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開会   午後 ２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４月定例会を開会いたします。 

         議事に入ります前に、定期人事異動に伴い、教育委員会に出席する事務局の

メンバーも新たになりましたことから、それぞれ自己紹介をお願いしたいと思

います。部長からお願いします。 

 

教育部長     初めまして、この４月から教育部長を拝命いたしました竹村でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育部理事    失礼します。引き続きまして、学校教育担当理事をさせていただきます中瀬 

（学校教育担当）  と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 

教育部専門理事   引き続きまして教育委員会専門理事兼街道交流館、史跡草津宿本陣の館長 

（歴史文化担当）  をさせていただきます八杉と申します。よろしくお願いいたします。 

 

教育部副部長（総括）   皆さん、こんにちは。この４月から教育委員会の教育部副部長総括になりま

した堀田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育部副部長   失礼いたします。教育部の学校教育担当副部長兼学校教育課長をさせていた 

（学校教育担当）  だきます畑真子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育総務課長   引き続き、教育総務課長を拝命いたしました松浦でございます。今年もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長   引き続き、生涯学習課長を拝命いたしました相井と申します。よろしくお願

いいたします。 

 

スポーツ保健課長   この４月からスポーツ保健課長を拝命しました河合と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

学校給食センター所長   ３年目になります、学校給食センターの宇野でございます。よろしくお願い

いたします。 
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文化財保護課長   引き続き文化財保護課長をさせていただきます藤居と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

図書館長     皆さんこんにちは。この４月から図書館長、南草津図書館長を拝命をいたし

ました武村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

学校政策推進課長   失礼します。学校政策推進課長を拝命いたしました江竜眞司でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

        ――――日程第１―――― 

 

川那邊教育長   それでは、議事に入ります。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 ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、４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、「３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、３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。 

         市長の任命を受けまして議会の同意をいただき、４月１日付で３期目となる

教育長を拝命いたしました。これからも委員の皆さんと力を合わせ、草津市教

育行政の推進・充実にともに取り組みたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

         今回の人事異動では、教育委員会事務局には竹村部長、堀田副部長をはじめ、
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市長部局から１１名、学校から１１名の皆さんをお迎えしました。新しい体制

で心を新たに、引き続き県内をリードし、全国に誇れる取組を重ねる教育委員

会事務局でありたいと思っています。 

         初めに委員の皆様には、小中学校入学式、幼稚園入園式への御出席ありがと

うございました。私は常盤小学校と松原中学校の入学式に出席いたしました。

両校とも地域の皆さんからの祝福を受け、厳粛な雰囲気の中、温かさを感じる

式でした。他の学校でも子どもたちや保護者にとってよき思い出となる式が挙

行できたと聞き、うれしく思います。また、８日には、中央幼稚園と草津保育

所が統合した草津中央おひさまこども園の開園式がありました。元気でかわい

い２２０名の子どもたちの成長を楽しみにしています。 

         次に、本年度の教育行政についてです。 

         今年は、平成２７年に策定した「第２期草津市教育振興基本計画」に取り組

む４年目です。施策の基本方向の一つ目は、「子どもの生きる力を育む」。こ

れについては、ＩＣＴ教育、読書教育のほか、新学習指導要領の完全実施を見

据えた英語教育、小学校で教科となった「道徳科」など、草津の強みを生かし

た教育実践の一層の推進・充実に努めなければなりません。食育と関わっては、

中学校給食の実施への取組も重要課題です。着実な取組を重ねたいと考えてい

ます。 

         二つ目の「学校の教育力を高める」では、地域とともにある学校を目指すコ

ミュニティ・スクールを、全小中学校でスタートします。草津では、学校と地

域との良好な関係があり、このことを強みとして、それぞれの学校で特色のあ

る取組を進めてほしいと思っています。 

         三つ目の「地域に豊かな学びを創る」は、今年、特に進めなければならない

と思っております。まずは、来月１３日に開催する「草津市文化振興フォーラ

ム」をきっかけに、「草津市文化振興計画」の具現化に向けて盛り上げていき

たいと考えています。ほかにも「草津健幸ウオーク２０１８」の開催など、事

業の充実とともに草津の魅力がアピールできればと思っています。 

         ほかにも、平成３０、３１年度の草津市スポーツ推進委員委嘱状交付式、少

年補導委員会総会、青少年育成市民会議評議会などが開催され、出席をいたし

ました。スポーツ振興、青少年の健全育成において、献身的に関わってくださ

る関係の皆さんには心から感謝を申し上げます。 

         また、教育委員の皆様には、１１日の滋賀県教育行政重点施策説明会ならび

に滋賀県市町教育委員会全体研修会への御出席、御苦労さまでございました。

今回は、文部科学省の内田広之氏による講演があり、「人生１００年時代」や、

「超スマート社会Society５.０」など、社会の状況の変化を踏まえたこれから

の教育行政を、国の「第３期教育振興計画」を踏まえて聞かせていただきまし
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た。 

