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開会   午後 ３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６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、６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、「５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、５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。 

         ６月１８日に大阪府北部を震源地とする地震が発生しました。その中で、学

校のブロック塀が倒れ、登校していた小学校４年生の女子児童が下敷きになり

死亡されるという事故が起こりました。また、学校の見守りを続けてくださっ

ていた男性も、道路沿いの民家の塀で命を落とされました。とても心苦しく感

じています。命を落とされたかたがたに哀悼の意を表しますとともに、負傷さ

れたかたがたの一刻も早い回復、そして地域の復旧を願っております。 

         さて本市の状況ですが、震度４でありまして大きな揺れは感じたものの、児

童生徒への被害、また所管する各学校や給食センター、体育施設、文化財の施

設においても被害はございませんでした。既に本市では小中学校に対し、教育
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総務課と建築士によるブロック塀の緊急点検を行いました。今回、不都合のあ

ったことが発覚した２カ所のブロック塀は撤去することとしており、児童生徒

の安全に向けた取組をさらに進めていきたいと思っています。 

         次に、草津市議会についてです。６月定例会は６月４日に開会し、２５日に

閉会しました。今回は１１人の議員からの質問です。主な発言要旨は、「草津

市教育振興基本計画第２期について」「子ども・若者育成支援について」「市

内中学校のヘルメットの着用状況について」「第７９回国民体育大会につい

て」「地域における見守り体制の強化について」「野村運動公園新体育館の整

備目的について」「児童生徒の安全安心の確保について」「歴史資産を生かし

た観光振興等について」「草津市のスポーツ施設のさらなる活用について」

「市における準公金の管理について」「（仮称）市民総合交流センターの少年

センターの運営等について」で、合計３１本でした。質問の趣旨や答弁をしっ

かりと踏まえ、草津市の教育行政の充実につなげていきたいと考えています。 

         次に、スポーツ関係についてです。６月３日には草津市市民体育大会の総合

開会式が開催されました。市民体育大会は、滋賀県民体育大会の予選会を兼ね

ており、２５競技４,０００名の選手による熱戦が繰り広げられています。県

体では、昨年は５位という成績でしたが、今年は一層の御活躍を期待していま

す。恒例のアトラクションでは、湖南広域消防局消防音楽隊の演奏、バトント

ワリングチーム「ＧＥＮＥＳＩＳ」による演技がありました。「ＧＥＮＥＳＩ

Ｓ」は、今年８月にアメリカのフロリダでの世界選手権に日本代表として出場

する予定で、レベルの高い演技に感心いたしました。なお主催者である草津市

スポーツ協会は、設立６２年目の今年に草津市スポーツ協会へと名称を変更さ

れ、新たな出発をされました。競技力の向上はもとより、市民の生涯スポーツ

の推進について一層力を発揮していただくことを期待しています。 

         また、６月１０日には「第２１回草津市民スポーツ・レクリエーション祭」

が、野村運動公園グラウンド・市民体育館で開催されました。雨天が心配され、

今回は室内で行うこととなりましたが、市民やスポーツ少年団の団員の皆さん

がたなど、参加いただいたかたには楽しい１日となったことと思います。 

         続いて、学校関係です。 

         ５月から６月にかけて、県の教職員課の人事担当職員とともに、市内２０の

全小中学校を訪問しました。まず、校長、教頭からの定期人事異動後の状況や

学校運営などについて説明や報告を受け、その後、全ての教室の授業を参観し

ました。昨年に比べ電子黒板の活用率が高く、かなり定着してきたことを実感

しました。授業においては、「主体的・対話的で深い学び」、いわゆるアクテ

ィブ・ラーニングが求められています。新学習指導要領では声高に叫ばれてい

ますが、一朝一夕で実現するものではないものの、教師主導から子ども主体へ
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の試みも多く見られました。これまでの取組を生かしながら、引き続き管理職

をはじめ、教職員の意識改革を中心に、質の高い授業を目指した指導助言を重

ねていきたいと考えています。 

         １９日には、コミュニティ・スクール研修会を開催しました。コミュニテ

ィ・スクールは、保護者や地域住民が学校運営に参画し、特色ある学校づくり

を推進するための制度で、今年全ての小中学校で実施することとなりました。

この研修会では、各学校からは委員の皆さん合計約１００名に参加をいただき、

ワークショップと、文部科学省のＣＳマイスターであります高木和久氏からの

助言等で、効果的な学校運営協議会の持ち方について研修を深めることができ

ました。これまでの地域協働合校の実績を生かし、質の高いコミュニティ・ス

クールを実現したいと思っています。 

         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６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いたします。 

 

