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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７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、７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、「６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、６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。 

         梅雨も明け、本格的な夏の到来です。この７月２０日には、市内全小中学校

で１学期の終業式が行われました。それぞれの学校において、充実した教育活

動が進められたことを嬉しく思います。特に、教職員の皆さんは、多忙化が問

題となっており、その中にあって、授業改善や生徒指導、部活動等に精力的に

お取り組みいただきました。熱心な指導で、草津の先進的で意欲的な学校教育

が進められていることを頼もしく思っています。また、地域、保護者の皆様の

御支援や御協力をいただいたことを大変ありがたく思っています。 

         それでは、報告に入りますが、一つめは本年度の子どもの読書活動に関する

調査報告についてです。今年は、市内小中学校の児童生徒がこの５月に読んだ

冊数は小学校では１４．０冊、中学校では４．３冊でした。全国の結果はまだ
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出ていませんが、恐らく小学校では全国平均を大きく上回り、中学校でもほぼ

全国を超えるまでになったと思われます。学校司書と教員、ボランティアの皆

さんが力を合わせ、学校図書館における読書環境の充実に取り組んでいただい

ている成果であろうと思っています。今後、学校におけるビブリオバトルヘの

取組や学習・情報センターとしての学校図書館のありかたを探るなど、読書指

導の質的な向上を目指したいと考えています。 

         次に、教育研究所の取組です。この夏の教員研修としては、「人権教育講

座」「道徳教育講座」「英語教育講座」「特別支援教育講座」「ＩＣＴ活用講

座」など、草津ならではの１２講座が、夏休み初日の２１日から既に始まって

います。また、１学期には、３回の夜間自己啓発講座も開設され、英語教育や

体育、授業改善など、実践的な研修が行われました。「研修し続ける教師こそ

が教えることが出来る」との言葉がありますが、今年も草津市の教職員の皆さ

んには、こういった講座の受講はもとより、それぞれが自らの専門性や力量を

高めることに力を入れてほしいと思っています。 

         また、スキルアップアドバイザーの３名の先生においては、各学校への訪問

指導など、対象となる教員への丁寧な指導助言に努めていただいています。教

員の世代交代が進みつつある今、教育技術を継承していくことは重要な課題で

す。今年から始まった教員同志が学び合うＢＳ（ブラザー・シスター）の導入

とあわせて、今後もスキルアップアドバイザー事業の充実に努めたいと考えて

います。 

         次に、南笠東小学校囲碁チームの３名の子どもたちが、７月３１日から東京

の棋院会館で行われる「第１３回文部科学大臣杯小中学校囲碁団体戦全国大

会」に県代表として出場されることについてです。この３名は、南笠東公民館

のこども囲碁教室に通っておられ、指導者の橋本頌造さんや立命館大学囲碁部

の皆さんの指導の下で力をつけてこられました。滋賀県大会での優勝した実力

のあるチームで、全国大会での活躍を大いに期待しています。 

         次に、社会教育と文化財に関わってです。７月１２日から１６日、草津美術

協会による作品展がクレアホールで開催されました。３６回を数える伝統的な

作品展で、会員の創意ある素晴らしい作品を見せていただきました。草津の文

化振興の一つとして、さらなる発展を期待しています。 

         また、８日には、草津市文化財保護審議会を開催しました。会議では、草津

の文化財の保存整備に関わり、事業や文化財の抱える課題などについて報告を

し、委員の皆様からは、今後も、専門的な見地から御指導、御意見をいただく

ことになっています。 

         最後に、１学期におけるいじめの状況について、担当課からの報告をお願い

したいと思います。 
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         以上、私の方からの報告とさせていただきます。 

         では、続きまして、いじめの状況についてお願いしたいと思います。 

 