         こういった社会の変化に対応する教育を既に草津市は展開しており、これま

でからの取り組んできた施策や教育の方向性と軌を一にするものです。ますま

すの充実に向けて取り組んでいきたいと思います。 

         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、先般参列いただいた入学式やその他教育全般に

関わる事項で、御感想等がございましたらお願いいたします。 

 

杉江委員     はい、今年も幼稚園、こども園、そして小・中学校の入園式と入学式への出

席をしてまいりました。まず、矢橋ふたばこども園に寄せていただきましたの

ですが、モデル園としてスタートしてから３年目ということで、緊張しながら

も返事する子どもたちの姿はとてもほほえましくて、何もかも初めての集団生

活がこれから始まるのだろうなという気持ちになりました。 

         次に、志津幼稚園にも寄せていただきました。来年度からこの園は幼稚園型

のこども園として始まるという、順次改築されている最中でございました。４

歳児が６０名という、たくさんの入園で、真新しい遊戯室で入園式をされたの

ですけれど、本当に会場はあふれんばかりの人数でございました。園長先生の

話とか、それから楽しい手遊びに、これからの園生活の期待でいっぱいの子ど

もたちの様子がうかがえました。友達と元気いっぱい遊んでほしいなというふ

うに思いました。 

         また、志津小学校にも出席させていただきまして、会場の関係で出席は２年

生と５年生だけでしたが、特に２年生の子どもたちが元気な呼びかけをしたり、

歓迎の歌があったりで、いつ練習されたんだろうと少し驚きながら聞かせてい

ただいておりました。 

         最後に老上中学校の方に寄せていただきまして、在校生のブラスバンドの演

奏が新入生の入退場を盛り上げておられたのですが、歓迎の気持ちがあってと

てもいいなと、毎年感じる場面でございます。校門のところでは、夢街道あい

さつ通りの皆さんが並んで祝福をされておられて、生徒たちが地域に見守られ

てスタートするんだなという思いがいたしました。各校舎で何もかも真新しさ

に包まれての生活がスタートしたわけですけど、これからいろいろな色で輝く

日々が送れることを祈って祝福して帰ってまいりました。 

         あと一つ、１２日ですが、昨年度に引き続いて、新堂中学校で全校道徳の時

間において生徒会の劇があるということで、他の教育委員さんと一緒に拝見さ

せていただきました。会場では、お子さんが出演されているということで、ビ

デオカメラで撮っておられた一人の保護者さんのお話を伺うことができました。

その保護者さんが、こんな大きな舞台で声を出して演じられるような子どもで
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はなかったと思っていたのに、お友達とか先生に支えられてこうやって演じら

れたというお話しをされておられました。上演中もですね、幾度となく涙をぬ

ぐっておられる姿を、私は隣にいたので感じたんですが、劇の内容もとても濃

いものでしたし、演じるということは子どもたちを変えていく力があるんだな

ということで、とても感銘を受けました。これから継続されることが大変かな

と思いましたが、ぜひ継続を期待していきたいなという思いで帰ってまいりま

した。 

 

