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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４月定例会を開会いたします。 

         その前に、先般の熊本地震におきまして尊い命をなくされたかた、そしてそ

の御遺族に謹んで哀悼の意を表したいと思います。そして、今なお避難生活を

送っておられるかたがたへのお見舞いを申しあげますとともに、併せて一日も

早い復興をお祈りしたいと思っております。 

         そしてもう一つ、議事に入ります前に、今回の定期人事異動に伴い教育委員

会に出席する事務局のメンバーも新たになりましたことから、それぞれ自己紹

介をお願いしたいと思います。 

         それでは事務局、よろしくお願いします。 

 

政策監      この４月より政策監を拝命いたしました佐々木と申します。よろしくお願い

いたします。 

 

教育部長     本年度で２年目となります教育部長の明石でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

教育部理事    ４月より高穂中学校より教育委員会に寄せていただくことになりました学校

教育担当理事の中瀬と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 

教育副部長    今年２年目となります教育部副部長の居川でございます。よろしくお願いい 

（総括）    たします。総括です。 

 

教育副部長    引き続き、教育委員会の副部長、括弧書きが街道交流担当から歴史文化担当 

（歴史文化担当）  に変わりました八杉と申します。よろしくお願いいたします。 

 

教育総務課長   すみません。引き続き２年目になります教育総務課長の太田です。よろしく

お願いいたします。 

 

生涯学習課長   ４月１日付で総務部の納税課から生涯学習課に異動してまいりました増田と

申します。よろしくお願いします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課長の岸本でございます。引き続き、よろしくお願い申しあげ

ます。 
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スポーツ保健課参事   ４月から学校給食センターに参りました宇野と申します。よろしくお願いし

ます。 

 

文化財保護課長   ４月から文化財保護課長となりました藤居と申します。どうぞよろしくお願

いします。 

 

図書館長     引き続きまして図書館長ならびに南草津図書館長をさせてもらっております

北相模です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長   ４月１日より学校教育課長となりました時岡でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課の髙井でございます。２年目でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。それでは、議事に入ります。 

 

――――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、４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、「３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、３月定例会会議録は承認されたものと認めます。 
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――――日程第３―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第３、「教育長報告」でございます。 

