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開会   午後 ２時３０分 

 

馬場委員長    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―――― 

 

馬場委員長    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 ― 

 

馬場委員長    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―――― 

 

馬場委員長    次に、日程第２、「７月定例会会議録及び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 ― 

 

馬場委員長    異議がないようですので、７月定例会会議録・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―――― 

 

馬場委員長    次に、日程第３、「教育長報告」をお願いいたします。 

 

教育長      皆さん、こんにちは。 

         この夏は広島を始め、全国の幾つかの地域で大雨による土砂崩れ、河川の氾

濫など大きな被害が出ています。多くの尊い命が失われましたことに哀悼の意

を表するとともに、今なお行方不明のかたがたがおられることに心が痛んでい
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るところでもあります。また、多くの住宅など復旧作業が進められております

が、被災の皆様に心よりお見舞いを申しあげますとともに、一日も早い復興を

願うばかりであります。 

         さて、教育委員の皆様には、８月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、臨時教育委員会など、多くに出席をいただきました。あり

がとうございました。 

         昨日は、市内全ての小中学校で２学期始業式が行われました。私は、山田小

学校を訪問しましたが、子どもたちは式が始まるまでは音楽教師の電子ピアノ

によるきれいな演奏を静かに聞き、また式では、校長先生や教員の話にしっか

りと耳を傾け、落ちついた雰囲気の中で行われている様子を見させていただき

ました。本日の新聞でも、志津小学校、草津小学校の始業式の様子が紹介され、

校長先生が２学期はタブレットを使った学習を始めますと、タブレットを持っ

て説明されたことなどが掲載されていました。各学校において、児童生徒が輝

き、確かな力をつけることができる２学期になるよう、学校経営をお願いした

いと思っております。 

         さて、今回の報告の１番目は、人権同和教育です。８月２日に草津市人権同

和教育研究大会が開かれました。第４６回を数え、毎年市民が人権同和につい

て深く考える充実した大会となっており、学校教育、社会教育の関係者、一般

市民９４７名という多くの参加をいただきました。中瀬学校教育課長からは、

人権問題は私たち一人一人の問題であり、参加者一人一人がみずからの学びを

深め、草津の地に人権文化を醸成し、深く根づかせるよう学びや実践を続ける

ことの重要性について基調提案があり、講演では、徳島県人権エンタメ集団

「友輝」の中倉茂樹様から、特に御自身が体験された結婚差別とそれに向きあ

った体験を紹介され、私たち一人一人が人権同和問題に正面から向かい合い、

差別解消に向けた着実な実践を重ねることの大切さについて貴重な御示唆をい

ただきました。また、午後の分科会では、３９の提案団体からの実践報告を受

け、意見交流を通して人権同和教育の一層の充実について共通に理解できまし

た。 

         ２つ目は、教職員研修について報告します。夏季休業中は、多くの教職員研

修が行われました。教員は夏季休業中には市が主催する研修はもとより、県や

国、民間が行う研修に教師としての資質を高めるために参加をしています。も

ちろん学校単位でも多くの研修が行われますが、ことしは学校では、全ての小

学校でタブレット講習会が行われました。委員の皆様にも御参加をいただいた、

草津市学校経営管理研修会では、これからの学校、これからの教育をテーマに、

校長、教頭へのＩＣＴ教育、タブレット活用に重点を置いた研修を行いました。

２学期から本格的に小学校に導入するタブレットの演習、その後、我が国のＩ
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ＣＴ教育の推進の第一人者であられます鳴門教育大学の藤村裕一先生に、ＩＣ

Ｔとこれからの教育について御講話もいただきました。今後タブレットの有効

な活用により、わかる授業の構築、そして学力向上に向け、各学校での意欲的

な取組を期待していますし、教育委員会といたしましても引き続き支援を続け

ていきたいと思っております。また、本市教育研究所でも、人権教育、生徒指

導、学力向上など、教育課題を踏まえた８講座が開設されました。自主参加を

基本としていますが、参加した教職員は延べ９９９名、また幼児教育や理科、

情報の講座など、若手教員を中心とした草津教員塾には、延べ１６６名が参加

され、アンケートでは、その約９５％が講座に満足、ほぼ満足と答えています。

ほかにも研究所には御尽力をいただき、ノーベル賞候補とも言われる東京理科

大学学長の藤嶋昭先生の特別講座、講習会を企画していただきました。ここで

は、光触媒の仕組みや病院の抗菌タイルなどの日常への忚用例の紹介、また自

然現象から不思議なことへの疑問を持つことの大切さについても語っていただ

きました。特にこの講座では、玉川中学校の２年生約２０名が、一緒に話を聞

くという試みもあり、生徒たちからも科学や自然にかかわった質問が出るなど

大変意義のある研修でした。 

         ３つ目の報告は教科書採択についてです。８月１８日の臨時教育委員会にお

きまして、平成２７年度使用草津市立小中学校使用教科用図書の採択について

審議、議決がありました。教科書採択に関しては、これまでから調査委員によ

る綿密な調査・研究に基づき、採択地区協議会では保護者代表を加えるなど、

保護者の意見も反映されるように行われてきました。また昨年度、第二採択地

区の６市で、教科書採択に係る教育委員会会議を公開で行いましたが、本年度

も第二採択地区として歩調を合わせて公開をいたしました。 

         ４つ目にその他で、尐し話をさせていただきます。 

         その１つ目。昨日の新聞に、全国学力学習状況調査の結果が出ておりました。

本市の状況や結果について、多くの調査項目がある中で、学力調査問題につい

てのみ、しかも時間がございませんので、結果の概要のみを申しあげますと、

中学校では、国語Ａ、Ｂ、数学Ａ、Ｂとも滋賀県平均を上回っており、また数

学Ａ、国語Ａでは、全国を上回っています。また小学校では、国語Ａ、Ｂ、算

数Ａ、Ｂ、全てで滋賀県、全国平均を上回っています。特に、小中とも、国語、

算数・数学において、主として知識や理解を問う問題の正答率は、かなり高い

という結果でした。公表についての本市の基本的な考えかたは、委員の皆様と

も協議をしてまいりましたが、市全体については、一定の説明責任を果たすと

いう観点から、その概要を公表することとします。御承知のとおり、調査内容

は、児童生徒や学校経営の質問など学力以外にもありますので、正答率だけに

こだわることなく、多面的な分析を加え、これまでの教育施策の成果と課題を
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把握し、今後の施策についても検討を行う予定です。これらは、教育委員会広

報紙「コンパス」あるいはホームページなどでも報告をする予定をしています。

なお、各学校の結果については、序列化や過度な競争など教育上影響が生じな

いよう、市教育委員会としては、ことしも公表しないこととし、これまでと同

様、各学校で自校の結果や分析・対策などを学校説明会や学校だより、ホーム

ページなどを通して、保護者や地域のかたへの報告をおこなう予定です。 

         その他の２つ目は、滋賀中央信用金庫から教育環境整備に関する事業にと、

ふるさと寄付をいただき、８月４日には、沼尾理事長から市長に目録が手渡さ

れました。また、ロータリークラブからは、雨水タンクの寄贈の申し出があり、

４校で利用させていただきます。企業や団体からの御好意を大変ありがたく思

っております。 

         以上ほかにも、夏季休業中、地域や団体において、児童生徒にすばらしい体

験や学びの機会を与えていただきました。お礼を申しあげ、教育長報告といた

します。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         それでは、８月にあった行事やその他教育全般に関する事項で、何か御感想

