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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５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、５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、「４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。 

 

   委員の皆様には、５月９日の総合教育会議に参加をいただきありがとうご

ざいました。 

         今回のテーマは、「草津市におけるいじめの現状と取組」でした。いじめの

認知件数は増えているものの、各学校や相談機関では、丁寧な指導が行われて

いること、また教職員の意識も高いことなどが話題になりました。 

         特に草津市では、生徒会によるいじめ防止の取組が盛んで、新堂中学校の全

校道徳での生徒会によるキャンペーンなどのすばらしい実践があります。強み
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として、支援をしていきたいと思っています。 

         更に今回は、今日的な問題としてのＳＮＳ書き込みトラブルも話題になりま 

した。見えにくさがあるものの、しっかりと対応することが必要です。 

         会議を通して、今後も、草津の子どもたちがいじめで悩み苦しむことのない 

よう、市長や市長部局とともに、教育行政、学校、子ども、保護者・地域が 

       連携をして充実をした取組を進めていくことを確認しました。 

         条例で設置された、市いじめ問題対策連絡協議会では、いじめ防止強調月間

を設けるとの検討もされておりますし、今年から全部の小学校で実施されるコ

ミュニティ・スクールにも期待するところがあります。議論を続けていきたい

と思っています。 

         なお、総合教育会議の内容は、市のホームページにも掲載されます。また、

１７日の毎日新聞にも掲載され、こういった報道、広報を通して市民の理解と

支援をいただければと思います。 

         次に５月には、各地でいろいろな行事やイベント等があったので紹介をしま

す。 

         まず、三大神社の藤祭りと芦浦観音寺の春の一般公開についてです。三大神

社の藤は、樹齢４００年ともいわれ、滋賀県指定自然記念物、草津市指定天然

記念物に指定されています。また、芦浦観音寺の特別公開では、今年は琵琶湖

文化館に寄託している国の重要文化財、阿弥陀如来立像と地蔵菩薩立像が３０

年ぶりに公開されたことが話題となりました。 

         また、平成５年に国の無形民俗文化財に選択された、草津の「サンヤレ踊

り」が市内７カ所の神社で行われました。「サンヤレ踊り」は、室町時代後期

以来、近畿地方に流行した、拍子物の譜系を引く風流芸能です。老杉神社の境

内で花笠やタスキをした子どもたちの踊りや活躍する姿、そして華やかな衣装、

太鼓、笛、等の楽器の音色に、多くのかたが草津のすばらしい文化や歴史に親

しむことができたと思います。いずれも、地元のかたや観光客でにぎわいまし

た。今後も、文化財の保護と活用、更には、ふるさと意識と郷土愛を育むこと

も大事にしていきたいと考えています。 

         他にも主な行事等として、６日には俳句ｉｎｇ＆ウォーキング、１３日には

草津市二十一世紀文化芸術推進協議会総会、２０日土曜日には草津市体育協会

の総会等がありました。また、自転車通学安全モデル推進校として、玉川中学

校と老上中学校が、本年度の指定いただきました。生徒による自転車通学安全

推進委員が中心となり、全校生徒に向けて、自転車の安全利用について、啓発

活動を実施することとなっています。 

         もう一つ、文部科学省の初等教育資料の「教育委員会レポート」に本市の取

組が紹介されたので御報告します。 
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        「全国に誇れる教育実践を目指す「草津市の情報教育化」の取組」です。国か

らも評価をいただいたと嬉しく思っています。 

         他市町の教育長や教育委員会との協議や連携を図るのもこの季節です。４月

２７、２８日には近畿都市教育長協議会が守口市で、先週１８日、１９日には

全国都市教育長協議会が奈良市で開催され参加しました。また、５月１２日に

米原市で開かれた滋賀県都市教育委員会連絡協議会には、杉江委員とともに参

加をいたしました。情報交換や連携を進め、草津の教育の更なる発展につなげ

ていきたいと思っています。 

         最後に１年で最もさわやかな季節です。学校では、田植えや野菜の植えつけ

などの体験学習も行われています。修学旅行も行われました。プール開きも間

近ですし、春に運動会を開催する学校もあります。教育活動の充実を期待して

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、５月にあった行事や教育全般に関する事項で特

に御意見、御感想などがございましたらお願いいたします。 

 

杉江委員     今教育長からも、お話がありましたが、私、５月１２日に滋賀県都市教育委

員会連絡協議会に出席してまいりました。 

         理事会と総会の後、協議会として講演がございまして、米原市歴史文化財保

護課主査の高橋さんから、「伊吹山と霊仙山の山岳信仰」と題してのお話でし

た。 

         現在、琵琶湖とその水辺景観として、日本遺産になっているということでご

ざいます。米原市のきれいな山、そして水と文化信仰に関わる内容でした。ち

ょっと難しかったのですけれども、伊吹山からの水というのは、姉川と天野川

という川に流れ、琵琶湖に注ぐ水の、４分の１を占めていて、それらの川 

に守られているんだという興味深いお話とか、古くから、その水をめぐっての

争いがたえなくて、水を分配するための遺構なんかも、そこの土地に残ってい

るという、大変興味深いお話もありました。 

         南部に住んでいる私たちですけれども、琵琶湖を有するこの滋賀県というの

は、水とかかわりある文化が散りばめられているんだという話に改めて「そう

なんだな」と感じるとることができました。 

         講師の先生は、地元の御出身のかたで、ちょっと早口で話されたのですけれ

ど、この日本遺産を継承していくという情熱というのが伝わってきた御講演で

ございました。 

         その後懇親会もございまして、他市の教育委員、そして教育長とも情報交換

ができて、大変有意義な時間を過ごさせていただきました。 
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         あと、新学期が始まりまして本格的に教育活動が展開されていることと思い

