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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１１月定例会を開会いたします。 

 

        ――――日程第１―――― 

 

川那邊教育長   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、１１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、「１０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、１０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   それでは、次に日程第３、「教育長報告」に移ります。 

 

   まずは、本市のミシガン州「ポンティアック市」との交流にかかわってで

す。 

   本市とは１９７８年８月に姉妹都市の締結をして以来、交流が行われてい

ますが、本年度はポンティアック市から中学生をお迎えしました。次年度は友

好４０周年に当たり、ポンティアック市からさらなる友好をとの思いをいただ

き、実現に至りました。 

   受け入れ期間は１０月２３日（月）から１１月３日（金）の１２日間で、
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中学生１１名、引率者１１名の合計２２名を受け入れました。その間、中学校

での活動や授業体験、小学校への訪問、市内外の視察見学、ホームステイ先で

の生活体験などを通して交流を深めることができました。市内の全中学校が分

担をして受け入れましたが、日本の生徒にとっても国際交流や異文化体験のよ

い機会になりました。 

   また、使節団の受け入れに当たっては、教育委員会学校教育課が主管とな

りましたが、まちづくり協働課や草津市国際交流協会（ＫＩＦＡ）をはじめ、

関係の皆さんの協力もあり、連携を深めながら充実した取組ができたことをう

れしく思っています。 

   次に、文化の日である３日に、東海道草津宿シンポジウムが開催されたこ

とについてです。趣旨は、東海道の宿場の保存、伝承と地域の活性化に寄与す

ることを目的とし、多くの宿場から関係者が参加されました。市民の皆さんも

多く参加をいただき、満席になりました。 

   今回のテーマは「東海道の魅力と草津宿」で、草津宿からの発信ができた

ことを喜んでいますし、また、草津宿本陣が、現存する本陣では最大級である

ことの誇りとその使命を感じたところでもあります。今後も、東海道の江戸と

京都を結ぶ五十三次、江戸と大阪を結ぶ五十七次の宿場とも連携をし、宿場町

草津からの発信に努めていきたいと思っています。 

   次に、スポーツ関係についてです。「第１４回武道祭」が武道館で開催さ

れました。また、「チャレンジスポーツデー」も現在、開催中です。さらに、

１０月に引き続き、地域の祭りやイベントなど、地域の大人も子どもも楽しみ

にする行事が開催され、交流を深めるよい機会となっています。 

   次に、ＩＣＴ教育関係では、文部科学省から委託されている「次世代の教

育情報化推進事業」の研究発表大会が、１０日に志津南小学校で行われました。

特に、「プログラミング的思考」に焦点を当てた取組は先進的で、県内外から

来ていただいた参加者にも参考になったと思います。なお、同じ指定を受けて

いる玉川小学校では、今週１７日に発表大会が開催されます。 

   最後に、教員の働き方改革についてです。これについては、学校教育課か

ら取組と成果について現状を報告いたします。 

 

学校教育課課長代理   学校教育課の織田でございます。 

         本市の小・中学校における働き方改革の状況につきまして報告いたします。 

         本市では、本年３月に草津市学校業務改善プランを策定し、それに基づいて

働き方改革を進めております。本年度当初予算において、校務支援システムや

市費加配教員、支援員などの既存事業のほか、看護師や教室アシスタントの配

置、部活動指導員や学生ボランティアの派遣、養護教諭の不在時に学校間で派
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遣するなどの支援システムの構築といった新規事業にも措置しておりまして、

その活用が進んでおります。 

         また、業務改善プランにも盛り込んだ事項ですが、今年度から市教委でも各

校の勤務実態を把握しておりまして、その結果、夏季休業日が含まれる７月を

除いた１学期、４月から６月の月平均の超過勤務時間は、小学校で６２時間、

中学校で７０時間、過労死ラインと呼ばれる月８０時間を超える割合は、小学

校で２８.３％、中学校で３９.９％と大変厳しい実態の数字が明らかになりま

した。 

         ２学期に入りました９月では、依然として厳しい状況が続いておりますが、

小学校の超過勤務時間がやや改善されております。中には３７％の縮減ができ

た小学校もあり、この学校では帰宅時間の見える化と超過勤務の特に多い職員

への個別指導を徹底して、このことが成果につながっている模様です。今後も

引き続き、各校における取組を支援し、さらなる改善を進めてまいりたいと考

えております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   それでは、委員の皆様から、前回定例教育委員会から今日までにあった行事

