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開会   午後 ３時００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―――― 

 

         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 ― 

 

         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月定例会の会議録は、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。 

 

   梅雨も明け本格的な夏の到来です。７月２０日には、市内全小中学校で終

業式が行われました。１学期は、それぞれの学校で充実した教育活動が進めら

れたことをうれしく思います。特に、教職員の皆さんには授業改善や生徒指導、

部活動等に精力的に取組をいただきました。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ていることをうれしく、そしてありが

たく思っています。 
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   それでは報告に入ります。 

   １つ目は、本年度の子どもの読書活動に関する調査結果についてです。今

年は市内小中学校の児童生徒がこの５月に読んだ冊数は平均１３．６冊、中学

校では４．４冊でした。全国の結果はまだ出ていませんが、恐らく小中学校と

も全国平均を上回るのではないかと思っています。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ると思います。今後ビブリオバトルの充実、情報活用

センターとしての学校図書館のあり方を探るなど、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。この夏の教員研修は「人権教育講座」、

「道徳教育講座」、「生徒指導・教育相談講座」、「英語教育講座」、「特別

支援教育講座」など、草津ならではの１２講座が明日２５日から始まります。

８月３日には「研究発表大会」も開催され、堀江研究員による「草津型アクテ

ィブ・ラーニングを取り入れた授業づくり」の研究報告があります。 

   また、１学期には夜間自己啓発講座も開設されました。山田小学校の山田

教諭による体育実技、教育研究所の嶋田指導主事による学級づくりなど、いず

れも実践につながる内容で、時間外にもかかわらず関心のある教員が参加をい

たしました。市内の教員の切磋琢磨により、それぞれの力量を高めることにつ

ながればと思っています。 

   さらにスキルアップアドバイザーの皆さんには、各学校へ訪問して対象教

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。 

   ７月７日には植松努さんのスペシャル授業が行われました。今回は草津小

学校と草津中学校の子どもが、合同でスペシャル授業を受けるという企画でし

た。 

   講師の植松さんは北海道にある小さな民間企業の社長さんで、従業員は１

８名だそうです。それでも誰もが予想しなかったロケットエンジンの開発に成

功され、今では全国から講演依頼があります。そのような中、今回は草津にお

越しいただきました。植松さんのポジティブな思いや考え方の根底にあるのは、

「どうせ無理」という言葉をなくすことだそうです。子どもたちは、夢を持ち

続けることと諦めないことの大切さを学んだことと思います。これまでの自分

の殻を破り未来を拓いてほしいと思います。 

   今年のスペシャル授業でお越しいただく講師は、ほかに夏井いつきさん、

武豊さん、東山篤規さん、古田貴之さん、木村敬一さんを予定しています。日

程等、詳細は後日お知らせいたします。 
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   次に、笠縫小学校の東っ子作品展について報告します。 

   当校の特色は、長年図画工作科に力を入れて取り組んでいることです。昨

年は全国学賞の１つである日本放送協会会長賞と、第４７回全国児童画展特別

賞を受賞されました。校長室には全国規模のコンクールでこれまでに授与され

た賞状が壁一面に飾られていて、その賞状の多さに誰もが圧倒されます。 

   今回、私も東っ子作品展を見せていただきました。子どもたちの思いが豊

かに表現されていること、また、指導者のレベルが高いことに感心しました。

地域のかたも見に来られて、子どもらしい作品に感心されてました。 

   ７月９日から１６日に草津美術協会展がクレアホールで開催されました。

３７回を数える伝統的な作品展で、会員の創意あるすば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更なる発展を期待しています。 

   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。 

 

