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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３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、３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、「２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、２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。 

         今日は、本年度最後の教育委員会です。委員の皆様には、これまで活発な議

論と的確な御判断をいただき、また、市内外の教育視察や研修などを通して、

草津市教育の推進・充実に御尽力を賜りました。ありがとうございました。 

         それでは、報告に入ります。まずは、２月２５日に開会した、草津市議会定

例会です。３月６日に代表質問、８日と１１日に一般質問、教育委員会関係で

は１３日に文教厚生常任委員会、１８日と２０日に予算審査特別委員会があり、

今日が閉会となりました。教育委員会には代表質問で４会派４議員から１１本

の質問がありました。発言要旨は「児童虐待の再発防止について」「当初予算

における草政会の要望事項の実現等について」「学校教育環境の充実につい

て」「平成３１年度施政方針について」「多文化共生社会の推進の取組につい
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て」「平成３１年度当初予算について」「多様な社会に生きるための教育につ

いて」でした。 

         また、一般質問は６議員から６本で、発言要旨は「日本遺産認定記念事業費

について」「あらゆる人権、性差にかかることについて」「志津小学校、高穂

中学校のマンモス化について」「（仮称）草津市立プールについて」「草津市

の文化財活用について」「学校の学習環境の整備について」でした。事務局と

して質問内容や趣旨をしっかりを受けとめ、今後の取組に繋げていきたいと考

えています。 

         次に、１２日に中学校、１５日には幼稚園と認定こども園、そして、１９日

には小学校でそれぞれ卒業式、修了式が挙行されました。委員の皆様にも御出

席をいただき、ありがとうございました。各学校、園ともに落ちついた中で、

心温まる感動的な式だったと聞いています。新たなステージへと巣立つ卒業生、

終了児の今後の活躍を期待するばかりでした。特に、草津で義務教育を終えた

皆さんには、草津で学んだことを誇りに、自信をもって自らの未来を切り拓い

ていってほしいと思います。 

         ほかにも、２月１９日には第２回いじめ問題対策連絡協議会、２０日には第

２回総合教育会議、２２日には教育研究所研究奨励事業の表彰式、３月２日に

はスポーツ協会表彰式、８日には第３回総合教育会議、２１日には草津市歴史

文化基本構想シンポジウムがありました。１年間のまとめであるとともに、次

年度に向けての取組の充実を期待させる内容でした。 

         さらに、２２日には志津小学校の新校舎竣工式があり、児童、地域や工事関

係者などとともに、完成を喜びました。新校舎での子どもたちの充実した学び

を期待いたします。 

         さて、この１年、教育委員会事務局では、改革志向で諸事業に取り組んでき

ました。草津市教育委員会の事業や取組、児童生徒の姿は、今年も全国に発信

され、評価もいただきました。大きな自信につながっています。 

教育総務、学校教育、学校政策推進、生涯学習、スポーツ保健、文化財保護

の各課を始め、図書館、草津宿街道交流館、史跡草津宿本陣、学校給食センタ

ー、教育研究所、少年センターにおいて、それぞれ意欲的で着実な取組を行っ

ていただいたことに感謝しています。 

本年度最終の教育委員会となる今回は、それぞれの成果や次年度の課題につ

いて各部長から一言ずつお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

教育部長     教育部長の竹村でございます。私が所管させていただいております教育総務

課、生涯学習課、少年センター、スポーツ保健課、学校給食センター、図書館

につきましてそれぞれ所属別に御報告させていただきたいと思います。 
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         まず、教育総務課でございますが、御案内のとおり総合教育会議を３回開催

させていただきまして、教育委員の皆様に活発な御議論をいただいたところで

ございます。２回目の議題でもありました、来年度の教育振興基本計画第３期

の策定に当たりましては、引き続き皆様の御意見を賜りたいと考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