学校教育課長   教育長。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

学校教育課長   学校教育課の時岡でございます。お手元に資料はございませんが、月別のい

じめの認知件数につきましては、昨年度と比較いたしまして今現在、１０１件

から１３６件と認知件数の方は増えております。それから、例年の傾向でござ

いますが、年齢別に見てみましたときに、小学校の５、６年生、中学校の１年

生、この年齢のところに認知がたくさん増えております。時期的に申しますと、

６月、１０月、２月にいじめのピークがございまして、特に２学期、体育祭、

運動会等が行われた後の１０月頃が年間で最も多い時期というふうになってご

ざいます。 

         このことを受けまして、９月の校長会でも各学校にいじめへの早期発見、早

期対応、未然防止等にかかる注意喚起を予定しております。現在、小学校、中

学校、それぞれ児童会や生徒会でのいじめ撲滅の活動が活発に行われておりま

して、特に６中学校におきましては、生徒会を中心とした啓発劇、集会等が活

発に行われているところでございます。小学校におきましても、いじめをなく

そう集会であるとか、人権週間におけるさまざまな集会の中で、子どもたちの

取組としていろいろなことが進んでいる状況でございます。 

         簡単ですが、以上で終えさせていただきます。 

 

川那邊教育長   １学期のいじめの事案については、現在はどうですか。今も続いているのか、

それとも一定解決したのか。 

 

学校教育課長   この１学期については全て解決しております。 

 

川那邊教育長   ありがとうございます。 

         それでは、委員の皆さんの方から７月の行事やその他、教育全般にかかわる

事項で御感想などありましたらお願いいたします。 

 

谷川委員     今の件でちょっと聞いていいですかね。１０１件と１３６件というのは、何

月から何月までの数ですか。 
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学校教育課長   昨年度の４月から３月までの１年間の集計です。 

 

谷川委員     それが１０１件と。 

 

学校教育課長   はい。 

 

谷川委員     それで、この１３６件というのは。 

 

学校教育課長   同じです。平成２７年度の。 

 

谷川委員     平成２６年度と２７年度ということですか。 

 

学校教育課長   そうです。平成２６年度と２７年を比較したものです。 

 

谷川委員     これの数が増えたことの分析とかそんなのは。 

 

学校教育課長   やはり教師サイドの方がこれがいじめだと捉える部分と、保護者からの訴え

等がある中で、これはいじめと認知するという傾向が増えているというふうに

分析しております。 

 

谷川委員     それだけ丁寧に見ていると、そういう捉えかたでいいですよね。前向きにね。 

 

学校教育課長   はい。 

 

川那邊教育長   ほかに感想等をお願いします。 

 

杉江委員     はい。 

 

川那邊教育長   はい、どうぞ。 

 

杉江委員     では、私は７月１６日に学区の方でございますが、社会を明るくする運動の

一般公開ケースというのに参加をしてきました。ケースの内容がスマートフォ

ンでのＬＩＮＥによるトラブルから暴行事件が起こったというケースについて

の話し合いでして、その分科会の中で参加者の方から、玉川中学校の生徒会に

よるスマートフォン使用４カ条の話ですとか、松原中学校での５カ条の話も出

まして、また小学校の方でも情報モラルについての授業が必要だという御意見
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が出た中で、校長先生の方から最後、講評という形で、ネット社会の歩きかた

という教材を通して情報モラルを学ぶ機会を設けているという話が出ました。

参加者の地域の皆さんも大変関心が高くて、そういったことを学区の方でもし

ていただいているのだなと、モラルについての学びを子どもたちがしているん

だというようなことを、高い関心を持って理解していただいていたような気が

いたしました。私もいろいろトラブルになるということをマスコミで聞いてお

りますので、そういったことも考える良い機会になったかなと思っています。 

         それから、２３日は子どもが輝くブックトークコンサートというのに参加を

させてもらってきました。「青花紙のうた」ということでオペレッタ、大変公

益の高い内容で、生の演奏とか生の演技は触れるのに大変すばらしいものがあ

るなと思いながら、感激して帰ってまいりました。草津市の花である、あおば

なにまつわる民話を大変懐かしい雰囲気の中で伝えてくださって、照明とか大

道具とかホールでなければ見ることは無理なのかもしれないですけれども、ま

た今後、民話の内容が子どもたちにも地域の皆さんにも広がっていくといいの

かなと思いました。麻植委員さんのすばらしい琴の演奏に触れさせていただい

て、いい演奏会に参加させてもらったなと思っています。 

         以上です。 

 