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。 

 

檀原委員     １１月１０日の午前中でございましたが、草津小学校の６年生の３クラスに

対しまして、先日まで教育委員をされておりました谷川先生が、危険ドラッグ

に関する授業をしてくださいました。授業では、ペッパーを使ったり、体の中

身が見えるような特別な作りの内臓ベストを使われてました。 

また、実際に薬物を服用した人が同心円の丸を書くと、どんな丸になるかと

いうことや、非常に簡単な平仮名だけの文書をつくるのにも３日もかかるなど、

非常に具体的な話も交えながら、危険な薬物だけでなく、一般的な薬でも使い

方を間違えたら同じようなことが起こると、子どもたちに教えていました。ま

た角砂糖や酒、たばこなどにも依存性があるとか、そういう話も踏まえながら

非常に大切な話をしていただきました。一方的に教え込むだけではなく生徒に

もタブレットを使わせて調べさせたり、またそれを標語にして最後に貼り出す

など工夫をされた授業をされまして、若いうちからそういう危険なものに近寄

らないということの大切さを、指導していただくという、非常にすばらしい授

業を見学させていただきました。こういう取組が、ぜひ続けられることを期待

いたしたいと思っております。 

         また同日、１１月１０日の午後に、私も志津南小学校の研究授業にも参加さ
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せていただきました。志津南小学校も、１年前にはどう取り組んでいいか知ら

ず、白紙のところからスタートということで、非常に苦労されながらも１年間

かけて積み上げられたことが具体的にわかってきました。標語の中にも主体的、

対話的、問題解決的という言葉を「主・対・問（主体的・対話的・問題解決的

な学び）」「したいもん」というような合い言葉にもされながら、２１世紀を

生きていく子どもたちにとって非常に必要とする基礎力としてのスキル、それ

はプログラミング的思考と、つまり物事を解決に導くために順序だてて、いろ

いろな組み合わせを変えながら、最終的にみんなが知恵を出して一つの答えに

向かっていくという姿が、非常にわかりやすい１年生から６年生までの授業を

見学しまして、これは先生がたにとっても非常に多くの学びにつながったので

はないかと思いましたし、見学に来られたかたは非常にいい見学になったので

はないかなと思いました。草津市として非常に誇らしい気持ちになりました。 

         同時に二つ課題を感じたところがありました。一つは、やはり授業というも

のが公開されている中で、子どもたちも先生も非常に緊張しているんですけれ

ども、その中でも、やはりどうしても注意をしたり叱ったりする必要がある場

面が出てくると思うんです。その時に、いつもの調子できつい言葉で叱ってし

まうと、人前ということもありますし、なかなか難しいところがあるだろうと

いうことで、そういうときの工夫というのもぜひ研究していただいて共有でき

るといいなというのが一つありました。 

         それともう一つは、ＩＣＴという機器を使うときにはやはり若干の準備と、

それから不具合のときの対応に手間取ることなどがありますので、一番重要な

ところの一つとしては、最後にしっかり振り返ってそれを次につなげていくよ

うなまとめの時間というのが非常に必要となってきます。ただし、やはりその

時間的な苦しさみたいなのがありますので、導入からスタートしていく中でな

かなか難しいですけど、時間的配分ということを課題とする部分も大事だなと

いう感想を持ちました。 

         あと、幾つか参考に参加させてもらった中で、先日の１１月１１日に、老上

西小学校と老上小学校の合同の「ふれあい老上まつり」の中で、前夜祭のたそ

がれジャズコンサートというのを見学しました。地域の中でそういう非常にユ

ニークかつレベルの高い演奏を披露されるというような場をつくられたことは、

地域の教育力の中の非常に高い部分だと感じまして、非常に感銘を受けました。 

         それから、１１月３日の宿場町シンポジウムにも参加させていただいたんで

すが、東海道の魅力というのがそれぞれ自慢にするところがあるなということ

と、当日お話いただいた中でも当時の旅の様子というのを非常にわかりやすく

話してくださる講演会もありまして、非常にありがたい取組であったなと思い

ました。 
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         それと、本市ではございませんけれども京都市で今、国宝展というのを開催

