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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９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、９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、「８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、８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。 

         日中はまだまだ暑さが残っておりますが、朝夕はしのぎやすくなり、秋の到

来を実感しております。 

         委員の皆様には、小中学校の運動会・体育祭に出席をいただきありがとうご

ざいました。天候にも恵まれ、それぞれの学校で児童生徒が活躍する場面が見
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られました。競技や演技だけでなくさまざまな活動もあり、山田小学校では地

域協働合校事業で取り組む江州音頭で、ある３年生の児童が井伊直弼が桜田門

外の変で亡くなるまでの生涯を歌にした江州音頭「花の生涯」の最初の部分を

披露されたと聞きました。この夏に「江州音頭教室」に入会され練習を続けて

こられたようで、郷土を大切にする思いや心を感じました。 

         小学校の運動会は今週末、４日、土曜日に開催されるところもありますが、

この後も子どもたちが力いっぱいがんばっていることを楽しみにしています。 

         さて、９月と言えば、９月定例会。９月２日に開会し、９月１１日、１２日、

１６日に一般質問がありました。今回も教育への関心は高く、７名の議員から

質問をいただきました。発言要旨は「世界大会ワールドマスターズ等への対

応」、災害時の備えと対応にかかわり、「小中学校のコンクリートの亀裂や壁

のひび割れ、教室天井落下等に向けた調査」、「避難訓練」、「心のケア」、

女性等に配慮した災害支援では「教職員への指導、対策」、それから「タブレ

ット端末を用いた防災防犯、災害時の活用」、「携帯電話やスマートフォン利

用の情報モラル」、「子どもたちを守るための支援」、「ＩＣＴ授業の取組」、

「教職員の勤務状況」、「学校図書館事業」、「就学前教育のビジョン」、

「学童保育待機児童解消のための学校施設の利用」などでした。議会の様子は、

市議会ホームページ等で御覧いただけます。 

         １７日、水曜日には、第１回草津市教育振興基本計画策定委員会を開催しま

した。「草津市教育振興基本計画」は、平成２２年３月に１０年間の計画とし

て策定し、５年が経過する今年、前期の取組を検証し、後期の実現に向けて見

直しを行うこととしています。 

         この間、社会のグローバル化、高度情報化等に伴い、子どもたちを取り巻く

環境にも変化があります。国や県の「教育振興基本計画」を参酌し、また、市

における「第５次草津市総合計画」や現在作成中の「子ども子育て支援事業計

画」との整合性を図りながら策定していきます。 

         委員長には、滋賀大学教育学部教授の兒玉さん、副委員長に志津まちづくり

協会会長の山元さんに御就任をいただき、ほか８名の委員の皆さんのお知恵を

いただきながら、これからの草津の教育としてふさわしい計画を策定していき

たいと考えています。 

         ２３日、秋分の日には「第２７回いのち・愛・人権のつどい」が開催されま

した。昨今、介護の際の虐待、詐欺商法による被害などの事案が多発しており、

高齢者が生き生きと暮らすことができる社会を目指し、高齢者を大切にする心

や社会を育てる必要があります。そのようなことから、今年は高齢者の人権を

テーマにした落語と講演が行われました。落語は草津市出身の落語家、桂 三

風さん。三風さんは「慮る」ことの大切さをわかりやすく語っていただき、ま
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た、振り込め詐欺を題材にした「振り込め！」という落語もしてくださいまし

