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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２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、２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、「１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、１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   次に、日程第３、「教育長報告」に移ります。 

         まずは、英語検定事業についてです。本市では、平成２２年度から中学校の

全学年で英語検定をスタートさせ、平成２８年度からはＧＴＥＣという英語検

定に切り替えています。ＧＴＥＣでは、読む、聞く、書く、話すの４技能をス

コアで測定することができ、総合スコアはこれまでの英検の取得級への換算も

できます。来る４月に実施予定の全国学力・学習状況調査では、英語の４技能

のテストも行われる予定ですし、平成３２年度からの大学入試でも４技能測定

が導入され、こういった流れに対応するものでもあります。今年度の結果は、

中学３年生で英検３級以上相当の英語力を有する生徒の割合は５３.３％でし

た。また、その中で英検準２級相当に相当する生徒は１９.５％になりました。
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全国の結果はまだ出ていませんが、これまでの結果から見て全国を大きく上回

るであろうと思っています。しかしここ数年、５０数％という３級相当の取得

率が高い割合では安定しているものの、やや伸び悩みの感もあります。今後更

なる手立てを講じていきたいと考えています。 

         次に、８月に立ち上げた学力向上のための経営モデルのタスクフォースの協

議を受けた取組について報告します。このタスクフォースでの主な協議で課題

として挙がったのが、教員の授業力を高めることでした。具体策として、教科

等部会における授業力向上や、ベテラン教員の技を若手に継承していくことの

必要性でした。これを受けて、中学校の国語、数学部会が早速に授業研究を行

うといった取組が動き出し、とりわけ数学においてはある教頭先生が若い先生

に授業を公開し、ベテランとしての指導技術を伝承するという意欲的な動きが

ありました。また、文部科学省や国立教育政策研究所の指定を受けた学校の研

究成果を、他の学校も受け継いでいくという方向も確認され、担当科では成果

を分かりやすくまとめ、他校に広げていくというような取組も始まりました。

今後も授業改善に一層力を入れ、児童生徒の主体的、対話的で深い学びにつな

げていきたいと考えています。 

         次に、笠縫東小学校が全国教育美術展で教育美術振興会名誉会長賞を受賞し

たことについてです。２０年以上にわたり文部科学大臣表彰をはじめ、多くの

全国表彰を受け続けていることは全国に例はなく、学校の努力に敬意を表する

ところです。図画工作による教育は、笠縫東小学校の特色として評価されてい

ますが、ここからさらに派生をして草津全体の図画工作に対する教員の指導力

のレベルも高いのが誇れることです。また、恒例の市内小中学校特別支援学

級・草津養護学校合同作品展が２月７日から本日１４日まで、イオンモール草

津で開催されています。ここでも子どもたちそれぞれの思いがこもった作品に

感動しました。図工の草津として今後も児童生徒の質の高い指導を続けていき

たいと考えています。 

         次に、草津市出身とされる室町時代の連歌師、山崎宗鑑にちなみ、俳句のま

ちづくりとしての取組が着実に進んでいることについてです。今年もこれまで

の俳句入門講座「ふるさと草津俳句会」「青少年俳句大会」などに加え、草津

宿街道交流館では宗鑑と伝わる墨書などの展示が行われました。また、第２０

回ＮＨＫ全国短歌・俳句大会ジュニアの部に参加する学校も出てきました。こ

の大会で入賞の本市の子どもの作品を紹介しますと、「帰宅して 扇風機の前 

走り出す」「カレンダー 夏の終わりと にらめっこ」、次は少し感動的なも

のですが「ビデオ見て 初めて知った祖父の声 話してみたい 夢でもいいか

ら」と、ユーモラスなもの、あるいは感動的なものなど、短い言葉で思いを表

現する豊かな感性を感じました。 
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         次に、ＩＣＴ教育と関わって、８日に常盤小学校でＩＣＴ活用による授業力

向上に関する研究発表が行われ、１００名を超えるかたがたに参加をいただき

ました。そのうち半数は県外からのかたで、草津のＩＣＴへの関心の高さを感

じました。また、常盤小学校の教員の授業力を高めようとする、そういった姿

勢や意欲を目の当たりにいたしましたし、何よりも子どもが授業に一生懸命取

り組む姿を見てうれしく思いました。 

         最後に、２月１０日に、Ｐｅｐｐｅｒを使った草津市プログラミングコンテ

ストの優秀校から南笠東小学校と老上中学校の２チームが、ソフトバンク社の

ビデオ審査を経て全国大会に出場いたしました。結果ですが、小学校部門、中

学校部門ともに元気の良い工夫のあるプレゼンを披露しましたが、残念ながら

両部門ともに３位までへの入賞は果たせませんでした。しかしながら、本市の

プログラミング教育の推進に一石を投じてくれたことは、大いに評価したいと

思っております。 

         以上で、私からの報告を終わります。 

         それでは、委員の皆様から、前回定例会から今日まで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をいたし

ます。 

 

周防委員     ２月８日の常盤小学校の研究発表会に参加させていただきました。５年生の

道徳では、タレントさんも出てくる教材で引き込まれやすく、みんなに合わせ

る友情というテーマの中にＳＮＳでのトラブルも含んでいて、私自身こういう

内容を子どもに相談されたら一緒に悩んで葛藤するなと思いました。道徳は、

多様な意見や考えがあった方が深まると思うので、いろいろな学年であるとか

あと保護者や地域のかたなどとも一緒に考えたり話し合う機会があるといいな

と、ぼんやりと思っていました。授業の中で自分の気持ちをタブレットで示せ

るのは、挙手などよりも周りの目を気にせず素直に示せると思うのでいいと思

いました。それから、授業時間の後半は６年生の算数を見に行きましたが、先

生がほとんど話されていなくて、子どもたちが自分で考える時間が長いという

印象を受けました。鳴門教育大学の藤村先生の講話の中でも、教師主導の授業

と子ども主体の授業のお話がありましたが、子どもたちが自分たちで考える時

間がきっちりあるほうが、確かに身に付きそうだなと思いました。６年生がタ

ブレットで自由にグラフを作成している姿も頼もしかったです。 

         あと、常盤小学校授業力向上実践の歩みの冊子が藤村先生も絶賛されていま

したが、授業力向上のポイントが具体的で分かりやすく書かれていて、このよ

うなことを実践された授業を続けていただけると、子どもたちの力がついてい

くのだろうなと思いました。 
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         家庭学習も、ただやってくださいというのではなく、チェック表を使ったが

んばり習慣を設けたり、中学校とも連携して取り組まれているというようなこ

とで、効果がありそうだと思います。 

         それと、コミュニティ・スクールの学校運営協議会委員の皆さんの、クラス

を解体して学年全体で習熟度別のコースに分けて算数の基礎学力の定着を実践

されているそうですが、特に算数は一度つまずいてしまうと後々ずっとしんど

くなっていくようなイメージなので、とてもありがたい取組だと思います。学

校とか先生がたの熱意が、子どもたちや保護者などにも伝わって成果としてあ

らわれていると思うので、今後とも頑張っていただきたいと思いました。 

 