         また、施設整備の関係では、志津小学校の増築工事を始め、常盤小学校体育

館の大規模改造工事、草津中学校のトイレ改修工事など、多くの改修工事と来

年度の工事に向けた実施設計を行いまして、学習環境の改善に向けた取組を進

めさせていただいたところでございます。今後も老朽化等を見据えまして、計

画的に事業を進めてまいりたいと考えております。 

         また、中学校給食の実施に向けましては、ただいま給食センターの用地取得

に関する調整を行うとともに、各種設計業務を行っているところでございます。

平成３３年度の２学期の中学校給食開始を目指しまして、引き続き取組を進め

てまいりたいと考えております。 

         次に、生涯学習課・少年センターでございます。社会教育分野では、これか

らの人生１００年時代を見据え、地域住民が自ら考え、学習機会の創出に取り

組める仕組み作りが重要でありますことから、今年度はその準備行為といたし

まして講座を開催したり、地域のニーズを聞き出すなどの取組を進めてまいり

ました。来年度には、モデル的に地域の参画を得ながら、ともに社会教育の充

実を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

         また、文化振興の分野では、５月１３日にその機運を高める契機となるよう、

文化振興フォーラムを開催させていただきまして、草津市文化振興計画に基づ

く「くさつアートフェスタ」を初めとする各種事業を進めさせていただいたと

ころでございます。中でも、草津市文化振興審議会におきまして、既存の文化

振興事業を評価・点検いただくとともに、重点プロジェクトとして１３万人の

文化プロジェクトを研究いただき、意見書として提出いただきましたので、今

後の文化振興に生かしてまいりたいと考えておるところでございます。 

         また、少年センターでは、警察や地域、補導員などの関係機関の皆様と連携

を図りまして、該当の巡回活動や相談活動などに務めてまいりました。今年度

は特に、市内中学校を中心に青少年に向けた薬物乱用防止教室などの活動につ

いて評価をいただきまして、厚生労働大臣から感謝状の授与をいただいたとこ

ろでございます。今後も青少年の健全育成に務めてまいりたいと考えておると

ころでございます。 

         次に、スポーツ保健課、学校給食センターでございます。スポーツ保健課に

おきましては、平成２７年度から小中学校体力プロジェクト校として子どもの

体力向上、教員の授業力向上、スポーツ傷害予防に取り組んでまいりました。
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その結果、御案内のとおりでございますが、全国体力・運動能力・運動習慣等

調査では、中学校２年生では男女とも全国平均、県平均を上回る結果となりま

した。また、小学５年生では、男子は全国平均、県平均を上回り、女子は全国

平均には届きませんでしたが、県平均を上回る結果となったところでございま

す。今後もこうした取組を継続して進めてまいりたいと考えております。 

         また、市スポーツ協会、市体育振興会連絡協議会、くさつ健・交クラブ、ス

ポーツ推進委員協議会などの関係団体と連携を図りまして、くさつ健幸ウオー

クや学校体育施設開放推進事業等を通じた市民のスポーツ環境の充実に向けた

取組や、本市でも開催を予定しておりますワールドマスターズゲーム２０２１

関西や、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会に向けまして、県や競技

団体等と連携して準備を進めてきたところでございます。 

         次に、学校給食センターでございますが、減塩献立を初めといたします和食

の推進や手づくり献立、また、同一アレルゲンの使用は１日１品目までとし、

安全で安心な給食を年間１８８回、１日当たり約８，７５０食の提供に務めさ

せていただいたところでございます。 

         最後に、図書館でございますが、昨年１０月から新たな図書館システムの運

用を開始いたしました。資料の貸し出しの際、資料に貼付いたしましたＩＣタ

グを薄型アンテナユニットで一度読み込むことで、貸し出し手続の所要時間を

短縮いたしました。また、ゲートアンテナシステムを導入したことで、貸し出

し手続が完了していない資料の館外流出を未然に防止し、資料管理を万全に行

うことによりまして、利用者への資料提供が円滑に行えておるところでござい

ます。このＩＣタグを薄型アンテナユニットで読み込むという機能を生かしま

して、今年１月には新春図書館福袋と銘打ったイベントを企画・開催して、大

変な支持を得たところでございます。 

         ということで、以上長々と説明させていただきましたが、各課それぞれいい

取組を進めてきたところでございます。教育委員の皆様がたにおかれましては、

来年度も引き続き御指導賜りますようよろしくお願いしたいと思います。あり

がとうございました。 

 

教育部理事    続きまして、事務局中瀬の方から、所管しております学校教育分野につきま 

（学校教育担当）  して、御報告させていただきます。 

         まず、学校教育課に関することについてでございます。授業改善、学力向上

に関しましては、市内２０校全ての学校で取り組んでおるところですが、中で

も４校が国レベルの研究指定を受けまして、授業改善を推進してまいりました。

具体的には、国立教育政策研究所の指定を受けて、老上小学校が国語科におい

て考えの形成につなげる単元計画や、授業の中での具体的な支援について、老
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上西小学校が算数科において深い学びにつながる共学びや単元を通した評価方