た。 

         講演は祖父母、父母、姑の身内５人の介護体験をされた経験を持たれる羽成

幸子さんで「心のあやとり」と題して、介護する側、される側の心のありかた

を具体的でわかりやすくお話いただきました。 

         ２７日、土曜日には、「立命館びわこ講座」の開校式に出席してまいりまし

た。今年の講座の全体テーマは「私たちのくらしと食」で「近江の食文化や食

育」、「食と消費の関係」、「和食文化論」など５回にわたって行われ、食の

ありようを生活と関連させながら捉えていくことを目指します。１００名を超

えるかたの受講があり、受講者には学ばれた内容を日常の生活の中で生かして

いただければと思っています。 

         ２７日、２８日は市民文化祭でした。２日間にわたり、俳句や写真、能面や

華道などの展示発表、邦楽や民謡、オカリナ演奏、舞踊、マジックなどたくさ

んの芸能発表がありました。参加は展示部門６団体、芸能部門２７団体、入場

者数は２日間で延べ１，５３６人にものぼりました。市民の文化活動のすばら

しさを感じました。 

         また、草津街道交流館では、市制６０周年の記念グッズ「出会い箸」を作成

しました。大変ユニークな企画で、立命館大学の学生とともにコンセプトとデ

ザインを考え、縁結びの箸、幸せの箸、もてなしの箸の３種類を作成いたしま

した。これらは販売もしております。 

         もう一つ、交流館では、９月２０日から秋季テーマ展「飛脚から郵便へ」が

始まっています。館内には、飛脚の役割や伝達方法、郵便制度創設期のポスト

などが展示されています。特に、草津市出身で旧郵政省であります駅逓寮の要

職を務められた山内頼富、そして前島密がやりとりをした貴重な書簡が公開さ

れています。１１月３日まで公開されますので、多くのかたがたに訪れていた

だきたいと思っています。 

         それから、うれしいお知らせで、平成２６年度フラワー・ブラボー・コンク

ール（ＦＢＣ）の秋花壇の審査発表があり、笠縫東小学校が春花壇で県知事賞

を受賞したのに引き続き、今度はＢＢＣびわ湖放送賞を受賞しました。子ども

と教職員と地域のかたがたが力を合わせて取り組まれた成果であります。 

         最後に、市議会定例会、教育振興基本計画の外部評価委員会等において、議

員や委員の皆さんから、草津市は教育が充実している、教育委員会も学校もよ

くやっている、というような評価をいただきました。大変うれしく思います。

そのような評価をいただき、今後とも事務局一同努力を重ねていく所存でござ

います。 

         以上です。 
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馬場委員長    ありがとうございました。 

         それでは、９月にあった行事やその他教育に関する事項で、何か御感想など

がございましたらお願いいたします。 

         村山委員お願いします。 

 

村山委員     私は、９月６日に行われました「子ども子育てシンポジウム」、それから９

月２３日の「いのち・愛・人権のつどい」を聞いてまいりました。 

         ６日の会場アミカホールには、保育関係者のかたがたのほかに小さいお子さ

んの親御さんと思われるたくさんのお父さん、お母さんがたがいらしていっぱ

いでした。講師の先生がたが新制度の利点や課題等をわかりやすく説明くださ

り、皆さんにもきっと参考になったのじゃないかと思います。 

         特に、最後の質疑応答では、次々と会場から手が挙がり、パネラーで御参加

くださった守山市玉津こども園の石田あけみ元園長に特に質問がたくさん寄せ

られて、子どもたちに不安や混乱は生まれないのかとか、出身の違う職員同士

うまくやっていけるのかなど、皆さんが新制度に対して抱えておられる不安が

とてもよくわかりました。石田先生は一つ一つ大変丁寧に答えてくださり、こ

ういう具体的な説明や話し合いの機会を、地道に続けてお互いの理解深めると

いうことが新制度の移行には不可欠だなというふうに感じました。 

         それから、２３日の人権のつどいでは、桂 三風さんの落語に続いて、講師

の羽成幸子さんの御自身の体験をもとに大変軽やかな語り口で御講演くださり、

会場の皆さんも身を乗り出して聞いている感じが伝わってきました。本当に心

がすっと軽くなるような、それでいいんだと思えるような心が明るくなるよう

な講演をいただいて本当によかったと思います。 

         それから、最近幾つかＩＣＴ教室に関する記事等を目にしましたので、ちょ

っと話したいんですけれども、今月８日にＮＨＫの「クローズアップ現代」で

「デジタル授業革命」というタイトルで放送されまして、国内での導入の現場

のほか、先行している韓国で、主にタブレット端末への過剰な依存が問題とな

って軌道修正を迫られる事態に至ったということを紹介されていました。後半

には、教育評論家の尾木直樹先生が全面的な技術サポートの必要性ですとか、

根本的な教師の授業力が重要だということなどを語っておられました。 

         それから、２１日の毎日新聞ですが、紙とタブレット両方の特性を生かして、

併用して利用することっていう重要性というのは、の記事が掲載されておりま

した。 

         これら、皆、見たり、読んだりしていくと、既に研修等で指導いただいてい

る内容とほぼ一致するなということを、私の知る範囲でもそういうふうに感じ
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られて、その辺は草津市ではしっかり既に認識していることだというので、安