檀原委員     私も２月８日の常盤小学校での授業を見学させていただいて、非常に勉強に

なりました。私は５年生の道徳の授業を最後まで見学させていただいたのです

けれども、非常にテンポよく先生と子どもたちが対話しながら進めていく様子

と、それからまたＩＣＴを活用しながら考えをまとめるという非常に上手な授

業の組み立てをされているなというふうに感じて、非常にすばらしいと思いま

した。最後に、まとめまでしっかり授業をされて、非常に中身の濃い授業だっ

たのですけど、やはり最後８分ほど時間が足りなかったなというところがあり

まして、やはり中身の濃いものをやると非常に時間のやりくりが難しいなとい

うことも同時に感じたところです。ビデオも撮っておられましたので、どこを

改善できたのかなという理解もされると、更にみんなが勉強になるなと思いま

した。同時に、ＮＨＫの番組を使った部分のところがありましたので、ぜひこ

れはＮＨＫにこの授業の様子を送ってあげたら喜ばれるのではないかなという

ふうに思いました。同時に、ＮＨＫの方も、これやったら私たちももう少しコ

ンパクトに番組を作った方が授業の中に入れられるなと感じてくれたらうれし

いなというところはあります。 

         それと、今、周防さんもおっしゃいましたけども、常盤小学校のほうでされ

ている学校運営協議会で、授業を学校の方で支援をされているということを聞

きました。これはいろいろなところでも参考にしていただいて、地域の中で学

校に対してできることを共有できるといいなとすごく思いました。やはり、つ

まずいている子どもたちというのはどこの学校にもいますし、やっぱり地域の

おじさん、おばさんたち、いろいろなお兄ちゃん、お姉ちゃんもそうかもしれ

ませんけれども、学校に関わっていただく機会を作っていくことで、いろいろ

な意味で力をお互いに付け合える。また斜めの関係という形での子どもと、地

域の大人との関係も作っていけるのではないかと思いました。できればそうい

うこともしていただけるといいなというふうに思います。 

         それと、もう一つ、これは皆さんがたも御存じのように、毎日のようにテレ
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ビでニュースに流れていますけれども、千葉県野田市で小学校４年生の少女が

父親からの虐待によって命を失うという事件がありました。私たちもそういう

ことから何を学ぶかということなのですけれども、単に教育と福祉の連携とい

うことだけではなくて、やはり子どもたちの発するＳＯＳをしっかりキャッチ

すること、同時に、親も何らかの形で虐待をしてしまうということに落ちつい

てしまっている、親のＳＯＳもキャッチしていかなければいけないなというふ

うに思います。それと、やはり元をたどればということになるのかもしれませ

んが、生きづらさを抱えているとか、そういういろいろなつまずきに至ってし

まう親が生まれないためには、子どもの段階のときからやはり命の教育であっ

たり、性教育であったり、また親になるということを学んでいける教育をしっ

かりしていくことの大切さも同時に感じたということでございまして、この少

女の死を無駄にしないということと、やっぱり単に父親や母親を非難するだけ

ではなくて、何をしたらいいのかという元にたどるということを、私たちはし

っかりと考えていく必要があるなということを感じた次第です。 

 

中西委員     私も、常盤小学校の授業見せていただいて、道徳の長野先生、それから算数

の伊地智先生、それぞれの先生の発表を見せていただいて、非常に私が思って

いたより若い先生でしたので、うらやましくもあり、また若い先生なりに非常

にシャープな感じの授業をされていたというふうに思います。特に、そのサポ

ートに回っておられた富田先生が、そのＩＣＴの教育についてのいろいろなま

とめをされていたようですけども、そのＩＣＴをどういうふうに授業の中で生

かすのかということがパンフレットを見せてもらっても非常によく分かりまし

たし、またうまくまとめられていたというふうに思います。そういうパンフレ

ットを常盤小学校の先生がたが十分理解をされて、そして教育の中に生かして

おられるというところに、非常に力を感じたということです。 

         それから、鳴門教育大学の大学院の藤村先生のお話を聞きまして、藤村先生

がこのようにおっしゃっていました。ＩＣＴは単なる教育のツールなんだと。

ＩＣＴが本質ということではない。ツールとしてどのようにうまく活用してい

くのかということを考えていく。そのＩＣＴによって子どもの興味・関心、そ

ういったものをいかに引き出していくのか。また、効率よく学習をしていくの

か。そういったことをこれからも大切に考えていかねばならないなというふう

に思いました。藤村先生、非常に常盤小学校の授業を見られて感心をされてい

た訳ですが、感激されていたというのかな。お帰りになるときもその先生がた

と一緒に別れを惜しまれていたのですけども、藤村先生とはまた滋賀県で、あ

るいは草津市で更にいろいろ共同でＩＣＴについて学習ができるといいなとい

うふうに思いました。 



 

6 

 

         それから、先ほど教育長がおっしゃった中で、２月７日から１４日の間にイ

オンモールで図工の展示があったのですが、私はそのことを今まで聞いたこと

がなかったので、たまたまイオンモールに行ったときにその展覧会を見たので

す。非常に面白い、いい作品がたくさん出ていまして、特に印象的だったのは、

支援学校の子どもたちの作品でした。滋賀県、また草津の子どもたちのレベル

というのは非常に高いと思いましたし、また、私はたまたま行って見せていた

だいたのですが、ああいう展覧会をしているぞというようなことの周知がもっ

とないとあかんなというふうに思います。子どものその家庭もですし、その地

域も、子どもたちが発表している姿をもっと多くの人に見ていただくというこ

とがより必要だと思います。また、２階のイオンホールを御存じかと思います

が、あそこはもうちょっと広げられるのに、会場も狭い中、いっぱいいっぱい

の作品がありましたので、そういう作品の見せ方も非常に大事だと思いました。

公募の仕方、また作品の展示の仕方、そういったことをさらに工夫していただ

いて、子どもたちが発表している作品が多くの人に見ていただけるような場に

なればいいなというふうに思いました。 

 

稲垣委員     失礼いたします。皆さんおっしゃったように、私も２月８日、常盤小学校に

行かせていただきました。常盤小学校は私にとりましては大変身近な学校なの

ですけれども、近いというだけではなくて、現職中も何度かフローティングで

御一緒させていただくというような機会もございました。子どもたちは挨拶が

しっかりできて素直でおとなしい反面、話すことが苦手であったり、前へ出て

発表することが苦手だったというのが以前あった姿です。ですが、授業を通し

て自分の考えをしっかり述べ、互いに意見交流する力に本当に驚かせていただ

きました。教室に入りますと、話をしやすい配置に机が並べられ、ＰＣの横に

はノートを同時に広げられて、気付いたことをどんどんどんどん子どもたちが

メモしておりました。まさに草津型アクティブ・ラーニング、ＩＣＴを活用し

たハイブリットな学習そのものだったなというふうに印象を持ちました。アナ

ログプラスデジタルの姿は、私もＰＣはあくまでも手段であって目的ではない

と思っていましたので、本当に目からうろこの授業だったなと喜んでおります。

自分の課題を見つけ、問題を作り出す力がついていましたし、先生がたの授業

研究、教材研究は言うまでもなく、板書もしっかりされておりました。１時間

の学びが凝縮されていたなというふうに、やはり１時間に黒板に全部課題から

まとめまで書かれた黒板というのはすばらしいものがあるなというふうに感じ

させていただきました。ここまで子どもたちを育てていただいて大変感謝して

おります。常盤小で大切にしている授業力向上のポイントというのも１から８

まで書かれておりました。本当に当たり前のことだと思います。話し合いのス
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キルであるとか、ノート指導であるとか、板書であるとかいろいろ８ポイント

