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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１月定例会を開会いたします。 

         まず、新たな教育委員として稲垣明美さんをお迎えすることになりましたの

で、自己紹介をお願いいたします。 

 

稲垣委員     失礼いたします。１２月２５日に市長様より辞令をいただきまして、教育委

員として任命いただいたこと光栄に思っております。 

         これまでの経歴ですけれども、３８年間小学校の教諭として勤めてまいりま

して、２年間のブランクがございますので、教育現場から離れて随分頭が固く

なってるし、古くなっているなと思いながら、先日も事務局の各課長の方から

御指導いただきまして、整理しながらまた皆さまのお役に立てるようにと思っ

ております。まだ勉強不足でなかなかお役に立てることが無いかなと思ってお

りますけれども、どうぞ御指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ありがとうございます。 

         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、１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、「１２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。また、委員交代が

ありましたことから、前委員には事前に御確認をいただいておりますが、御異

議ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 
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川那邊教育長   異議がないようですので、１２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。 

         新年になって初めての教育委員会定例会です。今回は、過日、任期満了とな

られた杉江教育委員に代わり、１２月２５日付けで就任いただきました稲垣明

美委員を迎えての初めての委員会です。 

稲垣委員におかれましては、長年、小学校教員として力を発揮され、また、

小学校長として卓越した学校経営を進めてこられました。今年も、委員の皆さ

んとともに「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさつ」の実現

に取り組みたいと思います。よろしくお願いします。 

さて、例年、行っていた仕事納めと仕事始めの訓示ですが、今回は、働き方

改革の一環として仕事納めの訓示を廃止しました。また、仕事始めの訓示も、

事務局幹部職員と校長のみに行いました。 

主な内容は、「「人生１００年時代」「超スマート社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ 

５．０」といわれる時代の中で、人生１００年時代における生涯学習、また、

これまでの狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く第５番目の新しい

社会としての「超スマート社会」の到来を見据えた教育など、新しい課題とし

てしっかりと取り組む必要があること。そして、私たち教育行政を担う者には、

このような社会を展望し、人々が豊かに生き抜くための施策や支援が求められ

ること。そして、そのためには、柔軟な発想と意識改革が必要であること」を

述べました。「「Ｌｏｏｋ Ｆｏｒｗａｒｄ（将来に目を向ける）」を合言葉

に、情報収集、構想や計画、そして、ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータなどの知見

や技術を駆使したアクションを、全国に先駆けて進めていってほしい」と期待

も示しました。 

今年も、改革志向で挑戦し続ける教育委員会事務局職員であってほしいと思

いますし、引き続き、滋賀県教育をリードし、更には、全国に誇れる実践に向

けて、一丸となって取り組みたいと思います。 

次に１月１４日、草津クレアホールで「草津市成人の日記念式典 ２０歳の

つどい」が開催されました。委員の皆さまには、御出席いただきありがとうご

ざいました。 

本年、草津市では１５６２人（男性８４０人、女性７２２人）が成人し、式

典には９８２名が参加しました。参加率は６２．８％でした。また、草津市の
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成人式は実行委員３４名の皆さんには、９月から５回にわたって準備等に取り

