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開会   午後 ４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９月定例会を開会いたします。 

        まず初めに、来る１０月１１日をもちまして、谷川委員の教育委員としての任

期が満了となります。したがいまして、今定例会が最後の会議となりますので、

谷川委員より一言ごあいさつを賜りたいと思います。 

 

谷川委員     失礼します。４年間大変お世話になりました。欠席が多くて大変御迷惑をお

かけしましたけれども、４年間やらせてもらって、草津市の教育というのは、

教育長はもとよりですけれども、市長の思いもすごく伝わってきまして、教育

委員の皆様がたも大変一致団結した取組をしておられたことを身をもって感じ

させていただきました。 

         私が教育委員として関わらせていただいた中での一番の思いは、数値と順位

がキーワードかなと思います。数字をどのようにとらえて、どのように活用す

るのかということについては、もう少しいろいろな角度から検討してもらった

ほうがいいのではないかなということを感じることもありました。例えば、平

均で見ると、そこに入らない子ども、標準偏差で見ても、そこに入らない子ど

もっていっぱいいると思うんです。そういう子どもにどう手を差し伸べるのか

ということについては、もう少し深く見ていただけたらありがたいなと思いま

す。 

         それと、学校現場の声をいかに聞き取って、それを教育委員会と学校現場が

一体となってやるのかということについても、さらにレベルを上げていただけ

るとありがたいなと。そうすれば、さらに草津の教育が発展充実していくので

はないかなと思います。 

         この１０月で、教育委員としての任務は終えさせていただくんですけれども、

今後は仕事の関係で、幼稚園とか小学校、中学校等まだまだ関わりを持たせて

いただけることが多いかと思いますので、その中で教育委員として学ばせてい

ただいたことを生かして、ますます勉強をさせてもらえたらと思います。 

         草津市の教育がさらに充実していくことを祈念いたしまして、私の４年間、

至らない４年間でしたけれども、教育委員としての任務を終わらせていただき

たいと思います。 

         どうもありがとうございました。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

         谷川委員におかれましては、４年間、本市教育の向上に御尽力をいただき、
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まことにありがとうございました。今後におきましても健康には御留意いただ

き、新たな立場から御指導賜りますようお願い申し上げます。 

 

        ――――日程第１―――― 

 

   それでは、議事に入りたいと思います。 

   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、９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、「８月定例会および８月臨時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、８月定例会および８月臨時会会議録は、承認され

たものと認めます。 

 

        ――――日程第３―――― 

 

川那邊教育長   それでは、次に日程第３、「教育長報告」に移ります。 

   「暑さ寒さも彼岸まで」と申しますが、朝夕は大変しのぎやすくなってき

ました。このシーズンには運動会・体育祭が行われますが、小学校では１学期

に４校が終え、９月には９校、１０月に１校が開催となっています。中学校６

校は全て９月実施です。私は草津小学校の運動会を参観し、一生懸命頑張る子

どもたちに感動しました。 

   それでは、まずは９月定例市議会についてです。９月１日に開会し、９月

１２日、１３日、１４日に一般質問がありました。教育委員会への質問要旨は

「要保護児童生徒就学援助費について」、「滋賀国体向けプール整備につい

て」、「小中学校の教職員の働き方改革について」、「いじめ問題について」
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「移動中の危険行為・迷惑行為について」、「市立温水プールの整備につい