学校教育課長   学校教育課の髙井でございます。 

   いじめにつきましては５月の総合教育会議の折にも、御意見をたくさんい

ただきましてありがとうございました。 

   いじめの認知件数につきましては、平成２７年度は１３６件、平成２８年

度は１７７件と年々増加している状況にあります。４月から６月までの同時期

の状況を比べますと、平成２７年度は２１件、平成２８年度は４９件と大幅に

増加しておりますが、本年度は４８件と昨年に比べましてほぼ横ばいの数字に

なっております。 

   例年の傾向といたしまして、年齢別に見ると小学校の５年生、６年生、中

学校の１年生のいじめ認知件数が多くなっております。時期的には６月、９月、

１０月が多くなっており、特に２学期、体育祭や運動会などの行事が多くなる

時期にいじめ認知件数が増加するという傾向にあります。 

   このことを受けまして、今年度は９月をいじめ防止啓発強化月間と位置づ

け、各小中学校においていじめ防止に向け児童生徒や保護者に正しい認識や言

動ができるよう、関係機関と連携協力しながら啓発活動等を集中的に実施して

いきたいと考えております。 

   その後、各学校での取組内容や児童生徒の様子を１０月以降の広報等を通

して保護者にフィードバックしていく予定を立てております。 

   簡単ですが、以上で報告とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   それでは、私の方からの報告を終わらせていただきます。 

   委員の皆様の方から７月にあった行事や教育全般に関する事項で、特に御
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意見、御感想などがございましたらお願いをいたします。 

 

杉江委員     私、７月１日に「草津市文化財の保護」という演題で文化財保護課の藤居課

長の御講演を拝聴してまいりました。文化財というのは人々の生きざまを残す

ものだというお話がありまして、現在草津市では芦浦観音寺跡の保存整備事業

と、そして京滋バイパス建設の際に発見された製鉄炉の高炉跡の一体が瀬田丘

陵生産遺跡群、野路小野山製鉄遺跡ということで保存整備されているというお

話も伺いました。文化財は文化遺産ではなくて、文化資産ともなるというお話

も大変印象に残ったところです。 

   また、東日本大震災のときには、復興調査をされたようなんですけれども、

復興と文化財とどちらが大事かという地域のかたからの厳しい言葉があったら

しいですけれども、調査結果を受けられるとその痕跡は住民のかたの誇りであ

り、心の支えになっているというそういったお話も伺いました。 

   草津市においては、文化財保護や、草津市の文化振興計画の策定が進めら

れていくことで、私たちの誇りとなる文化財をもっと身近に感じていけたらい

いなというふうに思って御講演を聞かせていただきました。 

   もう一つですけれども、７月５日に草津市の花であるアオバナの染め遊び

を山田幼稚園の方に、アオバナのおばあちゃんとして行ってまいりました。昨

年度、草津宿街道交流館でアオバナの生産や、伝統産業の展示会というのをさ

れてまして、そのときに展示されていた道具を使ってアオバナの汁を絞って紙

に染めるという遊びを子どもたちと一緒にしてまいりました。７月初めの開花

して間もない時期でしたので、アオバナの数は少なく、絞るというものには至

らなかったんですけれども、園児たちが昨年度、１人一鉢栽培で園で育てたも

のを家に持ち帰って夏休み中にずっとアオバナを摘んでたくさん摘みためてお

いたものを冷凍保存しておいて、この時期に合わせてそれを解凍して汁遊びを

するというふうな工夫をされておられました。 

   道具を使って、キュッと絞ると、青い汁がダッと流れ出す様子を見て子ど

もたちは大歓声でございましたし、手でグッともむと、手が本当に真っ青にな

るんですけれども、汚れるし嫌だという子どもは誰もいなくて、大事な汁だと

いうことで一滴たりとも無駄にしないよう、はけで紙を染めて、友達と協力し

ながらむしろで干してという、一連の作業を楽しく進めておりました。 

   いろんな有形・無形の文化に触れることとても大事なことですので、こう

いった古くから伝わるアオバナとの関わりというものも、伝統文化に触れる機

会としてこれからも継承していっていただけるといいなという思いでおりまし

た。以上です。 
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檀原委員     ６月２８日に草津市の保幼の美術教育研究会というのに参加させていただき

