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開会   午後 ３時００分 

 

川那邊教育長   それでは、定刻となりましたので、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、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、１０月２５、２６日に、和歌山県みなべ町で開催された近畿都市教

育長研究協議会のことについてです。今回のテーマは「２０３０年の未来社会

を生きる子どもたちの教育を創造する」で、私には草津市教育委員会としての

取組を発表する機会を与えていただきました。限られた時間ではありましたが、

「ＩＣＴを活用した事業」「小学校プログラミング教育」「英語教育、小中学

校体力向上プロジェクト」「学校教育パイオニアスクール」など、今日の学校

教育において関心の高い内容に絞り、動画も活用しながら成果等についても発



 

2 

 

表を行いました。本市の取組は、いずれも全国に誇れる質の高いもので、こう

いった発表を県内外で行うことにより、教育行政に意欲的に取り組む他市の教

育長や教育委員会との連携が一層進みます。今後も発信を大切にするとともに、

これまでの教育を振り返り、さらなる発展を目指したいと思います。 

         次に、２６日に国立教育政策研究所からの指定を受けて進めている算数科の

研究発表が老上西小学校で開催されたことについてです。私は、近畿都市教育

長研究協議会に参加していたので残念ながら出席できませんでしたが、担当課

からは子どもたちや教職員が着実に力をつけてきていると聞きました。授業で

は、「草津型アクティブ・ラーニング」を「共学び」という老上西小独自のモ

デルとして提案されました。十分に練られた発問、効果的な言語活動、ＩＣＴ

の活用などにより、子どもたちも生き生きと友達と交流し、自分の考えを積極

的に発見、発言するなど、日ごろからの着実な取組が発揮されたと伺いました。

また、教職員が一丸となって研究実践を重ね、それぞれに指導力を高められた

ことも大きな成果であり、大変うれしく感じました。 

         次に、３０日には、「市町教育長と県教育長との懇談会」が開催されたこと

についてです。主なテーマは、「確かな学力を育むための取組」と「学校にお

ける働き方改革の推進」で、私も草津市の取組や推進に向けての考え方を述べ

てきました。今回は、昨年に引き続き２回目の開催となりますが、滋賀県の教

育行政の充実には市町教育長と県教育長が意見を交わしながら、連携・協力関

係を築くことが大切で、このような機会は今後も大切にしていきたいと思って

います。 

         次に、１１月１３日に、文部科学省から道徳教育推進校として指定を受けて

いる老上中学校において、道徳教育研究発表大会が開催されたことについてで

す。中学校では、来年から道徳が教科化となり、これまで以上に充実した授業

が求められ、このことを踏まえ、教材研究や指導法の工夫、さらには生徒への

対応等に工夫をいただきました。電子黒板の活用、グループでの話し合い、板

書による授業の流れの見える化などは、小学校の指導法を取り入れた細かな配

慮が見られました。さらに、生徒それぞれが自分で意見をタブレットに書き教

師のパソコンに送信することによって、学級の生徒一人一人の意見を見ること

もできるという使い方が行われていました。タブレットにあるムーブノートと

いうソフトの活用です。学級の友達の意見を知ることはおのずと意見交流につ

ながり、この活用の仕方は草津の道徳の授業の１つのモデルになると感じまし

たし、研究成果として広めていきたいと思います。 

         次に、スポーツ関係についてです。１１月１０日、「くさつ健幸ウオーク２

０１８」が草津川跡地公園ｄｅ愛ひろばを発着会場として行われました。昨年

は悪天候で中止になりましたが、今年は天候にも恵まれ、約３２０名ものかた
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がたが距離別の３つのコースに分かれてウオーキングを楽しみました。また、

ゴール後にはゼッケンナンバー抽選会も行われ、とても盛り上がりました。 

         最後に、中学生７名と引率者を含む市民３０名が使節団としてミシガン州ポ

ンティアック市を訪問したことについてです。本市とポンティアック市は１９

７８年８月に姉妹都市の締結をし、今年は友好４０周年の記念すべき年です。

１１月２日から９日までの８日間という短い期間でありましたが、その間、中

学生はポンティアックの中学生のクラスに入っての授業体験、施設見学、ホス

トファミリーとの交流などを行いました。また、フェアウェルパーティでは、

昨年本市を訪れたポンティアック市の中学生との友好も深め、涙を流しながら

別れを惜しむ場面も見られ、参加した生徒それぞれに大変貴重な体験となった

と思っています。私は、使節団全体の団長として参加しましたが、中学生の様

子等については中学生団の団長である中瀬理事からこのあと報告をいただきた

いと思っています。 

         以上、教育長報告といたします。 

         それではまず、中瀬理事、お願いいたします。 

 

教育部理事    それでは、失礼いたします。ただいま教育長からございましたが、１１月２ 

（学校教育担当）  日から９日まで光泉中学校を含め市内７中学校の代表７名と、それから引率者

４名、計１１名がポンティアック市を訪れ、現地の中学生や教員と交流をいた

しました。中学生の交流につきましては、昨年ポンティアック市の中学生が草

津市を訪れ、その際共通のテーマを「ラーニングアズワン、ともに学び合い高

め合おう」とし、ただ学校を訪問してもらうだけでなく、日本の授業を実際に

中学生に受けてもらったり、休み時間や部活動の時間に日本の中学生とともに

活動することを通して、互いの言語・文化・習慣等を肌で感じながら学ぶとい

う交流をいたしました。 

         今回のポンティアック市訪問におきましても、草津市の中学生は、ＩＴＡと

いう幼稚園から高校までが併設され、２,０００人が通う大きな学校で現地の

中学生に交じり本を読み、その感想を語り合う「リーディング」という授業や、

用具を用いて体幹を鍛える体育の授業などを受けたり、一度に３００人が入れ

る食堂で現地の中学生と談笑しながら昼食を共にするなど、まさにラーニング

アズワンを実践していました。 

         また、１週間のホームステイを通しまして、現地の人々の生活や伝統、また

優しさにも触れながら、グローバルな視点や考え方を学ぶことができたと思っ

ております。 

         帰国前夜のパーティでは、中学生が草津市や草津市の教育について英語です

ばらしいプレゼンを披露し、ポンティアック市のかたがたからも大きな拍手と



 

