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開会   午前１０時４５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６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、６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、「５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、５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。 

         報告の一つ目は草津市議会についてです。６月３日に開会した６月定例会は、

先週２４日に閉会しました。今回は、７人の議員から１３本の質問がありまし

た。主な発言要旨は、指定管理制度について、まちづくり協議会の発展につい

て、就学援助制度の拡充について、滋賀県環境こだわり認定制度の農産物の利

用について、草津市のスポーツ施策について、施設整備の検討について、市民

センター指定管理に係る課題や今後の支援について、（仮称）文化振興条例の

制定について、まちづくり協議会の運営について、草津市の教育についてでし

た。質問の趣旨や答弁をしっかりと踏まえ、委員の皆様との協議を通して、市

民の皆様の期待に応える教育行政の展開に、今後も努力したいと思います。 

         次に６月５日、体育協会に加盟する２７団体の参加のもと、草津市民体育大
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会市民体育大会総合開会式が開催されました。既に県大会の予選も兼ねて２５

競技、２，８００名の選手による熱戦が繰り広げられています。県体では昨年

は５位という成績でしたが、今年は一層の活躍が期待されています。 

         また、アトラクションでは、印岐志呂和太鼓の演奏があり、会場に響き渡る

迫力ある音に感動しました。伝統芸能として大切に受け継いでいただければと

思っています。 

         また、６月１２日には、野村運動公園グラウンド・市民体育館で、「第１９

回草津市民スポーツ・レクリエーション祭」が開催され、市民やスポーツ少年

団の団員の参加をいただきました。開会式では、体育振興会連絡協議会による

体育功労賞の表彰等、その後、大玉リレー、大縄跳び、ウォーキング、グラウ

ンドゴルフ、輪投げなど、２０近くの種目の競技が行われました。大縄跳びで

は、笠縫東学区が何と１０連覇という素晴らしい成績を残されました。 

         同じく１２日に、第４８回草津市ＰＴＡ大会が「語ろう子どもたちの未来  

 育てようみんなの笑顔」をスローガンに開催されました。ＰＴＡ功労表彰では、

登下校時の安全面の見守りや地域の通学路の清掃、学習畑の手入れなどのボラ

ンティア活動を行っていいただいている２団体１個人に対し、表彰がありまし

た。子どもたちが地域の皆さんに支えられている草津市であることをうれしく

思いました。 

         また、記念講演では、アナウンサーの笠井信輔さんが、「３人の子の父とし

て、アナウンサーとして」をテーマに、子育てに奮闘する笠井家の様子や教育

論をお話しされ、また、福島の震災における取材から人が生きることの意味や

尊さも語ってくださいました。 

         子育て真っ最中の会員の皆さんにとって、よい学びの機会となったと思いま

す。 

         さて、本年度も３か月が過ぎようとしています。それぞれの所属で、順調な

取組を行っておりますが、特に今年、「中学校給食の実施方法の検討」「（仮

称）文化振興条例の策定」、「草津型アクティブ・ラーニングの推進をはじめ

とする授業改善」「学校現場における業務の適正化やチーム学校の推進」など

は、重点的な課題として、プロジェクトチームや審議会などを立ちあげ、既に

取組が始まっています。そこで今回、後ほどの報告において、それらの現状、

そして今後の予定などについて、各担当から報告をお願いしたいと思います。 

         以上、教育長報告とさせていただきます。 

         それでは、委員の皆様から６月にあった行事や、その他、教育全般に関する

事項で御感想等がございましたら、お願いをいたします。 

 

杉江委員     はい。 
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川那邊教育長   お願いします。 

 

杉江委員     ５月末になるのですけれども、私は２８日に開催されました常盤小学校の運

動会に寄せていただきました。少し空模様が気になる状況でしたが、程よい曇

り空で元気に子どもたちが運動会に参加しておりました。特に１年生は入学し

て２か月ほどですので、まだ慣れない中でどうなんだろうなと思いながら寄せ

ていただいたのですが、１年生と２年生と一緒に団体演技というか、リズムを

披露してくれていまして、余り緊張しているようにも見えなかったですし、１

年生と２年生が楽しくリズムをしている姿を見て、結構長い時間だったのです

が、よくがんばっているという印象を受けて帰ってきました。 

         また、テントの後ろの方では、５年生の児童が手と足のペアの練習をしなが

ら、競技は次だということで一生懸命自主的に練習している姿があって、思わ

ず私も応援をしてしまったのですけれども、この時期ならではの一つの目標に

向かって取り組んでいく、努力するといったことがぐっと深まっていくんだな

ということを思って、今の時期に運動会を見ることが余りなかったのですけれ

ども、感激して帰ってきました。 

         もう一つですけれども、計画訪問の御案内をいただきましたので、６月７日

に矢倉幼稚園に寄せていただきました。４歳と５歳で、４歳は素材そのもので

感触遊びをするという保育が展開されていましたし、５歳については友達と話

を、会話を楽しみながら自分たちの思いを十分出しながら、粘土に体当たりし

ながら遊んでいる姿が見られました。突然、大降りの雨がザーと来まして、あ

そこの幼稚園は園庭が高いせいなのでしょうか、ずっと園舎の方に水が流れて

きて、溝のあたりがオーバーフローしていたので、いつもこうなんですと言い

ながら、管理補助業務のかたが処理されていまして、降園時間と重なると大変

だな思いました。 

         いずれも本当に充実した１学期の後半の姿を見せてもらって、帰ってまいり

ました。以上です。 

 

麻植委員     よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

麻植委員     私も教育委員として残り４か月を切りまして、現状の把握、ニーズを知るこ

めにもう一度、小・中学校を回りたいなと思いまして回らせていただきました。 

         それに先駆けて５月２３日に、佐々木政策監から幼児期の教育についての勉
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強会を教育委員会だけでなく草津市の幼児課の皆さん、そして園長先生、小・