かかっていただきました。成人を祝うに相応しい企画・運営、そして当日の厳

粛な祝典の様子を見て、草津の若者への期待を感じました。 

次に、小学５年と中学２年生全員を対象に行われた新体力テストにおいて、

草津の児童生徒の結果が向上し続けていることです。小学校男子、中学校では

男女ともに全国平均を大きく上回りました。数年前、特に、小学校で男女とも

に全国、県平均を下回り、体力向上は大きな課題でしたが、今回は、男子が全

国平均を超したのとともに女子も県平均を超すようになってきました。 

このような好結果が続いているのには、４年前に立ち上げた立命館大学スポ

ーツ健康科学部との体力向上のプロジェクトチームの力が大きいと思います。

大学と市内体育主任会との連携・協力による体育科の授業改善、日常の体力づ

くりなど、創意ある取組の成果の表れです。これまでの関係の皆さんの意欲的

な姿勢を有難く思っています。 

次に、Ｐｅｐｐｅｒを使った「草津市プログラミングコンテスト」の優秀校

から２校が、ソフトバンク社のビデオ審査を経て、全国大会への出場が決定し

たことです。２校は南笠東小学校と老上中学校の２チームで、２月１０日、東

京でＰｅｐｐｅｒを使ったプレゼンを行います。 

委員の皆さまにも御覧いただいた１２月の市のコンテストでは、子どもたち

のプログラミングの知識・技能はもちろん、豊かな発想や粘り強い姿勢なども

感じました。子どもの生き生きとした様子を見て、草津で学んだ子どもたちが、

これからの社会を切り拓いていくであろうと思うと嬉しくなりました。 

次に、歴史文化や文化振興と関わって、いくつかの答申等をいただきまし    

たので、報告します。  

一つは、１月１０日に「草津市歴史文化基本構想」を策定委員会の委員長、

金田章裕先生から、二つ目は、同じく１月１０日、「史跡芦浦観音寺跡保存活

用計画」を文化財保護審議会の五十川伸矢先生から、そして、三つめは、１月

２２日に「文化振興に関する意見書」を文化振興審議会会長中川幾郎先生から

いただきました。 

答申等の内容を踏まえ、歴史・文化行政の推進充実に着実に取り組んでいき

たいと考えています。 

最後に、嬉しいお知らせです。 

一つは、全国ＩＣＴ教育首長協議会が募集した「２０１９日本ＩＣＴ教育ア

ワード」で、草津市が文部科学大臣賞を受賞しました。これは、総務大臣賞と

並ぶ最高賞で、本市のＩＣＴ教育の推進や環境整備が認められたものと、大変

うれしく思っています。表彰式は１月１７日に東京国際交流館で行われ、その

時、私から「ＩＣＴ活用で「元気な学校」をつくる草津市の戦略９」とのタイ
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トルで、これまでの取組をプレゼン発表しました。 

二つ目は、市立少年センターが厚生労働大臣感謝状をいただいたことです。

市内中学校を中心に、青少年に向けた薬物乱用防止教室の開催、駅前での啓発

活動などが評価されました。 

三つ目は、第４８回京都新聞お話を絵にするコンクールで、草津市からは老

上幼稚園と草津第二小学校が「学校賞」をいただきました。草津市からは、ほ

ぼ毎年、どこかの学校が学校賞を受賞しています。「図工の草津」として質の

高い実践が継続されていることを嬉しく思います。 

このような大きな賞を励みに、今後も、草津市教育の推進・充実に努めたい

と思います。 

以上で私からの報告は終わります。 

 

周防委員     １２月２６日に三つ行事がありましたけれども、とても刺激を受けた１日に

なりました。 

         まず、香里ヌヴェール学院の学院長の石川一郎先生の話は、大変面白くとて

も勉強になりました。教育改革について、なぜ今必要なのか、どういう力が必

要かわかりやすく説明していただき、改めて自分が受けてきたような教育では、

これからの社会では通用しないということを痛感しました。自分で考える力を

付けさせるために、家庭でどのような関わりをしていけばいいのか親としても

悩んでいますが、親も考えていかなければならないと思っております。 

また、プログラミングコンテストの表彰式と、ポンティアック市への中学生

派遣事業の事後報告会にも参加させていただき、児童生徒の生き生きと発表し

ている姿を見て、好きなことや得意なことを一生懸命取り組むということは、

本当に大きな力が付くのだろうなと思いました。大勢の前で発表する場があっ

たということも良かったと思います。プログラミングの方は全国大会も是非頑

張っていただきたいと思います。 

成人式ですけれども、今回は成人式の実行委員の中に同級生のお子さんの名

前もあり、いつも以上に感慨深いものになりました。とても良い式だったと思

います。 

それから、１月１７日に玉川小学校の方に昨年から交流がはじまった台湾の

崇文小学校から、５、６年生の子どもたちと保護者、先生など２５人くらいが

来校されました。ＰＴＡとしてお手伝いで行っていたのですが、琴や尺八の邦

楽体験や、ＪＴＥの先生による英語の授業を一緒に受けたり、給食を食べたり、

昼休みはドッジボールなど、子どもたちが考えた交流をしていました。台湾の

昼休みはお昼寝をするそうで、日本の昼休みに遊ぶということをとても楽しみ

にしているということを言われていました。御縁があってはじまった交流なの
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で、今後も続いていくことを願っています。 

