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開会   午後３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１１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、１１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、「１０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、１０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   それでは、次に日程第３、「教育長報告」に移ります。 

         １１月も多くの取組がありましたが、その中で、まず読書活動の推進につい

て報告いたします。 

         本市では、御承知のとおり、「読書活動の推進」に力を入れており、学校図

書館の充実や市立図書館の活用推進、読書指導や読書活動の充実に努めていま

す。また、「学校図書館の整備・充実」も、子どもにとって魅力ある空間にす

るための整備とともに、図書の充実、またボランティアの配置などにも努めて

います。 

         こういった取組と関わり、１３日には笠縫小学校において、「第５３回滋賀

県学校図書館研究大会」が行われました。ここでは、平成２６年度に作成した
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「草津市子ども読書活動推進計画（第二次）」を踏まえ、学校が公立図書館・

家庭・地域や読書ボランティア等との連携を更に深めていること、本が大好き

といえる児童生徒の育成、学力向上につながる読書活動の充実などについて、

その一端が発表されました。市内小中学校の教員からなる学校図書館部会が作

成した「草津市学校図書館教育実践事例集」には、１９校の事例が掲載され、

それぞれ充実した実践が重ねられていることを嬉しく思いました。 

         また、２２日には「第５回みなくさまつり」において、「くさつビブリオバ

トルみなくさの陣２０１５」が市民交流プラザで開催されました。お勧めの本

を３分間でプレゼンするという書評型のコミュニケーションゲームで、今年は

市内の全小中学校と立命館守山中学の計２０校から３９人のバトラーが参加し

て合戦を繰り広げました。年々、参加者も増え、またレベルも向上しています。 

         学校の教育活動としても、ビブリオバトルは年々充実してきており、南笠東

小学校では「学びのフェスティバル」で全校規模で行われましたし、また、先

ほど紹介した笠縫小学校の研究発表の全体会で図書委員会児童が書評合戦を繰

り広げました。読書の質を高める良い取組として、今後も充実することを期待

しています。 

         このほか、２８日には「第４回くさつ図書館まつり」が市立図書館で開催さ

れます。図書のリサイクル市、図書館クイズ、「耳で読む」読書の紹介、本の

カバー作り貼り体験など、多彩な内容が予定されており、また屋外ではオープ

ンカフェ、パンの販売もあり、市民の皆さんが本に親しむ楽しい１日なること

と思っています。 

         次に、２０日に行われた「第６４回近畿放送教育研究大会および第６５回近

畿学校視聴覚教育研究大会」についてです。テーマは「教育メディアが拓く、

豊かな感性、そして、確かな学びと生きる力」で、草津の強みである「ＩＣＴ

教育」を活用した授業と研究実践交流会が、渋川小学校、高穂中学校で行われ

ました。笠縫東幼稚園でも放送を利用した保育と研究実践交流会がもたれまし

た。私は、中学校の授業を参観しましたが、タブレットを導入してまだ２か月

であるのに、教師も生徒もスムーズに使いこなしていること、更に、ミライシ

ードを使って生徒同士の意見や考えの交流が行われていたことに感心しました。 

         今回の参観に限らず、いくつかの学校においてＩＣＴ機器の活用で授業が改

善されていることを見聞きします。学校や教員が意欲的に取り組んでいただい

ていることを嬉しく思います。また、昨今、アクティブラーニングという言葉

を聞きますが、アクティブラーニングが求めるのは質の高い、深い授業です。

ＩＣＴ機器をアクティブラーニングにどう活用するのかは大事な観点であり、

本市では、「ディープラーニング ＢＹ アクティブラーニング」、そして「ア

クティブラーニング ＢＹ ＩＣＴ」といった考えを押し出しながら、今後も推
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進に努めたいと思っています。今日の授業を参観して、その可能性も感じ、嬉

しくなりました。 

         次に、健康・スポーツ関係では、６日間にわたる「チャレンジスポーツデ

ー」も開催中です。初心者や上級者を問わず、子どもから高齢者まで誰もが気

軽に参加出来るスポーツを通して市民の健康づくりや交流に繋がっていると思

っています。 

         「草津市歴史資料コレクション展」では「石亭を継ぐもの」をテーマに、１

２月６日まで開催されています。江戸時代の本草学者で「石の長者」と呼ばれ

た北山田町出身の木内石亭や石亭の仲間である西遊寺鳳嶺・願行寺了観の収集

品や関係資料などから、石亭とその石をつむぐ人たちの姿を見ることができま

す。 

         また、６月に行われた「宿場町人気投票「ＴＫＤ（とうかいどう）５７総選

挙！！」に続き、今度は「ＮＳＤ（なかせんどう）６７総選挙！！」が開催さ

れています。今回は、東京の板橋宿から守山宿までの６７宿と起点終点の江戸

日本橋と草津を加えた６９か所を対象にした投票です。草津から中山道全体を

盛りあげる企画を発信していることに頼もしさを感じます。また是非、１票を

投じていただければと思います。 

         ほかにも多くありますが、芸術・文化・スポーツなどに関する市民の関心の

高さを感じることができましたし、各会場では子どもたちや地域・市民の皆さ

んの生き生きとした姿が見られました。 

         最後に、広島市を修学旅行で訪れた渋川小学校の６年生が旅行後に食中毒の

症状が見られました。このことについて、宮地理事から報告をさせていただき

ます。 

         以上、私の方からの報告とさせていただきます。 

         それでは、宮地理事から渋川小学校の修学旅行後の児童生徒の体調不良の事

案についてお願いいたします。 

 

宮地理事     失礼します。渋川小学校の６年生児童につきまして、去る１１月１２日、１

３日の二日間、広島方面へ修学旅行に出掛けておりました。帰路途中に具合が

悪くなった児童１名をはじめといたしまして、下痢、嘔吐、発熱等の食中毒症

状を発症する児童が時間経過とともに増えてまいりまして、１５日の朝の段階

で学校が大体３６名程度の、軽い重いは別にしまして、そういう症状が少しで

もある児童がいるということをまとめまして、１５日の日曜日に学校医と相談

し、月火水、１６から１８日まで３日間、学年閉鎖の措置をとりました。 

         また、保健所と連携しながら閉鎖期間中に全ての６年生を対象とした聞き取

り調査ならびに検便等の検査を行いまして原因究明に当たりました。その結果、
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１８日水曜日には６名の児童からノロウィルスが検出されたとの報告を受けま

した。トータルで児童から６名ということの報告であります。 

         新聞報道によれば、９日、１０日と宿泊した横浜市の高校生が下痢などの症

状を訴えたことを１１日に広島市の保健所が把握いたしまして、１２日の午前

中に調理場を立入検査されましたが、この時点では旅館の食事が原因とは断定

できず、疑いがあるとして飲食部門の営業自粛要請が出されたものの、要請に

は強制力がないため、旅館側の判断といたしまして、後で旅館側の話を聞いた

中では、今まで一度もそういうことを出したことがないということで、自分た

ちには自信もあって、そこを過信した部分があると所長さんが認めておられま

すけれども、旅館側の判断で営業を継続した結果、１２、１３に宿泊したちょ

うどその直後に宿泊をした渋川小学校をはじめとして、神戸市や東大阪市の児

童など１２５名が食中毒症状を発症したとされています。 

         渋川小学校児童の状況といたしましては、１名の児童が体力が戻らないとの

理由で点滴治療のため、念のために１日入院をするというような状況のお子さ

んがいました。退院した日も自宅療養のため、欠席をいたしましたが、２４日

からは元気に登校していると聞いております。 

         また、この児童も含めまして計６３名の児童が下痢等の症状を発症するとい

う事態となりました。現在では回復していると聞いております。渋川小学校で

は、２４日に保護者に対する説明会を開催し、約８０名弱の保護者が参加され

ておりまして、これまでの経過の報告の後、保健所や学校、旅行会社、旅館の

対応について質問、意見が出されましたが、今後補償にかかる問題については、

旅館側が児童個々の治療状況等も把握しながら誠実に対応すると発言されたの

で、そのような方向で進められるものと考えております。 

         以上、簡単ではございますが、御報告させていただきます。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの宮地理事からの説明、また教育委員会の対応等につい

ても含めて、皆さんの方から何か御意見、御質問等があればお願いいたします。 

 

谷川委員     新聞によると家庭内での感染が３例あったみたいなことがあったのは、その

当たりは今どんな感じですかね。 

 

