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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７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、７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、「６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、６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。 

         市内の全小中学校で１学期の終業式が７月１８日に行われました。それぞれ

の学校が１学期の充実した教育活動を終えたこと、また、教職員の皆さんの熱

心な指導を初め、地域、保護者の皆様の御支援や御協力をいただいたことを、

ありがたく思っています。 
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         ８月２５日まで、子どもたちにとって有意義な夏休みであってほしいと願っ

ています。 

         さて、報告の１つ目は、６月２９日にアミカホールで開催されました、「近

畿中学校生徒指導研究協議会」を通して感じたことです。この大会は、県の生

徒指導部会長であります、松原中学の中谷校長をはじめ、市内中学校の生徒指

導主事、生徒指導関係者のかたがたのお骨折りで、近畿各地から約３００名の

生徒指導関係者の出席をいただき、草津で開催していただきました。 

         その中で、本市の生徒指導にお力添えをいただいております、峯本弁護士と、

周防先生、ソーシャルワーカーでいらっしゃいますが、「これからの生徒指

導」というテーマで対談をいただきました。その発言から、草津の生徒指導の

強みを感じることができましたので、尐しお話をさせていただきます。 

         その１つは「アセスメント・プランニング」ということです。これは、児童、

生徒一人ひとりの背景や環境を理解し、学校組織として計画的な指導や対応を

行う、まさに、これまでから草津で取り組んできたことそのものであると感じ

ました。子どもに寄り添い、解決を図ろうとする温かい支援のありかたを草津

の強みとして、発信できたのではないかなと思っています。 

         ２つ目は学校問題サポートチーム。これは学校園では対応し切れないケース

への指導を専門家のアドバイスをいただくことによって、学校園の対応力を高

めている事業です。アドバイザーの峯本弁護士や周防先生は、その分野の第一

人者で、しかも、学校や教職員のことをよく理解していただいており、やはり、

これも草津の強みであります。草津の生徒指導の充実、とりわけ学校や教職員

の対応力の向上とかかわった取組が行われていることを頼もしく思いました。 

         ３つ目は中学校区ごとに毎月１回行っている、「グレードアップ連絡会議」

です。会議では、いじめや不登校、学校不適応などについて、その対応を目指

し、協議や取組を行っていますが、中学校区においては授業や交流など、小中

学校の連携のさまざまな取組も多く行われています。そのことを踏まえ、今回

の対談では、保幼小中の情報交換と、一貫した指導の必要性が、周防先生から

提起されていました。今、国でも話題になっております、小中一貫の趣旨を踏

まえた、基本的な取組は既に草津市にもあるように感じました。 

         ほかにも、草津の生徒指導の施策で、例えば毎週１回開催しております、

「問題行動対策委員会」では、中学校生徒指導主事を中心に、情報交換や対策

を構築、共有しています。２０年以上の長い歴史もあり、「問題行動対策委員

会」なしには、草津の生徒指導は語れません。 

         さらに頼もしく思うのは、若い時代に生徒指導主事となり、この会議を経験

することで、おのずと学校はもとより、草津の生徒指導や教育全般をリードす

る実践力を持ち合わせた教員が育っているということです。生徒指導というの
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は問題行動の未然防止や対応だけでなく、本来的には児童、生徒一人ひとりの

自己実現を図るための指導です。今後も事業の充実に努めたいと思っています。 

         報告の２つ目は、今年度の子どもの読書活動に関する調査結果です。調査で

は、市内小中学校の児童生徒が５月に読んだ冊数、全国は平均が、昨年度の実

績でいいますと、１０.１冊ですが、本市では、１３.１冊でした。中学校では

昨年、全国が４.１冊という数字ですが、本市ではやや全国には届きませんが、

３.９冊と。つまり、小学校で全国を大きく上回り、中学校でほぼ全国並みに

までなりました。 

         また、お伝えしたいのは、小中学校とも、１カ月に本を読まなかった子ども

の割合が、全国では小学校が５％程度に対し、市内では０.５％、中学校では、

全国では１６.９％の生徒が本を読まなかったと、それに対し、草津では９.

