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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９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、９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、「８月定例会および８月臨時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、８月定例会および８月臨時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。 

         近年の地球温暖化の影響でしょうか。７月中旬から今に至るまで例年以上に

暑い日が続いています。最高気温が３０度以上の日を真夏日、３５度以上の日

を猛暑日といいますが、８月は３１日間のうち真夏日が１７日、猛暑日が１２

日でした。また、９月には台風による臨時休業や被害もありました。これらに

対し学校や各施設では、配慮とともに適切な対応を行っていただきました。 

         そのような中、小中学校では、運動会・体育祭のシーズンを迎えています。

小学校では既に１学期に４校が終えていますが、９月には９校、１０月には１

校が実施です。中学校６校は全て９月実施の予定でしたが、雨天のため１校が
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１０月開催になりました。子どもたちには、良い天気の下で思い出に残る行事

になればと思っています。 

         それでは、まず９月定例会についてです。９月３日に開会し９月１２日、１

３日、１４日は一般質問でした。教育委員会へは「第５次草津市総合計画の将

来ビジョンをどのように仕上げていくのかについて」「がん対策について」

「子どもの学力について」「通学路の安全対策について」「日本遺産の認定に

ついて」「文化施設・文化活動の充実について」「学校給食センター建設予定

地選定理由について」「学校と学童保育や放課後等デイサービスとの連携につ

いて」「子どもの学力向上について」「ＰＴＡ問題について」「教育ビッグデ

ータ活用に向けてについて」でした。これらについて１０名の議員から３０本

の質問がありました。また、教育委員会関係では、１９日の文教厚生常任委員

会、２１日の予算審査特別委員会、そして今週には決算審査特別委員会があり

１０月２日に閉会します。いただいた御意見・御質問は、今後の教育行政の更

なる充実・発展につなげていきたいと思っています。 

         次に、９月の校長会で、２学期以降の学校経営について話したことをお伝え

します。それは、今年夏の甲子園大会における秋田県の金足農業高校の活躍で

す。ピッチャーの吉田選手を中心に投打ともによくまとまったチームで、全力

で最後までやり抜く選手たちに私も感動しました。その中で注目したのは、金

足農高はなぜここまで強くなったかでした。そこで、幾つかの情報を集めてみ

ますと、秋田勢は２０１０年まで、夏の甲子園で１３年連続初戦敗退。その危

機感から立ち上がったのが秋田県教育委員会の「秋田型高校野球育成・強化プ

ロジェクト」であると知りました。目標は甲子園４強で、今年は最終年度でし

た。結果は準優勝。県民こぞって喜ばれるのもそんな背景があったからでしょ

う。強化プロジェクトの内容は、県内外の優れた専門家や指導者からのアドバ

イスや高校への訪問指導、県外強豪校を招聘しての強化練習試合、社会人チー

ムによる技術講習会など、確かな取組が多くあります。また、投手の球の動き

を軌道計測器で読み取るという科学的な手法も導入されました。つまり、金足

農高の強さには、秋田県教育委員会の戦略がありました。このようなことから、

校長先生には金足農高の強さに学び、学校の課題を捉えた戦略的な学校経営に

一層挑戦してほしいとお話ししました。成果はおのずとついてくるものです。

各学校の取組に期待しています。 

         次に、３日、月曜日に開催した草津市人権・同和教育研究大会に係る第２回

主催三者会議です。事務局の報告では、大会への参加者は１,０１１人で、ア

ンケートでは、全体会の講演会は８９.２％、分科会は９４.１％のかたが「よ

かった」とお答えいただきました。主催三者である滋賀県人権教育研究会、草

津市同和教育推進協議会、草津市教育委員会が力を合わせ、充実した大会を開
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催できたことをうれしく思っています。 