書かれていたのですけども、それも全て網羅された授業だったなというふうに

思わせていただきました。 

         ただ、下学年の授業ではなく、高学年の授業であったので、下学年の様子も

見させていただきたかったなというのが１点。それから、何よりも５、６年の

子どもたちは、多分草津市がＩＣＴに取り組まれた１年生のころからの学びの

育ちがあそこでグッと花開いている形ではなかったのかなと。この１年で教育

はできるものではありませんので、その積み上げのすばらしさというのもあの

授業、あの公開の中にあったように思いました。 

         それから、女性の先生の活躍が目立たず、縁の下の力持ちで動いておられる

のだなというふうに、授業を男性、発表も男性でしたので、ぜひ女性の活躍も

あっただろうと思いますので、そんなのも見たかったなと思いました。 

         それから、最後ですが、講師の先生のお話の中にもたくさんの称賛の言葉が

あったのですけれども、「学力観、授業観の是非は授業力の優劣で際立つよ」、

「本質は授業、教育としての質にあるよ」というのが私は講師の先生から強く

学ばせていただいて、先ほども教育長がおっしゃっていた、やっぱり授業力を

つけることが大事である、指導者の育成も大事であるとおっしゃっていたとこ

ろとつながっているなと思わせていただきました。 

         それから、私はここ２、３日の間にたくさん同和教育に参加させていただく

機会がありました。２月９日の土曜日は、米原市で部落解放研究滋賀県集会と

いうのに参加させていただきました。これは私にとって初めて１日の日程であ

ったのですけれども、参加させていただいて、学ばせていただく機会がありま

した。最初に、午前中は大阪国際大学准教授の谷口真由美さん、テレビではサ

ンデーモーニングのコメンテーターとして活動もされておられて、関西弁丸出

しの女性がしゃべっておられるかたをイメージしていただいたらいいのですが、

お話の中でポイントを幾つか、印象に残った言葉だけしかお伝えできないので

すけれども、人権は勉強しないと分からない。学習機会をアップデートするこ

とが大事である。道徳教育と人権教育を一緒にしてはいけないというようなこ

とからスタートしまして、憲法のお話、この先生の得意分野なのだろうと思い

ますが、世界人権宣言に絡めながら憲法のお話ということで、なかなか日本国

憲法が根幹にあるのですが、それに触れる機会は私もほとんどないのが実態だ

ったのですけれども、詳しく述べられて、関西弁で関わりについて分かりやす

くお話しいただいて良かったなと思いました。特に、憲法は最初に「日本国民

は」で始まるのですけれども、そこはそう読まずに、「私は」と読みかえなさ

い。あなた、自分がというふうに読みかえるのですよと言われたのも印象的で

した。それから、前文、１条からずっとあるのだけれども、特にお話されてい
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たのは、９０条台、９９条というのが今大変話題になっておりますけれども、

前文から読むのではなく１回９０条台から読んでみてくださいというふうなこ

ともおっしゃっておられて、新鮮な気がいたしました。 

         それから、２月１１日には、人権尊重と部落解放を目指す市民の集いに参加

させていただきました。優秀な作品の表彰、子どもたちの作文の朗読もありま

して大変良かったです。その後に、講演として「止揚の生み出したもの」～２

つの物語～と題して、中倉さん夫妻の結婚差別と闘う今をお話しいただき、時

間が経つのを忘れて聞き入らせていただきました。このかたは何度か来られて

おりますので、何度か聞く機会はあったのですけれども、最後に御自身の子ど

もたちも登壇されました。人間が幸せになるための勉強の機会を得ましたとい

うようなことをおっしゃっていたのですけれども、きっと子どもたちの世代に

は差別の残らないことをメッセージとして送られていたのかなという感じで受

け取らせていただいて、大変有意義な時間を過ごさせていただくことができま

した。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

         貴重な意見をいただきましたが、御指摘があったことについてはまたそれぞ

れの課で検討、あるいは改善もしていただきたいと思います。 

         それから、常盤小学校についてたくさんのお褒めの言葉もいただきましたの

で、ぜひとも学校のほうにお伝えをいただきたいと思います。 

         それでは、教育長報告につい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、付議事項に入りますが、本日の議題であります、議第２号 

平成３１年度草津市一般会計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、および、議第３号 平成３１年度草津市学校給食センタ

ー特別会計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

てならびに、議第４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でございますが、明日の午後

から予算に関する記者発表が行われますので、本議案については現時点では公

開しないこととす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をしたいと思います。 
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         本議会を公開しないこととするについて、御異議ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議なしと認めます。よって、議第２号および第３号ならびに第４号につき

ましては、公開しないことといたします。これらの議案につきましては、報告

事項の終了後に審議を行うことといたします。 

         それでは、議第５号 草津市附属機関設置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５号 草津市附属機関設置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、文化財保護課の藤居が御説

明申し上げます。 

         資料は議案書の６０ページから６６ページになります。６２ページを御覧く

ださい。 

         中ほどの表の下になりますけれども、別表第２、草津市歴史文化基本構想策

定委員会の項を削るという条文でございます。 

         ６４ページの新旧対照表を御覧ください。 

         右側の旧条例ですが、別表２というのが下の方にあります。その下の欄で歴

史文化基本構想策定委員会がございますが、歴史文化基本構想は今年度策定し

ておりまして、策定委員会の答申を１月１０日に得ましたので、策定委員会と

しての役割はこれで終わったということで、この項目を削除するという条例案

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、

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。よろ

しいでしょうか。 

         それでは、意見もないようですので、議第５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６号 草津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

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を

議題といたします。 

         事務局の説明を求めます。 
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教育総務課長   教育総務課、松浦でございます。 

         議第６号につきましては、市職員全体に係る条例改正でございますけれども、

この教育委員会事務局職員も関連いたしますことから、私から御説明を申し上

げます。議第６号 草津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

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で

ございます。 

         議案書は６８ページからでございます。 

         社会全体で取り組んでいくべき課題でございます、長時間労働の是正につき

ましては、民間企業は罰則付きの時間外労働の上限規制等に係る法律が、この

４月から施行される予定でございまして、国家公務員におきましても、超過勤

務命令を行うことができる上限を人事院規則により定めまして、同じくこの４

月から適用されようとしているところでございます。このため、地方公務員に

おきましても、これらの措置を踏まえまして、超過勤務命令を行うことができ

る上限を定めるなど、所要の措置を講じる必要がございますことから、このた

び市議会２月定例会に当該条例の改正を行う提案をさせていただくに当たりま

して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、御

意見を伺うものでございます。 

         具体的な内容でございますけれども、議案書の７１ページの横の新旧対照表

を御覧ください。 

         当該条例の第８条第３項に、時間外勤務に関し必要な事項は、規則にする旨

の規定を新たに設ける内容の改正でございます。これだけでは何のことか分か

りませんけれども、規則で定めようとしていることを想定している事項につき

ましては、職員の時間外勤務につきまして１か月当たり、また１年間での上限

時間を定めることですとか、あと大規模災害への対応などで公務上真にやむを

得ない場合に対する上限時間の特例、また上限時間を超えてしまった場合の事

後的な検証、そういったものを規則として定めるよう想定しているところでご

ざいます。 

         なお、当該案件は２月議会への提案案件でありますものの、人事に関する案

件でございますことから、現時点で規則の詳細につきましては御説明を御容赦

いただければと思っております。 

         甚だ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。 

         それでは、意見もないようですので、議第６号につきましては意見なしとし
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て市長に回答することといたします。 

         次に、議第７号 草津市職員の自己啓発等休業に関する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   こちら、議第７号におきましても、先ほど議第６号と同様の趣旨で私から御