学校教育課長   いわゆる兄弟関係を含めた在籍児童の中では、二次感染の症状を発生してい

る者はおりませんと学校からは聞いております。 

         ただ、今おっしゃっていただいたように、保護者のかたの中で一部、３名な

のですが、腹痛等の症状を訴えられたかたがいらっしゃったということですが、

今日の時点ではそのかたがたも回復へ向かっていらっしゃるということで、学
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校からは報告をいただいております。 

 

谷川委員     その関連性というのはやっぱり分からないですよね。腹痛程度であれば。 

 

学校教育課長   そうですね。そこまで広島の件と関連があるのかということについては特に

お話も聞けませんでしたので、今おっしゃっていただいたように、今の時点で

は関連性があるのかないのかというのは、微妙なところかなとは思っておりま

す。 

 

宮地理事     実際、６３名の子どもたちがトータルで何らかの症状を示したのですが、基

本的には検査をした中でノロが検出されたのは６名ということですから、この

６３名全員からノロが検出されたわけではないということですので、やはり時

間的な流れから言うと、旅館で食事等を終えて生活して帰ってから起こってま

すから、やっぱり旅館との因果関係というのは関係あるとしか考えられないと

は思いますけれども、１００名の超える子どもたちを連れていきますと、どう

しても体調を壊す子は、発熱したりする子もいますので、全員が全員と言われ

ると分からないというのが正直なところです。 

 

川那邊教育長   ただ、その子たちも全て感染の可能性があるということを前提にして進めて

いるということですね。 

 

宮地理事     はい、そうですね。そういうことも含めて。 

 

村山委員     よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

村山委員     私も今日、新聞を見てちょっとびっくりした部分があったんです。この食中

毒の件については、学校教育課さんから直接連絡もいただいていましたから、

そのこと自体は連絡はいただいていましたけれども、考えてなかったような方

向の報道もあったのでびっくりした部分もあったんです。 

         先ほども伺ったりして、メール連絡などもされたということだったので、そ

れは安心したというか、新聞だと何日かたって初めてみたいな雰囲気だったの

で、そうではないというのは一つ安心した部分で、せっかく今、昔と違ってメ

ールなどで短時間で一斉に連絡が出来るシステムが可能になってきているので、

今回いい機会かなとも思いました。正確に、迅速に必要な情報を必要なかたが
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たに知らせるということについて、もう一回確認していただくいい機会、見直

す機会になったかなというふうに思います。やっぱり子どもたちが苦しんでい

るのを見るのは、先生がたももちろん辛いでしょうけれども、親としても必要

な情報はやっぱり少しでも早く欲しいので、正確なことが分からないとなかな

か伝えられないというのも、もちろん分かるのですけれども、可能な範囲で出

来るだけ早く、それを早く知ることによって対応出来る部分もありますから、

もちろん食中毒に限らずいろんな面で、これからよりいい対応、いいシステム

が出来るように改めて見直していただくいい機会だったかなと思いました。い

い機会というと、ちょっと言葉が悪いですね。そういうふうに思いました。 

 

麻植委員     よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     ノロという言葉はいい意味でも悪い意味でも混乱だったりとか、受け止める

側の気持ちの大きさということもあるので、なかなか確定するまで出せないこ

となのだろうなと。それはとてもよく分かるので、広島の大本の方の保健所か

らの連絡がいつのタイミングであったのかなとか、逆の立場であれば、そうい

うシステム的なものはどういうふうに整備がされているのかなと、発症したと

きには、そこのところには連絡を必ず入れるシステムがあるのかとか、そうい

うこともこの際、教えていただけたらと思うのですが。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

学校教育課長   よろしいですか。先日、先ほどの話の中にもありました２４日の保護者説明

会に私も参加をさせていただきました。その中で保健所からも御指導をいただ

いて、その辺の経緯もお話をいただいていたのですが、保健所が例えばノロが

検出されたということで、そこに宿泊をしていた全てのお客さんのところに症

状が出ているかどうかの照会をかけるかどうかというのは、それぞれの保健所

の判断に任されているというお話でした。 

         今回につきましては、直接広島から草津の保健所にその連絡があったという

ことはございませんでした。逆に、こちらの方から休日救急診療所の方へかか

られたかたが複数名、同じ学校で、しかも同じ学年ということがありましたの

で、その医師の方から保健所に連絡がございまして、それですぐに保健所が動

いていただいたということです。その検査等の結果を広島の方へ情報として提

出をしているというふうな話をされておられました。 
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         以上でございます。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本です。 

         感染病等も含めまして、学校の欠席者等の状況につきましては、サーベラン

スシステムというようなものがございまして、それぞれの学校なり行政機関な

りが共有して、今回の体調を崩した状況であるとか、そういうような部分も含

めて、その生徒の数等について状況把握が出来るようなシステムがございます

ので、そちらの方はみんなが共有して、今回の渋川についてもサーベランスシ

ステムの入力については、こちらからも問い合わせがある中で入力をお願いし

ますということでお願いした次第です。 

 

谷川委員     ノロウィルスというのはこれからもどんどん学校内で起こると思うんですね。

そのときの嘔吐物の拡散というのは想像以上に広がるので、できれば学校薬剤

師に来てもらって、しておられると思うのですけれども、学校保健委員会とか

そういう場で実際対応するのもいいのかなと思います。 

 

宮地理事     実際にノロが検出されたりした場合については、学校でも嘔吐物の処理につ

いてのマニュアル等があって、塩素系の消毒剤を使いながらトイレ、それから

また嘔吐物等について消毒をするということであったり、うがい手洗いを徹底

するということであったり、そういう手立ては起こりそうになったり、起こっ

たときには対応は出来るものとは思っております。 

         ただ、今回のことで土日を挟みましたので、子どもたちは草津駅で解散をし

ておりますので、学校へ直接６年生が帰ったということがなかったので、月曜

日から学年閉鎖をしたことによって、ほかの学年への拡散というのは防げたと

思っております。 

         ただ、御家族の中に感染されたということが数例出てきておりますので、そ

のことを反省して、もう少し連絡の中でより適切な連絡がなかったのかなとい

うこと当たりを含めて、今後この件に関わりまして一応事実関係がかなりまと

まって落ち着いてもまいりましたので、１度教育委員会でも検証してみまして、

また同じようなことが起こったときに、よりよい対応が出来るように専門家の

意見なんかも聞けたらと思っております。 

         そういうふうに対応しながら、このことを決して無駄にせず、よりよい対応

に結び付けていきたいと考えております。 

 

川那邊教育長   では、今回の件を一つの教訓としながら、今まで以上の対応や取組が出来る

よう、お願いしたいと思います。 
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         それでは、１１月にあった行事やその他、教育全般に関する事項で御意見、

御感想などがございましたらお願いします。 

         はい、お願いします。 

 

村山委員     １１月１２日、１３日、奈良市で行われました市町村教育委員会研究協議会

にほかの教育委員の皆さんと参加させていただきました。１日目の全体会、２

日目の分科会、私は分科会を通じて教員の資質、能力の向上をテーマに講演や

取組の発表など聞いてまいりました。 

         福井大学大学院教育学研究科の松木健一先生が講演でおっしゃった「子ども

が育つ学校は教師が育つ学校。職員室でいつも子どものことが話題になる学校

である」という言葉がまず最初にとても印象に残りました。全体を通じて感じ

たことは、いかに問題や課題の本質を見極めるかということ。例えば、奈良市

が匿名性を担保して、市内の全教員に行ったウェブ上のアンケートが行われた

そうなのですけれども、その発表の中では本音とか理想、それから現実という

のは非常によく反映したと思われる結果が報告されていました。 

         そして、その問題に対していかに的確で、かつ継続性のある対策、ここでし

たら主に研修ということになりますけれども、それを行うかということ。本市

でも教育研究所による研修がたくさん行われたり、スキルアップアドバイザー

配置など、さまざまな方向から支援や取組が行われていて大変熱心に取り組ま

れて、とてもすばらしいことだと思います。 

         この発表等を聞いてまたここで、この間、いただいた昨年度の点検評価を私

はちょっと見直してみたのですけれども、例えば教員の研修、人材育成の欄で

受講者数が増えたり、講座内容の満足度が大変高い数値が出ていたとか、良い

結果が報告されていて、それは大変喜ばしいことだと思ったのですけれども、

一方で本当に必要な人が受けられているかとか、満足度はそのとき高いけれど

も、受講以降、本当に役立っているのかというのは、外部評価委員会さんの会

議の中でも、そういう話が出ていたというのも会議録で拝見しましたし、本当

に先生、教師の中で内容が継続していくためには、主体性とかボトムアップが

必要だということを今回の研修の中でも非常に言われていました。分科会でも

和歌山桐蔭中学・高等学校の岸田校長先生の言葉を借りると、教師自身が常に

人の心と向かい合い、学び続ける資質を要請することが肝心だとおっしゃって

いました。 

         本市では教育委員会でさまざまなリーダーシップをとって、教育施策や教員

能力向上の指導を行ってこられていますけれども、今まで以上に現場の、特に

若い先生がたからの内から出る声であったり力というのを、いかにしっかりと

伸ばして育てるかというのをもう一度見直していただいて、これまで以上にそ
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の辺をがんばっていただきたいなと２日間通して感じました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ほかにいかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

