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開会   午後 １時００分 

 

川那邊教育長   定刻になりましたので、ただいまから草津市教育委員会３月定例会を開会い

たします。 

 

――――日程第１―――― 

 

川那邊教育長   まず日程第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 ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、３月定例会は、本日１日限りといたします。 

 

――――日程第２―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第２、「２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。御異議ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、２月定例会会議録は承認されたものと認めます。 

 

――――日程第３―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第３、「教育長報告」に移ります。 

         それでは、私のほうからです。１５日には中学校、１７日には幼稚園、そし

て１８日には小学校で卒業式、卒園式が挙行されました。委員の皆様にも御出

席をいただきありがとうございました。それぞれの学校・園で心温まる式が開

催されたと聞き、新たなステージへと巣立つ卒業生、卒園生の今後の活躍を期

待するばかりでした。また、笠縫東幼稚園は４月からは「笠縫東こども園」と

して新たにスタートします。今後の発展を楽しみにしています。 

         次に、３月１日に開会した草津市定例会です。３月９日に代表質問、１１日

と１４日に一般質問、１５日に文教厚生常任委員会、１７日から２３日まで予

算審査委員会が開催され、本日２５日に閉会しました。 
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         代表質問では、４名の議員から１０本の質問があり、そして一般質問では６

人の議員から１０本の質問がありました。質問には、これまでの教育委員会の

取組に対して評価をいただくとともに、次年度への取組に対して応援してくだ

さるようなものが多く、今後への励みにもなりました。議会の様子は答弁内容、

報告書ならびに議会ホームページの録画中継を御覧ください。 

         ほかにも、幾つかの行事等が持たれました。 

         ２月２５日には、第４回の草津市総合教育会議がありました。委員の皆様に

は貴重な御意見をいただきありがとうございました。今回のテーマは、子ども

の読書活動の推進についてで、市長との協議を通して、今後の図書館利用のあ

りかたや学校図書館と公立図書館との連携など、これまでの取組を強化してい

くとともに、学校においては、環境整備とともに子どもの読書の質を高める取

組に力を入れていくことが確認できたと思っています。 

         また、３月１日には、道徳教育フォーラムを開催しました。文部科学省の道

徳教育の指定を受けて、草津第二学校、草津中学校の発表があり、「特別の教

科 道徳」に向けて、成果を共有できました。また、八杉街道交流館館長から

は、草津の歴史や文化についての講話があり、改めて草津への愛着を感じるこ

とができました。 

         ３月５日には、一般社団法人草津市体育協会が、スポーツ振興に功績のあっ

た人や団体への表彰式を開催しました。体育功労賞が５人、体育奨励賞が９人、

スポーツ特別賞が７人、スポーツ賞が１６団体、５６個人でした。 

         この１年の取組を振り返ってみますと、今年も教育委員会として改革志向で

諸事業に取組み、実績も残せたように思っています。事務局の皆さんのお力に

よるところが大きく、今回はその内容について各所属長から一言ずつお願いを

したいと思います。 

         よろしくお願いします。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。 

         それでは、今年度の各課の成果、取組などにつきまして所属順に従いまして、

順次、報告をさせていただきます。 

         まず、私ども教育総務課の主な取組でございます。大きく二つ申しあげさせ

ていただきたいと思います。 

         まず一つ目といたしましては、総合教育会議でございます。こちらは今年度

から始まりました新たな教育委員会制度のもと、本市におきましても合計４回

の会議を開催し、本市教育の成果や課題、そして進むべき方向性につきまして

協議、調整をしていただきまして、市長と教育委員会のより一層の連携と意識

共有が図れたものと考えております。 
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         次に二つ目は学校施設の工事でございます。本年度の大きな工事といたしま

しては、全ての小・中学校の体育館などの非構造部材の改修工事、そして常盤

（ときわ）小学校の大規模改造工事、志津南小学校の校舎棟の増築工事等を行

いました。 

         いずれの工事も既に完了いたしまして、小・中学校の非構造部材改修工事に

つきましては児童生徒の安全・安心な教育環境の整備が図れ、また大規模改造

工事、校舎棟の増築工事につきましても良好な学習環境につながる改善が図れ

たものと考えております。 

         以上でございます。 

 

開校準備室長   続きまして、開校準備室の永池でございます。 

         開校準備室といたしましては、新設小学校の校名、校章、校歌を選定させて

いただきました。また、昨年１月から取りかかっている建設工事につきまして

もようやく完了いたしまして、年度内に必要となる備品等の購入手続を行って

おりましたが、それらの搬入もほぼ終えております。年度内には終えるという

予定でございます。 

         そして本日、３月２５日に内覧会ということで教育委員の皆様がたもこの教

育委員会が終わってから御覧いただきたいと思います。また明日、２６日には

一般市民のかたへの見学会も計画させていただいております。更に４月１１日

には始業式、入学式に合わせまして開校式を迎えるべく、いずれにいたしまし

ても老上西小学校の開校に向けた諸準備を進めることができたと思っておりま

す。 

         以上でございます。 

 

生涯学習課副参事   続きまして生涯学習課の吉田から３点、報告させていただきたいと思います。 

         まず１点目につきましては、１２月にも報告させていただいたのですが、地

域協働合校事業において７小学校にコーディネーターを配置させていただきま

した。コーディネーターさんのネットワークを生かした活動の組み立てによっ

て地域のかたが事業に参加いただける機会が増えて、また子どもたちの豊かな

体験、学習につなげることができました。 

         ２点目ですが、今期の社会教育委員活動において調査、研究されていました

市民の社会教育活動事例についてですが、これが事例集としてまとまりました。

併せて事例紹介の場として去る３月１９日に社会教育フェスタを開催させてい

ただいたところ、多くの皆さんに御参加いただきました。活動されるかた同士

の横の広がりであるとか、また来ていただいたかたの学びへの一歩につながっ

たと感じております。 
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         ３点目につきましては、草津クレアホールが開館１周年を迎えました。多く

のかたに御利用いただいて、日頃の文化芸術活動の成果発表の場となっている

とともに、また今年１月には小学校６年生を対象に劇団四季による学校鑑賞会

が実施されました。こうした本物の舞台芸術に触れる機会も設けることができ

ました。 

         文化芸術の持つ力によって市民の豊かな感性を育み、担い手となる次世代の

人づくりへ一歩踏み出した１年でありました。 

         以上です。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。スポーツ保健課からは大きく２点でご

ざいます。 

         一つはスポーツ推進計画の策定でございます。本市のスポーツの推進の方策

の見直しを行いました。平成２７年度から３２年度までの５年間の計画を草津

市スポーツ推進計画として定めたところでございまして、五つの方針のもと、

平成２８年度から具体的な取組を進めてまいりたいと考えております。 

         ２点目といたしまして、全国的に中学校給食の実施が進む中で保護者から望

む声が高まっているなどのことがございまして、さらなる教育環境の充実と食

育の推進を目指しまして、中学校給食の実施を定めたところでございます。平

成２８年度は外部委員会を設けまして、実施方式等について検討を進めてまい

りたいと考えております。 

         以上でございます。 

 

文化財保護課長   続きまして、文化財保護課の谷口の方から２点御報告申しあげます。 

         まず１点目は草津宿本陣保存整備事業でございます。これにつきましては平

成２７年、今年度から２９年までの３か年の事業となっておりますが、今年度

につきましては、柱ならびに基礎の工事につきまして滞りなく終えることがで

きました。 

         それにかかわります発掘調査を行いました結果、現在の建物の下部構造とい

たしまして古い建物の土蔵が出てまいりまして、それで新しく本陣の歴史が分

かってきたところがございます。 

         続きまして、埋蔵文化財発掘調査事業でございますけれども、これにつきま

しては、今年度からようやく南草津プリムタウンの区画整理に伴います発掘調

査が１１月から実施することができました。現在、これにつきましても平成３

０年までの事業となっておりますけれども、現在の調査で古墳時代から、それ

から中世の建物群等が出ておりますほか、古代の東山道の道が出ておりまして、

これが一つの大きなメインになってくるかと思っております。これらの成果に
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つきましては平成２８年度も報告会等を開催いたしまして、市民のかたがたに

還元していきたいと思っております。 

         以上でございます。 

 

