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開会   午前 １０時３０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１２月定例会を開会いたします。 

         まず初めに、来る１２月２４日をもちまして、杉江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、杉江委員より一言御挨拶を賜りたいと思います。お願いします。 

 

杉江委員     それでは、退任に当たりまして、一言御礼を申し上げます。 

         まずは、２４日の退任という日を迎えられましたのも、これまで大変お世話

になりました川那邊教育長をはじめ、教育委員の皆様がた、そして事務局の皆

様がたのおかげと心より深く感謝を申し上げるところです。本当にありがとう

ございました。 

         私は、元幼稚園教員でございましたので幼児教育関係の意見を申し上げるこ

とが大変多かったのですけれども、できる限りさまざまな教育現場に訪問させ

ていただいたり、また関連する行事に参加させていただいたりしながら、草津

市の教育に少しでも貢献できればという思いでおりました。まずは、できる限

り参加する、まずは、できる限り出席するという、その思いで行動してまいり

ました。 

しかしながら、過ぎ去ってみますと、大変反省することばかりで心苦しい思

いでいっぱいでございます。その気持ちが正直なところでございます。皆さん

のお役に立てたかどうか分かりませんが、この４年間は本当に貴重な時間を過

ごさせていただくことができました。教育委員として活動させていただく中で、

草津市の教育は本当にたくさんのこと、多岐にわたっての活動を、取組をされ

ているということを大変深く実感いたしました。 

一番強く感じたのは、動いている「動の教育委員会」ということを感じまし

た。草津市としての教育の根幹であります子どもが輝く教育のまち、出会いと

学びのまちの理念を揺るがすことなく創意工夫による教育実践、そして、その

即座の発信と継続全てに動き、チャレンジし続けていただいているということ

です。草津市は住みよいまちと言われておりまして、今後も更に活力ある、魅

力あるまちに発展していくと思いますけれども、その未来の草津を担っていく

子どもたちの教育へのさらなるチャレンジを御期待申し上げます。そして、今

後も引き続き川那邊教育長を中心に皆様で力を合わせていただいて、全国に誇

れる教育のまちを更に目指していただけることを御祈念申し上げたいと思いま

す。私も立場は変わりますけれども、これからも私なりに草津市の教育の一応

援隊でいたいなというふうに思っております。この４年間大変お世話になりま
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した。ありがとうございました。 

 

（拍  手） 

 

川那邊教育長   杉江委員におかれましては、４年間、本市の教育の向上に御尽力をいただき、

誠にありがとうございました。今後におきましては、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を申し上げます。 

         それでは、議事に入りたいと思います。 

 

        ――――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。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、１２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、「１１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、１１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。 

         それでは報告に入ります。一つ目は、１１月２６日に開会し、１２月１７日

に閉会した定例会についてです。一般質問は１２月５、６、７日で、今回の教

育員会への質問項目は、「草津市の歴史文化遺産等の継承と周知等に関するこ

とについて」「和暦と西暦表記について」「草津市立温水プール施設の活用に
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ついて」「プログラミング教育について」「体育館のマネジメントについて」