説明を申し上げます。議第７号 草津市職員の自己啓発等休業に関する条例の

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

について御説明いたします。 

         議案書は７２ページからでございます。 

         地方公務員法第２６条の５第１項に基づいて、職員には公務に関する能力の

向上のために、大学課程等での履修でございますとか、あと国際貢献活動を行

う際の休業制度が認められているところでございます。その休業制度につきま

しては、その詳細は条例案、規則といったもので定めているところでございま

す。 

         このたび、別の法の学校教育法が改正されまして、専門職を担うための実践

的かつ応用的な能力を育成、展開し、専門職業人と育成を目的とする新たな高

等教育機関といたしまして、専門職大学と専門職短期大学という制度が設けら

れることとなってございまして、こちらもこの４月から施行される予定でござ

います。 

         このことから、修士や博士の学位の授与に関して定めている学校教育法、先

ほどこの大学ができることによって条文のずれが生じまして、その条項を引用

しておりますこの草津市職員の自己啓発等に関するこの条例が適応箇所の是正

を行う必要が出てきましたことから、こちらもこのたび２月定例市議会で提案

させていただくに当たりまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

基づき御意見を伺うものでございます。 

         改正の内容でございますけれども、この議案書７５ページ、こちらも新旧対

照表を御覧いただきたいと思います。 

         大学等の教育施設に関して定義しておりますこの条例の第４条におきまして、

大学または大学院に相当する教育を行うと認められる過程を置く教育施設に関

する学校教育法上の条文が、先ほど申し上げました新たな専門職大学等の新設

の関係上、学校教育法の第１０４条第４項第２号から第１０４条第７項第２号

にずれましたことから、引用しておりますこの条例の部分につきまして所用の

是正を行うものでございます。 

         なお、この条例につきましても、法律の施行と合わせ平成３１年４月１日か
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ら施行予定でございます。 

         甚だ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。 

         それでは、意見もないようですので、議第７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。 

 

        ――――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。事務局よりお願いします。 

 

文化財保護課長   報告事項の１番目でございます。草津市遺跡目録および草津市遺跡地図の改

訂について、文化財保護課の藤居より御説明申し上げます。 

         資料は報告書の２ページから１６ページになります。 

         まず２ページは、告示文でございます。２月１日付で改訂の告示をさせてい

ただいております。３ページ以降は、改訂しました遺跡目録と遺跡地図を載せ

させていただいております。 

         １６ページの新旧対照図を御覧ください。 

         榊差遺跡および榊差古墳群、これは今、草津プリムタウン土地区画整理事業

に伴って調査している遺跡でございますが、その調査の結果、範囲が広がるこ

とが分かってまいりましたので、上の図から下の図へ網掛けした部分ですが、

範囲を拡大するということでございます。これに伴いまして、１５ページの例

言の日付等の変更をさせていただいております。 

         以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   引き続きお願いします。 

 

スポーツ保健課   引き続きまして、スポーツ保健課、織田から、二つ目のインフルエンザの流 

課長代理     行による幼・小・中学校（園）の臨時休業の状況について御説明いたします。 

         お手元のテーブルに、新しい資料を配っておりますので御覧ください。元の

ページは１８ページと同じ内容のもので、日付が２月１３日現在になったもの

をテーブルに置かせていただいております。 

         状況です。平成３１年１月１７日より、滋賀県全域にインフルエンザ警報が

発令され、今も継続中で終期は未定となっております。インフルエンザのＡ型

を中心に流行しておりまして、今期はＡ香港型と、２００９年に新型として大
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流行したＨ１Ｎ１型の二つの型のＡ型が流行しておりまして、Ａ型に２回感染

するというような可能性もあります。２月に入りまして罹患者数、学級閉鎖数

は減少傾向にあります。草津市でもＢ型もちらほら出てきております。具体的

には、中学校で３名の報告がありますが、Ｂ型は後から追いかけて流行すると

いう傾向もございますので、引き続き油断せずに予防対策に努める必要がある

と考えております。 

 

教育総務課長   続きまして、報告事項３、寄付受け入れ報告につきまして、教育総務課の松

浦が報告申し上げます。 

         報告書は、最後の２０ページになります。 

株式会社井上工業様より、プランターが付属している生花を、市内の各小学

校に御寄付をいただいております。 

         続きまして、草津市の農業を支える担い手農家有志様より、米２７０キロ相

当を、市内幼稚園・幼稚園型こども園に御寄付をいただいております。 

         また、特定非営利活動法人草津の安全・福祉・災害救援活動を推進する市内

業者会様より、絵本４５冊を、こちらも市内幼稚園・幼稚園型こども園に御寄

付をいただいております。 

         また、平成２９年度志津南小学校の卒業生の皆様より、折り畳み椅子１５脚

を、志津南小学校に御寄付をいただいた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。 

         それでは、報告事項につきましては、以上で終わらせていただきます。 

         続きまして、先ほど非公開としました議案の審議に移ります。傍聴者の皆様

におかれましては、大変申し訳ございませんが退出いただきますようお願いを

します。 

         それでは、議第２号 平成３１年度草津市一般会計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および、議第３号 平成３１年度

草津市学校給食センター特別会計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は関連があると思われますので、まとめて審議させて

いただきます。 

         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が御説明申し上げます。 

         議第２号 平成３１年度草津市一般会計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および、議第３号 平成３１年度草津市学校
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給食センター特別会計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

ことについての２件についてでございますが、これは来る２月２５日開会予定

の２月定例市議会に提案されます平成３１年度草津市当初予算のうち、教育関

係予算につきまして、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、市長から当委員会に御意見を求められておりますことから、本日お

諮りするものでございます。 

         それでは、議案書の４ページから、平成３１年度当初予算概要書を御覧いた

だきたいと思います。 

         まず、５ページをお願いいたします。 

         こちらは、平成３１年度の各会計別の予算規模に関する総括表でございまし

て、一番上の一般会計で５２６億円の当初予算規模となったところでございま

す。これは、平成３０年度の当初予算額と比べますと１９億円の増となってお

りまして、比率といたしましては３.７％の増となったところでございます。

また、次の特別会計の上から３つ目、学校給食センター特別会計では、６億３,

０２０万円の当初予算規模でございまして、こちらは現在の学校給食センター

が稼働いたしまして７年目となりますが、実績を踏まえほぼ前年並みの予算と

なったところでございます。 

         次に、６ページを御覧ください。 

         こちらは、一般会計の款別の総括表でございまして、表の上の段が歳入でご

ざいまして、それからやや真ん中より下にあります太い線より下が歳出となっ

てございます。歳出の款番号１０番、教育費でございまして、平成３１年度の

当初予算額は５９億２,４３４万３,０００円でございまして、対前年比で１５.