麻植委員     私も村山委員さんと一緒に２日間、研究協議会に参加させていただきました。

私は２日目は違う分科会で、第２分科会で「いじめ不登校への効果的な対応に

ついて」という分科会で勉強してまいりました。その中で私も何点か響いた言

葉がありましたので、御紹介させてもらいたいなと思っているんです。 

         いじめというのは元来、いじめの数が増えれば校長責任、担任責任というこ

とであったのが、今は多ければ評価するという方向に流れが出てきて、ただ国

の認知しておられることは、いじめの認知の格差が都道府県あるということで

すね。なので、３段階に分かれるとおっしゃっていました。いじめの空気があ

るという１段階。先生が入らなければならないレベル。そして、３番目は警察

が入らなければならないレベル。その空気があるレベルをきちんと申請に出さ

れている都道府県は数値が上がると思います。物すごく格差があるそうです。 

         そこら辺を草津はどういうふうな観点でいじめの件数を把握されているのか。

これは学校間もあるでしょうし、もっと言えば先生個人の感覚もあるでしょう

し、これはとても難しいことだろうなと思います。でも、一人の子どもにとっ

たら、それがその先生というか、周りの大人が全てでしょうから、ここをもう

少し丁寧に認知の仕方をしてもいいのかなと感じました。 

         終わってからもここに来られていました文科省の初等教育局の児童生徒課の

課長補佐の齋藤さんと個人的にもお話をしたのですけれども、それはとても気

になる部分だとおっしゃっていました。そして、これはお問いかけをしたので

すが、これはいじめを受けてない子どもたちが例えば学校でも歌を作りましょ

う、スローガンを掲げましょう、劇をしましょう、いろんな施策を子どもたち

自らやっているということはとてもいいことなのですけれども、当事者の子ど

もたちの意見、当事者の保護者のかたがたの感じている思いというのが、この

施策にどれだけ反映されているかなということで、やっぱり一番弱いところだ

ろうなとおっしゃっていましたし、私はそこは丁寧に、なかなかそういう子ど

もたちというのは声があげにくいのですけれども、経験者の子だったりとか、

うちもそうでしたが、少人数ですけど痛みを本当に自分の身で知っている子ど

もたちの声を吸いあげながら施策に生かしていただけたら嬉しいなと感じまし

た。 

         最後に、奈良県の香芝市では香芝の教育の日というのを作っているんです。

滋賀県は滋賀県の教訓の日というのがありますが、市で教育の日というのを作
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っておられて、各学校、どこでも公開授業をされているそうです。地域のかた

が行ってもいいですし、どんなかたがたでも教育の現場に入っていけるという

日を設けておられるそうです。それもいいなと感じながら帰ってまいりました。 

         ありがとうございました。  

 

杉江委員     すみません。私も同じく市町村教育委員会の研究協議会の第２ブロックの研

修に参加させていただきました。 

         特に印象に残ったのは、基調講演の中でテーマが「思考力・判断力・表現力

等を育成するための教員の資質、能力の向上について」ということで、福井大

学の大学院教育学部研究科の松木先生のお話でした。先ほど教育長の話にも出

ていましたように、アクティブラーニングについての話がずっとありました。

その中で印象的だったのがスマイルカーブといって、今ある職業、仕事がこれ

から将来的に例えば工業労働者だったり農従事者というのは少し減る形になっ

て、製品の企画、そして開発だったり、また販売、雇用というような宣伝、流

通、サービスといった今現在ない仕事が出てくるのではないかと。 

         そういったときに、今の子どもたちに付ける力として、他者と協働しながら

複雑な現象に対応していく力とか、情報の収集や分析というようなことを判断

し実行するというような力が求められる。つまり、社会に向かう能力というの

が求められるというお話があって、本当に言葉的には並べてしまえばそうなの

ですけれども、そういった力がこれから求められていく力というのをもう一度、

どこで育てていくのかということをきちっと持っておくことが大事かなと思い

ました。生きる力という言葉を使うが、生き抜く力というのを身に付けていく

というのが大事だよということをおっしゃって、ああ、そうだなと思いながら

聞かせてもらっておりました。教師が子どもに向かうため協働的な学び、先ほ

ど出ていましたが、教師同士が学び合う力というか、学び合う場というのがす

ごく大事になってくるだろうし、何を学んだかというよりもどのように学んだ

かということの方が大事ではないかという、アクティブラーニングに絡むお話

が私としては大変印象的でした。 

         初めて参加させていただきまして、滋賀県下の他の市町の教育委員さん、教

育長さんと懇親をさせていただく時間がございまして、草津といいますとＩＣ

Ｔがすごく進んでいてがんばっておられるねということを何人かのかたから聞

きまして、やはり草津の強みとして、その教育を進めていくことがまた大事だ

なと思って帰ってまいりました。 

         以上です。 

 

谷川委員     第３分科会は私と松浦さんでした。新教育委員会制度の実施状況についてと
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いうことで、兵庫県伊丹市と奈良県の葛城市の教育長からお話がありました。

伊丹市ではなぎなた、葛城市では相撲が町の誇る競技会と言っておられました。

草津は何かなと思うと、宿場町としての文化財かなというのが思い浮かんだの

ですが、では、スポーツは何かなと。何かそんなのがあるといいなというふう

に感じました。 

         教育委員の教育への理解度についてという話が出まして、会議では見えない

現状把握をもっと教育委員がするべきではないかと言っておられました。一番

行ってない私がそんなことを言うのもあれですけれども、出来るだけ現場へ出

掛けることが必要かなと思いました。 

         あと、教育委員会で学校教育課の課長とかいろいろ話は聞くのですけれども、

やっぱり現場の若い先生とかそういう先生との話し合いの場を私らにもさせて

もらえるといいのかなということを、その話を聞いている中で思いました。 

         三つ目、最後ですけれども、終わりがけにいじめの方にも行ったのです。齋

藤さんの話ですけれども、いじめについては積極的に認知しようということで、

平成１７年から１８年にかけて発生件数から認知件数に変わったのだけれども、

解決したかどうかを大切にしようという話をしておられました。そのことは学

力テストや体力、運動能力のテストについても、それが次にどう活かされて、

どう解決に向けて取り組んだのかというそこが大事かなと併せて感じました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   はい、ありがとうございました。今の委員さんの意見に対しまして、もし何

か事務局の方からコメント、意見等ありましたら。 

         よろしいですか。 

 

宮地理事     はい。 

 

川那邊教育長   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、付議事項「議第５１号 平成２７年度草津市一般会計補正

予算に対する意見を市長に申し出る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。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。「平成２７年度草津市一般会計補正予

算に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて」御説明申
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しあげます。 

         当該議案につきましては、市民の心身の健全な発達ならびに体育およびスポ

ーツの振興を目的としております本市の社会体育施設の管理運営につきまして、

平成２８年度から３年間の新たな指定管理者を募集し、去る１１月９日に草津

市指定管理者選定委員会の結果がございまして、そちらに基づきまして指定管

理業務にかかる債務負担補正について、平成２７年度一般会計補正予算案に対

する意見を市長に申し出るため、議決を求めようとするものでございます。 

         社会体育施設については資料にございますとおり、総合体育館、野村運動公

園、ふれあい運動場、ふれあい体育館、武道館、そして三ツ池運動公園の６施

設でございます。 

         期間につきましては、平成２８年度から平成３０年度まで３年間、限度額を

２億２，４５０万円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、御審議のほど、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、何が御意見、御質問はございませ