         次に、「学力向上のための経営モデルのタスクフォース」を立ち上げたこと

についてです。滋賀県では、全国学力・学習状況調査の結果が、直近５年間、

全ての科目で全国平均を下回っています。このような状況を受け、滋賀県議会

において、去る８月９日に「子供たちが確かな学力をつけるためのより一層の

取組を求める決議」がなされました。草津市の状況は、概して言いますと全国

平均を超え、経年的には右肩上がりです。しかし、年度によっては無解答率が

高い、あるいは正答率の低い層の子の割合が多いなどの課題もあります。気に

なるのは、正答率の低い層に位置する子どもたちのことです。そのような層の

子どもたちの課題をしっかりと把握し、その支援がうまく機能すればおのずと

草津全体の学力の底上げにつながります。タスクフォースでの主な検討事項は、

「（１）草津市における学力向上策の見直しと策定」「（２）子どもたちの学

力の維持・向上に向けた経営モデルの構築」「（３）子どもたちの学力の維

持・向上に向けた情報収集」などで話し合いを踏まえ、オール草津体制で学力

向上へのＰＤＣＡを一層発揮するとともに、これまでから大切にしてきた「ど

の子も見放さない」の思いを共有し、確かな学力の定着につなげていきたいと

思っています。 

         次に、「いじめ防止啓発強化月間」の取組です。今年は、６月と９月の２回、

いじめ防止に向けた啓発や取組を、各学校、教育委員会、関係機関で行ってい

ます。特に今回９月は「児童生徒が気軽に悩みを話せる環境づくり」「いじめ

の未然防止に向けた保護者や地域との連携」にも、力を入れていくことになっ

ています。いじめが多くなるといわれる２学期、しっかり取り組んでほしいと

思います。 

         最後に、草津市教育委員会だより「コンパス」を１０月１日に発行します。

コンパスを通して、草津ならではの意欲的な取組を発信していきたいと思いま

す。市民の皆様に見ていただき、広く御意見等もいただければと思っています。 

         以上、今回の教育長報告といたします。 

         それでは、委員の皆様の方から９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     また来週以降に台風２４号が本州に近づいてくるという予想が出ております。

前回の台風２１号、今被害報告がございましたが、近畿での被害というのは大

変大きかったなと思いますし、草津市におきましても、学校などの被害も結構

多く出ていまして、素早い被害状況の把握とか、その後の処理に奔走いただい

ていて、本当にありがとうございます。先日の読売新聞に、１９３４年の室戸

台風での犠牲者を悼む山田小学校の慰霊式が載っていたのを目にしたのですけ
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れども、先生や児童１８人が犠牲になった台風です。私も小学校の頃、花を持

参して慰霊式に臨んだこととか、そのときに歌った慰霊の歌というのは今も頭

に浮かんでくるぐらいです。今日まで８５年間語り継いでいただいて、命の尊

さとか自然を敬う気持ちを育むということはもちろんですけれども、同時に防

災に対する知識とか認識を学んでいく場がより必要になってくるのかなと強く

感じました。各学校では、日頃から指導に当たっていただいているのはもちろ

んでございますが、災害がいつどこに起こってもおかしくない状況ですし、停

電とかインフラに関する準備・備えまたは避難への準備も心しておかないとい

けないなと思いました。地域単位で行われる防災訓練などがこれから行われる

かと思いますが、子どもたちも大いに参加することも大事なことだなと思いま

した。 

         次に、先日２３日に山田幼稚園の運動会が開催されましたので寄せていただ

きました。幼稚園としての最後の運動会で感慨深いものがございました。個人

走のときに、４歳児は先生が名前を呼ぶのですけれども、５歳児はマイクを自

分たちで順に回しながら一人一人はっきりと自分の名前を言って走っている姿

がとてもかわいらしくて、５歳児ならではだなと思いました。また、プログラ

ムの放送ですとか用具の準備など係の仕事もあって、発達に応じた内容を工夫

され、こういった場で自信とかそれから仲間意識というのを身につけていくの

だなと改めて思いました。保護者や地域の皆さんに愛されて、ふれあいも多く

あるとてもアットホームでほのぼのとした最後の運動会だったなと思いました。 

         あともう１点、矢倉幼稚園の研究会にも寄せていただきまして、２学期始ま

ってすぐのこの時期の保育をどう展開していくのかというテーマでございまし

た。運動会に向けての活動というのは、どうしても子どもたちがやらされてい

る感というのが否めなくて、いかに子どもたちが自分で主体的に心を動かされ

て遊びこんでいくかという環境をどう作っていくのかというのが課題でござい

まして、そういった視点に協議の視点を当てて考え合う時間となりました。ま

た、矢倉幼稚園でキャラクターを作られまして、やぐらっこという、矢倉の子

とラッコを兼ねてキャラクターを作られ、そしてそのキャラクターに沿うよう

にやぐらっこ体操というのを夏休みの間に作成して、その完成披露を１０月６

日の運動会にするという情報もいただきました。全て園の先生がたが作成され

たオリジナルだということでございました。楽しい運動会になることを期待し

たいなと思っております。 

         以上です。 

 

周防委員     玉川小学校の児童・保護者・先生の交流の場であるひびきあい活動で、今年

の６年生のテーマは「命の授業」でした。助産師さんに生命の始まりのお話を
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聞いた後、地域の赤ちゃんとママに来ていただき、エコー写真や母子手帳を使