７％の増となっております。額にいたしますと、この表の一番右側の列にござ

いますが、平成３０年度当初予算額より８億５６０万５,０００円の増となっ

たところでございます。 

         続きまして、７ページと８ページを見開きの状態で御覧ください。 

         これは、７ページの方が本市の教育振興基本計画の基本方向、目標を記載し

ておりまして、それに基づきまして新年度の新規拡大事業を８ページの方にま

とめたものでございます。これらの事業の詳細につきましては、順次各所属長

から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 

教育総務課長   それでは、教育総務課、松浦でございます。 

         まず、本市の教育振興計画の体系に基づきます平成３１年度の新規拡大事業

等につきまして御説明申し上げます。 

         まず、９ページをお願いいたします。 

         中学校給食センター整備費でございます。事業費につきましては２億８,５
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４０万１,０００円でございます。中学校給食の実施につきましては、計画に

基づき当初平成３２年度の給食開始を目指して取り組んでまいったところでご

ざいますけれども、給食センターの建設用地の取得が難航いたしましたことか

ら、スケジュールを変更いたしまして、現在平成３３年度の２学期の給食開始

を目標に取組を進めているところでございます。具体的には、平成３１年度に

つきましては、スケジュールに沿いまして今年度からの引き続いての業務でご

ざいます用地造成実施設計業務と、センターの建築に係ります基本実施設計業

務に加えまして、用地取得を終えました後に造成工事に着手してまいりたいと

考えてございます。また、各中学校の配膳室増築工事のうち、３１年度につき

ましては、松原中学校の配膳室の増築工事を行いたいと考えております。 

         続いて、小１学びの基礎育成事業費をお願いいたします。 

 

学校教育課長   学校教育課の畑でございます。 

         小１学びの基礎育成事業費、新規事業でございまして、事業費は９８万８,

０００円でございます。基本的な読みの力の定着が学力の基盤となる読解力の

向上につながりますことから、読みにつまずく児童を小学校のできるだけ早期

の段階で把握し、効果的で継続的な読みの指導を行うことが学力向上を図る上

で大切でございます。 

         こうしたことから、本事業では小学校１年生の国語科の授業において、多層

指導モデル、マルチレイヤ―・インストラクション・モデルということで、通

称ＭＩＭと呼んでおりますけれども、このＭＩＭによる読みの指導に取り組み、

児童の学力の向上ならびに学習意欲の向上を目指します。このＭＩＭについて

少し御説明いたします。子どもの学習理解状況に応じて指導方法や指導体制を

階層化する指導モデルです。毎月１回のアセスメントによりつまずきのある児

童を早期に発見し、個々の状況に応じて年間を通して３段階の指導を行います。

本市では、質の高い科学的根拠に基づいた指導を行うために、パッケージ化さ

れた教材を用いて指導に取り組みます。初年度につきましては、市内４小学校

で実施したいと考えております。取組に当たりましては、ＭＩＭの開発者であ

る海津亜希子氏など、有識者から指導助言をいただく予定でございます。また、

本市の強みでありますＩＣＴ機器を活用いたしまして、個別指導においてデジ

タル教材を用いることでより効果的な指導を図るとともに、県外における先進

的な取組になることを目指しております。 

 

学校政策推進課長   続きまして、学校政策推進課の江竜が、子どものつまずき発見克服事業につ

いて御説明申し上げます。 

         本事業は、平成３１年度新規事業でございまして、事業費は１３２万円でご
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ざいます。本事業は、中学校２年生を対象に共通テストを実施して、子どもの

一人一人の学習上のつまずきを発見し、個別補充プリントを使った学習支援を

行うことで、学び方を身につけるための支援を行うものでございます。スケジ

ュールにございますとおり、７月夏期休業中の事前の旧教材を２年生全員に配

布いたしまして、８月末始業式の翌日に国語と数学の共通テストを実施いたし

ます。９月、業者による採点と分析および個表の作成をいたしまして、１０月

に各担任から学習相談をする中で個表の返却、個別補充プリントの配布をし、

その後個別補充プリントの指導をしてまいる事業でございます。 

         この事業によりまして、先ほど申しましたとおり生徒一人一人の学習上のつ

まずきを把握し克服することに加え、教師の授業改善への意識改革を促進する

ことを通じまして、生徒の学力向上につなげていきたいと考えております。 

 

学校教育課長   続きまして、学校教育課の畑より英語教育推進費について御説明申し上げま

す。拡大でございまして、３,０７９万１,０００円の事業費となっております。 

         小学校におきましては、平成３２年度から、中学校では３３年度から、新学

習指導要領が全面実施になります。これにより、小学校では３、４年生で外国

語活動が始まり、５、６年生では現在の外国語活動が外国語科になります。ま

た、中学校では、授業を英語で行うことが基本になるなど、外国語教育が変わ

ってまいります。これに伴いまして、今後はこれまでにも増してコミュニケー

ション能力を養うことが重視されますことから、本市におきましてはこれまで

年度ごとに約半数の小学校で行ってまいりましたオンライン授業を、全１４小

学校に拡大して実施することといたします。このほかのＪＴＥの小学校５年、

６年への配置、ＡＬＴの小中学校への巡回による配置、配信型デジタル教材の

活用、ＧＴＥＣなどの取組は今後も継続いたします。 

 

教育総務課長   続きまして、１３ページの中学校校舎増築費でございます。 

         事業費につきましては６億１,２４１万７,０００円でございます。こちら、

高穂中学校でございますが、高穂中学校につきましては学区内の宅地開発が進

んでおりまして、年々生徒数が増加をたどっているところでございます。現在

の保有教室数では教室数の不足が生じますことから、適正な施設規模を確保し

教育環境の向上を図るために、校舎棟の増築工事と、それと必要となります周

辺整備を行うものでございます。具体的には、鉄筋コンクリート造の３階建て

の校舎棟を増築いたしまして、普通教室数をプラス５教室確保する予定でござ

います。 

         今後のスケジュールでございますけれども、平成３１年度に増築棟を建設場

所にございます駐輪場等の解体工事を行いました後、校舎棟の増築工事を実施
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いたします。テニスコートの復旧等が３２年度におよびますけれども、学校運

営に支障がないよう、３２年度に供用開始を行う予定でございます。 

         続きまして、隣の１４ページをお願いいたします。 

         小中学校大規模改修費でございます。事業費につきましては４億７,９００

万３,０００円でございます。市内の多くの小中学校につきましては、第２次

ベビーブームの子どもたちの受け入れのために、昭和４０年代後半から５０年

代にかけまして、新築や改修を行った施設が多くございます。これら老朽して

いる学校施設につきましては、耐震性の確保など子どもたちの安全を守ること

はもとより、老朽施設の機能改善を図りつつ、教育内容、教育方法等の変化な

どにも対応できるよう、また災害時には地域の緊急避難場所としての役割を発

揮できるように、国の補助金などを活用しながら校舎の大規模改造工事やトイ

レ、グラウンドの計画的な改修、また非構造部材の改修を行っていくものでご

ざいます。 

         具体的に、大規模改造工事につきましては、松原中学校の武道館と新堂中学

校の武道館の改修工事を予定しております。また、非構造部材の改修工事につ

きましては、志津小学校、笠縫小学校、老上中学校において工事を実施いたし

まして、翌平成３２年度に実施いたします山田小学校、常盤小学校、松原中学

校の非構造部材の点検調査と、その結果に基づきます実施設計を行ってまいり

たいと考えております。また、トイレの改修につきましては、草津中学校の道

路側の校舎、前館という形ですが、こちらの校舎の改修工事に加えまして、翌

３２年度に実施いたします草津第二小学校の実施設計も行ってまいりたいと考

えております。 

         加えまして、老上中学校のグラウンド改修の工事と、翌３２年度に実施いた

します老上小学校のグラウンド改修工事に係る実施設計を行ってまいりたいと

考えております。 

 

文化財保護課長   続きまして、日本遺産認定記念事業費につきまして、文化財保護課の藤居よ

り御説明させていただきます。 

         昨年の５月２４日に、芦浦観音寺と草津のサンヤレ踊りが日本遺産に追加認

定されまして、それを記念いたしまして今年５月３日に行われます草津のサン

ヤレ踊りと、５月４日、５日で行われます芦浦観音寺の一般公開に合わせまし

て記念事業を実施しようというものでございます。内容としましては、記念ス

タンプと横断幕の作成、またパンフレットを用いた自己啓発などを実施いたし

ます。 

         また、これと合わせまして、日本遺産に認定を受けました草津のサンヤレ踊

りの活動費の補助率をアップしまして、補助を充実させていきたいということ
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でございます。 

