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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８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、８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、「７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、７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。 

         委員の皆様には、草津市人権同和教育研究大会、草津市学校経営管理研修会、

そのほか、イベントや地域で行われる行事等にも出席いただきました。ありが

とうございました。 

         報告の一つ目は、８月４日に開催された第５０回人権・同和教育研究大会で

す。全体会では、畑副部長から「「部落差別解消推進法」「障害者差別解消

法」「ヘイトスピーチ解消法」などの法律の背景や趣旨を踏まえ、差別のない

社会の実現を目指す節目の年として草津の地に人権文化を醸成し、深く根づか

せていかなければなりません」と基調提案がありました。提案のとおり、節目

の年として、人権・同和教育の今後の展開をしつかり構築しなければならない
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と考えています。 

         講演は、神戸新聞の元記者で、現在はフリーライターとして活躍されている

角岡伸彦氏です。「これからの部落問題」をテーマに、現実の社会を鋭く見抜

かれる中で、差別を許さないこと、また、部落差別を伝えていくことの必要性

等を示唆いただきました。また、午後には２０分科会でそれぞれのテーマに沿

った熱心な協議が行われました。 

         この大会は、草津の人権・同和教育を創造し、実践してきた歴史ある大会で

す。１，０１１名という多くのかたの参加があり、今年も、意義ある大会にな

ったと思っています。 

         次に、８月２日と３日にインテックス大阪で開催されました「第３回関西教

育ＩＣＴ展」についてです。この大会は、関西を中心とする広範囲の府県から、

毎年約８千名を超えるかたが参加される大きなもので、文部科学省、経済産業

省をはじめ各自治体、大学教員、小中高等学校等の教員らが、「新学習指導要

領」「アクティブ・ラーニング」「グローバル教育」「プログラミング教育」

「未来の教室」などについてセミナーや取組報告が行われました。ＩＣＴ教育

についても先進的な情報や関連企業による最新機器の展示もあり、目を見張る

ものがありました。 

         草津市教育委員会には、その一つのブースに出展をとの依頼をいただき、学

校政策推進課員が、タブレットを活用した模擬授業を行ったり、草津のＩＣＴ

教育の取組を紹介したりしました。準備した資料５００部が全て無くなるほど

の盛況でした。 

         私の出番は、特別パネルディスカッションでした。日本教育情報化振興会会

長で東京工業大学名誉教授である赤堀侃司先生のコーディネートのもと、大阪

市の山本教育長、神戸市の後藤教育次長、宇治市の岸本教育長、そして私の４

人が、「未来に生きる子どもたちの情報教育と教育環境」をテーマに、それぞ

れの取組や考えを話しました。また、教育改革で著名な藤原和博氏もアクティ

ブ・ラーニングやＩＣＴの必要性を述べられました。 

         今回、草津の取組をアピールすることで、全国の先進的な自治体との連携が

一層深まったように感じます。また、草津市教育委員会と各学校の取組に評価

をいただいたことをうれしく思います。さらなる充実に努めたいと考えていま

す。 

         次に、１０日に行った小中学校とこども園・幼稚園・保育所の校長・教頭ら

を対象とした草津市学校経営管理研修会についてです。テーマは「授業改善の

推進」で、小中学校の事例発表は、学校教育課が制作した動画ビデオを使って、

市内の小中学校で行われている「草津型アクティブ・ラーニング」を踏まえた

授業の紹介をしました。また、「就学前教育・保育」については、保育実践を
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パワーポイントを使って行いました。 

