

に進めてまいりたいと考えておりまして、草津市附属機関設置条例及び草津市

教育委員会附属機関運営規則に基づき、３名の外部評価委員の委嘱を行おうと

するものです。委員につきましては学識経験を有するものとして、滋賀大学教

授、糸乗前さん、学校教育の関係者として元公立小学校教頭の山川紀子さん、

公募市民としまして前田麻子さんの３名でございます。なお任期につきまして

は、平成２６年７月１日から平成２７年３月３１日までとなっております。 

         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    ありがとうございました。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。 

         異議もないようですので、議第４５号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第４６号 草津市社会教育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。 

 

生涯学習課    議第４６号、草津市社会教育委員の委嘱につき議決を求めることについて、

生涯学習課の奥谷が御説明申しあげます。 

         議案書の１０ページをお開きください。 

         草津市社会教育委員の委嘱につきまして、草津市社会教育委員設置条例第２

条の規定により本委員会に議決を求めるものでございます。社会教育委員につ

きましては、社会教育に関する諸計画の立案や教育委員会の諮問に応じて意見

を述べていただくことなど担っていただいておりますが、現在委嘱しておりま

す委員の任期が平成２６年６月２８日で満了となりますことから、新たに１０

ページに掲載しております１５名の方に委嘱しようとするものです。任期は平

成２８年６月２８日までの２年間です。学校教育関係、社会教育関係、家庭教

育関係、学識経験者の４つの区分により委嘱するものでございまして、再任の

方が３名、新たに委嘱する方が１２名。このうち公募により委嘱する方が４名

でございます。 

         以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。本議案につきまして、何か御意見、御質問はござい

ませんか。 
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         はい、お願いいたします。 

谷川委員     定数が２０人以内となっているんですけど、例年１５人で動いているんです

かね。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

生涯学習課長   そうですね、はい。 

 

谷川委員     何かそれは、５名枠は何かあるんですか。特にないんですか。 

 

馬場委員長    はい、お願いいたします。 

 

生涯学習課長   特にそのような規定はないんですが、予算の範囲内という形になっておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

馬場委員長    予算が大変みたいでございます。 

         それでは、本議案につきまして何か御異議はございませんか。 

         異議もないようですので、議第４６号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第４７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   学校教育課中瀬が御説明させていただきます。 

         議第４７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

いて御説明を申しあげます。 

         議案書の１３ページおよび１４ページを御覧ください。 

         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

替えを行うものでございます。第４号委員７名の方につきましては、まちづく

り協議会の役職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    ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問
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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４７号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第４８号 草津市指定有形文化財の指定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。 

 

文化財保護課長   議第４８号、草津市指定有形文化財の指定につき議決を求めることにつきま

して、文化財保護課の谷口が御説明申しあげます。 

         資料につきましては１５ページから２５ページとなっております。 

         １６ページを御覧いただきたいと思います。 

         草津市文化財保護条例第４条１項の規定に基づきまして、今回、常善寺本堂

須弥壇、それから中堂遺跡出土祭祀関連遺物一括、この２点につきまして、草

津市指定有形文化財に指定することによりまして、保存を図っていこうという

ものでございます。 

         続きまして２３ページを御覧いただきたいと思います。 

         これにつきましては、平成２６年２月２５日に草津市文化財保護審議会のほ

うに諮問いたしまして、平成２６年６月５日に開催いたしました文化財保護審

議会におきまして、いずれも草津市を代表する重要な文化財であるということ

で有形文化財に指定のうえ保存を図っていくというように答申をいただいたと

ころでございます。それに基づきまして今回この２点につきまして、市の有形

文化財に指定することについて御審議いただきたいと思っております。 

         簡単にふたつのものにつきまして御説明申しあげます。 

         常善寺本堂須弥壇につきましては１７ページに概略を書いておりますので御

覧いただきたいと思います。これにつきましては、現在の街道交流館に近く東

海道沿いですね。そこにございます常善寺の中に本堂がございまして、そこに

重要文化財の阿弥陀三尊と、それから市指定文化財の仏後壁がございまして、

本尊を除いて須弥壇は未指定でございました。これにつきましても今回調査を

行いましたところ、江戸時代に改築・改修とかされておりますけれども、鎌倉

時代中世のものを反映する重要なものであるということで、この３点につきま

して今後保存を図っていくということになりましたので、今回須弥壇につきま

して市の指定文化財として指定をしていきたいと考えているところでございま

す。写真につきましては１８ページにございますのでまた御覧いただきたいと



 