「不登校児童生徒への多様な教育機会の確保について」でした。議員の皆さん

の質問の趣旨や答弁を踏まえ、今後も着実な教育行政を展開していきたいと思

います。なお、詳細は、ホームページに掲載されますので、市民の皆様にはぜ

ひ御覧いただきたいと思っています。 

         二つ目は、１１月２１日、２２日に大阪市で開催された、平成３０年度市町

村教育委員会研究協議会についてです。この協議会は、滋賀県都市教育委員会

連絡協議会の県外研修としても位置付けられており、教育委員の皆さんととも

に参加しました。県内他市からの参加は、教育長、教育委員ら６２名で、情報

交換や交流ができました。今回は基調講演に、鳴門教育大学大学院久我直人教

授の「次世代の学校づくりにつながる業務改善」、また、パネルディスカッシ

ョンに「学校における働き方改革」と、今日問題になっている教員の働き方改

革に焦点が当てられました。本市では、平成２９年３月に、草津市学校業務改

善プランを策定し、これを受けて各種の施策を実行し、学校における業務改善

に努めているところです。これまで教育ＩＣＴや校務支援ソフトの活用促進、

看護師や教室アシスタントなどのサポートスタッフの配置、学生ボランティア

や部活動指導員の派遣に加え、今年７月にはＩＣカードによるタイムレコーダ

ーや午後７時以降の留守番電話による自動応答メッセージを導入してきました。

これらの取組は全国的に見ても先進であるということを、今回の講演や他市の

発表などから改めて感じました。本市では、教員の時間外勤務も徐々にではあ

りますが、削減されてきております。しかし、一朝一夕に進むものではなく、

今後もフォローアップに努めなければなりません。重要課題として引き続き協

議検討を重ねたいと思っています。 

         また、２２日の研修２日目の終了後、午後、草津市の教育委員研修として委

員全員で私立追手門学院小学校を訪問しました。登校時には子どもたちが校門

で一礼をすることや、日常の挨拶、こういったものは学校の伝統として受け継

がれ、教育理念が一貫して長く継承されていることを感じました。また、私学

の特色を出すための校長の先見性、あるいはリーダーシップについても学ぶこ

とができました。 

         三つ目は、国立教育政策研究所の指定を受けている老上小学校で、国語の公

開授業と研究発表があったことについてです。この２年間、全教職員がカリキ

ュラムマネジメントを学び、それらを踏まえた単元構成がなされるなど、新学

習指導要領を踏まえた研究実践が行われていました。授業者には授業改善への

意欲が見られ、その姿勢が子どもの成長として表れたということを聞き、うれ

しく思いました。今年度国レベルの研究発表を老上小、老上西小、渋川小、老

上中で行っていただきました。校長先生や教職員の皆さんの熱心な取組で、そ
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れぞれにすばらしい成果が残せたことをうれしく思います。この成果を市内の

学校全体に広げ、草津全体の教職員の指導力向上へどのようにつないでいくか

についてはまた考えていきたいと思っています。 

         最後四つ目は、うれしいお知らせです。５月には奈良時代前半の鋳造遺構か

ら国内最古の獣脚鋳型が発見され公表をいたしましたが、今回新たに仏像の光

背とみられる鋳型が発見されました。この鋳型も奈良時代前半のものと考えら

れ、国内の最古級です。文化財保護課では、１５日に草津の古代を掘る２０１

８をテーマに、市民への遺跡発掘調査結果報告や展示、講演会等を開催したと

ころ、９０名もの参加がありました。また１８日からは、来年１月１８日まで

街道交流館に展示し、一般公開をしています。市民の皆さんにとって草津の歴

史を知るよい機会となること、また皆さんの歴史に関する興味関心が一層高ま

っていくことを期待しています。 

         終わりに、明日は２学期の終業式です。各学校それぞれに課題が山積する中、

着実な学校経営に努めていただきました。何人かの校長からは、ビジョンの提

示とマネジメント、教職員の指導、教職員の意欲の向上、児童生徒の成長、地

域との連携などにおいて、この段階で既に一定の成果が見てとれるということ

を聞き、頼もしく思います。委員の皆様、そして職員の皆様には、今年も草津

の教育の推進・充実に向け、御尽力を賜りありがとうございました。来年もよ

き年でありますよう祈念して、報告といたします。 

         それでは、委員の皆様の方から、前回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

いたします。 

 

檀原委員     まず、三つほどちょっと紹介したい件がございます。 

         一つ目は、前回の教育委員会のときに江竜課長からも御紹介がありました、

人工知能時代における教育を考える会というのがありまして、アメリカで作ら

れたドキュメンタリー映画を見た後、少し意見交換をするような会でした。人

工知能についての話というのはほとんどなかったのですけども、アメリカの子

どもたちが何にもわからないままに集まった中で、地球の人間の歴史を何かに

表現してくれみたいな大きな大ざっぱなテーマの中で、話し合うというような

ことをどうしていいかもわからないままに最終的には発表会をするという、非

常に面白かったのですけども、やはりその中で考えたのは、何もない中で自分

たちが考えて意見を出し合って交流していくことというのは、なかなか子ども

のときにすることは少ないのですけど、やるとすごく力をつけるなということ

が実感できました。私はその後ちょっと考えたのですけど、やっぱり子どもの

ときに子ども同士でおおらかに工夫をしたり、野っぱらの中で枝を使って何か
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を組んだりとか火を使ったりとかいうような経験が、昔は日本どこでも見られ