杉江委員     では、済みません。５月になるのですけれども、２６日にここでもお話を聞

いておりました榊差遺跡の発掘調査の成果、現地説明会ということで、そちら

に寄せていただきました。奈良時代、日本最古級とされる鋳造遺跡ということ

で、大変たくさんのかたがたが見学されておられて驚いたのですけれども、そ

の辺一帯は工業地帯だったという話について、見学者の皆さんはいろいろと質

問されたり写真を撮られたり、関心の高さを感じました。すぐそばではＪＲの

電車が行き来し、周辺はマンションに囲まれているのですけど、その一角だけ

タイムスリップしたような感じで、見学会に参加させていただきました。大変

ありがとうございました。 

         ６月には、昨年度と同様に、幼稚園、こども園のほうの教育課程の計画訪問

に２園参加させていただきました。笠縫東こども園は、幼稚園型モデルのこど

も園として今年で３年目ということで、ちょうど３歳児が３年目を迎えて５歳

児に進級して、３年間の幼児教育の成果が問われる年だということでした。ま

すますの教育内容の充実を目指していこうとされている姿勢に頼もしさを感じ

ました。老上幼稚園にも寄せていただきまして、ちょうどいい天気でして、初

夏ならではの砂とか土とか泥とか、そういった素材そのもので遊ぶ活動に目を

輝かせている子どもたちがたくさんおりました。４歳は花びらを近くにある花

壇から取ってきて、花びらをつぶして偶然出る美しさを感じていたのですが、

５歳にもなると、「今日はこのブドウジュースを作るねん」ということで、そ

の素材そのものを選択しながら目的をもって進めるという姿に発達の違いを感

じ、それに合わせて先生が環境構成をされているなということを感じました。 
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         今お話にありました６月１９日には、私もコミュニティ・スクールの研修会

に参加させていただきました。本年度から中学校でもスタートして、国版のコ

ミュニティ・スクールについても、地域協働合校との連携強化ということを図

りながら進められるということに期待したいと思っております。研修の中身は、

アオバナ中学校での委員として模擬体験に加えていただきまして、話し合いに

参加させていただきました。皆さん何をするのかということではなくて、どう

いう子どもに育てていくのかということを、地域から真剣に考えておられると

いう姿勢に、大変力強さを感じました。地域への広がりとか、さまざまな世代

への広がりというのが、地域の土壌を作っていくんだというお話を聞かせてい

ただいて、そういったことを期待する時間となりました。 

         以上です。 

 

檀原委員     ６月１２日の火曜日ですが、矢倉幼稚園の美術教育の研修会に参加させてい

ただきました。その研修の最後の方に、以前教育委員をされていた馬場輝代先

生が、子どもたちの平面の作品を見ながら、それぞれどういう特徴があって、

どういうところがすばらしいという解説を先生がたにされていきました。特に

非常に印象深かったのは、年上の子どものまねをするということを目指すとい

うよりは、その年々、３歳なら３歳、４歳なら４歳、５歳なら５歳のやるべき

目標があると。思いっきりそのときの体験をさせてあげることが次につながる

ということをおっしゃっていたのが、非常に印象的でした。それと、教える先

生がたの中に、どれだけの引き出しをもっているかということが、子どもの作

品に非常に関係があるということで、例えば子どもたちに書かせるために準備

する色であったり、また、どういう素材を使うか、また、その素材をどのよう

に工夫して作品につなげていくかということを、先生がたの中でしっかりマス

ターしていくことで、子どもの作品が非常に豊かになっていくということをお

っしゃっていたのが非常にわかりやすくて、先生がたの中にも非常に響いたの

ではないかと思いました。このようなことを学べる機会があったことが、非常

によかったのではないかと思いました。 

         それと、６月１７日の日曜日ですけれども、地震の前日なのですが、私はた

またま大阪の万博会場の跡地にあります国立民族学博物館で、音楽の祭日とい

う催し物がありましたので、そちらのほうに参加させていただきました。これ

は、１９８２年ごろからヨーロッパのほうで始まった夏至の日を音楽の祭日に

しよう、祭典の日にしようという運動の中で、関西が日本ではスタートで２０

０２年からスタートしているという、もう１８年やってますとおっしゃってい

たのですが、そこの会場をさまざまな国の音楽で満たそうというようなことで

した。その中には、私は非常に感銘を受けたのですが、音楽に合わせてダウン
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症の子どもたちがパフォーマンスをするという発表もありました。先日は草津