         今、紹介いただきましたように、今回の人事異動により佐々木政策監、中瀬

学校教育担当理事をお迎えし、また庁内からは１４名の新しい職員の皆さんを

事務局にお迎えいたしました。新しい年度になり、新しい体制で、また新たな

メンバーで、県内をリードする全国に誇れる実践を重ねていきたいと思ってい

ます。 

         委員の皆様には、「滋賀県教育行政説明会ならびに滋賀県市町教育委員研修

会」、「小・中学校入学式」、「幼稚園入園式」などに御出席をいただき、あ

りがとうございました。新設されました老上西小学校では入学式の前に開校式

があり、そこで６年生の児童代表が「老上小と２校でともに成長していきます。

人権を大切に笑顔が明るい小学校という伝統を作っていきます」という誓いの

言葉を述べてくれました。両校がともに特色を出し合い、地域に信頼される学

校となることを楽しみにしております。また、笠縫東子ども園、矢橋ふたばこ

ども園も開園いたしました。活気のあるまちとして、教育の充実を一層図って

いきたいと考えております。 

         各学校・園の入学式、入園式では、やや緊張しながらも希望を持って式に臨

む幼児児童生徒の姿にふれ、また熱意の感じられる校長先生・園長先生の式辞

を聞かせていただき、教育委員会としても、子どもたちが楽しく充実した学

校・園生活が送れるよう支援をしていきたいと思いました。また、それぞれの

学校・園において、地域の皆さんの温かい支えがあり、学校・園が地域のかた

がたとよりよい信頼関係を築いていることを感じました。 

         さて、４月４日に、平成２７年度「英語教育実施状況調査」結果が公表され

ました。ここで注目されているのは「英検３級以上を取得している生徒および

相当の英語力を有すると思われる生徒の割合」です。今回、文科省のほうから

初めて都道府県御との結果が公表されましたが、それによりますと、全国平均

は３６．６％で、１位は千葉の５２。１％、２位は秋田の４８．６％、３位は

東京の４７．９％と続きます。草津の状況は６３．２％で全国１位の千葉より

も高い数値でした。御承知のとおり、草津では全中学校で英検に取り組むよう

になり５年が過ぎましたが、生徒の着実な英語力に繋がっているといえます。

昨年度の英検結果を見ましても、優良団体賞に草津中、高穂中、奨励賞に松原

中が選ばれております。各学校が授業を工夫しながら、そして子どもたちの英

語力を高めるため、力を入れて取り組んでくださっていることが見てとれます。 

         また、漢字検定におきましては、昨年度の結果として、奨励賞を志津小、草

津小、矢倉小、玉川小が、また特別賞を新堂中と草津市教育委員会が受賞しま
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した。受賞は年齢層相当級以上の合格率が高い団体に送られますが、多くは私

立学校や塾などが占め、その中で公立学校として健闘していることが伺えます。

しかも、これまで３校が受賞するのが最高でしたが、今回は５校ということで、

５校の受賞は今までにはないことであります。児童生徒の努力と学校の意欲的

な取組で、草津全体として、児童生徒の漢字力が着実に向上しているといえま

す。 

         草津市スポーツ推進委員委嘱状交付式、草津市少年補導委員委嘱状交付式が

この４月にありました。また、青少年育成市民会議評議員会も開催され、青少

年の健全育成・スポーツの推進において献身的に関わってくださる関係の皆さ

んには心から感謝を申しあげる次第であります。 

         最後に、市内中学校でＰＴＡ関係書類委任状の誤廃棄がありました。大変申

し訳ございませんでした。ここには委任状を提出されたかたの氏名と電話番号

といった一部個人情報も含まれており、当該学校では、「起こったことを真摯

に受け止め、しっかりとした対応をする」ことを基本に、関係者への説明と謝

罪等の対応を行いました。教育委員会としても重大な事案と受け止めるともに、

今後の再発防止を徹底していきたいと考えております。 

         以上、教育長報告とさせていただきます。 

         それでは、次に委員の皆様から先般参列いただいた入学式やその他教育全般

に関する事項で御意見、御感想などあればお願いしたいと思います。 

 

杉江委員     教育長のお話にもありましたが、老上西小学校の開校式に出席いたしました。

新しい学校を自分たちの手でつくっていくのだという気持ちとか雰囲気が、み

なぎっていて、とてもうれしく思いました。以前、この教育委員会の中で、こ

の場でテープに耳を傾けて聞かせていただきました校歌ですが、広い体育館で

音響の大変良い状態で聞かせていただいて、きれいな歌声に重ねて感動を覚え

ました。いよいよ新しい学校の歴史が刻まれていくのだなということで、感激

をさせていただきました。開校まで御尽力いただきました関係者の皆様がたに

感謝申しあげたいと思いました。 

         私は入学式は松原中学校に参りました。在校生によりますブラスバンドの演

奏での入退場ということで、やはり生の演奏というのは歓迎の気持ちが出てい

て、とてもいいなと思いました。地域の交通安全協会のかたがたも入学式の安

全を見守るということで、地域との信頼関係がしっかり結ばれているのだなと

感じました。 

         矢倉幼稚園においては、園長先生が壇上を離れて、保護者と子どもたちの身

近なところに下りてこられて、「はじめまして」という絵本を読み聞かせをさ

れました。初めての椅子さん、初めて机さんと読んでおられたのですが、本当
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に体を乗り出して顔を食い入るように見ている園児の姿が大変印象的でした。

楽しい園生活、友達とたくさん遊べる生活を送ってほしいなと感じて帰ってま

いりました。 

         いずれの園・学校でも地域の皆さんに見守れての緊張の中にも新しいステー

ジのスタートを切られたんだなということで、祝福して帰ってまいりました。 

         以上です。 

 