などがございましたらお願いいたします。 

 

村山委員     まず、７月３１日に行われた教育研究所地域発表大会、先ほどもお話があり

ましたけれども、東京理科大学学長の藤嶋昭先生の講演会を聞いてまいりまし

た。先生は、御自身の発見された光触媒の仕組みや、世界中での忚用例を始め

科学のおもしろさを本当にユーモアを交えながら、先生御自身が楽しそうに語

っておられたのが印象的でした。ふだんから、不思議なことを話題にすること

が理科好きな子を育てると先生がおっしゃっていました。特別授業に参加され

た玉川中の生徒さんも、皆さん熱心に聞き入って、最後とても積極的に質問さ

れていましたし、世界の科学の先端に触れる、そういう言葉を述べ聞いて、ま

じかに聞いて、ますます科学への興味を深めてくれたんじゃないかなというふ

うに思いました。 

         それから２日の人権同和教育研究大会、それから７日、学校経営管理研修会

に参加して、この研修会は、こちらも先ほどお話がありましたけれども、鳴門

教育大学准教授の藤村裕一先生のお話、御講演をいただき、先生には１９日に

伺った、志津南小での滋賀県放送教育研究大会でもお話を伺ったんですけれど

も、両方でとても印象に残ったところが２つありました。１つは、アナログと

デジタルの使い分けの大切さについて。デジタルを使っていいところと絶対に

使ってはいけないところの区別、タブレットはあくまで知識を助けるものであ
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り、その知識を体験にかえることが大切だっていうことをおっしゃってました。

それからもう１つは、タブレット初めデジタル機器は、一見それだけで便利に

見えるけれども、実は全て使い手次第であり、教育のプロがうまく活用して初

めて効果を発するということをおっしゃっていました。決して最初から頼り過

ぎてはいけないし、逆に今まで何十年もそういった機器なしで教えてこられた

先生がたの経験が無になるかというと全くその逆で、先生がたの力をいかに発

揮できるかというのが大事だということを話されていました。当たり前のこと

ではあるんですけれど、改めて大変共感できて、これから市でＩＣＴ教育を進

めていくうえで、常に肝に据えておかなければいけないことだなというふうに

感じました。２学期からの一斉導入に向けて先生がた、夏休みも一生懸命研修

等で準備してこられています。定着するにはやはりしばらくは時間がかかると

は思いますが、あせらずに子どもたちと一歩一歩進みながら、いずれは、より

魅力的な授業の幅が広がるようなそういった助けとなるように、教育委員会も

一体となって対忚していかなければいけないなというふうに感じました。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         ほかにありませんか。 

         麻植委員。 

 

麻植委員     今、村山委員からもお話がありましたので、簡潔に私が書いたことを足す形

でお話させてもらいたいことが１件あります。藤村裕一先生のお話の中で、Ｉ

ＣＴの教育現場の普及率、競争力というのは、世界の中で９６位だというのを

おっしゃいました。これは本当に経営管理の研究会の中でもおっしゃっていま

したし、学校放送番組の会長講座、８月１９日にされた中でもおっしゃってい

ました。それで本当に村山委員と一緒に研修を受けさせてもらったので、先生

からは、教育委員のかたが一緒に参加されたのは全国でも初めてですねていう

のをちょっと笑いながらおっしゃってました。本当に使い手次第ということが

本当にありますし、そのためにこの夏休みに自己研さん、スキルアップのため

に先生が本当にいろんな講習会参加されているのを目の当たりにして、草津の

教育、ますますがんばっていただけたらという願いと、あともう１つ先生がお

っしゃった言葉の中で、経験のある先生のかたが、それをうまく使って授業を

されるというふうなことをおっしゃってました。ＰＣをうまく利用するという

のは、使いかたが上手という意味ではなくって、授業にどう生かして、何を子

どもたちに伝えたいかということが明確にわかる授業展開をしなければならな

いというふうにおっしゃってて、それもとても印象に残ってました。 
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         それからもう１つは、ちょっと私ごとになるんですが、昨年、日野原重明先

生と出会いすることができました。私は琴奏者ですけども、教育委員もしてお

りますので、いじめ問題に昨今揺れていますが、子どもたちに生命の大切さを

伝えたいなと思っておりましたのを、先生とちょうどお話しする機会がありま

したので、お話させてもらいましたが、先生の著書の中の「いのちのギフト」、

この本を皆さんに読んでもらってくださいと熱くメッセージ語ってくださいま

したので、この夏休みをかけて各小学校、中学校に全部プレゼントさせてもら

いにいったんですけれども、その中で、本当に校長先生にお出会いするのは、

この休みの期間、どれだけ大変かということを初めて知りました。私は学校の

先生ではないので、休みの期間、校長先生なり学校の先生がたがどういう動き

をされているのかというのは余り見えてこなかったのですが、この学校にプレ

ゼントさせてもらうという行為をするためにお電話させてもらいましたら本当

に中学校のクラブの忚援に行かれたり、いろんな講習、研修に行かれたりされ

ている姿を見させてもらって、とてもうれしくなったというか、そんな思いが

しました。その中で、草津のＩＣＴというとまず渋川小学校の名前があがるん

ですけども、校長先生と話させていただいた中で、「渋川小学校は一番進んで

いるかもしれないけれども、一番古い学校かもしれない」というようなことを

おっしゃってたのがすごく印象的でした。どうして古いかといいますと、３年

生の授業の中では、地元にありますこの伊砂砂神社の花踊りを、３年生全員が

学ぶそうです。学校で地域の伝統行事を学ぶというのは、なかなかないから、

町内会、自治会はあったにしても、学校でそれを学ぶというのはなかなかない

のではないかなと感じました。伝統を伝承していく踊り手になり手がなくなっ

ていくという中で、これも１つの大きな継承していく方法なのではないかなと

いうふうにすごく感動したもので思いました。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         ほかにありますか。 

 

谷川委員     全国学力テストの記事が載ってたので、切りぬきをしていろいろ分析をした

んですけれども、今度三日月知事が、他県と比べてどうこういうより滋賀県に

あった学習状況をつくっていきたいというふうに述べておられますね。同じよ

うなことを、茨木市の「一人も見捨てへん教育」というのがあって、これは学

力向上に取り組んでいるのですけれども、この結果は貴重なデータとなってい

る、他校との比較ではない、それぞれの学校で、学力向上傾向があるのかそう

でないのかがわかってくる。それは学校の取組の効果をあらわすバロメーター
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であると、こういう見解をしていくことが大事かなというふうに思っています。