 

教育部専門理事   続きまして、１６ページでございますが、草津宿街道交流館２０周年記念事 

（歴史文化担当）  業につきまして、交流館の八杉が説明を申し上げます。 

         街道交流館が開館いたしまして、平成３１年度に２０周年を迎えるというこ

とでございますので、これを記念しましてもう一度その草津の歴史民俗考古と

いう分野に日を当て、市民の皆様がたに草津のよさを知っていただこうという

企画で、歴史編、民俗編、考古編の３つの分野でテーマ展とそれぞれの関連の

トークイベント、また民俗芸能イベント、考古学の体験イベントを開催しよう

とするものでございまして、時期といたしまして６月から７月、または秋、さ

らに年末から年始にかけまして開催する経費２１２万９,０００円を計上させ

ていただいております。 

 

生涯学習課長   続きまして、生涯学習課の相井より、１７ページの文化振興プログラム推進

費を説明させていただきます。 

         草津市文化振興条例と同計画をよりどころといたしまして、文化施策を積極

的に展開する事業費として４８８万３,０００円を計上するものでございます。

平成３１年度につきましては、この計画の目的でもございます、市民誰もが身

近に親しめる文化事業や、文化の力によって本市の魅力を高めるための文化施

策を計画的、かつ総合的に推進していきたいと考えております。 

         具体的には、文化振興審議会におきまして、今年度研究を進め提案をいただ

きました１３万人の文化プロジェクトの準備の一環といたしまして、一部モデ

ル展開を行おうとするものでございます。また、次世代のアート体験など、総

合イベントになっておりますアートフェスタも引き続き実施をしてまいります

し、野外映画祭こと星降る映画館なども継続して開催する予定でございます。

また、映画作りを通して文化的資産に触れ、大切にしていく気持ちを育むこと

を目的といたします。キッズシネマ塾につきましても継続して実施をし、草津

らしい文化の創造を促進し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けれども、説明のほうを終わらせていた

だきます。 

 

川那邊教育長   それでは、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。 

 

檀原委員     １５ページと１６ページ、最後のところです。「人」が輝くまちへというと

ころで二つちょっと質問させてください。 
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         まず１５ページの日本遺産認定記念事業費のところでございますが、この金

額とかそういう問題ではなくて、草津のサンヤレ踊りということに関するもの

でございますけれども、ぜひ５月３日および５月４日、５日という、今年の場

合は長い連休中になる訳なのですけれども、この時期というのはやはり各地域

でお祭り等が行われる時期でございまして、自分の住所地以外のお祭りという

のはなかなか見る機会がない訳でございますけれども、ぜひ今年はその記念を

するということでございますので、その隣でされる草津を彩る舞という、街道

交流館の方でもされるところと一緒の企画の中に入れてもらっても構わないと

は思うのですけども、何らかの形で見る機会を作っていただけると、その当該

のその地域のかたがたの御協力も得る必要がある訳ですけれども、何らかの形

で考えていただけるとありがたいなというのが一つございます。 

         それと、続けて街道交流館の方で道がつなげる人とものという企画を６月か

ら７月にかけてされるということなのですが、実は草津というのはもういろい

ろなところにつながっているので、どういうところから持ってきてもいいのだ

ろうなという思いも持っているのですけども、御存じのように昔、草津では草

津市（いち）というのが割とされまして、近隣の大津のほうでしたら桐生のほ

うとか田上のほうからも来られて店を街道で出されるようなこともありました。

そういう地域とのつながりを考えますと、実は国のほうの文化財というのかな。

ちょっと名前は忘れたのですけど、田上の農機具とか民具、それから衣装、手

ぬぐい等が、今回、国からそういう文化財としても指定を受けたというニュー

スも先日ございました。こういうところのもの何かは、非常に私たちが小さな

子どものころに、割と草津の農村風景の中で見ることが多かったものなのです

けれども、最近なかなかそういうものを見る機会もございませんので、もしそ

ういうところからお借りできるようなことがございましたら、そういうものも

合わせて企画の中に取り入れていただけると、お互いにとっていいなと。それ

と、近隣でございますので、草津のつながりの中で濃いところでございますの

で、御一考いただければうれしいなというふうに思います。 

         ちょっと意見でございますが、よろしくお願いします。 

 

教育部専門理事   今、１点目に御指摘いただきましたサンヤレでございますけれども、草津の 

（歴史文化担当）  サンヤレ市域で７か所ございますが、いずれも５月３日に奉納されるというこ

とでございますので、なかなか全地域を回っていただくというのが厳しいとい

うこともありまして、実は今御指摘いただきました街道交流館の民族編のテー

マ展、民俗芸能イベントの中で、サンヤレ踊りだけではなくて、上笠の講踊り

でございますとか、渋川の花踊りを含めまして、草津のその伝統芸能を知って

いただくその機会作りというものを今保存団体と交渉中でございます。また、
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それ以外の民具の話もございましたけれども、この「道がつなげるひととも

の」につきまして、具体的な今中身を詰めているところでございますが、それ

ぞれのテーマを設定しながらでございますから、来年度２０周年ということで

ございますが、再来年、その次の年度も含めまして長期的な展望の中でそうい

う部分も含めて皆さん方に紹介できるような機会を作っていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

檀原委員     ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   ほかどうぞ。 

 

稲垣委員     教育の充実の中の、小１学びの基礎育成事業についてちょっと質問なのです

けれども、予算から見る子どもの実態というのにちょっと驚いたのですけれど

も、１年生の１学期末で平仮名読み書きにつまずいている子どもが一定数いる

ということでの新規事業とお伺いしました。そして、目標としては、児童の割

合を８％以下にすることが目標であるということですね。１年生の１学期とい

うのは、本当に平仮名をマスターする時期。しかも、１字を１時間教えるぐら

いのペースで教えるぐらいの丁寧な指導がある中での事業であると思うのです。

それは文字を教える授業なのですけれども、多分ここでおっしゃっているのは、

読むということだと思います。１００人１年生がいたとしたら、８％に抑える

ということは１割いたとしても１０名。３クラスで１クラスに３人の児童が読

むことに抵抗を感じるのではないかというふうな推測ができるのですけれども、

ちょっと驚くというか、読めない子どもがいることは知っています。しかし、

それはやはり教師がきちんと指導しなければいけない範囲のことではないのか

なと。１年生の平仮名マスター、片仮名マスターというのはもう最重要指導の

内容であるというところに、さらに予算をつぎ込んでテコ入れをしなければい

けない実態があるということに少し驚きを感じたということなのですけれども、

４校をモデルにしてやられるということは、これは今後１４校に広がっていく

のか、実態調査で終わるのか、そこはちょっと分からないですけれども、本当

に大事なことですし、読解力ということはすごく大事だと思います。でも、平

仮名がスラスラ読めないで１年生を終える児童が今までいたというに驚いてい

ます。 

 

学校教育課長   全国的なこういうデータでありますとか、それから草津市の中でも通級教室

の先生がたが中心になって、そういうことを何年か前から草津市なりのデータ

のとり方でしておられたりするのですけれども、そんな中でやはり１年生の段
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階から詰まって読むとか、「きゃ」とか「ぱ」とかそういう読みであるとか、

そういったものに早い段階からつまずいている子がやはり一定数見られるとい

うことが分かっておりまして、そういうところからそういう子が学年が進むに

つれてそれがずっとその学力不振につながっていくということで、早い段階か

ら支援をすることができないかと。そういうところから考えたものになります。 

 