11 

 

思います。 

         続きまして、中沢遺跡については、祭祀関連遺物一括４４点でございますが、

２０ページから２３ページに資料がございます。これにつきましては平成２４

年度に県立短期大学跡地におきまして宅地造成が行われましたことから、そこ

で発掘調査を行いまして重要な遺物が出てまいりましたので、それにつきまし

て今回指定を行いたいと思っているところでございます。遺物につきましては

２１ページ、写真等が出ております。その中で１番と書いております鍬形石に

つきましては、本来古墳ですね。それに副葬されるべきものではございますけ

れども、これは集落跡から出てきたということで全国でも２例目にあると。そ

れから子持勾玉以下につきましても、やはり祭祀に関連する遺物で重要なもの

であるというふうになっております。 

         続きまして２２ページを御覧いただきたいと思います。こちらのほうにござ

います中で、１１番の腰掛と書いておりますけどこれ木製品でございます。こ

のタイプの木製品の腰掛につきましては全国でも十数例しかございません。県

内でも３点程度しか出ておりませんで、これもやはり祭祀関連の非常に重要な

ものということになっております。以下につきましてもやはり祭祀を表す重要

なものであるということから、これらを合わせて４４点を今回指定を行いたい

と思っております。 

         以上、簡単でございますけれどよろしく審議のほうお願いいたします。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。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    異議もないようですので、議第４８号は原案どおり可決いたします。 

 

 

        ――――日程第５―――― 

 

馬場委員長    次に、日程第５、協議事項、「教育委員会事務の点検及び評価の報告書（平

成２５年度）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。 

 

教育総務課長   協議事項（１）教育委員会業務の点検及び評価の報告書、平成２５年度につ



 

12 

 

いて教育総務課の山本から御説明申しあげます。 

         協議書の２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。 

         本年５月より、平成２５年度の点検評価の作業を進めてきたところでござい

ますが、このほど内部評価がまとまりましたので御報告させていただきます。 

         まず、点検評価制度の趣旨でございますが、平成１９年６月に地方教育行政

の組織及び運営に関する法律が改正され、平成２０年４月から全ての教育委員

会は事務の点検評価を行い、その結果に関する報告書を公表するというのを義

務づけられたところでございます。このような中草津市では、平成２２年３月

に草津市教育振興基本計画を策定しており、現在は当計画の進捗状況の確認と

兼ねまして点検評価を実施しているところです。次に点検評価の対象でござい

ますが、草津市教育振興基本計画の施策の基本方向として位置づけた９つの目

標と３９施策を対象としております。 

         次に、点検評価の方法と評価指標でございますが、評価にあたっては３９施

策を２６の具体目標ごとに１年間の主な取組の成果と今後の課題について自己

評価を行い、２６の具体目標の評価から９つの目標を評価させていただいたも

のです。また評価指標のうち目標評価につきましては２ページの表のとおり具

体目標評価を点数化し、その平均点からＡＢＣＤの４段階に評価いたしました。

十分達成できたものはＡ、おおむね達成はＢ、やや不十分はＣ、不十分はＤと

評価しております。 

         次に３ページの表を御覧ください。具体目標の評価につきましては具体施策

の平均点から評価しておりまして、具体施策の評価につきましては具体施策に

対応する事業の取組の状況を事業実績の推移や達成度から総括的にａｂｃｄと

評価し、点数化した平均点から評価をしております。なお９ページ以降には具

体目標ごとに評価シートを作成しておりますので、その中の１シートを例にと

って説明させていただきます。１４ページ、１５ページを御覧いただきたいと

思います。こちらのシートは具体目標、子どもの安全・安心の確保のシートと

なっております。１５ページの上の表でございますが、取組の状況として４つ

の事業が出ております。それぞれの事業について平成２４年度と２５年度の実

績値を表記いたしておりまして、その推移を矢印で示しております。右端の評

価でございますが、実績値の推移だけでなく達成度や１４ページに書いており

ます主な取組の成果と合わせまして総合的に評価を行いましてａｂｃｄの４段

階で評価を行っております。例えば(6)-2 緊急メールシステムの活用を見てい

ただきますと、平成２４年度２５年度とも１９分の１９となっております。こ

れは小中学校合わせて１９校ございまして２年連続１９分の１９ということで

ございますが、推移は横矢印となっております。これは十分な取組ができてお

り達成できたと判断しましてａ評価となっております。ａは３点、ｂは２点、
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ｃが１点、ｄが０点と点数化いたします。これら事業の取組の平均点が１４ペ