んか。 

 

各委員      ― 意見なし ― 

 

川那邊教育長   意見もないようですので、議第５１号については「意見なし」として市長に

回答することといたします。 

         次に、「議第５２号 草津市立社会体育施設指定管理者の指定議決に対する

意見を市長に申し出る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。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。「草津市立社会体育施設指定管理者の

指定議決に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて」御

説明申しあげます。 

         先ほどの議第５１号に関連いたしておりますけれども、本市の社会体育施設

の指定管理でございます。本市の社会体育施設につきましては、平成１８年度

から指定管理者制度を導入いたしまして、平成２５年度から３期目を迎えてお

りますが、この平成２７年度をもちまして期間が満了するところでございます。 

         本市のスポーツ振興につきましては、今回の指定管理につきましては本市の

スポーツ振興計画等に基づくスポーツの推進を行う施設として、社会体育施設

が運営出来るよう、指定管理者を「草津市公の施設に係る指定管理者の指定の
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手続等に関する条例」第３条の規定に基づきまして、去る９月７日から１０月

６日に募集を行ったところでございます。 

         結果、２事業者から申請がございまして、去る１１月９日に草津市指定管理

者選定委員会により、合同会社草津市スポーツ振興事業体が選定され、１１月

２９日に通知がございましたので、指定議決に対する意見を市長に申し出るも

のでございます。 

         資料にございますとおり、公の施設の名称といたしまして、先ほど申しあげ

ました６施設があがっております。また、根拠条例につきましては草津市社会

体育施設条例でございます。 

         指定管理者につきましては、３にございますとおり、草津市西大路町９番６

号、合同会社草津市スポーツ振興事業体。業務執行社員といたしまして、公益

財団草津市コミュニティ事業団と一般社団法人草津市体育協会でございます。

指定期間につきましては、平成２８年４月１日から３１年３月３１日までの３

年間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。どうぞ

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、何か御意見、御質問はございませんか。 

 

谷川委員     前回と同じ団体で、５１号に戻りますが、料金設定も前回と同じなのでしょ

うか。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 

         合同会社につきましては今回で３期目でございます。金額等につきましては、

実は今年の１１月３０日をもって志津運動公園が廃止になること、野村等、ス

ポーツゾーンの整備等も含めまして、社会体育施設の方針等がございまして、

金額的には改めて積算をしていただいているところでございます。 

 

村山委員     では、それはまだ決まってないということですか。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 

         一応、施設については一旦確定をいたしまして、提案もいただいております。 

         ただ、野村等のスポーツゾーンの整備につきましては、年度途中での整備と

いうようなこともございまして、そちらの詰めについては基本協定を結ぶまで

の間に今後詰めていくという形で考えております。 
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明石部長     資料の４ページを御覧いただきたいのですけれども、３年間の債務負担行為

補正として２億２，４５０万円、これを限度額とさせていただいております。

今後、施設の整備等が変更になってきた場合には、年度途中でまた債務負担行

為の負担が発生するという可能性はございますけれども、３か年での今、我々

が提案いただいております限度額として２億２，４５０万をお願いさせていた

だこうとするものでございます。 

         また状況の変化がございましたら教育委員会にお諮りさせていただいて、市

議会の議決をいただくという運びになる予定でございます。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

村山委員     ３期目同じところにお願いするということですけれども、野村スポーツゾー

ンは大分新しくなると思うんです。やっぱり今までと違う取組をされると思い

ます。今までの過去に２期に対しての評価が良かったから３期目に頼むという

ことになるのかなと。新しいことに対してどれだけ、今回指定管理者にまた更

新されたというところに対して指定管理者、審査の委員会の皆さんが実際には

決められている、会議をされているかと思いますけれども、スポーツ保健課と

してどれだけの期待と思い。要するに、草津市スポーツ振興事業体に関しては

合同会社ということですけれども、草津市コミュニティ事業団、一般的に見た

ら草津市のほとんどの指定管理施設をされているので、特にここがいいという

理由を簡潔に教えてください。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 

         現在、スポーツ振興計画というものを平成２３年度に定めさせていただきま

して、スポーツ振興をさせていただいております。 

         大きな柱といたしまして二つございます。ＡＬＬ草津の実現というのと草津

モデルの構築という形での二つの基本方針に基づいて進めてまいりました。今

年度、振興計画の方、見直しを進めております。現在、３回実施もいただきま

したのですが、基本理念としてＡＬＬ草津でつくるスポーツ大好きなまち、草

津というのを基本理念に掲げまして、方針をそれぞれ作っておるのですけれど

も、基本的な考えかたとしてＡＬＬ草津という言葉に代表されるように、それ

ぞれの行政だけでなく、市民団体であるとか学校であるとか大学も含めまして、

それぞれが総力をもってスポーツ振興を進めていこうという考えかたのもと進

めているところでございます。 

         今回の合同会社の方の募集に当たりましても、その旨も含めて募集をかけて

おりまして、ただただ社会体育施設を管理運営するだけはなくて市民、そして
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スポーツ団体等とも連携協力して、いわゆる協働して事業等も含めて行ってい

けるような指定管理者を求めたわけでございます。そのうえで合同会社という

ことで最終的に選定いただいたと思っております。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

村山委員     はい。皆さん、期待していらっしゃると思うので、是非がんばっていただき

たいなというふうに思います。 

 

スポーツ保健課長   ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   それでは、第５２号については「意見なし」ということでよろしいでしょう

か。 

 

各委員      ― 意見なし ― 

 

川那邊教育長   意見もないようですので、議第５２号については「意見なし」として市長に

回答することといたします。 

         次に、「議第５３号 草津市立幼稚園・小学校および中学校の就学に関する

規則の一部を改正する規則案」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

学校教育課長   「議第５３号 草津市立幼稚園・小学校および中学校の就学に関する規則の

一部を改正する規則案」について、学校教育課の藤野が御説明申しあげます。

議案書の９ページ、１０ページを御覧ください。 

         児童生徒が就学すべき小・中学校は「学校教育法施行令」第５条第２項の規

定により本市教育委員会が指定をいたしますが、この指定に当たりましては

「草津市立幼稚園・小学校および中学校の就学に関する規則」の別表に従って

おります。平成２８年４月より老上西小学校が開校されることに伴い、このた

び、当規則の別表の一部を改正するものでございます。 

         以上、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、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 ― 
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川那邊教育長   異議もないようですので、議第５３号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第５４号 草津市立学校の管理運営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。事務局の説明を求めます。 

 

学校教育課長  「議第５４号 草津市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

案」ついて、学校教育課の藤野が説明申しあげます。差し替えをさせていただ

いております議案書の１１ページから１４ページを御覧ください。 

         それでは、平成２７年度からスタートしました子ども・子育て支援新制度に

おいて、認定こども園の普及を推進しております。本市におきましても平成２

７年３月に策定しました草津市幼保一体化推進計画に基づき、草津市立笠縫東

幼稚園について、平成２８年４月１日に幼稚園型認定こども園として開園予定

であります。 

         認定こども園におきましては、教育認定を受けた子どもと保育認定を受けた

子どもが通園する施設となります。教育認定を受けた子どもは現行の幼稚園の

教育課程と同様の通園日となりますけれども、保育認定を受けた子どもにつき

ましては、現行の幼稚園の教育課程の通園日に加えて、土曜日および夏季休業

日等の長期休暇におきましても通園日または開園日となります。 

         このことから幼稚園および幼稚園型認定こども園の開園日を定めている当該

規則の第３条の休業日に関する規定を、幼稚園型認定こども園の開園日に対応

するよう改正するものでございます。 

         以上、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。 

         では、本議案について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５４号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第５５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。 

 

幼児課長     教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

幼児課長     幼児課の金森でございます。私の方から「議第５５号 草津市立幼稚園規則
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の一部を改正する規則案」ついて御説明させていただきます。議案書の１５ペ