中先生もお運びくださっての勉強会、とても身になりました。今の現状やそし

て幼小の連携の大切さがいかに大事かということも学ばせていただきましたの

で、今、杉江先生からもありましたように、ちょうど幼稚園の計画訪問の御案

内もくださいましたので、この６月は幼稚園、小学校、中学校も回りました。

幼稚園は本当に研究会も含めて８園ですね。小学校は１０校、中学校は２校寄

せていただきました。 

         その中でずっと通して見させていただいていたのは、今、教育委員会の方で

は、子どもの読書推進計画というのがありますから、幼児期からの図書がどの

ような形で行われているのかなというのも見させていただきました。予算付け

かたもありますが、各園には工夫があって、図書館が近いところは幼稚園から

運んで行ったり、遠いところは、わかくさ号に回ってきていただいたりとか、

いろんな図書に対する姿勢を見られてうれしく思ったのが一つです。 

         それから、佐々木政策監の勉強の中でも思ったのですけれども、幼児期の教

育というのは人生の根っこの部分で、病気で言えば早期治療、早期発見ができ

る時期かなと思うので、ここを本当に大切にしなければならないなと思い、幼

稚園を回らせていただいていました。 

         小学校も回らせていただいている中で、草津にはＳＳＷ、サポートチームが

ありますよね。それが幼児期にも活用ができるようになれば、その早期治療、

早期発見という観点、早くに予防ができることになるのではないかというふう

にして、これは感じた点でした。 

         あと、小学校の方では地域協働合校、今、地域コーディネーターさんが入っ

ているので、そこを中心に見させていただきました。その中で、学校サイドの

地域協働合校と学区のまちづくり協議会、自治会の方がしてくださっている地

域協働合校もありますので、学区の中の地域協働合校の会議も傍聴させていた

だきました。いろんな角度から現状を把握することで、ニーズを知ることがで

きるのではないかなと思い動かせてもらった１か月でした。 

         以上です。 

 

周防委員     麻植委員さんが学校訪問されるということで、私も自分で校長先生に連絡し

て訪問というのがどうやったらいいのか、なかなか分らなくて、また何をお聞

きしたらいいのかも分からなかったので、回られるということで、いくつか付

いて行かせていただきました。中学校は２校、高穂中学と玉川中学の方に訪問

させていただきまして、子どもは小学生なので中学校はまだまだ未知の世界な

ので、お話はとても参考になりました。 

         玉川中学校でしたら、ほとんど全クラスの授業の様子も校長先生に見せてい
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ただきまして、落ち着いた授業の様子に安心することもできました。中学校の

校長先生のお話を聞いていてちょっとびっくりしたのが、人材探しが大変とい

うお話で、産休の先生なんかが出た場合に、補助の先生というのを学校が探す

ということを知りまして、それが何となく自動的に配置されるようなイメージ

だったので、それは現場の先生が探すものなんだなというのが、ちょっと驚い

たところです。 

         あと、地域コーディネーターとか小学校よりも学区が広いし、町内会も幾つ

もあるので、そういう人材探しが大変だということを両校ともおっしゃられて

いたと思います。 

         また、高穂中学校で自転車置場を改築してもらったら、整然として生徒が落

ち着いた状態になったということをお聞きしまして、人間ってそういうもんだ

なと思って、整理整頓というか、そういう見た目を整頓するというのは大事な

んだなというのを感じました。 

         あとは、笠縫小学校の訪問も付いて行かせていただきまして、笠縫幼稚園と

絵本を通して交流があるというお話を聞いておりまして、保育園からも行かれ

ているみたいなのですけど、学校に足を運ぶ機会が何回かあるというのは、環

境に慣れるという点でもいいんじゃないかなと感じました。 

         あと、計画訪問で山田幼稚園だけ行かせていただいたのですが、前々からち

ょっと気になっていたというか、興味があった幼稚園で、相撲体験なんかをさ

れているということで、実際に行きましたら本当に武道館が隣にあるんだなと

いうことと、そういうのを地域のかたが支えていただいているというのが、す

ごくうらやましいなと思いました。 

         あおばなを一人一鉢育てているということで、そのあおばなを使って色水で

ジュース屋さんごっこをしていたとかそういう様子も、きれいなあおばなの色

を小さいときから知りながら、親しんで行く様子がいいなと思いました。 

         以上です。 

 

谷川委員     小学校の運動会、６月のものを初めて見に行ったのですが、保護者の数のす

ごい多いことにびっくりしました。もう歩けないぐらい一杯でしたね。 

         ６月に開催している割に暑くて６年生の徒競走を見たのですが、やっぱり準

備期間が短いのかなと思いましたね。走り込みができてないような気がしまし

た。６月開催が増えてきていますけれども、じゃ、本当に走力が付くのかどう

かというのは、それが原因かどうか私は分かりませんけれども、ちょっとそれ

を感じました。 

         土曜日に中学校の部活を見に行きました。サッカーを見に行ったのですけれ

ども、クラブチームの方へどんどん流れているというふうに聞いていたのです
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けれども、結構部員が多くて、中学校のサッカー部としても技術的なものもし

っかり教えられていて、まだ中学校の部活動もやっているんだと、しっかりで

きているんだということを見ました。それと、そのとき、ブラスバンド部が練

習を土曜日にずっとやってましたので、音楽を聞きながらサッカーを見せてい

ただきました。 

         あともう一つは、小学校に行ったときに体力テストをしておられたので見て

いたのです。２年生がボール投げをしていたのですが、やっぱり投げる力が指

導しないとできないんだなというふうに思いました。両足をそろえて投げたり

とか、右で投げるのに右足を前に出してとか、そこからやっていかないと駄目

なのかなと思いました。 

         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、教育長報告につきましては、一旦ここで終わらせていただき、今

年度の主要な事業に関する各所属からの報告につきましては、議事の終了後に

お願いしたいと思います。 

 

――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   次に日程第４、「付議事項」に入ります。「議第３１号 草津市社会教育委

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。 

 

生涯学習課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

生涯学習課長   それでは、「議第３１号 草津市社会教育委員の委嘱につき議決を求めるこ

とについて」、生涯学習課の増田が御説明申しあげます。議案書は２ページか

ら４ページでございます。 

         草津市社会教育委員設置条例第２条の規定により委嘱しております社会教育

委員の任期が平成２８年６月２８日で任期満了となりますことから、新たに３

ページに掲載しております１６名のかたに社会教育委員を委嘱しようとするも

のです。 

         任期２年間で、学校教育関係、社会教育関係、家庭教育関係、学識経験者の

四つの区分により委嘱するものでございます。社会教育委員の職務といたしま
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しては、社会教育に関する諸計画の立案や意見を教育委員会に提言するという