4 

 

喝采をいただいておりました。まさに、私たちが現在目指している主体的・体

験的な学習を行い、子どもたちがすばらしく成長できた１週間になったことを

御報告申し上げます。 

 

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。 

         各委員の皆様から感想等をお願いしたいと思っております。 

 

檀原委員     今日はタイトなスケジュールなので、参加したものだけでしゃべらせていた

だきます。 

         １０月２８日の日曜日に、山田小学校の運動会を見学に行きました。それか

ら、同じく草津市立の図書館まつり、それから地域の玉川萩まつりにも参加さ

せていただきました。 

         １１月１日の木曜日は、草津養護学校の文化祭小学部を見学しました。同じ

く２日、金曜日は、養護学校の中等部と、それからびわこ学園部の文化祭を見

学させていただきました。３日は土曜日に養護学校の高等部の学園祭を見学さ

せていただきました。それぞれステージで音楽や演劇のパフォーマンスの他、

いろいろな音楽と日常つくられている作品の展示がございました。 

         ３日は、午後から近江八幡市で行われました、県の教育フォーラムに参加さ

せていただきました。たねやグループＣＥＯの山本昌仁さんが、近江商人の人

づくりや、またＳＤＧｓの取組などを話していただきました。 

         １１月４日、日曜日には、第１７回糸賀一雄賞の記念音楽祭に参加すること

ができました。県内の幾つかの知的障害を持っている人たちのパフォーマンス

の発表があり、また小室等さん作曲、谷川俊太郎さん作詞の「ほほえむちか

ら」をみんなで合唱したりしました。 

         １１月１０日、土曜日には、健幸ウオーク９キロノルディックに参加しまし

た。 

         それからその日の午後、自己実現としてのテーマを掲げて、大津びわ湖ホー

ルの大ホールを満杯にされる目標を掲げられて、見事にそれを達成されたまつ

うらようこさんというシンガーソングライターのかたのコンサートに参加しま

した。 

         １１月１１日の日曜日は、近江八幡市のＮＯ－ＭＡという美術館があります

が、そちらの主催の「オキナワへいこう」と「もうろうをいきる」という映画

を観賞し、またそれを作られたかたのお話を聞くことができました。「オキナ

ワへいこう」は精神科病棟に長期入院されているかたがたのドキュメントで、

「もうろうをいきる」というのは盲ろう者、目と耳が不自由な８人のかたの日

常生活を追ったドキュメントでございました。 
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         １１月１２日の月曜日には、先ほどのＮＯ－ＭＡの主催するキュレーション

サポートボランティアの研修に参加し、近江学園とやまなみ工房と信楽青年寮

で制作されているアール・ブリュットの現場を見学しました。 

         昨日ですが、１１月１４日、水曜日には、東京都千代田区立の麹町中学校で

行われました教職員と外からの参加者の合同の研修ワークショップに参加して

まいりました。 

         それともう１つ、昨日、豊島区池袋本町にありますプレーパークの現場も見

学してまいりました。 

 

杉江委員     私も１１月３日には県の男女共同参画センターで開催されました「滋賀教育

の日 推進フォーラム」に参加してまいりました。冒頭、八幡高校吹奏楽部の

オープニングの演奏、そして式典のあと意見発表と学習発表へと続きました。

学習発表においては、「政所茶で地域に笑顔を、儲かるお茶栽培を目指して」

というタイトルで、八日市南高等学校食品科の流通科学研究班による発表がご

ざいました。後継者の少なくなった政所茶の栽培に４年前から高校生が関わっ

ているということで、伝統的な手法で質のよい政所茶の生産・販売で収益を上

げ、地域の活性化に一翼を担っているという話を聞かせていただきました。ま

さに若い力とエネルギーが、伝統的なおいしい味を復活させた取組に頼もしさ

を感じまして、今後の継続に期待したいなと思いました。 

         続いての講演は、先ほど檀原委員からもありましたように、たねやグループ

のＣＥＯ山本さんのお話でした。特に、自然から学ぶ経営ということを話され

まして、伝統と学習を両立させることを第一に、オーガニックによる、これが

希望ある未来をつくっていくのだというようなことを話されました。八日市南

高校の伝統を守る取組と合致した話で、大変印象に残りました。 

         あと、７日に笠縫幼稚園、そして本日午前中には志津幼稚園の人権教育の計

画訪問に同席させていただきました。両園とも秋の充実期での保育がとても豊

かに展開されておりまして、お店屋さんごっことかドングリころがしゲームな

ど、人との関わりを育む遊び、あるいは自然を使った遊びということで、自然

という命をいただいて遊びに生かしているんだということにも触れておられる

環境が豊かに構成されておりました。特に、５歳児につきましては、友達との

関係が一層深まっていく時期でございますが、互いの考えの違い、互いを認め

合う態度が育まれていくような協働する経験も、小学校以降の学習の基礎にな

る力だというふうに確信をいたしました。 

         あと一つ。１０日にありました、くさつ健幸ウオークに私も１５キロコース

で参加いたしまして、完歩賞をいただきました。天候にも大変後押しされて、

気持ちの良い汗を流してまいりました。車で走っていてはわからないような、
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見えない光景が目にとまりまして、高さ・角度・視点という要素を変えると景

色も変わって見えるのだなと、草津再発見をいたしました。途中では、立木神

社、そして街道交流館、本陣にも立ち寄らせていただきまして、歴史にも触れ

ながらの草津再々発見の１日でございました。何より、サポートの皆さんの御

配慮がすごくて、危険箇所での声かけとか、ルートの細部にわたる点検があっ

てこその完歩だったなというふうに感謝いたします。健幸フェアというのも同

時にｄｅ愛広場で開催されておりまして、健幸しが、健幸都市くさつというの

を体感したところでございます。 

 