これ、私の同級生が教育長しているので、送ってくれたのでペラペラ読んでた

ら、ああ同じことを彼らもやってるんだなと思いました。ですから、草津市の

結果も出たんですけれども、それぞれの学校の取組のバロメーターとしてどう

生かしていくのかというような活動をしていただけたらというふうに思います。 

         先ほどからの学校経営管理研修会に出まして、ＩＣＴ教育に私も参加をさせ

てもらいました。すごくとっつきやすいですけれども、まだもう尐し疑問に思

うところもあって、今度の学力テストの結果で、小中の国語がともに記述する

問題の正答率が低い。文章を書く活動が不足しているためだと。これは書く作

業もせず、でき合いの文章を見るだけではできないということで、いかに書か

せるのかというのをタブレットを使いながらやっていくことが必要なのかなと

いうふうに思います。算数、数学については、なぜそうなるかを考える試みが

ふえている。それでも数学的表現を使って、自分の考えを伝える記述式の問い

は結果が悪かったということで、やっぱり数学・算数も同じような結果が出て

いるということですので、その辺のバランスをうまく使った授業ができるとよ

いのかなというふうに思いました。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         それでは、私の方からもちょっと話はダブるんですが、東京理科大学の学長

の藤嶋先生のお話を聞いて、本当に光触媒の話、すごくおもしろかったんです

が、その後、質問コーナーがありましたんで質問させてもらいました。中学生

を前に授業をされるというそのことにどういうことからされてるのかというこ

とを聞いたんですが、藤嶋先生のお答えは明快で、日本は非常に資源の尐ない

ところやから、本当に子どもたちに力をつけていくことが一番やというふうに

考えていると。だからこういう形で授業をさせてもらってるということと同時

に、科学の力をつけるということは、そういう環境をつくったり、そういう雰

囲気をつくれば興味を持つやろうと。そういうことが大事なんやということと

同時に、それだけで終わるんではなくって、忚用力をつけることやというふう

に言われました。忚用力をつけるということは、草津市で今教育がんばってる

ことですので、そこは一致するな思って、もう１点、特に何回も言われたのは、

本を読ませてくださいと物すごく言われたんです。それは科学の本を読ませる

ということではなくて、あらゆる分野の本を読ませろということを言われて、

何か１００冊ぐらい推奨してはる本をいただいたんですが、本をあらゆる角度

から読ませるのが子どもたちの力をつけることやということで、本当に地道な

草津市の取組と一致するところがあって、非常にある意味では共感を覚えたな



 

8 

 

ということで聞かせていただきました。 

         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―――― 

 

馬場委員長    次に、日程第４、付議事項、「議第５３号 平成２５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。お願いいたします。 

 

教育部副部長（総括）   議第５３号、平成２５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きまして、小寺から御説明を申しあげます。 

         議案書は、２ページからでございます。 

         これは、来る９月２日に開会予定の９月定例市議会におきまして、平成２５

年度の市の会計決算が認定に附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、いわゆる地教行法でございますが、これの２９条の規定

によりまして、市長から当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あげるものでございます。 

         議案書の５ページをお開き願いたいと思います。 

         横書きの表でございますが、これは一般会計及び８つの特別会計の決算概要

でございまして、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４２９億８,４５６万３,０００円、支出済額は（Ｆ）の欄、尐し

右の方へいっていただいて（Ｆ）の列でございますが、４１９億１,３５７万

４,０００円でございまして、平成２６年度への繰越額が１５億７,３４０万３,

０００円。歳入歳出差引１０億７,０９８万９,０００円となったところでござ

います。このうち、この歳入歳出差引残額のうち、かっこ書きをいたしており

ます今年度への繰り越し財源、６億８,０００万円余りでございますが、これ

を考慮いたしました実質収支は、差引をいたしますと３億８,８００万円余り

となっているところでございます。 

         また、特別会計のうち、当委員会が所管をいたします学校給食センター特別

会計、特別会計の行の上から３つ目でございますが、この収入済額が５億６,

０５０万９,０００円でございまして、滞納されております給食費で時効等に

よりまして不納欠損処理をいたしました額が、１０２万５,０００円。また収

入未済額、すなわち給食費の滞納となっている額でございますが、これが３８

万８,０００円でございまして、支出済額（Ｆ）の欄でございますが、５億６,
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０４４万円との歳入歳出差引額が、６万９,０００円となったところでござい

ます。 

         次に６ページを御覧いただきたいと思います。この６ページは、一般会計の

決算概要でございまして、歳入歳出それぞれ款別の内訳を記載をいたしてると

ころでございます。このページの下の段、歳出の表の１０．教育費、下から６

行ほどの列でございますが、１０．教育費を御覧をいただきますと、予算額が

５３億４,０４６万円に対しまして、決算額は、４３億３５１万５,０００円で

ございまして、不用額が１０億３,６９４万５,０００円となっております。こ

の不用額のうち、昨年度末に国庫補助金の前倒し交付があったことで、山田小

学校、新堂中学校、この両校の大規模改造工事でありますとか、玉川小学校の

トイレ改修工事や、南笠東小学校のエレベータの設置工事、こういったものを、

年度末の３月に補正予算で予算化をいたしましたことのほか、これは繰り越し

になりましが、このほかにやむを得ない事由により完了がおくれたことで、今

年度へ繰り越しをいたしておりまして、その額が、この列のかっこ書きをいた

しております７億４,０４２万９,０００円でございます。したがいまして、純

不用額といたしましては、それを差し引きました２億９,０００万円余りが純

然たる不用額となるわけでございますが、これは昨年度事業の執行残になるわ

けでございます。 

         次の７ページ以降につきましては、事業ごとの成果をまとめたものでござい

ますので、それぞれ所管の所属長から順次説明を申しますので、よろしくお願

い申しあげます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

         そうしたら、よろしくお願いいたします。 

 

教育総務課長   それでは７ページの一番上、委員会運営費から順次説明させていただきます。 

         まず委員会運営費でございますが、こちらは教育委員会の適正な運営のため

の経費でございまして、主体的かつ積極的な教育行政の推進を図ることができ

ております。 

         １つ飛ばして、事務局運営費でございます。こちらは、教育委員会事務局の

運営のための経費でございまして、主に小中学校の臨時職員また事務局の嘱託

職員の雇用に係る経費でございます。またこの中でも、新たな取組といたしま

して、教育委員会広報紙（コンパス）作成費と書いてございますが、昨年度広

報紙を創刊させていただきまして、４回全戸配付をさせていただいたところで

ございます。 

学校教育課長   続きまして３番、教育指導費の通学区域審議会運営費でございます。平成２
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５年度は、協議案件がなく審議会は開催しておりません。しかしながら、会長