市におきましても、文化振興条例ができたわけですけれども、やはり文化とい

うものは一部の限られた人たちだけが楽しめるものではなくて、それぞれがみ

んな自分たちの思いをもって楽しんだり表現したり、またそれを見させてもら

うというようなことで、この文化の意味合いがあるということを、その場にお

いても非常に感じることができました。ぜひ、こういう動きはいい意味で広が

っていくといいなと感じた次第です。 

         それから６月１９日の火曜日ですが、私もコミュニティ・スクールの研修会

に参加させていただきました。お話をいただいたコミュニティ・スクールのマ

イスターである高木和久先生が、最初にこのコミュニティ・スクールを岩根小

学校で始められたのが、誰かに言われたというよりはむしろその地域の協力を

得ないと学校が運営できないという中で、本当に工夫され、いろいろなことに

突き当たりながらも、一つ一つ問題を解決されていくその姿が、そのまま地域

のコミュニティ・スクールになっていったということを非常に感じられまして、

非常に勉強になるお話でした。それと、その中で先生が言われていた中で、Ｐ

ＤＣＡサイクルを回す一つ前にスタンディングというものが大事だと。つまり、

子どもたちについて、今どのようになっているか一人一人、またそのグループ

としてもそうだと思いますが、それをしっかり見詰めるという、校長先生には

白書を作ってほしいというような言葉でおっしゃっていたのですけれども、そ

こからスタートしてＰＤＣＡにつなげていくんだという話は非常に心に響きま

した。また、運営いただいた教育委員会の担当の皆さんがたがロールプレイか

らスタートして、テーブルでディスカッションをするような形、そしてワーク

ショップのような形でまとめて発表するという形式をとられたことは、コミュ

ニティ・スクールの会議をもつ上で、非常に参考になる提示をしていただいた

と思いました。コミュニティ・スクールの会議は年に数回行われるわけで、最

初は校長先生からの方針の説明があり、最後の会は評価をするという会をされ

るわけですが、その途中におきましては、今回やったようなテーブル・ディス

カッションとかワークショップみたいな形で、それぞれの思いが自然に交流さ

れたり、いろいろなアイデアが出るような運営をされると、コミュニティ・ス

クールが非常に活性化するのではないかというヒントをいただいたと思いまし

た。十分に考えて準備いただいた研修会だったので、非常によかったと思いま

す。 

         以上でございます。 

 

周防委員     ６月は、二つの幼稚園に行かせていただきました。矢倉幼稚園の美術教育研

究会の公開保育で、さっきもおっしゃっていました馬場輝代先生のお話で、私
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もその年代にしかできないことを思い切りさせるというお言葉は、すごく印象

に残りました。あと、その指導者、先生ができるだけ広く自分で経験して力を

つけるということなどが、美術だけではなくてスポーツとか学習とか全てのこ

とに言えるのかなと思って聞いていました。 

         あと、志津幼稚園の教育課程の指導訪問に行かせてもらったのですけど、大

阪北部の地震の翌日に行ったので、避難用の机を準備されたりとか、あと防災

頭巾などもすぐ取れるような状態にされていたのですけれども、壁に古そうな

扇風機がついていて、こういうのは落ちてこないのかなというのがすごく気に

なりまして、そういう古い電化製品というか大きい重いものが、学校も含めて

ないかなというのを、ブロック塀とかとても素早く点検していただいて本当に

それは感謝ですけれども、そういう室内のこともまた合わせて見ていただけた

らありがたいので、またよろしくお願いします。 

         子どもたちの様子は、二つの園ともとても先生がたが工夫されている様子が

わかって、「先生見て」という声もよく聞かれて、自分の興味のある物を選ん

で、夢中で遊んでいる姿が見られました。好奇心をどんどん育てていってほし

いと思います。 

         あと、コミュニティ・スクール研修会に私も行かせていただいたのですが、

高木和久先生のお話は本当にとても勉強になりました。特に心に残ったのが、

子どもをお客さんにしてはいけないということで、子どもたちも地域の一員と

して参画、貢献させるということですけれども、そのことによって子どもが成

長していくということで、主体的に動くということが求められているのに、時

間や大人の都合で結果的に子どもがお客さん状態になっていると感じることが

やはりあるので、例え時間がかかっても子どもたちに任せてみる機会というの

を作る必要があるのかなと思って聞いていました。 

         あと、学校通信に、学校が困っていることを書いてみれば、助けてくれる人

が出てくるということも心に残りました。学校が楽しいという子が、たとえ９

９％いたとしても、１％の子が楽しくなかったら、やはりそこは何とかしない

といけないと思いますので、学校でできないことは地域にも助けてもらって、

地域も学校を応援するのではなく、子どもを応援するというふうにおっしゃっ

ていたのですけれども、そのとおり全ての子どもたちが生きていくのは楽しい

なと感じられるように、大人が努力していきたいと思います。 

         あと、昨日ＵＤＣＢＫで、民間ですけれども、子育て支援セミナーがありま

して、お母さん同士が子育てについて悩みを語り合う機会と、あと発達障害の

子に対する講演みたいなのがあったので行ったのですけれども、そういったお

母さん同士で語り合うという機会がとてもよかったので、そういうのがまたい

ろいろな場面であればいいなと思いました。 
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         以上です。 

 