周防委員     今週末に、キッズシネマ塾の撮影が行われるのですが、それに先立つ木瓜原

遺跡見学会が１１月３日に行われ、参加してきました。実際に遺跡を見学する

前に、文化財保護課のかたから発掘調査の方法などを教えていただき、発掘さ

れた本物の土器を触らせていただくこともできました。木瓜原遺跡のその説明

も聞いたあと、見学に行きました。地下に眠る遺跡ということで以前から興味

があったのですが、普段見れないものですし良い機会になりました。保存施設

はとても立派ですし、地下への通路などビジュアル的にも面白いと思うので、

このキッズシネマ塾を通して参加した子どもたち、映画を見る子どもや保護者

のかたなどにも関心を持ってもらえるのではないかと思います。ですので、こ

の映画が多くの人に見ていただけたら良いなと思います。 

         あと、幼稚園の人権教育計画訪問で、笠縫幼稚園と玉川幼稚園に行ってまい

りました。どちらの園も先ほど杉江先生もおっしゃっていたのですが、お店屋

さんごっこをされていて、子どもたちはそれぞれ商品を作ったり店員さんにな

りきったり生き生きと遊んでいました。遊びの中にも５歳児さんクラスになる

と看板やメニュー表を作るために、あいうえお表を見ながら一生懸命に文字を

書いていたり、ドングリころがしや的当ての的を工夫しながら作る様子を見ま

して、これが小学校の学習につながるのだなと思いました。振り返りの時間で

は、特に４歳児さんはまだまだ上手に話せませんが、先生は絵も使うなど補足

しながら子どもの気持ちを酌み取ってもらえるのを感じました。笠縫幼稚園で

は、自尊感情を育てること、自分の思いを自分の言葉で伝えられるようにとい

うことを大事にされているということでした。玉川幼稚園では、先生がたのコ

ミュニケーションを大事にされ、情報を共有し保護者さんともオープンにつな

がりあうことにより安心感を持ってもらい、信頼関係を築いておられるようで

した。幼稚園で大切にされていることが小学校に上手に生かされるように、今

後ともきめ細やかに連携していただきたいと思います。 

         それから昨日、玉川中学校のつながり学習発表会を見にいってきました。１

年生は環境・人権、２年生では琵琶湖・地域・大学・行政・学校の分野に分か
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れてそれぞれ調べ学習をし、３年生では１、２年での課題からつながり修学旅

行ともつなげた内容でした。自分たちで課題を見つけ情報を集めてまとめて、

さらに次学年へとつなげていくというのは、いろいろな力がつくのかなと思う

ので、これからも頑張ってほしいと思います。 

 

中西委員     私もこの１０月から１１月にかけていろいろな行事があったわけですけども、

幾つか参加させていただきました。その１つに、この市役所の広場のところで

行われておりました１０月２８日のクサツハロウィンに参加させてもらいまし

た。いろいろな出し物があったりですけども、特にｄｅ愛広場でいろいろなと

ころのグループのダンスとか歌の発表があったり、それから京都の橘高校のマ

ーチングバンドの発表があって、その高校のマーチングバンドの生徒さんたち

が、駅前まで行進をしたというようなことでございまして、大変立派な演奏で

あったと思います。また、ここの市役所の広場でいろいろな手作りの店が出て

ましたり、それからいろいろな食べ物がありまして、たくさんのかたが参加さ

れていました。そして、いろいろ楽しい催し物もたくさんあったのですが、子

どもたちが広場の小さなステージでダンス、それから歌といったものを幾つも

グループが発表していまして、しかも私が思うよりも非常にレベルの高いダン

スであったり歌であったりというような感じがしていました。最近は、小学

校・中学校でもダンスの授業があったり、そういうことが成果としてあらわれ

ているのかなということを思いましたし、またその子どもたちにとっても自分

たちがしたいこと、楽しいこと、そしていろいろ今までやってきたことを発表

する場というのを作っていただいていたのかなと思いました。やはり子どもた

ちにああいうことをしよう、こういうことしよういうことをいろいろ言うとい

うことも大事ですが、子どもたちが自分たちの得たものを発表する場を保障す

るというようなことも特に大事ではないかなと思いました。 

         それから、１１月１０日には、私の地元でもありますけれども、老上西小学

校のふれあいまつりが開催されました。土曜日だったのですが、学校に子ども

さんが来られて、保護者のかた、また地域のかたの前で各学年の発表、歌であ

るとかダンスもですし、いろいろな形で学校で学んだことを発表されていまし

た。翌日は行けなかったのですが、またいろいろな出店とかがあったそうで、

特に保護者と、それから地域、それから学校、そういった３者が本当に一体と

なって子どもを育てている、見守っているというような、そういうことの確認

の場であったのではないかなと思っています。いろいろなところで子どもたち

が学校であったり、あるいは他のところでも学んだことを発表する。地域の人

たちに知ってもらう。保護者のかたに改めて見てもらうということの大切さと

いうのを特に感じました。 
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         それから、１１月８日から１４日まで、米原にあります県立の文化産業交流

会館で県展がございました。例年県展は県の近代美術館でやっていたのですが、

今ちょうど閉館になっていまして、昨年から米原で行われるようになりました。

そこでいろいろ聞いていますと、若い人の出品がものすごい増えていると。こ

れは何でかというと、特に高校生の出品が多かったということで、この近辺と

いいますと、栗東高校の美術科の生徒が芸術大賞を受賞して、賞金もいっぱい

もらいます。非常に若い人らの活躍というのが目につきまして、書道のかたで

も三十何歳の男性がとりましたし、若い人たちの活躍というのが顕著な感じが

しました。これは、入賞すると賞金が貰えるということだけじゃなしに、やは

りその若い人たちに魅力のある展覧会としての取組が今までずっとされてきた

のではないかなと思います。賞金の部分だけではなしに、例えばマイスター制

度というようなことも取り組んでおられます。ここ何年かの間に５回ぐらい特

選をとられるとマイスターの称号が与えられるというようなことがあったり、

以前県立美術館でやられていたときも、古い考えでやってはるなということも

思っていたのですが、最近はやはり一つ違うなということを思いましたし、振

り返って私どもの草津市展を見ますと、まだまだ若い人らの参加というのがあ

りませんので、何とかこういったいろいろな県展の取り組みというのも参考に

なるのではないかなと思いました。 

 