         さらに、「全国学力・学習状況調査」の結果を踏まえ、管理職に求められる

人材育成とマネジメント力、保育・教育の有用な接続について、中学校区の関

係学校園所がワークショップを行いました。学力向上に向けて、管理職やミド

ルリーダーに求められる取組を「ＧＲＩＴ１２」として示しました。学校経営

に学力向上をしっかりと位置付け、管理職として自信と説得力のあるマネジメ

ントを一層進めてほしいと思います。なお、今年は中学校区による協議を取り

入れることといたしました。今回の協議は学力向上へのキックオフであり、今

後、保幼小中の連携や共通した実践を重ね、確かな学力向上に繋げて欲しいと

思います。 

         他にも、９日には「草津市学力向上マネジメント会議」と「教育情報化リー

ダー養成研修」を合同で行いましたし、各学校では学力調査の結果を踏まえた

学力向上策などの見直しと、それに対する指導主事の指導助言が行われていま

す。 

         次に、教職員研修についてです。夏季休業中は、今年も多くの教職員研修が

行われました。人権教育、道徳教育、生徒指導、英語教育など１１講座に、延

べ９８１名の教職員が熱心に取り組みました。事後のアンケートでは、約９

９％の受講者が講座に「満足」、または「ほぼ満足」と答えています。 

         また、教育研究所では１日に「研究発表大会」が行われ、研究奨励論文発表

の後、株式会社オムロン京都太陽の堀井孝佳氏から、「インクルーシブ教育の

先にあるもの」と題して、企業における特別支援教育についての講演がありま

した。オムロン京都太陽は、障害のある従業員が多くおられ、障害者が働くこ

とによって、生きがいを見出せる環境づくりに取り組んでおられる会社です。

学校における特別支援教育の充実に向けて、大変参考になるお話であったと聞

いています。 

         次に、草津宿本陣での取組です。本陣では、クイズに答えながら本陣内を回

る「夏休み！クイズラリー」、「明治のおもちゃをつくろう！」などの企画で

賑わっています。また、図書館では、様々な企画の他に、恒例の「南草文庫」

では第１８弾として森鴎外を、そして、「草津の本棚」では「音楽」をテーマ

にした作品を小冊子にして紹介、配布されています。 

         本陣、図書館ともに、職員の皆さんの創意工夫のある手作りの企画で、市民

からも好評の声をいただいています。 

         以上、教育長報告といたします。 

         それでは、委員の皆様から、８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します。 
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杉江委員     この夏は、いろいろな場で研修を受けることができまして、印象的だったこ