ます。先般の総合教育会議でも、いじめの現状と課題についての議題でござい

ましたが、その際の報告にもありましたけれども、子どもたちは、これから緊

張がほぐれて、関係も深まっていくと同時に、新たな課題も出てこようかと思

います。現場におかれましては、なお一層、子どもたちの様子の把握に努めて

いただきながら、適切な指導が施されていけますように、よろしく御指導お願

いしたいなということを感じた次第です。以上です。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

 

檀原委員     今回、教育委員として参加させていただいたのは、総合教育会議の、いじめ

についての話し合いでございましたが、本市においては、非常に熱心に発見に

努めていただいてるということも非常によく分かりましたし、先生がたが、今

まで以上にそういうものを許さないという態度で臨んでおられること、また、

子どもたち自身が、そういうものをしっかりとなくしていくように努めている

ということも、その話の中でも大変出てきました。また、大人もともに学ばな

ければならないような課題、特にインターネット関係のことなんかは、子ども

たち以上に、大人が理解できていなかったり、ちょっと甘く考えているところ

もあるなということが、話し合いの中でもわかってきましたので、是非私たち

自身も学びながら、しっかりと対応できていけるようにしたいなという思いを

感じたところです。 

         それ以外のところとしましては、私個人のことになりますけれども、４月の

末には、毎年、琵琶湖ホールを中心としまして、ラ・フォル・ジュルネという

クラシックを中心としたイベントがございます。御存知のかたも多いと思うん

ですけど、今年で、琵琶湖ホールにしましてから８回目でございます。元々は、

フランスのナントというところで、ルネ・マルタンさんというかたが、１９９

５年から始められたクラッシックのイベントですけど、一つ一つは短い時間で、

またたくさんの無料で聞けるようなものもあるというイベントだったのですが、

私が行ったのは前夜祭ということで、２８日の金曜日やったんですけれども、

オルフという作曲家のカルミナ・ブラーナという、非常に重厚な曲を今年、紫

綬褒章を受けられました沼尻竜典さん、琵琶湖ホールの芸術監督のかたですけ

れども、そのかたが指揮をされまして、オーケストラは日本センチュリー交響

楽団で、指揮は沼尻竜典だったんですが、後ろのコーラスが２１０人というす

ごい数で、子どもたちも含まれていたのですけれど、その中には草津市から何

人ものかたが歌ってる顔が見えました。非常に大きな楽団をやられたのですけ

れども、こんなことができるということは、非常に平和であり、また滋賀県の
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中でも文化が非常にのびてきているというか、実り豊かになってきたなという

ことを実感させるものでした。 

         今日も話の中に出てくると思いますが、文化の振興ということがいろいろな

ところで、人々を豊かにするだけではなくて、やっぱりお互いの文化を理解し

あう意味であったりとか、戦争をなくすというような意味のつながりにもなる

なということを、そのとき肌で感じたようなことでした。 

         あと私、連休の１週間後ぐらいから広島方面に家族で旅行したのですけれど

も、ちょうど昨年、オバマ大統領が初めて広島を訪れられて、その中で自分た

ちの、今の世の中についてのことを考えさせるというようなことがございまし

た。  

私も、その現場を見るまでは、広島という場所と、その核兵器によって焼か

れた街という実感がなかったのですけれども、やっぱり現場に行きまして、こ

れだけの街が一瞬でそうなったということが、肌身で感じるようなことができ

たので、今以上にそういうことがないような世の中にしていくということの大

切さを、現地に行って非常に感じたということでございました。 

         特に、最近でしたら非常に難しいことになって、隣国との関係でも非常に緊

張させる部分が多いんですけれども、それ以上に、人と人が信じ合えるように

すること、また、相手を理解したり、自分との違いを認め合うというような、

まるで小学校や中学校で習っているようなことが、世の中全体に広がっていく

ことが大事なことではないかなということも、その場所を見ながらしみじみと

感じるような時間を持てたということでございました。 

         簡単ですけど、以上でございます。 

 

谷川委員     関連して私は、２９日、３０日とラ・フォル・ジュルネをはしごしたんです

けども。それと関連して、守山ではルシオールというのが６回目。これは、ち

ょっと僕も初めていったんですけれども、あそこは大ホール１，３００人で、

すごいピアニストがきて、それを僕も聞きに行ったんですけど、子どもたちは

１，０００円で入れる。ラ・フォル・ジュルネと同じようなことをやっていま

した。これって、一応カタログ見ると、ラ・フォル・ジュルネの関連イベント

と書いてあるんですけど、草津でこういうことできないのかなと思うんですね。

それでクレアホールに聞いたんですね。クレアホールは６７４人やと。補助席

入れても７００。守山は１，３００人。アミカホール３００、栗東のさきらで

８００人ぐらいかな、８００人と４００人と言う形。野洲も１，０００人は入

れるホールがありますが草津の六百何人では実際にオーケストラが来ても、ち

ょっと厳しいなというのが現状かなというふうに。ですから何か、そういう大

きい１，０００人は入れるような音楽のそういうホールができないかなという
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のをすごく思いました。３歳以下の子も入れるということで、小さいときから