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―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項、議第４８号 平成３０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   議第４８号 平成３０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、スポーツ保健課の河合が説明申し上

げます。 

         議案書の５ページを御覧ください。 

         学校給食センター特別会計繰出金でございますが、現計予算２億４,９５９

万８,０００円に対しまして、補正予算額８９万４,０００円をお願いするもの

で、その財源内訳は全て一般会計からの拠出となります。 



 

9 

 

         内容につきましては、人事異動による基本給および勤勉手当の減少による減、

児童数増による備品購入費の増でございます。 

         続きまして、議案書６ページを御覧ください。 

         現在、草津市立総合体育館、野村運動公園、ふれあい運動場、ふれあい体育

館、武道場、三ツ池運動公園の６施設を一括して指定管理しているところでご

ざいまして、今年度が指定管理期間の最終年となります。 

         このことから、次年度３１年度から３３年度までの３か年において新たに指

定管理者を選定し、かかる費用について限度額２億５５０万円の債務負担行為

補正をお願いしようとするものでございます。 

         なお、指定管理者の指定につきましては、後ほど議第５３号にて御説明申し

上げますので、併せてよろしくお願いいたします。 

         以上、まことに簡単ではございますが、議第４８号 平成３０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、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。 

 

檀原委員     ６ページの債務負担行為の補正というところでございますけれども、３１年

から３３年度までの期間ということで２億５５０万円ということになるわけで

しょうか。つまり、単年度ではなく、３年分ということなのでしょうか。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の河合でございます。 

         おっしゃるとおり、３年間の限度額、総合計になっております。 

 

檀原委員     わかりました。ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   他、よろしいですか。 

         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   それでは、異議もないようですので、議第４８号につきましては意見なしと

して市長に回答することといたします。 

         次に、議第４９号 平成３０年度草津市学校給食センター特別会計補正予算

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
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します。 

         事務局の説明を求めます。 

 

学校給食センター所長   学校給食センターの宇野でございます。 

         議第４９号 平成３０年度草津市学校給食センター特別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御説明申し上げます。 

         議案書の８ページから１１ページでございます。 

         １１ページを御覧いただきたいのですが、一部誤りがございましたので、申

し訳ございませんが１枚ものの訂正後の資料を御覧いただきますようお願いい

たします。 

         まず、下段の歳出から御説明いたします。学校給食センター特別会計でござ

います。職員費も対象になります。平成３０年度の人事異動により職員費が減

額になったことによります２３万１,０００円の減額の対応をいたします。ま

た、備品購入費では、年々児童数が増加してきている状況であるため、蓄冷剤

の凍結保管庫の容量が来年度には不足することが予想されておりますので今年

度中に購入をし、来年度に備えるものでありまして、これに１１２万４,００

０円を計上するものでございます。 

         次に、上段の歳入の御説明をいたします。一般会計繰入金は、先ほどスポー

ツ保健課の特別会計繰出金をいただくことでありまして、職員費を含む歳出か

ら歳入を引き、この差額が一般会計繰入金の歳入となるものであります。歳出

で御説明いたしました職員費の減額分や備品購入費の増額分、および歳入の繰

越金の減額分を足して８９万４,０００円を増額するものでございます。同時

に、平成２９年度から３０年度への繰越金がなかったことから、予算計上して

おります１,０００円を減額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。 

         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４９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５０号 草津市部設置条例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。 
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         事務局の説明を求めます。 

 

職員課長     職員課、山本でございます。よろしくお願いいたします。 

         それでは、議案書１２ページから１７ページの議第５０号 草津市部設置条

例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

ことについて御説明申し上げます。 

         これにつきましては、教育委員会で担っていただいております「青少年に係

る健全育成への取組」というものを市長部局へ移管しようとするものでござい

まして、子育て家庭が抱えます問題が多様化する中、安心して子どもを育てら

れるまちを目指し、市長部局で行っております「妊娠出産から子育てに係る各

種相談、支援等の体制」に加えまして、教育委員会で行っていただいておりま

す「青少年に係る健全育成への取組」、これを次年度より市長部局に統合し、

子どもから青少年に至るまで一体的に取り組むことで、効果利便性をさらに高

めようとするものであり、それに関係する条例の改正を一部行おうとするもの

でございます。 

         １５ページを御覧ください。 

         まず、部設置条例の一部改正でございますが、第１条におきまして、青少年

の健全育成の移管先となります「子ども家庭部」と言う名称を、これと合わせ

まして「子ども未来部」に変更し、分掌事務につきましても第２条におきまし

て、「子ども未来部」の分掌事務に「青少年の健全育成に関すること。」を追

加するものでございます。 

         また、１６ページを御覧ください。 

         業務の部移管に伴いまして、文言の改正がございます。まず１６ページにお

きましては、先ほど申し上げました部設置条例の付則を挙げております。さら

に、１７ページ、こちらは少年センター条例の部分でございますが、これにお

けます「教育委員会規則」という文言から教育委員会という文言を削除し、市

長部局におけます「規則」というものに改めようとするものでございます。 

         以上、甚だ簡単ではございますが、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、御質問はございませんか。 

 

檀原委員     今まで教育委員会で所管されていたことが市長部局の方に行くということで、

非常に今まで抱えておられた担当の生涯学習課の方が、これからも多岐にわた

る仕事もしていく中で、良い部分があると思うのと同時に、子どもを育てると

いうものの中に、教育だけではなくやはり福祉的な観点も非常に大切な事柄も

含まれますし、子どもたちが大人になるために支援を少年センターで受けるの
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も、そういう一貫性のある中で関わっていただけるという非常にメリットもた