法の開発について研究をいたしました。また、渋川小学校と老上中学校では、

文部科学省および県の指定を受けまして、道徳科についての研究を深めてまい

りました。 

         二つ目は、国際教育についてでございます。昨年度に続きましてポンティア

ック市との交流を実施し、今年度は光泉中学校を含め市内各中学校生徒７名が

１１月にポンティアック市を訪問いたしました。昨年度本市を訪問したポンテ

ィアック市の生徒との交流やホームステイ等を通しまして、英語をもっと勉強

したいという意欲が高まったり国際的な視野が広がるなど、７名の生徒につき

ましては短期間で一回りも二回りも成長した姿が見られました。 

         三つ目は、学校の働き方改革についてでございます。７月からタイムカード

による出退勤管理と自動応答メッセージ電話による夜間・早朝の電話対応を導

入いたしました。当初、機器設定等の手間はありましたものの、このことに関

して保護者のかたから御相談を受けることもなく順調に運用できており、教職

員の超過勤務削減にもつながっているものと考えております。 

         このほか、外国語活動、英語教育につきましては、ＧＴＥＣやオンライン授

業などの草津市の特色ある実践を継続しておりますことや、生徒指導につきま

しても本年度からいじめ防止啓発強化月間を１回から６月、９月の２回に増や

しまして、地域と連携したいじめ防止を推進するなど、取組を継続していると

ころでございます。 

         続きまして、学校政策推進課に関することでございます。まず、ＩＣＴ教育

についてでございますが、今年度は２０を超える自治体が草津市の先進的な取

組を学ぼうと視察に訪れられました。また、草津小学校が学校情報化先進校に

選ばれたり、草津市が「２０１９ 日本ＩＣＴ教育アワード」で文部科学大臣

賞を受賞したりするなど、これまでの取組が高く評価された１年であったよう

に思います。 

         次に、プログラミング教育におきましても、Ｐｅｐｐｅｒの活用を初めとし

て各校で実践を積み重ねているところでございます。２月に東京で行われまし

たプログラミング成果発表会全国大会には、南笠東小学校と老上中学校が出場

し、生き生きと発表する子どもたちの姿が見られました。 

         最後に、コミュニティ・スクールについてでございますが、今年度より法律

に基づく制度に移行するとともに、市内の全小中学校におきまして実施いたし

ました。今後とも学校、家庭、地域の連携をますます深め、地域とともにある

学校の実現に努めてまいりたいと思ってございます。 

         以上です。 
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教育部専門理事   続きまして、事務局の八杉の方から、文化財保護課・草津宿街道交流館、草 

（歴史文化担当）  津宿本陣の歴史文化関係につきまして御説明をさせていただきたいと思います。 

         平成３０年度につきましては、５月２４日に草津のサンヤレ踊りと芦浦観音

寺が日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産」に追加認定さ

れ、また、野路町の榊差遺跡から奈良時代の国内最古級と言われます獣脚や仏

像の光背と思われる鋳型が出土するなど、本市の文化財関連でいろいろ注目さ

れたことがございました。こうしたことから、市民の関心も高まりつつあり、

指定・未指定の文化財にかかわらず総合的に把握して、社会全体で文化財を守

り、受け継いでいくための計画の策定等が求められてきております。そうした

中、文化財保護課では、草津市と歴史資産につきまして適切な保存継承と活用

を図るための基本方針でございます、草津市歴史文化基本構想を策定いたして

おります。また、本市にございます史跡芦浦観音寺跡の保存活用計画を策定し、

史跡整備に向けての第一歩を踏み出したところでもございます。今後は、これ

らの計画をもとに具体化するとともに、一層の保存活用、また管理に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。 

         一方、街道交流館では、史跡草津宿本陣に残されております古文書等の歴史

調査に着手いたしました。当初８,６００点と予定しておりましたが、約１万

４,０００点の数にも上る資料が確認でき、現在整理・分析を進めているとこ

ろでございますが、今後も資料の全容解明に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

         また、草津市における伝統技術の保存継承におきまして、危機的な状況にご

ざいます。青花紙の製造技術につきましても、保存継承に向けて今年度からあ

おばな会とともに担い手セミナーを開催し、継承への取組をスタートしたとこ

ろでございます。 

         また、草津宿本陣では、月１回の落語会の開催や、観光部局と連携した本陣

結婚式など、積極的な文化財の活用を図るとともに、草津宿街道交流館でのテ

ーマ展や歴史講座などを通じまして、本市の歴史文化の発信に努めてまいりま

した。来年度は交流館が開館２０周年を迎えるということでございますので、

さらに発信に努め、ふるさとの意識の高揚に務められるように、事業を展開し

てまいりたいと考えております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   それでは、今、部長、理事から報告がありました、今年度のまとめに関する

御感想、その他３月にあった行事などで感想等ございましたらお願いをいたし

ます。 
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檀原委員     この１年間は非常にいろいろな意味で刺激の多い年だったなというふうに思