印をつくらせていただくために一部使用させていただきました。 

         続きまして、障害児就学指導委員会運営費でございます。９回の開催で、２

６名の委員さんにそれぞれ来ていただいた費用でございます。 

         続きまして、展覧会等開催費でございます。これにつきましては、青尐年美

術展と科学発表展覧会の開催にかかった費用でございます。 

         続きまして、教育研究活動推進費でございます。これにつきましては、国・

県からの委託事業である道徳教育総合支援事業といじめ根絶に向けて各校の取

組を支援いたしました児童会、生徒会活動推進費、さらには、学校図書館の充

実を図るため司書やサポーターを配置させていただいた費用でございます。 

         ９ページにまいります。教職員研修費でございますが、これは先ほどからも

出ていますが、８月に昨年度も開催いたしました学校経営管理研修会の講師者

金と、小中学校の教職員が２９部会にわかれて、１年間にわたり教員研修会を

開いておりますが、それにかかった費用でございます。 

         続きまして、生徒指導推進費でございます。これは、小中学校の生徒指導充

実のため、人的配置を行った費用でございます。詳しくは１０ページの表を御

覧ください。 

         続きまして、体験学習推進費でございます。これにつきましては、県の交付

金により中学２年生を対象とした中学生チャレンジウィーク事業と小学校４年

生を対象といたしました森林環境学習「やまのこ」を実施いたしました費用で

ございます。 

         続きまして、管理運営指導費でございます。これにつきましては、各種負担

金それから教科書展示費、就学前の言語障害等を有する子どもを支援するため

のことばの教室の運営費また特別支援教育や外国人児童生徒指導の支援にかか

る費用でございます。 

 

生涯学習課長   続きまして、地域協働合校推進費につきまして。子どもと大人の学び合いに

よる地域学習社会を構築するために、１３小学校と６中学校に委託いたしまし

た地域協働合校の事業費でございます。 

 

学校教育課長   続きまして、学力向上推進費でございます。ＡＬＴやＪＴＥという、いわゆ

る外国語教育を推進するための人を小中学校に派遣する英語力向上事業、それ

から、英検、漢検に取り組む検定事業、小学校５年生を対象に思考力をつける

家庭学習プリントに取り組ませる思考力育成事業など、学力向上にかかわる事

業経費や学校ＩＣＴ支援員それから小学校尐人数学級編制加配等の人的配置に

かかわる費用でございます。 
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         続きまして、１１ページをお開きください。学事管理運営費でございます。

これは、中学校文化部を支援したり、学校基本調査それから児童通学支援にか

かる費用でございます。 

         続きまして、１３ページを御覧ください。一番上を飛ばしまして、２段目、

同和教育振興費でございますが、これは、同和地区の子どもたちの就学に対す

る援助をさせていただいた費用でございます。 

         続きまして、同和教育指導推進費でございます。これは自主活動学級にかか

る費用、それから社会資本整備総合交付金による教育集会所の耐震補強工事費、

それから県委託による子ども輝き人権教育推進事業にかかる費用などでござい

ます。 

         続きまして、教育研究所運営費でございます。これは、適用指導教室である

教育研究所にございます「やまびこ」の運営費、それから学校問題サポートチ

ームを設置させていただいている費用、それから研究所が主催する講座開設費、

それから教員を指導するスキルアップアドバイザーの人件費でございます。 

 

教育総務課長   続きまして、小学校管理運営費でございますが、主に小学校１３校の消耗品

や管理運営にかかる経費でございます。 

         次に、小学校施設維持管理費でございます。小学校施設の施設維持補修費で

あるとか維持工事費、そして施設管理費といたしまして、主に光熱水費である

とか昨年度の場合ですと、老上小学校の仮設校舎のリース料などがあるもので

ございます。また前年度繰り越しといたしまして、非構造部材の耐震対策とい

たしまして、笠縫東小学校天窓補修工事を行ったところでございます。 

         １５ページをお開きいただきたいと思います。小学校教材設備充実費でござ

いますが、小学校の教材・図書またコンピューター機器類のリース料や手数料

などが主な経費でございます。 

 

学校教育課長   続きまして、小学校就学援助費でございます。これは、対象保護家庭に就学

にかかる援助費を、また特別支援学級に在籍の児童をお持ちの御家庭に特別支

援教育就学奨励費を支給いたしたものでございます。 

 

教育総務課長   小学校建設事業費につきましては、小学校施設の工事、設計業務などを行っ

た結果、安全性の確保と教育環境の改善を図ったものでございまして、平成２

６年度に実施する工事の設計を行っております。なお、執行率を見ていただき

ますと、２％ということで、かなり低くなっておりますのは、先ほどの副部長

の説明にもございましたが、国庫補助の前倒し事業といたしまして、大規模改

造工事の補正を行った結果、平成２６年度に繰り越しを行ったことによるもの
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でございます。また、前年度繰り越しといたしましては、草津第二小学校のエ

レベータ等増築工事、常盤小学校、志津小学校の大規模改造工事、志津南小学

校の校舎塔の増築工事を行っております。 

 

教育施設整備室長   続きまして、小学校建設事業費でございますが、こちらにつきましては、老 

上小学校の分離新設に伴います基本設計を行ったところでございます。 

 

教育総務課長   中学校管理運営費でございますが、主に中学校６校の消耗品や管理運営にか

かる経費でございます。中学校施設維持管理費につきましては、中学校施設の

施設維持補修費、施設維持工事費、そして施設管理費といたしまして、光熱水

費などが主なものでございます。また繰り越しといたしまして、非構造部材の

耐震対策といたしまして、玉川中学校の建具の改修工事を行ったところでござ

います。 

         １７ページを御覧ください。中学校教材設備充実費につきましては、中学校

の教材や、特に昨年度は、吹奏楽楽器整備費ということで、平成２５年から平

成２７年の３か年計画で吹奏楽楽器を整理するものでございます。また図書整

備であるとか、コンピューターの機器類のリース料・保守料が大きな経費とな

っております。 

 

学校教育課長   次に、中学校就学援助費でございます。これは、対象の御家庭に、就学援助

費を、それから特別支援学級在籍の生徒さんの御家庭に特別支援教育就学奨励

費を支給いたしたものでございます。 

 

教育総務課長   次に、中学校建設事業費でございますが、中学校施設の工事、設計業務を行

った結果、安全性の確保と教育環境の改善を図ったものでございます。平成２

６年度工事の設計を行っておりまして、執行率はこちらも小学校と同様に２．

２％と低くなっておりますのは、国庫補助の前倒し利用として補正を行いまし

て、平成２６年度に繰り越しを行ったことによるものでございます。また、前

年度の繰り越しといたしまして、玉川中学校のトイレ改修工事も行われたとこ

ろでございます。 

 

生涯学習課長   続きまして、１９ページをお開きください。社会教育推進費でございますが、

家庭教育学習への補助や、淡海生涯カレッジ草津校などの生涯学習推進事業、

また学習ボランティアの活動推進するための経費、青尐年に関する社会教育関

係団体への事業補助、社会教育委員会議の運営経費でございます。 

         続きまして、文化振興費でございますが、市民の創作活動を奨励し、文化芸
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術の振興を図るため、各種事業を展開したもので、市展や市民文化祭、市民音

楽界、くさつ市民アート・フェスタ、俳句のまちづくり事業などの経費でござ

います。 

         次に、アミカホール管理運営費でございます。主なものといたしましては、

公益財団法人草津市コミュニティ事業団を指定管理者といたしまして、管理運

営にかかる必要な経費や外壁等の改修工事を実施した経費でございます。 

         次のページをお開きください。２１ページです。社会教育施設整備費でござ

いますが、主なものとして草津市文化芸術機能等検討委員会を設置いたしまし

て、今後の施設整備の方向性について検討いたしました経費でございます。 

         次に、青尐年教育費でございます。成人の日の記念式典開催にかかる経費と、

また青年海外協力隊に参加されたかたに小学校等で出前講座を実施していただ

いた経費でございます。 

 

