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開会   午後２時３０分 

 

川那邊教育長   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―――― 

 

         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、９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、「８月定例会および８月臨時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、８月定例会及び８月臨時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   それでは、次に日程第３、「教育長報告」に移ります。 

         日中はまだ暑さが残っておりますが、朝夕はしのぎやすくなりました。教育

長室からは草津小学校の子どもたちの運動会練習の様子を眺めることができ、

子どもたちのがんばりとともに、スポーツの秋の到来も感じています。運動会

は今年小学校では１学期に実施した小学校が５校、この後、９月２６日、１０

月３日に行う学校が８校です。また、中学校では９月１０日を皮切りに、１０

月２日までの間で開催です。委員の皆様には子どもたちが活躍する姿を今年も

御覧いただきたいと思います。 

         まず初めに９月１０日、県教育委員会「ふれあい教育対談」が志津小学校で
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行われたことを報告します。今回の視察目的は草津市におけるタブレットＰＣ

の有効活用であり、藤田教育委員長、河原教育長、そして教育委員会の佐藤総

務課長ら６名が来られました。志津小では３名の教諭が算数・国語・社会でタ

ブレットを活用した授業を提供しました。教員も子どもも使いかたに慣れてお

り、糠塚校長からは「タブレットの活用で学力はあがる」と説明を受けました。

授業参観の後は学校経営に関わり、ＩＣＴ教育はもちろん、特色ある取組であ

るけん玉、サマースクール、これは志津小が夏休み中に教員が地域の施設に出

かけて学習を行う取組ですが、これらについて説明があり、その後、意見交換

を行いました。藤田教育委員長、河原教育長からは、校長の戦略的な学校経営

への評価とともに、ＩＣＴを初めとする草津の教育への期待、また児童の学ぶ

力の育成を期待する意見をいただきました。 

         次に、草津の学校教育が注目され、多くの取材を受けていることについてで

す。私も９月７日にＫＢＳラジオの「ファミリーレストランのめちゃうま」と

いう番組に生出演し、「草津の学校教育施策」について約１５分にわたりイン

タビューを受けました。また、２４日には京都新聞に草津の全中学校でタブレ

ット端末が導入されたことに関わり、「機能活かし自発的学びへ」「意見出し

合い『授業参加』」との見出しで、新堂中学校で行われた社会科授業の様子が

掲載されていました。記事の中の髙井課長のコメントでは、これからの学校教

育でより大事になるアクティブラーニングについても言及しており、今後、Ｉ

ＣＴ機器の効果的な活用を推進し、確かな学力の定着に努めることが使命だと

も受け取っています。このほかにも、全国的な教育情報新聞である教育新聞、

日本家庭教育新聞からの取材もありましたし、近日中に、才能開発教育研究財

団教育工学研究会などからの取材も予定されています。 

         取材についてもう少し話をさせていただきますと、漢検が自治体取組を紹介

するリーフレットを作成され、そこで「全国に誇れる実践を積み重ねる」と草

津市の漢検への取組を取りあげていただきました。教育委員会や学校長のイン

タビューなど、Ａ３両面を使った内容です。全国の自治体に配布されたと聞き、

こういった広報を通して草津の教育へのさまざまな意見をいただき、更に充実

した取組に繋げたいと思っています。 

         次に、１２日、１３日の市民文化祭についてです。今年も２日間にわたり、

俳句や写真、能面や華道などの展示発表、民謡や邦楽、ラテンハーブ演奏、舞

踊、詩吟などたくさんの芸能発表がありました。展示部門への参加は６団体、

芸能部門２８団体、入場者数は２日間で延べ１，５００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す。 

         最後に、三つ報告をいたします。一つは嬉しい報告です。渋川小学校の仲野

忠克教頭が、一般財団法人日本視聴覚教育協会会長から、平成２７年度視聴覚
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教育の功労者表彰をお受けいただきました。長年の視聴覚教育への取組ととも

に、草津市のＩＣＴ教育の推進、とりわけ渋川小学校での電子黒板やタブレッ

トの効果的な活用に向けて、全国に誇れる先進的な取組をリードいただいた功

績は大きなものがあり、受賞を大変嬉しく思っております。 

         二つ目は、滋賀大学教育学部と草津市教育委員会の連携に関する覚書を締結

したことについてです。この提携により、学校教育分野、とりわけ教員の指導

力の向上に向けて、連携した取組を推進したいと思っています。このことにつ

いては、後で報告があります。 

         もう一つ。１０月１日に草津市教育委員会だより「コンパス」を発行するこ

とです。今年の第２号となる今回は、「地域協働合校推進事業」を１面に、そ

して全国学力学習状況調査の結果、街道交流館からの「三基の道標」や「秋季

テーマ展」などを取りあげています。全戸配布ですので、市民の皆様に見てい

ただき広く御意見等もいただければと思っています。 

         以上、今回の教育長報告といたします。 

         それでは、９月にあった行事やその他教育全般に関する事項で、特に御意見、

御感想などがございましたらお願いをいたします。 

 