周防委員     入学式では、私は玉川中学校のほうに参列させていただきました。見慣れた

顔の子どもたちが制服を着るとちゃんと中学生に見え、成長を感じました。こ

れからの３年間は、さらに心も体も急成長しますが、元気に過ごしてほしいと

思っています。 

         入園式は矢倉幼稚園に参りました。入園児さんは下のお子さんが多かったよ

うで、お兄ちゃん、お姉ちゃんと一緒に来ていた場所で慣れていたのか、ほと

んどのお子さんがとても落ちついて座っていました。今年度、３歳児の親子通

園が始まるようですが、場所や先生がたに慣れるという意味でも、親子にとっ

てとても良いことだと思います。 

         あと式の中で、在園児さんが園歌を手話つきで歌ってくれたのですが、全員

がしっかり手話をしていてびっくりしました。小さいときに自然な形で手話な

どに触れて受け入れていくというのは、とても大事な体験だと思いました。 

         ４月１１日の「滋賀県教育行政重点施策説明会」で、教育長もおっしゃられ

ていたんですけれども、文部科学省の内田広之さんの講演を聞きまして、これ

からの時代、広い視野で知的好奇心を育てる必要性などをお聞きして、今まで

の価値観にとらわれず、いろいろな取組や改革をスピーディに行っていく必要

があるんだろうと思って聞いていました。 

         ４月１２日の新堂中学校の全校道徳での生徒会の劇を、私は今回初めて見せ

ていただいたんですけれども、照明とか音声が本格的なおかげなのか、演技が

とても真に迫ったもので、非常に本格的だったので、とてもリアルで怖いぐら

いでした。この劇も伝統になってきているそうですが、生徒会に活力があると、

学校全体も明るくなりそうなので、今後もずっと続けていってほしいと思いま

す。 

         最後に、自転車通学でヘルメット着用が始まりましたが、案の定というか、

校門の前だけでかぶっている生徒さんもいるようなんですけれども、ただ、先

生に注意されるからかぶるというのではなくて、命を守るために着用するんだ

ということを自分たちが感じられるような指導を、今後も考えていただきたい

と思います。もう少しおしゃれなデザインのヘルメットを、小学生のうちから
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あっせんしてもいいんじゃないかなと思っています。 

 

檀原委員     私も、入学式、入園式のほうに参加させていただいたんですが、南笠東小学

校と高穂中学校と玉川幼稚園の方に寄せていただきました。特に高穂中学校は

非常に人数の多い学校で、９クラスが新しく入学されるということで、市内で

もこれだけ大きな学校があるというのは、私が寄せてもらったのとしては初め

てだったので、本当にちょっと驚いたんですが、入学した生徒の中で挨拶をし

た代表の子どもが、恐らくどのかたがしゃべったよりも一番立派な挨拶をした

ので、大変驚きました。いろいろなすばらしい子どもたちが育っていることに、

非常に心強く思いました。 

         それと文化的なところにも幾つか参加させていただきました。市内ではない

んですが、立命館大学の茨木キャンパスの方で、指揮者の佐渡裕が日本センチ

ュリー交響楽団を指揮され、そして立命館大学の応援団でブラスバンドのかた

も一緒に参加されるというのが３月にありまして、そこにも寄せていただいた

んですが、世界的なかたではあるんですけど、非常に気さくなかたで、同じ立

命館大学が草津にもありますので、また機会があったら、こういうふうに来て

くれはるといいなと思いながら帰ってきました。 

         それと、４月になりますといろいろな市内のブラスバンドが定期演奏会をさ

れます。草津吹奏楽団が４月１５日にクレアホールでされました。１週間後の

４月２２日に玉川ウインドオーケストラもされました。それぞれがとても熱心

に発表されて、ここに来られたかたは非常に満足して帰られたと思いますし、

子どもたちも将来こういう大人になりたいというような目標にもなるなってい

うことも思いながら、社会教育やまたは文化振興につながるといいなというよ

うな思いをもちました。 

         それでは、先ほどからのお話もありますが、人権劇の新堂中学にも寄せてい

ただいたんですが、せっかくＤＶＤで撮っておられたんで、私の希望としては、

ほかの学校にもちょっと見てもらえるような機会があったらいいなと思ってい

ます。全校の子どもたちに見せるということはなかなか難しいということであ

れば、生徒会がございますので、そういうところで、こういう活動をよその学

校の生徒会も頑張っているということを見てほしいし、自分たちもこういうこ

とをやれる可能性も持っているんだということにもなるといいなと思っていま

す。特に春休みの使い方の一つとして、こういうことをやると、新入生にとっ

ては非常にインパクトのある先輩の姿を見せることができるということもすば

らしいなと思いました。 

         最後に先日、土曜日なんですけれども、あるシンポジウムがありまして、そ

こに千代田区立麹町中学校の校長先生で、工藤勇一さんというかたがお話をさ
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れた会がありまして、私もちょっと寄せていただいたんですが、非常に教育改

革の中で先駆的というか、普通の教育改革とはちょっと別の視野を持ってされ

ているところでした。最上位の目標というのを共有することによって、いろい

ろなことがお互いに違う意見の中でも解決できるということ、それからまた子

どもたちにとって目指すべき姿というのは、自立して学ぶ、自立していろいろ

自分で生きていく力をつけるんやというようなところを大きな目標にして取り

組んでおられるということでした。 

         特に、ちょっとおもしろい話があったのは、みんな仲良くしましょうという

ことを言う教えは、幼稚園のころからずっと聞いているんですけれど、むしろ、

他人と仲良くすることはなかなか難しいことだよということを教えた上で、そ

のためにはやっぱり他人の立場に立って考えるとか、相手の話をよく聞くとか、

感情のコントロールを自分でしっかりしようというようなことをしっかり教え

ていくことが大事やというような話をされていたことが非常に印象に残りまし

た。いろいろな取組については、麹町中学校のホームページにもダウンロード

できる形で載っているということでしたので、また振り返ってみようと思って

おります。 

 