て」、「就学援助制度について」でした。 

   また、教育委員会関係では、１９日の文教厚生常任委員会、本日、午前中

の予算審査特別委員会、そして２６日の決算審査特別委員会と続き、９月２９

日に閉会です。いただいた御意見をしっかりと次につないでいきたいと思って

います。 

   次に、２学期以降の学校経営についてです。８月２６日の校長会では、２

学期に向けて、次のことを進めてほしいと訓示をいたしました。「１ 学力学

習状況調査結果を受けての学力向上への具体的な改善と校長会による主体的・

自主的な動き」、「２ 各校でのアクティブ・ラーニング」、「３ 働き方改

革の推進」、「４ 二学期はいじめがふえる時期でもあり、その未然防止と早

期対応」、「５ 学校も子どもも家庭も地域も、ともに豊かになるコミュニテ

ィー・スクールの構想と推進」、「６ 各学校の取組についての積極的な情報

発信」の６点です。 

   関係各課においても各学校への指導助言に努め、推進をしていただきたい

と思います。 

   次に１５日、金曜日には、草津市人権・同和教育研究大会にかかる第２回

主催三者会議が行われました。今回は、本年度の大会の反省を行いました。参

加者１，０７５人のアンケートでは、全体会で９０．１％、講演は９２．３％、

分科会は９１．２％のかたに「よかった」とお答えをいただきました。 

   主催三者である滋賀県人権教育研究会草津市部、草津市同和教育推進協議

会、草津市教育委員会が力を合わせ、充実した大会を開催できたことをうれし

く思っています。 

   次に、教育委員会としての特色ある取組についてです。一つは、草津第二

小学校で行った武 豊騎手を迎えてのスペシャル授業です。武さんからは、

「夢が全てかなうわけではないが、夢に近づくことはみんなができる」と、夢

に向かって努力することの大切さや、人への優しさ、勉強の大切さなどをお話

しいただきました。子どもたちも自分の将来を見すえて、熱心に聞いておりま

した。 

   また、道徳の教科化を前にして教員研修を持ちました。講師は、東京都文

京区の明化小学校副校長の斉藤道子先生をお招きし、５年生児童を前に、「命

を大切にすること」をテーマにした授業を行ってくださいました。子どもたち

の反応も大変よく、次から次へと意見が出て、学習の深まりを感じました。 

   本市は道徳教育にも積極的に取り組んでおり、道徳の学習に充実を感じて

いる子どもたちの割合は、全国と比べて大変高くなっています。また、今回の

研修では、近隣の市町にも呼びかけたところ、２１名もの参加がありました。 
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  道徳の指定地域として、教科化に向け、県内全体をリードしていきたいと思

っています。 

   また、「いじめ防止啓発強化月間」も特色ある取組です。いじめ防止に向

けた啓発や取組を各学校、教育委員会、関係機関で行い、その一環として、渋

川小学校では弁護士を招聘し、法教育の視点からの子どもたちへの講話を１９

日に行いました。また、作成したポスターもそれぞれのところで掲示されてお

ります。 

   草津市教育委員会だより『コンパス』も１０月１日に発行します。コンパ

スを通して、草津ならではの意欲的な取組を発信していきたいと思います。市

民の皆様に見ていただき、広く御意見等もいただければと思っています。 

   最後にうれしい報告です。まずは、日本教育工学協会（ＪＡＥＴ）の「２

０１７年度学校情報化先進地域」に草津市が選ばれたことです。学校情報化認

定とは、情報教育の推進体制を整え、教科指導におけるＩＣＴ活用、情報教育

等に積極的に取り組んでいる学校や地域が認定されるものです。草津市教育委

員会のほかには、全国的にも有名な日野市教育委員会、武雄市教育委員会と、

ＩＣＴでは大変有名な市が選ばれました。表彰は第４３回全日本教育工学研究

協議会全国大会和歌山大会の中で行われます。 

   また常盤小学校は、全国安全教育優良校として滋賀県知事から表彰されま

した。 

   以上で教育長報告を終わります。 

   それでは、委員の皆様から、９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します。 

 

杉江委員     １２日に草津市の就学前教育の保育検討委員会での接続期カリキュラムの研

修会が教育研究所で開催されるということだったのですが、大変残念ながら出

席させていただくことができませんでした。 

         この研修会というのが、昨年度策定された草津市の接続期カリキュラムにつ

いて、より実践的に進めていくための研修会だということで、本当に寄せてい

ただきたかったんですけれども、残念でした。 

         聞くところによりますと、福井大学の教職大学院の岸野麻衣先生の御講演で、

来年度から施行される幼稚園教育要領の改訂の一つでもあります、幼児期の終

わりまでに育ってほしい１０の姿に触れられながら、策定された草津市の接続

期カリキュラムをどう生かしていくのかという内容の中で、幾つかの保育の場

面を提示されて、小学校の担当の先生がたや保幼の先生がたがともに、その育

ちについて考え合うということができたそうです。 

         これまでも私たちの幼児教育の現場では、保育の場面とか映像を切り取り、
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見ながら、振り返り、幼児の遊びの見とりとか、育ちを理解していくという手

法はよくやってきたことでございますが、今回、小学校の先生がたとも一緒に

考え合うことができたということは、大変有意義な研修だったとのお話をお聞

きしました。 

         次に、笠縫東こども園に先日寄せていただきました。運動会に向けての活動

をされておられまして、体を動かすことが大変心地よい時期でもありますが、

たくさんの子どもたちが園庭に出ておりまして、遊ぶ時間も交代しながらとい

うことで、遊びの時間にかなり制約があるのだなということを聞かせていただ

きました。ちょうど、外部委託の給食会社のかたが、少しぬかるんだ状況のと

ころをワゴン車を押して搬入されていたのですけれども、園庭を押していかれ

るのに、車輪の食い込みがあってちょっと大変そうだなと思いながら見ており

ました。 

         子どもたちは、給食といっても、幼稚園型のこども園は、お弁当用のもので

給食を食べるということなんですが、特別支援の必要な子どもさんは、気に入

ったメニューですとおかわりが欲しいんだそうですが、そのおかわりができな

いということで、おかわりができないがために、その日は午後からの活動がで

きなかったり、トーンダウンしてしまうんだという先生の悩みというか、そう

いったお話を伺いました。 

         しかし、先生がたは子どもたちのよりよい環境づくりに大変工夫をされてお

られました。笠縫東こども園は幼稚園型こども園のモデル園としてスタートし

まして、これから志津とか山田、玉川も同様に整備されていくわけですけど、

そういった課題が少しでも次のこども園のほうに生かされていくと、とてもう

れしいなと思いながら帰ってまいりました。 

 