って妊娠期間中から今に至るまでのうれしいこと、大変なこと、どんな思いで

育てているかをお話ししてもらい、可能なら赤ちゃんもだっこさせてもらって、

赤ちゃんの温かさややわらかさ、重さを体感してもらうという企画でした。た

だ、最初の予定日は７月の大雨で、延期になった９月は台風直撃の日でして、

結局中止になったのですが、とても残念でした。この日のために、２０組以上

の赤ちゃんとママが快く依頼を受けていただいたのですが、こういう機会は今

の小学生のためだけではなくて、社会からちょっと離れている育児中のお母さ

んや、近い将来小学生となる赤ちゃんたちにもとても良い影響があると思いま

すので、子ども家庭部などとつながるとかそういう形でこういう交流があれば

いいなと思っています。 

         昨年もお話しさせていただきました、大阪府子ども家庭サポーターの辻由紀

子さんが、今年も玉川小学校と老上西小学校の学校保健委員会に来られまして

講演を聞くことができ、お話しも少しさせていただきました。幸せに生きるた

めの選択を間違えないために、自分で自分を幸せにする、そのための力をつけ

る学びとして、性の性教育、あと生きる生教育についてです。社会の現状を聞

くと、やはり年齢に応じた性教育を段階的に行うのは絶対に必要だなと思いま

す。講演を聞いた保護者さんもそう感じられたかたが多い印象でした。学校医

の先生がたにも大変好評な講演でした。草津市は人権教育に力を入れていただ

いているので、学校のカリキュラムではちょっと性教育というのは難しい面も

あると思うのですが、性教育というのはまさに人権教育であると思いますので、

子どもたちを将来にわたるまで守っていくためにも力を入れていただきたいな

と思っています。 

         以上です。 

 

檀原委員     まず、いいニュースをお伝えしたいと思います。先月の教育委員会議のとき

にお話ししておりましたビブリオバトル・オブ・ザ・イヤー２０１８で、草津

で行われております毎日ビブリオバトルが大賞を受賞することになりました。

１０月６日から数日間ですけれども、１周年を記念するビブリオバトルが開催

されます。是非また皆様がたにも参加いただけたらと思っております。 

         引き続きまして、９月１１日の火曜日ですけれども、先ほど周防委員さんか

らもありましたけれども、草津第二小学校で行われております第２回目の赤ち

ゃん先生プロジェクトというのに参加させていただいてきました。１回目のと

きは妊娠期間から生まれてまだよちよち歩きぐらいの子どもたちの様子と、そ

れから子どもたちと赤ちゃん、またお母さんとの触れ合いがあったのですが、

２回目、２か月たってどれだけ大きくなったか。同じ赤ちゃん、同じお母さん
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が、同じ班のところに来てくれて、今回は赤ちゃんと話してみようという企画

でございました。言葉が通じなくてもうれしい言葉をかけたり、また逆に嫌な

言葉をかけることによって、子どもたちが非常にその言葉に反応しているとい

う様子を子どもたちは非常に驚きながら体験していました。来月も行われると

いうことですので、また是非参加したいなと思っております。 

         同じ１１日の日に、玉川中学校の合唱コンクールがございまして、私も参加

してまいりました。子どもたちは各クラスで最初にメッセージを述べ、そのあ

と校歌を歌い、それから自由曲という形で演奏しているのですけれども、ピア

ノ、指揮、演奏としっかり練習し、またメッセージの中にはいろいろ工夫した

ことや、また非常に乗り越えていかなければならなかったチームワークの話も

出て、非常に子どもたちが成長していく姿を見ることができました。私も、先

生とＰＴＡの合同の合唱のチームに参加いたしまして、２曲歌ってきました。

今年は先生がたも１０人以上参加され、合同で５０人ぐらいという非常に大き

なチームで歌うことができて、大変生徒たちも喜んでくれました。 

         それから、９月１３日の木曜日ですけれども、西日本豪雨で被災しました倉

敷市の真備町川辺というところに、たまたま偶然そういう機会がございまして、

１日だけですがボランティアに参加してまいりました。この地域は、近くを流

れています高梁川というところに通じる小田川というところがまず決壊しまし

てから、その川と川に囲まれた地域で２階の腰板あたりまで水没するという、

非常に大きな被害を受けた地域です。草津市でいいますと、大体二つの中学校

区ぐらいが全部２階の辺まで水に浸かったということで、大変大きな被災だっ

たのですけれども、そこに住んでいるかたがたは非常に苦労しながらも一生懸

命立ち直ろうとしている中で、今もその支援をしているという作業が続いてい

る現場を見てきました。同時に、そこに今回は外国人宣教師の人たちも１０人

ぐらい来てくれまして、外国からも非常に支援をしてくれている。まあ、その

ために来てくれたわけじゃないのですけれども、そういうところでも作業する

ことができたのですけれども、その取りまとめをしていてくれているＮＰＯの

メイクハッピーという団体のスタッフの話が非常に心に残ったので紹介します。

まず、そのときに話してくれたのは、皆さんがたはここに来てくれて作業をす

るのではなく、活動をしてほしいというふうに言ってくれました。これは何を

いうかというと、単にそこでやらなければならないことだけをこなすのではな

くて、そこに住んでいる人たちと心を通じ合わせたり、また、来ている者同士

がお互いに交流をすることによって、更にこの世の中に役立っていこうという

ことを学んでほしいし、何かをしてほしいというメッセージでした。非常に感

銘を受けて、また機会があれば参加したいなと思いました。 

         それと、９月１８日、１９日、２日間ですけれども、近江八幡にありますＮ
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Ｏ－ＭＡというアール・ブリュットの作品を展示している美術館のほうでキュ