と二つについて、報告をさせていただきます。 

         まず、教育研究所の夏季研修講座２講座と研究発表大会に参加させていただ

きました。道徳の教科が、小学校では今年度からスタートしましたし、来年度

からは中学校での道徳授業が始まるのに向けて、道徳教育の講座に参加された

先生がたの関心が大変高いものがあると感じました。教材の中の「手品師」と

いう資料での模擬授業がございまして、その後、小学校では「たびに でて」、

そして中学校では「二通の手紙」という資料を使って、参加者が協働の学びを

知るという展開でした。授業の流れとか、組み立て、その中で、先生・生徒が

いかに自主的で協働的に学んでいくのかということを、講師の上原先生は、確

実に考えさせる発問というのと、ぐっと考えさせる補助発問というのが重要だ

ということを話されておりました。具体的な実践形式の講座というのは、先生

がたにとって、とても多くの学びがあったのではないかと思いました。自分を

見詰める時間、仲間の思いに触れる時間、そして、ともに学び合う時間という、

これらの積み重ねから、人としての生き方を学んでいってほしいなと思いまし

た。 

         もう一つですけれど、先ほどお話ありました研究所の研究発表大会に参加し

ました。教育奨励事業の表彰者によります幼稚園、小学校、中学校の課題を見

据えた大変創意あふれる生き生きとした実践発表がございました｡講演は、今

もありましたが、オムロン京都太陽株式会社企画部長の堀井さんのお話でした。

ちょうど昨夜、ＮＨＫで「太陽を愛した人」という番組が放送されました。日

本の障害者福祉の父と呼ばれた整形外科医、中村裕さんの太陽の家設立の話で

ございました。オムロンの会社は、その理念に共鳴されて、障害者の雇用拡大

を図っているというようなお話でした。大変厳しい日本の障害者就労の現状と

か、課題をいろいろ話される中で、大変印象的だったのは、職場には整理・整

頓・清掃を徹底しているのだというお話でした。資料の画像にも出ていたんで

すけど、いろいろな工具の置き場に、実物と同じ写真を張りつけて収納するこ

ととし、持ち出した後は必ずまた写真のところに収納することとか、チューブ

ファイルが並んでいるんですけれども、それに斜めのラインや景色を織り込ん

で、一つでもそれが違う場所にあったりすると、違うと意識でき、定位置に整

理しやすくなるという工夫を、職場改善として、障害を持っているかたたちと

一緒に提案、即実行というようなことをしているというお話がございました。 

         また、車椅子というのは、前後は動きやすいんだけれども、左右はとても動

きづらい。ならば、机が左右に動くようにすればいいというような、職場改善

を図っているといった、大変具体的なお話を聞かせていただいて、感銘を受け

ました。国も障害者雇用の推進を図っていくという方針を打ち出しています中
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村裕さんが実践してこられた「保護より働くチャンスを」ということを、誰も

が考えていく必要があるなと感じた研修でございました。 

 

檀原委員     私も、教育研究所で幾つかお話を聞かせていただいて、非常に感銘を受ける

ものがたくさんありました。７月２４日には、人権のお話を聞いたんですけど

も、部落差別がどのようにして生まれて、また、どのようにして藩や幕府によ

って利用されたっていうような歴史の話は非常に知ることが多く、はじめて聞

いた話もたくさんあって、非常に先生がたも勉強されたのではないかと思いま

す。 

         人権大会のときにもお話しされたように、やはりこういうものっていうのは、

伝えていったり、ちゃんとしっかり学ぶ機会がないと、風化してしまうような

危険性さえございますので、草津市で毎年されている研修会は、非常に貴重な

ものだなと思いました。 

         それと、教育研究所で、先ほど、お話がありましたが、オムロン京都太陽の

お話の中で、ロボットを使われているということで、就労されている人が、普

通の人以上に成果を上げておられる姿を目にすることができました。世界の第

一線で使われるようなものを、私たちは作っているという誇りを持って働いて

おられました。ロボットというと、時短のためとか、いろいろな意味で便利さ

のために作っていますが、人間一人一人にカスタマイズするということで、ロ

ボットが働いていることは、これから人間とロボットが生きていく社会の中で、

ＡＩ化すると仕事が失われるというような話もある中で、非常に重要な視点で

あるなというふうに思いました。 

         私たち一人一人を見てみると、特に高齢になると、やはり何らかの支援をし

ていかないと、目が不自由になったりとか、耳がちょっと聞こえにくくなった

りするわけですけれども、やはりいろいろな意味で一人一人に何かをすること

で、精いっぱい自分の力を発揮できる、自己的な肯定感を持つことができると

いう、非常に参考になる話を聞かせていただきました。 

         それと、８月１０日の学校経営管理研修会におきまして、これは本当に意義

のある会議だったというふうに思いました。特に、最後に中学校区の先生がた、

幼稚園・保育園の先生も小学校の先生も中学校の先生も一緒になられたところ

で、話される様子を横で聞いていますと、自分たちの抱えている問題を別の学

校の先生と一緒に考えておられて、こういうようにしたらどうだろうという意

見を出しておられたことは、非常に実りの多い、また、表面的な話よりは、深

く一緒に話しておられる姿が非常に印象的でした。このような会議が年１回で

もされることは本当にいいことだなと思いました。 

         それと、教育研究所の研究発表大会の中で、もう一つ非常に気になったんで
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すけれども、中学校の子どもたちで、国語の問題とか、いろんな書かれている