村山委員     ９月２３日にクレアホールで行われました「いのち・愛・人権のつどい 平

和編」を見させていただきました。落語家の笑福亭鶴笑さんと講談師神田香織

さんのお話を聞いてまいりました。 

         特に講談師の神田香織さんのお話は本当に聞かれたかた、皆さん、思ったと

思うのですけれども、迫力があるというか、本当に胸に迫るとても熱のこもっ

たお話で、ふだん報道ではなかなか知ることのできない部分ですとか、演目は

原爆、それからチェルノブイリ、福島両方の原発事故によって失われた平和、

日常についてを訴えられる内容だったのですけれども、本当に受け身でなく自

分からそういう生の声を聞くことの大切さというか、本当に実感として胸に迫

るものがありました。 

         と同時に、子どもたちも社会で起きていることに積極的に目を向けてほしい

なということをすごく感じました。学校によっても、是非社会の問題について、

例えば新聞ですとかＩＣＴを活用するのもいろいろ方法があると思いますけれ

ども、自分から関心を持って、今、社会で何が起きているかということを積極

的に知ってもらうこと、それからそれについて議論する場を是非もっと持って

ほしいなと。今、教育長からもアクティブラーニングについての話もありまし

たけれども、やはり受け身でなくて、自分から問題意識を持って接していくと

いうことが本当に大事なんだなというふうに思いました。 

         シリア難民についてのことにも触れられて、忘れられること、気にかけられ
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なくなることが一番辛いということもおっしゃってました。是非、これから子

どもたちにもどんどん関心を持って、みんなで議論していくような、正解はも

ちろんないと思うのですけれども、議論していくこと、自分でそれについて考

えていくことはすごく大事だと思いますので、そういうことをすごく感じた講

演でした。 

         以上です。 

 

杉江委員     私も９月２３日に開催されました「いのち・愛・人権のつどい」に、途中か

ら、今、話が出ました神田香織さんの講談を聞いてまいりました。今年度は戦

後７０年、同対審答申から５０年の節目の年ということで、県の「じんけんフ

ェスタしが」と同時開催をされて、大変たくさんの参加があり盛況だったと感

じてまいりました。 

         「はだしのゲンを語り続けて、今ふるさと福島は」とのタイトルで講談をお

聞きしました。戦争とか平和とか語り続けていってくださっているわけですけ

れども、いろいろな講談の場面の中で、はだしのゲンの漫画の場面とかが浮か

んできて、とても悲惨な広島の状況というのを想像するというような時間とな

りました。語り続けていく、語りつないでいくということが大事なことなのだ

なと、今、村山委員さんがおっしゃったように、やっぱり一緒に考えていくと

いう場面、場というのはとても大事なことだなというふうに思いました。 

         展示もとてもいろんな場面から事件を考えるというような豊富な展示があり

まして、片付けの場面だけだったので十分には見ることができなかったのです

けれども、人権、平和を考える大事な時間となりました。 

         以上です。 

 

谷川委員     山田幼稚園の運動会に参加しました。９月１９日、すごくいい天気で参加し

てきたのですけれども、やっぱり４歳児と５歳児でこれだけ違うのかというの

をすごく感じました。ダンスをする動きにしてもそうだし、４歳は２０メート

ル走、５歳は２５メートル走でしたけれども、やっぱり足の蹴り、腕の振り、

４歳と５歳でこれだけ違うんだなというのを改めて見させていただきました。 

         地域の協力がすごいなというふうに思いました。来賓の数が多くて私はもう

その日、行くと言ってなかったので、ずっと周りで見ていたのですけれども、

一人ひとり紹介されて挨拶されて、子どもにあまり関係ないし、それをされる

のが嫌で後ろに隠れていたのですけれども、何かもっと簡単にできないのかな

と。地域の協力はよくわかるのですけれども、それが僕は嫌でいつも前に行く

のが嫌だなと思っているのです。けれども、そうやってそれだけ地域の人に支

えられて幼稚園というのは運営されているんだなと。そこへ保護者も、ＰＴＡ
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のかたですか、役をしながら運営されていて、特に５歳は本当にリーダーシッ

プをとってやっていたなというふうに思います。それを見ていた今の４歳児が、

また下の子を育てながら成り立っていくのかなというふうに思って見ていまし

た。 

         以上です。 

 

麻植委員     今年度が中学校教科書採択の年でしたので、本当にいろいろな教科書を見さ

せていただきました。子どもを育てていた頃からは随分離れているので、こう

いう学びをしているのだなというのを見させていただいて、それに加えて先月

８月２９日に、草津市青少年育成市民会議が主催で「青少年問題をみんなでト

ーク」と題した篠原嘉一先生の講演に行ってまいりました。なぜ寄せていただ

いたかといいますと、テーマは「インターネットの現状」という形でしたので、

ネットいじめ等々がある現代の中で、どういうものが今、問題になっているの

かも含めて知りたかったので行ってまいりました。 

         その二つから感じたことをちょっとお話しさせていただけたらなと思ってい

ます。教科書の中で思ったのは、技術の分野で情報に関する技術という章があ

り、情報モラル、情報セキュリティを学ぶことになっていました。また、各科

の指導の中で、例えば道徳もそうですし、あらゆる科の中でそういう情報モラ

ルということを身に付けさそうとして取り組んでられています。これは各学校、

小中学校で取り組んでられたものですけれども、もう少し自分のために文科省

のホームページもちょっと見てみました。第５章に情報モラル教育というのが

あり、たくさんのページがありましたが、その中で指導要領の中のことも踏ま

え、それ以外でも情報モラルのことを取り組もうということを言ってられて、

また青少年に関しても同じ１枚もののページで、平成２１年４月に青少年の安

全安心に関する法律もできて必要な施策を講じることになっています。 

         思うのですが、草津の教育委員会も学校教育と今回、生涯学習が担当の青少

年の中の連携もとても大事なことだなと、今回の二つのことを通して感じたこ

とです。本当に最近のゲーム機器やスマホ、パソコン、また各種アプリケーシ

ョンの開発スピードが加速度的に進んでいることを踏まえて、現在の指導内容

が果たしてそれに対応できているのかというのは本当に検証が必要だなと思い

ました。 

         それで、草津としてはＩＣＴ教育を推進しています。そして、子どもの安全

安心の確保という観点からも、情報教育の現状を教えていただけたらなと思っ

ています。その観点は四つです。 

         各学校の取組として、この篠原先生のところのホームページを見る中で出て

きたのが啓発ＤＶＤ、「子どもと学ぶネット社会～守ろう！マナーとルール」
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というＤＶＤがありました。県のホームページで見ることができましたし、こ