麻植委員     矢倉幼稚園は入園式、高穂中学校は入学式、そして今、お話しいただいてい

る老上西小学校の開校式、そしてもう一つ、４月５日に開園しました草津市立

矢橋ふたばこども園の開園式で開会宣言を私はしてまいりました。 

         ちょうどその折に、テレビで幼児期の教育を予防と位置づけていることを知

りました。この予防という位置づけはとても大事なことだなと思いました。開

園式の４月５日の翌日の６日には、滋賀県教育行政重点施策説明会に行ってま

いりました。その中で課の名称が幾つか変わっていたのですけれども、少し着

目していたのは「幼小中教育課」と名前が変わっておりました。県も小・中学

校だけではなく「幼」という言葉を入れて、そこの連携を密にするということ

が課の名前で一層表れているのかなと思いましたので、草津市でも認定こども

園が２園できたということもありますので、子ども家庭課との連携を更に密に

していただいて、予防的観点で幼児教育を充実していってもらえたらありがた

いなと感じたのが１点です。 

         そして、橋川市長の第３期の選挙に当たりマニフェストを市長さんが作られ

たのですけれども、そのマニフェスト2016という中の政策の２の施策８に、地

域に豊かな学びを作りますというのがあります。その中に、文化政策の指針等

の策定および文化振興のための条例化を進めますという一文がありました。ち

ょうど市長参加の総合教育会議もありますので、文化というのは教育委員会の

ものだけではなく市長部局の市全体として考えるべき問題と思いますので、是

非ロードマップなんかも作成しながら、力強く草津のために進めていっていた

だけたらありがたいなと感じました。ちょうど折しもスポーツ振興推進計画も

策定されましたので、文化も並んでやっていっていただけたらうれしく思いま

す。 

         以上です。 

 

周防委員     同じく４月11日の老上西小学校の開校式に参加させていただきました。児童

挨拶していただいた子が偶然知っているお子さんだったので、しっかりした挨

拶にすごく感心しましたし、成長したなと感慨深かったです。 

         午後から玉川中学の入学式に参加させていただきまして、校長先生の式辞、
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新入生代表の誓いの言葉、在校生代表の歓迎の言葉、すごい長い文章だったの

ですけれども、３人とも全て暗記されて話されていたので、記憶力というか、

すごいなと感心しました。地元の中学なので知っているお子さんもたくさんい

たので、初々しい制服姿を見ることができて良かったと思います。 

         翌日の玉川幼稚園の入園式に参加させていただきまして、地元ですし、そこ

にも育児サークルに来てくれていたお子さんも入園されていましたので、その

園児の姿を見ることができて、これも大変うれしかったです。３月に参加させ

てもらった卒園式のときの卒園児と比べると、２年間なのですけれども、やっ

ぱり全然幼くて、この時期の成長の大きさというか、とても大事な時期だなと

いうのを改めて感じました。 

         ほかの委員さんと違って私はただの一保護者なので、本当に地元に貢献され

ているかたがたを差し置いて一番に名前を呼ばれるのがとても抵抗があります。

恐れ多いなと思いました。以上です。 

 

谷川委員     私は入学式、入園式に参加できないので、それ以前に私の関係した卒業生が

勤めている学校を四つほど回らせてもらいました。新しく教員になる卒業生が

無難に入れるように配慮していただいているというのを見まして、どこの学校

も同じだろうなということで安心をさせてもらいました。 

         それと、熊本の地震で協議会等もあったのですけれども、多分学校や市民セ

ンターが避難所になると思います。その当たりで学校の教員の負担、阪神大震

災のときも先生がたはすごく泊まってというような話を僕は聞いていたのです

けれども、熊本でも同じではないかなと思います。支援物資が届いたら届いた

で、では、どこの避難所が届いていて、どこが届いていないのかとか、あるい

はボランティアが土日にたくさん来られたら、どこに行ってもらったらいいの

かというのはすごい仕事量だと思うので、その当たりは教育だけではなくて草

津市として考えておく必要があるのではないかなということを、今回の地震で

改めて感じさせてもらいました。 

         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、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」に移ります。「議第１７号 臨時代理の承認を

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   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。それでは、「議第１７号 臨時代理の承認