心していただけるんじゃないかなというふうに感じたと同時に、今後もやっぱ

りしっかり常に気をつけていかなければいけない点なんだなというふうに感じ

ました。 

         こういうメディア等での扱いは今後もっともっとふえていくんじゃないかな

というふうに思うので、保護者の皆さん、地域の皆さん等も目に触れる機会は

ふえるのかなというふうに思いますので、新たな期待や不安なども出てくるの

かなと思うので、できれば尐しずつでも、ゆくゆくは業務状況などを説明する

場を何かしら持つことで、お互い理解深めていけたらいいんじゃないかなとい

うふうに思いました。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         ほかにありませんか。 

         麻植委員お願いします。 

 

麻植委員     まず、今月の２７日、２８日の市民文化祭のことについてお話させていただ

こうと思います。 

         今回、初めて一般市民の募集がありまして、公募での参加団体が５団体あり

ました。新しい風が入ったような感じがしました。 

         また、舞台参加した子どもたちをお茶席に連れていったのですけども、お茶

をいただくだけではなく、お菓子や活けているお花やおじきの説明もしていた

だきまして、和の心配りとか、文化に触れることができてとても有意義だった

なというふうに感じました。 

         ただ、依然開催日は、市内の多くの小中学校の運動会と重なっています。当

日も前で草津小の子どもたちの元気な声が聞こえてたんですけども、昨年は土

曜日が雤だったために、運動会が日曜日にずれてしまって、日曜日発表だった

子どもたちが舞台にあがれなかったという状況もありました。また、こういう

場所に日にちを設定してますと、どうしても小学校の子どもたち、また保護者

のかたがたに市民の文化芸術の発表の場を見ていただいたり、聞いていただけ

る機会を減らしてしまうことになるので、そのあたりを含めて改善を考えてい

ただけたらうれしいなっていうのを感じました。 

         １１月１日には、クレアホールが草津に移管されますので、そのビジョン・

ミッションを明確にあらわして、草津の文化芸術の振興を更に進めていただい

て、いろいろ努力もされているんですけども、それ以上に、それぞれの強みを

生かしたトータルな草津の文化芸術を捉えていただいて、市民参加、参画がで
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きるような企画、それから展開で、うるおいある草津を更に目指していただけ

ればありがたいなというのを感じました。 

         もう１点、今年度教育振興基本計画が草津も５年目ということでとっても大

切な年だと思っています。策定委員会のかたがたが中心に進めてくださってい

るんですが、私も教育委員として折り返し地点がきて、とても感じることは、

当たり前のことなんですけども、いかに教育振興基本計画が大事かということ

です。予算執行、点検評価、全てがこの基本計画にのっとって進められてます

ので、この５年目の節目はとても大事だなというふうに感じてます。 

         文科省の平成２５年の基本計画やそれを踏まえた２６年の県の基本計画、ま

た２３年の滋賀県文化振興計画などをちょっと自分なりに読み返したり、あと、

他の委員会や市民団体の集まりとか、ＪＣの主催の会議などをちょっと傍聴さ

せていただいて、委員の一人として、責任持った自分なりの意見が述べられる

ように、今、しなければならないなと背筋を正しております。 

         草津市の教育基本計画は、全国に誇れるすばらしいものになることを願い、

皆様とともにがんばってまいりたいと思います。どうぞ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。 

         谷川委員お願いします。 

 

谷川委員     私、山田小学校の運動会に行ってきました。まず、驚いたのが二クラスしか

ないというコンパクトになっていたのでびっくりしたんですけれども、それぞ

れ二クラスいうことで入場行進なんかは整然と行進してたように思いました。

あと、徒競走もあったんですけれども、最後まで走り切っていたなというふう

に思います。 

         たくさんの支援員のかたですかね、お手伝いしておられるかたがおられまし

たが、その他市の運動会もその後行ったんですけれども、年齢層が他市の方が

若いなと、そのあたり、どういうかたが行っておられるのか、他市の方は学生

が多かったようなんですけれども、準備とかのサポートにどういうかたが行っ

ておられるのか教えてもらえたらありがたいなと思いました。保護者も早くか

ら来て、一生懸命しておられて、これは相変わらずやなということで、懐かし

く運動会を見せていただきました。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。何か懐かしい運動会の風景が浮かんできました。 