れは公益財団法人の消費者教育支援センターの消費者教育教材資料表彰、平成

２６年度、昨年ですが、優秀賞をもらっておられました。こういうのが活用さ

れているのかという現状とか、草津はタブレット教育がありますからオリジナ

ルでされているかもしれないので、そこも少し教えていただきたいところでし

た。 

         それと、玉川中学校でも本当に新聞等々でも発表されていたスマホ４か条。

これは生徒自ら独自のルールを作ったというふうになっています。ちょうど篠

原先生が「月曜日もまた玉中に行くから良かったら見て来てね」と言ってくだ

さったのですが、私はちょっと滋賀を離れておりましたので見ることができな

かったのですが、２年連続して玉川中学校に行かれる。その情報を子どもたち

にも提供しながら、子どもたち自らが周りの先生がた、ＰＴＡのかたがたもい

ろいろ支えながらこういうスマホ４か条を作ってられたというのはすごく成果

だなと思いました。 

         先ほどの文科省のホームページからの一節なのですが、学校から家庭への一

方的な啓蒙活動だけではなく、家庭での話し合いの内容や実態調査のキャッチ

ボールを学校と家庭の間で行いながら連携して進める必要があるとあります。

草津市は、このＰＴＡとの連携はどのようになっているのかということと、あ

と先ほど青少年育成のところでの連携の実態を、今でなくても結構なので、ま

た教えていただけたらなと思っています。よろしくお願いします。 

 

谷川委員     もう一つ。１０月３日に草津のイオンモールで薬物乱用防止キャンペーンが

あって、それに向けてのポスターの依頼があって、草津中学校と松原中学校が

美術部中心に作品を出してくれました。すごいデッサン力もあって、すばらし

い作品がたくさんあって、最優秀はとれなかったのですけれども、優秀賞は松

原と草津と３点、４点ずつだったかな、ということで１０月３日にはその表彰

もありますので、是非お越しくださいということと草津の美術、すごいなと思

いましたので、ちょっと報告させてもらいます。 

 

川那邊教育長   それでは、麻植委員の方からもし答えることができればということですけれ

ども、どうでしょうか。 

 

学校政策推進課長   すみません。今の麻植委員の質問について、学校政策推進課の髙井がお答え

いたします。 

         まず、道徳の学習の時間に情報モラルについての学習していくということが

今、方向性として出されています。草津市ではタブレットを導入するに当たり



 

- 7 - 

 

まして、情報モラルについて学習出来るアプリ、情報モラル専用のものを入れ

させていただいています。 

         まず５年生、６年生でキーボードの使いかたから始めまして、個人情報の取

扱いや不要なところに接続しないこと、それから中学校の内容は、主に今大き

な問題になっていますＬＩＮＥについての使いかたを学習出来る内容になって

おります。 

         それから、今、保護者との連携ということでお話をいただいたのですが、た

またま１１月１９日に矢倉小学校のＰＴＡ対象に、本課の方でタブレットを使

った学習の体験をしていただくという取組を企画させていただいています。こ

れは矢倉小学校のＰＴＡの方から、子どもたちが使っているタブレットの学習

について、是非やってみたいというお申し出をいただいておりまして、こちら

から出かけていって出前授業という形をさせていただいているのですが、その

中でもこの情報モラルについては、このアプリを使って学習をしていますとい

う紹介はさせていただこうというふうに考えています。 

         これができたら口コミでまた市内に広まっていって、さまざまな学校でこの

ＰＴＡの広がりが出てくることを期待しているところです。 

         最後でございますが、今現在、各学校の発達段階に合わせた情報モラルの習

得というものが、市内統一のものでの規格として出しておりませんので、今年

度開かれました情報教育に関する懇談会で市内全体を統一するような形での系

統図を策定して、来年度には各学校にお示しさせていただこうというように考

えております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   関連して何か答弁はありますか。 

 

生涯学習課長   はい。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。こちらの方はＰＴＡでありますとか地域のかたの目

線で、さまざまな取組の中で少しでも今、子どもたちが置かれている現状を大

人も知ろうという形で進めております。 

         ＰＴＡにおかれましては、ＰＴＡさん独自でされる学習にもこういった形の

講師のかたがおられますよ、という提供をさせていただいたりとか、あと独自

で講習会をそれぞれ行っていただいているものに補助をお出しして、少しでも

お分かりいただこうとしておりますし、先ほどおっしゃっていただいた地域で
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の見守りというのがやはりとても大事になってきますので、地域のかたにも知

っていただくアプローチを育成市民会議を中心に、また「広報くさつ」などを

通しながら大人のかたにも関心を深めていただこうと考えております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   玉川中学校の生徒会の動きと関わってはいかがでございますか。 

 

教育部理事    玉川中学校の生徒会の動きに関わりましては、毎週開かれております中学校

の生徒指導の先生がたが集まる会議がございまして、その問題構造対策会議の

中で取組の内容、それから結果に至るまでの取組というのですかね、そういう

ノウハウも含めて披露していただいて、その披露していただく中でまた違った

学校が自分の学校独自の方法で練りあげるものの核を作って、そしてそれぞれ

の学校で、また子どもたちを中心に自分たちで自分たちのルール、またはスマ

ホをコントロールする力を付けられるような方策を考えてもらおうということ

で話し合ってもらっているところであります。 

         そういうことから草津市としては出来るだけ子どもの自主性を重んじて、主

体的に自分たちの生活の質の向上に結び付けるというような取組に高めてもら

えたらなという願いを持っておりますので、これは引き続き、そういう方向を

頭に置きながら核学校の取組を支援したり、見守ったりしたいというふうに願

っています。 

 