たのですけど、最近ではそういうことがない中で、そういうのを取り戻すこと

とちょっと共通しているなというような感じを受けました。非常に勉強になっ

たので、機会がなかなかないかもしれませんが、一つ紹介したいと思いますの

で、機会がありましたら映画をまた見ていただければと思っております。 

         二つ目に紹介したいのは、『学校の「当たり前」をやめた。』という本を書

かれた千代田区麹町中学校長の工藤勇一さん。工藤新一といったらコナンです

けども、勇一さんという校長先生、顔はちょっとマラソンの瀬古さんと似たよ

うなかたなのですけど、前回もちょっと紹介したのですけども、学校をもう一

度見直したときにいろいろな気付きがあって、子どもたちが本当に力をつけて

この世の中はいい世の中やなと。みんなで力を合わせていく中でみんな一緒じ

ゃないと。一人一人違うし、違うということはやっぱりややこしいんだけど、

みんな仲良くというのはなかなか難しいと。でも、それをやっぱり生かしなが

らやっていくためにはどうしたらいいか。学校のいろいろなところを見直すと、

こういう改革ができるなと。このかたの学校ではＩＣＴとか、学校の仕事改革

もどんどんやっておられます。非常に参考になる本だと思いました。ぜひ機会

がありましたら、公立高校でもこんなことをやれるんだなということを読んで

いただければと思います。今２冊ありますので、１冊は教育長にお渡ししよう

と思います。また機会がありましたらぜひ読んでいただきたいと思います。 

         もう一つ紹介したいのは、来年の２月８日から１０日まで大津プリンスホテ

ルのコンベンションホールで行われるアール・ブリュットの展覧会と、そして

そのときに行われるステージのパフォーマンスです。子どもたちの中には障害

を持っている子どもたちとか、大人になってもいろいろ生きづらさを抱えてい

る人なんかいますが、その中やっぱりすばらしいものをいっぱい持ってはると

いうことにやっぱり、こういうのに参加していただきますと気づいていただけ

るのではないかなと思っています。今も近江八幡市のＮＯ－ＭＡというミュー

ジアムでは、滋賀県内の障害を持っている子どもたちとか、発達支援の学校の

子どもたちの展覧会もされているのですけれども、今回のこの展覧会とそれか

らパフォーマンスは、全国規模のやつでいろいろなところから来られます。そ

して、この発表される湖南のチームというのは、守山市を中心に練習されてい

るのですけど、このチームはまたこの後すぐフランスのナント市とかパリで公

演をするというようなこともここに書かれております。ぜひ金曜日から日曜日

で平日とか土曜日とかいろいろあるので、もし可能でありましたら、全部入場

無料でございますので、一度御覧いただいたらいいなと思って紹介したいと思

います。やっぱり、インクルーシブな世の中、教育の中でもインクルーシブと

いうのは非常に大事でございます。その中で、こういう特別な能力を持ってい
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なくても、やっぱり一人一人が何かこう生きがいをもって、すばらしい人生を

歩んでいただくためのヒントが得られるでしょうし、そういうのが市内の文化

や教育、それから学校の中での一人一人の子どもたちの育ちにつながっていく

ものになるのではないかと思います。ちょっと紹介ばかりになりましたけれど

も、ぜひお時間とっていただけると有り難いなと思っています。 

 

周防委員     まず、１１月１７日、１８日に行われたキッズシネマ塾の撮影を一部ですが

見にいったので、そのことについてお話させていただきます。中島貞夫監督の

具体的な演技指導のもと、俳優役の子どもたちがどんどん目に見えて上手にな

っていって、子どもの吸収の速さに改めて感心しました。一人一人が役割を持

って丁寧に作品を作り上げていく経験ができてよかったと思います。完成がと

ても楽しみです。このキッズシネマ塾は、今までの作品も草津の歴史に触れて

いるので、参加した子どもたちの体験だけに終わらず、教材の一つとして多く

活用されたらいいのではないかと思いました。 

         それから、同じく１８日の「みなくさまつり」での「くさつビブリオバトル」

を見にいきました。バトラーは小学校内でオーディションをしたところもある

ようで、レベルが年々上がっているなと感じました。運営も毎年改善されてい

るのが分かりますし、今後も盛り上がっていって草津の秋の名物の一つになれ

ばいいなと思います。 

         それから、１１月２１日、２２日の県外研修は、大阪ということでやっと参

加できたのですけれども、久我直人教授の基調講演は大変分かりやすく勉強に

なりました。その中の一つですが、次世代の学校づくりにつながる効果のある

指導の一つとしてボイスシャワーについてお話がありましたが、子どもたちへ

の声かけや名前をつけた挨拶などは、学校の先生がたも全員に行ってほしいこ

とですし、私たち保護者や地域の住民としても意識して行っていけば、学校全

体や地域の雰囲気が良くなっていくのだろうなと思いながら聞いていました。 

         ２日目は、家庭教育支援の取組についてをテーマとした第三分科会に参加し

ました。和歌山県橋本市と大阪府泉大津市の取組を紹介していただきました。

両市とも地域人材で家庭教育支援チームを作られ、家庭訪問も含めた支援活動

をされていました。困っている親子に丁寧に寄り添い支援されている活動で、

学校と家庭の間に入ってもらえたりして、子どもたちの学びの環境が良くなっ

たケースなどを聞いていて、人間関係が希薄になりがちな現代の日本ではとて

も必要な活動だなと思いながら聞いていました。その後の追手門学院小学校の

訪問では、さすが私立という恵まれた環境に感心するばかりだったのですけれ

ども、ＩＣＴについては草津も負けていないのだなと感じ、とても有り難い環

境で子どもたちが学んでいるのだなと思いました。これからもそれは生かして
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いっていただきたいと思います。 