麻植委員     現在、幼児課と教育委員会で幼児期からの接続プログラムを作成されている

のですが、そこをずっと注目しながら見てきていました。先月の幼稚園の計画

訪問なども含めて８件の幼稚園の様子を見させてもらっていた中で、７月２０

日、検討会議を設けられたので、そこにも傍聴等で参加させていただいていま

した。 

         その中で、幼稚園の先生がたが小学校１年生の授業を見られての感想なども

積極的に述べられて、この草津の小１プロブレムの率が高いのを何とか解消と

いう熱い思いを皆さんが持っておられるのに感激をしたのでありますが、その

中で文部科学省の国立教育政策研究所というところが作成しています、このス

タートカリキュラム、スタートブックという冊子があります。この中でもうた

われているのですけれども、幼稚園の遊びを基本にした学びの生活から小学校

の１年生になった授業としての縦割りというか、授業単位になっての学びとの

ギャップが子どもたちに一番安心感、ここにいて楽しいな、学校って楽しいな

と思っていくのは、この接続のプログラムがとても大事なんじゃないかなと感

じました。 

         この冊子を丁寧に読ませてもらいましたら、４月に入ったときの１年生の子

どもたちの丁寧な対応がとても重要なプログラムであり、この小１プロブレム

が発生した学校の割合が半減したというのは、ここの冊子の中にも書かれてい
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ます。それも受けて、ちょうど接続プログラムを幼児課と教育委員会とでとも

に作っておられるので、ぜひ小学校のほうからもアプローチをもっと積極的に

していただけたら嬉しいなと感じました。幼稚園のかたがたの思いを結構たく

さん感じましたので、今度は逆に小学校からの思いをどうすればいいか、協働

で制作していってくだされば嬉しいなというのを感じましたので、現在、草津

市でも小学校からのアプローチを力強くしてもらう形で、そういう冊子を制作

していってくだされば嬉しいなと感じました。 

         以上です。 

 

谷川委員     今の保・幼・小・中の連携は学校、地域でそれぞれやっていますよね。その

辺、多分、僕がいたときは玉川でかなりやっていましたし、学期に１回は全教

員が集まって研修をしようとか、そんなのがあったと思うので、そのあたりは

これが出る前から草津はやっているんじゃないですかね。 

 

学校教育課長   高校も含めて、いわゆる人権教育を柱にしたところで、連携なり、公開授業

への参加であるとか、部会別の研修会等は長年、取組を続けております。現在

も継続しております。 

 

麻植委員     行かせてもらった中で、人権とかそういう共通テーマのある学区というのは、

本当に先生同士も仲良く、いろんな会議でも顔合わせながらされているのです

けれども、共通テーマがないところの学区との差とかいうのが、どういうふう

な形になっているのかなと、学校の温度差がちょっとあるのじゃないかなと感

じたんです。 

 

学校教育課長   一応、６中学校区とも人権教育を柱にした取組を継続しております。いわゆ

る対象地域のある４中学校区と２中学校区の中で、学びを同じようにしていこ

うというあたりのことも従来から取り組んでおります。 

 

麻植委員     この連携ができていないということが言いたいというわけではなくて、幼稚

園から小学校にあがった本当に最初の１か月というところの生活科に結び付け

るような、モジュール的な時間、縦の時間を外したような幼稚園の遊びの中か

ら学んでいたのを、そのまま移行時期を丁寧にしてもらえる形をとってもらえ

ると嬉しいんじゃないかなと。されている学校もあるでしょうし、ちょっと温

度差があるのではないかなと感じたのですが。 

 

川那邊教育長   幼稚園と小学校の連携に限定してというと、幾つかの取組は行われているの
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ですけれども、何かその辺でもしあれば。 

         お願いします。 

 