中西委員     私も矢倉幼稚園に行かせていただきまして、美術の授業というようなことで

見せていただきました。子どもたちが生き生きとして取り組んでいてくれたの

が非常に印象的で、私も芸術教科の教員の端くれだったんですけども、何より

子どもたちが生き生きと取り組んでくれるというのが一番うれしいことで、特

に幼稚園の子どもたちですと、どんなことに興味を持ち、またどんなふうに自

分を表現していくのかということを見ていたのですけども、多種多様で私たち

の思いつかないようなこともたくさんあって驚きもありましたし、また外で暑

い日だったのですけども、子どもたちは大丈夫かなと、逆にそんなことも心配

するぐらいだったんですが、元気にやっていてくれたので私の予想を超えてす

ばらしい授業をされていたと思いました。 

         その授業のあと、馬場先生に絵の評価の仕方とか、そういうお話をしていた

だいて、また、参観されていた他の幼稚園の先生がたの、子どもたちを見詰め

る目といいますか、そういうのが非常に細やかだなということを思いました。

いつもは接しない子どもの特徴を的確に捉えて、そして一人一人の行動をよく

見ておられた。そのことについて私は非常に驚いていまして、どの先生も子ど

もが生き生きと取り組んでいることについて非常によく見ておられたなと思い

ましたし、それぞれの先生がたが子ども一人一人をよく見て、そして指導され

ているのだろうなと思いました。特に教科書もありませんし、また点数で評価

するということもないわけですけども、子どもたちが生き生きと取り組む。そ

して満足して表現活動ができるということが大事だと特に思いました。 

         それから、今も話が出ておりましたが、６月１９日のコミュニティ・スクー

ルの研修会に私も参加させていただきまして、高木先生のお話を聞いたのです

が、非常に迫力のあるお話だったと思います。我々がふだん大体こうだろうな

と思っていることを、意外なところをもう一回考えてみると違うやり方がある

んだというような、そういう目からうろこみたいなところがありまして、高木

先生のような考え方というのは、これからの教育の一つのスタンスとして考え

ていかなければならないことだと思いました。今も皆さんおっしゃっていたこ

とですけども、地域の中で子どもが自治の一員として捉えられていくというよ

うなことが大切だとおっしゃっておられて、今までのことを思いますと、地域

協働合校をいろいろお世話いただいていたかたの話も聞きますと、今まではそ

の地域のかたが学校に何かをする、何かをしていくことで地域のかたも喜んで

おられたということがあるのですが、もう一歩踏み込んで、子どもたちに一体

何をさせたいのかというようなことをまず考え、そして学校と地域とそういう

ことを話し合う機会というのが大事だというようなことをおっしゃっていまし
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た。子どもたちの声を聞くことから始める、そして子どもが軸になるようなこ

とでないと、本当のコミュニティ・スクールではないというようなこともおっ

しゃっていましたので、今まではともすると地域のかたがたが軸になっていた

部分があるのかもわかりませんけども、それを子どもたちにというようなスタ

ンスのあり方を変えていく必要があるのだろうと思います。これから変わって

いくんだろうなと思うのですが、私も老上中学校の話し合いの場に寄せていた

だく中で、そこにはもう七十何歳で田んぼをやっておられるかた、もう１０年

以上学校に協力されているかと思うのですが、そういうかたが来ておられまし

た。それから、学校の子どもさんたちの見守り隊で、もうそれも長いことやっ

ておられるかたが来られていました。そういうかたがたは、これまで長いこと

いろいろやっていただいているのですが、子どもたちが軸になるということの

その考え方について、これから考え方を変えていかないとあかんと思うのです

けども、果たしてそう簡単にできるのかなというのを逆に心配になりまして、

私たちは子どもが主体だと言っていきながら、実際にやっていただくかたは、

やっぱり私らが主体だというふうな気持ちでおられたら、またやりにくいこと

がたくさんあるのではないかなということをちょっと心配しました。変えてい

かなければならないこともたくさんあるかと思いますけども、これまでの取組

のよい部分、それから変えなあかん部分、そういうことがたくさん見えてきた

なということも思いました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

         それでは、今、周防委員から、非構造部材というのですけども、そのことに

ついて松浦課長のほうからお願いします。 

 

教育総務課長   教育総務課の松浦でございます。 

         先ほど周防委員から志津幼稚園の扇風機が危ないなということでお話をいた

だいたと思うのですけれども、教育委員会の取組といたしまして、今、先ほど

教育長のほうからもおっしゃっていただきました非構造部材の耐震化工事とい

うことで、校舎を反対にひっくり返して落ちてくるようなものは非構造部材と

いうふうに考えていただいたらいいかと思うのですけれども、平成２７年度を

もってまず非常時の際に避難所になります体育館、そして武道場については、

例えば天井でありますとか照明、そういった物の落下防止措置の耐震化工事は

全て完了しております。そして、今御心配いただいている学校の校舎内の非構

造部材と言われる物ですけれども、平成２７年度にモデル校として草津小学校

を非構造部材の改修工事をいたしまして、平成２８年度から平成３３年度まで



 

9 

 

の計画で、小学校２校、中学校１校の市内３校ずつを６カ年で耐震化工事をし

て行こうということで今進めているところです。校舎内で言いますと、先ほど

申しました天井でありますとか、あと照明、そして腰の高さ以上の備品の固定

と。例えば学校とかであれば教室内に昔のアナログテレビがあったと思うので

すけど、ああいった物の固定でありますとか撤去でありますとか、そういった

ものも含めて工事を進めておりまして、一気にできるといいのですけれども、

３校ずつの計画で国庫補助金を活用しながら耐震化工事をしているところでご

ざいます。３３年度で完了ということを考えております。 

 

川那邊教育長   また計画的に進めますので、御理解お願いします。 

 

周防委員     簡単に取れる物があれば、そういう物は早目に取っていただけたら。 

 