ことを担っていただいております。 

         以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。御審議いた

だきますよう、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。 

 

谷川委員     一つだけ。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

谷川委員     横山さん、滋賀大学社会連携研究センターというのはどこにあるんですか。

教育学部。 

 

生涯学習課長   教育学部です。 

 

谷川委員     教育学部の中に、こういうセンターができているんですか。 

 

生涯学習課長   そうですね。瀬田というか、南郷でしたか、あちらの方にあるということで

す。 

 

川那邊教育長   ほかにいかがですか。 

         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   それでは、異議もないようですので、議第３１号は原案どおり可決いたしま

す。 

         次に、「議第３２号 草津市文化財保護審議会委員の委嘱につき議決を求め

ることについて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

文化財保護課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

文化財保護課長   文化財保護課、藤居でございます。「議第３２号 草津市文化財保護審議会
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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。資料は

５ページから７ページでございます。 

         草津市文化財保護条例の第５３条１項の規定によりまして、文化財保護審議

会を設置しているわけでございますが、このたび、文化財保護審議会の任期が

切れましたので、６ページに掲げております次のかたに委嘱をお願いしたいと

思っております。 

         分野としましては学識経験を有する者６名。これは各大学の先生がたで、そ

れぞれの専門分野で選ばせていただいております。それと、その他教育委員会

が適当と認める者、２名です。この人たちは普及啓発とか公開活用に実績のあ

るかたがたでございます。 

         任期としましては、平成２８年７月１日から平成３０年６月３０日までの２

年間でございます。 

         任務としましては、文化財の保存および活用に関する重要事項について調査

および審議するとともに、当該事項について教育委員会に対して意見を述べる

ということが主な任務でございます。 

         以上、簡単ではございますが、文化財保護審議会委員の委嘱についての説明

を終わらせていただきます。御審議いただきますように、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     すみません。１点、よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     「その他教育委員会が適当と認める者」なのですけれども、よくされるのは、

こういう団体とかグループとか、そういうかたかなと思うのです。この福山さ

んとは個人ですが、個人のかたにお願いするという形なのでしょうか。 

 

文化財保護課長   この「その他教育委員会が適当と認める者」につきましては、これまでから

公開とか活用に実績のあったかたをお選びして、特に個人としてお願いしたの

ですけれども、確かにそういう団体の代表とかを入れる必要があるという御意

見も聞いておりますので、今後、その辺も検討してまいって、次のときまでに

は、ちょっとその辺も考慮していきたいなとは思っております。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 
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麻植委員     こういうものは考慮すべきものなのか、個人でも構わないのかということを

お尋ねしたのですが。 

 

文化財保護課長   別に個人でも構いません。 

 

麻植委員     はい、ありがとうございました。 

 

川那邊教育長   ほかにございますでしょうか。 

         それでは、本議案につきまして御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第３２号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第３３号 草津市通学区域審議会委員の委嘱につき議決を求める

ことについて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

学校教育課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

学校教育課長   次に、「議第３３号 草津市通学区域審議会委員の委嘱につき議決を求める

ことについて」、学校教育課の時岡が御説明申しあげます。議案書の９ページ、

１０ページをお開きください。 

         通学区域審議会委員につきましては、１０ページにあります草津市通学区域

審議会設置条例第３条第２項の規定により、委員を委嘱しているところでござ

いますが、このたび、選出いただいておりました、まちづくり協議会における

役職の交代により、９ページにあります７名の委員の委嘱替えを行うものでご

ざいます。 

         委嘱機関については、いずれの委員も任期中の委嘱替えでありますことから、

条例第５条、第１項のただし書きの規定によりまして、前任者の残任期間であ

る平成２８年１２月２６日までとなります。 

         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。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。 
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杉江委員     ここの学区に載ってないかたというのは継続しておられると。 

 

学校教育課長   そのとおりでございます。 

 

川那邊教育長   では、本議案につきまして御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第３３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。事務局よりお願いします。 

 

子ども・子育て推進室長   はい。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

子ども・子育て推進室長   子ども・子育て推進室の髙岡でございます。「報告事項（１）（仮称）大路

認定こども園整備事業について」御説明申しあげます。資料は報告書の２ペー

ジからになっておりますので、よろしくお願いいたします。この資料の内容に

つきましては現時点の内容でございまして、今後、諸事情によりまして変更す

る可能性がありますので、御了承いただきたいと思います。 

         ２ページの下の段でございます。「幼保一体化実施スケジュール」というこ

とで、幼保一体化推進計画に基づきまして、モデル園の設置について定めてい

るものでございまして、御承知いただいておりますとおり、第五保育所が矢橋

ふたばこども園として、笠縫東幼稚園が笠縫東こども園として、この４月から

開園をいたしております。 

         そして、来年の２９年４月には草津保育所と中央幼稚園を統合しまして、

（仮称）草津中央認定こども園として開園するということで、現在準備を進め

ているところでございます。 

         そして、その次の第六保育所と大路幼稚園を統合した（仮称）大路認定こど

も園につきまして、今回、御説明させていただくものでございますが、これら

の両施設につきましては、老朽化が進んでおりまして、施設の改修が急務であ

りますことや保育所では待機児童の解消、幼稚園では定員割れへの対応が必要
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でございまして、さらに３歳児幼児教育への対応が必要ということで、このよ