学校政策推進課長   今、麻植委員の方から言っていただきました接続期間カリキュラムですけれ

ども、２年ほど前から作成をしていただいて、今年度、検討を終えて来年度、

正式に出していきたいということで、幼稚園サイドにつきましては、５歳児に

付けておかなければならない力というものについて、かなり詳細に整理をして

いただいております。 

         ただ、小学校が受け入れる際に、どういうカリキュラムを組んでいくかとい

うことで、すごく大雑把な形でカリキュラムの策定になっていて、そのあたり、

今、麻植委員から言っていただいた生活科という教科がございますけれども、

それはある程度、遊びとか生活の中から子どもたちの学びを作っていくという

教科にはなっているのですが、それよりももう一段階手前の、例えば読み聞か

せをするとか、歌とか体操とかで心をほぐすとか、そういった縦割りの時間を

朝の時間に設けていって、軟らかい受け入れを４月、５月の間にやっていきな

がら、だんだんその時間を継続していって、生活科とか教科の時間につなげて

いくというようなスタートカリキュラムを今現在、考えているところでござい

ます。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   それの実施はいつからですか。 

 

学校政策推進課長   今、まだ検討に入った段階ですので、次年度、小学校にこういう事例があり

ますよという形でおろせれば良いなというふうには考えているのですけれども、

横浜市では非常に先進的に取り組まれておりまして、３００小学校ある中で全

て、それぞれにスタートカリキュラムを考えていこうという動きが出ておりま

すので、そのあたり事例を参照させていただきながら、本年度、研究を進めて

いくという形になっております。 

 

麻植委員     ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

周防委員     ６月３０日のことですが、学校図書館ボランティア交流会というのに、学校

図書館のボランティアをさせてもらっているので、その立場で行かせていただ

きました。「中学生だって本を読む」というタイトルだったのですが、参加さ
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れたのは小学校のお母さんが多かったのかなという感じだったのです。ボラン

ティアも割と漫然としていたのですが、何をどうすればいいのとか、そのため

にこういうことをしてほしいというお話を聞くことができまして、大変参考に

なりました。 

         そのときに、保護者のかたから、重くて古い本を新しく軽い文庫本に変えて

いく方が、子どもも荷物が重いので、いいんじゃないですかという意見があり

ました。そういった少しの工夫やきっかけづくりで、子どもたちが本に接する

機会を増やしていっていただけるといいなと感じました。 

 

谷川委員     一つだけ。 

 

川那邊教育長   はい、どうぞ。 

 

谷川委員     １５日に矢倉幼稚園で体力テスト、それを６種目全部、うちは学生がたくさ

ん出たので連れていってやりました。捕球というのがあって、１７０センチの

高さからボールを１０球投げるのだが、なかなかとれない子が１０球目にやっ

と捕れたと。その後に、しつこくまたやり出したら、１０球目にキャッチでし

たことですごく自信を持って、その後、もっと投げて、もっと投げてと言って

キャッチができるようになったと。できるということをいかにさせるかという

のが大事なのかな、数を経験させるというのは大事かなというのを前回やらせ

てもらって思いました。 

 

川那邊教育長   幼児の体力の状況というのはどうなっていますか。 

 

谷川委員     データを今度、１日にもらって１年前と比べて、１０月にまた２回目をやっ

て４歳も含めて全部やらせてもらってちょっと比較しようかと、その段階に入

っています。 

 

川那邊教育長   先ほど幼・小の連携でいいますと、小学校の子どもたちの体力は若干気にな

るところがあるということは以前からお話もさせていただいているのですけれ

ども、そういった状況と幼稚園の状況をうまくつなぎながら、より草津の大き

なプログラム、大人も体力が余りないみたいというデータを聞きましたので、

そういう連携ができるといいと思っています。 

 

谷川委員     以前、大津では、ある保育園のデータをとって、小学校に全部聞いて、そこ

で追跡したことがあるので、もしそれもできるのならそこまでやってみたいな
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と思います。 

 

川那邊教育長   ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

         それでは、教育長報告につい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」に入ります。「議第３４号 草津市教育委員会

附属機関運営規則の一部を改正する規則案」を議題といたします。事務局の説

明を求めます。 

 