ージの具体施策という欄がございますが、そちらの評価点数となっております。

また具体施策の平均点が具体目標の点数と評価となっております。このように

取り組んだ事業の成果をわかりやすくするための点数化と、取組の成果や今後

の課題の整理を行いまして報告書をまとめさせていただいたところでございま

す。なお全ての評価結果につきましては、６２ページに一覧表がまとめさせて

いただいております。また６３ページ目以降には草津市教育委員会の活動とい

うことで掲載させていただいております。特に６４ページの真ん中より下です

ね。平成２５年度の活動総括がございます。こちらにつきましては２５年度の

教育委員会の活動をまとめさせていただいているものでございますが、前年度

に引き続き開かれた行動する教育委員会をモットーに草津の教育の活性化に向

けて取組を進めたこと。透明性確保のため教育委員会だより「コンパス」を７

月に創刊しまして市民に情報発信を行ったこと。また学校訪問につきましては、

各校の研究活動やタブレット型パソコンを使った授業を参観して、最先端の機

器を使った授業のあり方と今後の教育環境整備についての課題の考察を行った

こと。教育委員会協議会につきましては、前年度に引き続き広範にわたる教育

的課題からテーマを決定して、委員同士が議論することにより共通理解と研鑽

に努めたことなど、それらの取組をしております。総括といたしまして新たな

試みにより委員会の活性化と議論の充実に努めたが、今後行われる地方教育行

政改革の中であっても、市長部局と連携を密にし、創意工夫により一層教育委

員会の活性化に取り組んでいく必要があるとまとめさせていただいたところで

す。 

         もう一度３ページに戻っていただきたいと思います。 

         ４ 外部評価委員会と書いております。委員には先ほど議決いただきました

滋賀大学教授の糸乗前さん、元公立小学校教頭の山川紀子さん、公募市民の前

田麻子さんの３名にお願いしております。点検評価の客観性を確保するため、

教育に関し学識経験を有するかたなど外部のかたの意見や助言をいただき、最

終的に評価報告書をまとめたいと考えております。なお、本日御協議いただい

た後、７月１日、３日の外部評価委員会に諮る予定をしており、３回目の外部

評価委員会では教育委員さんとの懇談も行いたいと考えておりますのでよろし

くお願い申しあげます。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。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。 

         お願いいたします。 
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麻植委員     済みません。最後の教育委員会活動の報告の中で、市長部局との連携をとい

う言葉があったのですが、この外部評価のシートからはその市長部局との連携

はどのようになっているかという読み取る方法というのはありますでしょうか。

例えば公民館等の事実は市長部局になっていますが、連携をはかった結果の点

検はやはり市長部局と教育委員会部局とお互いの結果というか報告のようなも

のというのは、どういうところでこの外部評価の点検表から判断すればいいの

かと思いまして。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

教育総務課長   ６４ページの教育委員会の活動の活動総括に書いております市長部局との連

携を密にしたというこのあたりでございますが、こちらの総括といいますのは、

今後行われる、このたび地方教育行政の組織を運営に関する法律の改正が国会

は通りまして、地方教育行政改革を進めていくということの中で、総合教育会

議であるとか、教育委員会の組織自体が見直しをされるということになりまし

たが、そういった中であっても市長部局と教育委員会とは連携を密にして、今

後進めていくという総括でございまして、公民館のことをひとつ捉えてこの部

分ではちょっと書かさせてはいただいておりません。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

麻植委員     地域協働合校も一括交付金として市長部局との連携がとても重要な部分かな

と思うんですが、これも一括交付金として市長部局の色合いが強くなると思う

のですが、その成果と経過報告のような点検をするのは、ここの表の中では見

ることができないのかなと思いましてお伺いしたいと思います。 

 

馬場委員長    お願いいたします。事務局、お願いいたします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷でございます。まちづくり一括交付金でお願いしている件