ました。大路幼稚園で約３０名の市内の幼稚園と保育園の先生がたが集まって、

子どもたちの美術教育の様子を見ながら、その後、全体会と分散会に分かれて

の話し合いをされました。 

   最初に、５歳児の方ですけれども、「ジャックと豆の木」という絵本を読

んだ後に、非常に大きな屏風のように立てたところに子どもたちが絵を描いて

いく、そして、その後更に自分たちが実際に育てていたグリーンピースの様子

なども思い浮かべたり、また、子ども同士がその話の中で想像することを加え

ながら、また友達との様子も加えながら最初に描いた絵にどんどん描き足して

いくというような活動をされました。もう非常に大きな作品なので、一回限り

そこで置いとくだけというのはもったいないなという話をしてたんですが、是

非そういうものが展示できて、みんなが鑑賞できるような機会を、例えば青少

年美術展などで設けられたらいいなという気持ちもしました。 

   それから、４歳児の方では、これもやはり本を読んでからだったんですけ

れども、「１０匹のかえる」という絵本を読んでから作品をつくられました。

幅６０センチと長さ２メートルほどの非常に大きな段ボールで縁を囲ったとこ

ろに自由に川の様子とか、水の様子を描きながらどんどんアクションペインテ

ィングのように作品を仕上げていくという、非常にダイナミックなもので、こ

れも是非またみんなが見られる機会があるといいなというふうに思いました。 

   それが非常に工夫されていたのは、単に絵の具を塗るだけではなくて、絵

具と液体粘土というものをまぜたものを使い、少し立体感を出せるというもの

でした。非常に先生がたが工夫されているなということも思いましたし、参加

されたたくさんの先生がたにとっても非常に参考になる勉強会だったというふ

うに思いました。 

   そして、６月２９日には笠縫幼稚園の方も訪問させていただきました。非

常にたくさんの子どものいる幼稚園でしたので、全部報告はできないですけど

も、その中でスライムを使った活動をされたときのことについて報告します。

幾つかの色のついたスライムをまぜながら少しずつ形も変えていくということ

なんですけれども、一遍に全部まぜてしまう子どもやら、まぜるのは少しずつ

にする子どもとか、いろんな子どもがいて、使い方でも、小さいものを積み重

ねていくようなことで形をつくる子どもや、一気にばっと広げて半分透明にな

るような形でスライムを楽しむようないろんな発想が出てきて、見ていて非常

に頭をやわらかくできるような取組だなというふうに思いました。 

   また、非常に工夫されていたのは、幾つかのテーブルがあるんですけれど

も、全部のテーブルに全ての色を準備するのではなく１つずつ少ない色を用意

してあったというところです。全部で５色あるのですけど、１つのグループに
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は４色ずつしかなくて、どこかのグループに行かないと借りられないみたいな、