を求めることについて」御説明申しあげます。議案書の３ページをお願いいた

します。 

         このたび、草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則等の一部を改正す

る規則および所属職員の人事異動を行うに当たりまして、委員会を招集する時

間的余裕がございませんでしたので、草津市教育委員会教育長に対する事務委

任規則第３条の規定によりまして、教育長が臨時に代理させていただきました

ので、本委員会に報告し、その承認を求めるものでございます。 

         それでは、５ページをお願いいたします。草津市教育委員会の事務局の組織

に関する規則等の一部を改正する規則でございますが、この規則の中には六つ

の規則の一部改正を定めております。第１条では、草津市教育委員会の事務局

の組織に関する規則、第２条では草津市教育委員会公印規則。 

         次に８ページになりますが、第３条には草津市教育委員会事務局および教育

機関の職員の職名に関する規則、第４条では草津市教育委員会附属機関運営規

則。 

         そして、次に９ページになりますが、第５条では草津市立幼稚園規則、第６

条では草津市立図書館管理規則の合計六つの規則を、それぞれ一部改正するも

のでございます。 

         次に具体的な改正内容でございますが、１０ページからの新旧対照表を御覧

いただきたいと思います。 

         まず、草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部改正でございま

す。昨年度まで老上西小学校の工事および開校に向けた準備を行ってまいりま

した開校準備室の廃止に伴いまして、現行の表中、事務局の組織を定めており

ます第２条中の開校準備室、および事務局の事務分掌を定めております第３条

の表中の開校準備室の項を削除させていただきます。 

         また、同じく第３条の改正後の文化財保護課の項中でございますが、このた

びの人事異動によりまして街道交流担当副部長が歴史文化担当副部長となり、

所管事務がこれまでの草津宿街道交流館に加え、文化財保護課の事務を所管い

たしますことから、第12号として所属する教育部副部長所管内所属の連絡調整

に関することを追加させていただきます。 

         次に１１ページをお願いいたします。学校教育課と学校政策推進課の事務分



 

- 8 - 

 

掌の改正でございます。昨年度、両課で協議を行い、所管事務の整理を行った

結果、現行の内容から改正の内容とするものでございます。学校教育課の所管

事務につきましては、現行の第３０号から第３４号をそれぞれ２号ずつ繰下げ、

改正後の３２号から３６号といたしまして、現行の学校政策推進課の第４号、

小・中に連携に関することと第７号の就学前教育に関することを統合いたしま

して、学校教育課の改正後の第３０号の公私間連携に関することとし、また学

校政策推進課の現行の第６号のうち、大学連携に関する部分を学校教育課の改

正後の第３１号、大学・大学院との連携に関することに整理し、それぞれ追加

をさせていただきます。 

         また、学校政策推進課の所管事務につきましては、現行の第１号、ＩＣＴ教

育に関することを改正後として、それぞれ２号、３号、４号に変更し、また新

たに第１号、学校教育の指導助言に関すること、第６号、児童生徒の学力向上

に関すること、第９号の学校図書館教育に関すること、第１０号、各種体験学

習に関すること、第１１号、所属する教育部理事および教育部副理事を所管内

所属の連絡調整に関することを追加いたしまして、より所管事務の内容を明確

にするものでございます。 

         次に１２ページをお願いいたします。第４条には事務局内の役職の設置を定

めておりますが、このたびの人事異動によりまして新たに政策監が設置されま

したことから、改正後の上から２行目になりますが、「ただし必要に応じ事務

局に」の次に「政策監」を追加させていただきます。 

         次に１３ページをお願いします。草津市教育委員会公印規則の一部改正でご

ざいます。 

         この規則は草津市教育委員会におきまして使用する公印について定めたもの

でございますが、人事異動によりまして新たに政策監が設置されましたことか

ら、現行の別表第１の公印番号３以降をそれぞれ一つずつ繰下げさせていただ

き、新たに改正後の公印番号３といたしまして、草津市教育委員会事務局政策

監の印を追加させていただきます。 

         次に１７ページをお願いいたします。１７ページの別表第２は公印のひな形

を定めたものでございますが、先ほどの別表第１と同様の改正理由によりまし

て公印番号３以降をそれぞれ一つずつ繰下げさせていただき、新たに改正後の

公印番号３といたしまして、草津市教育委員会事務局政策監の印を追加させて

いただきます。 

         次に１９ページをお願いいたします。草津市教育委員会事務局および教育機

関の職員の職名に関する規則の一部改正でございます。 

         この規則は草津市教育委員会事務局と教育機関の職員の職名について定めた

ものでございますが、これもこのたびの人事異動によりまして新たに政策監が
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設置されましたことから、現行の第３条の表の事務職員の補職名の欄でござい