音楽にふれられるなんてすごく良いなというのが思いますね。「ルシオールっ

てどういう意味かな」と聞いたら、蛍やったんです。うちやったらアオバナな

ので、英語で言うたらGreen snot（グリーンスノット）てフランス語かドイツ

語で何か、そういうのをつけてやれないかなというふうに感じました。以上で

す。 

 

周防委員     音楽の話題で思い出したんですけど、県立守山中学校の吹奏楽部に親戚の子

がいまして、その定期演奏会に行ってきたのですけど、すごく演出とかが高校

生がここまでできるのかなというふうに感心しまして、ほとんど高校生が中心

で自分たちで、先生の指示じゃなくて、自分たちでされてるみたいで、それと

一緒にできる中学生というのがとてもいい経験をしていて、中高一貫ならでは

でうらやましいなと思ったんですけれども。そういうふうに、いい先輩たちと

いろいろな経験をできる機会が、普通の公立の小中学校でもあればいいなと思

いました。 

         あとは今年度、小学校の役員をしてまして、その関係で先日、草津市ＰＴＡ

の全体研修会議に出席したんですけど、そこで「子どもたちのヘルメット着用

について」という議題だったんですけど、主に「中学生のヘルメット着用につ

いて」ということで、意見を出し合っていました。 

         事前に自分たちの小学校のＰＴＡで話し合っていたときも、やっぱり子ども

の安全を考えれば、着用させるべきという意見がほとんどでして、草津市もそ

ういう着用に向けて進みそうだったので、よかったと思います。 

         その会議の中で、校則に関係なく自主的にかぶっている生徒が何人かいる中

学校があるということで、安全意識が高い子がいるんだなと感心しました。親

に言われてか、自分の考えかわからないのですけど、身を守るという根本的な

ことを考えたら、校則とかは関係ないと思いますので、そういう姿勢は見習わ

ないといけないなと思いました。草津は交通量も多いですし、実際、自転車で

事故に遭う子もいるので、子どもたちを守るという観点で、今後も幼稚園とか

小学校の交通安全教室や、あとは乳幼児の保護者にも更に啓発していってもら

いたいなと思いました。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、以上で終わらせていただきます。 

 

        ――――日程第４―――― 
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川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項「議第１９号 老上中学校大規模改造工事（建

築）の請負契約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。 

 

教育総務課長   教育総務課の松浦でございます。それでは、「議第１９号老上中学校大規模

改造工事（建築）の請負契約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」御説明を申しあげます。 

         議案書は２ページから４ページでございます。まず、議案書の３ページをお

願いいたします。 

         当該工事につきましては、校舎等の老朽化に伴いまして、内装改修や、外壁

改修などの大規模改造工事を実施し、教育環境の改善を図るものでございます。

工事の予定価格が１億５，０００万円以上の請負契約につきましては、地方自

治法の第９６条第１項第５号、および議会の議決に付すべき契約および財産の

取得または処分に関する条例第２条の規定によりまして、議会の議決を必要と

するものでございますが、教育に関する事務について、議会の議決を得るべき

議案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規

定によりまして、地方公共団体の長は、教育委員会の意見を聴かなければなら

ないとされておりますことから、本委員会の御意見を求めるものでございます。 

         次に、議案書の４ページをお願いいたします。 

         まず、今回の契約の目的でございますが、老上中学校大規模改造工事（建

築）でございます。契約の方法につきましては、条件付き一般競争入札による

ものでございまして、契約金額は２億１，７３３万６，２８４円、契約の相手

がたは、草津市岡本町１７－１、株式会社大同でございます。 

         次に参考といたしまして、工事の内容でございますけれども、工事場所は学

校所在地である草津市矢橋町、工事期間は契約締結日、契約締結時からという

ことで、６月定例市議会の開会日でございます平成２９年６月５日を予定して

おりますが、その日から、平成２９年１０月３１日までの約５か月を予定して

ございます。 

         工事の対象といたしましては、主に特別教室約２，８１３平米でございます。

加えまして、受水槽、外構でございまして、工事の内容でございますけれども、

外壁改修、内装改修などを行おうとするものでございます。また、本工事（建

築）工事とは別に、電気と機械設備工事の発注を予定してございます。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。よろしく御審査を

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。 
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谷川委員     普通教室は、対象になってないんですか。 

 

教育総務課長   今回は、普通教室は対象になってございません。特別教室のみになっていま

す。 

 

谷川委員     それはまた、普通教室はいつか。 

 

教育総務課長   大規模改造工事自体は、基本的に補助の条件上は建築後２０年以上経ってい

るもの。また本市の方針では、２５年以上経っているものについて、古いもの

から順に計画を立ててやっておりますので、今回は対象が特別教室のみという

形になっております。また順次という形になります。 

 