くさんあるということで、良いことだなと思っている部分と、同時に、やはり

今まで教育委員会でいろいろ情報もいただきながら、特に青少年育成市民会議

等で取り組まれてきたことなどにも、やはり私たちも少し情報をいただいてい

た部分がございますし、非常に学校に行っている子どもたちがそこで活躍して

いる場面を今後も私たち自身も知りたい部分もございます。また、同時に教育

と福祉は主たる担当が変わるとはいえ、連携は今まで以上に非常に大事な社会

的な課題であると思います。是非、その辺を意識していただいて、良い形で進

めていただければ良いなと思っています。必要な情報についてはお互いに共有

できるようにしていただけることを期待したいと思っています。意見でござい

ますが、よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   他いかがでしょうか。よろしいですか。 

         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   異議もないようですので、議第５０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５１号 草津市職員の給与に関する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。 

 

職員課長     職員課、山本でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

         それでは、議案書の１８ページから７７ページまでの議第５１号 草津市職

員の給与に関する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説明申し上げます。 

         これにつきましては、毎年、人事院より公務員の給与・勤務条件などが、社

会一般の情勢に適応するよう勧告がなされているところでございまして、自治

体はその勧告内容やそれぞれの都道府県庁に属します人事委員会の勧告に基づ

きまして、一般職員をはじめ市長、副市長、教育長といった特別職、並びに議

員報酬について改定を行っているところでございます。 

         今回、平成３０年度の勧告が人事院よりなされましたことから、この勧告に

基づき市職員等の月例給並びにボーナスの引き上げを行うために必要な条例改

正を行うものでございます。 
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         当該条例案につきましては、５つの条例を合わせて改正しようとするもので

ございまして、２０ページを御覧ください。２０ページの第１条、それから飛

ぶのですが、３８ページの第２条、こちらにおきましては、一般職員の給与に

関する条例を御覧ください。それから同じく、３８ページでございますが、高

度な専門職員を任期を設けて雇用する場合があるのですが、そういった任期付

職員の採用に関します条例の改正。それから３９ページの第５条、第６条につ

きましては、市長および副市長の給与等に関する条例。同じく３９ページの第

７条、第８条におきましては、教育委員会教育長の給与等に関する条例。３９

ページの第９条、４０ページの第１０条におきましては、常勤監査委員の給与

等に関する条例を改正しようとするものでございます。 

         それぞれの改正の内容につきましては、議案書の４１ページから７７ページ

までの新旧対照表に記載しておりますが、非常に多岐にわたります改正内容と

なりますことから、概要のみの説明をさせていただきます。 

         ４１ページから６８ページまでが、一般職員の給与に関する条例の一部改正

でございます。一般職員の月例給の引き上げ、並びに期末勤勉手当の改正を行

おうとするものでございまして、給料の改定率は平均で０.２４％のアップ、

入庁１５年目の係長クラスで月額７２０円、年額で８,６４０円のアップとな

ります。また、勤勉手当の支給月数を年間０.０５月分を引き上げようとする

ものでございます。こちらにつきましても、入庁１５年目前後の係長クラスで

年間にして１万５,０００円ほどの増額となります。 

         次に、６９、ないし７０ページでございますが、高度な専門性を備えた民間

人材の活用を行う場合の任期付職員の採用の条例の一部改正でございますが、

これにつきましても先ほどの一般職員と同様の率の引き上げを想定しておりま

す。 

         また、７１、７２ページでございます。市長および副市長の給与等に関する

条例の一部改正でございます。 

         続いて、７３、７４ページが、教育長の給与等に関する条例の一部改正、７

５ページ、７６ページが、常勤監査委員の給与に関する条例の一部改正でござ

いまして、これら特別職につきましては、それぞれ期末手当の支給月数を年間

で０.０５月分引き上げています。 

         最後に、７７ページにつきましてですが、付則関係でございまして、先ほど

申し上げました改正につきまして、月例給につきましては本年の４月１日に遡

及、本年のボーナスのアップ分につきましては、６月分を１２月分に含め合算

して反映するという内容のものと、次年度以降のボーナスの率を記載したもの

という付則関係の記載となっております。 
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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、御質問はございませ

んか。 

 

檀原委員     なかなか職員課のかたとのお話というような機会も少ないですので、お話し

たいなと思っているのですけども、給料が増えることは非常に僕は基本的にす

ばらしいなと思っております。同時に、やはり今問われているのは働き方改革

であったりとかで、働いているかたが気持ちよくすると同時にしっかりと市民

が喜べる結果を出していただくと。かつそれが時間がいっぱいかかって夜遅く

までというのではなく、できるだけ夕方には家族とともに時間を使えるような

働き方改革を進めていただいて、働いているかたも気持ちよく、また市民にと

っても非常に良い市役所であってほしいなと思いますので、そのようにしてい

ただければと。この機会にちょっと言わせていただきました。 

 

職員課長     職員課、山本でございます。 

         まことにありがたいお話で。働き方改革につきましては、なかなか一朝一夕

に行かないところもございまして、取組はいろいろ今も進めております。近年

いろいろなテクノロジーの活用というものもございますので、そういったもの

を視野に入れて来年度以降そういったところにもちょっと力を注いでいけたら

なと思っております。 

 

檀原委員     ちょっと一つ追加で。 

         やはり常勤のかた以外に、やはりいろいろな形で採用されているかたがおら

れます。同じように頑張っておられていろいろな意味で格差が出ているという

ことを今、草津市だけではなくいろいろなところで議論もされております。良

い形でみんながこう不満なく同じ仕事をされているかたができるだけ同じよう

な待遇を受けられるように、また今後の課題として取り組んでいただければと

思います。 

 

職員課長     正規職員と非正規職員という中で、非正規職員の皆様に担っていただいてい

る力というのは非常に大きいものがございます。今おっしゃっていただいたよ

うなその同一労働、同一賃金という問題も当然ございまして、会計年度任用職

員制度というものを、今我々検討しておりまして、平成３２年度の４月以降を

めどに、そういった不均衡をなくしていこうというような取組を、まさに今し

ているところでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   他いかがですか。 
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         では、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５１号については、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５２号 志津小学校増築工事（建築）の請負契約の変更に対する