されております。あすから第４期の最後の２週間になるんですが、私も２回見

にいくことがありました。ですが最後にもう１つだけ見たい作品があります。

尾形光琳が描いた燕子花図という作品が約１００年ぶりに里帰りするというこ

とがございますので、３回目はぜひ見にいきたいと思っています。平日の昼間

は混んでいるんですが、夕方ぐらいになるとすいておりますので、ぜひ皆様が

たの中でも見に行っていただけたらなと思います。中学生以下は無料なんです

ね。ですからできれば子どもたちにも機会を見て、行っていただくといいなと

思いますが、祝日はなかなか混むだろうなと思いながらも、一応情報提供も兼

ねながら報告させていただきます。どうもありがとうございます。 

 

周防委員     ポンティアック市の中学生が授業体験をする様子を老上中学校で見学させて

いただきました。英語の授業ではお互いの自己紹介をしたり、体育では一緒に

体を動かしたり、理科など普通の授業では周りの子がフォローをしているよう

な姿もありました。休み時間にはほかのクラスの子も様子を見にきていて、よ

い刺激になっているんじゃないかなと思いました。玉川中学校では、調理実習

もしたということをお母さん仲間から聞いていて、そういう共同作業をして交

流を深められたんだろうなと思います。ほかの交流のあった学校でも、それぞ

れよい経験になってよかったのではないかと思います。 

         あと、１１月１０日の志津南小学校の研究発表大会、各先生がたの工夫され

た授業を少しずつにはなるんですけど私も見せていただきました。特に印象に

残ったのは、４年生の図工の時間に子どもたちがパソコンで自分で考えた幻の

花を熱心にアニメーションのように動きをつけて作品を制作する姿、試行錯誤

しながらつくっていく姿にとても関心もしましたし、頼もしく感じました。 

         あと、湖南市の水戸小学校に行く機会がありまして、この水戸小学校という

のは日々外国人生徒が転入出するようで、大体３８０人ぐらいの生徒のうち８

０人ぐらいが外国人という特殊な小学校のようで、新聞なんかでも載っている

んですけど、さくら教室という外国人の子どもたちに日本語を教えるというよ

うな教室を開いておられました。その校長先生のお言葉の中で、学校のマイナ

スを隠さないというのがありまして、それで日本語教室に地域の人が入ったり、

地域まちづくり協議会の人も学校にかかわって、それによって学校の現状をわ

かってくれているというようなことで、いろいろな大変な面はあると思うんで

すけれども、そうやって学校だけで抱え込まないで地域も保護者も含めていろ

いろ頑張ってらっしゃるような様子が伺えました。 
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中西委員     私も１１月１０日の志津南小学校の研究授業を見せていただきまして、プロ

グラミング的思考とか、またアクティブ・ラーニングとかいろいろな言葉をも

とに、すばらしい研究授業を行われていたなと思います。その中で私もかつて

高校の書道の教諭をしてたので気になったのが、各教室に書の作品が結構展示

してありまして、それと、このプログラミング的思考というのがどういう関係

になるのかなと思っておりました。プログラミング的思考というのが、学校の

全部の教科あるいは子どもたちに共通してやられているのかなというのがちょ

っと思うことがありまして、書道の世界、絵の世界、あるいはほかの教科の世

界でも、どのようにこのプログラミング的思考というのがあるのかなというの

をふと思いました。文部科学省が志津南小学校に研究をして欲しいということ

で指定をされたわけですけども、この間の授業を見せていただいて、これまで

の授業への取組も、プログラミング的思考を通じた形があったのではないかな

というふうに思っています。子どもたちには生き生きと取り組む、そういう姿

を見せていただいてうれしく思いましたし、また今後もそういうふうないろい

ろな今までの取組と合わせて、このプログラミングについての思考もまた進め

ていっていただきたいなというふうに思いました。 

         ただ一つだけ、授業を見せていただいていて気になったのが、ああいう授業

を見せていただくわけですけども、障害を持つ子どもさん、あるいはいろいろ

な問題を抱えている子どもさんですね。そういった子どもさんにはどういうア

プローチをされるのか。また、どういう機会にこういう手法を取り入れられる

のか。そういったことが少し気になる点ではございました。全ての子どもに今

のプログラミング的思考というのが通じていくのか。あるいはアクティブ・ラ

ーニングというのが、どのように全ての子どもたちに影響していくのかという

のが一つ気になる点でございました。 

 