川那邊教育長   麻植委員、よろしいでしょうか。 

 

麻植委員     ありがとうございます。はい。がんばってくださっているのでありがたいで

す。引き続きよろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   ほかよろしいでしょうか。 

         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―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４「報告事項」に入ります。事務局より報告願います。 

 

教育総務課長   はい、教育長。 

         教育総務課の太田でございます。それでは、「報告事項」の１番目でござい

ます「定期監査結果報告および工事監査結果について」の小・中学校の定期監
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査結果に関する部分を御報告申しあげます。報告書の２ページを御覧いただき

たいと思います。 

         去る平成２７年６月９日付で草津市監査委員より草津市教育委員会教育長宛

てに定期監査結果の報告がございました。平成２７年４月２０日から５月１１

日までの間で、草津第二小学校を含みます七つの小・中学校につきまして、監

査が実施されたところでございます。 

         次に３ページから御覧いただきたいというふうに思っております。監査結果

につきましては、３ページから１１ページまででございますが、それぞれ学校

ごとに記載のとおりでございます。監査の対象とした事項につきましては、監

査が行われました七つの小・中学校に共通いたしまして、教育財産の維持管理

についてと、あと斡旋物品の取扱状況についての２点でございます。 

         また、監査の結果といたしましては、監査が行われました七つの小・中学校

で教育財産の維持管理ならびに斡旋物品の取扱状況につきまして、おおむね適

正に執行されていると認められましたが、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した。具体的にほぼ全ての学校について、共通

した意見・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。特に理科準備室の薬品管理につ

いてでございますが、薬品管理簿を整理し、管理の徹底を図られたいとの指摘

がございました。 

         また、斡旋物品の取扱状況につきましては、業者や物品等の選定に当たり、

公正な競争の確保や選定経緯を明確にしておくために、決裁文書による事務処

理が望まれるとの指摘がございました。 

         また、その他の指摘事項といたしまして、緊急通報装置の通報訓練の実施、

それからホームページの最新情報の掲載、あとＡＥＤの毎日の点検と記録の作

成、こういったことにつきまして改善の指摘がございました。これらの指摘事

項につきましては、７月の定例校長会、そして定例教頭研修会におきまして、

薬品管理簿による薬品管理の徹底と、斡旋物品の取扱いについては決裁文書に

より事務処理を行うことなどの改善事項につきまして、周知徹底を行ったとこ

ろでございます。 

         また、８月におきましては、周知徹底のフォローアップといたしまして、全

ての小・中学校に出向きまして、理科準備室の薬品管理についての管理簿の整

理、それからＡＥＤの毎日の点検と記録の作成といった指摘事項について改善

状況の確認を行っておりまして、全ての小・中学校において改善が行われたこ

とを確認しております。 

         また、斡旋物品の取扱に関しての決裁文書による事務処理、それからホーム

ページの最新情報の掲載などのそのほかの指摘事項につきましても再度、周知
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徹底をしたところでございます。 

         以上で小・中学校における定期監査の報告とさせていただきます。 

 

開校準備室長   引き続きまして、工事の監査結果について、開校準備室の永池から御説明さ

せていただきたいと思います。 

         資料の方は１２ページからとなります。この９月１５日ですが、監査委員の

方から教育長の方に工事監査の結果があったものでございます。工事監査の実

施日は８月５日でございます。 

         次の１３ページを見ていただきたいのですが、今回の工事監査につきまして

は工事技術調査といたしまして専門技師のかたにお越しいただきまして、専門

的に監査をいただいたということで、ちょっと箱枠の方に書いてありますけど

も、「公益社団法人 大阪技術振興協会」の方から専門家が来られて監査をな

されたものでございます。実施時期は８月５日ですが、調査場所が教育委員会

室及び当該工事現場ということで、教育委員会室の方では書類監査、工事現場

の方では現地での監査をされたものでございます。 

         ちょっと遅れましたけれども、調査の対象工事でございます。一番下に書い

てございますけれども、（仮称）老上第二小学校、新設小学校の建設工事でご

ざいます。 

         今回の発注工事が分離発注をしている関係で、四つの工事の発注とそれらを

監理する監理業務、五つの区分けをした全ての工事について監査をなされたも

のでございます。 

         １４ページを見ていただきますと、工事の内容の説明者ということで、教育

委員会と建築担当課であります建築課の方、それと先ほど申しましたけれども、

工事の業者であります東畑建築事務所、これは監理の業者でございます。それ

からあと校舎ほかということで、岐建・奥村特定建設工事共同企業体、これは

校舎ほかの建築工事、体育館につきましては株式会社千商、機械工事につきま

しては大崎・草津建設工事共同企業体、電気につきましては東海・中島建設工

事共同企業体、それぞれが出席をいたしまして監査の聞き取りとヒアリングを

していただいたものでございます。 

         １５ページから１６ページにつきましては、それぞれの分離発注しておりま

す工事の概要が書いております。 

         １７ページをちょっと見ていただけたらありがたいんですが、それらの総評

といたしましてコメントを書かれております。ちょうど上から９行目から「工

事関係書類について」というところを見ていただくとありがたいのですが、

「サンプリングによる書類の確認及び関係者への質疑応答を踏まえ、技術的事

項の実施状況について調査を行った。計画、設計、積算、入札、契約、施工に
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ついて書類の整備状況を含め概ね良好である」という総評をいただいておりま