教育部副部長   続きまして、街道交流館の八杉でございます。 

（街道交流館担当）   街道交流館の取組といたしましては、一つ目が街道を通したネットワーク

の構築に取組みました。東海道中山道の宿場町の人気投票などを実施しまして、

草津宿の発信に努めることができたと思っております。 

         もう一点は博学連携の取組でございまして、本陣、街道交流館で何が出来る

のかというようなことを整理いたしまして、学校で積極的に利用してもらえる

環境づくりに努めることができたと思っております。 

         以上でございます。 

 

図書館長     続きまして図書館、北相模の方から御報告させていただきます。 

         今年度、総合教育会議でも御意見を賜りましたけれども、より快適で利用し

やすい図書館を目指し、新たな利用者拡大ということを意識して事業を実施し

てきたところでございます。 

         まず一番、今、喫緊の課題となっております中高生の活字離れを意識し、ヤ

ングアダルトコーナーを設け、職場体験や図書館見学で来館した中高生の書評

なども展示、親しみやすい空間づくりというのを意識しているところでござい

ます。 

         また、近隣の高校の学校図書館とも意見交換を行い、更に今後は連携を深め

ていきたいなと考えているところでございます。 

         また新しい利用者を獲得するという意味をもちまして、市の公式Ｆａｃｅｂ

ｏｏｋにおいて毎週金曜日にお勧めの本を御案内し、また行事等のお知らせを

してきたところでございます。 

         あと市民サービスにはまだ直結してはおりませんが、平成３０年度に運用を

目指しております全蔵書のＩＣタグ化の装備を３年間かけて行う予定にしてお

ります１年目ということで、約３分の１、１７万冊強の本について、今、ＩＣ

タグを貼ったところでございます。平成３０年以降の運用につきましては、将

来、貸出し、返却手続、蔵書の点検が効率良く出来るのではないかなというふ

うに考えておるところでございます。 

         以上でございます。 

 

学校教育課長   学校教育課の藤野でございます。２点、御報告させていただきます。 

         １点目は英語教育についてでございます。前回の定例の教育委員会でも御報
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告させていただきましたが、草津市の英語教育推進計画を策定することができ

ました。また、次年度予算にかかわりましてもお認めをいただきましたので、

オンライン事業あるいは小・中の円滑な接続等につきまして、今後も進めてま

いりたいというふうに考えているところでございます。 

         ２点目は人権教育の推進についてでございます。今年度から草津市内の隣保

館４館のうちの２館が指定管理に入りました。それに伴いまして、自主活動学

級のありかた等も一部変更させていただいたところがございます。スムーズな

移行が出来るようにというふうなことで、本課の方からも足しげくセンターの

ほうにも通わせていただき、あるいは小学校、中学校とも連携させていただき

ながら、何とか１年間、進めてまいることができました。来年度は更に充実さ

せていけるように、一層連携を図りながら進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

         以上でございます。 

 

学校政策推進課長   続きまして、学校政策推進課の髙井の方から大きく４点、成果を報告させて

いただきます。 

         １点目は学校図書館の環境の整備に努め、ビブリオバトルを全小・中学校に

展開することができたこと。 

         ２点目はＩＣＴ環境の整備で、一つは中学校に１，０００台のタブレットの

導入が済んだこと、それからアクティブラーニングカリキュラムの開発がある

程度進んで、第１集をまとめて発刊することができました。それに伴いまして

情報化の推進計画を立案し、今後５年間、運用していくということになってお

ります。 

         ３点目は、いわゆる教師の仕事を助けていくという部分で校務の情報化を進

めたことと、優れた教材を登録していただけるたび丸ネットという情報共有サ

イトを立ちあげたということでございます。 

         最後に全国学力学習状況調査に基づいて、市内全体の学力向上のマネジメン

ト会議を通じて各学校の研究推進にある程度寄与できたということが成果に挙

げられるというふうに思っております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

         それでは、ただいまの報告も含めまして、３月にあった行事、その他、教育

全般に関する事項で何か御感想等をお願いしたいと思います。 

 

杉江委員     では、私から。先ほど教育長の報告にもありましたが、小学校、中学校、幼
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稚園の卒業式と修了式に出席させていただきました。本当に卒業式、修了式と

いうのはどの学校・園も本当にすばらしくて、一人一人の子どもたちを生き生

きと輝かせる場を設定されておられるなということで、感動の時間をともにさ

せていただきました。 

         新堂中学校に寄せていただいたときに、校長先生のお話にバルセロナオリン

ピックでマラソンに出場された谷口浩美選手の話をされまして、谷口選手は給

水所で他の選手と交錯して、接触して、靴が脱げるというアクシデントがあっ

て、優勝候補とさえ言われていたのだけれども８位に終わったということで、

競技後、「途中でこけちゃいました」という言葉を残して終わられたと。それ

を見ていた人たちに感動を与えたと。誰の責任にするのでもなく、そういうふ

うなことだったという話をされまして、人生、いろいろ苦難や不安、不運なこ

とや失敗に出会うことがあっても、常に前を向いていこうとする心の持ちかた

で自分の未来は変えられるのだよという話をされました。涙ぐむ生徒もいまし

て、大変感動をいただいて帰ってきました。 

         大路幼稚園でも子どもたちの素直な反応で園長先生のお話を聞いたり、地域

のかたのお話を聞いたりして、楽しい幼稚園生活を過ごしてきたのだなという

ふうに思いました。 

         老上小学校にも寄せていただきまして、ちょうど分離前の最後の卒業式とい

うことで、地域の皆さんも感慨深そうでございました。会場には４年生と５年

生だけしか入れないということで、保護者のかた等も入っておられて、大変満

席状態でありました。１８７名の児童が階段のところに上られたその姿は大変

圧巻でしたし、素敵な歌声、在校生との歌を合わせるという部分でも、この歌

声がいつまでも心に残るのだろうなと思いながら聞かせてもらっておりました。 

         先ほど開校準備室長のお話にもありましたが、総力を挙げて準備に取り組ん

でいただいて、新しい学校でまた楽しい小学校生活を展開するのだろうなとい

う思いで帰らせていただきました。 

         以上です。 

 

谷川委員     山田幼稚園と志津小学校に行かせてもらいました。 

         山田の幼稚園では厳粛で、その中でもほのぼのとした温かさがあったように

思います。親子でしっかり一つの節目を認め合ったのではないかなというふう

に思います。その５歳、しっかりしているのが小学校１年生に行くと、何かま

た幼児に戻るような入学式になるので、小学校の校長先生、教頭先生が見にき

ておられるのですが、もし次の１年生を担任するかなというような先生が来て、

そこをつないだら、逆戻りしなくてもいいのではないかなということを一つ思

いました。 
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         それと志津小学校は来賓が２５人いたのですね。一言も言わずに礼だけで終

わったのですけれども、何か幼稚園でもたくさん来賓がおられて、一々紹介し

て、おめでとうございますと言えと言うから言いましたけれども、何か子ども

にとっても保護者にとっても余り関係ない人が、人というと失礼ですけれども、

私らは別に関係ないし、式辞の中に教育委員誰々様初め地域の皆様とか言って

おられるのに、また一々言うのかという、そこを何か省略できないのかなとい

うふうに思いました。 

         以上です。 

 

麻植委員     すみません。私も幼稚園、そして中学校、小学校に寄せていただいたのです。

幼稚園は矢倉幼稚園だったのですけれども、最後に子どもたちがお母さんに向

かって一言ずつ目を見て感想を言っているのですね。毎日送ってもらってあり

がとう、おいしいお弁当を作ってもらってありがとう、産んでもらってありが

とうという、本当にその素直な言葉を親に一言ずつかけているのがとても感動

的で、今、谷川先生がおっしゃったみたいに、本当に１年生で見る姿と、その

何か月前の幼稚園の年長さんで見る姿のギャップを本当に何とかすることによ

って、小１ギャップがなくなるのではないかなというふうにちょっと感じまし

た。 

         小学校は南笠東小学校に行ったのですけれども、大抵、斉唱で歌う子どもた

ちが、歌がとても好きな学年なのですとおっしゃっていたとおり、全て合唱で

いろいろな曲を歌っていました。合唱をしようと思うと本当に気持ちも合わせ、

心を合わせなければならないことでもありますし、すばらしいなと思って聞か

せていただいていました。 

         中学校は、私、ずっと見守り続けている玉川中学校に寄せていただいていま

した。本当に３年前の卒業式がきっかけで「ひとつになる」という曲をプレゼ

ントさせてもらった後、毎年、卒業式のときには全校生徒の歌として歌ってく

ださって、今年も歌ってくださっていました。 

         その流れで、卒業式は１５日だったのですけれども、宮城県の塩釜の中学校

から、１８日の夜に草津に入っておられて、１９日に学生同士の交流をします

ということをお聞きしましたので、急遽のぞかせてもらってきました。 

         向こう教頭先生、そしてもう一人は多分、生徒指導の先生、それとあと現生

徒会の会長さん、そして１年生の副会長さん。なぜ１年生の副会長さんが来ら

れたかというと、今の１年生が３年になったときの修学旅行には玉川中学校の

子どもたちは宮城県のほうに修学旅行先を選んでいて、塩釜の玉川中学校との

交流もするということもありますので、ちゃんと見ておいてほしいということ

で１年生を連れてきてくださいました。 
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         その中で、向こうの塩釜の中学校の先生がお話しくださった言葉が私はとて