ージから３１ページとなります。 

         先ほど申しあげましたように笠縫東幼稚園につきましては、平成２８年４月

に幼稚園型認定こども園として開園いたします。認定こども園におきましては、

３歳児の受け入れを行ってから、本規則におきまして笠縫東こども園としての

定員を規定いたします。３歳児につきましては４０人、４歳児につきましては

５０人、５歳児につきましては５０人として定員の規定をいたします。 

         また、笠縫東こども園につきましては、教育認定を受けた子どもと保育認定

を受けた子どもが通園する施設になりますことから、各種提出様式の見直し、

ならびに条例改正に伴います文言整理等を行うものでございます。 

         以上、まことに簡単でございますが、規則改正の説明とさせていただきます。

御審議、よろしくお願いいたします。 

 

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、御質問はございませ

んか。 

 

杉江委員     すみません。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

杉江委員     この２０－１、２ですかね。ここの不許可通知書というのは、どういったと

きに、どのように通知をされるのかというのを少しお伺いしたいです。 

 

幼児課長     幼児課の金森でございます。基本的には定員の中ですと入園をしていただく

のですが、今回、国の子育て支援制度が変わりまして、保育認定とも整合性を

合わす関係もございまして、こういう不許可という通知書を作っているのです。

想定しておりますのは、国の方でも今、障がいをお持ちでどうしてもそれに対

応する看護師等が配置できないなどを含めまして、入園していただけない状況

とかで許可ができない状況とかを想定しているものでございまして、基本的に

入園をしていただくのが通常なのですが、特殊な事情がございまして入園して

いただけないケースにつきまして対応するもので、今、国が置いていますのは

障がいをお持ちのかた、その対応が施設的にはできていないとか、そういう体

制ができていないというのがございます。 

         それ以外のものにつきましても、国の方で要件整理をしておりまして、具体

的には今、示されておらない状態でございます。 
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杉江委員     項目的には障がいを持っている子どもという理解でよろしいのですか。 

 

幼児課長     そうですね。今、国が示しておりますのは、その項目になっておりまして、

施設的にもそういう施設整備とか対応が必要なものですとか、あと看護師の配

置ですとか、そういうもので今示されております。 

         それ以外にも今後、要件は国の方で整備をされると聞いております。 

 

杉江委員     そういった不許可通知をもらった園児、子どもの保護者はどういう選択が残

されているのでしょうか。 

 

幼児課長     今のところ、不許可通知というのは出しておりません。草津市の場合は全て

受入れはさせていただいております。 

         ただ、想定的にそういうことも考えられますので、規則上はこういう通知と

いうのを規則では様式を定めておりますが、実際にはそういうものについて不

許可というのは草津市の場合はございません。 

 

杉江委員     現実的にはないけれども、そういった状況が起こらないとも限らないという

理解なのですね。 

 

幼児課長     はい、それで結構でございます。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 

 

杉江委員     はい。 

 

麻植委員     すみません。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     そしたら、そういうことができた場合は、その際、また検討するというふう

な、今は草津はそういう対応するのはないし、これは書類で作っておきますぐ

らいだけれども、もしか将来的にある可能性が０％ではないかなと思うので。 

 

幼児課長     今申しましたように、出来る限りの受け入れはさせていただいております。 

         ただ、どうしても受け入れできないケースが今後想定されることもあると思

いますので、そのときのためには様式等がございませんと不許可という通知も
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できませんし、国からの保育所との整合性もございますので、保育所では不許

可通知もございますので、その辺での整合性を合わすためにも教育委員会の方

でも同じようにさせていただいております。 

         今、申しましたとおり、現時点ではそういうことはございませんが、今後、

どういう状況で起こるか分かりません。国の方では、今回の新制度の中ではこ

ういうことも制定されていますので、それに合わせて今回法整備をさせていた

だくものでございます。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。ほかいかがでしょうか。 

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第５５号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第５６号 草津市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規

則案」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

幼児課長     はい。 

 

川那邊教育長   はい、どうぞ。 

 

幼児課長     「議第５６号 草津市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則案」

について、幼児課の金森から説明させていただきます。議案書の方は３２ペー

ジから５２ページとなります。 

         先ほど申しましたが、草津市立笠縫東幼稚園は来年４月に幼稚園型認定こど

も園として開園予定であり、教育認定を受けた子どもと保育認定を受けた子ど

もが通園する施設になりますことから、教育認定を受けた子どもを対象とする

預かり保育と保育認定を受けた子どもの延長保育を規定する規則が必要となり

ます。そのため、現在の草津市立幼稚園就労支援型預かり保育の実施に関する

規則を全部改正しようとするものでございます。 

         預かり保育につきましては、草津市幼稚園条例におきまして規定しておりま

すとおり、年間または一定期間通じて継続的に利用する常時利用預かり保育と、

一時的に利用出来る日単位預かり保育がございます。本規則の第２条におきま

して、常時利用預かり保育は玉川幼稚園、山田幼稚園を実施園とし、日単位の

利用の預かり保育につきましては、玉川幼稚園、山田幼稚園、笠縫東こども園

を実施園としております。 
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         第３条は利用定員。第４条は実施日と実施時間。第５条につきましては利用

対象者、第６条から第７条は申込み手続を規定しております。 

         以上、まことに簡単ではございますが、草津市立幼稚園における預かり保育

の実施に関する規則案の説明を終わらせていただきます。御審議をよろしくお

願いいたします。 

 

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

 

杉江委員     すみません。前回もお聞きしたかなと思うのですけれども、今のところ、常

時利用の預かり保育については、玉川と山田ということですが、今後の見通し

はどのように計画を立てておられるのかなということをお聞きしたいです。 

 

幼児課長     教育長。 

 

川那邊教育長   どうぞ。 

 

幼児課長     幼児課の金森です。 

         従来の２６年度は就労支援型保育園を今申しましたとおり玉川、山田、笠縫

東と実施しておりまして、笠縫東が認定こども園になりますので、保育認定が

できますので常時利用をなくして日単位の預かりをさせていただきます。そし

て、残っているのが２園、玉川と山田が就労支援型が常時利用となるのですが、

今後認定こども園への移行も視野に入れながら、ニーズもお聞きしながら従来

の就労支援型という部分を挟んでから認定子ども園をするのか、もしくはそれ

を挟まずに認定子ども園で保育認定をするのかについては、今後、もう少し検

討したいと考えております。 

 

川那邊教育長   ほかにいかがでしょうか。では、本件につきまして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５６号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第５７号 平成２６年度における教育に関する事務および執行状

況の点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に

提出し、ならびに公表する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。 
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教育総務課長   はい、教育長。 

 

川那邊教育長   はい、どうぞ。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。「議第５７号 平成２６年度における教育

に関する事務および執行状況の点検および評価を行い、その結果に関する報告

書を作成し、これを議会に提出し、ならびに公表するにつき議決を求めること

について」を御説明申しあげます。議案書の５５ページから１３２ページまで

が報告書でございます。５７ページからお開きいただきたいと思います。 

         教育委員会の事務の点検およびその他の報告書につきましては、草津市教育

振興基本計画の施策の基本方向として位置付けをしております９つの目標と３

９の施策を対象といたしまして、本年の５月から６月にかけまして教育委員会

事務局内で内部評価を行いまして、去る７月２７日の定例教育委員会におきま

して協議をさせていただいたところでございます。その後、８月に入りまして

１５日、３１日の２日間にわたりまして外部評価委員会を開催いたしました。

外部評価委員会の方から点検評価報告書の全ての評価シートについて御意見な

どをいただきまして、いただいた御意見につきましては、議案書の６５ページ

以降のそれぞれの評価シートをもとに外部評価委員会の意見というところで記

載をさせていただいております。 

         個々の評価シートの説明については省略をさせていただきたいと思いますが、

６５ページ、６６ページを御覧いただきたいと思います。６６ページの真ん中

のところ、「外部評価委員の意見」という欄がございますが、それぞれの評価

シートごとにこのようにいただいた御意見を記載しております。 

         また、点検評価全ての結果の一覧といたしまして、議案書の１２０ページに

まとめをさせていただいております。 

         そして、その後、１０月３０日に第３回の外部評価委員会といたしまして、

外部評価委員会と教育委員の皆様との懇談をさせていただきまして、その内容

を踏まえまして議案書の１２９ページ以降にございますが、三つの項目別にそ

れぞれまとめさせていただいています。 

         まず、外部評価委員のかたから「外部評価を行っての感想」というところに

ございますが、ＩＣＴ教育のような重点ポイントを継続的に取り組んでいるこ

とが評価出来るであったり、他市に先駆けた施策を実施し、大胆かつ繊細に事

業が進んでいるであったりとか、学校教育における手厚い指導がありがたいと

いったおおむね良い評価をいただいているところでございます。 

         また、教育委員の皆様より外部評価委員会の会議録を読んでいただいた中で

の御意見といたしましては、新しい取組を取り入れ変化があるが、良いところ
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は変わらず続いていることがすばらしいであったりとか、地域教育力向上のた