す。 

         ただし、これは８月５日時点ですので、その下にございますが、今後、現場

施工については平成２８年２月２９日まで工期がございますし、またその後、

引渡しということもございますので、それに向けて関係機関あるいは図書等、

そういうものの遺漏がないように密に対処をされたいということで御指摘をい

ただいております。 

         それぞれの書類監査あるいは現場の監査の中で、適宜「寸評」という形でい

ただいておりますが、そのほかの大きく当該工事にかかわってすぐに指摘があ

るものではございません。ちょうど１７ページから２７ページまでが書類監査

の細かいところでの「寸評」でございます。それから、２８ページが現場調査

を踏まえての「寸評」でございます。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   続けてお願いします。 

 

スポーツ保健課長   はい。 

         「報告事項２」３０ページでございます。「草津市立社会体育施設等指定管

理者募集の概要」につきまして、スポーツ保健課の岸本から御報告申しあげま

す。 

         本市の社会体育施設等の指定管理につきましては、平成１８年から指定管理

者制度を導入しておりまして１期３年、今年で３期目、最終年となりますこと

から、草津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、第３条

の規定に基づきまして、当該施設の設置目的を効果的に達成するとともに、草

津市スポーツ振興計画に基づくスポーツ推進がなされるよう、指定管理者を募

集するものでございます。 

         施設の対象でございますけれども、資料にございますとおり、社会体育施設

６施設、そして都市公園施設、グリーンスタジアム・弾正公園テニスコートを

含めまして弾正公園ということで、１施設で募集するものでございます。 

         また、指定予定期間といたしましては、来年の平成２８年４月１日から平成

３１年３月３１日の３年としております。また、スケジュールでございますけ

れども、これまでに募集要項の配布を９月７日、９月１日号の「広報くさつ」

の方で募集をかけておりまして、７日から募集要項の配布をいたしております。 

         昨日、説明会を総合体育館で現地説明ということでさせていただきました。

２者のかたが参加をいただいたところでございます。 

         また、質問書、質問等の関係について２件ほど出ておりまして、野村の体育



 

- 12 - 

 

館等が指定管理中に工事等をいたしますので、そこら辺を御質問いただいてお

ります。こちらについては、今後、質問項目をホームページで公に示していき

たいとは思っています。 

         今後の予定でございますけれども、１０月５日から申請書の提出期間となっ

ておりまして、３日間募集をいたしまして、その後、応募者のヒアリング、選

定委員会ということで１０月に得た後、１１月、１２月議会ということで１１

月議会で議会の議決をお願いする予定でございます。 

         以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

川那邊教育長   はい、続けてお願いします。 

 

教育総務課長   続きまして、３１ページを御覧いただきたいと思います。「報告事項３」で

ございます「全国学力・学習状況調査結果の『コンパス』への記事掲載につい

て」を教育総務課の太田より御報告申しあげます。 

         平成２７年度の全国学力・学習状況調査につきましては、去る平成２７年４

月２１日に実施され、本市では小学６年生が１，２１２人、そして中学３年生

が１，０２９人という人数で調査問題に取り組み、その結果が本市の方に送付

されますのを受けまして、調査結果の概要を教育委員会の広報誌「コンパス」、

１０月１日号に掲載いたしまして、市民のかたにお知らせを行うものでござい

ます。 

         調査結果の概要につきましては、見出しにもございますとおり、「数学Ａ」

で市内の６中学校全てで全国平均を上回ったということや小・中学校の全教科

で県平均を上回ったことなどが特筆すべき点でございました。また、同時に行

われました児童生徒質問紙結果につきましても、特に良かった点、それから改

善すべき点といたしまして、小学校・中学校それぞれ２項目ずつ掲載を行うも

のでございます。 

         なお、今回の調査結果の詳しい内容につきましては、後日でございますが、

市のホームページで今後の取組や家庭学習のポイントと併せまして掲載を行う

予定をしております。 

         以上で掲載記事の報告とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   はい、続けてお願いします。 

 

学校教育課長   それでは「報告事項４」、「滋賀大学教育学部と草津市教育委員会の連携に

関する覚書の締結について」を学校教育課の藤野が御説明申しあげます。 
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         報告書の３２ページを御覧ください。これは学校及び地域における教育の充

実・発展と人材の育成に寄与することを目的として、滋賀大学教育学部と本市

教育委員会が交わしたものでございます。 

         なお、滋賀県教育委員会ならびに大津市、彦根市、近江八幡市、守山市、栗

東市の各市教育委員会も同様の協定、または覚書を交わしてございます。 

         内容は、地域の教育の向上に関すること、学校教育上の諸問題への対応に関

すること、教員の人材育成に関すること、教職大学院にかかる実習及び学校ボ

ランティアに関すること、その他、双方が必要と認める事項の５点について相

互に連携・協力することとしております。 

         具体的には今後、滋賀大学教育学部と県教育委員会、各市教育委員会で組織

をいたします連携地域協議会を設置して協議を行い、円滑な推進を図ることと

なっております。 

         なお、本覚書の有効期間は平成２８年３月３１日までとしておりますけれど

も、その２か月前までに滋賀大学教育学部、または本市教育委員会のどちらか

から覚書の終了または見直しなどの申し入れがない場合は、１年間更新をする

ものとしており、以降これに準ずるというふうにしております。 

         以上、簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。よろしくお願

いします。 

 

川那邊教育長   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。 

 

谷川委員     ＡＥＤって学校に何台あるのですか。 

 

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。 

         各１台でございます。 

 

谷川委員     例えば、６月から７月だとプールに１台とか、体育祭とか運動会だったらグ

ラウンドへ持っていったりはしておられると思うのだけれども、校外学習で１

台というと、何か１台では足りないような気もするんですけどね。もしその辺

はまた。点検ばかり書いてあったので、もうちょっと台数があった方がいいの

かなと思いました。 

         以上です。 

 