杉江委員     工事期間がこの期間ですけれど、工事をされるのは、やっぱり夏季休業中と

いうことになりますか。 

 

教育総務課長   すみません。説明の中では申しあげておりませんでしたけれども、実際の主

となる工事につきましては、夏休み期間中に行います。支障とならないと申し

ますか、特に外壁の工事につきましては、夏休みが終わってからも工事をさせ

ていただきますので、実際、工期はこのような形になってございます。もちろ

ん、生徒の安全上の配慮には十分注意して、工事を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 

川那邊教育長   他に御意見はありませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、意見もないようですので、議第１９号は「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２０号 松原中学校大規模改造工事（建築）の請負契約に対する

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。 

 

教育総務課長   続きまして、教育総務課の松浦でございます。「議第２０号 松原中学校大

規模改造工事（建築）の請負契約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」につきまして御説明を申しあげます。 
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  こちらは、議案書の５ページから７ページとなります。まず、議案書の６ペ

ージをお願いいたします。この松原中学校につきましても、校舎等の老朽化に

伴いまして、内装改修や外壁改修などの大規模改造工事を実施し、教育環境の

改善を図るものでございます。こちらの工事につきましても、議会の議決に付

すべき契約でございまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９

条の規定によりまして、地方公共団体の長が教育委員会の意見を聴かなければ

ならないとされておりますことから、本委員会の御意見を求めるものでござい

ます。 

         次に、議案書の７ページをお願いいたします。こちらも今回の契約の目的で

ございますけれども、松原中学校大規模改造工事（建築）でございます。契約

の方法も条件付き一般競争入札となってございまして、契約金額は、こちらは

１億４，１８６万９，２３２円でございます。契約の相手がたは、草津市志那

町７３３番地５、ゆうあい建設株式会社でございます。 

         次に参考といたしまして、工事の内容でございますけれども、工事場所は、

こちらも学校の所在地、草津市下笠町でございます。工事期間は、契約締結時

からということでございまして、こちらも６月定例市議会の開会日に提案させ

ていただきまして、平成２９年６月５日の予定をしてございます。その日から、

平成２９年１０月３０日までの約５か月を予定してございます。 

         工事の内容といたしましては、こちらも特別教室棟と一部、普通教室もござ

います。工事の内容につきましては、外壁改修、内部改修等を行おうとするも

のでございます。こちらも建設工事とは別に、電気と機械設備工事の発注を予

定してございます。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。よろしく御審査を賜りますよう、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、御質問ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、意見もないようですので、議第２０号は「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２１号 草津市文化振興条例案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。 

 

生涯学習課長   「議第２１号 草津市文化振興条例案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、生涯学習課の相井が御説明を申しあげます。 
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         議案書は８ページから１３ページでございます。８ページを御覧ください。 

         当市では、これから、これまで草津市美術展覧会、くさつ市民アートフェス

タ等文化事業を展開することにより、市民の創造活動を奨励するとともに、文

化に親しんでいくことで、文化への関心を醸成してまいりました。同時に平成

４年に草津アミカホール、平成２７年には草津クレアホールを開館し、文化活

動の拠点とすることで、豊かな表現の機会、他者との交流の機会、すぐれた文

化の鑑賞の機会等、充実に取り組んでまいりました。 

         一方、国では閣議決定により打ち出された第４次文化芸術の振興に関する基

本的な方針で、文化芸術立国の姿が明示されており、地方創生、２０２０年の

東京オリンピック、東日本大震災からの復興など、社会をあげての文化振興の

役割や、必要性が求められているところでございます。こうした気運の高まり

を受け、国が目指す文化芸術立国に資するとともに、本市における一層の文化

振興をはかるために、本市の文化振興の基本理念や基本政策を具体的に明文化

し、市民と共有することと、関係機関との連携を深めつつ、戦略的に行動して

いくために、草津市文化振興条例を定めようとするものでございます。 

         具体的には、議案書１０ページの草津市文化振興条例案に基づいて、説明を

させていただきます。 

         まず条例の第１条につきましては、条例の目的について定めております。続

きまして、第２条につきましては、条例で用いる用語の定義について定めてお

ります。次に、第３条におきましては、文化振興の基本理念についてを定めて

おります。次に、第４条から第５条につきましては、文化振興における各主体

の役割についてを定めております。次に、第６条につきましては、文化振興計

画の策定についてを定めております。次に、第７条から第１６条につきまして

は、文化振興の基本施策について定めております。次に、第１７条につきまし

ては、委任についてを定めております。付則の第１条につきましては、条例の

施行日を平成２９年７月１日とするものでございます。 

         議案書１３ページ、付則第２条につきましては、草津市文化振興審議会が条

例案作成にかかる事務、（仮称）草津市文化振興条例についてすべき事項につ

いての調査審議を終えましたことから、草津市附属機関設置条例の一部を削り、

改正するものでございます。以上簡単ではございますが、よろしく御審議を賜

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。 

 

谷川委員    これをもとに具体的な取組とかは、また考えられるわけですかね。 
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生涯学習課長   そうです。審議会の中で、御審議いただくこととなります。「文化によるま