学校教育課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

学校教育課長   「議第３４号 草津市教育委員会附属機関運営規則の一部を改正する規則

案」につきまして、学校教育課の時岡が御説明申しあげます。議案書は２ペー

ジから４ページを御覧ください。あと、別紙で横印刷になっております条例改

正の新旧対照表とあわせて御覧いただきたいと思います。 

         平成２５年１０月４日付で文部科学省から障害のある児童生徒等に対する早

期からの一貫した支援についてという通知がございまして、その中で各市町に

設置されている就学指導委員会については、早期からの教育相談、支援や就学

先決定のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うという観点か

ら機能の充実を図るとともに、教育支援委員会（仮称）という名称にすること

が適当であると示されていたところでございます。 

         草津市の障害児就学指導委員会では、これまでも当該児童生徒の障害の種類

と程度について調査や審議を行い、就学先決定のみならず、その後の一貫した

支援についても助言を行う機能を果たしてまいりました。このたび、この業務

内容をよりよく、分かりやすくするため、またそのための名称および担任事務

について、横書きの条例の新旧対照表にございますとおり、先般の６月の定例

市議会におきまして、草津市附属機関設置条例の一部を改正したところでござ

います。 

         この中では、会の名称が「草津市障害児就学指導委員会」から「草津市教育

支援委員会」という名称の変更が行われております。担任事務につきましても、

そこに書かれていますとおり、旧の方では「障害児の適切な就学を図るための

施策に関し」という表現になっておりますが、新しく改正した方では「特別な
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支援を必要とする幼児児童及び生徒」という表現に変えさせていただいている

ところです。 

         このことを受けまして議案書３ページ、４ページにございますように、草津

市の障害児就学指導委員会の名称を草津市教育支援委員会に改正しようとする

ものでございます。条例の改正を受けて規則の改正ということでございます。 

         以上、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   それでは、ただいまの説明につきまして何か御意見、御質問はございますで

しょうか。 

         よろしいでしょうか。 

 

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３４号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第３５号 （仮称）草津市文化振興条例の制定について草津市文

化振興審議会に対し、諮問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。 

 

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３５号 （仮称）草津市文化振興条例の制定について草津

市文化振興審議会に対し、諮問する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を申しあげます。議案書は６ページから８ページでござ

います。 

         ８ページの諮問書を御覧ください。本諮問は本市の文化振興に係る理念や基

本方針を定める（仮称）草津市文化振興条例を制定するに当たり、教育委員会

の附属機関として設置する草津市文化振興審議会に、同条例に規定するべき事

項について御意見を頂戴するものでございます。草津市文化振興審議会には学

識経験者のほか、文化団体、企業、マスコミ、文化ホールの管理者など、文化

に関する団体から選出された者と公募委員の計１０名を委嘱いたします。 

         今後の予定でございますが、草津市文化振興審議会の第１回目の会議は８月

２３日を予定しており、４回の会議を経て来年の１月頃には答申を頂戴する予

定でございます。 

         以上の経過を条例案としてまとめた後、パブリックコメントを実施し、来年
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度の審議会、６月定例会で提案を目指して取り組んでまいりたいと考えており

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いて、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   異議もないようですので、議第３５号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第３６号 草津市立少年センター運営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。 

 

生涯学習課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

生涯学習課長   「議第３６号 草津市立少年センター運営委員会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９ペ

ージから１１ページでございます。 

         １０ページを御覧ください。本運営委員会につきましては、関係団体からの

選出並びに公募委員、合わせまして１５名のかたに委員を委嘱しているところ

でございますが、今回、関係団体における役職交代がありましたことから、該

当する委員について新たに３名の委嘱を行おうとするものでございまして、任

期は平成２８年９月１日から前委員の残任期間となります平成２９年８月３１

日でございます。 

         以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。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、御意見、御質問はございませんか。 

 

谷川委員     ３名のかたは途中からの認識ですよね。 

 

生涯学習課長   はい、そうです。 
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谷川委員     研修会をしておられると思うのですが、その研修会に参加できるのかどうか、

この期間中にあるのかどうか。関係団体として入ってこられて、研修会がもう

終わっていたら、ちょっと危惧するところがあるので、やはり研修をどこかで

しないと認識にずれがあったりすると困るので、その辺は伝言でもいいと思い

ますが、されたほうがいいんじゃないかなと思います。 

 