スポーツ保健課長   すみません。 
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         ちょっと現場の方からも御要望を頂戴していまして、とりあえず来年に向け

て検討を進めますということで御返答しておる状況でございますので、よろし

くお願いします。 

 

川那邊教育長   ほかございませんか。 

 

村山委員     ホームページは最新の情報を掲載されたいというのがいくつかあったのが気

になったのですけれども、これはどういう理由で滞ってしまっているのかなと

いうのを思ったのです。 

         というのは、今、皆さんばらばらですよね。フォーマットというか、各学校

で恐らく独自でやっておられるのかな。見た感じそうだと思うのですけれども、

たまにやっぱりすごく熱心にやってくださるかたがおられたり、なかなかそう

いうかたがおられない学校があったり、すごく熱心にやってくださる先生がい

らっしゃれば良かったのだけれども、異動してしまってその後、さあ大変とな

ってしまったりとかというのをやっぱり聞いたりもしているし、見ている限り

でもやっぱりちょっと差があると言ったらあれですけど、そういうのを。 

         これは前から思っていたことなのですけれども、例えば市でもう統一したフ

ォーマットを作ってしまって、あとは簡単に決まった部分を更新するだけでい

いという方法もあると思うんです。実際に全国のそういういろんなのをちょっ

と見てみたら、そういうふうにされている市も実際ありますし、現場の方から

そうじゃない方がいいという声が上がっているのかはちょっとわからないです

けれども、やっぱり保護者の立場から見たときに、たくさん情報を載せてくだ

さるのはもちろんありがたいのですが、それはもう手段であって目的ではない

ので、そこにもし必要以上の負担がかかってしまうようなことがあれば、それ

はやっぱり望ましくないし、そこに何か負担がかかるくらいやったら１分でも

長く子どもたちに接してほしいというふうにも思うし、その辺は市として、例

えばそういう考えがもしあるのかとか、この学校に関してだけじゃなくてもい

いのですけれども、その辺のサポートというか、何かあるのかなというふうに

思ったのです。ちょっとここが気になったもので。 

 

川那邊教育長   では、ホームページについては。はい、お願いします。 

 

学校政策推進課長   ただいまの御質問につきまして、学校政策推進課の髙井がお答えいたします。 

         昨年度、ＩＣＴ支援員が各学校を回りまして、それまでかなりばらつきがあ

りましたホームページについて、ある一定、統一のフォーマットを導入させて

いただいております。具体的に言いますと、日々の子どもたちの様子を写真と
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記録簿にあげていくという部分については、比較的簡単にあげられる形にさせ

ていただきました。それで各学校、教務主任、それから教頭を中心に何名かが

交代であげていくという形で取り組んでおりますので、それほど大きな負担に

はなっていないというふうに思います。 

         それから、月１回学校便り、それから行事予定につきましては、ＩＣＴ支援

員の補助も入れつつ、今現在ホームページをアップしているところでございま

す。来年度、中学校のパソコンが入れかえになるのに当たりまして、ホームペ

ージビルダーの最新を市の教育委員会の方で購入させていただきまして、中学

校につきましては、更に更新をしやすいフォーマットにしていく予定にさせて

いただいております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

教育部理事    付け加えまして、教育部理事の宮地がお答えします。 

         先ほど御指摘がありました監査ですか、監査の日時等が大体４月に行われた

ものでございまして、４月に行われたとしてもホームページは本来、必要最低

限のものはきちっと揃えておくようにということで、校長会等を通して伝えて

はおりますが、年度がわりでまだ役割分担なり、それから名簿の整理なりいろ

んなことが一番重なります時期ですので、全ての項目において更新するという

ことがなかなか難しい状態がございました。教育委員会の方も５月、６月、７

月とそれぞれのホームページを確認いたしまして、その都度、課題があるとこ

ろについては解決方法なども提示しながら、各学校でアップロードする手続に

ついては一定の方法でございますので、学校というのはアップするしないにか

かわらず、いろんなデータを作っておりますので、そういうできたデータで保

護者のかたがたが非常に便利で、しかも子どもたちと学校との間を結ぶという

か、保護者との信頼関係を得るという意味で、重要なデータに関しましてはそ

ういうものをアップするという形で、最新の情報を提供してほしいということ

で話しまして、おおむね今現在は全て最新のデータなり子どもたちの様子なり

も含めまして、アップしていただいているというふうに確認しております。 

         今後ともまた無理のない範囲で、しかも有益な情報を提供出来るようにまた

考えてまいりたいと思っています。 

 

川那邊教育長   ホームページの更新については一部のかたに頼るのではなくて、組織的な動

きでということを何かお話しされていたように思うのですが、その辺をお願い

できますか。 
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教育部理事    はい。 

         今の件に関しましては、確かに慣れた者とか得意な者が一人いて、その人に

頼っているという学校におきましては、その人が転勤したりして滞ってしまう

という傾向が今までにございましたので、今そういう先ほどの支援員さん等も

補助なり支援をしてもらえますので、草津市は若い力がたくさんありますので、

そのときにそういう得意な人を各学校で３名、４名、５名と作って、誰に頼ん

でも記事さえあればアップしてもらえるという状況を作って、気軽にみんなで

ホームページを作っていくと。そして、よい記事をあげていくというような形

で運用してもらえるように、前々回の校長会で私の方から実際に取り組んでお

られる学校の様子を紹介したりしまして、そのように進めてほしいということ

で、随時、学校の方で努力をしていただいている最中だと思っております。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