め、社会教育の広がりを期待したい。また、教育環境の充実に力を入れ、成果

も出ているであったりとか、子どもの生きる力を育むため、部局を超えた取組

が重要であると、こういったさまざまな観点から御意見もいただいたところで

ございます。 

         そして、今後の教育委員会に期待することという部分でございますが、例え

ば地域協働合校の市長部局との連携の必要性、それから教職員が元気になるよ

うな施策の展開であったりとか、あと判断する力、思考力を高める力の育成で

あったり、防災教育にも力を入れるべきであるというような御意見やさまざま

な御提案をいただいたところでございます。 

         今後につきましては、これらの御意見、御提案を踏まえまして、教育施策の

取組やその推進に活かしてまいりたいと考えております。 

         なお、その後の予定でございますが、本日議決をいただけましたら、「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づきまして議会の方に提出

させていただいて、その後、市のホームページで公表をしてまいりたいと考え

ております。 

         以上、まことに簡単ですが、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   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     昨年もこの外部評価委員会の委員のかたがたと見させていただいたり、こう

いう懇談の場をさせていただいて感じたことなのですけれども、この１２９ペ

ージからの感想だったり、いろんな期待すること等々の文言をいろいろ書いて

くださっています。昨年度もこういうふうに御意見を頂戴したり、委員の中で

も意見が出たかと思うのですけれども、それが今年の政策でどのような形で反

映されて、これがこういうふうに生かされて、こういう政策になったんだよと

いう形でもし見えるところがあればお教えいただきたいなと思っています。 

         各項目については、先ほども例に挙げていただいたように、毎回毎ページ、

外部評価の御意見があるので、そこから見ることは出来るのですけれども、懇

談していく中での感想というのは、お互いの意見があってのうえでの発展した

御意見だったりしたりもするので、そこら辺がもし生かされていることがあれ

ば、ちょっとお聞かせいただきたいのがまず１点。 

         そしてもう一つ、今年度のいろんな意見が出ました。例えば、子どもの安全

安心であれば、防犯カメラのこと等は今回期待することして出ていたりする項

目でもあるのですけれども、教育振興基本計画もちょうど見直したときですか
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ら、それに合わせてこういうふうに組みながら考えていきたいというもう少し

具体的なことがあるのであれば、大雑把にはこれを生かしていきたいという御

意見を頂戴したのですが、もう少し計画的に何かあるのであれば教えていただ

きたいなと思います。 

 

教育総務課長   はい、教育長。 

 

川那邊教育長   はい、どうぞ。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。 

         まず１点めの御質問の中でございますが、いただきました御意見、御提案で

あったりとかいう部分につきましては、それぞれの所属長というのは当然承知

をしているところではございますので、各所属の中で判断をして、それからそ

れぞれの施策の中でどのように活かしていくのか、どうするのかというところ

を検討もしているところでございます。一つの昨年からにかけての大きな成果

という部分でございますが、去年の懇談の中でも特にＩＣＴ教育、タブレット

パソコンを使った展開であったりという部分もたくさん意見をいただいている

ところでございますし、そういった部分で一つは今年度、ＩＣＴ教育を重点的

に推進するという部分で、新しいセクションといたしまして学校政策推進課の

新設がなされたというところが一つの大きな成果であったのかなと考えており

ます。 

         そして二つめの御質問でございますが、今後どのようにしてこの懇談会の御

意見、御提案が活かされていくのかという部分でございますが、これからのこ

とにつきましても先ほど申しあげましたように、所属の中で協議をして検討し

てどう施策に活かしていくかというところは当然考えていく部分ではございま

すが、その成果が今回、議案書にもお付けさせていただきました報告書の中で、

今の御意見でもございましたとおり、なかなか見えにくいという部分もあるの

かなと考えているところではございます。また来年以降もこれまでと同様に、

この外部評価委員会をさせていただいて、点検評価を行っていくわけでござい

ますが、来年の評価に当たりましては教育振興基本計画の第２期の初めてのス

タートのちょうど区切りのいい年でもありますので、今後、そういった部分で

また別にこれまでのやってきた成果と評価する指標がなかなか見えにくいとい

う御意見も頂戴しているところでもございますので、そういった部分も含めて

御意見、また御提案いただいた部分が見えるような形で知恵を出していきたい

なと考えております。 

         以上でございます。 
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麻植委員     ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   ほかに何か御意見、御質問はございませんか。 

         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５７号は原案どおり可決いたします。 

 

――――日程第５―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第５、「報告事項」に入ります。事務局より報告願います。 

 

幼児課長     まず、報告事項の一つめでございます「草津市子どものための教育・保育給

付に係る利用者負担額に関する規則について」、幼児課の金森が説明させてい

ただきます。報告書の方は２ページから６２ページとなります。 

         幼稚園の利用者負担額、いわゆる保育料につきましては、平成２６年度に検

討を行いましたが、平成２７年度は現行の金額を維持することとしておりまし

た。平成２６年１２月の市議会、文教厚生常任委員会協議会におきまして、幼

稚園と保育所の利用者負担額の時間当たりの負担額に大きな差があり、負担の

公平性について問題があるという課題提起をしております。このことから平成

２８年４月の認定こども園開園に合わせまして、幼稚園と保育所の時間単価の

整合性を図るため、幼稚園の利用者負担額の改正を行うため、本規則の改正を

提出しました。 

         また、現行の当該規則は施設型給付に係る利用者負担額に関して規定してお

りますが、地域型保育給付、家庭的保育とか小規模保育に係る利用者負担額に

関しましても、本規則に規定することとし、現行の草津市特定地域型保育の費

用に関する規則は廃止いたしました。更に、本規則に施設型給付に係る利用者

負担額の減免および地域型保育給付に係る利用者負担額の減免についても規定

することにしましたので、現行の草津市特定教育保育の実施の利用徴収の減免

取扱要綱を廃止いたしました。 

         関連いたしますので、次の報告事項（２）についても続けて説明させていた

だきます。 

         こちらの方は「草津市立幼稚園型認定こども園、保育所および幼保連携型認

定こども園における給食の費用徴収に関する規則について」でございます。報
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告書の６３ページから６６ページとなります。 

         平成２８年度、来年度から公立の認定こども園を新たに開園し、現在の笠縫

東幼稚園が笠縫東こども園、第五保育所が矢橋ふたばこども園とあります。従

来１号認定、いわゆる教育認定を受けた子どもが通園する公立の幼稚園におき

ましては、給食の提供は困っておりませんでしたが、来年度から開園する笠縫

東こども園は外部搬入による、矢橋ふたばこども園は自前調理による給食の提

供を行うことから、当該給食の提供に係る費用について規定する必要がありま

す。 

         また、草津市立保育所における利用者負担額以外の費用徴収に関する規則に

つきまして、保育所の給食費と延長保育料について規定しておりましたが、延

長保育料につきましては、「草津市預かり保育および延長保育の実施に関する

費用徴収条例」において条例化いたしましたので、幼稚園型認定こども園と保

育所および幼保連携型認定こども園における給食の費用徴収につきまして、一

つの規則の規則で規定しようとするものでございます。認定こども園に通園す

る教育認定、１号認定を受けた子どもにつきましては、教育給食費として月額

３，５５０円を、認定こども園に通園する２号認定、保育認定の子どもにつき

ましては、保育主食給食費として従来の保育所における２号認定の子どもと同

様に７３０円といたします。また、２号認定を受けた子どもが通所する保育所

における３歳児以上の主食費につきましては、従来の規則と変わりはございま

せん。 

         お金の話になりますので、別に資料を１枚付けさせていただきました。こち

らの方に今の保育料と給食費についての概要を示しております。 

         概要につきましては、先ほど申しました負担の公平性ということにつきまし

て検討した内容が書いております。 

         ２番めのところにつきましては、２７年度に３歳児の新たに利用者負担額を

作ったのです。市内では３歳児は来年度からなのですが、市外の幼稚園に通う

かたのために３歳児を作りました。この階層区分が５区分ございました。４歳、

５歳は従来から４区分でしたので、３歳と４歳、５歳のまずは所得階層区分に

つきましても改正をする必要がありますので、３歳の部分で５区分とするもの

で、あと平成２９年度までは経過措置を設けようと思っております。 

         具体的には次の２ページを見ていただきますと、経過措置がございます。上

の方が３歳児でございます。こちらで説明申しあげますと、一番下の高い階層、

Ｃ２、Ｃ３の所得階層からですと、現行の幼稚園単価が８４円となっておりま

して、平成２７年現行は８，６００円いただいております。それをずっと右へ

行っていただきますと保育所単価というのがございます。１３５円となってお

ります。これが現行の保育所での時間当たりの単価でございます。幼稚園単価
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を改正しようとするもので、１３５円にしようと思いますと８，６００円が１