         私、先日大学関係者の人としゃべる機会があって、私がまだ老上の校長やっ

たときに起こった大教大附属小学校での事件の被害を受けた子どもが今もう大

学生になってるぐらいの年齢になるんですが、心の傷はそんな簡単にとれない
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という現実をいろいろ聞かせてもらって、簡単に心のケアと言ってるけど、本

当に長い取組、それから人と人とのかかわりの中で尐しずつ前向きに生きてい

けるんやなということを考えて、草津の子どもたちもいろんなことがあるやろ

けども、周りが気の長い取組で支えていかんとあかんなというふうに思いまし

た。 

         ということで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、「議第６１号 草津市立幼稚園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。 

 

幼児課長     幼児課の田中でございます。 

         それでは、議第６１号草津市立幼稚園規則の一部を改正する規則について、

御説明をさせていただきます。 

         議案書の２ページから４ページを御覧ください。 

         特に、４ページに新旧対照表がございますので、尐し細かいですけれども、

御覧をいただきたいと思います。左側が新しい方、右側が現行でございます。 

         現行の入園願書にはですね、就園したい期間を記入する欄がございませんの

で、今回、就園期間の記入欄を追加するものでございます。また、集団経験の

有無を把握し、加配教員配置等の参考とするため、入園前の状況の欄を追加す

る等、様式の一部を検討しようとするものでございます。 

         以上が草津市立幼稚園規則の一部を改正する規則案でございますので、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。 

         今、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。 

 

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６１号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第６２号 草津市図書館協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。 
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         事務局の説明を求めます。お願いいたします。 

 

図書館長     議第６２号 草津市図書館協議会委員の委嘱につき議決を求めることにつき

まして、図書課の石田の方から説明をさせていただきます。 

         ページにつきましては、５ページから７ページになりますけれども、今回、

図書館協議会委員につきましては１０名の委員でもって構成をしておりますが、

そのうち社会教育の関係者ということで、この６月２９日に草津市社会教育委

員さんを新たに委嘱されたということで、そちらの方から推薦を石本恵津子さ

んの推薦をいただきましたので今回の委嘱内ということで、御審議の方をよろ

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６２号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第６３号 老上小学校の分離に伴う通学区域の設定につき議決を

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。 

 

学校教育課長   学校教育課の中瀬でございます。 

         議第６３号 老上小学校の分離に伴う通学区域の設定について、御説明を申

しあげます。 

         議案書９ページ、１０ページを御覧ください。 

         老上小学校の分離に伴う新設小学校の通学区域については、平成２４年１１

月２６日付の草津市通学区域審議会からの答申、いわゆる東西案を受けて平成

２４年１１月の定例教育委員会において、現老上小学校の西側を新設小学校の

通学区域とする議決をいただいたところでございます。 

         このたび、議決された答申、東西案に基づき通学区域の詳細について設定を

行い去る８月２９日に審議会に報告し、承認を得ました。 

         通学区域の詳細につきましては、１０ページの通学区域図のとおりであり、

当該区域図を具体的な町名等で申しますと、現行老上小学校の通学区域は野路

町の東海道本線以西、南草津１丁目から５丁目、南笠町の一部、以下詳細番地

等につきましては、９ページを御覧ください。矢橋町の一部、それから橋岡町

の一部となり、新設小学校の通学区域は南笠町の一部、新浜町、矢橋町の一部、
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橋岡町の一部となります。 

         当該通学区域の詳細を設定する上での基本的な考えかたといたしましては、

答申のとおり、町内会を分断しないことを最大限考慮しつつ、境界が明確なも

のになるよう、道路や水路、河川等の永久構造物に基づく線引きにおいて設定

をいたしましたが、一部世帯については加入されている町内会から分断されて

しまう結果となりました。このことから、当該世帯につきましては、就学指定

校変更の手続をしていただくことにより、加入町内会から分断されないよう対

応する予定でございます。 

         なお、当該通学区域における規則改正の時期につきましては、新設小学校に

おける設置条例の改正と同時に実施する予定であります。 

         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。 

         お願いします。 

 