また玉川小学校のことなんですけれども、ＰＴＡの主催で木村泰子先生の講

演会を行いまして、地域のかたにもたくさんお越しいただきました。木村泰子

先生は、「みんなの学校」というドキュメンタリー映画の舞台になった大阪の

大空小学校の初代校長で、何回かこの場でもお名前を言わせていただいている

んですが、今回の講演も深く心に響く内容でした。御紹介したいことはたくさ

んありすぎてとても伝えきれないのですが、木村先生から地域や保護者への呼

びかけで、課題がある子どもでもみんな地域の宝、この宝を誰一人見逃さずみ

んなで育てよう。他人ごとにするか自分ごとにするかで地域は変わるというよ

うな言葉がありました。先日、仙台市でお母さんと小学２年生のお子さんがい

じめを苦に無理心中されたというとても痛ましいニュースを聞いて、報道で伝

えられたことしかわかりませんが、担任や校長など一部の先生だけではなく、

他のクラスや他の学年の先生とか、周りの保護者や地域のかたなど、誰かが子

どもたちに寄り添っていたら、トラブルがいじめでなくて学びに変わっていた

のかもしれないと思えて、とても残念でなりません。また、報道では学校がマ

ニュアル通りに対応していると言っていたというようなこともあったのですが、

マニュアル通りというのが子どもたちに深く向き合っていないように思えてし

まいました。このニュースを遠い他県の他人ごとと思わず、自分のこととして 

        私たちは考える必要があるかなと思いました。新年早々暗い感じなのですが、    

これで以上です。 

 

檀原委員     稲垣委員さんを迎えまして、本当に良かったと思っています。私も振り返り

ますと教育委員になって２年少し経ちまして、自分が委員になった時のことを

思い出しながら、今年はどういうことを考えるべきかなと考えていました。最

初に委員にならせてもらった時に、大事なことがいくつかあるなと思っていま

して、一つ目は、「命を大切にするということを教える」ということで、特に

子どもには、親になるということをしっかりと意識しながら育っていってほし

いということを考えていました。それと、私が小学生のときに教えてもらって

いた先生が非常に熱心な教育者でありまして、「個を生かす小集団」というテ

ーマで色々と研究授業もされていたので、そういうことも伝えていけたらなと

思っていました。 

         それから、大人も子どもも一人ひとりが自己肯定できる、あるいは自己実現

できる取組が、社会や草津市にできることが大事だなと思っておりました。先

日おいでになって交流もさせていただいた、戸田市の方では「プロジェクトベ

ースドラーニング」というものをやっており、これは戸田市だけの取組ではな

いですが、「アクティブラーニング」の中でも、何かを特にテーマにしてそれ
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に取り組んで解決まで持っていくということを生徒同士の中で力を出していこ