もありますが、指標としては使わせていただいておりますのでそれぞれまた計

上させていただいております。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    ほかにありませんか。全般的にこれずっと評価をしてもらっているんですが、

去年から今年も増えた、特にこう際立って変わってきたっていうのはこの中で
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はわからないんですが、全部そういうのは何かわかる方法はないですかね。例

えば、先ほど学力調査の話があったんですが、宿題で持ち帰らせたことを書く

ことによって随分と子どもたちの学力が上がっているというふうには聞いてい

るんですが、それがもうさらっと書いているのでそういうなのは何か書く方法

はないですかね。こんな感じでね。何かみんなが元気になる点検評価みたいな、

成果があるといいですね。 

         ほかにありませんか。 

 

谷川委員     馬場先生と同じようにね、せっかくこんな膨大な資料を出していただいたの

で、これを各課でどこに焦点をあてて今年度やるのかというのが入ってきたら

すごく課題としてはあるんですけれども、それがあればもっとああそうかて分

かりやすいなと思ったんですけれど。 

 

村山委員     私もちょっと回答として出させてもらったんですけれども、点数は点数でわ

かりやすいからそれはそれでいいと思います。ただ皆さんおっしゃったように、

プラスとしてここは今年はこういうふうに重点的に去年のできなかった部分に

向けて、今年はここに重点を置いたからこういう成果があったというのがもっ

とわかりやすいといいんじゃないかなというふうに思うんですね。それがこう

いうところに取組の成果、今後の課題、ちゃんと欄もありますから、そういう

ところでもっとそういう部分を反映してもらうとやっぱりより分かりやすいし、

より外部の人にもそれがクリアになるというか、わかりやすく、今年はそれで

ここが課題だったけれどもできなかったり、課題だったところができたり。じ

ゃあ来年はそれに対してどういうふうに対応していくかというのが、すごく大

事だと思うので、そういう部分が反映されたらよりいいんじゃないかなという

ふうに、私もこれ３回目見させてもらって特に感じる部分です。 

 

馬場委員長    はい、お願いいたします。 

 

教育総務課長   教育総務課の山本です。点検評価につきましては平成２２年度から同じよう

な形態で評価シートのほうを作らせていただいております。その中で矢印を使

ったり点数化することによって前年度と比べて上昇しているかどうかいうこと

がわかりやすいという形で評価シートをここ数年続けております。この中でや

はり御指摘いただいたように、例えば各シートには取組が書いてあり、また今

後の課題も取り組んだけれどもできなかったこと。それから問題が見つかった

こと。そのあたりも書かさせてはいただいてるんですけれども、やはり課題だ

けでなく今年度ですね、これは去年の評価ですのでそれに対して問題が出てき
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たことに対してどう取り組んだかというあたり。そしてまた２６年度ですね。

今年度さらにどうしていくかというのが、今年度もう事業が進んでおりますの

で、その辺まで踏み込めて書けているかと言いますと、まだまだちょっと足ら

ないところがあるかなというふうに思っております。本日教育委員さんからも

いただいている御意見とかも参考にさせていただいて、外部評価委員会が７月

１日と３日がございますが、その中で再度またそのあたりを尐し踏み込んで説

明もさせていただきながら、３回目の外部評価委員会のときまでに尐し報告書

のほうも修正をさせていただいて、また懇談に持っていけたらなというふうに

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。それでよろしいでしょうか。 

         はい、ありがとうございます。それではほかにないようでしたら協議事項は

以上で終わらせていただきます。 

 

 

        ――――日程第６―――― 

 

馬場委員長    それでは、日程第６、「報告事項」に入ります。 

         事務局より報告をお願いいたします。 

         はい、お願いいたします。 

 