麻植委員     就学指定校変更の手続を尐し詳しく示していただけたらありがたいです。 

         手続は本人さんの希望とか、どういう手続上のものがあるとか、時期がいつ 

とかをちょっと教えていただければ。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

学校教育課長   就学指定の変更の多くのパターンといたしましては、中学校３年生、それか

ら小学校６年生という最終学年の子がいわゆる転居といいますか、引っ越しさ

れて、しかし、もともとの学校に行きたいと言われるときはお認めをしていま

す。 

         それからもう一つは、学期途中のいわゆる転居によりまして移動される場合

につきまして、その学期の終わりまでは全ての学年の子どもにおいて、いわゆ

る元の学校で学んでいただくことをお認めしていただきます。それが非常に多

いパターンでございます。 

 

馬場委員長    よろしいでしょうか。 

         質問、はいどうぞ。 

 

谷川委員     この分けかたでいくと今の子どもたち何人ずつぐらいになるんですかね。 

 

馬場委員長    お願いします。 
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学校教育課長   ざくっと申しまして、申しわけないんですけども、現の老上小学校の方が約

７００、それから新の仮称老上第二の方が約５００というふうに推計しており

ます。 

 

馬場委員長    今後特にふえていくということは、考えて、このあれですね人数は。 

 

学校教育課長   そうでございます。 

 

馬場委員長    それでよろしいですか。 

         では、ほかに質問はないですか。 

         お願いします。 

 

学校教育課長  私、今、逆を言うたという指摘を受けまして、人数が逆でございます。すみま

せん。 

 

馬場委員長    旧が５００ですね。だから５００の方がふえていく可能性がまだあるという

ことですね。 

 

学校教育課長   失礼いたしました。 

 

馬場委員長    ほか、質問ないですか。 

         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６３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、報告をお願いいたします。 

 

幼児課長     幼児課の田中でございます。 

         それでは、報告事項（１）の草津市特定教育・保育施設および特定地域型保
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育事業の運営に関する基準を定める条例案について、御説明をさせていただき

ます。 

         報告書の２ページから２５ページを御覧ください。 

         この運営基準条例の第１条に趣旨が記載をされておりますけれども、来年４

月から施行されます、子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設お

よび特定地域型保育事業の運営に関する条例を定めるものとされております。 

         新設の条例でもございますし、また、ボリュームも多ございますので、まず

は新制度の概要から御説明したいと存じます。別にお配りをしておりますＡ４

判裏表１枚の資料「子ども・子育て支援新制度について（概要）」というもの

がございますので、それを御覧ください。１枚ものの資料でございます。タイ

トルに「子ども・子育て支援新制度について（概要）」と書いてございます。 

         １番、子ども・子育て支援新制度とは、ということで根拠法令と、施行日が

書いてございます。取組内容といたしましては、幼児期の教育、保育量の拡充

と質の向上、量と質の向上ということでございまして、待機児童の解消や幼保

一体化の推進、こういうものが見込まれているところでございます。 

         新制度に向けた市の取組内容ということで今後５年間、２７年度から３１年

度まで、現行は世代育成支援対策地域行動計画という、こういう計画がござい

ますので、それを引き続いて来年度から３１年度までの子ども・子育て支援事

業を盛り込むものでございます。現在、これにつきましては草津市の子ども子

育て会議で議論をしていただいているところでございます。 

         内容といたしましては、計画の内容のところの特に１番のところ、幼児教育、

保育の需要量の見込みと確保策、それから地域子ども子育て支援事業の需要量

の見込みと確保策、幼保一体化の推進等でございます。 

         それから、４番目に教育委員会との連携が必要なということでございまして、

質の高い幼児教育の提供等が載っているところでございます。 

         裏側、見ていただきまして、３番、新制度に向けた市の取組内容でございま

して、特にですね、この新たな制度と書いております、その下に施設型給付と

いうものがございまして、その中に保育所、幼稚園、認定こども園、この３つ

が入ってございます。保育所と認定こども園につきましては、例外なく施設型

給付に入るんですけれども、幼稚園のところを見ていただきますと、施設型給

付に入っている部分と入っていない部分があるのがわかっていただけると思い

ます。 

         この幼稚園のうちの公立幼稚園につきましては、全て施設型給付というもの

に入ります。しかしながら、私立の幼稚園につきましては、施設型給付に入る

か現行のまま、つまり私学助成を受ける形での現行のままの制度に残る、これ

を施設が選択をするという形になっております。 
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         最近ですね、新聞報道等でですね、特に現行のまま残る幼稚園が約８割と、