うという学びだそうです。こういうことは特に大事だと思うし、これをしてい

くという中で私も当初考えていたことが生かせると思っていまして、是非本市

で取り組んでいる「アクティブラーニング」の中に入れていけるといいなと思

っているところです。 

         それと、「親を学ぶ、親を伝える」という命の教育につきましては、先日草

津第二小学校で「赤ちゃん先生」がありました。５回シリーズの５回目に行か

せてもらったのですが、その時のテーマが「みんなの未来」で、このテーマで

１時間の授業をされました。約６か月間、赤ちゃんと小学２年生の子どもたち

がふれあいを通しながら学んでいった中に、やはり自分が育ってきたことをイ

メージするだけではなくて、これから自分がどういう風になっていくかという

ことを赤ちゃんの成長を見ながら考えるということになって、非常に素晴らし

い授業だなと思いました。これを小学２年生だけではなくて、色んな所でこう

いう授業が展開されると良いなと思っています。 

         それから、自己実現というテーマの中では、先日からいくつかの研修会やセ

ミナーに入らせてもらった中で、色んな意味で生きづらさを抱えているかたが

たのセミナーがありまして、これからは先ほど教育長がおっしゃったように

「超スマート社会」という、一方でＡＩが進んでいく中で、色々便利にもなる

けれども、人間らしさとか、取り残されていく人たちが出てきそうな予感を感

じます。一人ひとりが大事にされる、また、日本という非常に文化の異なると

ころに外国から来られるかたもおられる、多様性のある社会の中で一人ひとり

が輝いているということができるようなことを大切にしていきたいなと考えて

いました。 

         そして、私も何かしたいと思っておりまして、６月、日本では夏至といって

も梅雨真っ只中ですけれども、ヨーロッパの方では音楽の祭日にしたり、夏至

祭というイベントもされるので、その日に是非、私も多様性をテーマにした音

楽祭をしたいというふうに今年の正月に決めまして、実現させたいと思ってお

ります。題名は「シャイニングアウトサイダーズ～爆発～」というテーマでや

ろうと思っていますので、楽しみにしていただければなと思っています。 

         最後に、年末に草津市の榊差遺跡から仏像の光背と思われる鋳型が発見され

て、非常にみんなから脚光を浴びるということがありまして、草津市の中にも

色んな時代の色んな人の営みがあったんだなということを再確認することがで

きました。特に、発掘され、研究されている非常に素晴らしい成果だと思いま

すし、それを保存することも大事ですが、是非これを活用する方法もみんなと

共に上手く盛り上げていければ良いなと思います。単にこれは観光的な要素と

いうようなことよりは、むしろ一人ひとりの市民の心の中に自分たちの誇りと
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してこの地域の中に素晴らしい人の営みがあったということを思い起こされる

ようなことが再認識されるようなことに繋げていけたら良いなと思った次第で

す。 

 