そういうことの中でコミュニケーションをとったり、また、全部まぜても少し

色が違うような工夫もされたりということで、子どもたちの中にちょっとした

変化が生まれるきっかけを与えておられるような授業でした。 

   ７月１０日には草津第二小学校の方で、地域コーディネーターさんの活動

の様子を見学させていただくという目的で参加させていただきました。当日は、

小学校の５年生が各学校でされている米づくりの中で、かかしをその田んぼに

立てていくという活動に参加させていただきました。草津第二小学校は地域の

田んぼというのが地元の中ではなく、ＪＡのあおばな館の少し琵琶湖に寄った

ところの道沿いのところに非常に大きい田んぼを借りておられます。幅２０メ

ートルで長さが１２０メートルぐらいありまして、普通の学校の学習田の倍ぐ

らいのサイズになって、なかなかつくるのが大変だったそうですが、そこに１

０本のかかしを立てるという作業をされていました。 

   かかしの意味合いについて学ぶのもそうですけれども、そこで農家のかた

がたがどういう思いで昔からこういうものをつくってこられたかというような

思いなんかも学ぶような貴重な機会となっていました。 

   そこで、非常に特徴的なのは、この田んぼをつくるのにＪＡの協力もあり

ますし、また、子どもたちがその場所まで移動するために草津市の環境課のか

たが環境学習ということの支援をするという意味でバスの手配をしていただい

ているということもありますし、また、地域コーディネーターさんがそれらを

上手につないでおられるということがその中で見ることができました。 

   同じく、その第二小学校での翌日の様子も見学しました。第二小学校では、

今図書室を新しくレイアウトを変えるというようなことがございまして、ちょ

うど今日一旦その図書を全て部屋から出して、そしてレイアウトした後に８月

の末にまた戻すという計画をされていたので、それの準備のためにボランティ

アのかたや保護者のかたがそのために仕切りになるような、種類ごとの仕切り

になるようなものをつくっておられるという作業も見学させていただきました。 

   そして、そのレイアウトや分類等につきましては、草津市の図書館のかた

がた、また県の方の図書館のかたがたもいろんな意味で知恵を出してサポート

していただいているというお話でございまして、そういうところをつないでお

られる地域サポーターさんの活躍を見てることができました。 

   第二小学校にその日も付き添ってたんですけども、昼からは人権擁護委員

さんとともにＪＲ草津駅の東口で２００株ほどの子どもたちが育てたサルビア

を、通行されるかたがたに配るという作業をされました。御存じと思いますが、

サルビアというのは人権を大切にしようという花なんですけれども、それを子

どもたちが育てるとともにその言葉を添えて人々に配るということで、さらに
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そういう人権を大切にするという思いを子どもたちが学ぶ機会になったのでは

ないかと思いました。人権を大切にするということは、やはり一人一人の命を

大切にするということにつながりますし、サルビアがもっといろんなところで

見られるようになるといいなと思いました。 

   翌日も第二小学校で午後から５年生の着衣泳を見学させていただきました。

御存じのように着衣泳というのは泳ぐんではなくて、自分の命を助けるために

浮かぶということが重要なことでございます。ですから、着衣水泳ではなくて、

着衣泳という名前だということなんですが、聞いていた話の中で、たくさんの

水死者が毎年出てるけども、水着を着たまま亡くなるのは約１３％で、８７％

は普通の格好の状態で亡くなっているというものがありました。 

   ですから、実際こういうピンチになったときには浮かぶことで命を助ける、

助かるんやということを聞いておりました。 

   そして、第二小学校では、今年保護者のための着衣泳というのも実施され

たということで、非常に保護者にとっても初めて聞くようなことがたくさんあ

ったという話を参加されたかたから聞いたんですけれども、やはりよくニュー

スで聞いていますと、溺れた子どもを助けるために飛び込んだ大人が一緒に亡

くなるような話もよく聞きますので、こういう活動が保護者からでも広がって

いくということは非常にいいことだなと思いました。 

   最後に、少し悲しい話なんですけれども、実は私の娘の友人が今年の春に

みずから命を絶つというようなことがありまして、高校時代の友達だったんで

すけれども、こんなに早く亡くなったことを非常に子どもは悲しんでいて、や

はり今いろんな意味で苦しい思いをしている子どもたちがいるんですけれども、

その苦しい思いを何とか乗り越えられるような、自分の命を大事にするという

ようなことが、いろんなところで学ぶ機会が是非草津の中でもさらに広がって

いったらいいなというような思いを持っております。以上でございます。 

 

川那邊教育長   はい、ありがとうございます。 

 

周防委員     ７月２日の青少年の主張発表大会に行ってまいりました。市内７つの中学校

と湖南農業高校の代表者の発表があったんですが、どの生徒さんも本当にすば

らしくて、ほとんどのかたが原稿を見ずに、中には身ぶり手ぶりも交えて自分

の考えを大勢の前で堂々と伝える力に感心して聞かせてもらいました。代表者

は８人ですが、約４，０００名が応募したとのことです。 

   中学生のお子さんがいるお母さんとしゃべっていたら、かなり苦労して書

いていたということなんですけれども、それで自分の考えをまとめて文章にす

るというのは、力になると思うので大変だとは思うんですけれども、これから
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も頑張って活動してほしいなと思いました。 

   あと７月７日に草津中学校でのスペシャル授業で植松努さんが来られたよ

うなんですけど、その後玉川小学校にＰＴＡ企画でお越しいただくことができ

ました。私はＰＴＡ役員としてお手伝いに行って一緒に講演を聞くことができ

たんですけれども、５・６年生対象の講演会でした。あと、昨年の９月にも草

津で講演会をされたときにも聞いたので２回目だったんですけれども、今回も

非常に感動しました。心に響く言葉がたくさんありました。 

   例えば、これからは考える人が必要になる。考えるためには心を伝える美

しい言葉で考える。美しい言葉は本を読んで身につけるということや、人間は

やったことがないことに出会うし、やったことがないということは失敗する。

でも失敗は乗り越えたら力になる。ということですね。あとは、好きなことは

力になるということや、勉強をきらいにならないでということもおっしゃって

ました。失敗を怒ったり、勉強をきらいにさせないように、親とか大人は気を

つけていかなければいけないなと思いました。 

   その講演の後は、お話を聞いた子が家に興奮して帰ってきて、すごくよか

った、たくさんメモしてきたとか、いつもクールな子が感動したと言ってたと

いうふうに聞きまして、この年代に聞いた話というのはずっと覚えてることが

多いのかなと思うので、これからもいろんなかたのお話を聞く機会があればい

いなと思います。以上です。 

 