内容を正しく理解できていないのが、４割ぐらいにのぼるという話をされてい

たことが、非常に気になりました。社会に出ると、いろんな物事の理解ができ

ないと、世の中を生きていくうえで大変なことがたくさんあります。それに対

して、いろいろな工夫をされて、例えば、学校の教育の中に、新聞を活用され

ているようなところもありますので、ぜひこれは、問題意識を共有しながら、

しっかり取り組んでいって欲しいと思います。表面的な簡単なことではないと

思うんですけれども、みんなが心していかなければならないなと思いました。

読む力ということで考えますと、やはり読書というのは非常に大切なことです

が、草津市においては、御存じのようにビブリオバトルを毎日のように草津市

立市民交流プラザでされていて、７月１５日には１００回目を迎えられたとい

うことで、読書というものが身近なものになっているように思えます。今、こ

の取組が、ビブリオバトルに関する全国の優秀賞というのを受賞しました。全

国で５つの団体がその優秀賞を受賞していて、その中には、ＮＨＫの番組等も

含まれているんですが、最優秀賞をその中から決めていて、皆さんがたの投票

によってそれが決まるということで、ぜひよろしかったら、投票していただけ

たら、最優秀賞に選ばれるのではないかなというような思いもあります。 

         最後に、志津小学校で、夏休みに入りましてから、３日間ほど地域の大体１

０か所ぐらいに分かれてなんですが、会館をオープンしていただいて、子ども

たちが朝から１時間半ほど勉強するという機会があり、私も最終日に見学させ

ていただきました。場所によっては７、８名のところもあり、また一番大きい

ところでは、７０名を超える子どもたちが一つの場所で、学校の先生何人かが

見られる中、勉強をしている姿を見ることができました。これは地域との連携

の中で、非常に大きな成果を上げておられることを実感いたしました。これか

らも、地域の協力を得ながら、続けていただければいいなというふうな勉強を

させていただきました。 

          

周防委員     ８月４日の人権同和教育研究大会に出席させていただいたことをお話させて

もらいます。フリーライターの角岡伸彦さんの講演では、部落問題を通して社

会のあり方を考えさせられました。特に共同体のルールについてなんですが、

自分にとって大切なもの、隠したいもの、これは、一人一人違うものなので、

それをみんなで出し合い、話し合って、最低限のルールを作っていくというこ

とが、園児であっても必要だというお話でした。ルールが多過ぎると、管理社

会になりますが、自分を伝え、人の話も聞いて理解し、うまくつき合っていく

ためのルールを自分たちでつくるという力は必要だろうなと思いながら、聞い

ていました。 
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         それから、午後からの分科会にも出席したんですけれども、草津小学校の会

場で、２人の小学校の先生が、低学年での学級づくりの話をされていたんです

けれども、その工夫とかがとてもよくわかり、いい内容でした。みんなが安心

して過ごせる学級にするために、友達を知り易く、正しく理解しようとする子

どもたちの集団を目指して工夫されていたり、子どもたちや保護者との信頼関

係を築くために、努力されているということがとても伝わりました。特に、授

業で個人個人に合った事前準備をされたり、工夫されたおかげで、困っていた

子が取り組みやすいと感じることができ、自信をつけて学習に向かうように 

なった、という先生のお話があったんですけれども、これは、１年生には特に

大事なことのように感じまして、先生がたがきめ細やかに準備できる環境で 

あってほしいなと思いました。 

         あと、わからない、できないという子どもがいれば、その裏には、わかるよ

うになりたい、できるようになりたいという気持ちがあり、その気持ちを大切

にし、わからない、できないと言えた勇気をまず褒めて、みんなで考えていく

という授業をされていたようですが、それは子どもたちが楽しく身に付けてい

けるだろうなと思いました。 

         あと、中学校や高校の先生もいらっしゃって、それぞれの立場での発言もあ

って、とても有意義だったと思います。 

         それから、８月１０日の学校経営管理研修会では、保育所や幼稚園から中学

校までの管理者のお立場の先生がたが、中学校区ごとにワークショップをされ

て、お互いの現状などを語り合われていましたけれども、私はこの１回だけで

終わらず、年に１回ではなく、そこからつながって子どもたちのために互いに

協力していただけたらなと思います。例えば、５・５交流（５年生と５歳児の

交流）」など園児と小学生の交流、小学生と中学生、園児と中学生など異年齢

との交流は、学びにつながるように日ごろから感じています。先生同士の交流

も活発にあったほうが、先生がたの引き出しも増えるんじゃないかと思いまし

た。小中学校とも、とても忙しいと聞きますけれども、園から小学校、小学校

から中学校との接続がうまくいくためにも、全学区で交流が活発になるといい

なと思います。 

 