中西委員     去年の暮れにポンティアック市の中学生派遣事業の報告会がありましたが、

その時中学生が非常に流暢な英語を使って発表されていて、私どもから考える

とすごい英語力だなと感じました。あれだけ英語力があるということは、非常

に驚きましたし、英語を当たり前に話せるというような社会、あるいは英語そ

のものについて前向きに取り組んでいける姿勢、そういうことがしっかりと身

についているんだなということを、様子を見ていて特に感じました。そして、

英語が良くできるようになってくると、他の教科、生活の中のことも深く理解

できるきっかけとなっていくのではないかなと思いますし、英語に限ったこと

ではないとは思いますが、英語を学ぶことで色んな世界が生徒達の中に広がっ

ていったのではないかと思います。 

         それから、１月１４日に成人式に参加させていただきました。初めて参加さ

せていただいたのですが、若い人は良いなと思うとともに、非常に丁寧で円滑

な式の運営だったと思いました。実行委員の皆さまがたが非常に努力されたん

だと思いますが、今の世の中のことを考えてみますと、二十歳の彼ら彼女たち

がこれから社会の中で生きていくのに本当に不透明な要素が多いなと思いまし

て、どういうような社会になっていけば良いのか、彼らが自分が必要とされる

社会にしていかなければならないと思うのと、彼らにとっても自分自身で何が

できるのかというところを見つけ出す必要があるのかなと思いました。そして

社会の中で、何らかの形で自分を表現する力を持ってもらうことが大切だとい

うことが、この成人式の中で感じたことです。自分で自分を表現できる場を持

ち、また自分で自分を高めていける、そういう風になってほしいなと思いまし

た。 

         それから、年が明けますと書き初めということがたくさん出てまいります。

老上西小学校でも書き初め大会ということをされていたようですし、私は滋賀

県書道協会の役員もさせていただいているんですが、今年県内から１万６千点

の書き初めの作品が集まりまして、先週の日曜日に審査をしてまいりました。

大体５千点くらいに絞るので、ですので３人に１人くらいが展示されることに

なるのですが、５千点といいますと、大津の歴史博物館に展示できる壁面、上

から下まで全て書き初めの作品と、一度見に行っていただくとすごいなと言っ

ていただけるかと思いますが、１点３００円の出品料を頂いて、できるだけた

くさん展示しようということで審査していましたが、滋賀県の子どもたちの書

というのは本当に色んな書が出てきます。小さい小さい字を書く子もいれば、
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紙からはみだすほど大きな字を書く子もいます。我々もそういった多様な表現

を認め、色んな書があることを楽しむとともに、色んな書があるということを

子どもたちにも見せてあげたいと思ったところです。 

１月１４日には書き初め大会ということで、県立武道館で県内から２００名

の子どもが集まりまして、一斉に３０分ほど書くという行事でございました。

子どもたちが３０分間集中して書いたら、すごい作品ができてくるんですね。

大人にはとてもまねできないような、子どもらしい、子どもの表現の力といい

ますか、そういったものを上手く発揮していただいたと思います。小学校１年

生の子どもさんから高校生の生徒さんまでの書き初め大会だったんですが、そ

れぞれ発達段階に応じて表現活動が良くできてるなと思いました。 

もう一つ、小学校の先生なら御存じかと思いますが、京都新聞の書き初め展

というものがございます。これは、出品料が必要ないということもあり、県内

から３万５千点ほど集まります。県内に子どもさんが何人いるかは存じません

が、小学生から高校生までで３万５千点の作品が集められるというのはすごい

ことで、今度の日曜日に私どもが審査するのですが、１日中紙をめくって審査

をいたします。これもなかなかユニークな楽しい作品が集まってまいります。

２月の中旬くらいに京都新聞の紙面で作品の発表がありますので是非見ていた

だきたいですし、クレアホールで２月の末だったと思うのですが展示するそう

ですので、御覧いただければと思います。 

子どもたちの発表の場として、書道を通じたものについてたくさん紹介しま

して、自己表現というものがベースになっているかと思いますが、そういった

場で子どもたちが生き生きと表現できるのは喜ばしいことですし、今後も手伝

っていきたいと思いました。 

 

稲垣委員     まず、研修会に参加した感想を述べさせていただきます。 

         私は、２５日に辞令をいただきまして、その翌日に早速三つの研修会があり

まして、そこから初めて教育委員として参加させていただきました。 

一つ目の研修会では、「これからの教育」ということで石川一郎先生の話を

伺いました。大変興味がある内容で、私もこれからの教育に必要なことは何な

のかと考えましたが、石川先生は創造的思考が大事だとおっしゃって、なるほ

どと思うとともに凄く共感を持ちました。「６Ｗ２Ｈ」、昔は「５Ｗ２Ｈ」だ

ったんですが、いつ、どこで、だれが、ということを意識させ表現スキルを学

ばせなさい、つまりしっかりと子どもたちに書かせる学習をしなさいというこ

ともおっしゃっていました。これから、センター試験も無くなり、表現する力

というものが問われる時代になっていきます。それは、色々な体験、経験をし

たときに、必ずそのまとめを自分の言葉で書く力なのかなと感じさせていただ
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きました。表現する力を指導するためには、先生が余裕をもつことが必要だと