稲垣委員     ことばの教室っていうのがあるから、言語に障害がある場合は、多分通級と

いう形でそういう専門的な先生から学んでいるだろうと思うのです。これは普

通教室の普通の授業の中での多様なものであると捉えていいのですね。 

 

学校教育課長   はい。そういうことです。 

 

稲垣委員     やっぱりものすごく大事なことなので、多分このパッケージ購入にほとんど

のお金を使われるということは、教材を使って担任が指導するということなの

だろうと思うのですけれども、多分このパッケージを使わなくても担任は一生

懸命指導していますし、家庭にも呼びかけている実態はあるのだろうと思うの

ですけれども、ぜひ力をつけて、８％以下と言わずゼロにしていただけたらな

というふうに思います。 

 

学校教育課長   有効な開発されたものもございますので、それを使いながら、一応通級指導

教室があります４校から始めまして、それを全ての学校の先生がたに広げてい

きながら、行く行くは全市展開できたらいいなという思いを今の段階では持っ

ているというところで、頑張りたいと思います。 

 

稲垣委員     はい。御苦労さまです。 

 

川那邊教育長   読み書き障害という、これが結構話題になっていまして、実は特別支援を中

心に進めている通級指導の先生がたは、そういうことをいろいろな情報から持

っていて、手作りのプリントを各学校で行っていたのですね。その結果、そう

いう子どもたちがいるということを自分たちのデータで把握していたのです。

ところが、やや専門的なところで聞いたり調べたりしていくと、そういう子ど

もたちは大人が気付く以上にたくさんいると。例えば、小学校１年生の子ども

で、文字をスラスラと読んでいるように見えていても、実は小学校１年の子で

すから、全部覚えているだけで読めていない子がいるということが、そういう

科学的なあるいはその大学の先生の情報理論から把握ができた訳です。特別支

援の専門家がこういう草津の実態をより科学的に把握して分析して、その子ど
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もたちに応じた指導をしていくと。それは、担任の今までの意識も変えること

にもなるし、その必要性もあると。この８％の子どもを中心に通級指導とか、

そういう手厚い指導のほうに進めていこうというもので、全国的に滋賀県で恐

らく初めての事業だと思いますし、全国的にもこの先生は有名な先生で、その

先生の指導を直に受けながら進めていこうという、ちょっと今まで私たちの時

代において授業においてもなかなか見つけられなかった子、あるいはその中で

その子が実は苦しんでいて、中学・高校ぐらいになって授業で当てられたら、

何で俺を当てんねんって言ってもう逃げている子、反抗する子、実はそういう

ところにもつながっていくのではないかなということで、少し新たな取組とい

うことで御理解をいただき、また新たなことですので情報交換をしながら、こ

の事業の進捗等を見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

中瀬理事     付け加えさせていただきますと、稲垣委員さんが委員に就任される直前の総

合教育会議でも、この読み書き障害の子どもの話が出て、市長さんもその中で

ぜひやってみたらどうかみたいな話もありました。そういう後押しがあって、

これの予算化につながった。こういう経緯がございます。 

 

稲垣委員     分かります。専門家しか見抜けないので、担任で見抜けきれないものがある

ので。 

 

川那邊教育長   私も、今までの実践の中でこういうことを聞くときに、その子は努力してい

ないから読まないということを思って、その子への指導をしていたのですが、

実はその子は読もうと思っていても文字が二重に三重に見えていたり、読めな

い障害ということがあるということに気付いて、やっぱりそういう子どもたち

を早期に指導していくことによって少しずつ、あるいは少しでも改善されると

いうことも情報を得ましたので、何とか来年度子どもたちのためにということ

で。情報も多々、いろいろ途中経過もいただきながら進めていきましょう。 

         ほかにございますか。はい、どうぞ。 

 

檀原委員     今のこともそうなのかもしれませんし、先ほどの常盤小学校の放課後ででき

ないところはみんなちょっとクラスを分解してでもやろうというようなことを

されているということだったのですけども、そういうことというのはなかなか

普通の人には理解しにくいところもありますので、上手な形でみんなに知って

もらうようなことも大事だなというふうに思いますし、また地域の中で手伝え

ることもあるやろうということもあるかもしれません。そういう専門的なアプ

ローチも必要ですけども、一般的なアプローチの中で一緒に頑張りましょうと
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いう形で手伝えることもあるかもしれません。そういう場合、やっぱり学校か

らのいろいろな災害のときに受援力ということ、支援を受ける上手さみたいな

のがあるのと同じように、学校の方からも地域からの力を上手に借りるという

ことを同時に学ぶチャンスにもなるかもしれないなというようなことを思いま

したので、その辺もちょっと来年度に意識しながらできたらいいなというふう

に思います。その受援力の一つとして、例えば英語でいろいろなＪＴＥを小学

校にも各学校置いていただくというのは非常にすばらしいことをしていただく

訳なのですけれども、昨年米原高校の先生で英語で外国といろいろつながると

いうことで表彰を受けられるようなすばらしい先生もおられるということで、

何らかの機会がありましたらそういう取組もちょっと草津市の先生にも知って

いただく機会も同時に作っていただけると、何らかみんな学び合えるところが

できるかなというふうに思いましたので、予算の部分でどうなのかはちょっと

分かりませんけれども、そういうこともしながら多様に進めていただけるとい

いなというふうに思いました。 

 

学校教育課長   おっしゃっていることはとても大事なことだというふうに思います。各学校

ではコミュニティ・スクールもありますし、地域のかたに、学校にこういうこ

とでお力を貸していただきたいのだけれどもどうだろうというふうな発信をし

ていく中で、今おっしゃっていただいたようなことをうまく地域と融合してで

きるようにしていきたいと思います。 

 

川那邊教育長   米原高校の堀尾先生ですね。以前、周防委員からも教えていただいたことで、

江竜課長、何かございますか。 

 

学校政策推進課長   先ほど檀原委員がおっしゃいました英語の件につきましては、ミステリース

カイプという取組でございまして、日本の子どもたちが遠隔テレビ会議システ

ムでどこの国かも分からない外国の子どもたちと会話をする中で、国の当てっ

こをするというような、そういう取組でございます。身近な米原高校で熱心に

やっていらっしゃる先生がおられることも分かっておりますので、草津としま

してもそういった取組を取り入れてやっていけたらなということで、現在計画

はしております。できましたら来年度以降に文科省の指定なども受けながら、

そういったことにも取り組んでいけたらなと考えてはおります。 

 

周防委員     英語のオンライン授業の拡大で、全１４小学校に広がるということでいいと

思うのですけど、３年目ぐらいになるのですかね。今までされた小学校で良か

ったこととか、悪かったこととかをぜひ参考に、これから始まる小学校でして
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いただく時に、先生同士でそういう交流があればいいなと思います。 

 

学校教育課長   今やっておりますオンライン授業は、フィリピンと結びまして画面の向こう

に子どもではなくて大人のかたが、インストラクターのかたがおられまして、

そのかたとこちら側の子どもが教室を二つに分けて、ですから向こうの画面に

お一人おられて、こちらは１０から１５人ぐらいいるぐらいで会話をしていく

のですね。大体年度の後半６回ぐらい、月１ぐらいで６回ぐらいやるのですけ

れども、自分の話したいことが英語圏の人に伝わる喜びというのは、子どもは

とっても感じているようです。ですけれども、同じことを繰り返しているうち

に新鮮味がどうしてもなくなってしまうようなところが見受けられるのも事実

でございまして、来年度につきましてはまだどことも契約はできておりません

けれども、一人の大人とやるだけではなくて、何か向こうにも子どもがいて、

お互い伝え合うことができるとか、そういう楽しく伝え合う。そして英語が話

せた喜びが感じられて関心が高まるようなオンライン授業ができたらなと思っ

ております。 

 