中西委員     私も、この夏休みの期間中、いろいろな研修も参加させていただいたのです

が、もう皆さん大体、報告をしていただいたようなことで省略させていただき

たい部分もあるのですが、私もこの間まで、高校野球に夢中になっておりまし

て、金足農業の野球部の子たちが、何であんな力が発揮できるんだろうという

ことを不思議に思うぐらいだったんですけども、私も表現にかかわる授業とか

をしている中で、高校生、中学生、小学生も含めて、ある一瞬の瞬発力といい
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ますか、そういう何か私らにはもうない力が、発揮されるときがあるものやな

ということを思っていました。 

         大阪桐蔭なんかは、強い子がいっぱい集まってきて、さらに、練習を積んで、

積み上げていく力っていうのは非常に強かったかなと思ったんですが、金足農

業の子どもさんたちは、それぞれの力以上に、それぞれが工夫して、自分たち

のできることを一生懸命取り組んでいった結果として、すばらしい成果になっ

て、残っていったんではないかなと思うんです。 

         この夏休みに、研修のときにいろいろ聞かせていただいていたり、あるいは

幼稚園での研修も見せていただいていたときに、幼稚園の子どもが、こんなす

ばらしいことをするんだということを改めて見せていただいたのですが、何か

我々はそういう一瞬のきらめきみたいなものを感じて、すくい上げていく。そ

ういう力というのか、そういう場を大切にしないとあかんの違うかなというこ

とを思いました。 

         大人とかプロでは、考えられない力を発揮できるのが、子どもの力の発揮の

状態やと思います。何かの機会であったり、あるいは、何かの条件が重なった

ときに、子どもたちの表現活動ということについては、我々はそれについて共

感し、また、支援をしていく。そういう必要がありますし、また、そういう体

制も取り組んでいかなければならないというふうに思っています。 

         そう思っていながら、私もこの間からちょっと気になることがありまして、

それは、今年の６月２３日の沖縄の平和の慰霊の日っていうのがありまして、

そこで、浦添市の港川中学校の３年生の相良倫子さんが７分半にわたる詩の朗

読をされました。これも中学生ならではの素晴らしい力を発揮された詩だった

と思います。ニュース等でも取り上げられておりましたので、聞かれたかたも

あるかもしれませんが、その相良さんは、自分のひいおばあさんに戦争の状況

を聞いて、聞いたことを基にして、平和の詩の募集に応募されて、当日の発表

につながったということです。７分半の朗読ということでしたですけども、非

常にすばらしい朗読であったというふうに思います。もう私らが忘れてしまっ

たような、きらめきとか、あるいは若さの発露っていいますか、そういったも

のが感じられて、とても大人がまねできない、そういった詩だったように思い

ます。そんな詩を思い出しながら、今の若い子たちに我々が、いろいろな表現

活動の中でくみ上げていく機会、また場所、そういったものをつくっていくと

いうのを大切にしたいなというふうに感じております。 

         もうじき私も実は、県の書展がありまして、その書展に、この平和の歌を、

「生きる」という題名でしたけど、それを書にして出品したいなと思っていま

す。どんな作品になるかはわかりませんけど、また、県の書展が９月の半ばあ

たり、イオンホールでありますので、見に行っていただければありがたいなと
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思います。 

 

川那邊教育長   それでは、教育長報告につきましては以上で終わらせていただきます。 

 

        ――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項、議第３６号 平成２９年度草津市歳入歳出決算

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。 

 