教育総務課長   アナログテレビのそういった固定についてはもう既に済んでありますし、学

校で言うと、例えばエアコンとかですけど、そういった物の固定についてもし

ております。備品というのは腰高以上と先ほど申し上げましたけれども、学校

運営によって、クラス運営によっては、移動もさせたりしなければならない部

分もありますし、そういった物は学校側と十分協議しながら耐震化を進めてい

きたいと思います。 

 

周防委員     お願いします。 

 

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２４号 臨時代理の承認を求めることにつ

いて、及び関連する議題として、議第２５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２４号 臨時代理の承認を求めることについてと、議第２５

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、御説明申し上げます。 

         まず、議第２４号でございますが、議案書は２ページから４ページでござい



 

10 

 

ます。３ページをお願いいたします。このたび教育委員会に所属する職員の退

職発令を行うに当たりまして、委員会の会議を招集する時間的ないとまがござ

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をさせていただきましたので、本委員

会に報告し、その承認を求めるものでございます。 

         ４ページをお願いいたします。平成３０年６月１日付で草津市立図書館に所

属しております事務職員中村卓之より、草津市教育委員会に退職願が提出され

まして、同日付で退職発令を発するに当たりまして、教育長が臨時に代理させ

ていただいたものでございます。 

         こちらの説明についてはまことに簡単ではございますが、以上とさせていた

だきまして、続きまして議第２５号の御説明でございます。 

         こちらにつきましては、議案書は６ページと７ページでございます。７ペー

ジをお願いいたします。平成３０年５月３１日付で生涯学習課に所属しており

ます事務職員三矢和利より、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３０年６月３０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、説明とさせていただきます。どうぞ

よろしく御審査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２４号は承認されたものと認めます。また、

議第２５号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第２６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   議第２６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。 

         議案書の８ページから９ページを御覧ください。９ページのほうでございま

す。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、このたび選

出いただいておりました団体における役員の交代により、委員の委嘱替えを行
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うものでございます。委嘱期間については、いずれの委員も任期中の委嘱替え

でありますことから、条例第５条第１項ただし書きの規定によりまして、前任

者の残任期間である平成３０年１２月２６日までとなります。 

         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。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、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２６号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第２７号 草津市立草津クレアホール条例施行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。 

 

生涯学習課長   議第２７号 草津市立草津クレアホール条例施行規則の一部を改正する規則

案につきまして議決を求めることについて、生涯学習課の相井が御説明申し上

げます。 

         議案書は１２ページから１９ページでございます。先の５月教育委員会定例

会におきまして御審議いただきました、草津クレアホール内に設置されていま

したつどいの広場、とまとっこの移転に伴う７月１日から新たにクレアホール

の貸し館の対象とするべく行いました条例の改正に伴い、さきの市議会により

まして議決をいただきましたことから、条例施行規則の一部の改正を行うもの

でございます。 

         １６ページ、新旧対照表を御覧ください。第４条第２項第２号の使用許可申

請等の対象の部屋に、新たに活動室を追加いたします。 

         次に１７ページ、別記様式第１号は、草津市立草津クレアホールの使用許可

書になりますが、左側、新規則の中段、使用施設の欄に活動室を加えるもので

ございます。 

         最後に１８ページ、様式第２号は、様式第１号の申請に対する草津市立草津

クレアホールの使用許可書になりますが、使用施設の欄に同じく活動室を加え

るものでございます。 

         その他１９ページ、使用許可書の裏面になりますが、活動室の文字を加える

ものでございます。 

         なお、本規則の施行日は７月１日でございます。 
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         以上、簡単ではございますが、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、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２７号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第２８号 草津市文化振興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。 

 

生涯学習課長   議第２８号 草津市文化振興審議会委員の委嘱につき議決を求めることにつ

いて、生涯学習課の相井が御説明申し上げます。 

         議案書は２０ページから２２ページでございます。２０ページから御覧くだ

さい。本議案につきましては、前回平成２８年度、２９年度の文化振興審議会

におきまして、本市の文化振興に係る基本理念や基本施策を定めた草津市文化

振興条例および草津市文化振興計画について御審議をいただき、条例の施行お

よび計画の策定を行いました。今年度からは計画に基づき、基本施策における

各事業の進捗管理の他、文化事業の強化、また重点プロジェクトの調査審議を

いただくに当たり学識経験者３名、文化団体等の文化に関する団体から選出さ

れた者９名、公募市民４名の計１５名のかたを、草津市文化振興審議会の委員

として委嘱しようとするものでございます。任期は平成３０年７月５日から２

年となっております。 

         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。よろしく御

審議いただきますよう、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２８号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第２９号 草津市社会教育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。 
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         事務局の説明を求めます。 

 

生涯学習課長   議第２９号 草津市社会教育委員の委嘱につき議決を求めることについて、

生涯学習課の相井が御説明申し上げます。 

         議案書は２４ページから２７ページでございます。草津市社会教育委員設置

条例第２条の規定により委嘱をしております。社会教育委員の任期が平成３０

年６月２８日で任期満了となりますことから、新たに２５ページに掲載してお

ります１６名のかたに社会教育委員を委嘱しようとするものでございます。任

期は２年間で、学校教育関係、社会教育関係、家庭教育関係、学識経験者の４

つの区分により委嘱をするものでございます。社会教育委員の職務といたしま

しては、社会教育に関する諸計画の立案や意見を教育委員会に提言するという

ことを担っていただいております。 

         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。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   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。 