ますが、教育部長の前に政策監を追加し、改正後の内容とさせていただきます。 

         また、同じく第３条の表の教員の補職名の欄でございますが、幼保一体化に

伴いまして幼稚園で用います職名の整理がなされたことから、現行の補職名の

教育研究所指導主事の後に副園長、総括教諭、副総括教諭を追加し、改正後の

内容とさせていただきます。 

         次に２０ページをお願いいたします。草津市教育委員会附属機関運営規則の

一部改正でございます。 

         この規則は草津市教育委員会附属機関の組織運営等について定めたものでご

ざいますが、現行の別表第１の表中の附属機関運営の名称、草津市立小・中学

校校名等選定委員会の庶務を行う所属につきまして、老上西小学校の工事およ

び準備を行ってまいりました開校準備室の廃止に伴いまして、現行の所属、教

育委員会事務局開校準備室の改正後として、所属を教育委員会事務局教育総務

課に改めさせていただきます。 

         次に２１ページをお願いいたします。草津市立幼稚園規則の一部改正でござ

います。 

         この規則は草津市立幼稚園の管理に関する必要な事項を定めたものでござい

ますが、こちらも幼保一体化に伴いまして幼稚園に用います補職名の整理がな

されたことから、幼稚園に置くことの出来る職員を定めております現行の第８

条第１項第１号の教頭を改正後として副園長に改め、現行の第３号、養護教諭

以下をそれぞれ二つずつ繰下げ、改正後の第５号以下といたしまして現行の第

２号の主任を改正後として主任教諭に改め第４号とし、改正後の第２号、総括

教諭、第３号、副総括教諭を追加させていただきます。 

         また、同じく幼保一体化に伴いまして幼稚園長の職位が副参事級から課長級

となったことから、新たに幼稚園長が専決することが出来る事項を第８条の２

として条項を追加させていただきます。 

         次に２２ページをお願いいたします。草津市立図書館管理規則の一部改正で

ございます。 

         この規則は草津市立図書館の管理に関して必要な事項を定めたものでござい

ますが、さきの２月の教育委員会定例会におきまして、草津市立図書館に設置

しておりました視聴覚ライブラリーにつきまして、当初の設置目的を達したこ

とから草津市立視聴覚ライブラリーの設置および管理に関する規則の廃止につ

きまして議決をいただいたところでございます。今回、この規則の廃止を受け、

現行の第５条に定めております図書館の所掌事務から第１９号の視聴覚ライブ

ラリーに関することを削除させていただきます。 

         なお、今まで御説明いたしましたこれらの規則改正の施行日につきましては、
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いずれも平成２８年４月１日としております。 

         続きまして、２３ページからの人事異動につきまして御説明いたします。 

         まず２４ページから３１ページまでの一般行政職員の人事異動でございます

が、副部長級が１名、課長級が２３名、副参事級が１３名、専門委員級が１４

名、主査級が９名、一般職級が１６名、文部科学省からの派遣職員が１名、新

規採用職員が１１名、再任用職員のうち新規採用が３名、異動職員が１名、退

職者が５名でございます。 

         次に３２ページの滋賀県教育委員会への人事異動でございますが、滋賀県教

育委員会から草津市教育委員会への異動が４名、滋賀県教育委員会への復帰が

５名でございます。 

         以上、臨時代理の承認を求めることにつきまして御説明申しあげましたが、

御承認いただきますよう、お願い申しあげます。以上でございます。 

 

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     説明を少しお聞きしたいのですが、１１ページです。学校教育課と学校政策

推進課のことですけれども、学校教育課の３１番、「大学・大学院との連携に

関すること」は、現行のもので言えば、政策推進課の中の６番が学校教育課に

移ったと。企業はないですけれども、企業に関しては政策推進課にまだ残って

いるということでしょうかというのが１点です。 

 

教育総務課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

教育総務課長   まず一つ目、大学・大学院との連携に関することの部分です。こちら３１号

には、おっしゃっていただきました現行の学校政策推進課、第６号のうち、大

学に関することが学校教育課に所管が異動したというところでございます。 

         あと、同じく現行の学校政策推進課、第６号のうちの企業連携に関する部分

につきましては、学校政策推進課の第８号の「学校と地域の連携に関するこ

と」に含ませていただいております。 

         以上でございます。 

 

麻植委員     すみません。今の回答で少しお尋ねしたいのですが、企業という言葉をあえ

てなくされて、この地域の連携に関するに変えられたということでしょうか。 
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教育総務課長   教育総務課長の太田でございます。あえてといいますか、広く地域という意