も印象に残っているのです。これをお話ししたかったのですと前置きを言われ

てからの言葉なのですけれども、この塩釜の玉川中学校との交流で、草津の中

学校に来た女の子なのですけれども、この歌は２校の歌だけではなくて震災の

曲でもあると思います、震災を忘れない、そういう意味合いもあると思うので

すということを言ってくれていたので、それをお伝えしたかったのですという

のを教頭先生からおっしゃってもらって、とても胸が熱い思いがしました。 

         それと、この卒業式があるのとは別に、やまびこ教室にも少し目を向けたい

なと思いまして、教育相談室にお尋ねしましたら、ちょうどお楽しみ会という

催しをして、卒業生というか、その子どもたちを送る催しをしますので、もし

よろしかったらそこにお越しいただけたらということでしたので、３月１１日

にちょっと委員さんもお誘いして、見にあがらせていただきました。 

         ちょうど２月の末、ちょっと私が日にちを間違ってしまっていて、不登校の

子どもたちがお世話になっている水口乗馬クラブのほうから来てくださってい

た席に、２６日だったのですけれども同席もできなかったので、ちょっと現在

の草津の不登校の子どもたちの様子を見たかったので同席してまいりました。 

         指導員の先生とはまた日にちを別にしてお話を伺うことになっているのです

けれども、ホースプレイスクールにも５人中４人が草津から見えているという

ことなので、またちょっと足を運んで、生の感想なりをまたお話しできればな

と思っています。 

         以上です。 

 

周防委員     私も今回初めて卒業式に出席させていただきました。草津中学校と常盤（と

きわ）幼稚園と玉川小学校に出席させていただきました。 

         どの式も本当に厳粛で感動的だったのですが、草津中学校は落ち着いた雰囲

気で、生徒さんたちの合唱もさすが中学生だなと思うような本当にすばらしい

ハーモニーで、とても感動しました。 

         玉川小学校のほうは我が子も通う学校ですので、幼稚園の園児のときから知

っているお子さんも卒業生として出られている姿を見て、成長を改めて感じて、

すごく感動しました。 

         一番印象的だったのが常盤（ときわ）幼稚園なのですが、卒園児が１５名し

かいないということで、我が子が行っている、保育園だったのですが、人数が

多いところしか知らなかったので、一体どんな式になるのかなと、すぐ終わっ

てしまうのかなぐらいに思っていたのですが、とても丁寧に一人一人、修了証

書授与も丁寧に受け取って、それを得意気に高々とお母さんたちに見せる姿が

とてもかわいらしくて、温かい気持ちになりました。 
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         それから、園長先生の式辞も一人一人に向けて、何月何日こうだったねとい

うようなエピソードみたいなことをおっしゃられて、初めて見る子なのですが、

その子の園での様子なんかがうかがい知れて、すごくいいお式でした。 

         園児たちの歌う歌も１０曲ぐらいあって、それを全部覚えているというのに

もすごく感動しました。 

         あと何か式に出られない事情のあるお母さんとか、あと小学校のほうでもそ

ういうお子さんがいらっしゃったのですけれども、そういうお母さんとかお子

さんに対しての配慮を園長先生とか校長先生から感じることができまして、そ

ういう信頼関係が築かれているのかなと思って、良かったです。 

         インフルエンザの流行が大分遅かったので、ちょっと心配だったのですけれ

ども、小学校と幼稚園は全員出席だったそうで、それが何よりだなと思いまし

た。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

         それでは終わりになりますが、今年１年、教育委員の皆様の御指導やら御助

言、そして事務局、各所属での着実な取組と御努力により終わらせていただく

ことができます。大変ありがたく思っております。 

         また、多くの市民の皆様にも御支援、御理解をいただいたことについても感

謝を申しあげます。 

         今後も「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさつ」を目指し

て、さらなる改革志向で県内の教育をリードする、そして全国に誇れる実践を

重ねる草津市教育でありたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

         以上、報告とさせていただきます。 

 

――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   次に日程第４、「付議事項」に移ります。「議第８号 草津市教育委員会の

事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則案」を議題といたします。

事務局より説明をお願います。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。「議第８号 草津市教育委員会の事務の補

助執行に関する規則の一部を改正する規則案」につきまして御説明申しあげま

す。議案書の３ページ、４ページをお願いいたします。 

         当該規則につきましては、教育委員会の権限に属する事務の一部を他の部局
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の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めておりますが、子ども家

庭部の職員が補助執行する事務のうち、幼稚園における預かり保育につきまし

ては、さきの平成２７年１０月の教育委員会臨時会におきまして、草津市立幼

稚園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ことについて

議決をいただき、その後に平成２７年１０月定例市議会におきまして平成２８

年４月１日を施行日として草津市立幼稚園条例の一部が改正され、従来より幼

稚園において行われておりました就労支援型預かり保育が預かり保育として新

たに整理がなされたところでございます。 

         このことから今回、当該規則の別表中、子ども家庭部の職員が補助執行する

事務のうち、９番目の「就労支援型預かり保育の実施に関すること」を「預か

り保育に関すること」に改めるものでございます。 

         なお、施行日は改正条例と同様、平成２８年４月１日でございます。 

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

く御審議を賜りますよう、お願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   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。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、本議案につきましては御異議ございませんので、議第８号は原案

どおり可決いたします。 

         次に、「議第９号 草津市教育委員会附属機関運営規則の一部を改正する規

則案」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。「議第９号 草津市教育委員会附属機

関運営規則の一部を改正する規則案」につきまして御説明を申しあげます。議

案書につきましては６ページから９ページでございます。 

         昨年１２月に中学校給食の実施の決定をさせていただいたところでございま

すが、その実施方式等についての必要な事項を調査、審議いただくための附属

機関として草津市中学校給食実施方式等検討委員会の設置について、定数を１

０人以内として条例をこのたび定めたところでございまして、その委員資格者

および任期について運営規則において定めようとするものでございます。 

         ８ページの新旧対照表にございますとおり、委員資格として学識経験者、公

募市民、関係行政機関の職員、そしてＰＴＡ代表、その他教育委員会が定める

者とし、任期を１年としようとするものでございます。 

         なお、付則といたしまして施行期日を平成２８年４月１日とするものでござ
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います。 

         以上、まことに簡単ではございますが、「第９号 草津市教育委員会附属機

関運営規則の一部を改正する規則案」につきまして御説明とさせていただきま

す。よろしく御審議いただきますようお願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   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。 

 

谷川委員     １０名の人数割というのはどうなのですかね。学識経験を有するものが何人

とか公募市民が何人とか、そんなのは決まっていないのですか。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 

         今のところ予定といたしましては学識経験者が２名、学校長、小・中で１名

ずつ、ＰＴＡのほうから２名、栄養教諭、そして食育担当教諭という形で考え

ております。 

 

谷川委員     公募市民は何人ですか。 

 

スポーツ保健課長   そして、公募市民が２名で１０名でございます。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、異議はないようですので、議第９号は原案どおり可決いたします。 

         次に「議第１０号 草津市立社会体育施設条例施行規則の一部を改正する規

則案」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

スポーツ保健課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。「議第１０号 草津市立社会体育施設

条例施行規則の一部を改正する規則案」について御説明申しあげます。議案書

につきましては１０ページから１４ページでございます。 

         行政処分に関しまして国民が不服申立てをする制度がございます。こちらの

公平性の向上であるとか使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡大の観
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点からこのたび見直しがされまして、行政不服審査法が平成２８年４月１日か