生涯学習課長   春に当初、研修会等をさせていただいておりますので、そういった意味では

全体での研修というのはさせていただく機会が少ないと思うんですけれども、

新たな委員のかたにつきましては、個別に御説明等に寄せていただきたいと思

っています。 

 

谷川委員     結構です。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 

 

谷川委員     はい。 

 

川那邊教育長   ほかにございますか。  

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第３６号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第３７号 草津市スポーツ推進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。 

 

スポーツ保健課長   教育長。 

 

川那邊教育長   どうぞ。 

 

スポーツ保健課長   「議第３７号 草津市スポーツ推進審議会委員の委嘱につき議決を求めるこ

とについて」、スポーツ保健課の岸本より御説明申しあげます。議案書の方、

１２ページから１４ページを御覧いただきたいと存じます。 

         草津市スポーツ推進審議会につきましては、１４ページにございますとおり、

草津市スポーツ推進審議会に関する条例第２条におきまして、任務をスポーツ

の重要事項について調査、審議等を行うこととし、同条例第３条におきまして
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定数を１０人と定めております。 

         また、委員資格者を学識経験者、関係行政機関の職員、スポーツ関係団体等

により推薦された者、公募委員とし、任期を２年と定めているところでござい

ます。現在の委員の任期が平成２８年８月３１日をもちまして満了といたしま

すことから、これまで調整を進めてまいりましたが、このたび各関係者との調

整ができ、１３ページの１０名を平成２８年９月１日から平成３０年８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

により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。 

         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３７号は原案どおり可決いたします。 

         それでは、次に本日追加で提案がありました２件を審議いたします。 

         まず、「議第３８号 草津市教育委員会附属機関運営規則の一部を改正する

規則案」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

生涯学習課長   「議第３８号 草津市教育委員会附属機関運営規則の一部を改正する規則

案」について、生涯学習課の増田が御説明申しあげます。追加で提案いたしま

した議案書の２ページから５ページでございます。 

         ４ページの新旧対照表を御覧ください。さきの６月議会において、草津市文

化芸術機能等検討委員会を草津市文化振興審議会に改める旨、改正を行ったと

ころでございますが、今回、この草津市文化振興審議会の委員を委嘱にするに

当たりまして、草津市教育委員会附属機関運営規則を改正しようとするもので

ございます。 

         改正内容といたしましては、委員資格者として学識経験を有する者、関係す

る団体から選出された者、公募市民、その他教育委員会が必要と認める者と規

定し、任期につきましては、本規則第３条第１項に基づき２年としようとする

ものでございます。 

         なお、施行は公布の日からでございます。 

         以上、簡単ではございますが、御審議いただきますよう、よろしくお願い申

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

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第３８号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第３９号 草津市文化振興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。 

 

生涯学習課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

生涯学習課長   「議第３９号 草津市文化振興審議会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。議案書の６ページから８

ページでございます。 

         ７ページを御覧ください。本議案につきましては、本市の文化振興に係る理

念や基本方針を定める（仮称）草津市文化振興条例に規定すべき事項について、

草津市文化振興審議会に諮問するに当たり、学識経験者、文化団体、企業、マ

スコミ、文化ホールの管理者など、文化に関係する団体から選出された者およ

び公募委員の計１０名のかたに、草津市文化振興審議会の委員を委嘱しようと

するもので、任期は平成２８年８月２３日から２年となっております。 

          以上、簡単ではございますが、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。 

 

麻植委員     よろしいでしょうか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     それぞれの委嘱される委員さんのプロフィール的なものを少し教えていただ

けたらと思います。特に公募のかたはお聞きしたいなと思っています。 

         もう一点です。任期が２年ということですけれども、先ほど議第３５号の中

でもお話があった来年の６月議会で条例の案を出されるということは、この２
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年の任期の期間ということは、残り１年、どのようなことをしていただくのか、

御説明がいただけたらと思います。 

 