         それから、先日湖南市の小学校で、ＰＴＡの保健研修で命の授業をされると

いうことでそれを見にいきました。５、６年生の子どもたちと保護者が一緒に

性教育を受けているのですけれども、命や人権を軽んじるような事件を耳にす

るたびに、やはり教育が大事なのではと感じています。今は本当に小さな子で

も、親が気づかないうちに有害な動画などを見ている可能性があり、小学生も

塾の帰りにスマホでアダルトな動画を見ているという話も珍しくありません。

とてもこういう状況を心配しています。園児から小学校、中学校と段階を踏ん

で今よりも踏み込んだきちんとした性教育、命の授業が必要だと感じています

し、それを親子で受けて保護者も学び自覚していく機会が必要だと思いました。

自分も相手も大切に思い自尊心を育むためにも、園や学校で真剣に取り組んで

いただくことを願っています。 

 

中西委員     失礼します。私も１１月２１日、２２日、大阪での研修会に参加させていた

だきました。特に私が感じたのは、２日目の午前の研修での大分県の発表でし

たですけども、生徒指導体制のあり方についてということで、スクールソーシ

ャルワーカーのことについていろいろ発表を聞かせていただきました。不登校

の子どもさんであるとか、いろいろ障害を持った子どもさん、また家庭でいろ

いろな問題がある子どもさん、そういったかたがたの支援を行うと。学校の担

任の先生が今まで全て担ってこられたようなことを、今はＳＳＷ、スクールソ

ーシャルワーカーが中に入っていろいろな授業を行っておられると。例えば家

庭支援であったり、それから課題を抱える不登校の児童生徒が置かれた環境へ

の働きかけであったり、関係機関とのネットワークの構築・連携・調整、また、

学校内におけるチーム体制の構築支援と。そして、保護者・教職員等に対する

支援、相談、情報提供、そして、教職員等への研修活動ということで、直接子

どもさんとかかわる部分もありますし、また先生がたとの中間の中でのいろい

ろな活動ということがこれから大事になってくるだろうというようなことが特

に言われておりました。本市でもそういうかたもおられるかと思うのですけど

も、具体的に聞いておりますと、今後またこの学校の教育の中でそういったＳ

ＳＷのかたがたの支援というのも大きな位置を占めてくるのではないかなとい

うふうに思いました。 

         それから、今もお話に出ておりましたが、追手門学院小学校、非常にすばら

しい学校で、門を入った途端に左に石碑がありまして、そこにこの学校は何年

前にできてこういうふうな学校ができたということを石碑に彫ってあったので

すが、その字が非常にすばらしくてよく見ましたら、今井凌雪というかたの字

でした。そして、各教室を見ますと、高い学力とか何か書いてありましたね。
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あの字も非常にすばらしくて、それも今井先生の字でした。気づいてはいたの

ですけど、聞いてみましたらやっぱりそうかと思いましたですけども、そこに

そんなことが追手門学院の教育の理念の一つでありまして、誰でもがよくわか

る。そして誰でもが取り組んでいけるような、そういう伝統のある学校の象徴

の一つだなというふうに思いました。そしてまた、校長先生のお話も聞かせて

いただいて、滋賀県の出身とおっしゃってましたですかね。ＩＣＴも当たり前

のように取り組んでいるのだというようなことで、伝統的なこととそれからＩ

ＣＴと先進的な取組と両方をうまくやっておられると。揺るぎのない教育理念

のもとにやっておられるなということを思いました。 

         そうしても、皆さんもお帰りになったし私も帰ろうかと思ったのですが、も

う少し足を延ばしまして、あべのハルカスで、エッシャーという版画家の展覧

会をされていまして、皆さんも御存じかと思います。だまし絵というので有名

な画家というか版画家なのですが、鳥が飛んでいったかと思うと魚になったり、

そういうだまし絵、あるいは滝が流れているんだけども、だんだんこう落ちて

いるはずの水がどんどんまた上に上がって、また滝から落ちてくる。そういう

だまし絵というのがありまして、そんなのが非常に面白い。オランダ生まれの

かただったと思いますけども、そういうのを見まして、私は前にもちょっと興

味があってそのエッシャーのことは調べていたのですが、たまたまその展覧会

に出くわすことができまして、非常に私としてはそのエッシャーのアイデア、

これはどこから出てくるのかなと思っていろいろ考えていたのですが、こうい

うアイデアというのは私もいろいろ考えることがあるのですが、ぱっと思いつ

くものでもないのですね。地道なところをコツコツコツコツやっていく中で、

ぱっと出来上がってくるということが多いのです。そして、コツコツやってき

たのが意外性、余りほかの人が思いつかないような、あるいはほかの人が考え

つかないような事象を生んでいくということがあります。そして、それらが人

を引きつけるということがあると思います。アイデアとか意外性とか、そうい

ったことが今後教育の中でも、そのＩＣＴというような中でもこうつながって

いくことがあるのではないかなというふうに思いました。子どもたちが表現活

動をいろいろしている中でも大人が忘れてしまったこと、また、大人がこれま

で経験していないことをいろいろな場面を通じて意外なこと、そういったこと

を引き出してやれる。そういうことを私らは忘れてはならんなということをエ

ッシャーの絵を見ながら考えていたのですが、アイデアとか意外性とかそうい

ったことがこれからも大事になってくるのではないかなというふうなことを思

いました。 

 