ら施行されることになったところでございます。 

         この法律によりまして行政処分に対して審査請求をすることが出来る期間が

現行の６０日以内から３か月以内となりますことから、審査請求の期間につい

て規定いたしております草津市社会体育施設条例施行規則において改正を行う

ものでございます。 

         １２ページの新旧対照表にございますとおり、様式第２号の草津市立社会体

育施設使用許可書の草津市教育会教育長が許可する場合、そして指定管理者が

許可する場合の処分に不服があるときについて、いずれも現行の６０日以内を

３か月以内に改めるものでございます。 

         なお、この規則について法律の施行日同様に平成２８年４月１日からといた

しまして、規則施行日以降の使用許可申請に係る使用許可から適用するもので

ございます。 

         以上、「議第１０号 草津市立社会体育施設条例施行規則の一部を改正する

規則案」につきましての御説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りま

すようお願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   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。 

 

谷川委員     具体的にどんなことがあって、その６０日と３か月の違いがどうなのかとい

うのは。 

 

スポーツ保健課長   実際に行政のほうで決定されまして、それが不服だということで不服申立て

をされるときに、今までは２か月、６０日間しか言える期間がなかったのです。 

 

谷川委員     それは分かるのだけれども、具体的にどんなことなのということを。 

 

スポーツ保健課長   具体的にといいますと、今の社会体育施設でいきますと、社会体育施設のい

わゆる施設の使用許可書、使用許可が例えば行政の方で何か駄目だとか、そう

いうような市民に対して決定をした場合、それを不服やということで申立てが

出来るということに一応なっております。 

         ふだん、そういうようなことはなかなかないのですけれども、国でそういう

国民の救済措置として、そういうようなルールを設けていくということで、も

ともとこれはあったルールでございまして、そちらのほうの決定がされてから

の期間を延ばすことによって、より国民が申立てしやすいようにしようという
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ような法律の趣旨でございます。 

 

麻植委員     具体例ってどんなのがあったの。 

 

スポーツ保健課長   今まで社会体育施設であったこと。 

 

谷川委員     国に合わせたと、それだけの話。 

 

スポーツ保健課長   はい。法律ができたので改正せざるを得ないということで、一応、法律に準

じて私どもの社会体育施設規則についても改正をさせていただくと、ルールの

整理ということでございます。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

谷川委員     はい。 

 

川那邊教育長   それでは、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第１０号は原案どおり可決いたします。 

         次に「議第１１号 草津市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則案」を議題といたし

ます。 

 

スポーツ保健課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。「議第１１号 草津市立学校の学校医、

学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改

正する規則案」につきまして御説明申しあげます。議案書につきましては１５

ページから１８ページでございます。 

         議第１０号、先ほどの社会体育施設の規則と同様に行政処分に関しまして国

民が不服を申立てる制度についての見直しに伴う行政不服審査法が、この平成

２８年４月１日に施行されることによるものでございます。 
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         １７ページに新旧対照表がございます。様式第１８号の補償金額決定通知書

の行政処分に対して審査請求をすることが出来る期間を現行の６０日から３か

月以内ということで改正するものでございます。 

         これは社会体育施設と同様でございますけれども、こちらの規則につきまし

ては、それ以外に、併せて今回の行政不服審査法の施行によりまして、天災そ

の他やむを得ない理由により審査請求をしなかった場合の文言等を規定してお

ります。 

         規定していたのですけれども、国の法律も同様の内容について削除がされま

して、今回削除をさせていただくということと、併せて表現等の文言整理につ

いても、より分かりやすい表現にということで整理を行ったところでございま

す。 

         なお、この規則につきましても法律の施行日同様に平成２８年４月１日から

とし、規則施行日以降の使用許可申請に係る使用許可から適用するものでござ

います。 

         以上、まことに簡単ではございますが御説明とさせていただきます。よろし

く御審議賜りますようお願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   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。 

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、議第１１号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第１２号 草津市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正す

る規則案」を議題といたします。 

 

スポーツ保健課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。「議第１２号 草津市スポーツ推進委

員に関する規則の一部を改正する規則案」につきまして御説明申しあげます。

議案書につきましては、１９ページから２１ページを御覧いただきたいと存じ

ます。 

         スポーツ基本法第３２条におきまして、市町村、教育委員会はスポーツの推

進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関
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心と理解を有し、スポーツ推進のための事業実施や連絡調整、そして住民に対

するスポーツの実技の指導等の職務を行うのに必要な熱意と能力を有するかた

の中からスポーツ推進委員を委嘱するものと、その旨、規定されているところ

でございます。 

         本市におきましては、草津市スポーツ推進委員に関する規則におきまして必

要事項等を定め、同規則第２条第２項において、スポーツ推進委員が分担する

地域または事項は教育長が定めることとし、まちづくりを小学校単位で進めて

おるのですけれども、各小学校区から４人ずつの御推薦をいただき、現在１３

学区から５２人のかたを委嘱させていただいているところでございます。 

         このたび４月から老上西小学校の開校に伴いまして、２８年度から住民組織

も新たに設立をいただく運びとなり１４学区となりますことから、議案書２１

ページの新旧対照表にございますとおり、スポーツ推進委員の定数を５２人か

ら５６人に改定するものでございます。 

         なお、施行日につきましては平成２８年４月１日からとするものでございま

す。 

         以上、「議第１２号 草津市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正す

る規則案」についての御説明とさせていただきます。よろしく御審議賜ります

ようお願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして何か御意見、御質問はございますか。 

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは議第１２号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第１３号 草津市立教育研究所の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。 

 

学校教育課長   はい、教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

学校教育課長   「議第１３号 草津市立教育研究所の規則の一部を改正する規則案」につき

まして学校教育課の藤野が御説明申しあげます。議案書２３ページから２６ペ

ージを御覧ください。 

         今回の改正は第７条に規定されております草津市立教育研究所運営委員会の
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委員として園長、所長会の代表を加えるものでございます。その理由といたし

ましては、今後の教育研究所の運営にかかわり、就学前教育から義務教育修了

段階までの時期を見通した教育活動や校種間の円滑な接続に向けた取組の調査、

研究を進め、教師力の向上と教育、保育の充実を目指すためには、これまで以

上に保育士と教員の連携が重要となり、園長、所長会の代表に運営委員会に御

出席いただき、ともに調査、審議していただくことが大切であるとの検討結果

からでございます。 

         なお、この規則は平成２８年４月１日より施行といたしております。 

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

く御審議賜りますようお願いいたします。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの説明につきまして何か御意見、御質問はございますか。 

 

杉江委員     はい。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

杉江委員     運営委員会のほうに幼保の園長、代表が入っていただくということで、より

研修の場が広がり、教職員の資質向上につながるのではないかなと期待いたし

まして、喜ばしいことだなというふうに思います。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。特に異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、異議もないようですので、議第１３号は原案どおり可決いたしま

す。 

         次に、「議第１４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。 

 

スポーツ保健課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。「議第１４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。議案書は
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２７ページから２９ページでございます。 

         先ほど議第１２号におきまして御説明を申しあげましたとおり、市内１４学

区から４人ずつの御推薦をいただき、２８ページ、２９ページに一覧を載せさ

せていただきましたが、５６名のかたをスポーツ基本法第３２条第１項の規定

により委嘱することにつき議決をお願いするものでございます。 

         任期につきましては２年間ということで、平成２８年４月１日から平成３０

年３月３１日までということでお願いをすることにいたしております。 

         以上、まことに簡単ではございますが、御説明とさせていただきます。何と

ぞ御審議賜りますようお願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの説明につきまして何か御意見、御質問はございますか。 

         御異議もございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、異議もないようですので議第１４号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第１５号 平成２８年度草津市教育行政の重点施策案」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

 