レーションサポートのボランティアに参加してまいりました。キュレーション

というのは、美術展やいろいろなそういう展覧会を制作する側のスタッフのこ

とで、今回そういう機会をいただいて美術展のいろいろな裏側を拝見しながら

それに関わることができて、非常に勉強になりました。何らかの形で草津市の

文化振興に役立てるようにしていきたいと思っております。 

         最後ですが、御存じのように大坂なおみ選手が９月８日の全米オープンで優

勝したという、これは非常にすばらしいニュースだったのですが、御存じのか

たもおられると思うのですが、彼女は精神的にもともとはそんなに強い方では

なかったのですけれども、メンタルコーチのサーシャバインさんというかたが

彼女を非常にサポートすることによって、彼女の本当の力がどんどん出てきた

という話が伝わってきております。その中で、セキュア・ベース、これは英語

ですけれども、安全基地というような意味だそうです。彼女が、彼女だけでな

く私たちもそうですが、何かあったときに必ず戻って来られる場所があるとい

う、その安心感が彼女も私たちも本当の力を出すときに役立っていると。その

ようなことを大事にされているかただということです。例えば、彼女にどうい

う言葉をかけるというかというと、地球は丸い。草は緑だ。全てはうまくいっ

ていると。非常に当たり前のことなのだけれども、だからあなたは安心して一

生懸命自分の力を出しなさいということを、言葉かけされているようです。そ

れから、非常に大きな目標をしっかり持って、明確に自分の目標を持ち続ける

ことが、彼女の力を出しているようです。グランドスラムの全てに勝つ、また

オリンピックでも金メダルをとる、またランキングでは１位になるというよう

な目標を、彼女はそれに向かって努力をしているということで、彼女自身が本

当にその一歩を踏んだということを紹介されている記事を読みました。私たち

も、これからいろいろな形で子どもたちにも関わりますし、私たち自身もいろ

いろな意味で落ち込むことがあると思いますけれども、この大坂なおみ選手の

ようなことも非常に役立つ情報ではないかと思いました。 

         以上でございます。 

 

中西委員     私も、この９月台風も含めていろいろあったのですが、つい先日、９月２３

日にクレアホールで草津のいのち・愛・人権のつどいというのがございまして、

その大谷昭宏先生の講演を聞いてまいりました。演題としましては、「マスコ

ミと人権」という演題だったのですけれども、大谷昭宏さんというのは、今も

テレビのたくさんの局でコメンテーターとして活躍されているかたですけども、

私も顔や声はよくテレビから聞いているのですが、直接お会いするというか、

見たのは初めてで、以前は読売新聞の記者をされていて、今はフリーの立場で
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マスコミ等でも活躍されているかた、また著作集等もたくさんあるということ