 

中西委員     この社会教育委員さんは、継続してされているかたが多いのですか。 

 

生涯学習課長   今期の社会教育委員ですけれども、まず２５ページを御覧ください。新しい

委員さんを御説明させていただきます。 

         まず１番目の伊庭さん、３番北川さん、７番小寺さん、８番木村さん、９番

山本さん、１０番鈴鹿さん、１３番永野さん、１４番武井さん、１５番大東さ

ん、１６番西村さん、計１０名のかたが新しい委員です。２番浜田さん、４番

飯田さん、５番石本さん、６番鈴木さん、１１番横山さん、１２番岸本さんは、

前期から継続していただいております。前期からの継続委員につきましては、

社会教育委員会委員会議として御提案をいただいているものがございまして、

地域の豊かな学びの実現ということで、提案書をまとめていただいております。

その提案を今年度深く掘り下げるという意味もございまして、引き続き関わり

いただくものです。さらに豊かな学びとして拡充するために、福祉や防災とい

ったいろいろな社会教育の関係者のお知恵を借りなければいけない部分がござ

いますので、そういったかたを新たにメンバーにつけ加えさせていただいてお

ります。 

         以上です。 
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川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

中西委員     はい。 

 

川那邊教育長   それでは、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２９号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第３０号 草津市文化財保護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。 

 

文化財保護課長   議第３０号 草津市文化財保護審議会委員の委嘱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。 

         議案書は２８ページから３１ページになります。２９ページを御覧ください。

草津市文化財保護条例第５３条第１項の規定によりまして、文化財保護審議会

委員を委嘱するところでございます。委員としましては、この表に示させてい

ただきましたとおり、学識経験者を有する者としてそれぞれの分野の先生がた

７名を選ばせていただいております。それと、その他必要と認める者としまし

て、観光物産協会の代表者を１名委員として入れさせていただいて、合計８名

で審議会を構成するものでございます。任期としましては、平成３０年７月１

日から平成３２年６月３０日までの２年間でございます。 

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

どうぞ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。 

         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３０号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第３１号 草津市歴史文化基本構想の策定について草津市歴史文化

基本構想策定委員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。 
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文化財保護課長   議第３１号 草津市歴史文化基本構想の策定について草津市歴史文化基本構

想策定委員会に対し諮問すること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。 

         議案書は３２ページから３４ページになります。３４ページに、基本構想策

定についての諮問書の案文を載せさせていただいたのですが、議案作成後に修

正がございまして、お手元に新しいものを配らせていただきましたので、その

お手元の諮問書の案文で御審議願いたいと思います。 

         まず、３３ページを御覧ください。草津市歴史文化基本構想策定委員会に対

して諮問するということでございます。この基本構想策定委員会は、今年の３

月に条例設置による委員会を設置したものでございます。そして、前回の５月

定例会で委員委嘱の議決をいただきまして、今回委員会を開催するに当たりま

して諮問しようとするものでございます。それで、諮問書の案文のとおり、こ

こに載せさせてもらいました趣旨に基づきまして、基本構想を策定するという

ことで、審議会に諮ってまいりたいということでございます。 

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

どうぞ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   異議もないようですので、議第３１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   報告事項１、定期監査結果報告につきまして、教育総務課の松浦より御報告

申し上げます。 

         報告書の２ページを御覧いただきたいと思います。去る平成３０年６月４日

付で草津市監査委員より草津市教育委員会教育長宛てに定期監査結果の報告が

ございました。平成３０年４月２０日から平成３０年５月１６日までの期間で、

玉川中学校はじめ七つの小中学校につきまして、監査が実施されたところでご
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ざいます。監査結果につきましては、３ページから１６ページまでそれぞれの