教育部長     教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

教育部長     「議第１５号 平成２８年度草津市教育行政の重点施策案」につきまして、

教育委員会事務局の明石から御説明を申しあげます。議案書のほうは３１ペー

ジをお願いいたします。 

         平成２８年度の草津教育行政の重点施策につきましては、平成２７年４月に

施行いたしました草津市教育振興基本計画第２期の基本理念に基づきます三つ

の施策の基本方向に沿い、取りまとめをいたしております。 

         まず「子どもの生きる力を育む」の取組では、不登校を初めとする学校不適

応等の問題解決のため、専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワー

カーを配置するとともに、放課後の学校施設を活用いたしまして、自学自習が

出来る機会を提供するなど、学びのセーフティネットの充実を図ってまいりま

す。 

         また、実施する方向で方針を固めました中学校給食につきまして外部検討委

員会を設置いたしまして、本市に適した給食の実施方式のありかたなどについ
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て調査、研究を進め、一定の結論を得ようと考えているところでございます。 

         次に「学校の教育を高める」の取組ではＩＣＴ機器を活用し、児童生徒が主

体的・協働的に学ぶアクティブラーニングを推進いたします。また、小学校英

語教育の指導体制の強化や授業の充実を図るとともに、テレビ会議システムを

使い英語教育のオンライン事業をモデル校を設けて実施してまいります。 

         これらの取組と併せまして、これまでの学校関係者、評価委員会の機能を強

化、充実させる学校運営委員会を設置し、チーム学校により子どもたちの地域

への愛着心を育むとともに、家庭や地域の参画による学校経営の充実を図って

まいります。 

         次に、「地域に豊かな学びを創る」の取組では、引き続き地域協働合校の取

組を活性化させるため、地域と学校のパイプ役である地域コーディネーターの

協力を得ながら、子どもと大人がともに学び合う３世代地域の実現に向けた取

組を進めてまいります。 

         また、文化の振興に関しましては、草津アミカホールと草津クレアホールを

市民の文化芸術の拠点といたしまして、あらゆる世代の市民が文化芸術に触れ、

心豊かで潤いのある生活が出来る環境づくりを促進してまいります。 

         スポーツ分野では草津市スポーツ推進計画に基づき、子どもの体力向上や生

涯スポーツ活動などの推進、様々なスポーツ施策を積極的に進めるとともに、

市民体育館の多機能でにぎわいの創出も出来る施設となるよう、その基盤整備

に取り組んでまいります。 

         これらの重点施策の実施に当たりましては、総合教育会議などを通じまして

教育委員会と市長部局がより一層連携強化し、横断的、相互的な推進を図って

まいりたいと考えております。 

         なお、３２ページから３４ページにかけましては、教育振興基本計画の施策

体系に基づきました関係事務事業の一覧を掲載させていただいております。 

         以上、まことに簡単ではございますが、平成２８年度草津教育行政の重点施

策案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し

あげます。 

 

川那邊教育長   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。 

 

麻植委員     よろしいでしょうか。 

 

川那邊教育長   はい。 
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麻植委員     地域に豊かな学びをつくるところの地域コーディネーターの件です。この地

域協働合校というのは２種類あるということがなかなか周知できにくいところ

かなとは思っているのですけれども、小・中学校を中心とした地域協働合校に

関しては、この地域コーディネーターさんというのは学校に入られている地域

コーディネーターさんでしょうか。 

         またもう一つ、地域での地域協働合校推進事業に関しては交付金があって、

まちづくり協議会が主導でやられていると思うのですけれども、このコーディ

ネーターさんというのはどちらに軸足があるのか、両方ともあるのか、そこを

ちょっとお尋ねしたいなと思います。 

 

生涯学習課副参事   生涯学習課の吉田です。 

         地域コーディネーターにつきましては、平成２７年度については市内７小学

校の中にいていただいております。平成２８年度につきましては市内１４小学

校にコーディネーターとして学校のほうに配置いたします。 

         拠点としては小学校に置いてという形になるのですけれども、コーディネー

ターさん、地域のそういったネットワークを持っておられるかただとか、学校

にも両方にもネットワークを持っておられるかたが入っていただいていますの

で、そういった状況を通じて、地域と学校の両方を結び付けながら活動などを

計画していただくという形で動いていただいております。 

         また、各小学校、中学校、それから地域に推進組織がございまして、そうい

った推進組織の中にも地域のかたも入っておられますし、コーディネーターの

かたもそういった地域のかたとのかかわりがございますので、その中で推進し

ながら進めていくという形になってまいります。 

 

麻植委員     すみません。そしたら、私の理解をもう少し自分の中で整理させてもらいた

いのですが、ここで出ている地域コーディネーターさんというのは各小学校に

配属されるので、主には小・中学校でやられるところにかかわって、それプラ

スアルファは地域でもされる、まちづくり協議会でされるところにも力を大い

に発揮していただくという位置づけでよろしいでしょうか。 

 

生涯学習課副参事   生涯学習課の吉田です。 

         拠点としては小学校にコーディネーターさんを置いておられますけれども、

今、麻植委員さんからおっしゃっていただいたとおり、学校を拠点にしながら

ネットワークを地域のほうにも伸ばしていっていただいてという形になる。す

みません。うまいこと言えずに。 
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麻植委員     そしたら、まちづくり協議会が主導でやっておられる一括交付金が出される

ところで中心になってくださるのは、あくまでまちづくり協議会で、そこの企

画をされる中に学校を中心に考えてくださる地域コーディネーターさんも入っ

て、一緒に計画を立ててくださるという。 

 

生涯学習課副参事   はい、 そういうこともございます。 

 

麻植委員     場合もあるということですか。 

         そしたら、予算的なものは学校中心のところがメインだというふうに。 

 

川那邊教育長   学校と地域とをつなぐ役割ですか。 

 

生涯学習課副参事   はい、そうです。 

 

川那邊教育長   名のとおりコーディネートしながら地域の人材を、地域のかたがたを学校に

協力いただくようなコーディネートということでしょうか。 

 

生涯学習課副参事   はい、そうですね。そういったコーディネートもいただいております。 

 

麻植委員     この間、総合教育会議の第４回目があったと思うのですけれども、あのとき

もちょっとお話しさせてもらったように、あの御説明をいただいたときも教育

委員会が主に行っておられる、学校で行う地域協働合校の推進事業についても

御説明いただいたけれども、まち協が中心に動いてくださる地域での地域協働

合校についての御説明はなかったと思っていたので、そちらもまた御説明いた

だきたいという話の中から、市長さんから教育関係だけで進めるのではなく、

市長部局の連携部局も含めた地域協働合校の推進本部のような会議のものがで

きないかとか、教育長から三方よしのニュー地域協働合校にシフトアップでき

ないかとかいう話があったのでちょっと聞きたくて、オールマイティーに動く

コーディネーターさんではなく、今、あくまでも学校サイドに軸足を置いて、

それに関して予算づけというふうにしていると思えばいいということですね。 

 

生涯学習課副参事   生涯学習課の吉田です。 

         地域コーディネーターさんにおきましては、今、あくまで学校を中心にとい

う形で。 

 

川那邊教育長   ここでの地域コーディネーターはそういう意味。 
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麻植委員     そういう意味だと。 

 

生涯学習課副参事   はい、そうです。 

 

麻植委員     将来的にはまた総合的なものを考えていくことは、これからの次の段階だと

いうふうにして思えばいいということですね。はい。 

         すみません、もう一つ。総合教育会議で、この間、図書館でちょうどさせて

いただいたので、草津の図書のことでの議題があった中で、図書館の事業の中

でブックスタートというものをされていて、本を各家庭に２冊ずつとすばらし

い企画をされているなと思っているのですけれども、それが図書館の運営の中

での企画なのか、なぜそういうことが聞きたくなったかというのは、幼稚園、

保育園、乳幼児、小学校での図書費というのはしっかり挙がっているのですけ

れども、未就学児の子どもたちへの図書費というのは事務費というか、そうい

うものでしか図書費が挙がっていないというのをお聞きする中で、ブックスタ

ートはどういうふうな扱いにしてくださっているのかなとか、あとそういう子

どもたちという括りで考えると、そういう小学校からだけの図書の推進費では

なく、もう少し広く受け止めることが出来るのかなとか、ちょっといろいろ疑

問に思ったものですから、ちょっと質問が分かりにくいかもしれないですけれ

ども、お聞かせいただけたら嬉しいなと思っているのですが。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