でございました。その中の話で、実に今の現代のいろいろな事象の中に、差別

とかそういうのがもういっぱいあって、またこれが陰険な、あるいは表になか

なか出てこない、また思ってもいないような反勢力といいますか、そういった

ものが出てきているということに、改めて大谷先生の話を聞いていて私はびっ

くりしているのですけども、今年は世界人権宣言が出て７０周年ということの

ことでした。もう７０周年もたつのかというような気もするのですが、今も中

央省庁では障害者の雇用についても非常に問題になっております。障害者の数

の水増し、そういったことが平気で行われてきていたと。しかも中央省庁です

から、国のトップの機関がそういうことをしていたというようなことで、非常

に私どもも驚いているわけですけども、そういったことから始まりまして、視

覚障害者の交通事故について紹介されておりました。これは、視覚障害者のか

たが、視覚障害者用のタイルがありますね。あの上を歩いておられたのですが、

前に配達の車がとまっていて、それに気づかずにバックしてきた車に当たって

亡くなられたと。こういうようなことです。もちろん車をそこに停めておられ

たかたが悪いのですけれども、何かできることがなかったかと。視覚障害者の

かたが交通事故に遭うことが、何かその車のかたも予測することができないの

だろうかというようなことをおっしゃっていました。また同じように、聴覚障

害者のかた、これも今横断歩道を渡られる場合に、このごろアイドリングスト

ップの車が多いですね。そうすると、横断歩道にちょっと入っている車に当た

るというようなことがあるというようなことをおっしゃっていました。私ども

も、そんなこともあるのかというようなことがありましたし、横断歩道上に車

を停めないということは当たり前のことですけども、なかなかそれもできない

場合もあります。そういったことを一つ一つ丁寧にクリアしていくことが大事

じゃないか。また、当たり前のことがなぜできないのか。そして、身近なとこ

ろでそういった人たちの人権、そういったことを感じて取り組んでいく必要が

あるのではないかというようなことをおっしゃっていました。 

         合わせて、これも政治がらみの話ですけども、皆さんがたもテレビ等でお知

りおきいただいていると思いますが、自民党の杉田水脈という議員さんですね。

国会議員さんですけども、そのかたがＬＧＢＴの人に対して生産性がないと。

だから何のために生きているのかと。そういうことに予算を使い過ぎるのかと

いうような発言をされて問題になっていました。これをマスコミ等も取り上げ

て、これはあかんことやと言っておられたのですが、その一方で、自民党の先

輩議員とかは、その杉田議員を擁護する。そういった内容の発言、あるいは文

書で抗議をされておりました。抗議というか、擁護されていたわけです。そう

いったことが世界人権宣言７０周年を迎える今この日本の中で平気で行われて
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いるというようなことが、人権の無視というか、人権ということに対してもっ

と深く考える必要があるのではないかというようなこと。また、細部の小さな

権利が守られていく、そういったことをもっと考えていかねばならないのでは

ないかというようなことをおっしゃっていました。 

         あわせて、これも今マスコミの中では話題になりつつある話ですけども、伊

藤詩織さんというかたがＴＢＳのワシントン支局長の山口敬之さんと読むので

すかね。薬物を盛られて飲食後レイプされるというようなことがあったと報じ

られています。そういったことについても、伊藤さんを擁護するという意見よ

りも、伊藤さんに対するバッシング、そういったことが非常に多くあって、日

本は一体どういう国なのかというようなことを外国からも言われているという

ような、そういう事件が出ておりました。言論の自由というのは保証されてい

るのですけども、果たして本当に自由だから何を言ってもいいのか。また、何

か言ったらあかんこともあるのかと。いろいろやっぱり考えなければならない

というようなことが言われておりましたし、今世の中でいろいろな様々な事象

が発生した場合に、当たり前のことがなかなかできていない。できているのか

というようなことをもう一回考えていかなければならないと思いますし、また

大きな権力に流されているということがないのかというようなことをおっしゃ

っていました。大谷先生は今もマスコミの中におられて、そしてその弱者と呼

ばれるようなかたについても非常によく見ておられて、差別ということについ

ても深く認識されているなということを改めて感じておりますけども、このこ

とが学校の中でも言えますし、やっぱり子どもたちの小さな声に耳を傾けて、

子どもたちが納得できるような当たり前のことができる。そういった学校にし

ていく必要があるのではないかと、今の社会と学校と合わせて考えることがで

きたような気がしました。大谷先生、非常に優しそうな声でお話しされていた

のですが、非常に内容はきついなというようなことも思ったのですけども、そ

れだけ我々が気づかないとことをしっかり見詰めておられて、良い教えを受け

たなと思いました。 

         そういうことが一つと、また別の話になりますけども、草津市美展が今月末

搬入で、来月１０月６日から展覧会をされます。私も出品しているのですけど

も、また見ていただければと思います。 

         以上です。 

 

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―――― 
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川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項、議第４３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。 

         この議案は、人事案件でありますことから、会議を公開しないこととするべ

きであると思います。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７

項では、教育委員会の会議は公開する。ただし、人事に関する事件、その他の

事件について、教育長または委員の発議により、出席者の３分の２以上の多数

で議決したときはこれを公開しないことができるとなっておりますので、この

規定に基づきお諮りしたいと思います。 

         当議案及び議事を公開しないこととすることについて、御異議はございませ

んか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議なしと認めます。 

         よって、当議案及び議事は公開しないことといたします。 

         したがいまして、議第４３号の審議は、報告事項の終了後に行うことといた

します。 

         次に、議第４４号 草津市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則

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。 

 

幼児課長     議第４４号 草津市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則の一部

を改正する規則案につきまして、幼児課の岸本より御説明申し上げます。 

         議案書は６ページから９ページでございます。 

         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ているところでございまして、幼稚園型認定こども園へ

の移行、あるいは移行に向けた預かり保育を実施しているところでございます。

こうした中で、草津市立山田幼稚園と志津幼稚園につきましては、来年度から

こども園化させていただく予定でございますが、草津市立山田幼稚園につきま

しては、平成３１年４月から幼稚園型認定こども園への移行を行いまして、草

津市立山田こども園として開園する予定であり、園名の変更および現在実施し

ております常時利用預かり保育を終了しようとするものでございます。また、

平成３２年４月からの認定こども園化に向けて、常時預かり保育及び日単位利

用預かり保育に新たに常盤幼稚園を加えようとするものでございます。また、

志津幼稚園におきましては、平成３１年４月から幼稚園型認定こども園へ移行

し、草津市立志津こども園として開園する予定であり、日単位利用預かり保育
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に新たに加えようとするものでございます。さらに利便性の向上のために、幼