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、松浦でございます。 

         それでは、議第５２号 志津小学校増築工事（建築）の請負契約の変更に対

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申し上

げます。 

         議案書は、７８ページから８０ページでございます。 

         工事の概要と変更理由につきまして、議案書の８０ページをお願いしたいと

思います。志津小学校につきましては、校区内の宅地開発が旺盛でございまし

て、児童数が年々増加しているところでございます。来年度平成３１年度につ

きましては、教室の不足が生じるものということで予測されますことから、学

校運営に支障が出ないよう鉄筋コンクリート造りの３階建て、６教室の校舎棟

を増築することを計画いたしまして、先の５月定例教育委員会で本委員会の御

意見をお聞きした上で、６月定例市議会におきまして増築工事に係る請負契約

について議決をいただきまして、工事を現在進めているところでございます。 

         増築棟につきましては、最終的に志津小学校の南側にある既存校舎棟と接続

をするところでございますけれども、その接続部におきましてアスベストの含

有調査を行いましたところ、外壁塗装の下地処理としてアスベストが使われて

いることが調査の結果判明したところでございます。その除去に必要となる工

事費を増額するために、このたび変更契約を行おうとするものでございます。

工事追加に伴う工期の変更はございません。工事価格が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の第２

条」の規定によりまして、議会の議決を必要とするところでございまして、来

る１１月２６日開会予定の１１月定例市議会におきまして、請負契約金額の変

更に係る提案を行いますことから、「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の第２９条」の規定に基づいて、あらかじめ本委員会の御意見をお聞きする

ものでございます。 
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         以上、まことに簡単ではございますけれども、説明とさせていただきます。

どうぞよろしく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。 

 

檀原委員     アスベストというのがもう世の中で害のあるものであるというのがもう伝わ

っているわけなのですけれども、特にこの工事をされるところというのは既存

の校舎でありますし、子どもたちもまあ周辺にいる可能性もあります。また、

幼稚園児等も近くにいる可能性もありますので、是非そういう面での対策等も

十分に考慮いただける工事になってほしいなというふうに思っていますし、同

時に施工されるかたがたの中でも健康を害をされないようにということで、こ

れは金額のことではなくになりますけれども、やはり教育委員会の中で関わる

仕事でございますので、その辺御配慮、御注意いただきたいなと希望します。 

 

教育総務課長   アスベスト除去工事につきましては、今檀原委員からもお話しいただいたと

おり、児童または工事関係者等に健康被害を及ぼすようなことがあったら、一

番いけないことでございますので、今回検出されたアスベストにつきましては、

非飛散性のアスベストというものでございまして、塗装材の下地処理に使われ

ているアスベストで、何もしなければ飛散することがないアスベストなのです

けれども、工事に際しましては、いわゆる飛散性のアスベストの対策処理と同

じような形で囲い込みを行いまして、ディスクブラインダーというので削りな

がら、なおかつ集塵機で吸って、その作業をするかたにつきましても、いわゆ

る防護服ですね。真っ白の福島原発の除染処理をしたときのような防護服を着

て、その防護服にも着替え室を用意しまして、作業員さんのかたにも健康被害

を及ぼすようなことがないような形で進めたいと思っておりますし、あと児童

のいない時間帯を目がけてできるだけ作業を行うような形で十分に安全対策に

努めながら工事を進めてまいりたいと考えております。ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   他ございませんか。 

         では、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５２号については、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５３号 草津市立社会体育施設指定管理者の指定議案に対する意
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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   議第５３号 草津市立社会体育施設指定管理者の指定議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、スポーツ保健課の河合が説明

申し上げます。 

         議案書は８４ページでございます。 

         先ほども御説明申し上げましたとおり、次年度から社会体育施設６施設の指

定管理者を選定するに際し本年９月に募集を行ったところ、２者の応募がござ

いました。 

         １０月１７日に、草津市指定管理者選定評価委員会をお開きいただき、厳正

なる審査の結果、議案書に示してございます、代表団体、草津市西大路町９番

６号、合同会社草津市スポーツ振興事業体、業務執行社員、公益財団法人草津

市コミュニティ事業団、代表者清水和廣、同じく業務執行社員、公益社団法人

草津市スポーツ協会、代表者馬塲久昭、構成団体、東京都品川区東品川四丁目

１０番１号、株式会社コナミスポーツクラブ、代表者落合昭のグループ応募を

されました団体が指定管理候補者として選定をされたことから、このたび当該

団体を指定管理者として指定議案を上程しようとするものでございます。 

         なお、設置条例の名称は、草津市立社会体育施設条例で、指定期間は平成３

１年４月１日から平成３４年３月３１日まででございます。 

         以上、まことに簡単ではございますが、議第５３号 草津市立社会体育施設

指定管理者の指定議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

についての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。 

 

檀原委員     済みません。今、入札というか選定に当たりまして、このグループ事業体が

選ばれたということでございましたが、もう１者あったということなのですが、

どちらのグループというか、どういうかたでしょうか。 

 

スポーツ保健課長    シンコースポーツというスポーツ関係の業者さんと、オリックス・ファシリ

ティーズという施設の管理を主体とするこちらもグループ応募でございました。 

 

檀原委員     今後、こういう施設も含めて指定管理をされるところで、例えばいろいろな

ところからの助成金等を公募されて、事業を非常に効率的に進めようというこ
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とを計画されるようなことも可能であるようにするということも検討していた

だければ良いなと思っているのです。というのはやはり、単独に市のお金だけ

よりはもっといろいろなスポーツ振興が今後２０２０年に向けてもですし、人

生１００年社会を作るに当たっていろいろなところからお金を供給いただける

可能性も出てくるかなと思うのです。そういう場合ですと、指定期間が３年と

いうのはなかなか厳しい部分がありまして、例えば５年ぐらいの中で過去の事

業を検討されて補助金を出しましょうというようなこともあると思います。ま

た、これは今すぐどうしてほしいということではないのですが、是非そういう

可能性をいろいろなところで研究していただいて、他市いろいろなところでや

っておられるとこで上手にされているとこがどういう指定管理をされていて、

そのために必要な条件はどういうことかということも検討いただければ、さら

に本市においての健康１００年を目指すまちづくりとも合致するのではないか

と思いますので、また今後の課題として研究いただければありがたいなと思っ

ております。 

 