いました。特に学校の方ではＩＣＴのみならず、いろいろなところで取組をさ

れたことが全国的に評価されるという大きなことがございましたし、また先生

がたの発表の様子を見ていても、非常に生き生きとされているところが本当に

すばらしいなということを感じる１年でありました。また、歴史文化の方でも、

芦浦観音寺の方は台風の被害もありましたけれども、いろいろなところで発掘

が進んだり、またそれの意味合いというのがしっかりと認識されるような形で

市民に伝えられて、本当に充実したところが多かったなというふうに感想とし

てはあります。 

         私もこの１カ月間にいろいろ体験することがございまして、やはりこういう

ことを通じて大人も子どもも生き生きと暮らしていける地域ができていくこと

が、教育委員会の中での活動の中でも非常にかかわりが深いということを常に

やっぱり感じるところです。先日、たまたま東京に行く用事がありまして、そ

のときに「おいおい老い展」というのがありまして、草津川の跡地公園をつく

るときにワークショップ何かを開いてくれたｓｔｕｄｉｏ－Ｌというところが

主催されて、全国を８つのブロックに分けて、その中で約５００名ぐらいそれ

ぞれが６回ずつのワークショップなどを通じて６７ぐらいのプログラムを発表

するという壮大なもので、自分たちのアイデアを出しながらつくったというの

が、２１日から２５日の今日まで、千代田区のＡｒｔｓ Ｃｈｉｙｏｄａ３３

３１という場所で、今もまだ続いているところなのですが、それにちょっと私

も行ってきました。そこでたまたまなのですが、草津市にも１００台あります

Ｐｅｐｐｅｒの開発をされた蓮実一隆さんというかたの直接お話をされるのを

聞く機会がありました。僕よりも大分若いかたなのですけれども、やはり孫正

義さんがこういうものをつくろうということの中で全然アイデアがなかったと

ころ、どういうふうにするかをいろいろリサーチされたときに、今まで歴代あ

るヒーロー何かの特徴を捉えて、国内外の例えばアンパンマンであったりとか、

鉄腕アトムとか、それから外国で言うとシンプソンズのお父さんとか、いろい

ろなそういう人を調べていく中で、どういうコンセプトにするかというときに、

最終的にどうしようと思ったかというと、顔はのび太君で体は一休さんという、

まあ言うたら横に寝転んで慌てない慌てないという、そういうイメージを最終

的につくりたいということで、今のそのＰｅｐｐｅｒの顔のどこかにのび太君

の面影があるはずやというふうにおっしゃっていました。また、そのどういう

人間らしさをつくるかということの中で、そのＰｅｐｐｅｒが海に行きたいと

いうふうに言うというようなイメージをおっしゃっていました。普通ロボット

でしたら、自分の意思をもってそんなわがままを言って、海に行ったら潮風に

当たって故障してしまうかもしれないという中で、そういう人間くささみたい
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なものもやっぱりそういうロボットの中に作りたいというようなこともおっし

ゃっている話が非常に印象的でした。 

         その会場に向かう途中にちょっと時間がありましたので、オリンピックの会

場となります新国立競技場の作られている様子をみたいなと思って、その近く

を歩いていたのですが、たまたまそこでＴＥＰＩＡ先端技術館というところに

無料で展示をされている場所があったのでのぞいたところ、Ｐｅｐｐｅｒやい

ろいろなプログラミングをされていることを体験できる場所がありまして、何

かＰｅｐｐｅｒが続いているなというふうに思ったのですけど、そこでされて

いたのは、子どもたちが３Ｄプリンターを使う講座みたいなのもされていまし

た。それから、Ｐｅｐｐｅｒもやはりだんだん進化しているようで、今ここに

単独でＰｅｐｐｅｒがいるだけじゃなくて、そこを遠隔と結んでＰｅｐｐｅｒ

の目から見えるものが相手の人にも見えるということで、また言葉も相手の人

も言葉を話してくれるみたいな形で今進化中やということでした。やはり、介

護の世界とか医療の世界にもＰｅｐｐｅｒのようなものが使われるということ

が、もう近いなということを感じることがありました。 

非常に偶然の出会いというものがあったのですけれども、草津市がこれから

どういうふうに進んでいくかというのもその中に何となく感じることができて、

今年本当に大きな成果があったのですけど、来年度以降もすごく楽しみにして

いるということでございます。 

         以上でございます。 

 

周防委員     どうもありがとうございました。３月１０日にキッズシネマ塾の完成発表上

映会と映画トークを見に行きました。１１月の撮影現場も一部見ていたのです

が、編集されて音楽や効果音もつけられ、短いとはいえ立派な作品になってい

て、とても感動しました。子どもたちも自分たちの演技や仕事が作品という形

になって驚きもあったのではないかと思います。参加した子どもたちにはとて

もよい経験になったと思います。キッズシネマは、今回も草津の歴史や文化に

触れることができる作品なので、ぜひ参加していない子どもたちにも触れても

らいたいと思いまして、参加者が多かった小学校に給食の時間にでも流しても

らえないか聞いてみたのですけれども、３月は６年生へのメッセージなど学校

もたくさん予定を立てておられるので、時間をとってもらうのは無理でした。

ですが、校長室の前に設置されているモニターテレビに流しておくのはできる

と言っていただいたのでやってみたのですが、機器の都合か何かで残念ながら

自力ではできませんでした。また、ほかの小学校も含めて落ちついたころにで

も子どもたちが学校で目にすることができるといいと思います。また、アート

フェスタなど文化の催しのときなどにも、過去の作品も含めて多くのかたに知
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ってもらえたらいいかなと思いました。 

         あと、卒業式では、新堂中学校に参列させていただきました。落ちついた厳

かな式でした。全校生徒が群青というとてもきれいな曲を歌われたのですが、

これは福島県南相馬市の中学校の先生が、震災で離ればなれになった仲間を思

った子どもたちの言葉をもとにしてつくられたものだそうです。あの大震災の

ことを歌うことによって忘れないという思いで選曲されたそうです。義務教育

を終えて巣立つ卒業生たちが、これからもいろいろな状況や立場の人に思いを

寄せられるような人に成長していってほしいと思います。 

         あと、笠縫東こども園に参列させていただきました。子どもたちが受け取っ

た修了証書を高々と掲げて、お父さんお母さんたちに見せる姿が、とても自信

に満ちていて輝いているなと思いました。園長先生の式辞からは、一人一人が

個性を尊重されて、大事に育てていただけたことが伝わりました。これからい

ろいろな形で比べられたり評価されてしまうこともあるかもしれませんが、小

学校でも一人一人の個性を認めて、自尊感情を育んでいってほしいと思います。 

         渋川小学校の卒業式でも、卒業生一人一人がステージの上から堂々と顔を見

せてくれました。校長先生の式辞では、いろいろなことがあったかもしれない

けれど、君たちは未来を切り拓く力をつけているというようなお言葉がありま

した。本当に子どもたち全員に可能性が詰まっていると思いますので、未来を

切り開いていってほしいと思います。 

         以上です。 

 