檀原委員     私は、９月８日の高穂中学校の体育祭と、それから９月１４日の松原中学校

の体育祭に参加をさせていただいた様子をお話しさせていただきます。 

         高穂中学校はクラスも多い学校ですが、１年生、２年生、３年生のクラスが

組み合わされまして、色ごとのブロックでチームをつくっておりまして、その

チーム同士で対抗するような形で長縄跳び、それからムカデ競争、代表のリレ

ーをされていたのを見学させていただきました。 

         一生懸命やっている姿に本当にすがすがしさと若々しさのエネルギーを感じ

たんですけれども、なかなか長縄跳びは上手にするようなチームは割と少なか

ったです。夏のスポレク祭のときに、非常に回数をよく飛ぶ、十何連覇してい

るというところの話があったんですけれども、ぜひこういう体育の教科であっ

ても、自由研究の課題にするとか、どうすれば上手に跳べるかということも、

こういう機会に何かちょっとヒントをみんなで考え合うというのも一つの学び
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のチャンスかなということを思いながら見ておりました。 

         ムカデ競争もなかなか上手なチームと遅いチームがあったりして、これを研

究するのもおもしろいなということを感じました。 

         松原中学校では、大縄跳びの他に全員リレーとか、それから、さまざまな競

技を生徒会が全て運営するという特色を持ったことをされておりました。表彰

式も先生が最後のあいさつをちょっとだけされるだけで、ほとんど全部生徒た

ちが運営するという形をされておりました。 

         非常におもしろいなと思ったのが、全員リレーをするときとか、大縄跳びを

するときには、チームごとが集まってミーティングを堂々とやって、時間をと

ってやるんですね。そして最後に踊りだしたりとか、それぞれの決めたダンス

というのか、そういうことをルーティーンでやって、それをじっくりとやった

チームほど強かったりとかいう傾向もあるなということを見ながら、一つのこ

とにチームとして団結する力が非常に大事だなと感じさせられました。 

         それから、そういうことをする中で、作戦を立てているんだと思うんですけ

ど、綱引きは、どう見ても強そうに思えないチームのほうが、作戦勝ちで、わ

ずかの差ですけれども勝つことがありましたので、それぞれやはり中学生らし

い取組をしているなと感じました。 

         それからもう一つ、９月１０日の日曜日ですけれども、ＢＫＣのスポーツ健

康科学部の上田教授の学生たちが、市内の幼児期から小学校の低学年期の子ど

もたちに事前に募集をかけて、キッズアスという「遊んで伸ばす運動教室」を

開催しておられたそうで、それが回覧板で回ってきまして、興味を持ちました

ので、代表のかたに連絡をとって見学をさせていただきました。わずかな時間

でしたけれども見学しましたところ、上田先生のところの教室では、幼児から

小学校低学年の間に作られる運動神経が後々の運動とか、いろんなところに非

常に大きな関わりを持つということを研究されているそうで、当日、先生は来

られていなかったんですが、学生たちだけで運営しておられました。ＢＫＣの

門を入ったところに新しくできましたスポーツ健康コモンズというところの体

育館を使って、十数組の親子が参加されていました。親子でやる遊びを通して

のプログラムと、それから、指導している学生たちと子どもがやるプログラム

に分かれていたんですけれども、非常に工夫されているなということがありま

した。谷川先生のところの大学でも、本市の教育の中で、幼少期の子どもたち

に対するアプローチをしていただいているわけですけれども、これくらいの年

齢の間にいろんなスポーツをやったり、そういう能力につながるようなトレー

ニングをするのは、非常に大事なことだなと思いましたので、後々どういう形

で展開されるかはまだわからないですけれども、ぜひ谷川先生のところの大学

も含めて、ＢＫＣにもスポーツ健康科学もございますので、本市のスポーツの
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推進につながればいいな、ひいては、健幸都市ということを草津市は申してお