ちづくり」ということを推進してまいりますので、教育・子育て・健康・福祉

の産業・観光分野、それぞれ文化は親和性が高いと思っております。文化の潜

在的な力を生かして、将来の解決に向かえるよう、審議会で御審議いただこう

と思っております。 

 

谷川委員     宿場町の特徴を生かした、あらゆる課が一つになるような、そんなこともや

ってもらえたらいいのかなと思います。それを期待、希望します。 

 

檀原委員     文化については、やはりこの条例ができてからも少しずつ、また草津市の特

色が出てきたり、スポーツも含めた文化になるかもしれませんし、今日も、さ

きほども話がありましたが、俳句やいろいろな草津市の一つの目玉になるよう

なものが、文化の中にも取り入れられてくるということも、十分考えられます

し、伝統文化の中にも、長浜市の祭りが世界遺産の中にも入ってきたというよ

うな話もありますように、光があたることとか、いろいろなことが時代ととも

に、少しずつ変わってくる部分があると思います。ですから、この条例につき

ましても、ある程度また見直しであったりとか、アップデートしていく部分が

あるのかなというふうに思いますが、定期的な見直しなんか、そういうことは

される予定はございますでしょうか。 

 

生涯学習課長   これもまた、その審議会の中で御議論をいただこうと思っております。社会

情勢が変わる中で、やはり文化の扱い方みたいなものも当然変わってまいりま

すので、そのあたりは御審議いただきたいなと思っています。また、先に滋賀

県さん、近江八幡市が文化振興条例を制定されておりますので、そういったこ

とも勉強しながら進めてまいりたいと考えております。 

 

川那邊教育長   他よろしいですか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、他に意見もないようですので、議第２１号は「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２２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２２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
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案」につきまして、学校教育課の髙井が御説明申しあげます。 

         議案書の１４ページから１６ページを御覧ください。 

         草津市学校の管理運営に関する規則は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第３３条の規定に基づき、草津市立の幼稚園、小学校および中学校の管

理運営の基本的事項を定めたものです。 

         今回の改正では、職員の内容を規定する第４章に、第１０条の２を新たに設

け、主幹教諭、栄養教諭を規定するものでございます。 

         主幹教諭につきましては、平成２０年度から本市に配置されておりますが、

学校の管理運営に関する規則にその役割が規定される必要があることが、県の

指導から明らかになり、同じく平成２０年度から配置されております、栄養教

諭と併せて、今回規定するものでございます。 

         また、第１５条の２第３項は、司書教諭について規定したものですが、司書

教諭は、学校図書館法第５条に基づき、養護または栄養の指導および管理をつ

かさどる主幹教諭を除く主幹教諭からも選任できますことから、その旨を規定

するものでございます。 

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。 

よろしく御審議を賜りますよう、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。 

 

谷川委員     規則とは外れるのですけど、栄養教諭の現状ってどんなもんなんですかね。 

 

学校教育課長   栄養教諭に関しましては、現在３校に配置をされております。渋川小学校、

老上西小学校、山田小学校に配置をされております。主に食育、栄養指導、献

立作成等のいわゆる、児童生徒の食に関する部分についてから、健康を支える

業務を行っております。 

 

谷川委員     他の小学校については、この栄養教諭が曜日を変え、一日行くとかそういう

ふうな形をして、生徒たちの健康を支えてるんですかね。 

 

学校教育課長   そういう形で、参加をしておりますが。 

 

檀原委員     中学校はどうですかね。 

 

学校教育課長   中学校は、今現在、回っているとは聞いてはおりませんが。申しわけござい

ません。 
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学校教育課長   中学校の方でございますけれども、栄養教諭のような配置はございません。

ただ、今の食育等につきましては、保健体育等の教諭による指導を行っており

ますのと、家庭科の方の教諭がおりますので、それぞれ行っている状況です。

また取組についても、それぞれの学校ごとに、食育についての実施をしており

ますし、教育委員会としては、現在、家庭弁当の持参ということでやっており

まして、家庭弁当をつくるにあたりましての教室であるとか、参考となり得る

資料の配付ということでさせていただいているような状況でございます。 

 

谷川委員     栄養教諭の規定が、僕もう一つわからないですけど「小中に置く」と書いて

ますよね。それを家庭科や保健体育の教員がするというのが、どういうことな

のか、例えば、保健体育の教員だと教科書の内容の中にありますよね。家庭科

もね。 

 

スポーツ保健課長   学校の教諭の配置基準というのがございまして、今給食の実施でございま 

すが、本市の小学校におきましては、センター方式ということで実施しており

まして、センター食数によって、栄養教諭の配置するべき義務が定められてお

ります。１，５００食までで１人、６，０００食までで２人、６，０００食以

上で３人という規定がございまして、現在私どもの草津市におきましては、８，

６００食ということでございますので、３人というような基準に基づいた配置

がされているような状況でございます。中学校は手弁当ということでございま

すので、現在、基準に基づいた配置はございません。以上でございます。 

 