感じました。また、授業は、先生が面白いと思えば、面白い指導になるはずだ

し、先生が共感しないものに、子どもたちが共感するというのは期待できない

とおっしゃっていました。興味関心、好奇心をそそるような授業展開がこれか

らは必要なのかなと思いました。 

石川先生のまとめの中に、これから必要となる力として、「正解のない問い

に最適解を見つける力」、「日本にいても世界とつながる力」、「ＡＩを活用

していく力」というものがありました。世界とつながる力というのは、協議会

で檀原委員が話されてましたが、他の国の言語が話せなくても訳せる機械があ

るということで、外国語を話せなかったとしても、つながれる力が大事だとい

うことです。また、ＡＩについてはまさしく草津市が臨んでいることかと思い

ます。大変素晴らしい講演でしたが、６０分の講演では時間が足りないとおっ

しゃっていたので、是非草津市でも、先生がた向けに９０分の講演をどこかで

設定していただけるとより多くのことを学んでいただけるなと思いました。 

二つ目はプログラミングコンテストについてで、Ｐｅｐｐｅｒを使ったプロ

グラミングの発表に参加させていただきました。１４小学校と１中学校の取組

の中の優秀賞受賞校のみの発表でしたが、まさに今のＩＣＴ教育の先端を見せ

ていただけたなと思っております。隣の市で教えていたときは、タブレットは

もとより、コンピュータすらままならない状況での指導でしたが、草津市は本

当に進んでいるということを目の当たりにさせていただきました。 

日々の学校での取組、全校への発信といった見えない部分での努力の積み重

ねの結果が、あの発表だったのではないかなと、発表の成果は氷山の一角であ

って、その底辺には色んな取組、抹消されてしまった取組もあったでしょうし、

一生懸命やったけど発表には至らなかったものもあるんだろうなと思いました。

プログラミング教育、そしてプレゼンの素晴らしさだけでなくて、発表のマナ

ーであるとか、あの場には大人が多かったと思うのですが、大人への発信であ

るとか、緊張と興奮など、子どもたちにとっても様々な学びを得られた場では

なかったかなと思いました。今後も、素晴らしいことに目を向けることも大事

だけれども、その下にある底力のようなものにも焦点を当てていただくのもい

いかなと思いました。 

最後に、海外研修会の事後報告会がありました。主体的な学びの発信という

ことで、「“Ｌｅａｒｎｉｎｇ ａｓ Ｏｎｅ”（ラーニングアズワン）「互

いに学ぼう・共に学ぼう」」というテーマで臨まれたと聞いております。中学

生一人ひとりが異文化の理解、それから外国語への関心を深めて、現地での友

情も深めた、それらの体験をテーマにして生徒達が発表していたように思いま

す。堂々とした発表態度、英語によるスピーチ、その後ろには先生がたの多く
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の支援があったことかと思います。おそらく代表に選ばれる前には、色んな選

抜もあっただろうし、希望だけでは参加することはできなかっただろうと思い

ます。発表の場に出た生徒だけではなく、その舞台裏にも焦点が当たると良い

なと思いました。実は私も３０年ほど前にミシガン州のバーミングハムへそう

いう形で訪問に行っております。それは中学生と一緒にではなかったんですけ

れども、その時の初めて英語で交流するという経験はものすごく印象深いもの

となりましたし、１４才、１５才の子どもたちにとっても本当にセンセーショ

ナルな場であっただろうなと、自分の経験を追憶しながら思っておりました。 

学校でも全校生徒の前で報告などもされていると思うのですが、体験が体験

で終わらないよう、海外研修会に行けなかった生徒達にも何か伝わるようなも

のなら良いなと思ったところです。大変素晴らしい発表で感動させていただく

場面が多々ございました。 

それから、成人式についてです。 

委員の皆さんがおっしゃっていたように、成人式では本当に粛々と新成人の

皆さんがお話しを聞かれて、しっかりと前を向いてやっておられる姿に感動さ

せていただきました。まず一番に感動したのは、来賓の部屋に男性がお茶を運

んでくださって、女性がお茶を運ぶという定説にとらわれず、誰もができるこ

とをやるという姿勢に感動を受け、その原点が草津市の教育にもあるのかなと

も思いました。海外派遣の中学生は女性の方が多く、成人式の発表では男性の

方が多かったですが、そういった誰でもやるという力は素晴らしいなと思いま

した。主体的で対話的で深い学びというものが述べられていますけれども、そ

んなところを目指して今年はまだまだ新米ですので、見聞きすることに重点を

置いて取り組ませていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

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１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。 