りますので、生涯スポーツがみんなに関わっていけるように、また、競技スポ

ーツだけじゃなくて、みんなが、健康づくりとともに楽しくスポーツを続けて

いくような文化が生まれてくることが望ましいなと感じました。 

         それと、先ほど杉江委員が行きたかったとおっしゃっていた研修に行ってま

いりました。今、概要について非常に詳しくおっしゃっていただいたので、そ

のとおりだったんですけれども、特に、この写真から何が見えますか、何を考

えられますかというような提示をされまして、それについて特に同じ校区同士

の先生、小学校と幼保の先生が集まりまして、いろいろ意見を出していく。何

が見える、どういうことやったやろとか、その状況を想像しながら語り合う。

そして、最後に、また岸野先生が、「このときはこうやったんですよ」みたい

な話もされて、非常に活発に意見が交流できて、この写真を使ってみんなが考

え合うというのは、交流をしたりするときのいいツールになるなということを

すごく感じました。ぜひ、写真の撮り方も含めて、それを題材に、いろいろな

先生同士が話し合いをして欲しいなとすごく感じました。後でその関係の幼児

課のかたともしゃべっていたんですけど、ぜひこういうことを続けていただく

ことが大事だろうなと思いました。特に小学校の先生は、子どもの幼児期の様

子というのをなかなか知るチャンスは少ないようです。学校に来た子どもたち

の様子は見ているけれども、それまでどういう教育をされているかを、接続期

だけでなく、もう少し前からもいいんでしょうけれども、いろんな機会に知っ

ていただくことには、本当に価値があるなと思います。特にそれがカリキュラ

ム化されていることで、これからが楽しみだなと思いました。 

         あと、９月１９日に、生涯学習課の「学びの地域支援講座」が市役所の８階

でございまして、大阪府狭山市の公民館の職員である小松茂美さんというかた

が来られまして、講座の組み立て方をみんなで考えようというお話と、ワーク

ショップの方に参加してまいりました。講座については、市でされる講座もも

ちろんそうですが、それぞれの地域の中で、いろいろな社会的なニーズとか、

今日的課題について学ぶ講座を考える上で、どういうふうなやり方で、どうい

う手順で、また、どういう工夫をすればみんな楽しくやりながら学べるか、ま

た、子どもたちが対象なのか、大人を対象とするのかなど、いろんな要素を考

えながら講座を作っていくという実際の見本みたいなものを提示していただき

ながら、その後、グループに分かれてワークショップをやる形で一緒に考えま

した。 

ちょっと残念に感じたことが一つあって、特にこういう講座は、今年度の

春に指定管理者制度に変わったまちづくりセンターのかたたちに、ぜひ来て

ほしかったなという思いがあるんですけど、私のテーブルのところには、一
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つの学区のかたがおられましたが、そういうかたがなかなか参加しにくかっ

たのか、情報がなかったのか、全てのかたが来ておられなかったのが非常に

残念だなと思いました。 

         ですけれども、一つ考えられるのは、いろいろなそういう講座に出席した人

が、何らかの機会を通じて、伝達講習という形で、わざわざその先生をもう一

度呼ぶのではなくて、参加した人が伝えていくというのもお互いに勉強にもな

るし、チャンスがあればそういうことも含めた研修の組み立てもあっていいの

かなと考えながら参加させていただきました。今月はいっぱい行ったんですけ

ど、そのぐらいにさせていただきたいと思います。 

         あと、一つだけ街道交流館で、先日、市の文化財に指定されました幾つかの

文書、福島正則が関ケ原の戦いのすぐ後に出した文書とかも展示されておりま

して、市民にとっての貴重な文化財に接する機会を作っていただいたことに感

謝したいと思います。 

 

周防委員     ９月７日に、玉川小学校の学校保健委員会がありまして、参加しました。大

阪府子ども家庭サポーター、大阪府子ども虐待防止アドバイザーなどで御活躍

されています辻由起子さんの講演を聞かせていただきました。「大人が変われ

ば子どもが変わる、子どもが変われば未来が変わる」というタイトルでの講演

でした。そのお話の中で、特に性教育の必要性も訴えられていました。子ども

を取り巻く環境は、親世代の思春期のときよりも激変していますし、不安はあ

ったのですが、現状は思っている以上で、かなり危機感を持ちました。たとえ

我が子にスマホを持たせなかったり、フィルターをかけていたとしても、友達

のスマホで危険なアプリを使って、親が知らない間に大人にだまされたり、取

り返しがつかない状況になる可能性もあります。インターネットや、漫画、友

人や先輩などからいいかげんな情報が入る前に、正しい知識を教えなければな

らないと思いました。 

         積極的な性教育を学校で行うのは難しい面もあるかもしれませんが、義務教

育が全員等しく正しい知識を得ることができる最後の砦であるという、辻さん

の言葉が心に響きました。 

         秋田県が、地元の医師会と連携して医師による講座を行うことで、中絶率が

減少するなど成果を上げたということなので、専門家との協力なども含めて、

対策を考えてもらえたらいいなと思いました。 

         小学校の高学年以上ともなると、性の話をおもしろがる年代になってきます

が、「赤ちゃん先生」など、赤ちゃんと直接触れ合うことで、命の重みを感じ

てから性教育を受けると、ふざけることも少ないようです。赤ちゃんとの触れ

合い授業に興味を持ちましたのでインターネットで検索してみると、そういっ
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た取組は各地で行われているのだとわかりまして、草津でも、特に中学校で取