教育部理事    付け足しになります。理事の中瀬です。この条文のところにも、「主幹教諭、

栄養教諭を置くことができる」という表記になってございまして、実際この主

幹教諭なり栄養教諭というのは県の教職員でありまして、県の教育委員会から

配置をいただくものでございます。草津市といたしましても、平成２０年度か

ら主幹教諭の配置を増やすよう求めておりますけども、現在のところ３名、小

中学校で配置をいただいているところです。栄養教諭に関しましても、同じよ

うなことです。それで、今岸本課長から説明がありましたけど、基本的には、

学校給食を行っている小学校で、その給食を受けている児童の人数を県で判断

しながら配置しているというように聞いてます。全小中学校に配置するのが両

方とも望ましいわけですけども、人員のことですから、順番に徐々に増やして

いくと聞いております。 

 

杉江委員     ということは、中学校が給食になってくると、またその配置人数が今後、変
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わってくるとそういうことですね。 

 

学校教育課長   滋賀県の方を確認させていただいてますと、基準に基づく配置を行っていく

という方針であると聞いてます。 

 

檀原委員     多分、だから普通に考えると、給食をされているところというのは、基本的

には栄養を考えた食事を、皆同じものを食べるという意味では、昼御飯につい

ての栄養についてはほぼ確保されているというか、保証されているという状況

かなと想像するんですね。逆に中学校のように、それぞれ一人一人が違うもの

を食べるとなりますと、むしろ、場合によっては朝御飯も食べず、昼御飯で十

分栄養も取れなかったとしたら、ちょっと健康に心配やなということが出てく

る可能性というのも、給食以上に少し、普通に考えたらの話ですけど、出てく

る部分もあるのかなと、想像の世界で実際とは違うかもしれませんが。 

ですから、もし栄養教諭のかたがたの配置が今、３つの学校におられるけれ

ども、他にも回られるということの中で、小学校もあれですけど、もしそうい

う当該中学校、市内に６つの中学校ありますけれども、何か栄養面での課題を

学校のかたが考えておられるようなことがあれば、そちらのかたでも少し力を

発揮していただけるようなことが可能なのかどうかですね。可能でないんやっ

たらそら無理な話ですが、もし可能であって、そういう食育を少しサポートで

きるということもあるのであれば、せっかくこういうかたが、今３名が市内に

活躍いただいてるということですので、無理に変な仕事を、増やしてしまうと

大変かもしれませんが、ちょっと検討するのもありなのではないかなと素朴に

思いました。もし、そういうとこら辺で、実情とか方針があるということであ

れば、御紹介いただければありがたいなと思います。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課、岸本でございます。現在小学校の栄養教諭におきましては、 

        さきほどから御説明を申しあげております。３名おりますが、市内１４校にお 

きまして、低学年の授業の総合的な学習が主になるんですけども、授業をして 

おります。実際のところ、３名で回っているんですけれども、高学年まで年 

間を通じた中で授業をしているんですが、今でも手いっぱいというような状況

でございまして、小学校自体、それぞれ３つの小学校に配置をされていること

である等を考えますと、中学校までは今のところ難しいというような、困難な

状況だと認識いたしております。 

 

檀原委員     給食にもかなり関わっていくんですね。 
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スポーツ保健課長   中学校の給食。 

 

檀原委員     小学校の、小学校の献立とか。 

 

スポーツ保健課長   すみません、小学校におきましては、献立の策定、そして物資選定、食育等 

ですね。主に関わっていただきまして、毎日そんな業務に。毎日の給食につき

ましても、それぞれ研修等に関わっているような状況でございます。 

 

檀原委員     草津の減塩の給食を進めていただいたのも、その先生がたですね。中心にな

って進めていただいたということですね。 

 

杉江委員     給食センターの中の栄養教諭というか、おいでになる給食センターの方の先

生たちと連携もされているということですか。 

 

学校給食     学校給食センター宇野です。栄養教諭が今３名おりますけども、通常の勤務 

センター所長  先というのは学校給食センターでございます。所属としては各小学校になる 

んですけれども、実態は、ほとんどは給食センターで献立等を作っておりま 

す。各学校３名が１４校それぞれ担当して、１年生から３年生まで食育の学 

習を教えているという形です。 

 

檀原委員     例えばその現場の学校の先生のかたとの連携であったりとか、場合によって

は、学校からの要望によって動くということは、ほとんどあまりないというこ

とですね。むしろ総合的な学習の中で、１年生向けの授業を提供していくとい

う、２年生向けのことをやっていくということで、大体こう主体的に動いてお

られるというようなイメージですか。 

 

学校給食     学校給食センター宇野です。あくまでも通常の授業としましては、１年生 

センター所長  から３年生までと言いましたけど、それ以外にも、アレルギーの対策の相談に

乗ったりとか、あとまた、それとか各学校保健会ですか、そこにまた講師で呼

ばれるということもありますし、試食会というのがございます。御希望の場合

は、給食センターで各学校で試食会、給食を食べながら、かつ栄養教育から食

に関する講演をいただくという形もあります。そういったもので、いろいろな

ところで食に関しての教えいうんですかね。出てるというところでございます。 

 

谷川委員     十何年前とあまり変わってないような気がしますけどね。栄養士さんやった

のが、栄養教諭になって、人数が結局１人増えたぐらいの感覚かなと今思った
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んですけど、どうですかね。もう少しね、現場に、本当に現場で活躍できると