中西委員     私も常盤幼稚園、それから老上西小学校、それから新堂中学その３校の入学

式に参りました。先ほども幼稚園の入学式で５０何名というところもお聞きし

たんですが、常盤の幼稚園は１０名でした。その前の年は７名と、それで来賓

の数が２０名というようなことで、私も多い方になっていたんですけれども、

実に天気も良かったですし、また、地域のかたがたもたくさん来られて、和や

かで、それからゆったりとした入学式やったなというふうに感じました。 

         また老上西小学校、こちらも新しい学校なんですけれども、今、入学生がど

んどん増えておりまして、今後も更にたくさんになるということも聞いていま

して、隣の老上小学校もともにですね、これからまたたくさんの入学生が入っ

てくると。老上小学校に至っては、５０何人の卒業生で１２０名の入学生とい

うような、非常にアンバランスな状況が出てきているというようなことでござ

いました。 

         それから、新堂中学校では、校長先生が笠縫東小学校から新堂中学校に行か

れて、伊庭先生ですね。子どもさんも一緒に新堂中学校へ入られたということ

で、入学式とは思えないような、校長先生と入学生の仲の良さが感じられて、

それもまた良かったかなというように思います。 

         それから、新堂中学校の全校道徳のステージ発表ですけれど、これも大変す

ばらしかったと思います。子どもたちが自分の言葉で、そして自分らの思いを

自己表現しているというのか、そういうことができると人も変わるし、また、
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人が変わると学校も変わっていくんやろうというふうに思いますし、このステ

ージ発表については、また今後も続けてもらいたいなというふうに思いました。 

         それで今の道徳のステージに関連してですが、昨日の夜１０時にクローズア

ップ現代で、教科としての道徳の取り扱いについて特集されていました。もう

御覧になられたかもしれませんけれども、そこで道徳の教科をどのようにして

取り上げていくのかということを、若い女性の先生とそれからベテランの先生

と両方ともの取組について紹介されていました。道徳という教科においては、

２２の項目について学ぶべきことがあるようですけれども、例えば「家族愛」

を教える際に、やっぱりいろいろな子どもがいて、授業の結論を一つに定める

ことが、子どもさんの環境やら生育やらそういうことによって、同じような答

えを導き出すということが難しい。だから、そうではなくて、子どもが自分た

ちがいろいろ議論してたどり着いた答えを尊重してあげるというようなことが

大切だという意見が出ていました。異なった意見が出ることを尊重し、またい

ろいろな意見を尊重し、またいろいろな議論の中で新しいものを見つけていく、

そういった気持ちが大事なんではないかなというふうに思いました。 

 

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１２号 臨時代理の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

         事務局の説明をお願いします。 

 

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１２号 臨時代理の承認を求めることについて御説明を申し

上げます。 

         議案書は２ページからでございます。この度、草津市教育委員会の事務局の

組織に関する規則等の一部改正、草津市教育委員会事務決裁規程および草津市

教育委員会事務局事務処理規程の一部改正ならびに所属職員の人事異動を行う

に当たりまして、委員会を招集する時間的な暇がございませんでしたので、草

津市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定によりまして教育長

が臨時に代理させていただきましたので、本委員会に報告いたしまして、その

承認を求めるものでございます。 

         それでは、５ページをお願いいたします。草津市教育委員会の事務局の組織
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に関する規則等の一部を改正する規則でございますけれども、この規則の中に