生涯学習課長   教育長。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

生涯学習課長   委員の皆様がたのプロフィールでございますけれども、まず上から辻喜代治

さんにつきましては、成安造形大学の名誉教授ということで、滋賀県と京都の

文化に非常に造詣が深いということで、今回委嘱をさせていただくものでござ

います。 

         中川幾郎先生につきましては、帝塚山大学の名誉教授ということで、この文

化振興条例につきましては全国的にも、特に市町村では全国で８％という普及

率でございます。したがいまして、自治体においてはこういった条例はあまり

ないという中で、中川先生につきましては滋賀県の文化振興審議会にも携わっ

ておられまして、県の条例案あるいは近江八幡市の条例、そういったところに

も関わりを持っていただいております。 

         石丸先生につきましては、草津市文化財保護審議会ということで、今回条例

を策定するに当たりまして、文化財といったものの活用ということも考えてお

ります。特に文化財については、保護についていろいろ法律の規制等もござい

ますので、その辺のお知恵を拝借させていただきたいなと思っております。 

         後藤さんにつきましては、京都新聞の湖南の総局長ということで、今後文化

振興を内外に発信していくということで、その情報発信といった観点でお迎え

をしたいと思っております。 

         高内知子さんにつきましては、２１世紀文化芸術推進協議会からということ

で、合唱をされているのですけれども、これはあくまで２１世紀の団体からの

選出ということです。 

         築山えり子さんにつきましては、学校からの選出ということで、特に草津市

の場合は人口も増えておりますけれども、新しい小学校ができるなど、子ども

の数も増えているという全国でも珍しい状況でございますので、子どもたちへ

の文化振興といった観点で今回選出いただいたということです。 

         端洋一さんにつきましては、クレアホールとアミカホールの館長でございま

すので、本市における文化の拠点ということで今回入っていただいております。 

         山本喜久雄さんにつきましては、草津商工会議所の副会頭ということで、商

工会議所から選出をお願いしたところでございます。 

         公募委員でございますけれども、４名の応募がございまして今回２名を選出
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させていただきました。 

         宇野ひと美さんにつきましては、着物文化ということで文化の発信にも非常

に経験もございますので、選出をさせていただいております。 

         田邉さおりさんについてはイラストです。特に渋川学区の「しぶはなちゃ

ん」のデザイン、青花紙の紙芝居といったものの作成をされていることで、非

常に草津市の文化に詳しいということで今回選出をさせていただきました。 

         それと、二つめの御質問で、条例については来年７月１日施行を目指して取

り組んでまいります。任期は２年ということなのですけれども、７月１日の条

例施行後は速やかに文化振興の計画策定に取りかかってまいります。したがい

まして、条例の中身によるのですけれども、一応今のところは、委嘱をさせて

いただいた委員皆様がたに加えて、条例の中で定めさせていただいた理念など

に応じて、新たな委員さんを増やしていこうということを考えております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

麻植委員     はい、ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   ほかに質問等はございませんか。 

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第３９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。 

 

生涯学習課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

生涯学習課長   「報告事項（１） 草津市立地域まちづくりセンターの開設に伴う公民館条

例の廃止について」、生涯学習課の増田から御報告を申しあげます。報告書は

１ページから２ページでございます。 
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         平成２９年４月から現在の市民センター、公民館は地域まちづくりセンター

として、その機能を転換し開設されますが、地域課題の解決に向けた拠点施設

として施設の管理運営については指定管理者制度の導入が可能となります。 

         このことから地域に根ざした活動展開とより柔軟な施設運営のため、さきの

６月定例会において草津市立地域まちづくりセンター条例の付則で、公民館条

例の廃止を行う旨、議案を提出され可決されました。各センターが地域住民の

学びの拠点となるよう情報発信を行い、支援に努めてまいりたいと考えており

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。 

 

川那邊教育長   次、お願いします。 

 