スポーツ保健課長   今、御意見いただきました指定期間につきましては、５年というのも当然目

安として考えておりますが、今回この滋賀県で行われます国民スポーツ大会・

障害者スポーツ大会がちょうど５年のスパンでいきますとかぶってくることも

ございまして、３年をもう一度、その次ももう３年もう一度させていただいた

以降、国民スポーツ大会が終わった以降ですね。５年という方向で長期の指定

管理期間を設けて、今委員おっしゃったようなインセンティブも働くような指

定管理施設として運用・運営してまいりたいと考えているところでございます。 

 

川那邊教育長   他、よろしいでしょうか。 

         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   異議もないようですので、議第５３号については、意見なしとして市長に回

答することとします。 

         次に、議第５４号 草津市立橋岡教育集会所指定管理者の指定議案に対する

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。 

 

学校教育課長   議第５４号 草津市立橋岡教育集会所指定管理者の指定議案に対する意見を

市長に申し出るにつき議決を求めることについて、学校教育課、畑が御説明申
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し上げます。 

         議案書は８６ページから８８ページでございます。 

         隣保館等については、草津市隣保館等運営審議会から平成２４年２月９日に、

「新たな隣保館等の今後の在り方について」の中で、「市の業務はアウトソー

シングによる「民間活力」を積極的に活用されており、隣保館等の運営につい

ても、地域と隣保館等の役割分担を明確にし、自主自立の観点からも、地域の

ＮＰＯ法人や民間事業所等に委託可能な業務から順次、委託していくべきであ

る。また、将来的には指定管理者制度による運営に移行していくべきであ

る。」との答申を受けております。 

         これに基づき、隣保館と一体的に運営がなされている教育集会所についても、

平成２７年度から移行していくこと、委託事業が円滑に行われておりスムーズ

に移行できる隣保館から実施していくこと等が基本方針とされております。 

         ８８ページを御覧ください。 

         草津市立橋岡教育集会所の指定管理制度への移行に係り、特定非営利活動法

人 熱と光を、平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までの間、指定

管理者とするものでございます。 

         このことにつきましては、１０月２４日に草津市指定管理者選定評価委員会

による審査が行われ、指定管理者として適当であると意見具申されております

ことから、本委員会の意見を「特になし」といたしたく、よろしく御審議賜り

ますようお願い申しいたします。 

 

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

しいでしょうか。 

         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５４号については、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５５号 草津市立新田教育集会所指定管理者の指定議案に対する

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。 

 

学校教育課長   議第５５号 草津市立新田教育集会所指定管理者の指定議案に対する意見を

市長に申し出るにつき議決を求めることについて、学校教育課、畑が御説明申

し上げます。 
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         議案書は９０ページから９２ページでございます。９２ページを御覧くださ

い。 

         草津市立新田教育集会所の指定管理制度への移行に係り、特定非営利活動法

人 心輪を、平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までの間、指定管

理者とするものでございます。 

         このことにつきましては、１０月２４日に草津市指定管理者選定評価委員会

による審査が行われ、指定管理者として適当であると意見具申がされておりま

すことから、本委員会の意見を「特になし」といたしたく、よろしく御審議賜

りますようお願いいたします。 

 

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

 

檀原委員     先ほどの橋岡教育集会所と、それから新田教育集会所両方ともに共通すると

ころなのですけれども、今回指定管理としてのＮＰＯが今回それのために恐ら

く立ち上がったのではないかなというふうに思っております。ですから、まだ

まだＮＰＯ活動としては十分経験をされてなかったり、不慣れなことから悩ま

れることも今後もあるかなと思いますので、是非ＮＰＯの活動というのはやは

り、なかなか思っている以上にスムーズに行かないこともございますし、やは

りＮＰＯを支える中間支援のＮＰＯというのもございますので、今この立ち上

がられたＮＰＯのかたがたにも今後ともＮＰＯについての学びをしていただけ

るようなこともしていただきたいと思っています。特に、今回は教育集会所と

して教育委員会が関わっていた部分を受けていただいている中に、やはり学校

の先生の経験者とか教員免許を持っているかたが入っていただく等のこともご

ざいますし、一定のサポートが必要になると思います。また、それ以外にもＮ

ＰＯというのはとかくいろいろな意味で市民の目に触れるべきところを確保し

ていくということが活動の条件としては非常に大事と思いますので、情報公開、

特に運営や財務についての情報公開がスムーズにできるように、意味で声かけ

をしたり、また情報交換をしながら、良い形で草津市に定着していければ、意

味で波及効果が良いなというふうに思います。それと同時に、やはり学校以外

で学ぶ機会を提供するという非常に大きな役割を教育集会所は持っていますの

で、それが草津市においてどの市民がどこに行くことも可能であると同時に、

やはり地域的な偏在がないようにということで、今後これは必ずしもこの教育

集会所だけではないと思うのですけど、いろいろな形の工夫をしながら草津の

子どもたちが教育的な機会が受けられるような形の今後の取組を期待したいな

と思っています。 
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学校教育課長   引き継ぎ等のことにつきましては、ＮＰＯのことをおっしゃいましたのです

けれども、うまくそれがスムーズに行われますように、教育委員会といたしま

しても支援をする方策を考えてやってまいりたいと思っております。 

         それから二つ目おっしゃいましたことに、学びの場ということにつきまして

も、学びの教室という形で今後やってまいる予定でございますけれども、そう

いったものも含め、子どもの学力の定着について今後もまた検討して考えてま

いりたいと思っております。 

 

川那邊教育長   他いかがですか。 

 

杉江委員     二つの教育集会所の運用をＮＰＯに委ねていかれるということで、より広く

人の交流が生まれていくのではないかなというふうに期待したいなと思います。

これまで培ってきました差別の現実に深く学ぶという姿勢を今後も引き続き持

ちながら、さらに連携を図って進めていっていただけたらありがたいと思いま

す。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。他ございますか。 

         では、本議案につき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５５号については、意見なしとして市

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。事務局よりお願いします。 

 