６％と、本を１カ月に読まなかった子どもの割合が大きく減っていること、こ

れは大変うれしい数字であります。 

         さらに、最近では、これまでの読書の量的拡大というのに努めてまいりまし

たが、言語活動の充実につなげる、着実な取組へと、新たな方向に対しての成

果も見られるようになってきています。例えば、読売新聞の投書欄に、矢倉小

学校の児童が、「夏休みにはたくさんの本を読みたい。読書はいろんな知識を

得ることができる。それに、心が落ちつく。」といったような内容で、読書に

ついての自分の考えを投稿していました。本市の子どもたちの思いを、新聞を

通じて知ることができたこともうれしく思いました。 

また、同じく矢倉小学校の児童が、「サッカーで日本代表に」という投書が

京都新聞に掲載されておりました。さらには、７月１１日に行われました、中

学生広場、「私の思い２０１４」の意見作文の発表では、私立を含む７中学校

の生徒が平和や環境、あるいは生きかたなど、それぞれの思いをしっかりと発

表してくれていました。いずれも、読書がベースになり、充実した活動につな

がってきているのだというふうに思っています。 

         ３つ目の報告は歴史や文化について、草津からの発信が盛んに行われている

ことです。例えば、テレビでは本陣や草津宿が、びわ湖放送、ＮＨＫ総合、Ｂ

Ｓプレミアム等で紹介されていました。また、７月１９日から８月３１日には、

草津宿街道交流館において、企画展「近江の街道を描いた浮世絵」が開催され

ます。夏休み期間中でもあり、多くの皆さんに見ていただきたいと思っており

ます。 

         ４つ目は草津市民スポーツ大賞の表彰です。７月１１日に立命館大学１回生

で、男子陸上競技部所属の鍵本真啓選手に、草津市民スポーツ大賞の表彰を行

いました。鍵本選手は６月に台北で開催されました、第１６回アジアジュニア

陸上競技選手権大会の１１０メートルハードルにおいて、見事、２位入賞を果
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たされました。また、立命館大学の陸上部の皆さんは、本市６年生全員が参加

する、ジュニアフェスティバルにも御協力をいただき、見事な走りを見せてく

ださいます。今年も大学の学生さんの雄姿を通して、スポーツに親しみ、スポ

ーツを愛する草津の子どもが育ってくれることを楽しみにしています。 

         最後、５つ目は社会教育と関わってです。７月２３日には第１回草津社会教

育委員会議が開かれました。公募委員４名を含む１５名の委員の皆さんそれぞ

れが、社会教育についての関心や実践をお持ちであり、心強く感じました。人

と人のつながり、地域間のつながりという社会教育の機能が重要になってきて

いる今、本市、社会教育の推進充実に向けて、貴重な御意見や御提言をいただ

けるものと期待しています。 

         また、南笠東公民館子ども囲碁教室で学んでいる３名の子どもたちが、東京

の棋院会館で行われました、「第１１回文部科学大臣杯小中囲碁団体選全国大

会」に県代表として出場しました。公民館での学びを通して、これまでにも多

くの子どもたちが全国大会に出場しておりますが、指導者の地道な取組と、質

の高い充実した活動が行われていることに感心いたしました。 

         以上、教育長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す。 

         それでは、７月にあった行事やその他教育全般に関することで、何か御感想

などございましたらお願いいたします。 

 