杉江委員     すみません。私は研究会とかシンポジウムなどいろいろと御案内をいただき

ながら参加ができなくて、大変申し訳ないなと思っているところです。 

         その中で、昨日が最終日でした草津宿街道交流館での秋季テーマ展を見に寄

せていただきました。御案内をいただいて名所をたどるというタイトルで東海

道五十三次、先ほど教育長の話にもありましたが、イメージを草津市蔵の資料

で浮世絵を中心に展示されておられました。いろいろコメントを見ながら江戸

後期というのは道中ものというのがとても人気で旅がブームだったようです。

草津宿も人々が行き交う、今もそういう要衝でございますけれど、とてもにぎ

わった様子を見ることができました。きっとこの名所とか、名物というのもそ

れを目的に旅するかたが多かったんだというようなことも書いてございまして、

楽しい様子を浮世絵を通して拝見したところです。ちょうど行きましたら、成
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安造形大学の学生さんがゼミの先生と一緒に浮世絵の版画を興味深くつくって

おられて、体験しておられましたし、親御さんと６年生の息子さんが、版画を

彫るのが好きやから、これを見にきたんだというようなことをおっしゃってい

て、本当に展示を見ながらタイムスリップした気持ちになり、自分も旅をする

ような気持ちで展示を見させていただきました。一人でも多く市民のかたが訪

れて、草津宿街道交流館に足を運んでいただけるといいなと思いながら、帰ら

せていただいた次第です。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

         先ほど、中西委員からＩＣＴの活用について、特別支援とかあるいは課題の

ある子どもはどうかという、質問的なことがあったんですけど、もし答えられ

るようでしたらお願いします。 

 

学校政策推進課長   貴重な御意見ありがとうございます。 

         特別支援に関しましては、今度の１１月１７日の玉川小学校の研究発表会で

は、特別支援学級も公開させていただき、どのような形でプログラミング的な

思考を育成するかということにつきましても取組を発表させていただきます。 

また、課題のある子等につきましては、やっぱりこれからの非常に大きな課

題かなというふうなことを思っています。特にプログラミング的思考というも

のが、全く新しいものではなく、中西委員がおっしゃったように今までの取組

があってこそ、できることかと思っていますし、これからどのような形でプロ

グラミング的思考の教育というものを上積みしていくのかというあたりが、文

科省としても知りたい部分であろうと思いますので、今回の２校の取組等を参

考にしながら、また新たな部分をつけ加えていけたらなと思っています。あり

がとうございます。 

 

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。 

 

        ――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項、議第４２号「平成２９年度草津市一般会計補正

予算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。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 
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         議案の御説明を申し上げる前に、大変申し訳ございません。議案書にちょっ

と誤字がございまして、４ページでございますけれども、一般会計予算の表が

ございまして、１番右の説明の部分でございますけれども、（仮称）草津市立

プール基本計画策定指針で、民間活用導入調査という言葉がございます。こち

ら、正確には民間活力、「用いる」ではなくて「力」の導入調査ということで

ございますので、おわびして訂正お願い申し上げます。申しわけございません。

よろしくお願い申し上げます。 

         それでは、改めまして、議第４２号「平成２９年度草津市一般会計補正予算

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」スポーツ保

健課の岸本より御説明申し上げます。 

         議案書は改めまして２ページから４ページでございます。当該補正予算につ

きましては、滋賀県が平成３６年に予定されております第７９回国民体育大会

および第２４回全国障害者スポーツ大会の開催に向けまして、プールを整備す

る市町を支援するとされたところでございまして、こちらにつきましては去る

１０月６日付で滋賀県により本市にプール整備の支援市として選定がされまし

たことから、当該プールを整備するための基本計画の策定等を行うための経費

について、予算を計上させていただきたいと思うところでございまして、平成

２９年度草津市一般会計補正予算に対する意見を市長に申し出るにつき、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づきまして、本委員