教育部副部長   では、議第３６号平成２９年度草津市歳入歳出決算に対する意見を市長に申 

（総括）  し出るにつき議決を求めることにつきまして、教育委員会事務局の堀田から御

説明を申し上げます。 

         議案書につきましては、２ページからでございます。来月の９月３日に開会

予定の定例市議会におきまして、平成２９年度の会計決算が認定されるに当た

りまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により市

長から当教育委員会に意見を求められておりますことから、その概要について、

御説明を申し上げるものでございます。 

         では、議案書の６ページをお開きいただきたいと思います。横書きの表とな

ります。こちらは単位は１，０００円単位となります。これは一般会計および

６つの特別会計の決算概要でございまして、一番上の段の一般会計では、収入

済額、中ほどの（Ｃ）の列でございますが、収入済額が５７１億６，１８３万

６，０００円、それから少し右に行っていただきまして、（Ｆ）の列になりま

す支出済額は、５６５億８，３８４万８，０００円でございます。その右で、

翌年度繰越額、これは平成３０年度への繰越額となりますが、その数は２１億

３，８３４万１，０００円、一番右の歳入歳出差引残額は、５億７，７９８万

８，０００円となったところでございます。 

         また、特別会計のうち、当委員会が所管しております学校給食センター特別

会計、これは、特別会計の上の段から、三つ目にございますが、（Ｃ）の収入

済額が、５億８，２２４万３，０００円で、（Ｃ）の収入済額の二つ横にあり

ます、収入未済額、これは保護者からいただいております給食費が滞納となっ

ている額でございますが、こちらが１２３万３，０００円でございます。先ほ

どの収入済額５億８，２２４万３，０００円と、（Ｆ）の支出済額５億８，２

２４万３，０００円が同額ですので、歳入歳出差引残額はゼロとなります。 

         次に、７ページと８ページを御覧いただきたいと思います。こちらにつきま
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しては、一般会計の決算概要でございまして、歳入歳出それぞれの款別の内容

を記載しているところでございます。７ページにつきましては、市全体の歳入

となっておりまして、８ページが、歳出となっておりまして、１０番の教育費

を御覧いただきますと、予算額の（Ｃ）が、６２億３，８４８万８，０００円

に対しまして、決算額（Ｄ）は、４８億３，７９５万６，０００円でございま

して、不用額が１４億５３万２，０００円となったところでございます。この

数字の上に括弧書きがございますが、こちらが志津小学校増築工事などやむを

得ない理由により、今年度に繰り越しをいたしました１０億９，７４９万６，

０００円でございます。 

         申し訳ありませんが、次の９ページから３６ページにつきましては、各事業

ごとの成果をまとめたものでございますので、御一読いただきたいと思います。 

         以上まことに簡単ではございますが、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   それでは、異議もないようですので、議第３６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３７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。 

 

教育総務課長   教育総務課の松浦でございます。議第３７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きまして

御説明を申し上げます。 

         議案書は、３８ページからでございますが、４０ページをお願いいたします。

中学校給食の実現に向けましては、平成２９年２月策定の草津市中学校給食実

施基本計画に基づきまして、まずは新たな給食センターの建設用地となります

土地の確保に向けて努力してまいったところでございますけれども、このたび、

建設予定地を笠縫東まちづくりセンターの南側、川原町と集町にまたがる約５，

３００平方メートルの土地に定めまして、今後事業進めてまいりたいと考えて

おります。今回の補正予算につきましては、建設予定地の造成にかかります設

計費用と、給食センターの建築にかかる設計費用を平成３０年度から平成３１
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年度までの債務負担行為として、補正予算として計上するものでございます。 

         今後のスケジュールでございますけれども、今年度に建設予定地の用地測量

を行いまして、続いて施設の設計でありますとか、工事関係を順次進めてまい

りまして、当初の予定と比較して、１年以上遅れる形になり申し訳ございませ

んけれども、平成３３年度の２学期に中学校給食を開始することを目途といた

しまして、事業を進めてまいりたいと考えております。 

         以上、簡単ではございますけれども、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３７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３８号 草津市立幼稚園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、および議第３９号 草

津市立幼稚園規則の一部を改正する規則案は互いに関連しますので、一括して

議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。 

 

幼児課長     議第３８号および第３９号につきまして、幼児課の岸本より説明申し上げま

す。 

         最初に、議第３８号 草津市立幼稚園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。 

         議案書は、４２ページから４５ページでございます。本市におきましては、

平成２６年度に策定いたしました草津市幼保一体化推進計画に基づきまして、

認定こども園化を進めているところでございます。こうした中で、現在の草津

市立志津幼稚園および草津市立山田幼稚園につきまして、平成３１年４月１日

から、幼稚園型認定こども園として開園を予定しておりますことから、草津市

立幼稚園条例における園名を変更し、それぞれ「草津市立志津こども園」、

「草津市立山田こども園」とするものでございます。 

         ４５ページの新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。具体的には、幼稚

園の名称および所在地を定める条例第２条の表の草津市立志津幼稚園、および

草津市立山田幼稚園を、それぞれ「草津市立志津こども園」および「草津市立



 