建設部副部長   （仮称）草津市立プール整備基本計画（案）に係るパブリックコメントの 

（プール整備事業担当）  実施結果について、建設部の生田が御説明いたします。 

兼プール整備事業室長   報告書の２ページを御覧ください。 

         プールの整備につきまして、ここまでの経過としまして、平成２９年１０月

６日付けで滋賀県よりプール整備に係る支援市として選定されたことから、２

０２４年に開催される国民体育大会から名称が変更となる国民スポーツ大会お

よび全国障害者スポーツ大会の競技会場として、また大会後を見据えて、（仮

称）草津市立プールを整備することとし、学識経験者や競技団体関係者等で構
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成する（仮称）草津市立プール整備基本計画検討懇話会においていただいた御

意見を参考に基本計画案を作成し、今回パブリックコメントを行いましたので、

実施結果について御説明いたします。 

         １０月１日から１カ月間意見を募集しましたところ６７６件閲覧いただき、

９人のかたから３２件の御意見をいただきました。３２件のうち多いものとし

て１５件は、導入機能について。６件は、基本方針について御意見をいただき

ました。 

         基本方針につきましては、国民スポーツ大会および全国障害者スポーツ大会

や大会後の利用を見据え、スポーツ環境の充実、新たなにぎわいの創出、スポ

ーツ健康づくりの推進を柱とするものであり、その実現に向けて利用しやすい

施設にするとか、水泳が草津市のシンボルスポーツに普及するとか、将来のオ

リンピック選手が育つ環境になることなど、大きな期待を寄せていただいてい

る内容が多く見受けられました。 

         導入機能としましては、水泳競技大会開催機能、競技力向上機能、健康拠点

機能、利用促進機能、交流・コミュニティ機能、防災機能など、多方面で利用

できるよう持たせる機能について定めていますが、経験に基づくアドバイスや

提案を多くいただきました。また競技力向上のための３メートルの水深への期

待や、交流・コミュニティ機能が充実するように望まれる御意見もありました。

個別の意見とそれに対する草津市の考え方につきましては、３ページ以降の資

料にまとめさせていただきましたが、提案や励ましがほとんどであり、それら

御意見を参考にしながら今後の施設整備に反映していきたいと考えています。 

         反対意見や誤りの指摘がないことから、今回のパブリックコメント実施に伴

い、基本計画案は用語の修正や計画案作成後の変更点の反映などを除き変更は

ありません。今後は、平成３１年度中のＰＦＩ事業選定を目指し、プール整備

の実施方針や業務要求水準を作成し、２０２４年の国民スポーツ大会開催前年

の２０２３年８月に供用開始できるように、事業を進めてまいります。 

 

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。 

 

檀原委員     読ませていただいて、非常に市民のかたがたが前向きに捉えていただいてい

るということが非常に有り難いなと思いました。特に、いろいろな意味で専門

的なことを書いておられるかたもありますので、その辺も含めて検討いただけ

たら良いなと思っています。同時に、最近いろいろな意味で耐震設備の検査結

果のデータを偽造して、いろいろな公共施設の安全性に係るような課題が出て

きているということもよくあるニュースなのですけれども、特に今回のプール

は可動部分とかもありまして、今後そのとき数年はうまくいったけど、そのあ
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と潰れて使えへんとかいうことにならないように、特に信頼性のあるものであ

ったり、そのデータ等は専門家でないとなかなか読み切れへん部分はあるかも

しれませんが、末永く市民または県民が良い形で使えて、またメンテナンス等

もリーズナブルな使い方ができるような形でもう一回工期を含めて、工期中も

含めて、いろいろな形でチェックをいただきながら進めていただきたいなとい

う希望を持っております。 

 

建設部副部長   今回行う事業がＰＦＩという手法でやります。そのＰＦＩといいますと、 

（プール整備事業担当）  建物設計、建物建設、そのあとの維持管理、運営、それを全て一緒の事業者 

兼プール整備事業室長  のかたに任すという、草津市は今度初めてするのですが、そういう手法をとり 

ますので、以前は設計する人と作る人と維持管理する人はばらばらだったので、 

もう作りっぱなしで管理のしにくいものを作って、みたいな話があったと思う 

のですけども、今回は作るかたと運営するかたが一緒なので、そういう意味で 

は後々の維持もしやすいような施設にしていただけるかなと考えていますし、 

それに対するモニタリングも設計、施工、維持管理、全ての段階でつけてやり 

ますので、より一層良いものにしたいなと思っています。 

 

川那邊教育長   他いかがですか。 

         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、他にござい

ませんか。 

 

学校政策推進課長   失礼します。学校政策推進課より、２点御案内申し上げます。 

         １点目は、くさつビブリオバトル２０１８でございます。例年、みなくさま

つりの日に実施している行事でございますが、今年度は光泉中学校を含めまし

て２１校の小・中学生が参加することになりました。また、昨年度から始めて

おります中学生を中心とした運営につきましても、５中学校から１１人の中学

生が運営に参加してくれることになっております。特に午前中、小・中学生の

部がございますので、是非とも御覧いただけたらと思っております。フェリエ

南草津５階市民交流プラザ、今週末の日曜日でございます。 

         もう１点でございますが、ＡＩ時代における教育を考える会、試写会＆シン

ポジウムの御案内です。こちらの方は、市として関わっていることではござい

ませんが、ＩＣＴ教育の先進地といたしまして、本市もまたＡＩの導入等も考

えていかなければならないと考えておりますところから、できれば積極的に参

加していきたいと考えております。１１月２４日、土曜日、近江八幡のホテル

ニューオウミでございます。こちらの方は、申し込みは必ず必要ということに

なっておりまして、裏面に申込用紙をファクスで申し込んでいただくことにな
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るのですけれども、印刷させていただきましたので、またよろしければ御参加

いただければと思います。 

 

川那邊教育長   それではよろしいですか。 

         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、午前１０時３０分から、定例会を開催する

予定ですので、よろしくお願いいたします。 

         ありがとうございました。 

閉会   午後 ４時２０分 

 