村山委員     私は、７月１９日にびわ湖ホールで行われました、パナソニック株式会社主

催のコミュニティコンサート、ニューヨークシンフォニックアンサンブル特別

演奏会を鑑賞させていただきました。市内から玉川中の吹奏楽部の皆さんが出

演されて、それぞれの楽団の演奏に加えて、最後に合同での演奏と、内容も盛

りだくさんの、本当にすばらしい演奏会でした。 

         本番に先立って、春には事前に同楽団の音楽監督でおられる、高原守さんが

玉川中を訪れ、指導もしてくださったとのことで、部員の皆さんは緊張しつつ

も、この日を迎えるのを本当に楽しみにされていた様子がひしひしと伝わって

きました。演奏が始まったときには、中学生の皆さんの喜びとか興奮が本当に

胸に迫ってきたようで、私も思わず感動してしまいました。世界の文化の中心

であるニューヨークという町から来てくれた大勢のプロフェッショナルなかた

がたとともに、こうした大きな舞台に立つということは、彼らにとって本当に

かけがえのない経験になったんじゃないかなというふうに思いました。 

         同時に、こういうふうに広い世界や一流を肌で感じることというのは、本当

に貴重な体験であると同時に、ふと、これを都会の子どもたちというのは、こ
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ういうことをもっと身近に体験しているんじゃないかなというふうに思ったん

です。草津は滋賀の中では都会だというふうな見方をするかたもおられますけ

れども、それでも、やっぱりまだまだ、良くも悪くも田舎であると思います。

田舎ならではの良いところもたくさんありますけれども、一方で田舎でも都会

の子と同じような環境を、尐しでも同じような環境を整えてあげるということ、

それを支援していくというのは教育の大きな役目ではないかなというふうに、

そのコンサートを見ながら実感しました。スペシャル授業ですとか、そういっ

たことも既に市では取り組んでいますけれども、将来、もっと広い世界に羽ば

たいていくべき草津の子どもたちが、こうした地域の力も借りながら、そうい

う面をしっかりサポートしていかなければいけないなというふうに感じました。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         ほかにありませんか。 

         麻植委員。 

 

麻植委員     ６月の広報くさつの裏面の旬な人のコーナーで、ターナー礼子さんの記事が

ありました。ＡＬＴとして松原中学に入っておられるということでしたので、

学校の校長先生のほうにお電話させていただいて、英語の授業を見させていた

だけないかということで、お話させてもらいましたら、２日間連続で来てもら

えたらということでしたので、寄せていただきました。 

         松原中学校は尐人数制を導入されていまして、学校に６名の英語の担当の先

生がおられるんですけど、全て外国で教えておられたり、外国で生活された経

験があって、本当にすごい英語力をお持ちです。なので、授業も６０％から８

０％を英語で展開されていました。なぜ、２日間といいますと、１日目は創作

劇の準備、自分たちで台本も創作して、それを英語で表現する。２日目は発表

でしたので、どちらも見させていただきました。尐人数制と先生がたの英語の

能力、そしてＡＬＴとして入っておられるターナーさんたちとの連携もすごい

なというのを感じました。 

         もう１点、２２日に志津小学校に寄せてもらいました。志津小学校は今年か

ら、サマースクールというのをされていまして、６町内と、あと学校の、のび

っこということで、１０カ所、公民館９と小学校で１０カ所を３２人の先生が

全員分かれて、９時から１０時半まで、事前に募集はとられているんですけれ

ども、１年から６年まで同じ教室で先生がたが指導に入られたそうです。ねら

いは家庭学習の定着、充実ということだそうです。長い休みの間に、そういう

ことを取り組まれたそうで、これも公民館で開催するに当たっては、地域のか
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たたちの御理解がないと、なかなか難しかったというふうに校長先生がおっし