そういうような報道もございました。国の方、それから市の方でも私立の幼稚

園に対しまして、施設型給付にどうぞお入りくださいという形で現在お願いを

しているところではございますけれども、尐なくとも草津市の私立４園につき

ましては、尐なくとも２７年度は現行のままいくと、こういう意思決定を現在

のところされているところでございます。 

         施設型給付に入るのか、現行のまま残るのかということは、これから今決め

たらそのままずっと未来永劫までいくということではなくて、各年ごとに選択

ができますし、一旦現在私学助成、それから施設型給付に例えば来年なって、

再来年また私学助成に戻る、こういうこともできる形になっております。 

         それから、地域型保育給付というものにこれ新しいものでございまして、小

規模保育、家庭的保育、家庭的保育というのはいわゆる保育ママというもので

ございまして、現在草津市でも実施をしておりますし、小規模保育事業につき

ましては、６人から１９人までの特にゼロ歳から２歳までの小さな子どもさん

を保育するところでございます。これにつきましても現在来年の４月から６か

所で運営をいただく形で現在募集をかけて、７か所から応募がございました。

これから選定作業に入ってまいります。 

         それから、居宅訪問型保育とか、事業所内保育、こういうものがございます。

この中のポイントとしては施設型給付があるということと、その中に保育所、

幼稚園、認定こども園が入っているということと、新しく地域型保育給付とい

うのができる、これが１つのポイントでございます。 

         もう１つのポイントとは、私立の幼稚園が現行のまま残るも、施設型給付に

入るも、それは選択ができる。これが２つ目のポイントということでございま

す。 

         それから、真ん中、認定の区分ということでございまして、ここでですね、

１号認定、２号認定、３号認定というのがございまして、幼稚園につきまして

は、教育の標準時間ということで１号認定にあります。保育所につきましては、

２号認定、３号認定、それぞれ短時間と標準時間とあるわけですけども、３歳

以上と、３歳未満によって２号認定、３号認定が変わってまいります。 

         それから、一番下が１号認定の幼稚園を希望される場合のフローでございま

すけれども、通常の入園の申し込みのほかにですね、認定を受けていただく１

号認定を受けていただく申請が必要になりますけれども、これにつきましては、

それぞれ申請をもらいますと非常に手続が煩雑になりますし、保護者の負担も

大変でございますので、同時にしていただくようなことで今、考えているとこ

ろでございます。これがですね、ざくっとした御説明でございます。 

         それから、この資料以外に左肩をホッチキスどめをしておりますＡ４判ので
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すね、４枚ものの資料があると思います。左肩に説明資料、草津市特定教育保

育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例案というも

のがあると思いますけれども、それを御覧ください。 

         そこの下から３分の１ぐらいのところにですね、２番というところがござい

まして、ございますでしょうか。 

 

馬場委員長    ないと思うんですが、すみません。 

これじゃないですね。先に貰ってあるやつ。 

    わかりました、すみません、あります。 

         お願いします。よろしいですか、ありますか。 

 