うな施設を統合し、移転、新築をしまして整備をしようとするものでございま

す。 

         この整備に当たりましては、創意工夫による特色ある、新たな機能付加が可

能で、独自性や柔軟性等を生かした授業展開が期待できる事業手法として、プ

ロポーザルによります民設民営方式を採用することとしておりまして、今年度

に事業者の募集とプロポーザルを行い決定しまして、２９年度から建設工事、

移行保育というのを行いまして、３０年度の開業に向けて進めていきたいとい

うふうに考えております。 

         資料は３ページをお願いしたいと思います。 

         ３ページの上の段でございますが、認定こども園の整備スケジュールという

ことで、まず関係者の説明の状況ですが、３月末、３月２９日に市議会の全員

協議会に民設民営方式の方針につきまして御説明しました後に、地元議員様や

私立の保育園、幼稚園の皆様に御説明をし、あわせて保護者の皆様には、４月

１３日、２３日、２７日を第１回目として、また５月１８日、２１日を第２回

目として御説明をさせていただいております。この後、７月中旬から９月下旬

にかけまして事業者の公募を２か月半行ってまいりまして、１０月、１１月に

事業者の決定、そして１２月から設計等の諸手続に入りまして、あわせて地元

の皆様や保護者の皆様への説明を事業者さんとともにさせていただきたいと思

っております。２９年度は工事と移行保育を行い、３０年度には開園というこ

とになっております。 

         ３ページの下の段でございますが、移転候補地につきましては、大路市民セ

ンターの前の用地で、いわゆる西友跡地の３，０００平米を予定しております。 

         ４ページでございますが、「（仮称）大路認定こども園 民設民営方式への

移行に伴う対応について」ということで、５点、書かせていただいております

が、これにつきましては、先ほど申しあげました４月の保護者の第１回説明会

で、特に質問等が多く出た項目を５点、保育内容や保育サービスについてどう

なっていくのか、あるいは保育教諭の配置についてどうか、保育内容の質の確

保や質の向上について、移行に伴う保育の支援について、事業者募集・選定に

ついてという、この５点について、保護者の皆様に詳しく説明させていただい

ております。 

         ４ページの下の方、まず１点目の保育内容・保育サービスについてというこ

とで、左側が「民営化後も変わらないこと」、右側が「民営化により変わるこ

と」として御説明させていただいておりまして、変わらないこととしては基本

的な保育時間や利用者負担者額、いわゆる保育料、それから基本的な保育内容

等々でございます。この保育内容につきましては、国の定める「幼保連携型認
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定こども園教育・保育要領」や「草津市の乳幼児教育保育指針」、あるいは

「教育・保育カリキュラム」に沿った教育保育を提供していくということでご

ざいます。 

         民営化により変わることといたしましては、やはりそれぞれの事業者様の特

色ある多様な保育、あるいは多様な保育ニーズへの対応ということで、延長保

育時間の拡大や在園児以外の一時預かり、休日保育、さまざまな特別指導等で

ございまして、これらの対応につきましては、事業さんからの提案に基づき実

施するということになっております。 

         次に、５ページでございますが、２点目は保育教諭の配置についてというこ

とです。保育教諭につきましては、事業者さんが雇用いただきまして配置する

ことになりますが、現在、保育教諭の配置の基準は国の基準と草津市の基準が

ございまして、一部草津市の基準は国の基準を超えて手厚く配置をしていると

ころで、この配置の基準については現行と変わらないということになります。 

         そして、事業者の募集に際しましては、施設長や保育教諭等に一定の経験年

数を条件付けたいと思っております。さらに、質の確保ということで開園後も

新しいこども園を含めまして、公私立共同で研修実施をしていきたいと思って

おります。 

         次に、その下の段、３番目の保育内容の質の確保、質の向上ということで、

今回、公立からの移行ということで、公私連携協定というものを締結していき

たいと思っておりまして、これは認定こども園法第３４条に規定されているも

のでございますが、施設の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を

有する法人であることを認められる者を、その者の申請によりまして市町村が

指定をし、その上で市と法人との間で協定を締結するということで、これによ

りまして市の方から指導監督や定期的なチェック、協定違反に対する勧告、行

政の協力事項あるいは三者協議会等の設置を法的に担保することができまして、

市の一定の関与を保ち続けることができるようになるものでございます。 

         最後に申しあげました三者協議会につきまして、６ページの上の段でもう少

し詳しく説明させていただきたいと思います。 

         ３者協議会につきましては、市と事業者と保護者、必要に応じて地域のかた

に入っていただきまして、それらのかたがたで協議をしていただくのですが、

保育の内容や園の行事、あるいは保護者アンケートに基づく保護者から提案に

ついて審議をしていただいて、よりよい保育の質の確保、向上を目指すもので

ございます。 

         下の段、４番目の移行に伴う保育の支援ということで、移行保育について御

説明させていただきます。 

         公立保育と新しい事業者の保育が融合し、より質の高い新しい保育環境を構
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築していくことを目的として、移行前の一定期間、事業者の保育教諭を受入れ

まして、市の保育教諭と共同で保育に当たり、きめ細かい引き継ぎを行うとい

うことで、事業者が採用していただきました先生を現在の大路幼稚園、第六保

育所で受入れをしまして、子どもたちが新しい園へスムーズに移行できる環境

づくりを行うものでございます。 

         次の７ページは移行保育の概要でございますが、対象者は施設長予定者ある

いは主幹保育教諭、クラス担任予定のかたで、おおむね移行前、開園前の１年

間、引き継ぐ内容としましては、在園する子ども一人ひとりの特性や年間行事

を含む日々の保育、あるいは園児保護者との信頼関係というものを引き継ぐと

いうことで、今後、詳細につきましては現在、庁内で調整中でございますので、

７ページの下の段で、先進的な横浜市さんの例でお示しをさせていただいてお

ります。 

         横浜市さんでは４月から１１月、週１回、１日６時間、施設長の予定者や主

幹保育教諭のかたが来ていただくということで、１２月にはそれらのかたがた

が週２回、７．５時間来られるという形になります。１月から本格的な移行の

形になるわけですが、今の施設長予定者、主幹保育教諭に加えまして、保育教

諭各クラス担任予定者のかたがたが週５日、７．５時間保育に入っていただい

て引き継ぎを行うという形になっております。 

         これらの日数、時間や期間についての詳細は今後、調整をしていきたいと思

っております。 

         ８ページの上の段でございますが、移行後の対応で保育訪問というものを予

定しております。これにつきましては、市が事業者に対して協定内容が守られ

ているかどうかという確認や指導監督、あるいは保育内容などについての助言

を行うということで、定期的、または行事の際に、現在の施設長やクラス担任

が、おおむね移行後、１年間を目途として保育訪問するということで、こちら

の方も予定しております。 

         ８ページの下の段で、今回、説明させていただきました内容で事業者の募集

を７月１５日から９月３０日の２か月半で行う手続となっております。この募

集要項にも幼保連携型認定こども園として、長時間利用児１３０人、短時間利

用児７０人の２００人、応募資格として社会福祉法人と学校法人、そして認定

こども園の設置、設備・運営に関する条件や就学前教育・保育に関する条件な

どを募集要項で定めたいと思っております。 

         さらに、事業者の選定につきましては、１０月から１１月にかけまして、市

の委嘱した専門家で構成された選定の委員会で選考する予定ですが、詳細につ

きましては今後、調整し、決定する予定をいたしております。 

         最後に９ページのスケジュールでございます。重複する部分もありますが、
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現在６月下旬ということになるのですが、５月の段階で保護者さんのアンケー