図書館長     図書館の北相模でございます。 

         ブックスタート事業につきましては、子ども子育て推進室のほうが主になっ

て、市長部局のほうですけれども、これはもともと親子の触れ合いが希薄とい

う部分を何とかしようかということで、もともとは国がそういうことをやって

いきますよというのがあって、スタートしている経過になっております。 

         今おっしゃられました未就学児の保育所、幼稚園等々の本についての話なの

ですけれども、それぞれの園なりの運営方針というのもあるのかなとは思って

おるのですが、今、個別、その分の予算案をそれぞれの園等では図書コーナー

を設ける、あるいは本の設置場所を設けるというところまでは具体的にはでき

ていないようにお聞きしておりますので、図書館のほうで一旦複数冊で不要に

なったものとかをお譲りするというような形でお声かけをさせていただいてい

ます。 

         先だっても図書館協議会のほうで、私立の保育所も含めて、その辺はこうい
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うことをしてほしいよねという御意見もありました。というのは、今、認定子

ども園も含めまして、いろいろな形態での未就学児が市域の子どもたちにいる

ということでありますので、ちょっとその辺の支援も含めてサポートしていた

だけないかという御意見も賜ったところでございます。 

         あとは、個々の園等の中の範疇になってくるかと思いますので、またその当

たり幼児課さんとかも含めて意見交換をさせてもらいながら考えていきたいな

というふうに思っているところです。 

         以上でございます。 

 

麻植委員     ありがとうございました。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

麻植委員     はい。 

 

川那邊教育長   ほかにいかがでしょうか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、特に御異議がないようでしたら、議第１５号は原案どおり可決い

たします。 

         次に、「議第１６号 平成２８年度公民館活動基本方針案」を議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

 

まちづくり協働課長   まちづくり協働課の辻でございます。「議第１６号 平成２８年度公民館

活動基本方針案」について御説明申しあげます。議案書３５ページから３８ペ

ージを御覧いただきたいと思います。 

         本市の公民館につきましては生涯学習や社会教育の拠点施設であるとともに、

地域コミュニティの拠点施設として市民センター機能を併せ持っており、公民

館、市民センターの相互の機能が総括的に発揮出来るよう、引き続き運営して

まいりたいと考えております。 

         また、平成２５年３月に社会教育委員会議においてまとめられた「協働のま

ちづくりの推進に向けた今後の公民館のありかたについて」におきましても、

今後の公民館には地域での学びや様々な活動を通して地域課題の解決や住民同

士の交流を行うコミュニティ施設として再生し、市民が主体となり運営されて

いくよう期待しますとされており、コミュニティ施設への転換を図るとともに、
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地域住民が主体となった柔軟な運営を目指すものでございます。 

         こうした中で、平成２８年度の公民館活動基本方針（案）につきましては、

３６ページに基本方針として４点挙げさせていただいたところでございます。 

         １点目につきましては、人権尊重の活動展開、２点目に地域学習社会の構築

と地域教育力の向上、３点目に広く地域住民に開かれた利用しやすい公民館、

４点目に高齢者の社会参加、生きがいづくりの場でございます。 

         この中で３番目の広く地域住民に開かれた利用しやすい公民館につきまして

は、人口の増加が著しい老上学区におきまして、老上西小学校の開設に合わせ

て平成２８年４月１日より老上西市民センター（公民館）を新規開設いたしま

す。 

         また、建築後、相当年数が経過し、施設自体の老朽化が進んでおります笠縫

市民センター（公民館）につきましても改築工事を行い、平成２８年８月頃に

開設出来る見込みでございます。 

         次に３７ページからの重点目標でございます。ひとびとが学びを生かし、つ

ながる場となり、生涯学習、社会教育活動やコミュニティ、地域づくりの拠点

となることを目指し、昨年同様、１点目に公民館活動の活性化と充実、２点目

に人権学習の充実と差別のない明るいまちづくりの推進、３点目に地域協働合

校の促進、４点目に青少年の健全育成。 

         ３８ページのほうでございます。５点目に生涯学習の推進、６点目の高齢者

の社会参加・生きがいづくりの対策の推進、７点目に文化活動やふるさと活動

の推進。８点目に地域コミュニティの活性化～絆～、９点目に利用しやすい公

民館づくりの促進を挙げさせていただいたところでございます。 

         そして、１０点目の市民が主体となった運営体制の実現へにつきましては、

市民センター（公民館）を多様化する市民ニーズに対応し、地域の活動拠点と

するためにコミュニティ施設に転換し、地域主体のまちづくりを推進するため、

平成２９年度の指定管理者制度導入を目指して進めておりまして、平成２８年

度につきましては、これまで検討してまいりました転換後の施設の機能や、そ

の運営体制について精査を行い、実現に向けた取組を進めるものでございます。 

         以上、説明とさせていただきます。何とぞ、よろしく御審議賜りますようお

願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   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。 

 

麻植委員     すみません。 
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川那邊教育長   お願いします。 

 

麻植委員     先ほどの地域協働合校に関して関連なので、ちょうど課から来てくださって

いるのでお尋ねしたいのです。先ほどもちょっと読みあげました市長部局と関

連部局も含めた地域協働合校推進本部の会議のようなものができないかという

市長さんの問いかけに対して、事務局の考えかたとして、生涯学習課として協

働通心をつくって、皆様に地域協働合校とはどういうものか、どういうことを

やっているのかというのをされているのですけれども、まちづくり協働課とし

てはこの会議を受けられて、何か新たな動きをされているとかはございますで

しょうか。 

 

まちづくり協働課長   はい。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

まちづくり協働課長   その会を受けて、ちょっと具体的に今、すぐにこうするというような部分

はないのですけれども、また教育委員会の事務局、生涯学習課と連携協力のも

と進めてまいりたいなというふうに考えております。 

 

麻植委員     はい。地域協働合校が二つの部署、市長部局、それと教育委員会部局に、二

つにまたがって開催されていることを理解されながら、お互いに協力連携しな

がら、よりよい地域協働合校をつくりあげていっていただきたいという熱い願

いがありますので、是非そこは前に向かっている形を示してやっていただけた

ら嬉しいなと思っています。 

         そういう流れの中で、例えば７番の文化活動やふるさと活動の推進というふ

うになっていますが、ここに関しては例えば文化財的なこともとても大事なこ

とでしょうし、例えば地域でつくりあげた文化を地域だけのものにせず、よく

教育長もおっしゃっている草津の強みとして、いろいろな学区のかたがた、こ

こはこんなすごいところがあるのだという発表の場とか交流の場とかいう観点

に立っているものがあるのだろうかと、今、考えると、そういうのはちょっと

見当たらないような気もします。 

         あと、公民館からの成果がどういうものが上がっているのかというのを教育

委員会サイドだったりとかが知っているかというと、これは学びはしています

と、講座は開いています。でも、そこからどういうものが生まれてきたかとい

うものの部分が聞こえてこないので、そこら辺はもう少し吸いあげていただけ

たら嬉しいなと思っています。 
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         よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

麻植委員     はい。 

 

川那邊教育長   ほかに御意見、御質問はございますか。 

         特に異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、議第１６号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第１７号 草津市立幼稚園規則等の一部を改正する規則案」を議

題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

幼児課長     子ども家庭部の金森でございます。それでは、「議第１７号 草津市立幼稚

園規則等の一部を改正する規則案」について御説明申しあげます。議案書のほ

うは３９ページから４６ページとなります。 

         先ほどのスポーツ保健課の規則改正と同様に、行政不服審査法の改正に伴い

まして、草津市立幼稚園規則に規定します幼稚園、幼稚園型認定こども園の入

園の許可、そして草津市立幼稚園におけます預かり保育の実施に関する規則に

規定します常時利用預かり保育の不服に関しまして、行政不服審査に関する取

り扱いの変更をするものでございます。 

         現行では不服申立てに関して、不許可や不承認の通知に記載しておりますが、

法改正に伴いまして、不服申立てに関する事項ではなく、審査請求に関する事

項に変更するものでございます。 

         以上、まことに簡単でございますが、草津市立幼稚園規則等の一部を改正す

る規則案について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。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして御意見、御質問はございませんか。 

         異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、異議もないようですので議第１７号は原案どおり可決いたします。 
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――――日程第５―――― 

 

川那邊教育長   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します。 

 