会にお諮りするものでございます。 

         内容につきましては４ページをお開きいただきたく存じます。先ほど訂正を

いただいたページでございますけれども、事業の内容等につきましては、屋内

温水の５０メートルプール、そして飛び込み兼用の２５メートルプールを本市

西大路町に整備をするために、社会体育施設整備事業費として事業の前提とな

る周辺環境や敷地条件、そして建築諸条件等などの諸条件の整理、そして必要

な施設規模や駐車場の設定など、本事業の整備に係る基本計画を策定、そして

民間活力導入調査、敷地状況を把握するための地形測量業務の委託費、費用と

して、１,８９３万７,０００円を計上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。よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

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。 

 

杉江委員     すみません。この今訂正いただいた民間活力導入調査というのは、具体的に

はどういう進められる内容になるのですか。 
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スポーツ保健課長   民間活力導入調査と申しますのは、民間の資金であるとか、あるいはそれぞ

れの事業者、企業さんの能力とか、そちらを活用させていただいたような形で

官民の連携手法によって事業を実施していくというようなものでございます。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、異議がないようですので、議第４２号については意見なしとして市長

に回答することにいたします。 

         次に、議第４３号「草津市手数料条例等の一部を改正する条例案に対する意

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。 

 

学校教育課課長代理   学校教育課、織田でございます。 

         「草津市手数料条例等の一部を改正する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」を説明させていただきます。 

         議案書については、議第４３号の５ページから２０ページまででございます。 

         ６ページを御覧ください。草津市手数料条例等の一部を改正する条例案に対

する意見を市長に申し出るにつき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定に基づき、本委員会の議決を求めるものでございます。 

         資料７ページから草津市手数料条例等の一部を改正する条例の内容に入って

まいりますが、学校教育課が所管する部分につきましては９ページでございま

す。９ページの真ん中よりは下あたり、第２条のところでございますが、草津

市立教育集会所設置条例の一部を次のように改正するというものでございます。

使用料の変更を行うものでございますが、これについては新旧対照表資料１４

ページで説明させていただきます。草津市立教育集会所につきましては、各隣

保館に隣接して設置しておりますが、４年に一度、草津市全体の使用料、手数

料の見直しに合わせまして、今回改定を行うものでございます。それぞれ料金

の改定後が左側の新条例（案）と書いたところ、右側が旧条例の単価になって

ございます。見比べていただきますと、少し減額をしているところが見受けら

れますが、それは４隣保館のうち２館について指定管理者制度が導入されて、

維持経費が削減されたことによりまして、維持管理費が下がり、かかる使用料

が下がったというものでございます。 

         まことに簡単ではございますが、教育集会所の部分については以上でござい
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ます。 

 