ゃっておられて、地域のかたがたは校内パトロールに、午前２人、午後２人、

毎日入っておられるそうです。そういう学区だからこそできたのではないかな

というのを言っておられました。 

         先ほど、教育長報告の中にあった、今年の近畿中学校生徒指導研究協議会が

アミカであったんですが、昨年の大阪大会の資料をいただくことができました。

その中で、教育裁判から学校危機環境を学ぶという冊子をいただきまして、全

てのヒントが教育裁判の中で指摘されていますよということです。子どもたち

がこんなことをしたら、こんな罪になるということを知らせないとだめだとい

うことも言っておられます。子どもたちの声としても、自分たちの行動がこん

なに重い罪になるものとは知らなかったという声が出てきているように、その

ことを恐喝罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪など、罪の意識をしっかり子どもに伝

えることも大事なんじゃないかなというふうに読ませていただきました。草津

市の、いじめ防止基本方針作成が今、行われていると思うんですけれども、ぜ

ひ活用していただけたらなというふうに思いました。 

         あと、村山委員からもありました、びわ湖ホールも見せていただきました。

私も音楽家として思うのは、本物を見たり、体験はできるんですけれども、一

緒に同じ舞台でできる経験というのは、緊張感も、それから演奏者たちの息づ

かいも共有しながら、あの大きなびわ湖ホールでできるというのは、本当に宝

物だったろうなと思いました。 

         もう１点、２１日はブックトークコンサートがアミカホールで行われたんで

すけれども、これもアミカホールの検討委員会をさせてもらっていたときに、

ブックトークコンサートというネーミングと、子どもたちにこういうことを伝

えたいなというふうに、開催させてもらったのが今も続いていて、事前募集を

されるんですけれども、申し込み多数で入れないという現状があるそうです。

ますます、子どもたちの読書、子どもたちというのは小学校以前の子どもたち

もたくさん、赤ちゃんの泣き声もあったんですけれども、たくさんの人たちが

来てくださっていたので、これをどんどん発展していただけたらうれしいなと

感じました。ありがとうございます。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         谷川委員、お願いいたします。 

 

谷川委員     夏休みに入って、ラジオ体操に行っているんですけれど、自分の健康のため

に。一緒にラジオ体操をしていますけれども、子どもらはけんかもしたり、い
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ろいろしていますけれども、縦割りができていいのかなと思いながら見ていま

す。地域の人も結構来ておられて、私が一番上かなと思ったら、私よりも二回

りほど上のおばあさんは毎日来てはりまして、ラジオ体操の変遷を話して、８

０代の人は、私らはラジオ体操はなかったでとか、私らは６時半からラジオで

聞いていたけれども、この子らは７時からテープレコーダーでやると、そんな

話をしながら、子どもらと体操をしているんですけれども、小さい子も含めて、

小学校に行くまでの就学前の子が半分ぐらいいて、ラジオ体操になっていない

子が多いんですけれども、おばあさんも見ているし、おじいさんも時には来て、

あんた誰の子やとか言いながら、地域のつながりができていいのかなと思って

います。いつまで続けられるかわかりませんけれども、私の教え子の子もいた

りして、楽しくしゃべりながらスリムになってきました。もうちょっとラジオ

体操ができるといいのになというのは、自分がやっていたこともあるので、そ

れは１つ思いました。 

         以上です。 

 

馬場委員長    私は、旧の野路のあたりを前にふらふら家に向かって歩いていたんですが、

そのときに二人連れの御夫婦だと思うんですが、その人にちょっとと言われて、

何かいなと思ったら、旧東海道はこれでいいんですねって確かめの言葉だった

んです。ずっとこの人たちは草津から歩いてはるんやと、旧東海道をと思って。

大丈夫ですと、このまま行ったら、瀬田というところを抜けるんですねと言っ

てはって、元気に歩いていかれたんですが、その後、その道を車で通ったり、

何度もするんですが、結構そういう人がいはるんです、歩いてはる人たちが。

旧東海道を歩く。数字としては何もつかんでいないけれども、多分、草津が発

信しているものを何か見て、感じるところがあって、草津という地はこういう

地なんやなと思って、歩いてくださっているんだと。私たちが小さいときに、

野路のあそこらへんは松林がありましたけれど、一切、そんなのがなくなって、

面影はないんですが、そういうものを訪ねてくださる、よその人たちもたくさ

んいてくれはるんやなと思いました。ちょっと、ほのぼのという気持ちになり

ました。 

         それでは、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、日程第４、付議事項、「議第４９号 草津市立草津クレアホール条例