12 

 

山田こども園」と変更するものでございます。 

         また、幼稚園の園児の総定数を定める第１０条におきまして、今回の２か所

の認定こども園の３歳児クラス新設に伴いまして、３歳児の総定数を４０人か

ら１１５人に変更するものでございます。さらに、幼稚園の開設の時期を定め

る第１１条の表の志津幼稚園および山田幼稚園をそれぞれ「志津こども園」お

よび「山田こども園」と変更するものでございます。施行期日は、平成３１年

４月１日とするものでございます。 

         次に、議第３９号 草津市立幼稚園規則の一部を改正する規則案について御

説明申し上げます。議案書は、４６ページから４８ページでございます。議第

３８号で御説明させていただきました、草津市立志津幼稚園および草津市立山

田幼稚園を幼稚園型認定こども園として開園することに伴いまして、草津市立

幼稚園規則における園の名称の変更と各園の３歳児の定数を追加するものでご

ざいます。 

         ４８ページの新旧対照表を御覧ください。具体的には、幼稚園の定数を定め

る規則第２条の表の草津市立志津幼稚園および草津市立山田幼稚園をそれぞれ

「草津市立志津こども園」および「草津市立山田こども園」と変更し、３歳児

の定数をそれぞれ５０人、２５人と追加するものでございます。また、施行期

日につきましては、平成３１年４月１日とするものでございます。 

         以上、簡単でございますが、議第３８号および議第３９号の説明とさせてい

ただきます。 

         何とぞ御審議のほど、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。 

         はい。お願いいたします。 

 

杉江委員     議第３８号につきまして、園名が決定したということですが、検討委員会を

ずっとされて、園名を検討されたと思うんですが、そのほかに主だった、何か

園名が出ていたとするならば１、２を聞かせていただけたらと思います。 

         それと、議第３９号に係わりましてですが、定数がそこに示されていると思

いますが、それぞれの３・４・５歳の１号と２号の人数割りを教えていただけ

るとありがたいです。 

        

子ども子育て推進課長  子ども子育て推進課、岩城でございます。園名について説明させていただきま 

す。 

         園名につきましては、６月１日から６月２２日まで募集しまして、草津市立

認定こども園園名等選定委員会で選定しています。そのときに、主だったもの
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としましては、他には例えば山田ですと、愛彩菜が、幼稚園でも栽培をされた

ということで、「山田あいさいこども園」っていう意見が出たり、あと、地域

の歴史あるあおばなを栽培されているという部分で「山田あおばなこども園」

であるとか、あと、志津ですと、「志津みらいこども園」、「志津あおぞらこ

ども園」等の名称が出てまいりました。その中から、７月５日および７月２３

日の２日にわたって審議をしたんですけれども、その中で答申いただいたこの

案を答申いただいた理由といたしまして、志津幼稚園、山田幼稚園という地域

の名称がつけられた園名には歴史がありまして、地域のかたがたに長年親しま

れてきたものであるということから、幼稚園を「こども園」に変更することで、

わかりやすく親しみやすく、愛着が持ちやすい園名になると考えられ、また、

幼稚園型認定こども園として、先に開園した「草津市立笠縫東こども園」の園

名選定においても、同様の変更をしておりますことから幼稚園から幼稚園型の

認定こども園に移行した経過も、この名称から見て取れるということで、これ

らのことを総合的に勘案しまして、「志津こども園」、「山田こども園」とい

うのを園名として選定していただき、答申をいただきました。 

 