教育総務課長   それでは報告事項の１と２を教育総務課山本が続けて御説明申しあげます。 

         報告書の２ページを御覧いただきたいと思います。 

         新堂中学校大規模改造１期工事（建築）の請負契約を凍結することについて

の御報告でございます。 

         当該工事は、去る６月６日に市議会において議決をいただいたところでござ

いまして、建築工事の契約金額が２億３０６万１，６００円となっております。

そのほか関連する契約が以下のとおりでございます。工事の期限といたしまし

ては平成２６年１０月３１日まで。工事内容としましては、普通教室棟の内装

改修が鉄筋コンクリート造４階建ての一部、約３，４４０平方メートルとなっ

ております。また改修箇所につきましては、以下１階から４階まで記載のとお

りとなっております。外壁改修につきましては、ひび割れ、欠損部などの下地

処理を行い、吹き付け材で塗装をいたします。一部そのほかに外構改修も行う

予定をしております。 

         続きまして報告事項の２、草津市教育委員会各種事業の後援等に関する事務

取扱要綱について御説明申しあげますので、報告書の３ページから１６ページ
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をお開きいただきたいと思います。 

         教育委員会ではこれまで他の公的機関や各種団体等が実施する事業に対して、

その趣旨や目的が教育委員会の施策の振興に寄与すると認めた場合、後援や共

催を行ってまいりましたが、このたび市長部局におきまして公平かつ公正な運

用をはかるため、草津市各種事業の後援等に関する事務取扱要綱を定めること

となり、教育委員会につきまして市に準拠し、草津市教育委員会各種事業の後

援等に関する取扱要綱を定めたものでございます。具体的には第１条には当該

要綱の趣旨を定めております。第２条には後援と共催の定義を、第３条には申

請に必要な書類を、第４条には後援等を決定するための基準を、第５条には贈

賞についての規定を、第６条以降には後援等の決定通知、決定後の各種手続な

どを規定しております。なお施行日につきましては、平成２６年６月１日とな

っておりますので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。 

         続いてお願いいたします。 

 

文化財保護課長   報告事項３、草津市遺跡目録および草津市遺跡地図の改訂につきまして御説

明申しあげます。資料につきましては、１７ページから２２ページになります。

その中で１８ページを御覧いただきたいと思います。ちょっと字が小さくて申

しわけございませんが、一番下段の１５４、南東浦遺跡というのが新たに見つ

かった遺跡でございます。場所につきましては２１ページの地図を御覧いただ

きたいと思います。この場所につきましては、（仮称）老上第二小学校の建設

工事場所として決まりましたことから、ここにつきまして遺跡はございません

でしたけれども、登録されておりませんでしたけれども、大規模開発というこ

とで、平成２６年３月、試掘調査を行いました。その結果古墳時代から中世に

かけての柱穴や溝など、集落遺跡が確認されましたことから新たな遺跡として

登録するということになりました。これに基づきまして今後、発掘調査を行っ

ていくということになっております。現在老上第二小学校の整備工事予定地に

つきましては調査中でございます。今回報告の後、告示のうえ周知をはかりま

して、文化財の保護にあたりたいと思っております。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。それでは、ただいまの報告事項につきまして、御質

問はありませんか。 

         それでは、これをもちまして６月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は、７月２９日（火）午後２時半から定例会を開催する予定ですので、
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よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

生涯学習課長   ちょっと紹介だけさせていただきます。お机の上に置かせていただいていま

したふたつですね。生涯学習課の奥谷でございます。生涯学習ハンドガイドブ

ック「誘・遊・友」ということで、市民の皆さんが学習へのきっかけづくりと、

学習ニーズに応えるため市や関連施設が実施を予定しております、教育的事業

を掲載した情報誌を作成しました。この冊子は市民センターや図書館等の施設

にも置いております。ホームページにも掲載する予定でございます。また、２

枚目のチラシのほうなんですけれど、「子どもが輝くブックトークコンサート

２０１４」ということで、読書大好き草津の子ども推進事業のひとつとして、

家庭での読書活動につなげるきっかけとする、子どもが輝くブックトークコン

サートを７月２１日に行います。小学校４年生の国語の教科書にも載っていま

す、湖南市在住の詩人、野呂昶さんなどの作文を音楽物語にして提供したいと

考えております。また今年は図書館の協力のもと、開演前後の１時間に移動図

書館車を設置して本の紹介等を行いたいと思っております。また、先月御紹介

させていただきました、草津アミカホールウィークエンドコンサートスペシャ

ル事業 ロケ地草津の復活という形で御紹介させていただきましたが、多くの

御参加いただきましてありがとうございました。大変好評でございまして、こ

れからも、このような市民主体の活動を支援させていただけるものと思ってお

ります。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。それではこれで終わらせていただきます。 

 

閉会  午後 ３時５５分 