学校教育課長   続きまして２３ページを御覧ください。一番上にあります社会同和教育推進

費でございます。これは、第４５回草津市人権・同和教育研究大会の開催及び

第６５回全国人権・同和教育研究大会への参加にかかる費用でございます。 

 

教育部副部長   続きまして２５ページをお開きいただきたいと思います。図書館の管理運営 

（図書館担当） 費でございますけれども、広く市民に利用される図書館として、図書館資料の

収集並びに整備を図りまして、適正な管理運営を行いました。特に平成２５年

度は、図書館本館の方のリニューアル工事をいたしまして、老朽化した空調設

備の改修を実施いたしたところでございます。 

 

文化財保護課長   続きまして、文化財調査費でございますが、これは、各種個人住宅の建設に 

伴います発掘に伴います費用、並びに市内に残っております未指定の文化財 

の調査を行った費用でございます。未指定文化財につきましては、２件の調 

査を行っております。 

         続きまして、開発関連遺跡でございますが、これは民間の開発に伴います発

掘調査並びに公共地区に伴います発掘調査並びに整理作業に伴います費用でご

ざいます。 

         続きまして、史跡草津宿本陣整備費でございますが、これは平成２３年度か

ら進めておりました草津市内、草津宿本陣の長屋などを、平成２５年度に完了

いたしました。それにかかわります修理工事費が主なものでございます。 

         続きまして、２７ページでございますが、史跡野路小野山遺跡保存整備費で

ございますが、これは国の史跡になっております野路小野山遺跡の管理などに

かかります費用でございます。 
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         続きまして、文化財保護推進費でございますが、これは、２８ページに書い

てありますように文化財保護助成費、文化財保護審議会運営費、文化財保護推

進費、（仮称）歴史伝統館整備推進費、文化財普及啓発費の５つの事業につき

ましてかかった費用でございます。特に文化財保護助成費につきましては、１

９件の各地指定文化財につきまして助成を行っております。また文化財保護啓

発費では、発掘調査等によりまして長年に保存しております写真等をデジタル

化いたしまして、それを今後価値を図れるように行いました。 

 

教育部副部長   次は、史跡草津宿本陣管理運営費でございます。史跡草津宿本陣の公開管理 

（街道交流担当）  を適正に行いますとともに、文化財の活用を図る事業展開と本陣のさらなる魅 

力向上を図るための楽座館整備に要した経費でございます。 

         次の、草津宿街道交流館運営費でございますが、これは展示施設を良好な環

境で御覧いただくための維持管理経費とテーマ展や歴史講座など草津の歴史的

な特性を知っていただくための事業経費でございます。 

 

文化財保護課長   続きまして、芦浦観音寺管理運営費でございますが、これは、国の史跡にな 

っております芦浦観音寺の今後の方針等を検討するために全国史跡全史協大 

会に参加いたしまして、その事例を検証するための旅費等でございます。 

 

生涯学習課長   最下段です。青尐年対策費でございますが、青尐年の非行防止の取組や健全

育成を図るために、主なものといたしまして、尐年センターの管理運営経費や

青尐年育成審議会議ヘの事業補助となっております。 

 

スポーツ保健課長   続きまして２９ページでございます。保健体育費でございますが、事業名の 

方の２段目、スポーツ推進費でございます。市民のスポーツへの積極的な参 

加の促進を図るために各種のスポーツ推進施策を行ったものでございまして、 

スポーツ推進審議会の運営費やスポーツ推進員さんの活動費等々、４つの事 

業でございます。市民スポーツ大会推進費につきましては、市民の体育、ス 

ポーツに対する実践意識や関心を高めるために各種のスポーツ大会を開催し 

たものでございまして、市民体育大会の開催など６つの事業でございます。 

         次に、市民スポーツ団体活動支援費でございますが、社会体育スポーツの普

及と推進を図るため、関係団体の育成に務めたものでございまして、体育協会

等、３つの団体への補助金でございます。 

         次に、学校体育施設開放推進費でございます。市民のスポーツレクリエーシ

ョンの身近な活動の場として、小中学校の体育館・グラウンドを開放し、地域

のスポーツの普及推進に務めたものでございます。特に昨年度は、小学校のグ
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ラウンドの照明の改修に向けた基本設計を実施いたしました。 

         学校体育推進費でございますが、小学校や中学校における体育指導の推進を

図ったもので、中学校の体育部活動の選手派遣補助や、ジュニアスポーツフェ

スティバルＫＵＳＡＴＳＵが主な経費でございます。 

         続きまして、３１ページでございます。学校保健推進費です。児童、生徒及

び教職員の健康の保持増進を図り、学校における保健管理に務めたものでござ

いまして、校医等の配置費など６つの事業でございます。特に昨年度は、中学

校スクールランチの検討委員会の５回の開催を行いまして、２学期から新たな

制度として再スタートいたしております。 

         次に、学校安全推進費でございますが、小中学校における安全な環境を整え

るとともに学校管理下における負傷等に対する医療費等を給付したものでござ

いまして、日本スポーツ振興センター負担金等５つの事業でございます。 

         学校給食センター特別会計への繰り出しといたしましては、学校給食センタ

ーの特別会計へ一般会計から繰り出しを行ったものでございます。 

 

教育施設整備室長   前年度繰り越しですが、学校給食センター整備費といたしまして、こちらに 

つきましては、新しい給食センターができたということで、旧の学校給食セ 

ンターを解体いたしました。それの工事に伴います経費でございます。 

         以上です。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、体育施設費の社会体育施設管理運営費でございますが、社会体 

育施設の管理運営を合同会社草津市スポーツ振興事業体に委託し、適正な運 

営に務めるとともに、施設設備の改善を図ったものでございます。特に昨年 

度は、総合体育館の耐震補強大規模改修工事を行わさせていただきました。 

         次に、社会体育施設整備事業費でございますが、（仮称）野村スポーツゾー

ン整備基本計画の検討を行ったものでございます。この事業につきましては、

繰り越しを行いましたことから、事業の執行率の方が低くなってございます。 

         続きまして、３３ページでございます。学校給食センター特別会費でござい

ます。保健体育の中に、給食センター運営費の２段目、管理運営費でございま

すが、昨年度から建てかえました新たな学校給食センターの稼働が行われまし

て、衛生管理を一層徹底し、安全・安心かつ栄養のバランスをとれた学校給食

を提供することができたものでございます。 

         以上、議第５３号 平成２５年度草津市歳入歳出事業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の説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 
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馬場委員長    ありがとうございます。今ずっと説明をしていただきましたけれども、この

ことにつきまして、何か御意見、御質問ございませんか。 

 