稚園型認定こども園の利用定員及び利用日数を変更しようとするものでござい

ます。 

         前段、長く御説明申し上げましたが、８ページの新旧対照表をお願いいたし

ます。具体的には、預かり保育の実施施設を定めております規則第２条第１項

第２号の草津市立山田幼稚園を草津市立常盤幼稚園に、第２条第２項第２号の

草津市立山田幼稚園を草津市立常盤幼稚園に改め、第４号に草津市立志津こど

も園、第５号に草津市立山田こども園を加えるものでございます。また、幼稚

園型こども園の利用定員を現行の１５人から２０人に変更するため、利用定員

を定めております規則第３条の幼稚園型認定こども園部分を削除し、一人当た

りの１か月の利用日数を増やすため、預かり保育上限日数を定めております第

５条第３項の１０日を１２日に改めるものでございます。 

         なお、施行期日につきましては、平成３１年４月１日でございます。 

         以上、議第４４号の説明とさせていただきます。何とぞ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。 

 

杉江委員     御説明いただきまして、平成３１年度から山田、志津、３２年度からは常盤

幼稚園がこども園への移行となるということで、先日来より説明会を開催され

ているということをお聞きいたしております。その時の状況について、その中

で主だった意見があれば聞かせていただければなと思います。それから、この

前の移行に伴いまして、ただいま出ています常時預かり保育がなくなりますが、

そこに２号認定という形になられるのか。１号認定でいくのかという、保護者

さんサイドの悩みもあろうかと思うのですけれども、そのようなことの状況も

問題として出ていたのかなと推察いたします。そこも含めてお願いしたいなと

思います。 

         もう１点ですけれども、志津幼稚園にあっては預かり保育がいわばランディ

ングがない中でのこども園化ということになると思いますので、そこもやや混

乱が予想されるようには思うのですが、これはいかがなものなのかなと思いま

す。 

         もう１点ですが、幼稚園型の認定こども園での課題を笠縫東こども園での状

況から踏まえて数値設定をされた。そして改正されたものと推察するわけです

けれども、志津幼稚園におきましては笠縫東こども園と同じ状況が生じてくる

のかなと予想されます。２０名という数、そして１０日から１２日というよう

な設定は、妥当なところなのかなと。そこに至った根拠となるものをお聞きし
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たいなと思います。 

 

幼児課長     １点目、説明会での主な意見ということでございますが、こども園化に伴い

まして預かり保育、そして給食、それと３歳児教育というような、大きく三つ

開始される事項がございます。主に、特に預かり保育と給食についての御質問

が多くございました。２点目の御質問と関連するのですけれども、特に預かり

保育につきましては、現在幼稚園で常時預かりと日単位預かりの二つを行って

おりまして、これまで幼稚園で日単位預かりをしていた保護者のかたが、こど

も園化することによりまして常時預かり、いわゆる保育認定を受けなければな

らないのかというような御質問がございました。そのような御質問がございま

した中で、合わせて要望ということで、これまで幼稚園では１０日間で１５人

の定員で幼稚園児をお預かりしていたわけですけれども、保護者のかたが週３

日、１か月働かれますと１２回になると。これまでは常時預かりで預かっても

らっていたのに、こども園化することによって１０日間ということになると、

保育認定に移らなければならなくなるということで、今回規則の改正をさせて

いただいたところでございます。また３点目は、志津のこども園に関わりまし

ての混乱ということでございました。こども園につきましては、これまでに預

かり保育、３歳児親子通園事業をこども園化の前に実施させていただくような

形で進めてきたのですけれども、志津学区につきましては非常に施設等の老朽

化が進んできたということで、先にこども園化ということになりました。子ど

もさんの数が非常に多く、保育を求められるかた、また１号認定ということで

教育認定のかたも非常に多くございます。最後に、笠縫東との話が出たのです

けれども、笠縫東の定員につきましては、もともと今３歳児、４歳児、５歳児

とそれぞれ４０、５０、５０というような定員を今設けさせていただいており

ます。笠縫東につきましては、モデル園として開園させていただいたのですけ

れども、実際のところ４歳児、５歳児につきましても非常にたくさんのお申し

込みがございまして、４歳、５歳についてはもともと幼稚園で保障させていた

だいた部分がございますので、そちらについては弾力運用の中で現在も運営し

ているというような状況でございます。そうした中で、志津につきましては、

定員をいわゆる３歳児、４歳児、５歳児ということで、それぞれ５０、６０、

７０というようなことで定員を設けさせていただきました。また、預かり保育

の割合につきましても、笠縫東につきましては３歳児、４歳児、５歳児とも１

０人ずつ３０人ということで設定させていただいたのですけれども、志津につ

いては教育認定の方が多いということで、３歳、４歳、５歳をそれぞれ５、７、

１０ということで定員を設けさせていただいたところでございます。また説明

会におきましても、そのことを非常に御心配いただいていることもございまし
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て、保護者のかたがたにはまずお入りいただいている４歳児、５歳児について