万３，８００円となります。最終的には、この金額まであがるのですが、来年

度につきましては現行、８，６００円に別に徴収しております教材費、大体園

当たり５００円程度ですが、その分を別に徴収しておりますので、これを一緒

に集めるということで、８，６００円に５００円を足しまして９，１００円と

２８年度はさせていただきます。 

         そして、２９年度には約その半分の１万１，５００円にあげさせていただき

まして、最終的に３０年度には１万３，８００円に持っていこうとするもので

ございます。 

         ４歳児、５歳児は下の方になるのですが、こちらにつきましては上の方はＡ、

Ｂ１、Ｂ２、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３と５階層ございますが、下の方につきましては、

もともと４階層しかございませんので、これを一番高い７，３００円のところ

を二つの区分、Ｃ１とＣ２、Ｃ３の区分を分けたいと考えております。分ける

ことによって５区分、３歳と同じような所得階層になります。 

         ３歳児と同じように、現行幼稚園単価が一番高いところが７２円でございま

すので、これを一番右側に行っていただきまして１１１円にさせていただきま

すので、最終的には１万１，３００円という金額にさせていただくものでござ

います。改定の仕方につきましては先ほどの３歳児と同様でございます。 

         ただし、一番安いというか所得の低いＢ２の階層ですと１，８００円になり

ます。これは３歳でも４、５歳でも同じなのですが、こちらにつきましては最

終的には一番右側、２，１００円となりますので１，８００円に５００円、教

材費を足しますと２，３００円になりますが、最終形の２，１００円という形

でさせていただくということで、経過措置を待ってあげますが、下げることに

ついては来年度から適用させていただくということで、３年間の経過措置をも

ちまして、利用者の保育料につきまして改定をするという規則改正でございま

す。 

         ３ページでございます。預かり保育でございます。こちらにつきましても、

条例で制定しておりますので、「草津市預かり保育および延長保育の実施に関

する費用徴収条例」におきまして規定をしているものでございます。こちらに

つきましても、先ほどの幼稚園の利用者負担額が改定されますので、同じよう

に時間単価を用いまして経過措置を設けて、平成３０年度までに段階的に引き

上げるものでございます。常時利用につきましては、現行７，０００円を最終

的には３０年度には８，０００円に、また日単位の利用につきましては、現行

は常時利用の預かり保育に空きがある場合に１回当たり４００円という設定を

しておりましたが、１回当たりというのが２時間使われても４００円、長期休

暇中の８時間、丸一日使われても４００円というので、時間当たり単価に不公
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平がございますが、これにつきましては細分化をするもので、２８年度ですと

８時半から４時半の丸１日フル、夏休みなんか使われる場合については７００

円、その下のＣ、教育時間終了後に使われるときには２００円という形で細分

化をしたいと思っております。こちらにつきましても、最終的には１，０００

円と２５０円という形で３０年度に経過措置を設けてするものでございます。 

         こちらについては条例で既に規定しているものでございまして、笠縫東こど

も園と矢橋ふたばこども園につきましては、２時半以降におやつを出します。

現行の幼稚園の場合は、扱いにつきましてはおやつは持参いただいております

ので、その部分は含まれておりませんので、その分をプラス１００円でいただ

く形になります。 

         ４番目が先ほど申しました認定こども園での給食費でございます。こちらに

つきましては、草津市立幼稚園型認定こども園、保育所および幼保連携型認定

こども園における給食の費用徴収規則によって規定をしております。先ほど申

しました笠縫東こども園と矢橋ふたばこども園、認定こども園の開園に伴いま

して、その教育認定の幼稚園部につきましても、希望によって給食を出します

ので、それにつきまして給食費を設定しております。主食代というのは５００

円、副食代は３，０５０円。この辺は国の公定価格を参考に出しておりまして、

最終、合計で３，５５０円となっています。 

         小学校の方の給食は３，８００円と記憶をしておるのですが、それと近い数

字になっているというふうに思います。 

         以上、お金の関係がございますので、報告事項（１）（２）を合わせて御説

明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   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。 

 

村山委員     ちょっとついていくのがやっとという感じですけれども、幼稚園と保育所の

利用者負担額の１時間当たりの時間単価に差があることが不公平感につながる

からただすということなのですよね。内容は今までの幼稚園でやっておられた

ことと今後、こども園になってからの幼稚園部でやられることと基本的には変

わらないのかなと思っているのですが、それで結果的に単価が、徴収額が基本

的には上がるということになりますよね。それに関して保護者のかたとかはど

ういうふうに納得をされているのか、それか私の認識が間違っていて、こども

園になったら幼稚園部の内容も変わるから上がるのか、どういうことか。すみ

ません。基本的なことで。 

 

幼児課長     幼児課の金森でございます。 
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         まずは、認定こども園が開園いたしますので、先ほど申しました教育を受け

る１号認定のお子様と保育を受ける２号認定のお子様が同時にこども園におら

れます。保護者のかたからすると、保育料を時間当たりに計算すると、何でこ

んなに違うのかなという話もございますので、出来るだけ合わす方向で行きた

いなというのが去年の整理でございます。合わすのに保育所を下げるのか、幼

稚園を上げるのか、もしくは折衷案をするのかというところで、他市の状況等

を見ますと、幼稚園の保育料というのはかなり安く従来から抑えておりますの

で、２７年度から大津市さん初め多くの市の方で幼稚園の利用者負担額につい

ては改正をされています。記憶でございますと、大津市さんですと一番高いと

ころが１万５，０００円ぐらいになっていると思います。その辺の状況も視野

に入れながら、今回の改正案を出しております。 

         それと内容がどうかという話でございますが、認定こども園で共通カリキュ

ラムというのを今後していくこととしております。ですから、共通部分の教育

を受ける部分につきましては、認定こども園では共通の保育の子どもさんもそ

うですし、教育のお子さん、同じように共通のカリキュラムでコアな部分は過

ごしていただきます。これを幼稚園の方にも当然ながら、１度にはできないか

もしれませんけれども、今後認定こども園と同様に共通カリキュラムで教育の

部分は受けていただきますので、そういう意味では教育部分も若干充実が図れ

ると考えております。 

         それと保護者のかたの御意見でございますが、幼稚園の入園申込みが１６日

から始まっておりまして、先週２０日で終わっております。条令改正の関係も

ございましたので、議決が１３日でございましたので、実際１６日からチラシ

等でお示しをしておりますが、今のところ、保育料の改正に関する御意見とか

というのは伺ってはおりません。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 

 

村山委員     はい。他市と比べると例えば金額、なるべく大きな変化がないように工夫さ

れたりとかそういう部分も分かりましたので、もしかしたら保護者さんもその

部分を感じられて納得されている部分があるのかもしれないなと理解しました。 

 

杉江委員     もう一つ、すみません。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 
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杉江委員     この給食費に係る金額的なものについては、初歩的なことですみませんが、

なぜこのような差があるんですかね。今、説明いただいたのかもわからないで

すが、もう少し再度、すみません。 

 

幼児課長     幼児課の金森でございます。 

         まずは保育所の方の話をさせていただきますと、保育所の方は副食代、俗に

言うおかず代につきましては保育料の中に入っております。お米代、主食代の

みが保育料に入っておりますので、今、月額７３０円というのを保育所の方で

はいただいております。この７３０円をもとに幼稚園の日数等で換算しますと、

主食代は５００円となってまいります。副食代の３，０５０円につきましては、

これは国の公定価格の中での副食代の金額でございますので、その金額から算

出いたしまして３，０５０円という金額を出して合計で３，５５０円というの

を一月当たりの給食費と設定させていただきました。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 

 