中西委員     中西でございます。私もこの教育委員をさせてもらってからこれで１年半に

はならないですけど、それぐらいになってまいりました。その間、いろいろな

草津市の取組等も見せていただいていたのですが、非常に積極的に取り組んで

おられることが、私は非常に好感が持てるといいますか、すばらしいことやな

というふうに思っております。なかなかこの時代に前向きになって、そして先

進的なことを取り入れてやっていくというのは、非常に力がいることやと思う

のですけども、そういったことに積極的に取り組まれていることに敬意を表し

たいというふうに思います。 

         そんな中で、私が所属しております公益社団法人の滋賀県書道協会というの

が創立７０周年を迎えました。ちょうど昭和２４年から現在まで競書雑誌です

けども「書の友」あるいは大人向けには「書朋」という本が月１回ずつ休まず

にずっと出してまいりまして、「書の友」で言いますと８００号、それから

「書朋」、大人の方ですけども、これももう４５０号ぐらいになってまいりま

した。その歴史をまとめる意味で、７０周年の記念の式典等を大津のプリンス

ホテルで行いました。式典等には知事もおいでいただきましたし、それからほ
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かの各教育委員会、あるいは各学校、あるいは教育研究会のかたがた等に来賓

としておいでいただきまして、盛大な式典を催したわけです。そういうふうな

ことですけども、実際のところを言いますと、日ごろの毎月の継続した取組と

いうことがずっと７０年間続いてきたということの、本当にすばらしいことが

ありましたので、それについてやっぱり我々もう一遍この意義というものにつ

いて確認し合おうというような会であったというふうに思います。滋賀県の書

教育、書道の書写教育につきましては、いろいろなことを批判されたり、また

応援していただいたりしていたわけですけども、今この時代になって子どもた

ちの書く文字、そして表現する力、そういったものをずっと子どもたちの目線

の中でとらえられてきたことが、本当にすばらしいことやなというふうに思い

ました。今後もそういう地道な活動を通じて、小学校の中でも読み書きそろば

んというようなこと言われますけども、読み書きというのは非常に大事な部分

やと思いますので、そういったことがしっかりできていくような環境づくりと

いいますか、方針を立ててやっていけたらいいなというふうに思いました。そ

ういうことがありまして、私としては非常にその式典に向けていろいろな記念

誌をつくったりというようなこともありまして、非常にくたびれたこともあっ

たのですけども、また皆さんにも見ていただける機会があるかもわかりません

が、その記念誌というのができておりますので、また機会があれば見ていただ

けたらと。７０年の歴史をずっとまとめたものでございますので、書写・書道

教育の１つの成果というようなものが示されていると思いますので、見ていた

だければと思います。 

         それから、私も今年度卒業式等に参加させていただきました。３月１２日に

は、松原中学校で１３１名の卒業式、非常にしっかりとしたといいますか、落

ちついた卒業式やったと思います。その中でも、各運動の競技の中で優秀な成

績を上げている子どもさんもいて、そういう紹介もありましたので、非常に印

象に残ったというような気がいたしました。また、松原中学といいますと昔か

らの学校ですので、これが７２回目の卒業式ということですので、地域とのか

かわり、それから伝統校的なその基礎的なことがしっかりできているというよ

うな印象を持たせてもらいましたということ。それから、校長先生の方からも

一部式に参加できない子どもさんもいたということでしたですけども、後でま

た校長室でその子どもさんには個々に卒業証書を渡すというようなことの対応

をとられていたということでございました。 

         それから、次に、３月１５日、笠縫幼稚園の修了式に参りました。４５名の

修了児ということで、昨年といいますかこの４月に常盤の幼稚園へ行ったので

すが、そのとき７名の入園児といいますか、やったのですが、笠縫は４５名の

修了児ということで、随分園によって差があるんやなということも思いました
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し、また天気もよかったということもありまして、保護者あるいは先生がたも、

よくよい環境の中で卒園式を迎えられたなというふうに思います。それで、私

も初めてやったのですが、幼稚園の園長先生が男性やったのですけども、とて

も誠実な感じで、そして実直な対応をされていたように思います。女性は女性

なりの対応があったですやろうし、また男性なら男性なりのその非常によい感

じがありまして、幼稚園というような中で子どもたちも生き生きとして、園長

先生に慕っていたというような様子が私には印象に残りました。 

         それから、３月１９日に矢倉小学校に参りました。矢倉小学校も４１回目の

卒業式ということで、私の印象ですと比較的新しい学校やなというふうには思

っていたのですが、もう４０年たっているんやなということです。１１２名の

卒業の子どもさんがおられて、非常に私、式が始まって子どもさんが入場され

てきて驚いたのが、矢倉小学校さんだけやったんかどうかわかりませんけども、

６年生の卒業児童が非常に大きい。私より大きい子がいっぱい居てたなという

のが印象に残りました。女の子もです。中には小さい子もいてるんですけども。

矢倉小学校、何か平均より大分大きいことはないですか。何かみんな大きくて、

矢倉小学校のあの辺は何か食べ物が違うのかと思ったぐらいでしたですけども、

特に南草津駅ができましてからあの辺が大きく変わってきたと思うのですけど

も、他の地域、県内も含めてそういうかたがたがたくさん入ってこられている

中で、新しいまちづくりをされて、子どもさんも新しい環境といいますか新し

い気風の中で、今までのその草津の教育ということだけじゃなしに、何か新し

いものがそこにあるような気がいたしました。その新しさと体格の大きさはそ

んなにかかわりがないとは思いますけども、非常に伸びやかな子どもさん、あ

るいは屈託のない、余りいろいろな常識に縛られずに育っているような子ども

さんが多いような気がいたしましたし、伸びやかな雰囲気の中で卒業式という

ようなことで、非常に私もゆったりとした感じで式に参加させていただきまし

た。 

         以上です。 

 