幼児課長     ここのですね２番の制定理由のところに、今しがた説明をさせていただきま

した施設型給付と地域型保育給付の創設というものが２行目、３行目に書いて

いると思います。その次の行に給付対象となる児童が通う施設や業者において

は認可等を前提とし、施設や事業者が運営基準等を満たしていることを市が確

認して、給付することとなった。また、この施設や事業の設備及び運営等の確

認基準は国が定める基準を踏まえて市町村が条例で定めることとされたという

ふうに記載がされていると思いますけれども、ここでいう確認基準を定めてお

りますのがこの条例でございます。 

         次に、この資料の３枚目のところを御覧いただきたいんですけれども、３枚

目左側にアスタリスクで条例の位置づけというものが書いてると思いますけど、

わかりますでしょうか。施設として認定こども園、幼稚園、保育所の特定教育

保育施設と、それから家庭的保育や小規模保育施設等の特定地域型保育施設、

この大きな２つに分かれます。ちょうどそれの真ん中あたりに認定認可基準と

か、認定、認可というものがあると思いますけども、認定こども園とか、幼稚

園、保育所、これの特定教育保育施設の認可は、県がいたします。 

         しかしながら、特定地域型保育、この４事業の特定地域型保育事業の認可は、

市がいたします。その横に確認のみの基準でありますとか、給付対象施設の確

認というのは市になってございますので、全てこの確認時、給付をすることを

前提とする確認を市がすることの基準を国が定める基準を十分に斟酌をして市

町村が条例で定めるとこういう形になっておりますので、それを定めているも

のが今回の条例いう形になっているところでございます。 

         長々と説明をさせていただいておりますけれども、特に公立の幼稚園の運営

等に関しまして、大きな変更はございません。しかしながら、公立幼稚園は先

ほども申しあげましたように新しい制度に入ることが当然とされておりますの

で、今回の草津市の特定教育保育施設と位置づけられておりますこととか、草
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津市の確認の対象になることから当該条例に規定されることになったものでご

ざいます。 

         それから、今の説明資料の２ページ目のところ、１枚目の裏側ですね、そこ

に従うべき基準とか、参酌すべき基準というのが書いていると思いますけれど

も、先ほど確認基準は国が定める基準を踏まえて市町村が条例で定めるという

ふうに御説明をさせていただきましたけども、当該条例の一部において国基準

を超えて規定をしている部分はございますけれども、幼稚園の運営規定等に関

する部分につきましては、国基準どおり規定をいたしておりますので、参考ま

でに申しあげます。 

         以上、簡単ではございますけれども報告事項でございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         続いて、全部の報告事項してから質問があれば。 

 

幼児課長     続きまして、報告事項（２）の草津市教育・保育の支給認定に関する規則案

について、引き続き、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２６ページから３９ページを御覧ください。 

         先ほども申しあげましたように、平成２７年度から子ども・子育て支援新制

度が導入をされます。 

         この新制度は、これまでの手続から大幅に変わるものではございませんけれ

ども、幼稚園を希望される場合は１号認定、保育所を希望される場合は年齢に

よりまして、２号、３号認定を受ける必要がございます。この認定は現在在園

し、来年度も継続して在園しようとするかたにつきましても、新規のかたと同

様に支給認定を受ける必要がございます。この制度の導入に伴いまして、草津

市教育・保育の支給認定に関する規則を新たに成形をして法や施行規則に基づ

きまして、申請書などの各種様式を定めようと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。 

         次、お願いいたします。 

 

教育総務課長   続きまして、４０ページの報告事項（３）、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。 

         このたび、玉川学区青尐年育成区民会議様から玉川小学校に、玉川小学校外

付け電源を、また、山田幼小教育後援会様からは、山田小学校にシューズボッ
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クスを、山田山々太鼓サークル様から同じく山田小学校に大太鼓を、最後に、

山田幼小教育後援会様から山田幼稚園に対しまして、草刈り機と散水栓をそれ

ぞれ御寄付いただきましたので、御報告申しあげます。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    はい、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、御質問等はございませんか。 

         変わったところにつきましてどうでしょうか。 

         ありませんか。 

         よろしいですか、１つだけ。こういうふうにね、おおむね変わったというと

ころについては、一番のこのポイント、ねらいは一体どういうところにあった

んでしょうか。 

 