         事務局の説明を求めます。 

 

教育部副部長      教育委員会事務局の堀田でございます。 

（総括）   議第１号 臨時代理の承認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４ページでございますが、まずは３ページをお開きい



 

11 

 

ただきたいと思います。 

         このたび、教育委員会に所属する職員の兼務発令を行うにあたりまして、委

員会の会議を招集する時間的な暇がございませんでしたことから、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。学校政策推進課につきまして

は、正規の行政職員１名が事務を主に担当しておりましたが、その職員が今年

の１月７日から産前休暇を取得しましたことから、関連する業務の多い教育総

務課総務係に所属している事務職員の岩瀬雅美に平成３１年１月７日付で学校

政策推進課との兼務とする人事異動にあたり令を発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１号は原案どおり可決いたします。 

 

        ――――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。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の河合が御説明をさせていただきます。 

         インフルエンザの流行による幼・小・中学校（園）の臨時休業の状況につい

てでございます。お手元の資料を御覧ください。インフルエンザの流行による

各種施設の臨時休業の状況でございます。平成３１年１月２３日現在のもので、

上段の方が閉鎖された学級数、下段の方がインフルエンザの罹患者数となって

おります。右手の方が平成３０年度でございまして、１月の欄を御覧いただき

ますと、閉鎖された学級数が３５学級、内訳は幼稚園２、小学校２６、中学校

７というものになっております。平成２９年度の同月と比較をいたしますと、

平成３０年度の１月はまだ１週間残っているのですが、昨年度の１月実績の８

５に比べると、半数以下という状況ではございます。同じようにその下の表で

ございますが、インフルエンザの罹患者数でございます。平成３０年度１月を

見ていただくと総数５９３人、内訳は、幼稚園３０、小学校４００、中学校１
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６３ということになっております。これも平成２９年度の同月と比較いたしま

すと、９４２人に対して５９３人ですので、約６０％とそこまで多くなってい

るわけではございません。これを視覚的に表したのが、下のグラフになります。 

県内の情報といたしましては、平成３１年１月１０日にインフルエンザの注

意報が発令されまして、その１週間後の１７日に警報に切り替わったところで

ございます。終期はまだ未定でございます。特徴といたしましては、昨年はＡ

Ｂ混在が多かったのですが、今年はほぼＡ型ばかりということで、Ｂ型は報告

で１件のみとなっております。特徴といたしまして週明けの月曜日に臨時休業

の報告が多いというふうに聞いております。全国的なニュースといたしまして

は、前橋であったり、淡路島の方で老人ホームのかたがお亡くなりになったり、

長野の方ではインフルエンザ脳炎で小学生４年生の子どもが亡くなられたり、

また、目黒駅では転落された女性がインフルエンザにかかっていたりと、イン

フルエンザのニュースが毎日報道がされておりますが、本市におきましては数

字上ではございますが、昨年度と比べましてそこまで大きな流行にはまだなっ

ておりません。ただ、引き続き学校には予防ということで、手洗いうがいの推

奨でありましたり、予防接種の推進、適度な湿度の確保、十分な休養睡眠を推

奨いたしまして、これ以上広がらないような対策、喚起をしていきたいと考え

ているところでございます。 

         以上、簡単ではございますが、インフルエンザ流行にかかります説明とさせ

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。 

 

檀原委員     教職員のかたの罹患に関する情報はありますか。 

 

スポーツ保健課長   申し訳ございません。データとしては把握しているかと思いますが、手元に

はございません。 

 

檀原委員     教職員のかたや子どもさんで、重篤なかたはおられますか。もしおられるな

ら教えてください。 

 

スポーツ保健課長   重篤なものは現在まで聞いておりません。 

 

檀原委員     ありがとうございます。 
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川那邊教育長   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。 

         それでは、これをもちまして、１月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は２月１４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   午後 ２時４５分 