は、行政としても何とか保障していきたいと。その上で３歳児については、も

ともと１０園幼稚園ございましたのですが、そのうち来春で５園と、まだ半分

ということで、３歳児については抽選になることを御理解いただきたいという

ような御説明をしたところでございます。 

 

川那邊教育長   質問はほかにございませんか。よろしいですか。 

         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   異議もないようですので、議第４４号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第４５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、松浦でございます。議第４５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

御説明申し上げます。 

         議案書は１０ページからでございますが、恐れ入りますけれども１３ページ

の表を御覧いただきたいと思います。９月４日に西日本を縦断いたしました台

風２１号につきましては、２５年ぶりに非常に強い勢力を保ったまま上陸した

ことによりまして、各地で高潮や記録的な暴風による大きな被害が出ましたこ

とは、記憶に新しいところでございます。本市におきましては、特に暴風によ

る被害が大きく、新聞報道等でも御覧いただいたところではございますが、北

山田では多くのビニールハウスが全壊、または半壊するなどの被災をしたこと

をはじめまして、市内の多くの箇所で建物の屋根が飛ばされたり、木が倒れた

りする被害が相次いだところでございます。学校施設におきましても例外では

なく、当日は全ての小中学校において臨時休業を事前に決めており、子どもた

ちへの被害はございませんでしたけれども、玉川小学校の体育館の屋根が一部

飛んでしまったほか、多くの施設、そして多くの木が倒れたり、校舎の窓ガラ

スが割れてしまったり、大きな爪跡が残ったところでございます。今回の補正

予算でございますけれども、甚大な被害状況を勘案いたしまして、市の姿勢と

して緊急対応経費について補正予算を編成することとなりましたことから、教

育委員会といたしましても既決予算で対応できない経費、また、職員作業等で

対応できないものにつきましては、補正予算として計上させていただくところ
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でございます。 

         以上、まことに簡単ではございますけれど、教育総務課の所管分についての

御説明とさせていただきます。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、スポーツ保健課の河合から社会体育施設管理運営費について説 

明を申し上げます。 

         理由は、先ほど教育総務課長が説明したとおりでございまして、社会体育施

設につきましてはこのたび現計予算８,５３０万３,０００円に対しまして補正

予算額１９８万８,０００円をお願いするもので、この財源内訳はそれぞれ一

般会計からの拠出であります。内容につきましては、去る台風２１号の被害と

して、ふれあい運動場および常盤東健康広場のフェンスの倒壊または破損し、

中でも修理・修繕の必要な経費でございます。 

         以上、まことに簡単ではございますが、社会体育施設管理運営費に係る補正

予算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、御質問はございますか。よろし

いでしょうか。 

         意見もないようですので、議第４５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４６号 平成２９年度における教育に関する事務および執行状況

の点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出し、ならびに公表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。 

 

教育総務課長   教育総務課、松浦でございます。議第４６号 平成２９年度における教育に

関する事務および執行状況の点検および評価を行い、その結果に関する報告書

を作成し、これを議会に提出し、ならびに公表するにつき議決を求めることに

つきまして、教育総務課の松浦より御説明申し上げます。 

         恐れ入りますけれども、別冊となっております報告書２ページをお開きいた

だきたいと思います。教育委員会事務の点検および評価の報告書につきまして

は、草津市教育振興基本計画第２期計画の施策の基本方向として位置付けまし

た９の目標と４０の施策を対象といたしまして、本年の５月から教育委員会事

務局の内部評価を行いまして取りまとめました報告書につきまして、先般の７

月定例教育委員会におきまして、協議案件としてお諮りをしたところでござい

ます。その後、８月８日と８月２２日の２日間にわたりまして、外部評価委員
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会を開催いたしまして、外部評価委員から点検・評価報告書の全ての評価シー

トにつきまして、御意見や御提案をいただいたところでございます。いただき

ました御意見等につきましては、報告書の１３ページ以降になりますが、それ

ぞれの評価シートごとに外部評価委員の意見として記載させていただいており

ます。二つのページで一つのシートとなってございまして、見開きで申します

と下段の表の一番右側、外部評価委員の意見となっているところでございます。

こちら、今回外部評価委員からいただきました意見の概要につきまして、各シ

ートの中でそれぞれの事業ごとに記載いたしております。今後は、外部評価委

員の皆様からいただきましたこれらの意見を踏まえまして、それぞれの担当所

属において各施策の推進、あるいは改善、また来年度当初予算の計上に関する

御意見という形で参考にしてまいりたいなと考えております。なお、今後の予

定でございますけれども、本日議決をいただきましたらば、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の規定に基づきまして、議会に提出いたしますととも