村山委員     １７、１８ページの中学校吹奏楽楽器整備費について尐し質問があるんです

けれども、平成２５年から平成２７年の３か年計画ということで、ことし２校

入ってますが、これは多分、毎年２校ずつということなのかなというふうに思

うんですけれども、それぞれの学校で、同じように振り分けていくのか、学校

によって楽器の劣化というか必要な部分が多分違うのかなと思いますけれども、

それはどういうふうに分類されるのかなということです。 

 

馬場委員長    お願いします。 

 

教育総務課長   中学校の吹奏楽楽器整備費につきましては、平成２４年度中に今回の事業を

進めるに当たりまして各学校から要望とかを聞いております。その中で、やは

り１校当たり５００万円以上の老朽楽器というのがそれぞれ出ておりまして、

整備の年数も違いますし、部員の数も違いますことから、精査させていただい

て、実は前回更新を一度させていただいておりましたのが、平成１８年から平

成２２年にかけまして、４年かけて６つの学校の更新をさせていただいており

ます。それぞれ整備年数も違いますし、それは古い順番にという形でさせてい

ただいたんですけれども、前回と同様にまだ更新ができてない古い楽器がござ

いましたことから、平成２５年度については草津中学校と新堂中学校というこ

とで、前回と同様にまず２校させていただいて、その後、ことしは松原中学校、

高穂中学校、平成２７年度は老上中学校と玉川中学校というような形で、それ

ぞれ必要な楽器も違いますし、例えば部員の数によっては、大編成、小編成と

いいますか規模も違いますので、必要な楽器も多尐変わってきていると思いま

すが、おおむね３０万円以上の高額な楽器を選んでいただくというような形で

お願いしております。 

 

馬場委員長    よろしいですか。 

         ほかにありませんか。 

 

麻植委員     楽器ということで前回このお話があったときにも、これは吹奏楽部という部

活の楽器なんですけども、教材になっている和楽器というのは、どんな扱いに

今はなってるんでしょうか。 

 

教育総務課長   今回の整備につきましては、吹奏楽の楽器がかなり１個当たりの単価が高い



 

17 

 

ということで、こちらも通常の小額な楽器ですと配分された予算の中で購入い

ただいてるわけなんですけれども、吹奏楽器だけに限って、整備を３か年で計

画をさせていただいたところでございまして、３０万円以下の例えば、琴であ

るとかそういったものも過去にも購入されている学校もございまして、配分予

算の中で購入をいただいているというような状況でございます。 

 

馬場委員長    よろしいでしょうか。 

         御質問はそれでよろしいですか。 

 

谷川委員     ３０ページの市民スポーツ団体活動支援費の中の、総合型地域スポーツクラ

ブ補助金、会員数４５３、１２０万円、これは、ここ３年ぐらいどのぐらいの

予算で、どれぐらいの人数の変動があるか、あとで結構ですし教えていただけ

ますか。人数がふえつつあるのか、減尐してるのか。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。総合型地域スポーツクラブの補助金に 

つきましては、一忚３年ごとの見直しというような形でやっておりまして、 

平成２５年度にやりましたメンバーで、この金額的には１２０万円というの 

が、３年間同じ額で行動させていただいております。会員数については、は 

っきりした人数は覚えてないんですけれども、大体３００人ぐらいから昨年 

度末で４５０人ぐらいと。会員数については順調にふえてきてると思います。 

 

谷川委員     ありがとうございます。 

 

馬場委員長    よろしいですか。 

         ほかに何か御質問はありませんか。御意見はありませんか。 

         それでは、意見もないようですので、議第５３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５４号 平成２６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   議第５４号、平成２６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、教育総務課山本から説明申しあげま

す。 

         議案書の３５ページからでございますが、３８ページを御覧いただきたいと

思います。今回の補正予算につきましては、草津中学校エレベータ等増築工事
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実施設計業務７３６万７,０００円を計上させていただいたところでございま

す。草津中学校のエレベータにつきましては、当初、平成２７年度に設計を行

い、平成２８年度に工事をしようと計画をしておりましたところ、このたびエ

レベータを必要とする児童が平成２７年４月に入学するということが判明いた

しまして、急遽補正予算をお願いするものでございます。今年度設計をさせて

いただいたあと、平成２７年度の早期に取りかかりたいと思いますので、計上

させていただいたということによるものです。御審議のほどよろしくお願い申

しあげます。 

 

馬場委員長    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。 

         何か御意見はございませんか。 

         意見もないようですので、議第５４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５５号 草津市スポーツ推進審議会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。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。議第５５号 草津市スポーツ推進審議 

会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、御説明を申しあげます。議案書の方は３９ペ 

ージからになりますが、４１ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思い 

ます。今回の条例改正につきましては、草津市市民参加条例の規定と整合を 

図るためのものでございます。新旧対照表の方ですが、第４条の部分がござ 

いますが、文言の修正ということで、委嘱を、委嘱しに改正させていただき 

たいと思います。 

         ４条の第３号ですが、旧条例の方は、「その他スポーツの推進に関する高い

見識を有する者」というものを、新条例の方で、「スポーツ関係団体等により

推選された者」ということで、現状の審議会の委員がそれぞれの関係する団体

から推薦された委員で構成されておりますことから、実情に即して文言を修正

したいと思います。 

         それから、第４号が、草津市民参加条例第８条の公募により選考する市民、

ということで、公募の意味というものを追加させていただくものでございます。 

         第６条でございますが、旧条例の方で、「審議会の委員は再任されることが

できる。」ということがございましたが、市民参加条例の中で、例外を除いて

原則的には再任が禁止ということになっておりますので、この項を削らせてい
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ただくものでございます。 

         それから、付則の方で、第２項 任期の特例ということで、後ほど議第５７

号で新会員の委嘱についてまた御審議をいただくことになりますが、この委員

につきまして、今回平成２６年９月１日から平成２８年８月３１日までの２年

間の任期で委嘱交渉をしております。今回の第４条第４項の公募委員につきま

しては、９月定例審議会の審議を経まして、公募をし、委嘱の手続を図ってい

きますことから、委員の任期がずれるということもございまして、改正後の新

条例の第４条第４項につきましては、最初に委嘱される委員の任期は、第６条

第１項に、２年間と規定されておりますが、その規定にかかわらず平成２８年

８月３１日までとする任期の特例をつけさせていただきたいというようなこと

でございます。 

         以上、説明させていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

馬場委員長    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５５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５６号 草津市立草津クレアホール指定管理者の指定議決に対

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。お願いいたします。 

 

生涯学習課長   議第５６号、草津市立草津クレアホール指定管理者の指定議決に対する意見

を市長に申し出るにつき議決を求めることについて、生涯学習課の奥谷が説明

を申しあげます。 

         議案書の４４、４５ページをお開きください。本市の新たな文化振興の拠点

として位置づけました草津クレアホールにつきましては、平成２７年１月の開

設を目指し準備を進めているところでございますが、移管後の管理運営につき

ましては、指定管理者制度を導入し管理運営をする予定です。指定管理の候補

者の選定に当たりましては、去る７月１７日に、草津市指定管理者選定委員会

を開催していただき、公益財団法人草津市コミュニティ事業団を候補者とする

ことで意見具申をいただきましたことから、指定しようとするものです。指定

期間につきましては、平成２７年１月１日から平成２９年３月３１日までの２

年３カ月間です。 

         以上簡単ではございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申しあげま

す。 

 