味合いの中に含まれるという観点から、改正後の地域の連携に関することに含

ませていただいたと考えております。 

 

麻植委員     ありがとうございます。多分、説明をしていただいて、ああ、なるほどと思

ったので、この企業という言葉がなくなったのは何でかなと疑問に思われるか

たがおられるかもしれないなと、それは素直に感じたことです。 

         もう一点ですが、改定後の学校政策推進課の８番です。「学校と地域の連携

に関すること」は地域協働合校のことを示すということでしょうか。それも含

めてということでしょうか。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課の髙井でございます。 

         ここに書かれていますのは、主に草津型のコミュニティスクールの運営と捉

えていただきたいと思います。本年度から学校運営委員会を市内７小学校に設

けさせていただいて、そこで従来の地域協働合校の強みを生かしつつ、学校の

校長先生の経営の応援団、そしてまた学校評価を行う機関として学校運営委員

会というものを立ちあげさせていただきますので、その旨ということで御理解

いただきたいと思います。地域協働合校は引き続き生涯学習課が所管すること

となっております。 

 

麻植委員     すみません、もう一点。そしたら、１０番の「各種体験学習に関すること」

は現行のところは書いてないのですけれども、これは新たに学校政策推進課に

出された項目と理解すればよろしいのですか。もしくはどこからか持ってこら

れたのか。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課の髙井でございます。 

         これは、一つはフローティングスクール、「やまのこ」といいまして、民間

のところに行って丸太切りとか楽しんでやるという主に４年生が取り組む体験

学習がございます。それと中学校が職場体験という形で１週間学習を行うキャ

リア教育、この当たりを本課が所管させていただくということで、これは昨年

度からさせていただいているのですが、そういったことを一つにまとめて、こ

の体験学習という形であげさせていただいたと御理解いただきたいと思います。 

 

麻植委員     了解いたしました。 
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杉江委員     すみません。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

杉江委員     同じ１１ページですが、事務局の組織に関する規則の一部の改正の新旧対照

表のところです。これまでの学校政策推進課の事務分掌の内容が一部学校教育

課に変更になるという御説明がございまして、現行の４番の「小中連携に関す

ること」と７番の「就学前教育に関すること」が改正後の３０番の「校種連携

に関すること」に含まれていくことで理解をさせていただきました。 

         昨年度も幼・小連携にかかわって学校政策推進課から幼児課関係の会議です

とか研究会等に出席もいただいていたということで、内容の連携を図ってきて

いただいたのだなと感じておりました。先ほどもお話に出ましたが、先般の県

の教育行政説明会の折に、県教委が今年度から幼小中教育課と名称を改めまし

て、幼児期からの教育への取組がはっきりした形になったのではないかなと私

的には感じております。市教委として、課の分掌というのは変わりますけれど

も、幼・小、小・中、中・高等の連携について、幅広い取組をより進めていけ

るのではないかと期待しております。 

         一方で幼・小連携についての重要性が希薄になっていかないとも限らないの

で、そこは危惧を持っているところでございますので、より連携の部分、内容

充実について力強く推進していただけるとありがたいなと思いました。特に小

１への接続カリキュラムというのも２月に幼児課が案を出されたところでござ

いますので、是非内容の連携を進めていただきたいと、これは意見としてお願

いしたいと思います。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ほかにございますか。 

         では、本議案について異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議はないようですので、議第１７号は承認されたものと認めます。 

         次に、「議第１８号 草津市障害児就学指導委員会委員の委嘱および任命に

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。 

 

学校教育課長   学校教育課の時岡でございます。次に「議第１８号 草津市障害児就学指導
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委員会委員の委嘱および任命につき議決を求めることについて」御説明申しあ

げます。議案書の３３ページをお開きください。内容につきましては、その次

に３４ページ、３５ページになっております。 

         ３４ページのほうに本年度の委員委嘱の名簿が載ってございます。昨年度よ

り３名のかたが今年度、増えている形になっております。お一人が表中の真ん

中辺になりますが、矢橋ふたばこども園長さん。こども園ができたというとこ

ろでこども園からの代表者がお一人入っております。 

         それから、下のほうの段ですが、草津市ことばの教室指導員というところで、

今年度、新たに老上小学校に教室ができまして、主任指導員が増員されました

ことから、山田美紀さんが新たな指導員ということで追加されております。 

         そして、表中の一番下の段ですが、下から３番目の山下紀子さん。このかた

が昨年も入っていただいているのですが、夏の就学指導委員会等の時期に個人

的な研修、免許更新等のことがありまして、欠席される日が多いということで、

一番下段の谷村悦子さん、社会福祉士の相談員という形でお勤めのかたにその

中に入っていただいております。 

         計３０名のかたを右の附属機関の設置およびその担任する事務に関する設置

条例ならびに運営規則にのっとり本教育委員会が委嘱し、任命するということ

で御審議をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   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。 