トを実施しておりまして、あるいはまた６月にもこれから説明会を実施する予

定で、それらの意見を募集要項や協定の内容に反映をしていきたいと思ってお

ります。１０月から１１月に業者の選定・決定を行い、１２月に協定の締結、

そして、保護者・地元説明会を事業者とともに入っていきまして、２９年度は

建築工事と移行保育・合同会議を行い、３０年４月に（仮称）大路認定こども

園の開園と進めていきたいと予定しております。 

         説明につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   もう一件、報告をお願いします。 

 

教育総務課長   続きまして１０ページでございます。「報告事項 （２） 寄付受入れ報告

について」、教育総務課の太田より御報告申しあげます。 

         今回２点、寄付をいただいております。まず１点目が、有限会社山王都市開

発様より草津小学校へプロジェクターとインジェット複合機を、そして公益財

団法人深尾理工教育振興財団様より山田小学校へ、ビーカーとほか３件の理科

用教材をいただいております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの二つの報告事項につきまして、御質問等はございませ

んか。 

 

杉江委員     すみません。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

杉江委員     民設民営ということで説明をいただく中で、公私連携という方向をとってい

ただいたということは、質の向上という面からもいいのかなという思いをいた

しております。 

         ２点ほど質問で申し訳ないのですけれども、シート３のところの関係者説明

の欄です。地元だったりとか保護者、そして職員の方にも御説明をされてきた

ということですが、言える範囲で結構でございますので、そこで出てきた課題

といいますか、不安ですとか、そういったことを少しお話しいただけたらいい

かなと思います。 

         地元の説明には、まちづくり協議会への説明ということだけなのか、あるい

は周辺のそういう少ない単位での説明というのも今後どういうふうにしていか
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れるのかなというところを、少し聞かせていただけたらありがたいです。 

         ２点目ですけれども、移行保育についてです。事実上、２９年度からという

ことで、横浜の例を挙げていただいているのですが、横浜も公から民への一体

化の方向だったのか、そこをお尋ねしたいです。それと、そこでの移行保育が

スムーズに行ったのか、どのような課題があったのか、あるいは草津市ではど

のような課題を予測しておられるのかというところも含めて、たくさん質問い

たしましたが、よろしくお願いしたいと思います。 

 

川那邊教育長   それでは、２点につきましてよろしくお願いします。 

 

子ども・子育て推進室長   子ども・子育て推進室の髙岡でございます。 

         まず１点目の関係者への説明の状況でございます。地元の説明につきまして

は、まちづくり協議会さんに５月１３日に説明会を実施させていただいており

ます。その説明会の段階では、特に事業自体に反対するというようなことはご

ざいませんでした。園の規模、設定規模が適正かどうかなどの質問がありまし

たが、特に反対されるようなことはございませんでした。 

         今後は、６月の定例市議会の方でも一般質問等で御質問がございました関係

もありまして、まちづくり協議会さんと調整の上で周辺の町内会やマンション

が幾つか建っておりますので、そちらの方への説明というものを今後、調整し

ていきたいと予定しております。 

         それから、保護者さんの説明につきましては、１回目の説明会で出ていまし

た内容については、先ほど申しあげました５点ほどの内容が特に疑問であると

いうところで、多く出た意見でございまして、２回目の説明会につきましては、

説明会の中で、特に認定こども園自体に関する御質問や入所、入園に関する一

般的な御質問も多くいただいております。また、園庭の広さはできるだけ広く

確保してほしいということや、それから保護者アンケートを実施しましたので、

保護者アンケートは募集要項に反映していただきたいというようなことですと

かいったものが中心で、あと事業者の選定に保護者がどれだけ関われるのかと

いうところを御質問いただきまして、その辺が今後、次の説明会に向けての課

題になってくるかなと認識しております。 

         次、２点目の移行保育につきまして横浜市の例でございます。横浜市の例は

公立の保育所から民営化するもので、こども園とは少し違うのですけれども、

公立の保育所から民間への移管という形になっております。 

         そこでの課題等で、実際、職員が横浜市に行って聞き取りをさせていただい

た中では、保護者説明会の中でも出ていたのですけれども、この移行保育の期

間とかタイミングについて、もうこれだけの短い期間で大丈夫かということで、



 

- 16 - 

 

１月から３月に各クラス担任が入っていただく形になるのですが、１月はその

担任の先生が今の担任のやりかたを見ていただいて、２月は合同で教育・保育

を実施し、３月は新しい事業者の先生が保育を実施していくという形で、この

期間については、もう３か月ぐらいで十分であるということを聞いております。

保護者のかたにもそういう説明をさせていただいております。 

         移行保育につきましても、先ほど申しあげました現在、日数とか時間とか期

間を内部で調整中ですけれども、できるだけ横浜市さんに近い形で行えるよう

に調整を進めていく際には、その辺が現在の課題であるかなと考えています。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

杉江委員     はい。子どもは自分の発達に則した保育を受けるのみなので、移行保育とい

うのは進めかたとして持っていくということで、それぞれの発達に則した成長

が見られる保育をするということを基本にいけるといいのかなと。年齢が低け

れば低いほど、職員が変わったりとかいろいろあったりすることで、不安がま

た出てくるかなと思うので、そこの部分は丁寧に、慎重にというところをまた

お願いしたいと思います。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

麻植委員     協定締結の件でお伺いしたいのですが、４ページの下のところに、国の定め

る云々と書いてある中に、「「草津市就学前教育・保育カリキュラム」に沿っ

た保育を提供します」とありますが、今現在、草津市では接続カリキュラムの

案が出てきて、今、策定をしようとされています。そこの部分がこの協定書の

中に含まれるのかどうかをちょっとお伺いしたいのですが、お願いいたします。 

 