杉江委員     皆さんおっしゃってくださったこととかぶってしまうのですが、周防さんが
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今おっしゃってくださった鳴門教育大学の久我先生のお話の中で、心をつなぐ

ボイスシャワーというところが私も一番印象に残りました。本当にこれが働き

方改革につながるのだという、なかなか自分にはつながらなかったのですけれ

ども、子どもたちへの名前をつけた挨拶の声かけ、そして、子どもの頑張りと

か優しさへの価値付けというような、この価値に気づく先生、教師の俯瞰的な

宝探しの目とおっしゃったのですが、それが大事。そして、そういった場の設

定が効果的な指導を生むのだということをおっしゃって、そこは本当に乳幼児

教育の部分でも一緒だなと思いました。これが組織的に展開されることによっ

て業務改善につながるのだとおっしゃったところが、私はもう根幹の部分で一

番大事だなというところがまず印象に残りました。幾度となくお聞きしたのは、

もう本気度という言葉でございまして、返せば「今でしょ」ということかなと

思うのですけれども、既に草津の方ではいろいろと進めていただいております

ので、より教師も子どもも輝く学校づくりというのを推進していただけるよう

に願っております。後、おっしゃってくださった追手門小学校に寄せていただ

いて、私はＩＣＴも国際教育も進めておられるその一方で、正門を出るときと、

入るときには一礼をきちっとするという礼節の取組というのを伝統的にやって

おられるということをお聞きしまして、本当に感動をいたしました。私たちが

帰るときにも背筋がピンと伸びまして、思わず礼をして帰っていくというよう

な時間でございました。 

         後もう一つ、町内の回覧板で、山田小学校で６年生の生徒が鳥獣人物戯画を

描くという授業が行われるのを拝見しまして、ちょっと見に寄せていただきま

した。ミホミュージアムの先生と滋賀次世代文化芸術センターの先生がたの指

導のもとに子どもたちが挑戦しておりまして、基本的な筆の使い方とかそうい

うことを教えていただいて、後見本から自分の好きなものをチョイスして描く

ということなのですが、墨のこの一色の単色でも表現ができるということとか、

動物に心を入れて気持ちを織り込んでいくという体験を６年生の子どもたちが

しておりました。大変集中して取り組んでおりまして、こういった取組を全小

学校に行っているというふうなこともおっしゃっていたので、今後継続して取

り組んでいただけると有り難いなと思いました。 

 

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５６号 草津市教育委員会の所管に属する

職員の退職発令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。 

 

教育総務課長   教育総務課、松浦でございます。 

         議第５６号 草津市教育委員会の所管に属する職員の退職発令につき議決を

求めることにつきまして御説明を申し上げます。 

         議案書は２ページからでございますけれども、恐れ入りますが３ページをお

開きいただきたいと思います。 

         平成３０年１１月１２日付で教育総務課に所属しております事務職員田中伸

人より、草津市教育委員会に退職願が提出されたところでございます。平成３

０年１２月３１日付で退職発令を発するに当たりまして、本委員会に御報告を

申し上げ議決を求めようと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、御説明とさせていただきます。何と

ぞ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５６号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第５７号 草津市通学区域審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。 

         事務局の説明を求めます。 

 

学校教育課長   学校教育課、畑でございます。よろしくお願いいたします。 

         では、議第５７号 草津市通学区域審議会委員の委嘱につき議決を求めるこ

とについて、学校教育課の畑が御説明申し上げます。 

         ６ページの条例のところを御覧ください。 

         通学区域審議会委員につきましては、草津市通学区域審議会設置条例第３条

第２項の規定により委員を委嘱しているところでございますが、本年１２月２

６日をもって任期満了となります。このため、新たに１２月２７日より委嘱を

しようとするものでございますが、公募委員５人について募集しておりますけ

れども応募がございませんため、募集期間を延長して１月下旬からの委嘱を予

定しております。そのため、このたびは公募委員を除く１９名を委嘱しようと

するものでございます。任期は平成３０年１２月２７日から平成３２年１２月

２６日までとなります。 
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         以上、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。 

 