学校ごとに記載されております。 

監査の主眼と対象から説明させていただきたいと思います。監査の主眼と対

象といたしましては、監査が行われました七つの小中学校に共通いたしまして、

共有財産の適切な維持管理と学校あっせん物品の業者選定に係る適正な事務執

行の２点を中心に実施されたところでございます。 

         監査結果といたしましては、監査が行われました七つの小中学校で教育財産

の維持管理、並びに学校あっせん物品の取り扱いにつきまして、おおむね適正

に執行されていると認められたところでございますが、一部に改善・検討を要

する事項が見受けられるということでございます。具体的に、ほぼ全ての学校

について共通した御意見、また指摘事項を報告させていただきたいと思います。 

         まず、教育財産の維持管理でございますけれども、例年定期監査において指

摘がございます理科準備室の薬品管理、こちらにつきましては今回ほぼ全ての

学校で適正な薬品管理ができているものと確認されているところでございます

が、一部玉川中学校につきましては、いまだ対応が不十分であることから、薬

品管理台帳に基づき、管理職が学期末ごとに確認を実施するよう御指摘をいた

だいたものでございます。 

         また、学校あっせん物品の取り扱い状況につきまして、物品の指定や業者選

定に当たりまして、校内選定委員会等による審査や公正な競争が多くの学校で

確保されておりますが、学校徴収金の会計処理につきましては、ガイドライン

が示す会計調書を作成することというのが御指摘事項にありまして、また標準

服や体操服、こういった物の業者選定に当たりましては、複数の業者から見積

を徴取し校内選定委員会に諮るとともに、決裁文書による事務処理を徹底する

よう御指摘があったところでございます。 

         その他、学校施設の修繕を必要とするような箇所でございますとか、警察へ

の緊急通報装置の動作確認につきましては、年１回通報訓練の実施をするよう

御指摘があったところでございます。 

         定期監査結果報告の受理後の対応といたしましては、監査が実施された学校

につきましては、文書で定期監査の結果報告書の写しを送付いたしますととも

に、指摘事項に対する速やかな対応と是正並びに、引き続き適正な管理執行を

していただくよう通知をしたところでございます。今後、教育総務課や学校教

育課の担当が学校を訪問した際には、指摘事項に対する状況が改善されている

か確認を十分行いまして適宜指導を行うなど、適正な管理と事務処理の徹底を

図ってまいりたいと考えております。 

         今年度の小中学校における定期監査の報告は以上とさせていただきます。 

 



 

17 

 

川那邊教育長   続けてお願いします。 

 

文化財保護課長   ２番目の、史跡芦浦観音寺跡保存活用計画策定懇話会委員の委託について、

文化財保護課の藤居より御説明させていただきます。 

         資料は１８ページになります。今年度、史跡芦浦観音寺跡の保存活用計画を

策定するに当たりまして、専門家等から意見を聞くための懇話会を立ち上げま

すが、その主な構成委員を選ばせていただきましたので、報告させていただき

ます。 

         学識経験を有する者として４名それぞれの専門分野の先生がたをお願いして

おります。あと団体の代表としまして、草津市観光物産協会から１名、それと

常盤まちづくり協議会から代表者１名、それと所有者であります観音寺の住職

の西川浄海さんを加えております。以上７名で懇話会を開催しまして、御意見

を聞きながら計画を進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

         任期としましては、平成３０年６月１４日から答申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、報告とさせていただきます。 

 

教育総務課長   続きまして、報告事項の３でございます。寄付受け入れ報告でございます。

報告書の最後のページ、２０ページを御覧いただきたいと思います。 

         高穂中学校３年生ＰＴＡ学年部長様より、折り畳み椅子を３０６脚、高穂中

学校に御寄付いただいております。また、仲野磨由美様から、二段蒸し器や大

鍋、魔法瓶を、草津中学校に御寄付いただいております。また、株式会社ライ

フコーポレーション様より、アウトドアタイマーを６台、市内６中学校に御寄

付いただいているところでございます。 

         以上、報告と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。 

 

檀原委員     済みません。一番最後の受け入れ報告の中で、アウトドアタイマーが価格と

して１００万円というやつを御寄付いただいているのですけれども、これはど

のような品物なのでしょうか。 

 

教育総務課長   教育総務課、松浦でございます。 

         いわゆる陸上とか競技等を行うときに大きい電光掲示板があろうかと思うの

ですけれども、それのちょっと高価なやつを、なかなか備品購入等では購入で

きないのですけれども、それがあることで子どもたちの体力向上もそうですし、
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そのタイムを大きく掲示することで子どもたちがより速く走れると、そういっ

た意識の向上に役立つもので、体育の授業とか部活動でも活用ができると思う

のですけれども、非常に子どもたちの体力向上には役に立つものかなというこ

とで、ちょっと６校で１００万で割り切れないですけれども、その電光掲示板

とその専用スタンドを一緒に御寄付いただいております。ちなみに、ライフコ

ーポレーションさんの事業収益から御寄付いただいて、先日目録等も教育長の

ところにいただいたところでございます。 

 

檀原委員     ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   他、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、他にございま

せんか。 

 

檀原委員     済みません。もう議事で完了しているのですけれども、本日の協議の中でも

たくさんの委員のかたが選定されてそれぞれの審議会に参加していただくとい

うことになりました。その委員さんがたが一生懸命話し合っていただきますの

で、ぜひいい形で教育行政の中で反映できるように、皆さんがたによろしくお

伝えいただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

教育総務課長   済みません。教育総務課からですが、お手元に記者提供資料という形で公立

学校等の敷地内のブロック塀の緊急点検結果ということでお配りさせていただ

いているものについて、報告させていただきます。 

         記載のとおりでございますが、大阪府の北部を震源といたしました最大震度

６弱の地震で、学校内のブロック塀が倒壊しまして、小学校の児童が下敷きに

なってお亡くなりになられたという痛ましい事件を受けまして、早速ですが市

内の公立小中学校、そして幼稚園、保育所、認定こども園、合計３３施設にお

きまして、敷地内のブロック塀の状況等について確認を行ったところでござい

ます。点検日時につきましては、６月２０日の水曜日、３名１班体制で４班、

必ずその１名には建築技師を組み込ませてもらいまして、点検に回らせていた

だきました。点検項目につきましては記載のとおりなのですが、建築基準法の

施行令で規定する基準に基づいて点検を行ったところでございます。点検結果

につきましては、新聞報道、またテレビの報道等でも見られたかと思うのです

けれども、矢倉小学校の敷地南側の境界ブロックと、老上中学校のグラウンド

にありますボールを当てる塀ですね。そちらのほうに控え壁と言って、ブロッ

クの裏側にある一定基準で壁を補足しなければならないのですけれども、そち
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らの方がピッチが不足しているということで、この２校については問題がある