学校教育課長   「報告事項１ 草津市対象地域の児童等自主活動事業実施要綱の一部を改正

する要綱について」学校教育課の藤野が御説明申しあげます。報告書の２ペー

ジから６ページを御覧ください。 

         平成２７年度より西一教育集会所、芦浦教育集会所が指定管理制度に移行さ

れたことに伴い、両集会所で実施しております自主活動学級の内容が、学習活

動と仲間づくり活動から仲間づくり活動のみに変更されましたことから、要綱

の一部を改正するものでございます。 

         以上、簡単ではございますが、報告させていただきます。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、「報告事項２ 草津市スポーツ推進計画（案）に関するパブリ

ックコメントの実施結果について」スポーツ保健課の岸本のほうから御報告申

しあげます。報告書は７ページから９ページでございます。 

         ７ページにございますとおり、去る１月１５日から２月１５日までの期間、

１か月間にわたりまして意見の募集をさせていただきました。３人のかたから

４件の御意見をいただいたところでございます。 

         内容といたしましては、社会体育施設の充実と今後の取組についての御提言

というようなものでございまして、今回のパブリックコメントによる計画内容

の変更はございません。 

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

         続きまして、「報告事項３ インフルエンザの流行による幼・小・中学校

（園）の臨時休業の状況について」御報告申しあげます。 

         先月の定例の教育委員会でも御報告を申しあげたところでございますが、報

告書の１０ページでございます。報告書につきましては３月１５日現在という

ことでお示しをしたわけでございますが、３月２４日の日に小・中学校ともに

終業式を迎えたところでございまして、その時点での集計といたしましては、

そちらのほうで出ておりませんが、今シーズンを合わせますと、インフルエン

ザの流行による臨時休業の状況といたしましては、シーズンを通して１１８ク

ラスがございました。また、インフルエンザ様疾患による出席停止の報告数と

いたしましては１，９０１人というようなことでございます。 

         前年度と比較をいたしますと、非常にクラスの休業のほうが昨年は６８クラ

スということでございましたが、今年度は８８クラスということで、学級閉鎖
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のほうが増えたところでございます。 

         また、インフルエンザによる出席停止の数につきましては昨年の１，８６１

人から１，９０１人ということで、少し増えましたが、極端に増えたというこ

とではございませんでした。学級閉鎖等のクラスの増加につきましては、早目、

早目にということで、かなり後半に流行いたしましたもので、各学校とも予防

に早目にということで努められた結果、結果としてクラス数が多くなったとい

うふうな形で考えております。 

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

 

幼児課長     続きまして４点目の「笠縫東こども園の園章・園歌（歌詞）の決定につい

て」、子ども家庭部幼児課の金森が説明させていただきます。 

         報告書の１１ページを御覧ください。園章につきましては平成２７年９月１

５日から１０月２６日までの約１か月間、広く一般から募集いたしました。今

回の園章募集に当たりましては、外枠のフレームにつきましては従来の笠縫東

幼稚園のものをそのまま残しまして、中央部分に「幼」と書きました分にかわ

るデザインを募集いたしました。募集の結果、全国から５３点の応募をいただ

き、作品内から草津市立認定こども園園名等選定委員会におきまして御審議い

ただきまして、京都府の居関孝男さんの作品を最優秀作品として選定し、答申

をいただき、今回、笠縫東こども園の新しい園章として決定したものでござい

ます。 

         次に１２ページを御覧ください。園歌につきましては従来の笠縫東幼稚園の

園歌の中の園名の歌詞のみ、最後、笠縫東こども園となっていますが、幼稚園

となっておりました。この部分を幼稚園からこども園に変更しましたので、歌

詞の募集は行っておりません。 

         これらの園章、園歌がこの４月に開園いたしますこども園で、子どもたちや

保護者、地域の皆さんに愛され、子どもたちの未来へのシンボルとなることを

期待するところでございます。 

 

教育総務課長   続きまして１３ページでございます。「報告事項５ 寄付受入れ報告につい

て」、教育総務課の太田より当課所管分の寄付品目につきまして御報告申しあ

げます。 

         まず１点目でございます。志津地区教育振興会様より志津小学校へ防犯カメ

ラとデジタルレコーダーを、そして志津南小学校平成２７年度卒業生一同様よ

り志津南小学校へＣＤポータブルシステムを、矢倉小学校ＰＴＡ様より矢倉小

学校へ洗濯機を、山田小学校平成２７年度卒業生一同様より山田小学校へプロ

ジェクターを、笠縫東学区教育振興会様より笠縫東小学校へ５５Ｖ型液晶テレ
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ビと移動式テレビスタンドを、高穂中学校３年生ＰＴＡ様より高穂中学校へＡ

ＥＤ一式を、草津中学校ＰＴＡ様より草津中学校へ折りたたみ椅子を。 

         続きまして、１４ページをお願いいたします。玉川中学校ＰＴＡ様より玉川

中学校へ歌詞パネルを、この歌詞パネルにつきましては、先ほど麻植委員さん

のお話にもございましたように、宮城県塩釜市と玉川中学校の交流等を通じた

絆を歌った歌「ひとつになる」という題名の歌の歌詞をパネルにしたものでご

ざいます。 

         次に代表ではございますが、新堂中学校３年学級委員長様より新堂中学校へ

プロジェクターとホカット、これは大型の暖房器具でございますが、いただい

ております。 

         次に大阪ガス株式会社様より市内公立小・中学校へ百人一首の寄付をそれぞ

れいただいております。 

         以上が教育総務課所管分でございます。 

 

幼児課長     続きまして、幼稚園における寄付受入れについて御報告申しあげます。 

         志津幼稚園では志津地区教育振興会様からフラフープほかをいただきまして、

ＰＴＡ様からはホワイトボード等を、大路幼稚園ではＰＴＡ様から大型絵本を

２冊。 

         １５ページのほうへ参ります。玉川幼稚園ではＰＴＡ様からデジタルカメラ

を、山田幼稚園ではＰＴＡ様からカラーリング整理スタンドを、笠縫幼稚園で

は笠縫学区自治連合会様から簡易テントを、ＰＴＡ様から積み木等をいただき

ました。また、常盤（ときわ）幼稚園ではＰＴＡ様から大型絵本２冊をいただ

きました。 

         以上、簡単ではございますが、幼稚園での寄付受け入れにつきまして報告さ

せていただきます。 

 

職員課長     続きまして、「追加報告事項６ 女性活躍推進法に基づく草津市特定事業主

行動計画について」職員課の黒川の方から説明させていただきます。お手元の

別冊の追加報告の資料、報告書になります。 

         まず、この計画につきましては女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律、いわゆる女性活躍推進法が平成２７年８月に成立いたしまして、その法

律の中で国や地方公共団体については策定を義務づけられた計画でございます。 

         報告書の３ページをお開きください。策定につきましては任命権者ごとに定

めることとされておりまして、教育委員会を含め、市の機関全ての連名とさせ

ていただいております。そのことから本日、御報告させていただいております。 

         なお、私立の小・中学校の教職員、いわゆる県費負担教職員に係る計画につ
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きましては県での策定となっております。 

         計画期間につきましては、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日ま

での５年間としておりまして、計画の組立てといたしましては４ページから８

ページまでが現状把握と分析という形になっておりまして、４ページの（１）

で「採用した職員に占める女性職員の割合」、５ページの（２）で男女別の継

続勤務年数および離職率、６ページの（３）では職員の超過勤務時間数、７ペ

ージの（４）では管理職職員に占める女性職員の割合、８ページの（５）では

男女別の育児休業や育児休暇の取得率を把握分析しておりまして、その結果を

受けまして、９ページになるのですけれども、９ページが課題に対する数値目

標を掲げております。 

         １から５までの女性職員の離職割合、ノー残業デーの達成率、管理職の女性

割合、男性の一時休業取得率、男性の育児休暇取得率などの数値目標を掲げて

おりまして、１０ページから１２ページにつきましては設定いたしました数値

目標を達成するための取組内容を掲載させていただいております。 

         １３ページ、１４ページは現行の育児や介護に関する休暇制度の説明として

制度を紹介しております。 

         今後につきましては計画の取組を推進することになるのですけれども、市役

所の現場は育児、介護等の家庭生活と仕事の職業生活を両立させる両立支援制

度、介護や休暇の制度は一定整っているものの、それが十分に活用されていな

い、また活用しにくい環境になっていると考えておりますことから、イクボス

宣言のような、まずは所属長から働きかた、業務改善等の意識改革が求められ、

働きやすい、また働きがいのある職場づくりを行っていくことが重要になって

くると考えております。 

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

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの報告事項６点につきまして御質問等はございませんか。 

         はい。 

 