馬場委員長    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。 
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         はい、お願いします。 

 

麻植委員     指定管理の制定委員会がこの事業団を選んだ理由をちょっとお聞かせいただ

けたらありがたいと思います。 

         まずその際に、どのような条件とか、お願いとか、草津市の教育委員会とし

て期待をされているのかも一緒にお伺いできればと思います。 

 

馬場委員長    じゃお願いいたします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。今回、平成２４年度に施行されました劇場法と呼ば

れる法律の中では、公立の文化ホールにつきましては、地域個コミュニティー

の新しい広場として位置づけられています。今回創造館の移管を受けまして、

本市といたしましても、本市の文化施設につきましては、単なる貸館ではなく、

文化・芸術を一つの手段として多くの人に親しまれ、多くの人や情報が行き交

い、豊かな心を育み、まちづくりにつなげていく施設としていきたいと考えて

おります。市では既に文化・芸術の施設といたしまして、草津アミカホールを

運営しておりますことから、今回草津クレアホールと２館一体で管理運営をす

ることが市の文化振興を進める上で、効率的で最も効果が発揮できるものと考

えましたことから、公募によらず草津アミカホールの受託者に対して提案を求

めたものでございます。これを受けまして、選定委員会の方では、選定してい

ただいた形になります。どのようなことを期待されるかという御質問でござい

ますが、当該事業団につきましては、市の中間支援組織として位置づけており

まして、人と団体とをつなぐ大きな役割を持っている組織であると考えており

ます。また平成２３年度から、草津アミカホールにつきましても、指定管理者

として受託しておりまして、市の直営で運営しておりましたときと比べまして、

施設の活性化はもとより、地域への広がり、また市民のかたの多くの参加がか

なりふえてまいりまして、大きく地域への広がりも芽生えておりまして、当事

業団の運営については大変期待をしております。また、この当該事業団につき

まして、なごみの里等、他世代交流施設や、また公園等の管理も受けておりま

して、この強みを生かしまして、これからの文化振興事業を市民のかたの御意

見を広くお聞きしながら、いいものは吸収していただきながら、また新たなも

のに展開していただいて、文化振興が地域に広がる工夫をしていただけると、

そういったことを期待して今回設定をいただいたところでございます。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。ただいまの説明でよろしいですか。 
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麻植委員     はい。草津の文化をトータル的に、２館持っている市というのは、なかなか

ないと思いますので、何かとこれを有効に総合的に活用してもらって、今まで

ある事業、いろいろありますよね、文化祭もありますし音楽祭もありますが、

トータルで、例えば、草津の芸術祭のような感じで、大きく再編成の大きな広

い視野に立って、もう一度草津の文化を構築していただけたらという願いを持

っています。県の文化振興基本法の中には、文化で滋賀を元気に、という合い

言葉のようなものがあるんですけども、私も文化で草津を元気に、ってそうい

うふうなテーマでやっていただけたらうれしいなと思います。 

         以上です。ありがとうございました。 

 

馬場委員長    ではそのほかに、同じところで御意見ございませんか。 

         ほかに意見もないようですので、議第５６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５７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。事務局の説明をお願いいたします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。議第５７号、草津市スポーツ推進審議 

会への委嘱につき議決を求めることについて、御説明を申しあげます。議案 

書の方は４６ページからになりますが、４７ページを御覧いただきたいと思 

います。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、草津市スポーツ推進審議会に関する条例第４条の規定により、本委員 

会の議決を求めるものでございます。今回の委嘱につきましては、先ほどの 

議第５５号の改正条例によるものではなく、現行の条例の規定によりまして、 

４７ページの表のとおり、８名の委員の委嘱をしようとするものでございま 

す。なお、議第５５号の条例改正が９月定例市議会で可決されましたら、残 

りの２名の公募委員につきまして、速やかに公募委嘱に入りたいと計画して 

おります。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    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。 

         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 ― 

 

馬場委員長    異議もないようですので、議第５７号は、原案どおり可決いたします。 
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         次に、「議第５８号 草津市立教育研究所運営委員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。お願いいたします。 

 

学校教育課長   議第５８号、草津市立教育研究所運営委員会委員の委嘱につき議決を求める

ことについて、学校教育課中瀬が御説明申しあげます。 

         議案書の５０ページ及び５１ページを御覧ください。 

         教育研究所の運営委員会委員につきましては、草津市立教育研究所規則第７

条の規定により、委員を委嘱または任命しているところであります。このたび、

社会教育委員の代表である現委員の変更のため、補欠委員の委嘱及び任命を行

うものであります。委嘱任命期間につきましては、規則第７条第２項の規定に

より、任期は前任者の残任期間である平成２７年５月３１日までとなります。 

         以上、御審議のほど、よろしくお願い申しあげます。 

 

馬場委員長    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 ― 

 

馬場委員長    異議もないようですので、議第５８号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第５９号 平成２５年度における教育に関する事務及び執行状況

の点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

し、並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。お願いいたします。 

 

教育総務課長   議第５９号、平成２５年度における教育に関する事務及び執行状況の点検及

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、並び

に公表するにつき議決を求めることについて教育総務課の山本から御説明申し

あげます。 

         議案書の５４ページから１３５ページまでが報告書となっております。５７

ページ、５８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及び評価の報告書につきましては、本年５月から６月

にかけまして教育委員会事務局内で内部評価を行い、６月２６日の定例教育委

員会で協議をさせていただいたところでございます。その後、７月１日、３日

の２日間にわたりまして、外部評価委員会を開催いたしまして点検評価報告書

の全評価シートについて御意見、助言をいただき、いただいた意見につきまし
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ては、６５ページ以降のそれぞれの評価シートの最後に記載をさせていただい

ております。さらに、７月２５日には、第３回外部評価委員会といたしまして、

外部評価委員と教育委員との懇談をさせていただきまして、その内容を１３０

ページ以降に３つの項目別にまとめさせていただいております。評価の概要と

しましては、昨年に引き続きまして、量よりも質を重視した評価を行い、その

結果から、目標評価、具体目標評価ともにおおむね現状を維持することができ

まして、報告書の１２０ページには、点検評価結果一覧ということでまとめさ

せていただいております。また、外部評価委員からの意見でございますが、た

くさんの取組を報告書として説明できる形にまとめられており、説明責任が果

たせている、いろいろな施策を全国、県に先駆けで熱心に取り組んでいると感

じた。すぐに成果がでるものばかりではないが、蓄積していくことで芽を結ぶ

と思う。学校だけではなく、地域、家庭が連携して子どもたちの学びの支えと

なり、一緒に学んでいこう、成長を見守っていこうという草津市の姿勢にとて

も安心した、とおおむねよい評価をいただいております。また、今後のありか

たといたしまして、それぞれの事業において、さらにこうした方がいいという

声を拾いあげ、今後の成長につなげてほしい、ＩＣＴ教育に関するさまざまな

施策が実施されている中、先生がたの育成や準備がどのように実現されるか見

守っていきたい、など御意見をいただいたところでございます。これらの意見

を踏まえまして、今後の取組や点検評価、さらには現在見直しを行っておりま

す草津市教育振興基本計画第２期の中で議論いただきまして、生かしてまいり

たいと考えております。 

         なお、今後の予定でございますが、本日議決いただいたあと、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の第２７条の規定に基づき、議会に提出するとと