り組まれるようにならないかなと思いました。それが命の大切さということに

もつながって、いじめ防止とか、そういうことにもつながればいいなと思いま

した。 

 

川那邊教育長   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、議第３８号「草津市立学校体育施設の開放に関

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。 

 

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３８号「草津市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規

則案」について御説明申し上げます。 

         議案書は、２ページから４ページでございます。本市の学校体育施設の開放

につきましては、現在１９の小中学校の体育館、１２の小学校のグラウンドで

行っておりますが、このうち５つの小中学校の体育館は、総合型地域スポーツ

クラブや、各小学校区に設置していただいているスポーツクラブが主体的に運

営をいただいております。 

         こういった中で、平成２８年度の定期監査におきまして、各学区のスポーツ

振興団体への運営事務については、業務内容等を明確にした文書を交わすよう

指摘がございましたことから、所要の手続を行いますとともに、現行規則を現

状に即した内容に改めたものでございます。 

         ４ページの新旧対照表を御覧ください。表右側の旧規則の第２条におきまし

ては、第１項で、「施設の開放に関する事務は、教育委員会または教育委員会

から委託を受けた各学区もしくは地区のスポーツ振興団体または総合型地域ス

ポーツクラブが行う」と規定しておりますが、五つのスポーツクラブにつきま

しては、一定のルールのもと、主体的に体育館の運用をいただいているとこで

ございまして、施設の開放に関する事務は、教育委員会からスポーツクラブに

は委託を行わないため、第２条第１項を削除いたします。 

         また第２項では、「施設の開放を行う学校の校長は、当該開放の管理上の責

任を負わないものとする」と規定しておりますが、当該条項は、法制執務上規

則に規定することがなじまない内容であることから、今回の改正にあわせまし

て、当該内容については、別途お配りしております草津市学校体育施設開放実
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施要項案の２に管理責任として新たに規定し、当該規則施行後、速やかに要項

の改正を行うとするものでございます。 

         第２条においてこれらの内容を削除いたしますが、現在の草津市学校体育施

設開放実施要項では、学校体育施設開放実施校について具体的に列挙しており

ますものの、上位法となる規則の中に開放実施校についての規定がなく、現行

の法制執務上好ましくないことから、新たに第２条として学校体育施設開放実

施校を別に定める旨を規定し、見出しを施設の開放を行う学校とするものでご

ざいます。 

         なお、施行日は、平成２９年１０月１日とし、付則で規定するものでござい

ます。 

         以上、説明とさせていただきます。御審議いただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 

川那邊教育長   それでは、審議をよろしくお願いします。 

         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   では異議がないようですので、議第３６号は、原案どおり可決いたします。 

先ほどは大変失礼をいたしました。谷川委員のからの報告等が抜けておりま

したので、ここでお願いいたします。 

 

谷川委員     この９月に関わらせてもらったのは、常盤幼稚園から呼んでいただいて、４

歳と５歳の子どもに運動遊びをということでやらせてもらったんですけれども、

特にやったのは、投能力が低いというのが小学校、中学校のデータに出ている

ので、投能力を４歳、５歳でどのように高めたらよいのかということで、ジャ

べリックとかスポンジボールを使って、あるいは的を用意して投げ方について、

学生も連れてきて１時間近く指導させてもらったというものです。 

         やっぱり見ると、よくわかるんですね。手の角度が低いとかいうのもあって、

ワンポイント指導すると、子どもはすぐにうまくなったなと思いました。 

         あとは、バランス感覚を高めようということで、ペダルを用意してきたので、

ペダルに乗ってということで、道具を今度の運動会である３０日まで、自由に

使ってということで置いてきました。それが運動会の成果に出るかどうかわか

りませんけれども。そういうことで、その後、運動能力テストをやってみると

どうかなというようなことも思っていますのと、矢倉もぜひということを言っ

ていただいたので、矢倉でもやりたいなと思います。 
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         あとたまたま、きょうは大津の小学校で運動会の練習をしていて、１年生の

子が玉入れのボールを低い位置にある幕の中に入れる、そんな競技をしていた

んです。ただやはり投げられないんですね。幼稚園で感じたことが１年生にも

通じることかなと思いました。ですから、１年生も投げ方について、５歳とそ

んなに変わらなければ、同じものを使って指導してみたらおもしろいかなとち

ょっと思いましたので、そういう投能力を高めるために関わりたいなと思って

います。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

 

       ――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   それでは、次に、日程第５「報告事項」に入ります。 

         事務局より、報告願います。 

 