は四つの規則の一部改正が定められてございます。 

         第１条におきましては、草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則、そ

して第２条では、草津市教育委員会事務局および教育機関の職員の職名に関す

る規則、また第３条では、草津市立図書館管理規則の一部改正、そして第４条

では草津市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の合計四つの規則につい

てそれぞれ一部改正するものでございます。 

         具体的な改正内容でございますけれども、７ページの新旧対照表を御覧いた

だきたいといます。 

         まず、草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部改正でございま

す。この度の組織改正に伴いまして、グループ制から係制への移行になったと

ころでございますけれども、このグループ制から係制への移行の反映をするた

めに第２条の第１項に、課と係名までを記載する形でさせていただき、第２項

につきまして削除させていただきました。 

         また第４条におきまして、新たな職として、課長補佐、係長、副係長に加え

まして、同項第９項におきまして、専門員の前に副参事を加える整理をさせて

いただいております。 

         続きまして、９ページをお願いいたします。９ページにつきましては、草津

市教育委員会事務局および教育機関の職員の職名に関する規則の改正となって

ございます。こちらにつきましては、先ほどの御説明のとおり、今回の組織改

正に伴うグループ制から係制への移行を反映する形でございまして、こちらは

新たな補職名といたしまして、事務職員につきまして室長補佐、課長補佐、所

長補佐、館長補佐を加えまして、係長、副係長を、また技術職員につきまして

は、室長補佐、課長補佐、所長補佐、館長補佐そして係長、副係長を新たに加

える改正を行ったところでございます。 

         次に、その１０ページをお願いいたします。こちらは、草津市立図書館管理

規則でございます。こちらは第５条と第６条におきまして、従前グループおよ

びグループ長の文言となってございましたものを、係または係長に改める改正

を行っているところでございます。 

         次に、１１ページをお願いいたします。こちらにつきましては、草津市教育

委員会の事務の補助執行に関する規則の一部改正でございまして、（仮称）草

津市立プールの整備につきましては、建設部において事務を執行することで整

理がなされまして、教育委員会に権限を置きながら建設部において事務執行を

行う、いわゆる補助執行の制度を活用いたしまして事務を行うこととなりまし

たことから、第２条第３項および第３条におきまして、建設部長を明記いたし

まして、別表におきまして補助執行を行わせる事務でございます（仮称）草津
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市立プール整備に係る計画の策定、そして市長の事務部局、そこの事務を行わ

せる職員といたしまして、建設部の職員を明記したところでございます。 

         続きまして、１４ページを御覧いただきたいと思います。こちらも新旧対照

表となってございまして、草津市教育委員会事務決裁規程の一部改正でござい

ます。 

         この規程につきましては、教育委員会の権限に属する事務や、市長からの補

助執行事務につきまして、代決や専決に関する基準を定めまして、効率的な事

務と責任の範囲を明確化することを目的とした規程でございますけれども、こ

の度の係制への移行に伴う組織整備によりまして、課長補佐と係長が設けられ

ましたことから、代決に関して定める第２条と、専決に関して定める第４条、

そしてその別表につきまして課長補佐と係長に関する定めを明記したところで

ございます。 

         続きまして、１７ページをお願いいたします。こちらにつきましては、草津

市教育委員会事務局事務処理規程の一部改正でございまして、この規程につき

ましては、教育委員会事務局における文書の取り扱いや、事務処理について基

本的な事項を定めたものでございます。先ほど来の御説明と同様でございまし

て、従前グループ長またはグループとの表記がございましたものを係長、また

は係に置きかえる文言整理を行ったところでございます。 

         今まで御説明を申し上げました規則および規程の改正の施行日につきまして

は、いずれも平成３０年４月１日からという形になってございます。 

         続きまして、１９ページからの人事異動につきまして御説明をいたします。

２０ページから２７ページまでが一般行政職員の人事異動でございます。部長

級が２名、副部長級が３名、課長級が２０ページから２１ページにわたりまし

て１７名、課長補佐級が１０名、係長級が２１ページから２２ページにわたり

まして１６名、そして主査級が２２ページから２３ページにわたりまして１９

名、そして一般職級が２３ページから２４ページまででございまして、こちら

が合計２８名、そして２５ページが国への復帰職員でございまして、こちらが

１名、そして２６ページが新規採用職員でございましてこちらが５名、２７ペ

ージが再任用職員でございまして、こちらの新規の再任用職員が２名、そして

異動された再任用職員が２名という形になってございます。そして、２８ペー

ジは滋賀県教育委員会の人事異動という形になってございますが、滋賀県教育

委員会から草津市教育委員会への異動者が１１名、そして滋賀県教育委員会へ

の復帰が２８ページから２９ページへわたりまして、こちらも１１名という形

になってございます。少し足早になって申し訳ございませんでしたが、臨時代

理の内容につきましての御説明とさせていただきます。何とぞ、御承認賜りま

すようお願い申し上げます。 
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川那邊教育長   はい、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。 

         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   異議がないようですので、議第１２号は、承認されたものと認めます。 

         次に、議第１３号 草津市教育支援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。 

         事務局の説明を求めます。 

 

教育部副部長   それでは学校教育課の畑から説明させていただきます。 

（学校教育担当）   議第１３号でございます。草津市教育支援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畑が御説明申し上げます。 