施行規則案」を議題といたします。 
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         事務局の説明を求めます。お願いいたします。 

 

生涯学習課長   付議事項、議第４９号、草津市立草津クレアホール条例施行規則案につきま

して、生涯学習課の奥谷が御説明申しあげます。 

         議案書の３ページをお開きください。 

         この規則は、５月定例教育委員会で御審議いただき、６月定例市議会で可決

されました、草津市立草津クレアホール条例第１１条の規定に基づき、施行に

関し必要な事項を定めるものです。 

         第３条で施設の開館時間と休館日について定めています。月曜日を休館日と

しています。第４条からは施設の使用許可の手続や、遵守事項などを定めてい

ます。 

         規則の施行日は平成２７年１月１日です。 

         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    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４９号は、原案どおり可決いたします。 

         次に「議第５０号 草津市教育振興基本計画策定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５０号、草津市教育振興基本計画策定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９ページから１１ページを御覧いただきたいと存じます。 

         今年度、草津市教育振興基本計画の策定から５年が経過するということで、

これまでの取組の検証と見直しを行い、平成２７年度から５年間に取り組むべ

き教育施策を反映させた、第２期計画を策定する予定でございます。 

         このため、教育にかかわる関係者や、広く市民からも御意見をいただきたい

と考えており、草津市教育振興基本計画策定委員会を組織して、進めてまいり

ますことから、草津教育委員会附属機関運営規則に基づき、委員の委嘱を行お

うとするものでございます。 

         委員構成につきましては、１０ページを御覧いただきたいと思います。学識
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経験を有する者が１名、ＰＴＡを代表する者が１名、学校教育の関係者が２名、

地域住民を代表する者が１名、社会教育関係団体を代表する者が２名、保育所

の関係者が１名、公募市民が２名の計１０名のかたでございます。 

         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    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。はい、お願いいたします。 

 

麻植委員     先ほどの点検評価の中でもお話しさせていただいたんですけれども、この基

本計画策定というものは本当に大きな意味合いを持っていると思います。この

前の議第４９号の中でもクレアホールが１月１日に移管されますので、文化行

政の区分をどういうふうな施策にするかという点も、ものすごく重要になって

くるかと思います。２２年度に草津市の教育振興基本計画ができた後、県で２

３年度に文化振興基本方針というものが出ましたので、これは２２年度に草津

でつくられたときには盛り込まれていないと思いますので、ここの部分もよろ

しく御審議いただけたら、ありがたいですし、お伝えいただければありがたい

と思っています。 

         施策の項目にあがらなければ、予算取り、あと評価にもなかなか結びつかな

いと思いますので、どうぞよろしくお伝えいただけたらありがたいです。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

教育総務課長   今回は見直しということで、これまでの検証もさせていただきますし、先ほ

どの外部評価委員会の中でも、外部評価委員さんと教育委員さんの懇談を通じ

まして、いろいろな御意見をいただいておりますので、これから新たに含める

こと、そして、既にもう事業として終了したもの、そういったものをきちっと

精査いたしまして、見直しを進めてまいりたいと思いますし、また、今回の委

員さんにつきましても、あらゆる分野からお入りいただいておりまして、それ

ぞれの立場で御意見もいただくことができると思いますので、また教育委員様

にも御意見を伺いながら進めてまいりたいと思いますので、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。よろしいでしょうか。 

         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５０号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第５１号 草津市立尐年センター運営委員会委員の委嘱につき議
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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５１号、草津市立尐年センター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、生涯学習課の奥谷が御説明を申しあげます。 

         議案書の１３ページをお開きください。 

         草津市立尐年センター運営委員会委員につきましては、平成２５年９月１日

から、２年の任期で１３名の委員に委嘱を行い、運営してきたところです。 

         今年度に入り、委員を推薦していただいている団体等で、変更の届け出があ

りましたことから、今回、該当する委員の委嘱替えを行うものです。 

         これにあわせて、欠員でありました、公募による市民２名についても、選出

を行いましたことから、同時に平成２７年８月３１日までの委嘱を行おうとす

るもので、今回、８名の委員委嘱について、議決を求めるものです。 

         これにより、条例で定める委員１５名の組織で運営することになります。 

         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    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５１号は原案どおり可決いたします。 