         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、異議もないようですので、議第１８号は原案どおり可決いたします。 

         次に「議第１９号 草津市小・中学校結核対策委員会委員の委嘱につき議決

を求めることについて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

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１９号 草津市小・中学校結核

対策委員会委員の委嘱につき議決を求めることについて」御説明申しあげます。

議案書は３６ページから３８ページを御覧いただきたいと思います。 

         草津市小・中学校結核対策委員会につきましては、３８ページにございます

とおり、草津市附属機関設置条例で小・中学生の結核管理かた針について調査

審議する附属機関として定数を４人以内と定め、草津市教育委員会附属機関運

営規則におきまして、委員資格者を保健医療関係者、学校教育関係者、関係行

政機関の職員とし、任期を委嘱の日からその年度の末日と定めているところで
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ございます。 

         このたび、各関係者との調整ができ、３７ページの４名を平成２８年５月１

日から平成２９年３月３１日まで委嘱することにつき、草津市教育委員会附属

機関運営規則第２条の規定に基づきましてお諮り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、説明とさせていただきます。御審議賜

りますよう、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。 

         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１９号は原案どおり可決いたします。 

          

――――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ます。 

 

教育総務課長   それでは、「報告事項（１） 平成２８年度監査等実施計画について」教育

総務課の太田より御報告申しあげます。 

         まず２ページをお願いいたします。去る平成２８年４月１日付で草津市代表

監査委員より草津教育委員会教育長宛てに通知をいただいたところでございま

す。 

         ３ページから５ページまでが平成２８年度の監査計画となっております。 

        まず１番目の監査の基本方針でございますが、本市は高齢化の進展等に伴いま

して社会福祉関連経費が増加の一途をたどっており、更に大型プロジェクト事

業等がございますので、将来的な財政負担を考えますと、本市の行財政運営は

より一層厳しさを増すものと予想されるとしており、平成２８年度の監査に当

たっては市民福祉の増進であったり、費用対効果、組織および運営の合理化、

法令の遵守などを基本的な視点として監査を実施するとされております。 

         次に、２番目の各種監査等の実施方針でございますが、教育委員会に関わる

部分につきましては、（１）の定期監査と（２）の随時監査でございます。 

         （１）の定期監査につきましては、基本的には前年度の事務および事業を対

象として実施されるものでございます。（２）の随時監査のうち工事監査につ

きましては、計画、設計、積算等が適正であり、合理的、効率的に行われてい

るどうかについて実施するとされているところでございます。 
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         具体的な監査の計画につきましては、６ページになりますので御覧いただき

たいと思います。平成２８年度監査等実施計画表でございますが、教育委員会

の定期監査につきましては、４月と５月に小・中学校と幼稚園が、そして１２

月に生涯学習課、そして１月にスポーツ保健課と学校教育課、２月に図書館が

対象となっております。 

         なお、工事監査につきましては１０月に予定をされておりますが、現時点で

は所属の指定がなされておりません。 

         監査等の実施計画につきましては以上でございます。 

 

川那邊教育長   続いてお願いします。 

 

