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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４月定例会を開会いたします。 

 

 

        ――――日程第１―――― 

 

馬場委員長    まず、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、４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、「３月定例会及び４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、３月定例会及び４月臨時会会議録は承認されたも

のと認めます。 

         ３月定例会については署名を必要としますので、当初の指名どおり、谷川委

員と村山委員にお願いいたします。 

 

 

        ――――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      はい、皆さん、こんにちは。 

         本日は、本年度最初の定例教育委員会でございます。新しい組織で臨む初め
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ての定例会であり、私にとりましても、大変意味のある教育委員会です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

         委員の皆様には、４月２日の臨時教育委員会、４月４日の滋賀県教育行政説

明会ならびに「滋賀県市町教育委員会研修会」、９日の「小・中学校入学式」、

１０日の「幼稚園入園式」にそれぞれ御出席をいただきました。ありがとうご

ざいました。御意見・御感想等、後でお話をいただければと思います。 

         私自身、４月２日に第２２代目の教育長に就任し、その日の午後５時３０分

から教育委員会事務局職員に対して訓示を行いました。内容は、「強み」を活

かすマネジメントを取り入れることとしました。教育委員会事務局において行

ってきた取組や成果、また、個人の力や組織内外にある資源を「強み」として

捉えるとともに、「強み」と「強み」をつなげて、新たな、そして、より強固

な強みを生み出すことについて事務局全体で取り組んでいただきたいという趣

旨でした。 

         また、４月３日には、県教育委員会教育長を初め、教育委員会事務局等の各

課へ就任挨拶に伺いましたが、お出会いするかたがたからは、これまでの草津

市の教育への賞賛や期待を聞かせていただき、本市教育行政の成果だとうれし

く受け止めました。今後も、継続、発展に努めたいと決意もしたところでござ

います。 

         それでは、私に与えられております教育長報告について、草津市教育振興計

画の基本理念であります「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・く

さつ」の実現に向けて、施策の基本方向であります１つ目の「子どもの生きる

力を育む」、２つ目の「学校の教育力を高める」、３つ目の「地域に豊かな学

びを創る」の３つの視点から、それぞれの取組等について報告をさせていただ

きます。 

         まず、１つ目、「子どもの生きる力を育む」に関わってです。 

         ４月７日には、給食センターに出向きました。委託業者である富士産業さん

には、昨年度、新施設の中で無事に業務を終えていただきました。今年も既に、

給食が始まりましたが、１日８，１００食、年間１８８日、安全で地場産物を

活用したおいしい給食を提供いただくことになっています。 

         ４月９日は、全小中学校で始業式が行われ、新学期がスタートしました。そ

の後、市内全小中学校の入学式が挙行されました。入学式は、天候にも恵まれ、

桜も咲き誇る中、厳粛さの中にも温かみのある落ち着いた式でした。それぞれ

の学校において、地域のかたがたの温かい支えを感じ、学校が地域のかたがた

とよりよい信頼関係を築いていることを草津の学校経営の頼もしさ、「強み」

として感じました。入学した子どもたちを含め、全ての子どもたちが夢や希望

を持ってそれぞれの力が発揮できるよう、学校と家庭、地域が力を合わせて取
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り組んでいただくことを期待しております。 