         議案書の３０ページを御覧ください。そして、その次の３１ページにわたっ

ております。草津市教育支援委員会では、就学にかかる当該児童生徒の障害の

種類と程度について、調査や審議を行い、今後の教育的支援のあり方や、望ま

しい就学先を明らかにして、草津市教育委員会に審議結果の答申を行います。

そのため、草津市教育支援委員会については、障害の程度や種類等に関して、

教育学、医学、心理学等の観点から総合的で的確な判断ができる専門的知識を

有する委員を構成する必要があります。そこで、草津市教育委員会附属機関運

営規則第２条の規程により、委員を委嘱するものであります。任期は平成３０

年５月１日から平成３１年３月３１日までとなります。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

川那邊教育長   はい、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。 

         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   異議がないようですので、議第１３号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、議第１４号 草津市小・中学校結核対策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。 

 

スポーツ保健課長   議第１４号 草津市小・中学校結核対策委員会委員の委嘱につき議決を求め
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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３４ページから３６ページでございます。草津市小・中学校結核対

策委員会につきましては、３６ページにございますとおり、草津市附属機関設

置条例において、小中学校の結核管理方針について調査審議する附属機関とし

て定数を４人以内と定め、各市教育委員会附属機関運営規則におきまして、委

員資格者を保健医療関係者、学校教育関係者、関係行政機関の職員とし、任期

を委嘱の日からその年度の末日と定めているところでございます。 

         この度、各関係者との調整が整い、３５ページの４名を平成３０年５月１日

から平成３１年３月３１日まで委嘱することにつき、草津市教育委員会附属機

関運営規則第２条の規定によりお諮り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、当該議案の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、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   異議がないようですので、議第１４号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、議第１５号 草津市学校運営協議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。 

         事務局の説明を求めます。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課江竜より御説明申し上げます。 

         議第１５号 草津市学校運営協議会委員の委嘱および任命につき議決を求め

ることについてでございます。資料は３８ページから４３ページになってござ

います。 

         まず最初に、４３ページを御覧ください。 

草津市学校運営協議会規則第６条 協議会の委員は次の各号に掲げる者のう

ちから、教育委員会が委嘱し、または任命する。 

         第２号 教育委員会は前項に規定する委員の委嘱または任命について、あら

かじめ対象学校の校長から意見を聴くものとする、となってございます。 

         それでは、３９ページを御覧ください。今、御説明を申し上げました学校運

営協議会規則第６条の規定によりまして、次の者を草津市学校運営協議会の委

員として委嘱することにつきまして、本委員会の議決を求めるものでございま

す。老上西小学校、玉川小学校、南笠東小学校、老上小学校、４１ページにい
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きまして矢倉小学校、常盤小学校、４２ページ渋川小学校の７校でございます。

任期につきましては、本日より平成３１年３月３１日までとなってございます。

何とぞ、御審議のほど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。 

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、議第１５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。 

         事務局より報告願います。 

 

教育総務課長   それでは、報告事項（１）平成３０年度監査等実施計画につきまして、教育

総務課の松浦より御報告申し上げます。 

報告書は、２ページでございます。去る平成３０年３月２４日付で草津市代

表監査委員より草津市教育委員会教育長あてに監査等実施計画につきまして通

知をいただいたところでございます。３ページをお願いいたします。３ページ

から５ページまでが平成３０年度の監査計画となってございます。 

         まず、１番目の監査の基本方針でございますけれども、本市におきましては、

高齢化の進行に伴いまして、社会保障関連経費が増加の一途をたどっておりま

す。また大型プロジェクト事業等も継続しておりますことから、将来的な財政

負担を考えますと、本市の行財政運営につきましては、一層厳しさを増すもの

と予想されているところでございます。平成３０年度の監査に当たりましては、

市民福祉の増進や、費用対効果、組織及び運営の合理化、法令の遵守などを基

本的な視点として、監査を実施するとされております。 

         次に２番目の各種監査等の実施方針でございますけれども、こちらで教育委

員会に関わる部分につきましては、（１）の定期監査と（２）随時監査でござ

います。 

         （１）の定期監査につきましては、基本的には前年度の事務および事業を対

象として実施されるものでございます。 

         （２）の随時監査のうち、工事監査につきましては、計画、設計、積算等が

適正であり、合理的、効率的に行われているかどうかにつきまして、実施され
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るというところでございます。 