檀原委員     名簿が５ページにありますけれども、各地域からの選出がされております。

まちづくり協議会の方からも全部来ていただいているような感じを見受けます。

ですけれども、若干子どもたちの保護者の世代とは違う部分もあるのかなとい

うことがありまして、現状のその通学についての危険性やその他について、一

定上の方はＰＴＡのかたの名前が書いてあるわけなのですけれど、若干そのあ

たりの意見を反映することが、この中では例えば辻さん、港さんは、どちらか

の地域の小学校もしくは中学校の保護者のかただと思うのですが、例えばその

地域が抜けているようなところ、もしくはこの地域のあたりは特にこれから考

えなければいけない課題を有しているなというふうな地域がもし想定されるの

でありましたら、今ちょうど募集をかけておられるということですが、公募委

員の中にそういう地域のかたがぜひ入っていただけるといいなというような思

いがありますので、ちょっと意識して人を選んだいただければいいなと少し思

いました。 

 

学校教育課長   御意見として承っておきたいと思います。ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   ほか、よろしいでしょうか。 

         それでは、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５７号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第５８号 草津市立教育研究所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５８号 草津市立教育研究所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、学校教育課、畑が御説明申し上げます。 

         議案書の９ページおよび１０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

り委員を委嘱しているところでございます。本年５月の教育委員会におきまし
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て９名の運営委員会委員の委嘱および任命について既に御承認を賜っておりま

すが、このたび不在となっておりました社会教育委員の代表が選出されました

ので、新たに委員の委嘱を行うものであります。なお、委員の任期は規則第７

条第２項の規定により２年となっておりますことから、平成３１年１月１日か

ら平成３２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、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。 

         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５８号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第５９号 史跡草津宿本陣保存活用計画の策定について草津市文化

財保護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。 

 

文化財保護課長   議第５９号 史跡草津宿本陣保存活用計画の策定について草津市文化財保護

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、文化財保護課の藤居

より御説明申し上げます。 

         資料は、議案書の１２ページから１４ページでございます。 

         史跡草津宿本陣につきましては、昭和６０年および平成１９年に策定いたし

ました史跡保存管理計画に基づきましてこれまで整備を進めてまいりました。

それで、街道に面します東地区と呼んでいます部分につきましては、このたび

工事を完了したわけですけども、今後奥側にあります中地区、西地区という部

分について整備を進めていく必要がございます。これまでの計画では、全体計

画はまだできておりませんでしたので、今後新たに史跡全体の保存活用計画を

策定する必要がありますため、文化財保護審議会についてその策定の諮問をす

るものでございます。諮問案としましては、１４ページに載せさせていただき

ましたとおりでございます。計画期間としましては、今年度から着手しまして

来年度いっぱいで策定したいと考えているところでございます。 

         以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 
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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５９号は原案通り可決いたします。 

 

        ――――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。事務局より報告願います。 

 

文化財保護課長   一番上の、史跡草津宿本陣保存活用計画策定懇話会開催要綱の制定について

でございます。文化財保護課の藤居より御説明申し上げます。 

         先ほど御審議いただきました史跡草津宿本陣保存活用計画につきまして、事

務局で計画の素案を作成するに当たりまして、専門家等から御質問がございま

すので、保存活用計画懇話会を設置する必要がありまして、要綱を資料の３ペ

ージのとおり１２月３日付で制定させていただきましたので御報告させていた

だきます。 

         それと、続きまして、２番目も関連することでございますが、資料の４ペー

ジ目でございます。この要綱に基づきましてこのたび委員を委託しました。４

ページに載せさせていただいたメンバーでございます。全体で８名ということ

で、学識経験を有する者、団体代表、所有者で構成されております。任期とし

ましては、平成３０年１２月３日から計画策定の終了日までということでござ

います。 

         以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   引き続きお願いします。 

 

生涯学習課長   報告事項３、草津市地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について、生涯

学習課の相井が御説明を申し上げます。 

         報告書は５ページから８ページでございます。 

         ６ページを御覧ください。 

         本市では、平成１０年度より大人と子どもの共育ちを掲げ、地域協働合校推

進事業を実施しており、平成２７年度からは７小学校に、地域と学校の連携役

として地域コーディネーターを設置し、平成２８年度には全小学校に地域コー

ディネーターの配置が整ったところでございます。 
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文部科学省におきましては、平成２９年３月に社会教育法等の改正を踏まえ、