谷川委員     私は、ペッパーをどんなふうに活用しておられるのか、今後どう活用してい

ったらいいのかということで、草津小、老上小、山田小、老上中、４つ行かせ

てもらいました。老上西小はもう子どもがプログラムを組んでやらせてるよと

いうようなことも言っておられましたけれども、中学はまだみたいなことを言

っておられたんで、また連携をとっていろんなことをやらせてもらえたらなと

いうふうに思っています。 

   あと夏休みが始まったので、毎年の地域の子どもと一緒にラジオ体操して

いるんですけど、うちは２３名、親、おばあさんの５、６人が加わった３０人

ぐらいでラジオ体操していますけれども、大体体操の中身はあんまり変わりま

せんけれども、終わってから、判子を押してもらうのが楽しみなんですね。そ

れをみんな並ぶんですけども、６年生の子が小さい子からと言って、５年生が

さっと並んだら、５歳の子からだと言って順番に押してやっていました。そう

いうふうなことがずっとこれから続くのかなというふうに思います。そういう

心が育ってるのかなというふうに思いました。以上です。 

 

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。 
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        ――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項「議第２７号 （仮称）草津市文化振興計画の策

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。どうぞ。 

 

生涯学習課長   議第２７号 （仮称）草津市文化振興計画の策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。生涯学習課の相井が

説明を申しあげます。 

   議案書の２ページから３ページでございます。本議案につきましては７月

１日に施行した草津市文化振興条例において、第６条第１項で文化振興計画の

策定について規定しておりますことから、条例に基づいた文化施策を総合的か

つ計画的に推進するため、（仮称）草津市文化振興計画を策定するに当たり、

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諮問を行うもの

です。 

   ３ページは、８月１日に開催を予定しております文化振興審議会当日、教

育長から会長宛てにお渡しいただく諮問案でございます。併せまして計画策定

に係る方針説明につきましては、別途机の上に資料を配付させていただきまし

たのでお手元、資料１を御覧ください。これについて説明をいたします。 

   （仮称）草津市文化振興計画の策定に係る方針についてでございます。 

   まず、１番の目的についてでございますが、７月１日に施行した文化振興

条例の設定の趣旨、背景ならびに目的をもとにしております。条例に基づいた

文化振興施策を総合的かつ計画的に推進し、誰もが文化に親しめる環境を整え、

さらには文化の力によって都市の魅力を高めることを目的として計画策定を行

うことを明記をしております。 

   続きまして２番の計画期間でございますが、平成３０年度から平成３４年

度の５年間といたします。 

   ３番の計画の内容（案）につきましては、資料２、次のページになるんで

すけどもフレーム案を御覧ください。章ごとに説明をさせていただきます。 

   第１章では、はじめにといたしまして計画策定の背景・目的等について記

載をいたします。 

   第２章では、本市の文化振興の現状として、社会動向のほか本市の文化資

源の実態や意識調査など、昨年度に実施した基礎調査の結果を中心に記載をい

たします。 

   第３章では、基礎調査の結果、浮かび上がってきた本市の文化振興の課題
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について記載をいたします。 