         具体的な監査の計画につきましては、６ページになります。こちらが平成３

０年度の監査等実施計画表になってございますけれども、教育委員会の定期監

査につきましては、４月と５月に計画表に記載の小中学校と幼稚園そしてこど

も園が、また、１月に文化財保護課そして２月に学校政策推進課と草津宿街道

交流館が対象となってございます。７ページから９ページにかけましては、小

中学校の具体的な監査の実施日と、学校行事等の関係で監査日の変更を行いま

したので、そちらのほうを記載しております。 

         なお、今年度につきましては、過去から御指摘をいただいている事項につき

まして、各小中学校におきまして、しっかりと改善ができているかどうか、教

育総務課と学校教育課におきまして、監査実施対象校の現地確認を行いまして、

万全の状態で監査を受けられるように指導しているところでございます。 

         監査等の実施計画につきましては、以上でございます。 

         続きまして、１０ページからの報告事項、定期監査結果について御報告を申

し上げます。こちらも去る平成３０年３月２６日付で代表監査委員、そして監

査委員のほうから教育長あてに定期監査結果報告の提出がございました。監査

の対象につきましては、教育総務課と学校給食センターでございまして、いず

れも監査期日に記載のある平成３０年１月１７日に監査が実施されたところで

ございます。それぞれの所属から監査結果と指摘事項に対する対応等につきま

して報告をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

         まず、教育総務課でございますけれども、監査の対象は、１１ページから教

育総務課の監査結果報告でございますので御覧をいただきたいと思います。教

育総務課の監査対象年度につきましては、平成２８年度の実施事業全てでござ

いますけれども、今回は小中学校の教材設備充実費と小中学校の建設事業費を

重点項目と定められまして、予算配分でございますとか、入札関連事務そして

その執行に関しまして適切かつ効率的、また効果的に行うことができているか

といった着眼点で、監査が実施されたところでございます。 

         １２ページから１３ページにつきまして、重点項目事業の執行内容が記載さ

れておりますけれども、こちらは済みませんが御説明を割愛をさせていただき

まして、１４ページをお願いいたしたいと思います。 

         １４ページの３監査の結果というところでございますけれども、当課の対象

分につきましては、適正に事務執行と財務処理がなされているものと認めてい

ただいたところでございます。 

         なお、その監査結果の最下段の文書にも書かれていますが、代表監査委員か

ら口頭で、事務に関する軽微な事項につきましてアドバイスをいただきました。

こちらにつきましては、課内で十分検討を行いまして、可能なものは改善につ
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なげていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

         教育総務課からは以上でございまして、続いて学校給食センター所長から御

報告申し上げます。 

 

学校給食センター所長   続きまして、定期監査結果につきまして、学校給食センターの宇野から御報

告申し上げます。 

         学校給食センター特別会計、管理運営費を重点項目として監査を受けました。

１５ページから１８ページを御覧ください。 

         事務の執行状況につきましては、おおむね適正に執行されており、財務処理

につきましても適正に処理されているというふうに認められましたが、１点指

摘をいただきました。これは学校給食調理洗浄等業務について、仕様書の業務

内容と積算について、委託業務に必要な修繕等の考え方を整理して、当該業務

のあり方と仕様書の記載の仕方を見直す旨、指摘を受けました。この点につき

ましては、当該業務に対します修繕等の考え方を整理した上で、よりよい学校

給食センターの運営に期することができますよう、対応してまいりたいという

ふうに考えております。 

         以上、御報告とさせていただきます。 

 

教育部専門理事   続きまして、報告事項の（３）草津宿街道交流館会員制度要綱の一部を改正 

（歴史文化担当）  する要綱につきまして、教育委員会の八杉が説明を申し上げます。 

         報告書は２０ページでございます。２２ページの新旧対照表をお願いいたし

ます。 

         まず、第２条にございます草津宿街道交流館および史跡草津宿本陣の共通年

間券について、平成２９年１１月議会の議決を得まして、平成３０年４月１日

より設定いたしておりますことから、これに伴いまして、街道交流館の会員に

つきましては、共通年間券を所持することを必須とすることにいたしまして、

これに伴い会費の積算につきまして、２３ページの第３条にありますように、

５００円とさせていただきました。これに伴いまして、その会費の積算が変更

になったものでございます。なおこの会員の要綱につきましては、平成３０年

４月１日から施行しております。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、報告事項の（４）草津市中学校運動部活動指導員設置要綱の制

定につきましてスポーツ保健課の河合が御報告申し上げます。 

         報告書は２６、２７ページでございます。中学校の運動部活動においては、

専門的な指導者の不足や指導に対するニーズの多様化等を背景に教員が指導に

不安を抱えていたり、また長時間の勤務につながってしまうなど、教師への負
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担が大きくなっているといった課題がございます。このような課題を解消し、