谷川委員     報告事項２のパブリックコメントの実施結果について、これの補足資料とし

て８、９が挙がっているのだろうと思いますけれども、８ページ、９ページは

このパブリックコメントに対する補足の資料ですよね。説明がなかったので。 

 

スポーツ保健課長   すみません。８ページ、９ページにつきましてはスポーツ推進計画案の概要

が挙がっております。 

 

谷川委員     説明がなかったので、これはパブリックコメントの補足資料かなと思ったの
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ですけれども、これについてもお聞きしていいですか。 

 

スポーツ保健課長   はい。 

 

谷川委員     五つ目標値がありますよね。前も言ったのですけれども、２から５までは具

体的な数値が出ていますよね。今、それで追加報告であった９ページも、やっ

ぱり現状と成果目標というのは、具体的に何％、何％なのですよね。 

         ところが、子ども体力向上だけは現状値があって目標値は全国平均点を上回

ると。これはやっぱりどう考えても違和感があるのですけれども、なぜこれだ

け数値が出ないのかというのが。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 

         ただいま五つの基本方針に基づきます数値目標の１番目の子どもの体力向上

とスポーツ活動の推進というところにつきまして、数値の指標がここだけパー

セントであるとか、数字というものではないということで、具体的には現状値

を小学校５年生で、スポーツテストの結果が男子は５３．０６点、女子が５３．

５９点ということになっておりますけれども、目標値は平均点を上回るという

ような目標を５年後ということでさせていただいたところでございます。 

         審議会でも同様の議論がございました。例えば小学校５年生のこの体力テス

トの点数を上位にあげていくということを点数化するというような案も検討は

したのですけれども、今、全国的に小学生と子どもの体力向上に一斉に取り組

んでいるというようなことも含めまして、数値自体を設けるよりも、全体を見

た中で平均よりも上回れるようなものというような目標値というよりは、目標

を掲げようというようなことで、話に最終的にはなったところでございます。 

         物の見かたとして数字で見るという方法もあるけれども、平均を上回るとい

うような形での見かたも出来るなというようなことで、最終的にはここについ

ては全国平均を上回れるようにがんばっていこうということになったところで

ございます。 

 

谷川委員     といっても、全国平均値は分からないですよね。毎年変わるでしょう。 

         だから、例えば５３点なら、では男子は５４点を目指そうとか、５５点を目

指そうという具体的な数値の方が子どもらはがんばれるじゃないですか。今ま

でよりもどれだけあげるのというふうな目標値を持たせて、それが結果的に全

国の平均を上回るのか、下回るのか、それは分からないけれども、全国平均値

が分からないのにどうがんばるのと僕は思うのですけど。どうですかね。 
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スポーツ保健課長   具体的に点数をあげていくということになっていくというか、体力自体をあ

げていこうということで、結果的には体力テストが一つの物差しとなって、数

字自体が上がっていけばいいということにもなっていくのですけれども、今の

９ページの資料の現状値にも全国平均の男子の点数は小さく書かせていただい

ているのですけれども、毎年、スポーツテストについては結果が出てまいりま

す。 

         折れ線グラフで過去３年とか、過去から全国と県と草津市ということでずっ

と見てはきているのですけれども、いずれも県よりも、全国よりも下回ってい

るというようなことの中で、具体的な対策や取組等についてもプロジェクト型

で取り組んでいこうということで、今、進めているところでございます。 

         一応、５年後と言うとあれですけれども、平成３２年度を目標として取り組

んでいくに当たって、今の子どもたちもそうなのですけれども、この平成２８

年度に１年生になる子どもがちょうど５年生になったときに全国平均を上回っ

ているような、全体的に草津の子どもの体力が上がっていっているような取組

というようなものが必要であるなというようなことで、今もちょっと話し合い

を進めているところでございます。 

 

谷川委員     もうちょっとこれはやっぱり検討すべきではないですか。草津として、草津

市は全国より上回っていますよというふうに市が思いたいだけと。極端に言え

ばね。そうではなくて、子どもがどうなのと、自分らが自覚出来るような数値

目標を出してやらないと、草津市は全国よりも、県よりも上位ですよと、そん

な数字ではないと僕は思うのですけどもね。 

 

スポーツ保健課長   すみません。おっしゃるとおりで、子どもさんから見ると、自分が要は今ど

の位置にいるのかとか、どういう点数であるかなということになってくるとは

思うのですけれども、子どもさんには一人一人、スポーツテストの結果表とい

うか、結果カードがそれぞれのランクごとのＡからＥというような形で付けて

結果が出ております。その上で、もちろんここの数値自体は市から見てという

ことになってしまうのですけれども、これを一つの指標とする中で全国を見な

がら、市の子どもたちの体力向上の取組を進めていこうという考えかたでござ

いまして、なかなか数値に書いてしまうというのも、議論があったときに、あ

る委員さんが言われたのは、常にこの数字自体が全国も県も皆取り組んでいる

中で動いていく数字でもあるし、全体を見たときの常に周りの影響というよう

なものも見ながらやっていくというのも一つの方法であるというような意見も

ございまして、審議会ではこれで最終承認をいただいたというような経過でご

ざいます。 
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麻植委員     ちょっとお聞きしてもよろしいですか。 

 

川那邊教育長   どうぞ。 

 

麻植委員     これは今、スポーツの推進計画で点数化を書いているけれども、学力もきっ

と同じような問題でこういうものがなかったですか、学力の推進計画みたいな。

そういうときにはこういう点数のあらわしかたとか、学力をここまで伸ばすと

かいうふうな目標の記載の仕方というのは、学力の場合はどういうふうにされ

ているのかなとちょっと思ったのですけれども。学力にしても全国平均、今、

スポーツの中だけの議論なのですけれども、こういう子どもたちの数値目標み

たいなものとかそういうことをするときに、学力の場合はどうされていたのか

なと思ったのです。こういうのってありましたっけね。 

 

谷川委員     僕は同じような議論をしたように思います。 

 

麻植委員     そのときにどんなふうに落ち着いたのか、今、スポーツだけで考えているけ

れども、子どもたちとか学校の方針としたら、結局、数値目標をどういうふう

にするのだったかな。 

 

川那邊教育長   振興計画の草津の教育が目指すもので。 

 

麻植委員     そうでしたか。各学校でも目標を立てておられるだけですかね。草津市で全

体の。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

学校教育課長   今、学力にかかわっての数値目標等というふうな御質問はいただいたのです

が、いわゆる学力学習状況調査にかかわって数値目標で示すというふうな表現

はなされていないのではないかなというふうに思っております。 

 

麻植委員     結果としてだけだったと。 

 

教育部長     毎年、問題のあれ、違いますよね。結果として比べることは出てきますが。 

 

麻植委員     可能だけれどもということですか。 



 

- 34 - 

 

 

教育部長     はい。 

 

谷川委員     意見ですので、検討いただけたらと思います。 

 

川那邊教育長   そうですね。これは報告事項とは少し違いますので、これからいろいろな目

標を出すときに、こういった行政的な出しかたとともに一人一人の市民である

とか児童生徒に反映出来るような、そこもまた一つ考えていく必要があるとい

う御指摘だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

         ほかはいかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

学校政策推進課長   ３月２３日に結ばれました本市とベネッセコーポレーションとの連携協力協

定につきまして学校政策推進課の髙井から御報告申しあげます。 

         お配りしてありますお手元の資料を御覧いただきたいと思います。この協定

は教育分野に関して多くのノウハウや知見を有しますベネッセと協力して共同

研究を進めるために締結したものでございます。確かな学力、それからこれか

ら時代を生きる子どもたちに求められている、いわゆる思考力、判断力、表現

力、コミュニケーション力、情報活用能力といった一般的には２１世紀型能力

と呼ばれているものの育成を図るために、新たな学びを想像していくための先

行研究を進めていく予定でございます。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ベネッセと草津市が共同研究をしていくと、そういう報告でございました。 

         ただいま報告事項も終わりまして、本日の議事は終了となりますが、よろし

いでしょうか。 

         それでは、これをもちまして３月定例会を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

 

閉会   午後 ２時３３分 

 