子ども・子育て推進室長   子ども・子育て推進室の髙岡でございます。 

         この保護者説明会の中でも、小学校との接続については御心配していただい

ている点で、御質問も出ておりました。今現在調整中の接続カリキュラムにつ

きまして、可能な限り、その状況で要項に載せていきたいと思いますし、小学

校との接続自体についてはしっかりと対応するようにということで、それを要

項の中にしっかり生かせるようにしてまいります。 

 

麻植委員     はい、ありがとうございました。 

         今、このカリキュラム案の段階では、草津市が作成する形になっていますの

で、これが対応する年齢が５歳児の１０月から１年生の７月までということで
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カリキュラムを組んでおられるので、ぜひここは草津市と草津市教育委員会と

で作成した形をとっていただけたらありがたいなと思っています。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ほかにございますか。お願いします。 

 

谷川委員     ７番の保育教諭の配置等についてというところで、草津市は一、二歳で児童

４人につき一人とか、そういうすごく子どもを大事にした関わりをしていると

いうことなのですけれども、嘱託と正式な職員の違い、今後、そういう民間に

移ったときに経営のことを考えると、そのあたりが正式じゃなくて非常勤とか

嘱託を入れる可能性はないのかどうか、ちょっとそれを心配するのですけれど

も、そのあたりはどうですかね。 

 

子ども・子育て推進室長   子ども・子育て推進室の髙岡でございます。 

         現状、民間の保育園さん等でも常勤、非常勤の把握については、実情として

はさせていただいておりません。この民間の保育園に対しましては、運営補助

というものを市から交付しておりまして、一定の基準に基づきまして、その保

育教諭のかたの人件費につきまして算出をし、広報させていただいているもの

でございまして、その状況で各団体さんで雇用していただいて、場合によって

は常勤であるとか非常勤であるとか、さまざまな待遇になってくるかとは思う

のですけれども、この募集に際しましては、一定の経験年数というものを条件

付ける予定で、常勤、非常勤までは規定をするということはしておりません。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 

 

谷川委員     できれば、そのあたり、安定した雇用をすることによって、子どもへの関わ

りもすごく細かなところまで行けるんじゃないかと思うので、そのあたりを検

討してもらえたらと思います。 

 

川那邊教育長   ほかにいかがですか。 

         それでは、報告事項はこれで終わります。続きまして、先ほど教育長報告の

中で挙げました、今年度の主要な事業に関しまして、取組内容等の報告を各担

当所属からお願いしたいと思います。 

         まず、文化振興条例につきまして、それから中学校給食、事業改善、草津型

アクティブ・ラーニング、この順でお願いしたいと思います。 
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生涯学習課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の増田でございます。 

         今年度、生涯学習課では、文化振興条例の策定に着手をしてまいります。現

在、国は文化芸術立国を目指して、さまざまな施策を検討されております。そ

ういった中、昨年の７月には、２０２０年の東京オリンピックに向けて、全国

津々浦々で文化プログラムを実施し、それを内外に発信していくという基本構

想が文化庁より発表されたところです。このようなことから本市においても、

この４年間を文化振興にとって重要な期間と位置づけ、戦略的な文化振興の実

施体制を構築し、具体的な施策の実施に結び付けてまいりたいと考えておりま

す。 

         その第一歩として、文化振興条例では、本市が文化振興を進める上での文化

の定義や施策の方向性を定めてまいりたいと考えております。 

         なお、条例案の策定に向けては、新たに設置いたします文化振興審議会にて

議論をいただき、来年の７月の施行を目指してまいります。 

         また、条例施行後は速やかに文化振興計画の策定に取り組んでいく予定でご

ざいます。 

         以上でございます。 

 

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。市立中学校の給食実施に向けた検討状

況について御報告申しあげます。 

         ５月の定例教育委員会におきまして、草津市中学校給食実施方式等検討委員

会の委員委嘱ならびに草津市中学校給食実施基本計画を策定するに当たり、同

検討委員会へ諮問することについて御承認をいただいたところでございますが、

去る５月３１日に第１回草津市中学校給食実施方式等検討委員会を開催させて

いただいたところでございます。第１回の検討委員会におきましては、中学校

給食実施基本計画策定に向けた策定方針及び策定スケジュール、ならびに中学

校給食の現状と給食実施に向けまして御説明をさせていただき、御意見を頂戴

したところでございます。 

         各委員からは、学校給食は学校教育の一環ということで、学校給食法２条に
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定める七つの目標が達成できるような給食とすべきであると。また、できる限

り速やかに実施してください。現在の小学校の給食がとてもおいしく、また給

食指導もされている中で、小学校から中学校へ継続していけるものとしてほし

い。昼食時間を確保することも大切である。また、子どもの食の状況の変化や

中学生になると心身ともに不安定となることへの配慮等が必要。また、長い間、

中学校現場で給食は実施されていなかったこともあり、今後、学校現場におい

てはどのようになるか不安という御意見等を頂戴したところでございます。 

         今後の検討委員会の予定といたしましては、委員からの御意見等も踏まえま

して７月６日に草津市の学校給食センターの視察をいただき、試食も含めまし

て市立小学校の給食について説明をさせていただく予定をしており、また本市

の中学校のスクールランチについても、７月２０日に試食をいただく予定でご

ざいます。 

         第２回の検討委員会につきましては、７月２０日に予定いたしておりまして、

他都市における事例調査結果から各実施方式の特徴や残食、アレルギー、食育

推進などについて御審議いただく予定でございます。 

         以上、御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   それでは授業改善、草津型アクティブ・ラーニングについてお願いします。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課の髙井でございます。まず、授業改善でございますけれども、