稲垣委員     失礼いたします。私は今日でちょうど３カ月目になるのですけれども、教育

委員というのはどういう仕事するのかというのは本当に初めての体験ですので、

今まで現場にいる人間でしたので、その内側からと外側からとのというので、

楽しみでもあり、ドキドキでもあり、参加させていただいております。今は本

当にもう見聞きさせてもらうのが精いっぱいだなということで、御意見とかそ

んなのはなかなか申し述べられないのですけれども、先ほど部長様や課長様や

報告があった中に、子どもたちがいじめや虐待で傷つくことがなかったのだな

というのが、一番にほっとしました。やっぱり子どもの命というのは守ってや
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らないといけないというのが私の中にはありまして、大変現場では苦労されて

いる、いろいろな対応もされているのだろうなとは思うのですけれども、そん

な大きな事件もなく本年度を終えられるということは、やはりここにいらっし

ゃる行政のかたや現場の先生たちの努力だったんだなという、そんな印象を持

たせてもらいながら聞かせていただきました。 

         私も卒業式に参加させていただいて、その感想しか述べられないのですけれ

ども、今までは卒業式というのは受け入れる側でしたけれども、来賓として座

らせていただいて、ゆっくりいろいろなものを見せていただく機会に恵まれた

なと思っています。中学校は玉川中学校１６２名とおっしゃいました。校長先

生のお言葉で印象的だったのは、不登校だった子どもたちも今日は全員来てく

れて、壇上で賞状を渡すことができたのだということをおっしゃって、何より

やったなというのを思いました。それから、先ほど周防委員がおっしゃったよ

うに、東北とのつながりというのを中学校の中でいろいろな学校もつくってお

られる、玉川も玉川中学校というのは全国にたくさんある中で、宮城県の玉川

中学校との接点を持ちながらやっている。そこに２０１７年と１８年の修学旅

行に行って、実際にそこに出かけて見聞きしているんやという、そういうつな

がりでの修学旅行を実施しているというようなことお聞きして、こういうこと

が大事なんだなというふうに思いました。その歌声ということで、歌もつくら

れておりましたので、大変すばらしい、女の子たちの声がよく出ていて本当に

すばらしい合唱もその中で聞かせていただくことができました。 

         幼稚園は、玉川幼稚園に行かせていただいて、大変暖かい日で、明るい日の

光の中の真新しい園舎の中で修了式をされておられました。本当にこんなにす

ばらしい園舎でできてうれしいんですよというのを園長先生がおっしゃってい

ました。やっぱり座っていると、気になるお子さんが、やっぱり教師の目にな

ってしまって見えるのですね。それはやっぱり支援のいるお子さんなのですけ

れども、一生懸命式に参加してちゃんと座って一生懸命やっておられました。

帰り際に、そのお子さんを受け入れる小学校の先生が、しっかり見させてもら

いました。しっかり受け入れますと言って園長先生に言って帰られました。こ

れがまさしく幼・小の連携なのだなというふうに思わせていただきました。た

だ、びっくりしたのは、５０名ほどの卒園児の中で、その玉川ですので玉川小

学校と南笠東小学校に半々で行かれるのかなと思っていたら、いやいや、いろ

いろな小学校に行かれるということに驚きました。何やというと、就労型の保

育をする園なのですよ。ということを園長先生が言わはって、落ちた部分もあ

るのですけれども、今までやと幼稚園からストレートに小学校、地元にという

ことだったのですが、随分変わってきたのだなというのを感じました。 

         小学校も行かせていただいて１０４名、笠縫小学校でした。校長先生の最初
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の挨拶が「僕の自慢の６年生です。いやいや、１年生から６年生まで自慢でき

る子どもたちです。」と、こうおっしゃったのです。それだけ自慢できると学

校長が言えるというのは、やっぱり子どもたちの育ちが１年間の中にあったの

だなというのを感じさせていただいて、式に参加させていただきました。実は、

笠縫は私の初任の学校でしたので、校歌も懐かしく拝承し、子どもたちの姿も

しっかり見させていただいてよかったです。特に男の子がしくしくと泣いてい

る姿がほほえましかって、女の子よりも男の子がしくしくやっていたなという

のがありました。本当に、こういう式にこういう立場で参加させてもらえると、

本当に暖かいものをたくさんいただけるので、本当にありがたかったと思って

おります。 

         以上です。 

 