川那邊教育長   海外も含める遠隔授業は、今の文科大臣の柴山昌彦、学びの改革プランとい

うのが出まして、その政策の柱にＩＣＴの活用、先端技術の活用ということで、

このオンラインというのを入れているのですね。まさに草津がこれまでやって

きたことが日の目を見たというか、そういうことでこういう取組を草津は全国

的にも最先端だと思うので、さらに質の高い取組にしていったらいいと思うし、

それから来週か再来週か、志津小学校でアフリカ、タンザニアとつなぐ取組が

あります。これは生涯学習が企画をしてくれていて、青年海外協力隊に行った

人が講師に来てくれて、自分が行っていた国とつないでくれるのですね。こう

いう教育がまさにそのグローバルの中での教育でありますし、子どもたちもア

フリカというイメージをまた新たに親しみを持って作り出せる。そんな授業に

なると思っていますので、今までの取組をさらに充実するような形で進めてい

ければというふうに思っています。 

 

檀原委員     その授業を私も拝見させてもらったのですけれども、相手の方は確かに日本

人とは違う雰囲気を持ったかただなというのは分かるのですけども、部屋の中

やと景色とかが分からないので、隣の部屋かもしれないという、それは言い過

ぎですけども、何となくそういうところがありまして、これはできることとで

きないことがいっぱいあると思うのですけど、時差があったりして夜になった

りとかもあるので、例えば窓から向こうが見えるとか、何かその辺もこっちで

オーダーを出していただいて、少しそっちの雰囲気が分かるとか、先ほど子ど
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もさんもという話もありましたけども、確かに外国と話しているなとかいう、

この辺の工夫何かもちょっとずつしていただけるといいなというふうに思いま

した。 

 

川那邊教育長   ほかいかがですか。 

 

中西委員     私も１７ページの「人」が輝くまちへ、というところで、アートフェスタを

毎年開催していただいているのですが、いつの年でしたか、もう雨でどうしよ

うもないようなことがありました。天候にかなり左右される行事だと思います

ので、雨バージョンというようなこともやっぱり考えていただくのが必要では

ないかなと思います。それから、文化振興に係る意識の高揚というようなこと

が書いてあるのですけども、なかなか本当に難しいことで、ずっと根っこのこ

とからちょっとずつやっていかないことには、意識の高揚というようなことは

できないと思いますので、我々が何かものを発表するとか、あるいは鑑賞する

とかいうようなことの本当に力を発揮できる、そういう行事を望みたいと思い

ます。文化というようなものというのは、ちょっとしたらすぐできるかという

と、そういうものではないと思いますので、地道な活動というかそういうこと

を大切にしていただければというふうに思っています。 

 

川那邊教育長   特に何かありますか。 

 

生涯学習課長   アートフェスタで、台風があった時だった思うのですけど、２年ほど前でし

たが、やはり我々主催者側としては大変苦労しました。ただ、施設に関するこ

となので、なかなか大きい施設が作れるという訳ではないので、今後総合交流

センターとかそういった施設ができたら、そういうところも視野に入れながら

展開していただいて、雨でもできるというようなことも考えていきたいなと思

っています。 

         もう一つ、根っこの部分なのですけれども、なかなか一足飛びに文化を親し

めるというのはなかなか難しいと思います。小さなうちからやっぱり文化に親

しむということが我々としては大事だと思っておりますので、この文化振興計

画の中では次世代の文化を育むというプロジェクトも来年度進めていっていた

だくということになっておりますので、その中で集中的に議論をさせていただ

きたいなと思っております。 

 

川那邊教育長   ほかよろしいでしょうか。 

         それでは、ほかにないようでございますので、議第２号および第３号につい
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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４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   それでは、議第４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御説明申し上げます。 

         議案書は５０ページからでございます。 

         まず、今回の補正予算でございますけれども、平成３０年度における最後の

補正予算ということで、基本的には今年度１年間事業を実施してきて予算を執

行してきました中で、例えば工事の入札に伴う予算との差額でありますとか、

事務的経費の不用額などにつきまして、予算を減額したりしまして整理をさせ

ていただくことが主な内容でございます。 

         具体的には５２ページからの平成３０年度一般会計補正予算概要書で御説明

をさせていただきたいと思います。５３ページをお願いいたします。 

         こちらの補正予算の表でございますが、右端の説明欄に執行残と書いてござ

いますところがほとんどの事業だと思うのですけれども、こちらの事務事業に

つきましては、今申し上げました予算の減額、事務的な不用額の減額でござい

ますとか、入札による執行残ということになりますので、具体的な説明につき

ましては割愛をさせていただきまして、特に説明欄として記載をさせていただ

いております５４ページのまず１段目、表の１段目の中学校建設事業費、中学

校大規模改造費につきまして御説明申し上げます。 

         こちらにつきまして、校舎の大規模改造工事、そして先ほど予算概要のほう

でも説明しましたけれども、トイレ改修でございますとかグラウンド改修につ

きましては、国からの補助金でございます、学校施設環境改善交付金というも

のを財源の一部として工事を実施しているところでございますけれども、今、

通常国会で提案されました国の二次補正予算に関しまして、国土強靭化関連の

予算として、前倒しで３０年度予算で採択の要望を出しております、来年度工

事実施予定の松原中学校武道館他大規模改造工事、そして草津中学校トイレ改

修工事、そして老上中学校グラウンド改修工事につきまして、今回増額補正と

いう形で計上をさせていただいているところでございます。 

         ５７ページの２段目でございますけれども、特別支援教育推進費、特別支援

教育運営費につきましては、こちらも国庫補助事業でございます、切れ目のな

い支援体制整備充実事業と、県の補助事業でございます医療的ケアのための看

護師配置事業、インクルーシブサポーター事業につきましては県補助事業とい

うことでございまして、国と県の補助対象事業でございます看護師の配置事業、
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こちらにつきましてはそれぞれ今年度事業を執行してきまして、そちらの最終

的な執行見込みによる予算の減額と、見合いの補助金の交付見込みによりまし

て財源構成を行いますことから、補正予算として計上させていただいていると

ころでございます。 

         最後、５８ページでございます。 

         ５８ページは、中学校大規模改造費、中学校校舎棟整備費につきまして、繰

越明許費ということで計上させていただいておりまして、こちら中学校大規模

改造費につきましては、先ほど増額補正の予算の説明欄にも書いてございまし

た松原中学校の武道館ほか大規模改造工事、そして草津中学校のトイレ改修工

事、老上中学校グラウンド改修工事、そして校舎棟整備費につきましては、予

算概要のほうでも説明させていただきましたけれども、高穂中学校の増築工事、

こちらにつきましては、予算を３０年度から３１年度、来年度に繰り越して事

業を執行してまいりたいと考えてございますので、繰越明許費として計上して

いるものでございます。 

         以上、まことに簡単ではございます。説明がちょっと前後いたしましたけれ

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   それでは、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。 

         それでは、意見もないようですので、議第４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。 

         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、２月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は３月２５日、月曜日、午後ということで、時刻については後日お知ら

せをしたいと思いますが、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。 

 

開会   午後 ４時３０分 