草津市内の授業を一定、これから良くしていこうということで、平成２７年１

月から３月にかけて校長会、教頭研修会において、三つの柱をもって変えてい

くということを説明させていただきました。 

         一つ目は、学校のユニバーサルデザイン化でございます。これは特別に支援

を要する子どもたちが安心して学習を進めていけるような学習環境を整えてい

くこと、それから授業の進めかた等について配慮することをまず説明をさせて

いただきました。 

         続いて、主体的で協働的、問題解決的な学習を皆でやっていきましょうとい

うことで提案をさせていただきました。これが２月の校長会、教頭研修会でご

ざいます。 

         そして、３月にはＩＣＴ、草津が特に力を入れている電子黒板やタブレット

等を有効に活用した授業の改善を進めていきましょうということを、三つ目の

柱として提案させていただきました。 

         そして、この二つ目に説明しました主体的、協働的、問題解決的な学習とい

うのを、草津型アクティブ・ラーニングとして位置づけをしているところでご

ざいます。このことにつきましては、教育委員会が発行しております全戸配布
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の「コンパス」において、全ての家庭に今回の発行において説明をさせていた

だいたところでございます。 

         また、文部科学省指定の自治体の応援事業で、ＩＣＴを活用したアクティ

ブ・ラーニングカリキュラムの策定というものに今現在、取り組んでいます。

市内小学校３校、志津小学校、草津小学校、山田小学校、それから中学校では

松原中学校と新堂中学校に御協力をいただいて、今現在、ＩＣＴを活用したア

クティブ・ラーニングカリキュラムの実践事例をまとめているところでござい

ます。 

         なお、これらの取組につきましては、１月２７日金曜日、アミカホールで教

育フォーラムという形で発表する計画を立てております。今まで教育フォーラ

ムにつきましては、道徳教育を中心に年間、まとめさせていただいていたので

すが、文部科学省から指定をいただいた、このＩＣＴを活用したカリキュラム

についても、合わせて発表していくという方向を立てているところです。 

         １月２３日月曜日には、これの先駆けで志津小学校におきまして公開授業を

していただくとともに、今現在、アクティブ・ラーニングカリキュラムの作成

に当たって、アドバイザーとしてお越しいただいている鳴門教育大学の藤村 

裕一先生に御公演をいただく予定をしておりますので、その週の月曜日と金曜

日に１回目、２回目という形で行わせていただこうと思っております。 

         ２７日の教育フォーラムに先駆けて、午前中には草津小学校と山田小学校で

公開授業の予定をしております。市内だけでなく、できれば県、それから全国

的にも発信をさせていただき、情報公開に務めたいというふうに考えておりま

す。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   もう一つ、冒頭申しましたが、学校現場における業務の改善、業務適正化や

チーム学校推進などについてお願いします。 

 

学校教育課長   教育委員の皆様がたには、先ほど封筒の方で８月１０日の管理職研修の御案

内をさせていただきました。大きな目標が、子どもたちにとって授業が分かる、

授業を通して学校力を高めようというものです。そのために、今求められてい

ますのが、教員の長時間労働の改善、業務の適正化、それを担うためのチーム

学校の体制の推進ということで、喫緊の課題として現在、佐々木政策監をプロ

ジェクトチームのリーダーとして、学校教育課、学校政策推進課、部活動の指

導も絡みますことからスポーツ保健課の課長、課員がメンバーとなり、第１回

目の会議を今週開く予定でございます。 

         基本的には、教員の担うべき業務に教員が関われるような時間の確保してい
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くために、どのように業務改善を進めていくのか、そのために学校の指導体制

としてチーム学校、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを初

めとした専門的なスタッフを取り入れていく、そのようなことを検討し、学校

を教育委員会として今後支援してまいりたいと考えているところでございます。 

         これからでございますので、方向性として御説明いたしました。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの報告につきまして、御意見、御感想があればお願いし

ます。 

 

杉江委員     ただいまお聞きしました教育現場、学校現場における業務の適正化というこ

とに関しまして、これからの取組ということで良かったなと思っているのです

が、本当に教育現場に求められる、保育園も幼稚園も小・中も全てだと思うの

ですが、多様なニーズが本当に山積しているかというか、多いなと年々感じて

実感を持っていたところです。業務適正化ということで、現場でのアンケート

ですとか実態調査的なことや、本当に先生がたが過剰な労働になっていないか

というところも含めて、また今後の方向に生かせていただければありがたいな

と思います。遅いことが当たり前になっている先生がたの意識というのも、ま

た子どもたちが健康な状態で授業、保育をしてほしいと思いますので、健康管

理的なことも含めて、またよろしくお願いしたいと思います。 

 

川那邊教育長   ほかに。 

 

麻植委員     よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

麻植委員     私も杉江先生の意見に同じで、ちょっとエールを送りたいなと思ってお話し

させてもらいます。 

         今、本当にたくさんの学校を回って一番に感じるのは、先生がたのとても大

変な、いいことなのですけれども、どんどん新しいことが入っていく。政治で

もそうですけれども、事業仕分けをしながら、どれを残していくかということ

をしなければならないけれども、することそのものにもエネルギーが要って、

それもできない状況を鑑みると、本当に現場の先生がたではないところで、そ

ういうことに手を付けていこうとくださるのは本当にありがたいことだなと思

っていますので、どうぞよろしくお願いしたいなと思っています。 

         周防委員さんからもおっしゃられましたが、人探しも本当に現場の先生がた、
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こんなに大変なのかと。教育現場の学校の先生ではなく人材バンクのような部

分があると、校長先生、教頭先生の御負担が少しでも減るのかなというのを今

回痛感して帰ってきたところなので、そこもまた一緒に見ていただければうれ

しいなと思います。よろしくお願いします。 

 

谷川委員     一つだけ。学校のユニバーサルデザイン化の中で、具体的な学習環境を整え

るとはどんなことですかね。 

 