   第４章では、基本方向、目標、重点プロジェクトについて記載をいたしま

す。 

   第５章では、基本施策、事業について記載いたします。ここに上がってお

ります１から１０までが条例の７条から１６条に掲げます１０本の基本施策に

なります。この基本施策に既存の文化事業などを体系的に整備をしてひもづけ

ていく予定でございます。 

   そして、最後の第６章で、推進体制やＰＤＣＡサイクルについて記載をす

る形でございます。 

   以上でフレーム案の説明を終わります。 

   続きまして、資料１にちょっと戻っていただきまして、策定に係る基本方

針の理念の方を御覧ください。策定の体制につきましては、あわせて名簿、資

料３の方を添付しておりますので、あわせて御覧ください。 

   ５月の定例会でも御説明いたしましたように、学識経験者３名、関係する

団体から選出されたかた９名、公募市民３名から構成される草津市文化振興審

議会において、御意見をいただくものでございます。また、必要に応じこれか

らは関係課の会議を実施をいたしまして、協議調整を行っていく予定でござい

ます。 

   ５番、スケジュールでございます。スケジュールにつきましては資料４を

御覧ください。 

   今後につきましては、先に説明をいたしましたとおり８月１日の草津市文

化振興審議会において諮問を行い、次に９月１５日には素案を検討、１１月上

旬には確認、そして教育長への答申という段取りを考えております。その後パ

ブコメを受けまして、３月末には計画を策定するスケジュールでございます。 

   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をいたします。 

   すみません、一部資料に、間違いがございましたので、報告をいたします。 

   スケジュールの方ですが、教育委員会７月２５日と書いてあるんですけど

７月２４日に訂正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 ― 

 

川那邊教育長   では、異議もないようですので、議第２７号は、原案どおり可決いたします。 
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   次に、「議第２８号 草津市少年センター運営協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。 

 

生涯学習課長   議第２８号 草津市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。生涯学習課の相井が御説明を申しあげます。 

   議案書は４ページから６ページでございます。議案書の５ページをお開き

ください。 

   草津市立少年センター運営委員会につきましては、少年センターの諸活動

について、御意見をいただいておりますが、現在委嘱いたしております委員の

任期がこの８月末で満了となりますことから、新たに委嘱しようとするもので

ございます。委員の構成につきましては議案書のとおり１５名で、任期はこの

９月１日から平成３１年の８月３１日までの２年間でございます。なお、１５

名のうち７名は、今期の委員のかたがたが再任されることになっております。

この再任につきましては、条例施行規則８条に基づき再任可能となっておりま

すことから報告をさせていただきます。 

   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２８号は、原案どおり可決いたします。 

   次に、「議第２９号 草津市教育委員会事務外部評価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。 

 

教育総務課長   議第２９号 草津市教育委員会事務外部評価委員会委員の委嘱につき議決を

求めることにつきまして。教育総務課の松浦が御説明を申しあげます。 

   議案書は７ページから９ページでございます。 

   教育委員会事務の点検および評価につきましては、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律に基づきまして、平成２０年度から実施しておりまして、

この点検および評価の客観性を高めるために、外部評価委員より御意見をいた

だいているところでございます。今年度におきましても同様に草津市教育委員

会附属機関運営規則第２条の規定に基づきまして、公募委員を含め３名の外部
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評価委員の委嘱を行おうとするものでございます。 

   今年度、委嘱を行うとするかたがたにつきましては、議案書の８ページを

御覧ください。 

   委員資格者の区分のうち学識経験を有する者といたしまして滋賀大学教育

学部の糸乗前さん、学校教育の関係者といたしまして、元公立小学校長の寺尾

信一さん、公募市民につきましては辻圭子さんの、以上３名のかたがたでござ

います。なお、任期につきましては平成２９年７月２４日、本日、議決をいた

だきました日から平成３０年３月３１日までにしたいと考えております。 

   以上、まことに簡単ではございますが、御説明とさせていただきます。御

審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   本議案につきまして、御異議はございませんか。 

 

谷川委員     公募市民のかたは、学校経験のかたですか。 

 

教育総務課長   このかたは今草津小学校の地域コーディネーターをされておられて、元教員

のかたです。 

 

川那邊教育長   ほか、御意見、御質問ございませんか。 

   御異議ございませんか。 

 

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２９号は、原案どおり可決いたします。 

   次に、「議第３０号 草津市指定有形文化財の指定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   議第３０号 草津市指定有形文化財の指定につき議決を求めることにつきま

して。文化財保護課の藤居より御説明申しあげます。 

   議案は１０ページから２２ページでございます。１１ページを御覧くださ

い。 

   草津市文化財保護条例第４条第１項の規定により、次の文化財について草

津市指定有形文化財に指定することについて議決を求めるものでございます。

指定しようとするものは以下の３件でございまして、まず１つ目は小槻神社が

所蔵しております、木造男神坐像という神様の像でございます。平安時代後期

に造られたもので非常に貴重なものでございます。 
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   ２件目としましては、観音寺詮舜書状ということで安土桃山時代に芦浦観