地域が一方的に学校へ支援するという「学校支援地域本部事業」から、地域と

学校がともに連携・協働する「地域学校協働活動本部」へと移行されたところ

でございます。同時に、「地域コーディネーター」が法律に位置づけられた存

在となるよう、「地域学校協働活動推進員」として、市教育委員会が直接委嘱

していけるようなガイドラインなどを作成されたところでもございます。委嘱

をすることで活動内容が変わるわけではございませんが、今申し上げたとおり

教育委員会が委嘱することで存在、位置づけが明確にしようとするものでござ

います。なお、ようやく地域コーディネーターという名称が定着してきたこと

もございますので、名称を変更をいたしますと現場での混乱が予測されますこ

とから、活動上での呼称はそのまま地域コーディネーターとさせていただき、

要綱上のみの整備を行うものでございます。 

また、改正後直ちに要綱設置をしなかった理由ではございますが、平成２９

年４月に地域学校協働活動の推進に向けたガイドラインが策定され、その後県

が主催される法改正の研修もあったことと合わせて、平成３０年度に先行して

要綱設定をされた自治体での推進上の問題点を見極め、特に大きな問題がない

と判断いたしましたことから、平成３１年度からとした次第でございます。 

         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。 

 

幼児課長     続きまして、報告事項４、平成３１年度草津市立幼稚園等の園児募集結果に

ついて、幼児課の岸本から御報告申し上げます。 

         資料の方は９ページでございます。 

         今回、草津市立幼稚園条例および草津市立幼稚園規則の規定に基づきまして、

平成３１年度の新入園児募集を行いまして、１１月９日から１５日の間、土日

を挟みまして５日間、申し込みの受付を行いました。その結果、矢倉、老上、

玉川、笠縫、常盤の５つの幼稚園および笠縫東、志津、山田の３つの幼稚園型

認定こども園の教育認定の４歳児、そして５歳児につきましては、定員の弾力

運用以内であったことから、全ての園児を希望通り入園決定することができま

した。しかしながら、幼稚園型認定こども園の教育認定の３歳児につきまして

は、全３園で定員の弾力運用を超えた申込がございましたことから、去る１１

月２１日に１次申込の抽選を行いました。結果、３歳児は笠縫東こども園で３

６人、志津こども園で５５人、山田こども園で２４人をそれぞれ入園決定いた

しました。 

また、矢橋ふたばと草津中央おひさまの２つの幼保連携型認定こども園の教

育認定につきましては、３歳児、４歳児におきましてともに定員を超える申し

込みがありましたことから、３歳児は１１月２１日に、４歳児は１１月２０日
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にそれぞれ１次申し込みの抽選を行いました。結果、矢橋ふたばこども園の教

育認定の３歳児は９人、４歳児は２人を入園決定し、草津中央おひさまこども

園の３歳児は２０人、４歳児は１１人を入園決定いたしました。なお、草津中

央おひさまこども園の５歳児の入園希望者につきましては、募集段階から既に

受け入れ可能な人数を超えておりましたため、待機登録となりました。今回入

園決定できなかったかたのうち待機登録をされたかたの人数につきましては、

３歳児は笠縫東こども園１０人、志津こども園８人、山田こども園２人、矢橋

ふたばこども園８人、草津中央おひさまこども園１３人で、計４１人でござい

ました。また、４歳児につきましては、矢橋ふたばこども園で２人、草津中央

おひさまこども園で３人で、計５人でございました。５歳児につきましては、

先ほど申し上げました草津中央おひさまこども園の１人でございます。 

         本市におきましては、草津市幼保一体化推進計画に基づきまして、幼稚園の

認定こども園化を進めるとともに、合わせて３歳児教育の実施を進めていると

ころでございまして、来年度の志津こども園、山田こども園に続きまして、再

来年の平成３２年度には玉川幼稚園と常盤幼稚園、また平成３３年度には笠縫

幼稚園、そして３５年度には老上幼稚園、矢倉幼稚園の認定こども園への移行

を計画をして進めているところでございますので、御理解賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

         以上、少し長くなりましたが、御報告とさせていただきます。よろしくお願

い申し上げます。 

 

教育総務課長   続きまして、報告事項５、寄付受け入れ報告につきまして、教育総務課、松

浦が御報告申し上げます。 

         報告書の最後のページ、１０ページを御覧いただきたいと思います。 

         一つ目、佐山水道工業株式会社様より、冷蔵庫を山田小学校に御寄付いただ

いております。 

         続いて、２段目と３段目になりますけれども、公益財団法人河本文教福祉振

興会様より児童用・生徒用図書を、市内各小中学校に御寄付をいただいており

ます。 

         続きまして、公益財団法人深尾理工教育振興財団様より液晶モニターつき双

眼実体顕微鏡と双眼実体顕微鏡を、玉川小学校に御寄付をいただいております。 

         最後に、オムロン労働組合草津支部様より電子体温計を、市内各小中学校に、

そしてＡＥＤを教育委員会に御寄付をいただいております。 

         以上、報告とさせていただきます。 

 

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せんか。 
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檀原委員     報告の２のところで、史跡草津宿本陣保存活用計画策定の懇話会のかたがた