幼児課長     次に、１号認定と２号認定の数でございますが、「志津こども園」につきま

しては、１号の教育認定が３歳児４５人、４歳児５３人、５歳児６０人、２号

保育認定が３歳児５人、４歳児７人、５歳児１０人で、各年齢２クラスの構成

を考えております。 

         また、「山田こども園」につきましては、１号の教育認定が３歳児２０人、

４歳児２３人、５歳児２５人、２号の保育認定が、３歳児５人、４歳児７人、

５歳児１０人であり、各年齢１クラスずつを考えているところでございます。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。他、ございますか。 

         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   では、異議もないようですので、議第３８号については意見なしとして、市

長に回答することとし、議第３９号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第４０号 草津市スポーツ推進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。 

 

スポーツ保健課長   議第４０号 草津市スポーツ推進審議会委員の委嘱につき議決を求めること  



 

14 

 

について、スポーツ保健課の河合が御説明申し上げます。 

         議案書は、５０ページから５２ページでございます。スポーツ基本法第３１

条の規定に基づき設置しております草津市スポーツ推進審議会につきましては、

５２ページにございますとおり、草津市スポーツ推進審議会に関する条例にお

いて定数を１０名と定め、学識経験者、関係行政機関の職員、スポーツ関係団

体等により推薦されたもの、草津市市民参加条例第８条の公募により選考され

た市民とし、任期は２年と定めております。 

         このたび、任期満了に伴い、草津市スポーツ推進審議会に関する条例第４条

の規定に基づき、５１ページに記載しております皆様を新たに委嘱することに

つき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４０号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第４１号 草津市図書館協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。 

 

図書館副館長   図書館の田中でございます。 

         議第４１号 草津市図書館協議会委員の委嘱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５４ページから５６ページでございます。 

         図書館協議会は、図書館法第１４条第２項におきまして、図書館の運営に関

し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対

して意見を述べる機関として置くことができるとされており、草津市図書館設

置条例第３条第２項の規定に基づきまして、現在１０名の委員を２年の任期と

して、平成３１年８月３１日まで委嘱しているところでございます。 

         このたび、一部委員の交代の申し出がありましたことから、前任者の残任期

間までの間、新しい委員の委嘱について、本委員会の議決をお願いするところ

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。 
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         よろしく御審議のほど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   では、異議もないようですので、議第４１号は、原案どおり可決いたします。 

         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。 

 

生涯学習課長補佐   失礼いたします。生涯学習課の山本と申します。それでは、お配りしており

ます草津市文化振興計画重点プロジェクトをみんなで考えるオープンワーク 

ショップについて、御説明させていただきます。本市では、文化振興を総合的 

計画的に進めるため、今年３月に文化振興計画を策定いたしました。計画では、 

草津らしい文化を創造するため、３つの重点プロジェクトを定めており、プロ 

ジェクトの内容につきましては、今後、研究を進めているところでございます。 

         今年度につきましては、１３万人の文化プロジェクトといたしまして、１３

万人というのは、草津市民全員が文化に触れる機会を提供するという意味でご

ざいますが、このプロジェクトでは、高齢者、障害者で文化活動に参加する環

境が十分といえないかたや、働く世代、子育て世代で自由な時間を作りにくい

かたなど、ふだん文化に触れる機会が少ないかたを対象にした事業を検討して

いくことでございます。 

         こちらのワークショップにつきましては、８月３１日の金曜日、南草津駅前

のＵＤＣＢＫで、文化振興審議会の重点プロジェクトの部会として開催させて

いただくものでございます。１８時半から開催いたしまして、チラシの裏面に

掲載させていただいております三つのプロジェクト案につきまして、課題や解

決方法など具体的に議論できればと考えております。８月２７日まで参加申し

込みをいただけますので、ぜひ御参加を御検討いただきますようお願い申し上

げますとともに、周囲に御興味あるかたがおられましたら、お伝えいただきま

すよう、併せてお願い申し上げます。 

         説明は以上でございます。 

 

川那邊教育長   他、よろしいですか。 

         それではこれをもちまして、８月定例会を終わらせていただきます。 

         次回の定例会は、９月２５日火曜日、午後３時から開催する予定ですのでよ

ろしくお願いいたします。 
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閉会   午後 ３時 ５０分 

 