教育部専門理事   すみません。続きまして、草津宿街道交流館の八杉でございます。議案書の 

（歴史文化担当）  １０ページ、１１ページでございますが、先ほどと同様に２９年度の全庁的な

手数料、使用料の見直しによりまして、同条例の第３条で、草津宿街道交流

館条例の一部改正によりまして観覧料を、そして第４条で、草津宿本陣条例

の一部改正により入館料を改正しようとするものでございます。具体的な中

身につきましては、新旧対照表の１６ページをお願いいたします。草津宿街

道交流館の観覧料でございますが、従来設定しております観覧料につきまし

ては特に改正はございませんが、このほど新たに共通年間券を設定しようと

するものでございます。新旧対照表の新条例欄の一番右の表の項目になりま

すが、小学生または中学生が２２０円、高校・大学生またはこれに準ずる者

が３４０円、大人が４５０円に設定いたします。また備考欄では、第２項に

おいて６５歳以上の者が観覧料を小学生・中学生の区分と同額にするとして

いたものを、金額に変更はございませんが、大人の区分の額の半額とすると

いう文言、さらにこの場合において１０円未満の端数はこれを切り捨てるも

のとするという文言修正を行うものでございます。また、第３項につきまし

ては、団体の共通券の使用において本陣の入館料と合わせて支払うという文

言を加えるものでございます。また、第４項につきましては、今回新たに設

定いたします共通年間券につきまして、購入から１年に限り当券を提示する

ことにより、草津市史跡草津宿本陣と共通で使用でき、本陣の入館料と合わ

せて支払うものとするというふうに規定するものでございます。 

         続きまして、同じく新旧対照表の１８ページでございますが、本陣の入館料

につきまして、これも同様に新たな年間共通券、街道交流館とともに利用でき

るものを、設定するものでございます。小学生または中学生が２８０円、高校

生・大学生またはこれに準ずる者が４１０円、大人が５５０円となります。備

考欄の２項、３項、４項は、先の草津宿街道交流館と同様に文言修正および年

間共通券の利用規定を定めたものでございます。なお、条例ではそれぞれ交流

館および本陣の入館料、観覧料を規定しておりますが、お手元に置いておりま

す一覧表のような形で一般利用者には誤解が生じないようにと、赤字で示した

ような形の金額表示により混乱がないように努めさせていただきたいと思って

おります。なお、本条例につきましては、付則にございますとおり平成３０年

４月１日から施行いたしますけれども、利用料金に係るものでございますので、

可決されました後、速やかに周知をし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、説明とさせていただきますので、よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 
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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４３号については、異議なしとして市長に回

答することとします。 

 

       ――――日程第５―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第５「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   すみません。報告事項は４つ報告事項がございまして、草津市就学援助費給

付要綱の全部を改正する要綱についてから順次報告させていただきたいと思い

ます。 

 

学校教育課課長代理   それでは資料で教育委員会定例会報告書の１ページを御覧ください。 

         報告事項の（１）草津市就学援助費給付要綱の全部を改正する要綱から報告

事項（３）まで、学校教育課から説明させていただきます。お手元よろしいで

しょうか。 

         それでは、資料１ページの報告１と右肩に書いたものを御覧ください。草津

市告示第３２２号、草津市就学援助費給付要綱の全部を改正する要綱を次のと

おり制定するということで、平成２９年１１月９日に告示をしておりますもの

を報告させていただきます。 

         その次のページを御覧ください。草津市の就学援助費の給付要綱につきまし

ては、これまでから整理し実施しておりましたけれども、今回何点かの改正の

内容がありましたために、改めて整理をいたしました。具体的には、草津市就

学援助費給付要綱と、この後説明いたします草津市準要保護者認定要綱を２つ

に分けて整理をし、８月の定例教育委員会の協議会で説明させていただきまし

た就学援助費の新入学学用品費、いわゆる入学準備金を入学前に支給するとい

う内容についてもこの中に盛り込み、またこれまで草津市立もしくは県立の学

校の児童を対象にしておりましたが、草津市民で例えば国立の学校、私立の学

校に通う児童・生徒に対しても、これらを対象に含めるような内容の改正であ

りますとか、後は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
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に関する法律、いわゆるマイナンバーの法律で、就学援助費の中の医療券にか

かわる部分ですけれども、これらについてもその事務の内容を改良させるよう

なもの、また新年度からは通学用品費の中に通学のヘルメットも対象に含めて

改正する。また監査の指摘事項等々も踏まえてそれらを反映させたものを報告

１にあります草津市就学援助費給付要綱の全部を改正する要綱として制定した

ものでございます。 

         報告事項（２）のところでございますが、こちらは草津市特別支援教育就学

奨励費給付要綱の一部を改正する要綱でございまして、同じく平成２９年１１

月９日に告示をしているものでございます。こちらは特別支援学級のかたが対

象になるものでございますけれども、今回の草津市就学援助の給付要綱が改正

したものの内容影響を反映させたものと、監査の指摘事項等を反映させたもの

を改正いたしまして、そちらにありますような内容で一部を改正する要綱を制

定したものでございます。２０ページ以降が新旧対照表になっておりまして、

例えば２０ページのところでは右側の下線部のところが変更内容となっており

ますけれども、草津市就学援助費給付要綱の内容が変わったので、その左手側、

２９年の告示の内容に変わっているというような改正をしておりますとかいう

内容で、左右下線部分について変更しております。あとは２１ページなどは先

ほど申し上げました通学のヘルメットなんかもこちらの中に反映しております

ものでございます。 

         併せて報告事項（３）のところでございますが、こちらは草津市の準要保護

者認定要綱を制定するものです。旧来の要網では、就学援助費給付要綱の中で

定めておりましたが、準要保護者については教育委員会事務として認定するこ

ととなっておりましたので、こちらについては教育委員会告示として要綱を定

めています。一方で、報告事項（１）にあります就学援助費の給付要綱につい

ては、これまでと同様に市長告示ということで制定しているものでございます。 

         まことに簡単ではございますが、報告については以上でございます。 

 