子ども子育て推進課長   子ども子育て推進課の髙岡でございます。 

         報告事項の１点目、「草津市子ども・子育て支援事業計画等の数値目標等の

見直しについて」説明させていただきます。資料につきましては、報告書の２

ページを御覧いただきたいと思います。「草津市子ども・子育て支援事業計画

の数値目標等の見直し方針案」ということで、この計画につきましては、平成

２７年の３月に策定いたしました。平成２７年度から３１年度までの５か年の

計画でございまして、子ども・子育て支援法および同法に定められた基本方針

に基づき策定したものでございます。今回の見直しにつきましては、１番の趣

旨の①のところですが、この基本方針におきまして示されております計画に定

める支給認定区分ごとの量の見込み、つまりニーズ量が実績値と大きく乖離し

ている場合に、中間年の平成２９年度を目安として、適切な基盤整備を行うた

めに計画の見直しが必要とされています。 

         また、内閣府から来ております「中間年の見直しのための考え方、作業の手

引き」においても、教育・保育の量の見込み、あるいは地域子ども・子育て支

援事業の量の見込みの見直しについて示されております。この今の教育・保育

の量の見込みと申しますのは、幼稚園、保育所、認定こども園等の入園、入所

に対する意向ニーズということになります。 

         また、地域子ども子育て支援事業につきましては、児童育成クラブや地域子

ども・子育て支援事業等の法律で定められた１３の事業について、今回の計画

を定めます前の平成２５年時に市民の皆様へのニーズ調査を行いまして、特に

この２点につきまして、重点的な取組として数値目標を定めて計画的に推進を



 

12 

 

しているところでございます。 

         戻りまして、「草津市子ども・子育て支援事業計画」の第８章の３「計画の

検証方法と中間年度での見直し」の中でも、子ども人口の推移や子ども・子育

て支援事業に関するニーズの変化、あるいは事業の進捗、国の制度の状況等を

踏まえまして、中間年度である２９年度をめどに、量の見込みと確保方策、数

値目標について見直しを行うと定められております。 

         こういったことから、今回の計画の見直しにつきましては、５年間の計画と

して定めました全体の基本理念や目標、あるいは全般的な施策や方向性、さら

に各課の事業等についての見直しは行わず、先ほど申しました国の方針や作業

手引きに示されております次の３点でございます、人口推計、教育・保育の量

の見込みおよび確保方策ニーズ量と基盤整備の方策、それから地域子ども・予

育て支援事業の量の見込みおよび確保方策についても数値的な検証を行いまし

て、検証の結果、見直しが必要な場合は、この該当部分のみの見直しを行うも

のとします。この見直し後の数値等について、今回、計画の記載部分の差し替

えを行いますと、見直さない部分との間で不整合が生じる恐れがありますので、

他市の事例を参考に別冊により見直し内容、数値目標等を定めていくというふ

うに考えています。 

         計画の期間については、従前の５年間と変わらず２７年度から３１年度まで

になっております。 

         あと、３番から５番につきましては、次のページから説明をさせていただき

ます。まず、３ページの見直しのスケジュールでございますが、子ども・子育

て会議という附属機関に審議をお願いしております。既に７月２６日に昨年度

２８年度の事業評価と審議をいただいています。今回、見直し方針につきまし

ては、７月３１日の副部長会議、あるいは８月８日の部長会議という庁内の会

議を経まして、本日、教育委員会での報告をさせていただいております。今

後、議会にこの見直し方針についての調整を諮ってまいりまして、来週の２８

日に審議会に見直しの諮問をさせていただきたいと思います。１０月に、また

それぞれの中間報告を行いまして、１１月に審議会からの答申、１２月に見直

し内容の報告に向けてのスケジュールで予定をしております。 

         ４ページは、その子ども・子育て会議の委員名簿ということで、平成２９年

７月１日からの２年間、３１年６月３０日まで、御覧の２０人のかたに委員の

委嘱をして審議をいただくことになっております。 

         ５ページは、先ほど申しました計画の見直し内容を別冊で定めている事例

で、大津市の例を示させていただいております。黒丸のところの子ども・子育

て支援事業計画というのは、本市と同じく２７年３月に策定をされておりまし

て、このうち、四角い箱で囲んでおります２の（１）の子どもの人口、それか
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ら（３）の教育・保育の提供体制の確保および実施時期等、（４）の地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保および実施時期等について、平成２９年

３月に改定をされたというようなことがございますので、これを例に本市の見

直しついてもそのようにしております。 

         また、同じく６ページには、関東中心ですけども、東京都新宿区、板橋区、

世田谷区、神奈川県海老名市、埼玉県羽生市等でも同じような形で見直しをさ

れておりますので、これらのようにさせていただきます。 

         ７ページは、先ほど御説明させていただきました計画の８章２、「中間年度

の見直しについて」記載されたものの抜粋でございますので、説明については

省略させていただきます。 

         報告事項は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   引き続いて、お願いします。 

 