幼児課長     この概要の資料をもう一度、御覧をいただきたいと思います。そこの１番の

ところでございます。もともとですね、いわゆる幼保一体化とか、幼保一元化

というのは、もう明治時代からの課題の一つでございます。しかしながら、幼

稚園は文科省、保育所は厚生労働省そういうようなところでですね、同じよう

な教育や保育、いわゆる就学前の子どもたちに対してしているところがですね、

各種の基準が違うことによってなかなか一体的な運営ができないというそうい

う課題がございます。過去から幼保一元化を何回もしようとしては失敗し、し

ようとしては失敗し、その繰り返しがあったわけでございます。 

         一方で、草津市でもそうでございますけれども、保育所については待機児童

が多く発生してですね、常時施設がいっぱいになってるというこういう現状が

ございます。しかしながら、公立の幼稚園につきましては、一部の園の例外を

除きましてですね、定員割れを起こしていると、こういうようなところもござ

いますので、全ての子どもに対して同じような教育や保育を保証しようと、そ

してそれらの施設を有効活用をして、そういうことを担保していこうと、こう

いうことからですね、幼保一体化というものを一つのテーマとしてですね、新

しい制度が構築されてきたと、そういうふうなところでございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         ほかに何か御質問ございませんか。 

         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、ほかに何か

ございませんか。 

         事務局、お願いいたします。 
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スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         机の方にお配りいたしております資料、その他事項の１点目でございますが、

ジュニアスポーツフェスティバル草津の御案内でございます。 

         今年は４回目となりますが、今年は１０月１７日、金曜日の９時４０分から

立命館大学ＢＫＣクインススタジアムで市内の全６年生児童を対象に各種団体

の御協力をいただきながら行う予定をいたしております。具体的な内容といた

しましては次のページの平成２６年度ジュニアスポーツフェスティバル草津ス

ケジュールのところにございますように、１３小学校をＡグループ、Ｂグルー

プと分けまして実施をするものでございます。中ほどの１１時半からの日程で

４×１００メートルリレーのところから１３校一同に会していう形になりまし

て、１２時１０分からＪ・Ｓ・Ｆセレモニーということで予定をいたしており

ます。 

         教育委員の皆様がたにはお忙しい中ではございますが、お時間があれば是非

御観覧いただければということで、事務局スポーツ保健課の方まで御連絡いた

だければ幸いでございます。 

         以上、よろしくお願いいたします。 

 

馬場委員長    はい、ありがとうございます。 

         ほかにありますか。 

         お願いいたします。 

 

生涯学習課長   続きまして、生涯学習課の奥谷から１０月に行います事業の御案内３件お知

らせさせていただきます。 

         １枚目、緑のチラシ、「青尐年俳句大会」です。今年も５，０００句の応募

がありました。優秀作品を１０句を市役所で展示いたします。感性豊かな子ど

もたちの作品に、今年は俳画を添えてお届けしたいと思っております。 

         次、２枚目、黄色のチラシでございます。「宗鑑忌俳句大会」俳諧の祖、山

崎宗鑑の命日にちなんで毎年１０月に開催しています。事前登録は６００を超

えており、当日は８０名ほどの御参加をいただく予定です。 

         次、３枚目ですが、カラーのチラシでございます。「市民ふれあい秋祭りｉ

ｎ草津」でございます。こちらにつきましては、文化芸術、福祉やまちづくり

などで御活躍される団体さんの活動に触れていただけるイベントです。草津市

民アートフェスタにつきましては、１８、１９日の２日間開催する予定です。

文化芸術を気軽に触れていただけるよう、今年もさまざまな体験型でお待ちし

ております。 

         以上でございます。 
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馬場委員長    ありがとうございます。 

         はい、お願いいたします。 

 

教育部副部長   最後に、草津市街道交流館の八杉でございますが、カラーのチラシ４枚お 

（街道交流担当）  つけさせていただいております。 

         先ほど、冒頭の教育長報告にございました「飛脚から郵便へ」という秋季テ

ーマ展ならびに今週末の１０月４日、草津市制６０周年の関連事業でございま

す。歴史フォーラムをアミカホールで開催いたします。第１部が落語会、第２

部が歴史フォーラムということでございます。 

         また、３枚目は、本陣で開催しております「本陣楽座」の御案内でございま

すし、毎月定期的に開催しております「本陣楽座」、一番最後のチラシでござ

いますが、後期の出演者が決定いたしましたのでチラシを作成いたしました。

前半期、落語の方も、囃子塾の方も皆さんがたから非常に御好評をいただいて

おりますので、また機会がございましたら御案内いたしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         それでは、これをもちまして、９月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は１０月３１日、金曜日、午後２時半から定例会を開催する予定ですの

で、よろしくお願いいたします。 

         ありがとうございました。 

 

閉会 午後３時２１分 