杉江委員     はい。 

 

川那邊教育長   ほかにございますでしょうか。 

 

杉江委員     やはり段階的に上がっていくという認識を保護者さんにどのように周知して

いくのかというところは一番大事かなと思いますので、そこのところを丁寧に

緻密にしていただけたらありがたいなと思います。やはり教育認定を受けた子

どもについては教育の内容で返していくというのが大事かなと思いますので、

内容とカリキュラムの作成についてもよろしくお願いしたいと思います。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   では、続きまして報告事項（３）をお願いします。 

 

幼児課長     報告事項（３）を幼児課の金森から説明させていただきます。｢草津就労支

援型預かり保育の保育料の減免に関する規則の一部を改正する規則について｣

説明させていただきます。報告書は６７ページから７２ページになります。 

         当該規則改正前は、草津市就労支援型預かり保育の実施に関する費用徴収条

例に規定しております常時利用者を対象とした減免の施行について必要な事項

を定めておりましたが、当該条例の方が改正後、草津市預かり保育および延長

保育の実施に関する費用徴収条例の改正を行いましたため、今回それに伴いま
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した必要な文言整理を行うために本規則の方を改正いたしました。 

         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

くお願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   では、御質問があればお願いいたします。 

 

杉江委員     すみません。ずっと金額のことについての改正の御説明があったのですが、

従来、幼稚園就園奨励補助金との絡みというのはもうなくなったということで

ございますか。 

 

幼児課長     私立幼稚園さんに対する就園奨励費ならびに保育料格差是正の市の単独の補

助金につきましては従来どおりございます。 

         ただ、市の方の保育料が上がりますので、格差が若干縮まります。ただ来年

度、信愛さんを含め、２園ほどで保育料をあげられますので、その辺、格差が

開くところといろいろございますが、それぞれ算出いたしまして保育料補助金

の方は出させていただきますし、就園奨励費の方も従来どおりでございます。 

 

川那邊教育長   では、もう一つ、報告をお願いします。 

 

学校政策推進課長   「報告事項（４）寄付受入れ報告について」、学校政策推進課の髙井から御

報告申しあげます。７３ページを御覧ください。 

         今回、株式会社タオさんより高穂中学校、草津中学校、老上中学校、玉川中

学校、松原中学校、少年センターあすくる草津の６施設に対しまして、学習支

援システム「天神」の６か月の利用ライセンスを御寄付いただきました。これ

は家庭学習用教材として開発されたソフトでございまして、主に別室登校を行

っている生徒を対象に、学習支援教材として試行的に導入しようとするもので

ございます。 

         なお、当該寄付物品の単価につきましては、提供方法や導入台数等により金

額が異なることと、システムを利用している既存ユーザーとの関係上、相手方

タオ様から金額の非開示を希望されておられますことから、表記につきまして

は「－」として表記とさせていただいております。 

         以上、簡単でございますが、報告させていただきます。 

 

川那邊教育長   では、御質問はございますか。 

 

谷川委員     新堂中学は何でないんですか。 
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学校政策推進課長   学校政策推進課の髙井でございます。 

         各施設および中学校、小学校等に全て希望等をかけましたところ、今回、御

希望がなかったということで入れておりません。 

 

川那邊教育長   ほかにございますか。 

         では、以上をもちまして本日の議事は終了となりますが、ほかにございます

か。 

         はい、お願いします。 

 

学校教育課長   その他項目ということで、いじめの件に関わりまして報告させていただきた

いと思います。Ａ４サイズ裏表の印刷をさせていただいた資料をお配りさせて

いただいております。 

         文部科学省が１０月下旬にいじめに係る調査結果を公表いたしましたので、

本市の状況と併せて報告をさせていただきます。市内小中学校のいじめの認知

件数につきましては、平成２６年度は小学校で７４件、中学校で５４件、合わ

せまして１２８件でありました。 

         平成２５年度と比べますと３７件の増加となっております。これは教職員の

いじめに関する認識の変化や意識の向上により、今まで生徒間のトラブルや暴

力行為、けんかと認識していた事案の中にもいじめと捉えるべきものがあるの

ではないかと検討、分析を行った結果、いじめと判断をして対応したことによ

るものと捉えております。 

         全国的には小・中学校合わせたいじめの認知件数は増加傾向にあり、小学校

では平成２６年度で１２万１，６３５件、前年比で３，８９０件の増加となっ

ております。また、中学校は平成２６年度で５万１，２００件で２，４４６件

の減少となっております。 

         全国や県と比べた市の状況は１，０００人当たりのいじめ認知件数で見てみ

ますと、平成２６年度で小学校では全国、県より少なく、中学校では多い状況

がございます。本市で認知をしたいじめにつきましては、未解決のものはござ

いませんけれども、継続をして注意深く各学校で見守っているところでござい

ます。本課といたしましても、担当者の方から定期的にその状況の確認をさせ

ていただいているところでもございます。 

         いじめ防止法対策推進法に基づき、各学校でいじめ基本方針を策定し、非行

問題対策委員会を設置しておりますが、このことで教職員の情報共有ができ、

担任だけで抱え込まずに、組織として対応出来る安心感が生まれてきておりま

す。また、専門家のアドバイスを受けて対応策を検討出来るために、早期発見、



 

- 32 - 

 

早期対応につながっているところでございます。 

         草津市では、これまでからグレードアップ連絡会、サポートチーム会議など

専門家からのアドバイスをいただきまして、よりスムーズ、適切な対応に努め

ておりますけれども、今年度は新たにいじめ問題等対策アドバイザーとして２

名の配置を行い、必要な学校に派遣をして子どもたちとの人間関係づくり、相

談体制の構築を図るとともに、教師の指導が入りやすい状況づくりに努めてお

ります。 

         今年度派遣をしております新堂中学におきましては、いじめを初めとする問

題行動の発生認知件数が昨年１０月末現在で７０件であったものが、今年度は

５４件と減少しております。これはアドバイザーと教職員が連携をして子ども

たちに関わりを持ったり、家庭訪問をしたりといった取組の成果であると捉え

ております。これからもいじめの早期発見、早期対応を目指すとともに、子ど

もたちが自らいじめをなくしていこうとする自主的な活動の推進に努めてまい

りたいと思います。 

         以上、簡単でございますが、報告とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   今の報告についてはよろしいでしょうか。 

 

麻植委員     対策アドバイザーというかたはどういうかたを配置されているのですか。 

 

学校教育課長   お一人はスクールソーシャルワーカーさんです。もうお一人はこれまでに青

少年問題等で子どもたちとの関わりを経験していただいているかたです。具体

的にいいますと、少年センターにかつていらっしゃったというかたでございま

す。 

 

麻植委員     ありがとうございました。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。では、別で。 

 

生涯学習課長   続きまして、「協働通心」につきまして生涯学習課から御紹介させていただ

きます。 

         地域協働合校のことを分かりやすく伝えるための広報紙「協働通心」を発行

いたしました。現在、第２号を出しております。こちらにつきましては、常々、

教育委員の皆様から御意見をいただいておりますとおり、地域協働合校を進め、

子どもよし、地域よし、学校よし、やり手よしの実現には、まず市の職員自身

がアンテナを高め、協力し合って全庁挙げて取り組むことが大事だと考えてい
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ます。開始から１７年たちまして、今一度、職員が理念に立ち返り草津を支え

る人づくりのために、同じ方向で進んでいくための第１歩として職員向けに発

行したものでございます。 

         現在は職員向けの発行にはなっておりますが、今後ホームページなどで地域

のかた、市民のかたに広く情報発信していきたいなと考えています。御一読い

ただけたらと思います。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   職員さんの反応は何かありましたか。 

 

生涯学習課長   実は、第２号のところで人材情報ということで求めているところですが、残

念ながらまだ今のところないと。 

 

川那邊教育長   教育委員会内の皆さんも。 

 

生涯学習課長   是非教育委員さんもお願いしたいなと思います。実は部長の方がスキーがか

なりお上手であったりとか、そういったところで既にお声はいただいておりま

す。 

 

川那邊教育長   はい、ありがとうございました。 

         それでは、これをもちまして１１月定例会を終わらせていただきます。次回

は１２月２１日月曜日の午後３時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。以上で終わります。 

 

閉会   午後５時１１分 