村山委員     はい。そういったＩＣＴ導入とかそれにかかわる市の費用をかけている部分

が直接子どもたちに対してだけではなく、そうやって先生がたに関しても助け

になっていっているんだなというのがよくわかりましたので、よかったと思い

ます。 

 

川那邊教育長   ほかいかがでしょうか。 

 

杉江委員     すみません。 

 

川那邊教育長   はい、どうぞ。 

 

杉江委員     この「コンパス」の記事に関わってなのですが、ちょっと聞き漏らしたのか

もわかりませんが、この「コンパス」の記事の学力に関わることは、このペー

ジだけでございますかね。地域協働合校のこととかも載るということですか。 

 

川那邊教育長   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。 

         今、今回発行いたします１０月１日号の記事でございますが、「報告事項

３」のところの今の学力調査とかも含めまして、あと「コンパス」の見出しの

ページでございますが、こちらに今おっしゃっていただいた地域協働合校の写
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真、スナップ写真も含めまして掲載している部分であったりとか、あといつも

連載している記事の部分、文化財の部分とか、そういったものの掲載を今回す

る予定でございます。 

 

杉江委員     すみません。そこのところで、これは小学校・中学校という表示なのですが、

６年生と中学３年生というのが、このページだけではないのかなと思って。ど

こか見落としていますかね。もしどこかで対象となったのは６年生と中３です

よね。どこかにあった方がいいのかなということをちらっと思いましたので、

あっ、何年生だったっけと思って見たときに表示がなかったので、このページ

だけだとすれば。調査は小６と中３という対象というのがどこかにあればいい

かなと思うので。 

 

教育総務課長   はい、御指摘ありがとうございます。もう一度、また隅々まで確認をいたし

まして、その後、またもし直せるのでしたら直させていただきます。 

 

杉江委員     そうですね。何年生だったっけと思って、今日いただいた資料を見たら。 

 

教育総務課長   申し訳ございません。日がもう。 

 

杉江委員     ないのですね。いや、大丈夫です。いろんなメディアで報道されていますの

で。 

 

教育総務課長   御指摘ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   はい、ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

         それでは、以上で本日の議事は終了となりますが、ほかにございませんか。 

 

生涯学習課長   はい、委員長。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課からチラシの１枚目、赤色のチラシ、市展の公開をさせていただ

きます。今年で５３回目を迎えます草津市美術展覧会です。 

         会期は１０月１０日から１８日に開催いたします。会期初日の１０日には市

役所１階ロビーにおいてオープニングコンサートとして、琴やクラリネットの

演奏を行う予定です。お時間許しましたら、またのぞいていただけたらなと思
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います。 

 

教育部副部長   街道交流館の八杉でございます。 

（街道交流担当）   ２枚目、３枚目の色付けのチラシでございます。月の第１・第３土曜日に行

っております本陣楽座落語会と囃子塾の方、後期のメニューが決まりましたの

でチラシにさせていただきまして、各方面にお配りをさせていただいておりま

す。 

         また、続きまして、交流館の方の秋季テーマ展で「草津宿その後」というこ

とで、宿場の後、明治以降、草津宿がどのように変わっていったかということ

を商店の広告でありますとか看板で紹介をさせていただいております。お時間

がございましたら、是非御覧いただければと思います。 

         以上です。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、スポーツ保健課の岸本でございます。 

         「ジュニアスポーツフェスティバルＫＵＳＡＴＳＵ」でございます。今月１

０月１６日に第５回目になりますジュニアスポーツフェスティバルを立命館大

学のＢＫＣクインススタジアムの方で開催をさせていただきます。 

         小学校６年生全生徒を対象といたしまして、５回目となるのですけれども、

今回の挑む・競い合う、そして観る、体験ということで、特に子どもたちの日

頃の成果の場として長縄、そして４００メートルの代表リレーとかございます。 

         また、立命館大学の大学生の協力を得まして、スポーツ鑑賞の場であったり、

あるいはチャレンジする場というのを設けておりますので、是非ともまた教育

委員の皆様にも鑑賞いただければと思っておりますし、ちょっと会場の方がお

車等のこともございますので、できましたらスポーツ保健課の方へ一度、お声

がけいただいてお越しいただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

学校教育課長   学校教育課の藤野でございます。 

         今月１６日に文部科学省の方から児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題

に関する調査の結果が公表されましたので、市内の不登校、暴力行為にかかわ

る状況について御報告をさせていただきたいと思います。 

         お手元に資料２枚を用意させていただいております。まず、不登校の状況で

すが、平成２６年度におきまして不登校児童・生徒の在籍率として小学校では
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０．５１％、中学校で２．６８％となっております。小学校では県あるいは全