学校教育課長   次に学校教育課の時岡が説明申しあげます。報告事項の「草津市就学援助費

給付要綱の一部を改正する要綱について」でございます。議案書の７ページか

ら１４ページが資料になっておりますのでお開きください。 

         まず草津市では、経済的にお困りの保護者のかたに対して学用品などを給付

させていただく就学援助費制度を実施しております。従来は申請時に課税証明

書等の添付書類を求めていましたが、申請者の負担を軽減するため、要綱を見

直し添付を省略することが出来るように、当該要綱の第５条と様式第１号の改

正を行うものであります。 

         ７ページの一番上のところに第５条第１項各号を次のように改める。１、前

条第２号アまたはイに該当することを称する書類、２、その他市長が必要と認

める書類。これは新旧対照表を見ていただきますと、１１ページ、改正前現行

では（１）から（５）というものがございましたが、それを改正後は（１）、

（２）という形に簡略化しております。改正後のアまたはイに該当するという

内容でございますが、これにつきましては、アが生活保護法第６条第２項に規

定する要保護者に準ずる程度に困窮しているもので、前年度または当該年度に

おいて以下のいずれかの措置を受けた者、イに関する内容につきましては、こ

のア以外のもので、失業対策事業適格者手帳を有する者、あるいは職業が不安

定で学級費等の納付金の納付状態が悪い者等々と記されているところでござい

ますが、これを市が見られる委任状をいただき、市が見られるデータの中から

確認出来るものについては省略することを可とする内容のものでございます。 

         簡単でございますが、以上です。 

 

川那邊教育長   引き続き、お願いいたします。 

 

学校教育課長   引き続き、学校教育課の時岡が報告いたします。次に資料１５ページから先
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に参りますが、「草津市特別支援教育就学奨励費給付要綱について」でござい

ます。１５ページから１９ページにかけて要綱が載っております。 

         草津市では、草津市立小学校、または中学校へ就学する学校教育法施行令第

２２条の３に規定する障害の程度に該当する児童、または生徒の保護者、もし

くは特別支援学校に在籍する児童、または生徒の保護者の経済的な負担を軽減

するため、特別支援学級に就学する児童、または生徒の保護者に対して学用品

費などを寄付させていただく、特別支援学級就学奨励費制度を実施しておりま

す。当該制度につきましては文部科学省の補助事業であることから、文部科学

省から毎年度発行される特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料

に準じて行っておりました。 

         しかしながら、県内の各市町の特別支援教育就学奨励費給付事務について確

認しましたところ、それぞれが要綱を制定している市町が多いことから、今回

草津市特別支援教育就学奨励費給付要綱を制定することとなりました。 

         以上でございます。 

 

教育総務課長   報告事項４を御報告申しあげます。２０ページをお願いいたします。「報告

事項（４） 草津市教育に関する事務の点検および評価の実施に関する要綱の

一部を改正する要綱について」教育総務課の太田が御報告させていただきます。 

         この要綱は地方教育行政の組織および運営に関する法律に基づきまして、草

津市教育委員会が行います事務の点検および評価を実施するために必要な事項

を定めたものでございます。改正内容につきましては、２１ページの新旧対照

表を御覧いただきたいと思います。 

         第５条に草津市教育委員会の行う点検評価の推進のための実施会議の構成員

を定めておりますが、老上西小学校の工事の完了に伴い、開校準備室が廃止さ

れましたことから、現行第５条第４号の開校準備室長を削除し、第５号から第

１０号までをそれぞれ一つずつ繰あげ改正後とするものでございます。 

         また、改正の要綱は平成２８年４月２０日から施行するものでございます。 

         以上、報告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   それでは、今の４点の報告事項につきまして御質問はございませんか。 

         よろしいでしょうか。では、以上をもちまして本日の議案は終了となります

が、ほかにございますか。 

 

生涯学習課長   生涯学習課長の増田でございます。 

         今、お手元に「俳句ｉｎｇ＆ウォーキング」ということでチラシをお配りさ

せていただいております。これは参加募集のチラシでございますけれども、締
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切りは既に終わっておりまして、今週の日曜日、５月１日に俳句を読みながら

草津の町を歩くことで、地域の良さの再発見につなげていこうということで、

「俳句ｉｎｇ＆ウォーキング」を実施させていただきます。 

         定員は２０名でございまして既に埋まっております。コースでございますけ

れども、５月１日の午前９時１５分に市役所に集合いたしまして、バスで三大

神社へ行って、そこから歩いて志那神社、また歩いて志那会館前、それから歩

いて蓮海寺前、そして最後にバスで市役所に帰ってきまして、８階の会議室で

ミニ句会をさせていただくという内容でございます。ミニ句会で優秀賞２作品

を選ばせていただいて、記念品を贈呈させていただこうという内容でございま

す。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   ほかによろしいでしょうか。 

         それでは、これをもちまして４月定例会を終わらせていただきます。次回は

５月２３日午後３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 ４時２４分 

 