学校政策推進課長   まず一つは、子どもたちが刺激を受けるようなことをできるだけ減らしてい

くということが大事だということを提言しています。 

         例えば、黒板の周りに余計な掲示物を貼らないとか、机や椅子を引きずる音

が気になる児童がいる場合には、そこに何かクッション材を設けて音ができる

だけしないようにする。それからまた、友達関係にも十分配慮した形で座席を

決めていくということも、教育環境に配慮していることであると提言をさせて

いただいております。 

         これは教師サイドのことになりますけれども、例えば子どもたちの机の前に

名札を貼っておくことによって、授業に入った先生がすぐにその子が誰である

かということが分かって、また誰か休みになったときに、教務、教頭が行った

場合でも、それぞれの子どもたちに対応できるようなものを作る。それから、

教室の中で、いろんな学級担任が変わることによって、例えば置いてあるもの

とか、はさみ一つにとっても置き場所が変わってしまうとかいうことが起きな

いように、ある程度、どこに何を置くのかということを統一していくことによ

って、年度がかわって新しい環境になったときも安心して学習に取り組むとい

うことを、できるだけ細かく説明させていただきました。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

谷川委員     学級担任の独自性とクラスの子どもの状況によって違うじゃないですか。そ

れも配慮したことを加えておかないと、全てが統一化されると、逆に学習環境

によって溶け込めない子どもができてこないかというのもあるので、そのあた

りは幅を持った学習環境というのが大事かなと思います。 

 

川那邊教育長   幾つか今のような視点を定めていただきながら、教員の創意工夫も生かせる

ことを大事していきたいと思っています。 

         ほかに質問はございますか。 
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麻植委員     もう一点、いいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     文化振興条例ができることで動き出してくださって、私も本当に長いこと、

ここの委員の座らせていただいて言い続けてきたことなので、とてもうれしい

ことなのですけれども、この教育委員会サイドに文化の部分がある関係上、教

育的な観点での文化という観点とか考えかたが大きくあるかなと思うので、そ

こも本当に市も教育現場もまたいだ提携施策を打っていただいたらありがたい

なと思うんです。 

         なので、審議委員さんの選定に今、取りかかってられると思うのですけれど

も、広い視野で選んでくださればありがたいと思います。お願いなので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ほかによろしいでしょうか。 

         今の課題につきましては、引き続き、それぞれ着実な取組があると思います

ので、また機会あるごとに報告もいただければと思っております。 

         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。 

 

生涯学習課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

生涯学習課長   生涯学習課から２点ほどお知らせをさせていただきたいと思います。 

         まず１点目です。お配りをさせていただきますけれども、「子どもが輝くブ

ックトークコンサート２０１６」のお知らせでございます。夏休みを前に、家

庭内読書の勧めとして、多くの人に親しまれる物語を音楽物語としてお届けす

る「子ども輝くブックトークコンサート２０１６」が７月２３日土曜日の午後

２時よりアミカホールで開催をされます。今回の内容は、プロのアーティスト

によるオペレッタ、「青花紙のうた」の上演とミニコンサートでございます。

「青花紙のうた」は、草津の花、あおばなにまつわる民話をもとにしたオリジ

ナルオペレッタで、脚本を宝塚歌劇団の中村暁さん、それから作曲を千秋次郎

さんが手がけられております。ミニコンサートは童謡、童歌を中心とした親子

で楽しめる内容となっておりますので、ぜひ御来場いただきますようお願い申

しあげます。 
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         それと二つ目でございますけれども、「第３２回 草津市青少年の主張発表

大会」の開催でございます。今回、３２回目を迎える「草津市少年の主張発表

大会」が７月３日の日曜日に、アミカホールで開催をさせていただきます。市

立６中学校と光泉中学校、湖南農業高校から代表が一人ずつ選出をされており

まして、自分の身の回りの出来事やニュースに対する日頃感じている思いを、

１，６００字にまとめられ、意見発表をされます。当日、審査の結果、上位３

名を８月２０日に行われます県大会、滋賀県中学生広場「私の思い２０１６」

に推薦をいたします。当日は高穂中学の生徒会の皆さんが運営に協力をしてい

ただきますので、舞台進行なども生徒たちが行います。 

         また、高穂中学吹奏楽部による演奏もございますので、ぜひ御来場をいただ

きますよう、お願い申しあげます。 

         以上でございます。 

 

教育副部長    教育委員会の八杉でございます。 

（歴史文化担当）   お手元に資料を置かせていただいております。草津宿街道交流館の事業でご

ざいますが、このたび、草津市がもともと文化庁の附属機関でございまして、

現在独立行政法人の国立文化財機構東京文化財研究所とともに、市域において

栽培されておれましたあおばな、さらに製作されておりました青花紙について

記録保存を行う調査を実施いたすことになりました。既に４月１日付で協定を

結んでおりますが、６月末あたりからあおばなの栽培、また青花紙の製作が本

格化いたしますことから、先週、６月２４日に市長の定例記者発表において発

表させていただきました。江戸時代からずっと草津の特産として栽培され、着

物文化を支える貴重な絵の具として生産をされてきましたけれども、着物文化

の低迷であったり、またあおばなの生産農家の高齢化によりまして減少しつつ

ありまして、現在、栽培農家が３軒にまで減ってきております。そういったこ

とを危惧いたしまして、東京文化財研究所の染織工芸専門の研究員が注目され

まして、この機会にぜひとも記録に残し、今後の技術継承に向けての取組も含

めて考えていきたいということで、協働で調査を進めていくことになりました。 

         調査期間は今年度と来年度の２年間でございます。成果につきましては、当

然のことながら、研究記録として保存ということも当然でございますが、市民

への還元の部分も含めまして、映像の公開でありますとか市民向けのブックレ

ットの制作なども含めて、今後、進めてまいりたいと思っております。 

         また、市民への啓発事業の一つといたしまして、７月３０日から９月４日ま

でございますけれども、勝手にネーミングを付けましたが、コバルトブルーと

いうブルーを、栗太郡で栽培されておりましたことから、栗太ブルーという名

称を付けまして、「ＫＵＲＩＴＡ ＢＬＵＥ 名産青花紙の生産と流通」とい
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うテーマで生産の経過でありますとか、その流通、友禅の下絵描きに用いられ

た状況などを含めた展示、紹介をする場を設けさせていただきたいと思います。 

         また、詳しくはチラシ等で案内をさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。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、これをもちまして６月定例会を終わらせていただきます。次回は

７月２５日月曜日の午前１０時４５分から定例会を開催する予定ですので、よ

ろしくお願いをいたします。ありがとうございました。 

 

閉会   午前１１時５５分 

 