に、市のホームページにより市民の皆様に公表してまいりたいと考えておりま

す。 

         以上、まことに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。

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。いい

ですか。 

 

杉江委員     今回、外部評価委員さんのほうからの御意見を見せていただいたということ

で、コメントを読ませていただきまして、次への取組につながっていくという

方向性ですとか、また継続していくことの大切さ、またあるいはその困難さ、

さらには教育委員会との連携とかサポートといった視点を評価いただいている

ことを感じました。数値的には１００％というような達成目標が多いなと私は

感じたのですけれども、数値の裏に隠れている課題とか問題とかについて、評

価シートの中には示してはいただいてはおりますけれども、また両側面から今

後に生かしていただけるとありがたいなと思いました。 

 

檀原委員     今、杉江委員さんからもおっしゃっていただきましたけども、外部評価には

どっちかといえば本当に現場のことをよく知っておられる意見が書かれている

なと思いましたし、励ましの言葉や、また、いろいろな意味で力になる声を寄

せていただいているなと思いました。特にその中でも、道徳教育の推進、１６

ページにも書かれているところに関しましては、本年度小学校で道徳が正規の

教科になりましたし、来年度から中学校でも正規の授業になるということがあ
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りまして、現場の先生がたの中には自分の持っている、特に中学校の先生はそ

れぞれの専門教科以外の授業をするという意味で混乱があったり、また心配さ

れる面もあると思いますので、ここにも書かれておりますが、教育委員会のサ

ポートを大切にしてほしいという要望を書いていただいていますように、是非

良い形で実行されますようにいろいろな意味で力を出していただければと思っ

ております。 

 

川那邊教育長   ほかございませんか。 

         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４６号は原案どおり可決いたします。 

         それでは、先ほど非公開といたしました議第４３号を議題とする前に、何か

報告事項はございますか。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の相井でございます。生涯学習課からお手元にお配りしておりま

す四つのチラシパンフレットの御案内をさせていただきます。開催日時、開催

日で順に御案内をさせていただきます。 

         まず、紫と緑の色のチラシを御覧ください。第５７回草津市文化祭を９月２

９日土曜日、３０日日曜日、両日とも９時半から１０時までの間で草津クレア

ホールを使って開催いたします。草津市文化協会、指定管理者の共催事業でご

ざいます。当日は俳句の展示、呈茶会、芸能発表などが行われます。 

         次に、白地のチラシ、平成３０年度第３回学びの地域支援講座「地域で考え

る防災対策～災害に強いまちづくり～」を１０月４日、木曜日、１時半からで

すけれども、草津アミカホールを使って開催いたします。当日はいつ発生する

か分からない災害について立命館大学歴史都市防災研究所の金准教授を招き、

講義、ワークショップを行います。 

         続きまして、先ほど中西委員からも御紹介いただきました赤のチラシでござ

います。第５６回草津市美術展覧会は１０月６日の土曜日から１４日までの９

日間の会期で開催いたします。オープニングは１０月６日の土曜日、１０時か

ら庁舎１階のロビーでオープニングコンサートを行います。また、最終日の１

４日、日曜日でございますが、１４時半から作品紹介を開催いたします。 

         最後に、白地のパンフレットを御覧ください。アートフェスタくさつ２０１

８でございます。１０月２０日、土曜日、１１時から２１時まで、市役所アク

アプラザ、草津アミカホール、込田公園、草津川跡地で開催いたします。今年
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は滋賀県が県内巡回で実施されております「美の糸口アートにどぼん２０１

８」と同時開催をすることになりました。こちらの会場は草津幼稚園、円融寺

さん、傳久寺さん、真願寺さん、草津宿本陣、草津宿街道交流館を会場に１０

時から１６時までで開催されます。なお、アートフェスタとして実施する体験

ひろばやクリエイターズマーケットも同じく１０時から１６時までですが、パ

ンフレットに挟み込んでおります星降る映画館についてのみ、草津川跡地で１

８時から２０時４０分までの開催となります。 

         以上、生涯学習課の行事案内でございました。 

 

川那邊教育長   ほか、よろしいでしょうか。 

         それでは、次に、議第４３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。 

         傍聴されているかたにおかれましては、恐れ入りますが御退場をお願いいた

します。 

 

 ―――――――――――― 非公開 ―――――――――――――― 

 

川那邊教育長   以上をもちまして、９月定例会を終わらせていただきます。 

         次回の定例会は、１０月２４日水曜日、午後１時３０分から開催する予定で

すのでよろしくお願いいたします。 

 

閉会   午後 ４時 ００分 