国よりも高い状況ではあるのですけれども、前年度と比べますと０．２１％減

少をしておりまして、平成２４年度から３年続けて減少しているという状況に

ございます。中学校では県よりも高い状況は見られますが、前年度より０．０

８％の減少となっております。新聞紙上では全国的に不登校の児童・生徒の在

籍率が増加をしていると報道されておりましたけれども、草津市において減少

傾向にあるというのは、本市が進める取組の成果という捉えかたをしておりま

す。 

         １つめは「パイオニアスクールくさつ推進事業」という事業に取り組んでお

りまして、それぞれの小学校、中学校が自らの学校の強みを生かした創造的な

特色ある教育に取り組んでいたり、あるいはタブレットパソコンなどを活用し

て授業改善に積極的に取り組んだり、すこやかサポート支援員の配置によって

特別な支援を要する児童生徒への細やかな支援が行えたりというふうなことで、

全ての子どもたちにとって居心地の良い魅力ある学校づくりに力を入れている

ということが挙げられるかと思います。 

         ２点目には市内各小・中学校に草津市独自で加配教員を複数名、配置させて

いただいておりまして、生徒指導あるいは教育相談の担当者が不登校を初めと

する問題行動の未然防止、早期発見、組織的対応を迅速に行えているというこ

とが挙げられるのではないかと思っております。 

         ３点目は不登校児童・生徒への支援あるいは対応を進める際に、教員だけで

はなくスクールカウンセラーあるいはスクールソーシャルワーカー、社会福祉

士さん等、専門家の参画あるいは助言を得たり、教育研究所にありますやまび

こ適応指導教室や発達支援センターなどの関係機関との連携を図りながら進め

ているということが挙げられるのではないかと思っております。 

         次に、中学１年生における不登校の増加率ですが、草津市におきましては

年々減少をしているとともに、全国と比較をいたしましてもかなり低い率とな

っております。中学校への入学とともに不登校を初めとする学校不適応の生徒

が増加をする、いわゆる中１ギャップというのが全国的にも課題となっており

ますけれども、草津市におきましては解消の傾向が見られます。これは２４年

度から取り組んでおります中学校区別のグレードアップ連絡会において、小学

校から中学校へのなめらかな移行、中１ギャップの解消について検討、協議を

行い、実践に努めている成果だと捉えております。 

         具体的には小学校６年生児童の状況について、各中学校区の小・中学校の担

当者あるいは専門家によってその学校生活の様子をモニタリングしたり、情報

を共有したりすることによって、課題の見られる児童についての中学校入学後

の対応を早い段階から検討してまいりました。また、中学校教員による小学校
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６年生への出前授業、小学校６年生による中学校の部活動体験、体育祭への参

加、校区ごとに小・中学校の特色ある交流・連携授業を行うことで中学校生活

への不安を軽減し、見通しが持てるようにと取り組んできたところでございま

す。今後も不登校の未然防止、早期発見、早期対応の取組を充実・推進をいた

しまして、不登校児童・生徒の減少、中１ギャップの解消に更に努めてまいり

たいと考えておるところでございます。 

         続きまして、市内小・中学校における暴力行為の状況について御説明をさせ

ていただきます。 

         市内小・中学校の暴力行為の状況につきましては、平成２６年度は小学校で

２１件、中学校で５０件、合計７１件という状況でありました。平成２５年度

と比べまして２４件増加をしたということもございましたので、この状況を何

とか改善するためにということで、児童生徒、保護者と教員との人間関係づく

り、相談体制の再構築を最優先にそれぞれの現場でも取り組んできたところで

ございます。 

         また、担任と加配が協力をいたしまして、問題行動の早期発見、未然防止に

努めるとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専

門家からのアドバイスをもとに組織的な指導体制、児童生徒への見守り体制、

児童生徒への関わりかたの見直しを掲げました。 

         また、今年度からはいじめ問題等対策アドバイザーとして２名を配置し、子

どもたちとの人間関係づくり、相談体制づくりを進め、教師の指導が入りやす

い状況づくりに努めてまいりました。このこともございまして８月末、現在の

集約ではございますけれども、小学校では０件、中学校では１件という状況と

なっております。昨年度の同期比で見てみますと、特に中学校では大幅な減少

が見られておりまして、成果があらわれてきていると考えているところでござ

います。今後も暴力行為の未然防止、早期対応を進めるために関係機関とも連

携を強化しながら、取組を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、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   案内のほか、報告事項もございましたが、何か質問ございますか。 

         はい、お願いします。 

 

麻植委員     今の不登校児童の状況の中でお話しくだった中１ギャップの件ですが、これ

と並行してあと小１プロブレムがあるかなと思いますけれども、そこに関して

は就学前の教育の充実というのもこの教育振興基本計画にも載っていますし、

そこのところはどういうふうになっているのか、もしわかるようでしたらお聞

かせください。 
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学校教育課長   実数のデータとしては今持ち合わせてはおりませんけれども、先ほどのグレ

ードアップあるいは校区の移行支援部会等という会議も開催をしておりまして、

校区の小学校の教育あるいは幼稚園、就学前教育に携わっている保育士、教員

も参加をしながら、スームズに小学校へ入学が進められるように、あるいは小

学校で生活するに当たって必要な支援等について、情報共有、情報交換をしな

がら進めているところでございます。 

 

麻植委員     草津市がパーセンテージとしては高いというのをお聞きしていたので、逆に

この中学校のギャップを表に出されるのであれば、一緒に小学校もまた出して

いただいて、逆にここで成果があがっているのであれば、それをまた小学校の

小１のところで反映していただけたらなと思うので、よろしくお願いします。 

 

学校教育課長   ありがとうございます。 

 

教育部理事    今の件に関わりまして、以前、確かに１０年前後前の資料から考えますと、

全国平均の大体４倍程度、草津の小学校１年生の不登校率というのがありまし

た。小学校１年生で４倍といっても数がそんなにたくさんあるわけではないの

ですけれども、データとしてはそのような傾向がありました。最近はほぼ全国

レベルと同等に近い状況にまで改善はされております。小学校と中学校の増加

率に関しましては、小学校でも一定の基準があり、中学校でも一定の基準で変

化が見やすいのですが、幼稚園、保育所あたりになりますと、それぞれの不登

校なのか不登園というのか、それが正確に数字が出にくいもので、同じような

形で表すことは難しいかもしれませんが、そういう小学校へ来たときに全国平

均よりもどうなのかというあたりは、今後とも注目して考えていきたいと思っ

ております。ありがとうございます。 

 

麻植委員     よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 

         不登校や暴力行為は着実に成果が出てきているというふうに受け取らさせて

いただいて。そういう報告ですね。 

 

学校教育課長   はい。そういう思いで報告させていただきました。 

 

川那邊教育長   ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。 
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         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。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３０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３７分 

 