音寺の詮舜から豊臣秀次の家臣に対して贈られた書状でございます。 

   ３件目は、福島正則禁制ということで、安土桃山時代、関ヶ原の合戦の書

状でございます。 

   それぞれの内容につきましては、資料の方で詳しく説明させていただいて

おりますので、それを御覧いただきますようにお願いします。 

   それと、写真につきまして、議案書は白黒になっておりますので、別刷り

カラーのものをお配りいたしておりますので、それを御覧ください。 

   この件につきましては、平成２９年２月の定例教育委員会で諮問の議決を

いただきまして、文化財保護審議会に諮問をいたしまして、この７月７日付で

答申を受けたものでございます。それに基づきまして、市指定文化財に指定し、

保護していこうとするものでございます。 

   以上、簡単ではございますが御審議の上、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、御質問ございませんか。 

 

檀原委員     １つちょっと質問させていただきます。このような非常に貴重な資料が新た

に指定されたことは非常にありがたいなと思っているんですが、こういう機会

のときに何か一般市民に見るチャンスのようなことは考えておられるでしょう

か。 

 

文化財保護課長   男神坐像につきましては、これは神社所有ということでございますので、

すぐに公開することは難しいんですけども、神社としましては１１月に公開期

間を設けて公開したいということを聞いておりますので、また神社の方からそ

の辺は発表があるかと思います。 

   書状２点につきましては、以前にも展示はさせていただいたことはござい

ますけれども、今、夏のテーマ展をやっておりますので、夏のテーマ展が終わ

りまして、９月になりましたら、指定記念として公開をさせていただきたいと

考えております。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。ほかございますか。 

   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 ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第３０号は、原案どおり可決いたします。 



 

14 

 

 

        ――――日程第５―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第５、協議事項「教育委員会事務の点検および評価の報告書（平

成２８年度）（案）について」を、協議といたします。事務局の説明を求めま

す。 

 

教育総務課長   協議事項、教育委員会事務の点検および評価の報告書（平成２８年度）

（案）について。教育総務課の松浦より御説明を申しあげます。 

   報告書案、別冊になっていると思うんですけれども、そちらの３ページを

御覧いただきたいと思います。 

   教育委員会事務の点検・評価につきましては、本年の６月より事務を所管

いたしますそれぞれの担当原課におきまして、原案を作成いたしまして、内部

会議である点検・評価実施会議におきまして、点検作業を行い、その後の部内

協議を経まして、このたびの内部評価といたしまして、取りまとめましたので

御報告をさせていただき、委員の皆様に御協議いただきたく本日提案をさせて

いただくものでございます。 

   まず、点検・評価制度の趣旨につきましては、記載のとおりでございます

けれども、昨年度から第２期の草津市教育振興基本計画に掲げた施策が点検対

象となりますことを踏まえまして、過去から外部評価委員の皆様や教育委員の

皆様に御指摘、また御提案をいただいた内容を反映させまして、新たな評価指

標を設定するなど、評価シートの見直しを行ったところでございます。 

   点検・評価の対象でございますけれども、第２期の草津市教育振興基本計

画の施策の基本方向として位置づけました９つの目標と４０の施策を対象とし

ております。市長部局のいわゆる補助執行の部分については評価の対象として

はおりません。 

   次に、めくっていただきまして３の点検評価の方向および評価指導につき

ましては、評価に当たりましては第２期の草津市教育振興基本計画の４０の施

策を具体目標ごとに評価項目を定めまして、計画期間の最終年度に評価すべき

目標値と年度ごとの目標値を設定し、実績に基づく目標達成度により、評価を

させていただいたものでございます。 

   ４の外部評価委員会でございますけれども、今後開催いたします外部評価

委員会の中で先ほどお諮りいたしまして、御承認をいただきました３名の外部

評価委員の皆様から御意見や御提案をいただき、最終的に評価報告書としてま

とめていきたいというふうに考えております。 

   ５ページから９ページにかけましては、教育振興基本計画の第２期の基本
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理念と施策の基本方向を記載しております。 