幼児課長     「報告事項（２） 草津市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担

額に関する規則の一部改正について」、子ども家庭部幼児課の金森から説明さ

せていただきます。 

         国の制度が変更になりまして複雑になっておりますから、今回概要版を作成

しております。その概要版で御説明をさせていただきたいと思います。報告書

は３ページからになりますが、概要版は３ページで、こちらを御覧ください。 

         幼稚園、保育所等の利用者負担額、いわゆる保育料につきましては、今年度

から国の制度の変更によりまして、低所得者の多子世帯およびひとり親世帯等

の軽減が図られました。また、県におきましても、この国の制度に上乗せしま

して、第３子以降の利用者負担額の一部の階層におきまして無料となる事業を

実施しております。草津市といたしましては、国制度、県事業の実施によりま

して、幼稚園、保育所等の多子世帯、ひとり親世帯等の利用者負担額の軽減の

実施によって、子どもを生み育てられる環境づくりを推進しようとするもので

ありまして、この関係規則の一部の改正でございます。 

         それでは、現行制度と変更内容について説明させていただきます。上の従来

のところを見ていただきますと、従来の幼稚園の保育料につきましては、小学

校３年生以下の子どもの人数をカウントしまして、第２子であれば半額、第３

子であれば無料という制度になっておりました。 

         一方、保育所につきましては、就学前施設、小学校にあがられるまでのかた

の人数をカウントしまして、同じように第２子は半額、第３子は無料となって

おりました。 

         真ん中のあたりの今回の部分を御覧ください。まず、国の制度につきまして

は、年収が約３６０万円未満相当の世帯であれば、この人数のカウントの年齢

制限が撤廃となりましたので、中学校ですとか高校の上のお兄ちゃん、お姉ち
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ゃんがおられましても、そのかたを第１子、第２子と数えますので拡大となっ

ております。 

         そしてまた、国の事業に上乗せしまして県事業、下の県制度のところにつき

ましては、国は３６０万円未満でございましたが、県につきましては４７０万

円未満につきまして第２子は該当しません、第３子のみ人数のカウントの年齢

制限の撤廃をしております。 

         次に、ひとり親世帯につきましてはその下のところでございますが、従来は

生活保護世帯、市民税の非課税世帯について保育料が無料となっておりました。

それが今回、生活保護世帯、市民税非課税世帯の人数カウントの年齢制限が撤

廃となりました。また、年収３６０万円未満相当の世帯でありましたら、人数

制限のカウントの年齢制限が撤廃となり、第１子であれば半額、第２子であれ

ば無料となっております。 

         なお、この資料で説明させていただきました年収につきましては、あくまで

も国のモデル世帯でございますので、実際には規則で金額を設定させていただ

いております。適用につきましては、平成２８年４月１日からでございます。 

         これらの変更に伴いまして、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の一部を改正するものでございます。よろしくお願い

いたします。 

 

川那邊教育長   続きましてお願いします。 

 

教育総務課長   続きまして、１１ページでございます。「報告事項（３） 寄付受入れ報告

について」、教育総務課の太田より報告させていただきます。 

         今回寄付をいただきましたのは２件でございます。 

         まず１件目でございますが、株式会社滋賀銀行様の商品でございますＣＳＲ

私募債を活用した寄付ということで、エールコーポレーション株式会社様より

常盤小学校の方へ、かんたんテント３の寄付をいただいております。 

         また、同じくＣＳＲ私募債を活用した寄付ということで、新洋建設株式会社

様より南笠東小学校へ、アクアリウムセットほか２点の寄付をいただいており

ます。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   ただいまの３点の報告事項につきまして、御質問等はございませんか。 

         よろしいでしょうか。 

         それでは、質問もないようですので、報告事項については以上で終わらせて

いただきます。 
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         以上をもちまして本日の議事は終了となりますが、ほかにございませんか。 

 

教育部副部長   お手元に置かせていただいております草津宿街道交流館の史跡草津宿本陣の 

（歴史文化担当）  夏休みの企画のチラシでございます。 

         一つは、今週末、３０日から始まります栗東市との連携展示、「ＫＵＲＩＴ

Ａ ＢＬＵＥ」の展示でございます。あおばなを中心といたしました生産と流

通に係る展覧会を開催させていただきます。 

         それからもう一枚の方ですが、両面になっておりまして、夏休みの子どもを

対象としましたワークショップとクイズラリーのチラシでございます。 

         また、お時間がございましたら、ぜひ御覧いただけたらと思います。以上で

ございます。 

 

川那邊教育長   それでは、これをもちまして７月定例会を終わらせていただきます。次回は

８月３０日火曜日の午前１０時４５分から定例会を開催する予定ですので、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

閉会   午前１１時３５分 

 