 

 

        ――――日程第５―――― 

 

馬場委員長    それでは、日程第５、報告事項に入ります。 

         事務局より、お願いいたします。 

 

教育総務課長   報告事項１、定期監査結果報告について、教育総務課の山本から御説明申し

あげます。 

         報告書の２ページをお開きいただきたいと思います。 

         平成２６年７月１日付で、草津市監査委員より、草津市教育委員会委員長宛

てに定期監査結果の報告がございました。監査期日につきましては、平成２６
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年４月２１日から平成２６年５月３０日まで、監査対象機関については、笠縫

東小学校を含む６小中学校と草津宿街道交流館でございます。 

         このうち、小中学校分について、説明させていただきます。監査結果につき

まして、３ページから８ページまで、記載のとおりでございます。監査対象に

つきましては、教育財産の維持管理について、準公金の取扱いについての２点

でございます。監査結果といたしましては、全ての学校において、教育財産の

維持管理並びに準公金の取り扱い状況については、おおむね適正に執行されて

いるが、一部に改善、検討を要する事項が見受けられたとのことでございます。 

         具体的に、意見、指摘事項を何点かいただいております。まず、教育財産の

維持管理面でございます。理科準備室の薬品管理についてですが、各学校でい

ま一度、薬品の管理状況を確認いただき、薬品管理簿による薬品管理を徹底い

ただくよう、指導させていただいております。また、寄付物品の備品登録につ

きましても、登録事務を徹底いただくよう、お願いしたところでございます。 

         今年度行っております、大規模改造工事とトイレ改修工事がございます。そ

れによる影響についてということで、既に学校や工事関係者とも調整を行って

おりますが、さらに安全対策と、児童生徒への負担軽減に努めてまいりたいと

思っております。 

         あと、監査を受けました全校において、維持管理面での改善、整理を要する

事項がございました。今後、学校から詳細について聞き取りを行い、対応して

まいりたいと思います。 

         次に、準公金の取扱い状況でございますが、出納簿、収入支出調書などの書

類の改善についての指摘がございました。その内容をそれぞれの学校へ通知さ

せていただいております。主にこのような御意見と御指摘がございましたので、

今後、それぞれの学校と十分、連携を行って改善してまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

副部長（街道交流担当）   続きまして、草津宿街道交流館の定期監査結果でございますが、街道交流館

の八杉が御報告申しあげます。 

         ９ページでございますが、去る２６年５月３０日に、史跡草津宿本陣管理運

営費と草津宿街道交流館運営費の２事業につきまして、監査を受けさせていた

だきました。 

         監査結果につきましては、９ページの報告書にございますように、それぞれ

の事業の取組ついて、おおむね適正に執行されているということでございます

が、一部に改善検討を要する事項が見受けられるとの御指摘がございました。

その意見、指摘につきましては、１つに学校連携との積極的な働きかけ、また

入館者を増やす取組として、メディアの積極的な活用と、商店街や観光事業者
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との連携を密にすること。 

         もう１点につきましては、入館料、観覧料の減免の取り扱いについてでござ

います。条例施行規則並びに要綱において、教育委員会が必要と認めたときと

いう規定につきまして、特に観光キャンペーン等についての具体的な基準がな

いことから、内規等を定めるべきであるというふうな御指摘でございますので、

御報告申しあげます。 

         以上が、定期監査の結果の報告でございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         引き続いて、お願いいたします。 

 