檀原委員     済みません。ちょっと追加していいですか。私も卒業式のことを言うのを忘

れておりまして、草津中学校に寄せていただいて、私と同じ卒業した学校で、

３年間校長先生と生徒が同時に入学したというような話もされながら、すばら

しい卒業式でした。 

         １５日、矢倉幼稚園の方でした。これはＰＴＡの１つ下の学年のかたがたが

園庭とかをすごくデコレーションされて、サプライズでされたということで、

本当にまとまりのいい卒業式で感動いたしました。 

         それから最後、志津南小学校の方は、子どもたちが最後のお礼をするときに、

先生と一緒に地域のかたに対してすごく敬意を払っている姿が非常に心に打た

れるものがありまして、本当にそれぞれにすばらしい卒業式・卒園式をされた

というふうに思いました。 

         それともう１個だけ、３月１１日の月曜日に、市議会の傍聴に行ったところ、

ちょうど教育委員会関係の質問されていました。まさに私らに言われていると

いうふうな受け方をさせていただきました。冬のときの教室の乾燥対策につい

て質問されていたのですけど、やっぱりこういうことはどうしたらいいか、お

金もかかることですし難しいことですけども、ぜひみんなでいろいろな知恵を

出して、アイデアを出して、どういうふうにしていったらいいかということを

考えていく必要があるなということを受けとめさせていただきました。 

         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。 
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        ――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項に移ります。議第９号 臨時代理の承認を求める

ことについてでございますが、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。 

         当議案及び議事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、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９号の審議は、報告事項の終了後に行うこととい

たします。 

         それでは、議第１０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１０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７ページ及び８ページの条例を御覧ください。 

         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、５人の公募

委員につきまして、新たに募集・選考いたしましたことから、このたび委嘱を

しようとするものでございます。任期は平成３１年３月２６日から、平成３２

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。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 ― 
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川那邊教育長   異議もないようですので、議第１０号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第１１号 草津市教育委員会附属機関運営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。 

 

文化財保護課長   議第１１号 草津市教育委員会附属機関運営規則の一部を改正する規則案に 

ついて、文化財保護課の藤居より御説明申し上げます。 

         資料は議案書の１０ページから１２ページになります。１２ページの新旧対

照表を御覧ください。 

         これは、歴史文化基本構想に関する条項でございますが、この基本構想につ

きましては本年度策定を進めておりまして、１月１０日付で策定委員会の答申

を受け、また、策定完了見込みとなりましたので、当初の目的を達したという

ことでありますので、この右側の改正前の別表１にあります、草津歴史文化基

本構想策定委員会という項目と、別表２にあります、同じく草津歴史文化基本

構想策定委員会の項目を削除するというものでございます。 

         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。 

         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１１号は原案どおり可決いたします。 

         次に、議第１２号 草津市立幼稚園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１２号 草津市立幼稚園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１４ページから１７ページでございます。 

         今回の改正点につきましては、大きく２点ございます。まず１点目につきま

しては、草津市立志津幼稚園及び草津市立山田幼稚園を平成３１年４月から、

幼稚園型認定こども園として開園することに伴い、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。 

         具体的には、１６ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。幼稚
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園の定数を定める第２条の表の、草津市立志津幼稚園及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及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人と追記するものでございます。この改正箇所

につきましては、草津市立幼稚園条例の一部改正に伴いまして、昨年の８月の

定例教育員会で既に御説明をさせていただいたところでございますが、その後

１１月に幼稚園等教育認定の園児募集を行いまして入園決定をいたしまして、

各園の在籍人数が固まりましたので、今回改正させていただくものでございま

す。 

         次に、２点目でございますけれども、幼稚園の認定こども園化に伴いまして、

入園希望者が増加したことにより、施設上の基準内でできる限り多くの児童を

受け入れられるよう、定数の弾力運用を行っている現状に合わせまして、教育

認定と保育認定で定数をその都度定めることができるよう変更するものでござ

います。 

         具体的には、同じく新旧対照表、１６ページから１７ページにもありますけ

れども、付則の第３項にあります幼稚園に限った定数の弾力運用規定を削りま

して、新たに第４項の定数の規定に３歳児を追記し、幼稚園及び認定こども園

の弾力運用規定とするものでございます。なお、施行期日は平成３１年４月１

日とするものでございます。 

         以上、議第１２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の

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１２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。 

 

スポーツ保健課長   報告事項第１、（仮称）草津市立プール整備基本計画検討懇話会開催要綱を 

廃止する要綱について、スポーツ保健課の河合が御説明申し上げます。 

         報告書２ページを御覧ください。 
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         （仮称）草津市立プール整備基本計画検討懇話会につきましては、（仮称）

草津市立プール整備基本計画の策定について御議論いただくために設置したも

のでございますが、平成３０年１１月に本計画の策定を終えましたことから、

今般当該開催要綱を廃止したものでございます。 

         以上、まことに簡単ではございますが、（仮称）草津市立プール整備基本計

画検討懇話会開催要綱を廃止する要綱についての報告とさせていただきます。 

 