いうか、そういう栄養教諭、これはもうそういう方針なんですか。国の。栄養

教諭が設置されるというのを聞いて、「あっ、もっと学校へ入れるんやな」と

思ってたんですけど、そうじゃないんですかね。 

 

学校給食     正直なところ、今の栄養教諭の主たる業務としましては、さきほど申しあげ 

センター所長  ましたように、給食センターに詰めておりまして、そこで献立とか、色んな給

食に関してというのがほとんどでございます。それ以外に各学校での食育の教

室を教えている形ですので、それ以上の目いっぱいのことは、難しいと思いま

す。確かに各学校に１名、栄養教諭さんがおられて、随時、そういった食に関

する教室とか持たれるのが一番望ましいかと思うんですけど、現状のところ、

３名で運営しているという形なんで、今のところは、精いっぱいというところ

でございます。 

 

谷川委員     制度化されたけど、実質は全然昔と変わってないという、そういうふうな気

がするんですけど。 

 

スポーツ保健課長   今所長が申しあげたとおり、基本的な部分がございますが、平成１７年に 

  栄養教諭制度ができたと思うんですけど。それから非常にその授業等へはい

っていくこと、それとさきほど申しましたように、学校保健会、学校保健委員

会というのがそれぞれ、各小学校されているんですけど、そこで子どもたちの

栄養に関する話であるとか、そういうようなところへも実際のところ入ってい

ってるというような状況であること。また、家庭科の授業とか、その栄養教諭

のこちらからのアプローチだけでなく、学校からの授業にも入っていってると

いうような状況でありまして、一応前向きな話で、各学校にもそういうような

ＰＲをしながらということで進めているところでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 

川那邊教育長   またこの栄養教諭については、現在も非常に充実した取組をしていただいて

ますが、取組が一層よくなるように、また検討させていただきたいと思います。

他にございませんか。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２２号は原案とおり可決いたします。

次に「議第２３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
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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   「議第２３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」生涯学習課の相井が御説明を申しあげます。 

         議案書は、１７ページから１９ページでございます。１７ページを御覧くだ

さい。本議案につきましては、本市の文化振興にかかる基本的理念や、基本施

策を定める草津市文化振興条例に基づく、（仮称）草津市文化振興計画の策定

に当たって、行うものでございます。これにつきましては、多方面にわたり、

より幅広い知見や経験が必要となってまいります。よって、草津市文化振興審

議会に諮問するにあたり、新たに学識経験者、文化団体などの文化に関する団

体から選出されたかた、公募市民の計６名のかたを、草津市文化振興審議会の

委員として委嘱しようとするものでございます。任期は、平成２９年５月２９

日から２年となっております。なお、６名のうち５名は今回追加した委員で、

残る１名は出身団体でございます草津市教科等部会別研修図工・美術部会から

の委嘱替えの要請がございましたことから、交代となっておりますこと、この

場で併せて御報告をさせていただきます。委員の新旧につきましては、築山え

り子様から伊庭靖治様に交代することとなります。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。よろしく御審議いただき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、何か御異議、御質問ございませんか。 

 

檀原委員     一番上に書いていただいています、木下先生なんですけれども、簡単にちょ

っとどういうかたか、御紹介いただけたらありがたいなと思いますが。 

 

生涯学習課長   京都橘大学の現代ビジネス学部都市環境デザイン学科教授でございます。滋

賀県文化審議会次世代育成部会委員、そして平成２２年度につきましては、文

化庁文化審議会文化政策部会のワーキンググループで御活躍をされております。 

         研究領域につきましては、文化施策・文化資源の領域で、地域のさまざまな

資源を再評価し、まちを元気にするために、それを磨いていくためのプロジェ

クトを展開されておりますし、文化施設のマネジメント領域、これにつきまし

ては、文化活動、文化経営の領域で、主に文化施策と地域のあり方や、文化ボ

ランティア、サポーターを中心に展開をされてます。ほか、展示メディア・ク

リエイティブ領域ということの研究をなされておりまして、展示会、博覧会な

ど、主に文化活動や文化空間に関する企画、研究および、プランニングプロ 

デュース活動を展開されております。以上です。 
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谷川委員     すみません。大体、年齢がもしわかれば。 

 

生涯学習課長   資料中に生年月日が書かれておりませんが、５０代と思います。 

 

川那邊教育長   他、ございませんか。 

 

谷川委員     伊庭先生は、美術というのはよくわかるんですけど、あとのかたの、例えば

この人は俳句やとか、この人は音楽やとか、そういうものはあるんですか。 

 

生涯学習課長   まず、田端様から御説明をさせていただきます。日本におけるアール・ブリ

ュットの第一人者であり、現在、滋賀県美術館にアール・ブリュットを含めた

展示施設を増設されておりますが、そのことに関してアドバイスをされている

社会福祉法人グロー企画事業部総括専門相談調整室室長でございます。 

         草津市におきましても、アール・ブリュットの作家のかたがおられますので、

そういったかたの美術・芸術を引き出していただくような、そういう役割を期

待をしております。 

         続きまして津屋様でございますが、滋賀県次世代文化芸術センター、旧滋賀

文化芸術学習支援センターでトータルコーディネーターをされています。草津

にゆかりがございまして、老上小学校の授業が国教育美術展覧会で全国表彰を

受けたときに、指導いただいたかたでもございますし、笠縫東チルドレンミュ

ージアムにもお関わりいただいたり、あと滋賀県全域で文化芸術体験事業を進

めておられるかたでございます。 

         続きまして中村様でございますが、草津市２１世紀文化芸術振興協議会から

御推薦されておりますが、母団体は草津市美術協会で、会長をされているかた

でございます。最後に、麻植様につきましては、公募委員でございまして、前

の教育委員をされておりましたかたでございます。以上です。 

 