   少し飛びまして１０ページ、１１ページをお願いします。こちらには評価

シートの見方を掲載しておるところでございます。１４ページ以降から実際の

各施策の評価シートになるところでございますけれども、少しこちらの見方の

方で、評価シートの内容を御説明させていただければと思います。 

   評価シートは、おおむね２ページで１つのシートになってございますけれ

ども、施策に対して事業が多いものについては４ページにわたるようなものも

ございます。表の一番上段でございますけれども、第２期の草津教育振興基本

計画に掲げました基本方向や目標、また施策や具体施策などの情報を記載して

おりまして、見本のシートにつきましては具体目標、学校施設の整備の２つの

具体施策に対する評価シートというふうになってございます。 

   その下段の取組状況から始まる表でございますけれども、こちらは具体施

策に基づきまして、それぞれの事業ごとにその取組内容と成果を記載し、成果

を図るための評価項目を定めてございます。昨年度に評価シートを見直したこ

とによりまして、５年をかけて到達するべき目標として最終到達目標値でござ

いますとか、各年度ごとの目標値とそれに対する実績、そして目標達成度の欄

を設けまして、客観的なパーセンテージによる数値をもって評価をしておりま

す。 

   １１ページの表の下段になりますけれども、事業ごとに昨年度外部評価委

員の皆様からいただきました御意見とその御意見に基づいた原課としての対応

を記載しております。そして、その右には今後の課題、そして今現在は空欄と

なってございますけれども、外部評価委員さんからの意見として今後開催いた

します外部評価委員でいただく御意見を記載する予定でございます。 

   このようにいたしまして、取り組んだ事業ごとの成果を客観的な目標達成

度として評価しまして、外部評価委員の皆様からいただいた御意見に対する取

組欄を設けるなど可能な限り、成果の見える化を図りまして、草津市教育振興

基本計画第２期の４０施策ごとのシートを取りまとめさせていただいたところ

でございます。 

   以上、まことに簡単ではございますが、内容の御説明とさせていただきま

す。どうぞ御協議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、御質問ございませんか。 

 

教育総務課長   参考でございますけれども、今後のスケジュールを御説明をさせていただき

たいと思います。 

   今週７月２７日に第１回の外部評価委員会を開催させていただこうと思っ
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ております。学校教育課と学校政策推進課所管の部分について、先に評価を行

わさせていただきまして、８月に入るんですけれども、８月７日に第２回の外

部評価委員会を開催させていただきまして、そちら残りの部分ですね、ちょう

ど半分ずつぐらいになると思うんですけれども、外部評価を受けたいというふ

うに考えております。 

   そして、そこでいただきました外部評価委員さんからの御意見等を取りま

とめさせていただきまして、８月の定例教育委員会の方に今度は付議事項とし

てお諮りをさせていただきまして、議決をいただきましたら、それ以降に、ま

ず部長会に報告させていただきましてその後、議会に報告をさせていただきま

して、市民の皆様に公表というようなスケジュールでございます。以上でござ

います。 

 

川那邊教育長   それでは、協議事項は以上で終わらせていただきます。 

 

        ――――日程第６―――― 

 

川那邊教育長   それでは、日程第６、報告事項に入ります。「寄付受け入れ報告について」

事務局より報告願います。 

 

教育総務課長   報告事項、寄付受け入れ報告につきまして、引き続き教育総務課の松浦が御

説明申しあげます。 

   報告書の最後のページを御覧いただきたいと思います。 

   まず、株式会社井上工業様より、４Ｋ液晶カラーテレビとテレビ設置工事

一式、そしてテレビデジタルビデオカメラを常盤小学校の方に御寄付をいただ

いております。また、株式会社滋賀銀行様よりレギュラーテントを老上西小学

校へ、そして、才能開発教育研究財団様より、小学校英語活動カードセットを

こちらも老上西小学校の方に御寄付をいただいてございます。 

   また、ＮＰＯ法人くさつ未来プロジェクト様より、先ほど皆様の御報告に

もございましたけれども、植松努さんの著書でございます「どうせ無理と思っ

ている君へ本当の自信の増やし方」を市内各小中学校に御寄付いただいており

まして、また、こちらも植松努さんの植松電機「夢に向かって植松努物語」こ

ちらは市内の小学校にそれぞれ御寄付をいただいたところでございます。 

   以上、報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   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。 
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各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、ないようですので、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。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

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２４日、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。ありがとうございました。 

 

閉会   午後 ３時５５分 