のお話がありました。先ほどの審議では、文化財保護審議会の方で今後の史跡

草津宿本陣保存活用計画の策定についての諮問をされたというお話でございま

した。恐らく懇話会の方は、ざっくばらんにと言ったらおかしいですけど、い

ろいろなかたがたの意見を出していただいて、みんなで可能性も含めて話し合

う、また意見を出し合うというようなイメージでやっていただけると思います。

気楽にと言ったらちょっと言い方がおかしいですけど、自由に話していただい

て、決めるのは最終的には審議会の方で諮問を出していただくわけなのですけ

ど、非常に立派なかたがたが集まっておられると思いますし、市民のかたがた

の中でもいろいろなアイデアを持っておられるでしょうし、話し合いの中で一

度ワークショップ的なことをやってみて、みんなの声も集めようかみたいなこ

とがあったりすると、いろいろな意味で市民の関心も高まりますし、先ほど中

西委員もおっしゃいましたが、意外性のあるアイデアのあるようなことも出て

くることもあるかなとは思いますので、運営につきましては恐らくこの中から

どなたか座長になっていただくと思いますけれども、ぜひいろいろなアイデア

を出していただいて、市民の声やいろいろな他府県やいろいろなところで保存

されているものが今後活用される中で、非常にみんなが良かったなという結果

につながるような懇話会になるといいなというふうに思いましたので、もしそ

ういう運営についてのお話をされるようなことがありましたら、ぜひ一度そう

いう意見があったということをお伝えいただければ有り難いなと思います。 

 

文化財保護課長   文化財保護課の藤居でございます。 

         今の御意見、大変重要なことだと思いますので、ぜひ懇話会の中でそういう

ことを述べながら、今後計画策定を進めていきたいとは考えていますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   ほかいかがですか。 

 

杉江委員     すみません。報告４のところで、ちょっとお尋ねでございます。３歳児の待

機数が４１ということで、現在の数が出ているのですけど、このかたたちの今

の状況というのを把握しておられる範囲で結構ですので、お話しいただけたら

と思います。 

 

幼児課長     幼児課の岸本でございます。 

         ３歳児の待機登録につきましては、キャンセルが今後あった場合に繰り上げ
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で入園になるかたの登録でございます。先に教育の方の幼稚園・こども園の入

園の募集をかけて抽選を行っているところでございまして、一方で保育の方の

入所調整の方も行っております。併願してお申込をいただいているかたもいら

っしゃいまして、例えば、山田ですと今お二人ということでございますが、併

願されているかたが何人かいらっしゃいますので、今後保育の方で調整ができ

たら繰り上げで上がれるというような流れになっております。ただ、笠縫東は

今１０人ということでございますが、調整がつかない場合もございますし、実

際のところ待機登録ということで登録をされている間は他園へは申し込めませ

んので、そこら辺の御説明も丁寧にしながら、今事務を進めている状況でござ

います。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 

         ほかいかがでしょうか。いいですか。よろしいでしょうか。 

         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、ほかにござい

ませんか。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課より２点御案内申し上げます。 

         １点目は、講演会のお知らせと題したプリントでございますが、来週の水曜

日１２月２６日１０時半より、香里ヌヴェール学院学院長でいらっしゃいます

石川先生をお招きしまして講演会を実施いたします。講演を聞く者につきまし

ては、市内小中学校の学力向上マネジメントリーダーおよび教育情報化リーダ

ー合計４０名程度でございます。ただ、管理職の先生がたやほかの先生がたに

も自由に御参加くださいというような案内をしておりますので、教育委員の皆

様もよろしければ御参加をいただけたらと思っております。 

         ２点目でございますが、草津市プログラミングコンテストの表彰式および発

表会を、これも同じ日で１２月２６日、これは午後２時より教育研究所の方で

開催させていただきます。この資料は、本日午後よりの定例の市長の記者会見

での資料でございますが、昨年度よりＰｅｐｐｅｒ社会貢献プログラムに参加

しておりまして、今年度の成果の発表としまして優秀賞に輝きました５校の児

童生徒を表彰するとともに、その作品の発表をしていただくことになっており

ます。こちらにつきましても、ぜひとも御参加いただければと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課から、資料はございませんが１件御案内をさせていただきます。 

         平成３０年度に成人となりますかたを対象に成人の日記念式典・２０歳の集

いを開催いたします。開催日は１月１４日、月曜日、祝日になっておりまして、
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受付は９時２０分から、式典等は１０時３０分から１１時４５分までとなって

おります。場所はいつもどおりクレアホールとなっております。１月在任の教

育委員の皆様におかれましては、これより主催者側としての案内状を送付させ

ていただきます。平成最後の成人式、御都合が合いましたならぜひとも御参加

くださいますようお願いを申し上げます。 

 

川那邊教育長   ほかよろしいですか。 

         それでは、これをもちまして、１２月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は１月２４日、木曜日、午後３時から定例会を開催する予定ですので、

よろしくお願いします。 

         ありがとうございました。 

 

閉会   午前 １１時３０分 