川那邊教育長   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   では、異議はないようですので、議第２３号は原案どおり可決いたします。 

        次に、「議第２４号 草津市立教育研究所運営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。事務局からの説明を求

めます。 
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学校教育課長   「議第２４号 草津市立教育研究所運営委員会委員の委嘱および任命につい

て議決を求めることに」ついて、学校教育課、髙井が御説明申しあげます。 

         議案書の２０ページから２２ページを御覧ください。 

         運営委員会委員につきましては、草津市立教育研究所規則第７条の規定によ

り、委員の委嘱、または任命しているところでございます。このたび現委員の

任期が５月３１日で満了するということになりましたことから、新たに委員の

委嘱および任命を行うものでございます。なお、委員の任期は規則第７条第２

項の規定により１年となっておりますことから、平成２９年６月１日から平成

３０年５月３１日までとしております。 

         以上、簡単ではございますが、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   では、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   では、異議もないようですので、議第２４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。事務局より報告を願います。 

 

生涯学習課長   報告事項、草津市文化振興条例案に関するパブリックコメントの実施展開に

ついて生涯学習課の相井が御推薦を申しあげます。報告書は１ページから４ペ

ージでございます。 

         １ページを御覧ください。草津市文化振興条例案につきましては、平成２９

年３月１日水曜日から、平成２９年３月３１日金曜日までの間、パブリックコ

メントを実施した結果、１名から１件の意見の提出がございました。提出され

た内容は、逐条解説にかかるもので、文化施設にかかる充実が限定するという

ものでございましたが、本パブリックコメントにつきましては、条例本文を対

象としたものでございましたことから、今後の参考にさせていただくというこ

とといたしました。 

         なお、逐条解説におきましては、市民の皆様に誤解を招かないように、文言

整理をさせていただくことといたしました。 
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         以上、簡単ではございますがよろしくご留意賜りますようお願い申しあげま

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したか。 

 

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。

他にございませんか。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課、岸本でございます。私どもスポーツ保健課から２点御案内 

がございます。最初に一番上にございます、春の各小学校の方の運動会でご 

ざいます。来る５月２７日に草津第二小学校、常盤小学校、渋川小学校におき 

まして春の運動会。また６月３日に笠縫小学校におきまして、運動会が開 

催されますので、御案内申しあげます。春の運動会は小学校４校ということで

ございまして、裏面を御覧いただきますと、秋の開催については残りの１０小

学校、６中学校で行う予定をいたしておりますので、御承知をお願いしたいと

思います。また、御出席いただける場合につきましては、スポーツ文化まで御

連絡いただけますと、幸いでございます。以上でございます。 

         そして２点目でございます。第２０回目のスポーツレクリエーション会が来

る６月１１日、日曜日に開催をされます。場所は、野村運動公園ということで

ございまして、学区対向種目、そして一般のかたにもご参加いただきたいとい

うことで、一般自由参加種目ということで、多数用意いただいております。今

回につきましては、２０回記念ということで、フィナーレ種目に中学校対向で、

ボール送りリレーをやろうということで、予定をされておりまして、また、よ

ろしければ御列席いただけますと幸いでございます。どうぞよろしくお願い申

しあげます。以上でございます。 

 

図書館      図書館、北相模から御案内２点、同じように配らさせていただいてます。 

         まず１点目、オレンジ色のチラシですが、「サトシン!!絵本ライブ!!」とい

うことで、５月１０日に本館の方で、ＮＨＫ番組で有名なサトシンさんという

かたにお越しいただきまして、絵本ライブを開催する予定でございます。まこ

とにあれなんですけども、募集が１００名で定員になり次第ということでござ

いまして、きょう現在１２０名のかたが、一旦、広くは定員を締め切らさせて

いただいてますが、教育委員さんがもし御都合がつけば、お越しいただければ

といいかなということで御案内させていただきました。 
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         あともう１点、ピンク色の方のチラシでございます。これは、南草津図書館

で開催予定しています、市民講座で「おしえて!!乳がんセルフチェック」とい

うことで、男性女性問わず、市民のかたになかなか、がんとか病気の本という

のも抵抗のあるかたもおられるかなということで、市の保健師が、講師として

御案内させていただきながら、あわせて本の紹介をしたいなということで考え

ております。新たな利用者拡大の一環ということで、市民講座を開催させてい

ただきました。こっちの方がまだ、応募、満席にはなってませんので、また知

り合いのかたとか、声を掛けていただけたらありがたいなと思っております。

以上でございます。 

 

川那邊教育長   それでは、これを持ちまして５月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は６月２７日、火曜日の午後４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。以上です。ありがとうございました。 

 

閉会   午後 ４時０５分 

 