もに、市のホームページで公表してまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願い申しあげます。 

 

馬場委員長    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、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 ― 

 

馬場委員長    異議もないようですので、議第５９号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第６０号 草津市教育振興基本計画（第２期）の策定について草

津市教育振興基本計画策定委員会に対し諮問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。お願いいたします。 
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教育総務課長   議第６０号、草津市教育振興基本計画（第２期）の策定について草津市教育

振興基本計画策定委員会に対し諮問するにつき議決を求めることについて、教

育総務課の山本から御説明申しあげます。 

         １３６ページから１３８ページを御覧いただきたいと思います。今年度草津

市教育振興基本計画の中間見直しを行い、第２次計画の策定を行いますが、策

定に当たりまして、教育委員会の附属機関である草津市教育振興基本計画策定

委員会に意見を求め後、諮問を行うものでございます。諮問の趣旨でございま

すが、平成２１年度に「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさ

つ」を基本理念とする草津市教育振興基本計画を策定いたしましたが、平成２

２年度からの１０年間に目指すべき目標像を示すとともに、その実現に向けて

計画的かつ重点的に取り組むべき施策を定めております。本年度計画の策定か

ら５年が経過しようとするため中間見直しを行い、平成２７年度からの５年間

に取り組むべき施策を反映させた第２期計画を策定するに当たり、意見を求め

るものです。計画の見直しに当たりましては、この間の社会変化、第５次総合

計画を踏まえまして、国、県の教育振興基本計画を参照して、教育に係る施策

を総合的かつ体系的にまとめたものとしていきたいと考えております。 

         今後のスケジュールについてでございますが、９月１７日には第１回策定委

員会を開きまして諮問をさせていただいた後、２回程度の策定委員会を経まし

て、１２月中には答申をいただきたいと考えております。 

         どうか御審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。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。 

         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 ― 

 

馬場委員長    異議もないようですので、議第６０号は、原案どおり可決いたします。 

 

        ――――日程第５―――― 

 

馬場委員長    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。 

 

学校教育課長   報告事項、第１号、「各界トップのスペシャル授業in草津」について、学校
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教育課中瀬が御報告申しあげます。 

         報告書の２ページから４ページを御覧ください。 

         本事業は、平成２１年度から開始し、今年度で６年目を迎えます。この事業

では、各界の専門家や達人を講師としてお招きし、市内各小中学校で特別授業

を行います。講師のかたがたに専門分野についての講話や、体験談、御自身の

生きかたや子どもたちへの願いを語っていただきます。特別授業を通して、子

どもたちの夢や希望を育むとともに学習意欲の向上及び進路選択に向けた主体

性や積極性の育成を狙いとしています。また各校の年間指導計画に位置づけて

実施することにより、学校教育の活性化を図っております。本年度は、「国際

社会に生きる」をテーマにして、国際協力・国際理解・国際交流あるいは国際

的な活躍にかかわる特別授業を９月から来年２月までの期間に実施いたします。

現在のところ、一覧表のとおり１９名の講師が決定し、各小中学校において実

施をする予定でございます。実施校も決定し、各校が講師と連絡をとりながら

授業の計画を立てているところでございます。 

         以上報告とさせていただきます。 

 

馬場委員長    はい、続きましてお願いいたします。 

 

教育総務課長   続きまして、報告事項２、寄付受け入れ報告につきまして、教育総務課の山

本が御説明申しあげます。 

         報告書の５ページを御覧ください。 

         このたび、公益財団法人深尾理工教育振興財団様から、草津市小学校に対し

ましては、デジタル気体チェッカーとサイエンススタンドを御寄付いただいて

おります。また、同じく公益財団法人深尾理工教育振興財団様から矢倉小学校

に対しましては、気体の対流調べ実験機ほか記載の９点を御寄付いただいてお

ります。新堂中学校ＰＴＡ様から、新堂中学校に対しまして、ウォーターク―

ラをいただいております。 

         以上でございます。 

 

馬場委員長    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。 

         はい、お願いします。 

 

谷川委員     講師の決定というのは、学校教育課が選んで各学校にどうですかっていう、

そういう打診をされるんでしょうか。それとも学校独自で探すんでしょうか。 

 

馬場委員長    はい、お願いいたします。 
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学校教育課長   学校教育課中瀬でございます。 

         講師選定に当たりましては、主として学校教育課の方で責任を持って探させ

ていただくわけですけども、それに先立ちまして、各学校等から希望の講師さ

ん等のアンケートといいますか調査をさせていただき、それも加味しながら学

校教育課の方で決定させていただいております。 

 

馬場委員長    よろしいですか。 

         ほかにございませんか。 

         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。 

 

麻植委員     先ほど１点聞き忘れたので、ちょっと前に戻るんですが、附議事項の第５６

号の中の、クレアの件ですけども、この事業費というのは自主事業費というの

は、どのぐらい、今度ホールが大きいので見られているのか、もし決まってい

るとしたら教えて願えたらと思います。 

 

馬場委員長    はい、お願いいたします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。 

         自主事業費は、どれくらいかということですが、今回財源を２,０００万円

以上として事業展開を図っていただきたいということで、仕様を出させていた

だいております。 

 

馬場委員長    ほか配付物について何か。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         その他事項１点目、机の方にお配りさせていただいております。平成２６年

度草津市立幼稚園・小学校・中学校の運動会開催の日程でございます。草津第

二小学校と常盤小学校が５月に開催済みでございますが、そのほかの学校、幼

稚園、９月から１０月にかけて開催をさせていただきます。教育委員の皆様が

たで参加いただける日がございましたら、事前に事務局、小中学校の方はスポ

ーツ保健課まで、幼稚園の方は幼児課まで御連絡をいただけたら幸いでござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長   続きまして２枚目、３枚目につきまして、生涯学習課の奥谷が説明させてい
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ただきます。 

         ２枚目の方は、「私の思い２０１４」ということで、こちらの子どもたちの

純粋で熱い思いが伝わってくる大会になっております。今年度、草津市青尐年

主張発表大会で上位３名の生徒さんを、県へ推選させていただきましたところ、

１名の草津中学校の生徒さんが選ばれまして、出場してくれることになりまし

た。がんばっていただきたいなと思っております。 

         また、２枚目の方につきまして草津市民文化祭です。こちらにつきましても、

文化振興進める上で、ちょっと新たな取組といたしまして、市民考古学を設け

させてもらいました。今回５組のかたが参加いただけることになりました。い

ずれも皆さんお忙しいかと思いますが、もしお時間が許しましたら、のぞいて

いただけたらなと思っております。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。 

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

         次回は９月３０日、火曜日、午後２時３０分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 ３時５１分 

 