教育総務課長   先ほどは失礼いたしました。 

         報告事項の（４）、寄付受け入れ報告につきまして、教育総務課の松浦が御

報告申し上げます。 

         報告書の最後のページになります。３４ページを御覧いただきたいと思いま

す。日之出水道機器株式会社様よりデザインマンホール蓋、歌川広重の「東海

道五拾三次之内草津」を模写した彩色マンホール蓋を草津宿街道交流館に御寄

付をいただいておりますので御報告させていただきます。 

 

川那邊教育長   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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         それでは、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

いませんか。 

 

生涯学習課長   生涯学習課、相井です。 

         お手元に配らせていただいたんですが、平成２９年度地域協働合校研修会開

催要項というものを置かせていただいております。これの御案内でございます。 

         今週１１月１６日木曜日、１４時４５分より、地域協働合校研修会を本庁の

８階大会議室にて開催させていただきます。御承知のとおり草津市は平成１０

年から地域協働合校の取組を進めてまいりました。来年には２０周年を迎える

ことになります。今回の研修会では２０年の振り返りをしながら、立ち上がっ

た当時の思いや根本的な願い、地域協働合校の理念などを再確認し、現状に合

った取組内容を情報交換させてもらい、今後の事業展開につなげていただく、

そのような研修会にしたいと考えております。なお、立ち上がった当時の思い

や根本的な願いなど、地域協働合校に願うものとして当初、現常盤幼稚園の築

山園長先生にお話しいただこうと思っておりました。築山園長先生につきまし

ては、地域協働合校担当の先生として推進にお役立ちいただいたかたでござい

ます。本日電話がございまして、調整しておりましたんですが体調を崩された

ようで、出席困難との連絡が入りましたことから、既に聞かせていただいてい

るお話も含めて、生涯学習課の武田がそのお話を取りまとめて、立ち上がった

当時の話から現在までの取組を報告させていただくことに変更をいたしており

ます。分散会もございますので、奮って御参加いただきますようよろしくお願

いいたします。 

 

教育総務課長   続きまして、皆様のお手元にＡ４カラー刷りのチラシをお配りさせていただ

いております。草津っ子シンポジウムに関する御案内でございます。来る１１

月１８日土曜日の１３時１５分から、市役所８階大会議室におきまして、草 

津っ子シンポジウムが開催されます。このシンポジウムにつきましては、よく

考え主体的に行動する子どもにをテーマといたしまして、草津の子どもたちが

主体的に考え、行動する力を身につけるために、周りの大人がどのようなこと

ができるのかというようなことを考える機会として開催されます。お二人の講

師による御講演の後、１５時過ぎからは講師に加えまして草津小学校の糠塚校

長先生を交えましてのディスカッションが行われるところです。お時間ござい

ましたらぜひ御参加いただきますよう御案内申し上げます。御参加いただける

場合につきましては、チラシの一番下に記載してございます子ども子育て推進

課まで御連絡をいただきますと幸いでございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 
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学校政策推進課長    黒と赤の大変奇抜なポスターを御覧ください。草津ビブリオバトル２０１

７の御案内のポスターでございます。大変日付等が見づらくはなっておりま

すが、１１月１９日の日曜日、１０時から一般の部が開催され、１４時から

は小学生・中学生の部が開催されます。フェリエ南草津の５階の市民交流プ

ラザで行われます。小・中学生の部におきましては、現在５９名の参加があ

りまして、過去最大規模というふうな形で行われます。４会場におきまして

１２グループに分かれて熱いバトルを繰り広げるのかなと思っています。ま

た、今年につきましては老上中学校、それから玉川中学校の生徒さんたちに

各会場のバトルの司会等もお願いしておりまして、これまでとは違う、子ど

もが主体となった運営を目指していけたらなと思っております。またお時間

がありましたらのぞいていただけたらありがたいなと思います。 

 

川那邊教育長   それではこれをもちまして、１１月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は、１２月２０日木曜日午後３時３０分から定例会を開催する予定です

ので、よろしくお願いします。 

         ありがとうございました。 

 

閉会   午後 ４時５０分 