という形で確認されました。一旦緊急的な措置といたしまして、壁に近づかな

いように、学校を通じまして、児童生徒が近づかないような形で指導を行いま

すとともに、当該ブロック塀につきましては、キープアウトと書かれておりま

す、よく現場に張りめぐらせる黄色いテープを張りめぐらせまして、児童生徒

が誤って近づかないような形の注意喚起を行ったところでございます。 

         今後の対応でございますけれども、こちらも記載させていただいていますと

おり、矢倉小学校については一旦ブロック塀を撤去いたしまして、民地との境

界になりますので、ブロック塀ではなくフェンスを設置したいと考えておりま

して、老上中学校につきましては、当該ボール当てについては撤去させていた

だきたいと思っております。工事費が米印で工事費の算出次第ということで、

今年度対応を検討したいと書いてございますが、現在支援課のほうに撤去費用

の積算を依頼しているところでございまして、出てきたら速やかに今年度の既

決予算内で対応する形で考えていきたいと、一刻も早く撤去するような方向で

考えているところでございます。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   他いかがですか。 

         お願いします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の河合でございます。 

         お手元の資料、くさつ健幸ウオーク２０１８という資料につきまして、説明

させていただきます。本市は健幸都市くさつということで宣言をしながら、市

民のかたのより一層の体力づくりや健康づくりを促進いたしております。その

中で、昨年は残念ながら悪天候のため中止になりました同事業を、くさつ健幸

ウオーク２０１８と題しまして、今年度開催するものでございます。サブタイ

トルは、「東海道と中山道がであうまち「くさつ」に集まろう！」と称しまし

て、平成３０年１１月１０日、土曜日に草津川跡地公園ｄｅ愛ひろばイベント

広場を発着点といたしまして、計３コースを設けまして開催するところでござ

います。今年度は少しバージョンアップを図りまして、より多くのかたに御参

加をいただけますように企画をしたところでございまして、１枚をめくってい

ただきますと、これはポスター案でございますが、こういったポスターを作成

し周知をさせていただくとともに、もう１枚めくっていただきますと、Ａ３の

見開きがございます。先ほどの３コースにつきましてコース図とともにお示し

をさせていただいております。一番左下、１５キロコース、草津宿と琵琶湖畔

コースというものと、右上、草津宿と草津川跡地コース９キロ、そして草津宿
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スタンプラリーコース５キロ、計３コースを予定しております。そして、左上

におもてなしキャンペーンということで、予定でございますが、協賛企業様に

お願いをしまして、プレゼントを含めた皆様が参加をしやすい仕掛けを施しま

して、ぜひ成功裏に納めたいということで、まずは教育委員の皆様に御案内を

差し上げ、ぜひ御家族、御友人と御参加いただきますように、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

生涯学習課長   続きまして、生涯学習課の相井でございます。２点御案内させていただきま

す。 

         まずは、学びの地域支援講座でございます。これは、地域まちづくりセンタ

ーが地域の学習拠点として今活性化していくために、担い手でございます人材

育成のための支援として学びの支援講座と題しまして、今年度は５回の講座を

計画しており、これが第１回目の御案内でございます。第１回目は、７月３日

草津の未来を創る人生１００年時代の生涯学習とまちづくりと題しまして、今

期の社会教育委員でもございます滋賀大学社会連携研究センターの横山幸司教

授に御講演をお願いしております。御都合がよろしければ、ぜひとも御参加く

ださいますようお願い申し上げます。 

         続きまして、緑の紙になりますが、７月１日、青少年の主張発表大会の御案

内でございます。市内の中学生や高校生が、部活動のことや家族のこと、社会

のことなど、日ごろ感じていることを１,６００文字に込めて発表する、青少

年の主張発表大会を今年も開催いたします。市内７中学校、１高校から４,０

００以上の作品の応募がございまして、各校１名の代表者が発表をいたします。 

なお、舞台運営などは当番校の中学校生徒が担っており、今年は老上中学校

の生徒会が司会や受付などを担当いたします。また、審査結果が出るまでのア

トラクションといたしましても、老上中学校の吹奏楽部が頑張ってくれます。

御都合がよろしければ２件とも、ぜひとも御参加くださいますようお願い申し

上げます。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

         それでは、これをもちまして６月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は、７月２３日、月曜日、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。ありがとうございました。 