文化財保護課長   引き続きまして、報告事項の２番目でございます。草津市歴史文化基本構想

（案）に関するパブリックコメントの実施結果について、文化財保護課の藤居よ

り説明させていただきます。 

         資料は４ページから１６ページになります。まず、４ページを御覧ください。 

         このパブリックコメントは、平成３１年２月８日から３月７日まで１カ月間

行いました。そのうち意見は２名から１４件の意見が出てまいりました。意見

の内容につきましては、ページをめくっていただきまして６ページから書かせ

ていただいています。１４件の意見のうち番号に網掛けをしたものが、その意

見を反映させるということでございます。これにつきましては、不適切表現と

か誤りの指摘でございますので、それにしたがって適切な形で修正させていた

だくということでございます。そのほかの件につきましては、要望とかそうい

ったことが多く、基本構想に反映させるというものではございませんので、今

後の検討課題とする形で回答させていただきたいと考えております。それで、

必要な分については修正いたしまして、基本構想の策定をしてまいりたいと考

えているところでございます。 

         引き続きまして、報告事項の３点目でございます。史跡芦浦観音寺跡保存活

用計画（案）に関するパブリックコメントの実施結果についてでございます。 

         報告書は１８ページから２７ページになります。まず、１８ページを御覧く

ださい。 

         これも先ほど、歴史文化基本構想と同じ時期にパブリックコメントを開催し

ております。それで、意見は２名から１０件の意見が出てまいりました。その

意見につきましては、２０ページ以降に書かせていただいたとおりでございま

すが、これも網掛けした部分について反映させるということで、間違いとか不

適切表現の指摘がございましたので、この辺を修正させていただきたいという

ことでございます。そのほかの件につきましては、この計画案の中で説明でき

る内容とか用語的な部分がございますので、その辺は修正せずに今後の検討課

題ということで回答させていただいております。 

         そして、改めまして２２ページに記載させていただきましたが、このパブリ

ックコメントは案について文化庁の方との提案策定の中で共有をしてまいりま
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したが、最終案がまとまった段階でいろいろ指摘事項がございましたので、そ

の部分について修正させていただきたいということでございます。計画の内容

が大きく変わることはございませんので、修正した上で計画の策定に当たって

いきたいと思っているところでございます。 

         以上です。 

 

教育総務課長   報告事項の４、寄付受け入れ報告につきまして、教育総務課の松浦が御報告

申し上げます。 

         本来であれば報告書２８ページからになるのですけれども、誤りがございま

して、別紙として報告４、お配りさせていただいておりますので、そちらを御

覧いただきたいと思います。申しわけございません。ちょっと今回、多数の御

寄付いただいておりますので、全て読み上げをさせていただく形になりますけ

れども、御了承ください。 

         まず、新堂中学校卒業生の皆様から、プロジェクター、ソフトキャリングケ

ースを新堂中学校の方に御寄付いただいております。 

         また、滋賀銀行のＣＳＲ私募債の発行を通じまして、株式会社岸本工業様よ

り、屋外スピーカーを老上中学校の方に御寄付いただいております。 

         また、草津中学校ＰＴＡ様より、デジタルカメラなどを草津小学校の方に御

寄付いただいております。 

         また、株式会社センチュリー２１・ジャパン様より、ネットランチャーを市

内の小中学校と教育委員会の方に御寄付いただいております。 

         また、志津地区教育振興会様より、ござなどを志津幼稚園の方に御寄付いた

だいております。 

         また、志津幼稚園ＰＴＡ様より、汽車セットなどを志津幼稚園の方に同じく

御寄付いただいております。 

         おめくりをいただきまして、公益財団法人ソニー教育財団様より、デジタル

カメラを矢倉幼稚園の方に、また、矢倉幼稚園のＰＴＡ様より、ＣＤラジカセ

を同じく矢倉幼稚園の方に御寄付いただいております。 

         そして、玉川幼稚園ＰＴＡ様より、長縄用スタンドを玉川幼稚園の方に御寄

付いただいております。 

         また、山田幼稚園のＰＴＡ様より、カラーマットを山田幼稚園に御寄付いた

だいております。 

         老上幼稚園のＰＴＡ様より、鉄琴を老上幼稚園の方に御寄付いただいており

ます。 

         また、笠縫学区自治連合会様より、ビブスとフラフープを笠縫幼稚園の方に

御寄付いただいております。 
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         最後のページとなります。こちら、笠縫幼稚園のＰＴＡ様より、鉄琴と炊飯

器を笠縫幼稚園に御寄付いただいております。 

         また、笠縫東こども園ＰＴＡ様より、ビデオカメラ一式などを笠縫東こども

園の方に御寄付いただいております。 

         また、人と地域が輝く常盤協議会様より、鍵盤ハーモニカなどを常盤幼稚園

の方に御寄付いただいております。 

         また、三上義夫様より、絵本２１冊を常盤幼稚園の方に御寄付いただいてお

ります。 

         また、常盤幼稚園ＰＴＡ様より、鍵盤ハーモニカを常盤幼稚園の方に御寄付

いただいております。 

         以上、足早になりましたが報告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。 

         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、先ほど非公開とした議案の審議に移ります。傍聴席の皆様にお

かれましては、大変申しわけございませんが、退出をいただきますようよろし

くお願いします。 

 

 ―――――――――――― 非公開 ―――――――――――――― 

 

川那邊教育長   以上をもちまして、本日の議事は終了となりますが、ほかにございますか。 

         それでは、これをもちまして、３月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は、４月２３日、火曜日、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。 

閉会   午後 ４時００分 

 