中学校の運動部活動の活性化や生徒の競技力向上、また教員の労務削減を図る

ため、中学校の運動部活動で、顧問の教員の下で指導する人材を派遣する、中

学校運動部活動支援事業を既に行っておりますが、教員の働き方改革や部活動

の資質向上を背景に、平成２９年度に国の学校教育法施行規則が改正され、部

活動の実技指導および学校外での活動の引率が行える部活動指導員が制度化さ

れましたことから、本市においてもこの部活動指導員を導入するに当たり、必

要な事項を定めた設置要綱を新たに制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、御説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 

教育総務課長   続きまして、報告事項の（５）寄付の受け入れにつきまして教育総務課の松

浦が御報告申し上げます。報告書は最後のページ、２８ページでございます。

まず、寄付をいただいた草津中学校ＰＴＡでございますけれども、草津市中学

校ＰＴＡという誤った記載となってございます。草津中学校ＰＴＡが正しい記

載でございます。お詫びさせていただき、訂正をさせていただきます。申し訳

ございません。 

         草津中学校ＰＴＡから、デジタルカメラ１０台と、付随するＳＤＨＣカード

１０枚、そして収納ケースをいただいておりますので、御報告をさせていただ

きます。 

 

川那邊教育長   ただいまの報告事項について、御質問等はございませんか。 

         御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   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。 

 

檀原委員     先ほど、コミュニティ・スクールの委員さんの任命について、七つの学校で

決まったということ御報告をいただいて、早々に決めていただいてありがたか

ったなと思っています。来月に残りの１３校についても御報告いただけると思

いますが、やっぱり今年から新しく文部科学省がいうところのコミュニティ・

スクールに変わるというところで、従前とは違うところもあるでしょうし、ま

た、いろいろな意味で初めて委員になられたかたには、どういうところかとい

うのが理解できないところもあると思いますので、ぜひいい形でのスタートに
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なりますよう教育委員会の中でも支援いただけたらと思っておりますので、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。よろしいでしょうか。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の相井です。１件、事業の案内をさせていただきます。お手元に

赤いチラシを配布させていただいています。草津市文化振興条例の施行および

文化振興計画策定を記念した文化振興フォーラムを来る５月１３日、日曜日、

午後１時半から草津市クレアホールで開催をいたします。詳細は、表裏書いて

おります配布チラシのとおりでございます。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。 

 

文化財保護課長   文化財保護課の藤居でございます。お手元に春の文化財めぐりというパンフ

レットをお配りさせていただいております。ゴールデンウイーク期間中の草津

市の文化財を活用した取組というのを紹介させていただいております。 

         まず、５月３日ですが、草津のサンヤレ踊りということで、国選択の無形民

俗文化財となっておりますが、市内７地域のうち、今年は矢倉はございません

のでそれ以外の地域、下笠と常盤方面で開催されます。３日の昼ごろが中心で

ございますので、よければお越しください。 

         続きまして、三大神社の藤まつりでございます。４月２８日から５月１３日

の予定でございます。藤まつりは、今年は花が全体的に早めに開花しておりま

すので、できましたら早めに行っていただけるとありがたいと思います。 

         それと裏側になりますが、芦浦観音寺の一般公開で、５月４日、５日に、今

年はこの写真にございますように、屏風と仏像が特別公開されます。これにつ

きましては、別刷りで観光ボランティアガイド協会のパンフレットもつけさせ

ていただいております。 

         それと、この期間中に今年試験的に無料の周遊バスを運行するということで、

草津駅西口から常盤方面へのバスを１日何便か５便程度ですが、運行させてい

ただきます。それと草津宿本陣ですが、本陣内の土蔵、蔵の修理をこの３年間

かけて実施しておりましたが、この度終わりまして竣工ということになりまし

たので、外側につきましては既に公開させていただいておりますが、その内部

につきまして、宿場まつりの日程に合わせまして、４月２８日と２９日に特別

に公開させていただきたいと思いますので、また御覧いただけるとありがたい

と思います。 

         それと、この内側に文化財探索マップというのを載せさせていただきました

ので、これを御覧いただいて一度来ていただけますとありがたいと思います。 
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川那邊教育長   よろしいですか。それでは、これをもちまして４月定例会を終わらせていた

だきます。 

         次回は、５月２３日水曜日、午後３時から定例会を開催する予定ですので、

よろしくお願いいたします。 

 

閉会   午後 ２時 ５５分 