幼児課長     それでは、報告事項２の「草津市子どものための教育・保育給付にかかる利

用者負担額に関する規則の一部を改正する規則」について、幼児課、宮嶋が説

明させていただきます。 

         報告書は、報告２の８ページ以降でございまして、新旧対照表は、１２ペー

ジ以降４５ページまででございますが、新旧対照表では少しわかりにくくござ

いますので、昨年度に引き続きまして、概要版を作成させていただいておりま

す。別に配付をさせていただいておりますが、資料の草津市子どものための教

育・保育給付にかかる利用者負担額に関する規則の一部を改正する規則概要を

御覧いただきたいと思います。 

         内容につきましては、国の制度改正に伴う、本市規則の改正でございまして、

幼稚園、保育所等の利用者負担額、いわゆる保育料でございますけれども、国

の制度改正に伴いまして、昨年度に引き続き低所得の多子世帯、およびひとり

親世帯等の軽減が図られるということでございます。 

         市といたしましては、国制度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りまして、子どもを産

み育てられる環境づくりを推進しようとするものでございまして、今回、一部

を改正させていただくものでございます。 

         それでは、現行の制度と変更内容について説明をさせていただきます。まず、

今の概要の区分①のところを御覧いただきたいと思います。従来の幼稚園、保

育所の保育料につきましては、市民税非課税世帯の場合、第１子につきまして

は、全額をいただいております。第２子は半額、第３子以降は無料でございま

す。 
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         今回の国の制度改正に伴いまして、第１子につきましては全額、従来どおり

でございますけれども、今回、第２子が無料になるということから、第２子以

降につきましては、全て無料となるものでございます。 

         次に、区分②でございますけれども、ひとり親世帯等の年収約３６０万円未

満相当世帯の負担軽減についてでございます。従来は、当該世帯の場合は第１

子はおおむね半額程度、第２子以降は無料でございました。 

         今回の国の制度改正に伴いまして、第１子は国が示したとおり、一般世帯の

非課税世帯の利用者負担額に変更させていただきます。これによりまして、当

該世帯の利用者負担額は、さらなる軽減ということでございます。なお、第２

子以降につきましては、従来どおり利用者負担額は無料でございます。 

         また、この資料で説明させていただいております年収につきましては、あく

まで国のモデル世帯の金額でございまして、規則におきましては、市民税の所

得割額で規定しております。具体的には、規則におきまして、市民税所得割課

税額が７万７，１０１円未満の世帯が対象になるものでございまして、平成２

９年４月１日に遡及して適用をさせていただきます。 

         なお、この内容のほかに、一部文言修正、あるいは、市民税の課税額から利

用者負担額を算定しておりますので、税額控除の項目の追加等も規定をさせて

いただいております。 

         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。 

         よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   続いてお願いします。 

 

教育総務課長   報告事項３、寄付の受け入れ報告につきまして、教育総務課の松浦が御説明

申し上げます。 

         議案書は、最終ページ、４６ページになりますので、そちらを御覧いただき

ますようお願いいたします。 

         まず、矢橋町自治会様より長机を老上西小学校に、また、清水和廣様より冷

風機を南笠東小学校に、それぞれ御寄付をいただいたところでございますので、

御報告させていただきます。 

         以上、報告させていただきます。 

         よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   はい、それでは、ただいまの報告事項１につきまして御質問等ございません

か。 
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杉江委員     お尋ねなんですが、ここの２ページのところに、子ども・子育て会議の委員

さんの名簿があるんですけれども、公募市民というかたが４名おいでになりま

す。このかたがたが、どのようなお立場で御専門のかたなのかどうかというの

をお聞きしたいのと、あと、もう一点、ここのメンバーを見ますと、公立保育

所、公立幼稚園の園長先生とかおいでにならないんですが、これは交代になっ

ているのか、そこは何か意図があるのかどうかという２点をお尋ねしたいので

すが。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

子ども子育て推進課長   まず、４ページの委員名簿の中の３番から６番の公募委員のかたでござい

ますが、これは、草津市市民参加条例で公募委員の割合が２割と規定されてお

りまして、総数が２０人ということで、４人の公募委員の募集をさせていただ

きました。全てのかたではございませんが、子育てサークル等の活動をされて

おられるかたや、子どもの預かり施設の運営等をされておられるかたなどが御

参画いただいているというところです。 

         それから公立幼稚園、保育所の参画ということでございますが、１０番と１

２番のかたにつきましては、私立の保育、あるいは、教育を代表として御参画

をいただいておりますので、こういったかたに教育、保育の御意見については

承っておりまして、必要な部分については、公立の幼稚園、保育所等の職員の

意見なり、関係課の意見等を集約しながらこの会議にかけていくというような

ところでございます。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

杉江委員     先生が入っておられる年もありますか。委員は２年交代とおっしゃいました

かね。 

 