生涯学習課長   続きまして、報告事項２、草津市立草津クレアホール防音音響整備工事プロ

ポーザル選考委員会設置要綱について、生涯学習課の奥谷が御説明申しあげま

す。 

         １１ページをお開きください。 

         草津市立草津クレアホールにつきましては、練習室等におきまして防音音響

の性能を向上させるため、防音音響整備工事を実施する予定でございますが、

防音音響整備工事の特殊性等を勘案いたしまして、公募型プロポーザル方式に

より、業者を選定することになりました。そのため、業者の選定に当たり、選

考委員会を設置する必要がございましたことから、草津市立草津クレアホール

防音音響整備工事プロポーザル選考委員会設置要綱を制定し、選考委員会を設

置いたしました。 

         今後、選考手続を経て、業者を選定し、防音音響整備工事を実施する予定で

す。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         引き続いて、お願いいたします。 

 

学校教育課長   学校教育課中瀬が報告事項３を説明させていただきます。 

         草津市漢字検定料補助金交付要綱の一部を改正する要綱につきまして、報告

させていただきます。 

         報告書の１２ページから１４ページを御覧ください。 

         草津市漢字検定料補助金交付要綱の一部を改正する要綱につきましては、本

年度より、中学生で漢字検定３級を既に所持している者につきましては、漢字

検定もしくは、新たに設けられました文章検定のどちらかを選択して受検でき
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るよう、改正したことから、第２条において定義事項をつけ加えました。 

         さらに、本検定事業の実施に当たりましては、市から補助金を交付し、検定

料の保護者負担額を軽減する措置をとっております。市からの補助金額の変更

に伴い、第４条において、児童、生徒１人当たりの補助金を７００円から６３

０円に変更するものでございます。 

         以上、よろしくお願いいたします。 

 

馬場委員長    引き続いて、お願いいたします。 

 

学校教育課長   報告事項４について、学校教育課中瀬が続きまして説明させていただきます。 

報告書１５ページ、１６ページを御覧ください。 

         草津市英語検定料補助金交付要綱の一部を改正する要綱につきましても、漢

字検定、文章検定と同様に、保護者負担額の軽減措置を行っております。英語

検定につきましては、平成２６年度より受験料の引きあげが実施されましたこ

とから、第４条におきまして、生徒１人当たりの補助金を５００円から６２５

円に変更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した。 

         ただいまの報告事項につきまして、何か御質問等はございませんか。 

         お願いいたします。 

 

谷川委員     定期監査の中で、６つの小中学校の理科準備室の薬品管理簿を整備し、とい

うふうに書いてあるんですけど、これは管理簿がなかったんですか。 

 

教育総務課長   教育総務課の山本です。 

         管理簿が整備されていなかったということでございます。 

 

谷川委員     学校薬剤師が点検しますよね、年に１回か２回。だから、その辺、薬剤師も

見ていないのか、ちょっと確認をまたしてください。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         学校薬剤師さんの環境衛生検査のときには、理科室の薬品の管理状況のチェ

ックというのは、今はしていないと思います。 

 

谷川委員     そうですか。京都はしていると、薬剤師が言っていたんで、滋賀はしていな
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いということですね。分かりました。 

 

馬場委員長    指摘事項については改善してもらうということで、話ができているというこ

とですね。 

         ほかに何かございませんか。御質問等はございませんか。 

         それでは、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。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         机に上にお配りしております、ピンク色の資料でございますが、中学校スク

ールランチ事業の周知啓発用のチラシでございます。準備いたしておりました、

中学校のスクールランチでございますが、いよいよ８月２６日の第２学期始業

から、１食４００円ということでスタートさせていただきたいと思っておりま

す。 

         第１学期の終業時には生徒さんを通じまして、保護者の皆さんへ、このチラ

シとカラー刷りの利用ガイドというのを配付いたしまして、また８月２６日に

は８月分、９月分の献立表をお配りいたしまして、スタートさせていただきた

いと思います。教育委員の皆さんにも御承知おきいただきたいと思いますので、

御報告させていただきます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         それでは、これを持ちまして、７月の定例会を終わらせていただきます。 

         次回は８月２７日、水曜日、午後２時３０分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１２分 