子ども子育て推進課長   この子ども・子育て会議が附属機関としてこの２０名の構成になりました

のはそんなに昔からではなくて、最近、４～５年間の間の、いわゆる国の子ど

も・子育て支援新制度という制度改正がある前後ぐらいの話でございますので、

大分前の、１０年も２０年前も状況というのは承知しておりませんけれども、

ここ３期ぐらいの間の中には、公立の幼稚園、保育所の職員は入っていない状

況でございます。 

 

谷川委員     できれば、公立の先生も入ってもらうほうがいいんじゃないかなと私は思い
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ますけれども。 

 

杉江委員     何か理由があるんでしょうか。 

 

子ども子育て推進課長   理由としましては、先ほど少し申し上げましたが、市民参加条例の中に、

審議会を設置する場合のルールがいくつかございまして、先ほどの公募委員の

人数についても一つのルールです。その他に、市の職員は、そこに参画できな

い、あくまでも市の職員以外の外部のかたで組織する、いろんな御意見なり進

言をいただく附属機関という審議会の性格がございますので、市の職員は入ら

ないと規則に定められております。それに沿っているものです。 

 

谷川委員     校長会は違うんですかね。 

 

教育部長     市職員ではなく、県費の職員なので。 

 

杉江委員     そうしますと、子ども子育ての支援事業というのは公私問わずあるわけなの

で、そこで評価をしていくということの中には、審議会のメンバーがされてい

る事業も評価されるということになるので、不自然さを私は感じてしまったん

ですけれど。 

 

子ども子育て推進課長   先ほどおっしゃっていただきました、この計画の中で、いろんな事業を定

めまして、年々、計画的にやっていくということで、数値目標等を定めてやっ

ていきますけれども、おっしゃっていただいておりますように、各年度で前年

度の事業の実績、あるいはその５か年度の事業の計画について、御審議いただ

いております。その中では、民間の事業もございますけれども、多くは市が進

めております事業でございますので、公立の幼稚園なり保育所の職員というの

は執行部の一部ということになりますので、事業を実施している我々事務局と

同じ立場となりますので、その評価には入っていないということになろうかと

思います。先ほどのルールの考え方に沿うものと思います。 

 

杉江委員     もう一点いいですか。すみません。 

こちらの７ページの方、検証方法と見直しのことについてですけど、評価を

行っておられるということで、文言もあるんですけど、これはどういった形で、

公表とかはされておられるんですか。 

 

子ども子育て推進課長   本日、お配りしております資料の中につけさせていただいてはいないんで
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すけれども、先ほど申しました教育、保育、あるいは法律で定める１３の地域

子育て支援事業の文言については、ニーズ量というものを調査の上で、５年間

どれだけのニーズがあるか、例えば保育所ですと、推定する申し込みの数はど

れぐらいになるかというものをまずそろえまして、それに対して現在ある施設

と、それから今後整備予定の施設でそのニーズを賄っていく、対応していこう

というようなことで、経過を探るということですので、１年間終わりましたら

その時点でその数字というか、申し込みの実績、整備の実績、定員の実績とい

うものが出ますので、そういったものの数値をまとめて、この会議のほうに諮

っていく。ほかの事業については、同じような考え方の中で、評価をしていた

だいているところでございます。 

 

川那邊教育長   いいでしょうか。はい、報告ということですので、そういう御意見があった

ということで、理解をしていただければと思います。 

         それでは、ほかにございませんか。 

         以上をもちまして、本日の議事は終了となりますが、机上の資料についてお

願いします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課から１点、イベントの報告をさせていただきます。来る１０月７

日、土曜日から１５日までの期間で、第５５回草津市美術展覧会を開催いたし

ます。会場はいつものとおり、草津市役所の２階の特大会議室でございます。

会の初日になるんですけれども、７日の土曜日、朝１０時からオープニングの

コンサートも実施いたします。美術作品の鑑賞とあわせて、琴の演奏もお楽し

みいただけますので、よろしければ御参加いただきますよう、よろしくお願い

いたします。草津の文化を感じていただける一日になれば幸いでございます。 

 

教育部専門理事   八杉でございます。もう一枚のチラシで、草津市街道交流館の秋のテーマ展 

（歴史文化担当）  で「名所をたどる東海道五十三次のイメージ」といたしまして、草津市所蔵の

浮世絵を展示させていただきます。１０月７日から１１月１２日まででござい

ます。裏に関連イベントもあわせて掲載しておりますので、よろしかったら、

ぜひお運びいただけたらと思います。 

 

川那邊教育長   よろしいですね。 

         それではこれをもちまして、９月定例会を終わらせていただきます。 

         次回については、また事務局から連絡をさせていただきますのでよろしくお

願いします。 

ありがとうございました。 
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閉会   午後 ４時５５分 