         次に、２つ目の「学校の教育力を高める」についてですが、校長会、教頭会

では、４月４日および４月１０日の校長会、そして、７日の教頭会で学校の教

育力を高めるためのマネジメントについて訓話をいたしました。その中で、強

みを生かす学校づくりをどう進めていくのかについて私の考えを話しました。

それには、まず、１つには、教職員一人ひとりが自分や組織、さらには、地域

を初めとする外部環境も含めたより広い立場から強みを発見していくこと。２

つ目には、「強み」をみんなで認め合い共有すること。３つ目には、「強み」

と「強み」をつなぐことによって、新たで、より強固な「強み」を生み出すこ

と。そして、４つ目には、「強み」を生かしたビジョンやゴールを掲げ、総合

的にマネジメントするリーダーシップが必要なことです。「強み」を生かした

学校経営に向けて、マネジメントの発想を取り入れ、子どもたちの確かな力に

つながる学校経営を期待するところであります。 

         ３つ目の「地域に豊かな学びを創る」についてですが、４月１日には、国の

史跡に指定されています草津宿本陣の隣に落語や能楽などの伝統芸能が上演さ

れる「楽座館」が開館いたしました。ＦＭ草津の収録もあり、「楽座館」とと

もに「街道交流館」についても紹介をしてまいりました。多くのかたがたに訪

れていただき、宿場町草津のよさを一層理解いただきたいと思っております。 

         その他でございますが、その他の１つ目は、市内の教職員による個人調査票

の誤廃棄という事案であります。発覚後、当該の学校は、学校教育課との連携

を密にしながら、丁寧な対応等に努めました。委員の皆様には、早急に連絡を

させていただきました。この件につきましては、児童や保護者の学校に対する

信頼を裏切るものであり、大変申し訳なく思っており、再発防止の徹底に努め

る所存でございます。その他の２つ目は、喜ばしい報告をさせていただきます。

平成２５年度の日本漢字能力検定奨励賞に２年連続で笠縫小学校、そして、初

めて草津小学校が受賞し、また、草津中学校と草津市教育委員会が昨年に引き

続き特別賞をいただきました。また、「子ども読書活動優秀実践校」に矢倉小

学校が、「子ども読書活動優秀実践図書館」に市立図書館が、それぞれ文部科

学大臣表彰を受けることになりました。草津市から２つの団体が受賞という、

いわばダブル受賞は大変光栄であります。それぞれ、明日、東京で行われる授

賞式に出席されることになっております。 

         学校図書館の充実や読書活動の充実は、草津の「強み」でもあります。この

ような「強み」と学校が持っておられる「強み」とをつないだ、あるいは図書

館が持っておられる「強み」とをつないだ実践が評価されたものとうれしく思

っております。 

         最後に、新年度に入り青尐年育成市民会議など社会教育団体の活動も新しく
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始動しています。また、スポーツ推進委員、尐年補導委員の皆様への委嘱状の

交付もありました。スポーツの振興、子どもたちの健全育成に向け、地域の皆

様とともに取り組んでいきたいと思っております。今後ともよろしくお願いい

たします。 

         以上、教育長報告とさせていただきます。ありがとうございます。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         それでは、委員の皆様からも、先般御参列いただきました入学式やその他の

行事等の御感想がありましたらお願いいたします。 

         村山委員、お願いします。 

 

村山委員     私は、今年度、笠縫小学校、高穂中学校、矢倉小学校の入学式と矢倉幼稚園

の入園式に出席させていただきました。新入生の皆さんは、やっぱりうれしく

て、わくわくしているような気持ちと同時に、ちゃんとやっていけるのかなと

いうふうにちょっと不安そうな表情もあちらこちらで見られたりもして、それ

は子どもさんだけでなくて親御さんも同じで、特に、幼稚園の場合は、一緒に

座られたりするので、本当にこの子はこれからここでやっていけるのかしらと

思うような、親御さんも初めてのことなので緊張している様子なども伺えたり

もしましたけれども、迎える先では、小学校だったり、例えば６年生が１年生

の手をつないで入場したり、退場のときに手づくりの花のアーチで送り出した

り、幼稚園の先生がたも子どもさんや親御さんの緊張を和らげるような、尐し

でも緊張を和らげようと努力されている、温かく迎えてくださっているのを見

て、こちらも本当に温かい気持ちになりました。私もこの教育委員に保護者枠

として応募を考えたきっかけというのが、そもそも息子が中学にあがるときに

本当に初めてのことで、どんな教育をされてるだろうというのは本当にわから

なくて、そういう部分も含めて見てみたいというのもあって、関わってみたい

というのもあったのが応募の考えの第一歩でもありましたので、それは親御さ

んたちの気持ちもすごくよくわかります。これからも、子どもたちはもちろん

保護者のかたがたのそういった不安なども尐しでも和らげていったり、皆さん

コンパスなどを通じていろいろ知っていただくような活動をこれからも充実さ

せていけたらいいなと思いました。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございます。ほかにございませんか。 

         はい、麻植委員。 
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麻植委員     教育長報告の中にもありましたが、私も４月１日の楽座館のオープンに立ち

会わせていただきました。本当に、毎月、第１、第３の土曜日に落語と能楽の

講座を設けられる。この場所ができてすぐにその講座を企画され、それを市民

に向けての学びの場として企画されたことをすばらしいなと思いました。それ

と、あとは、ますます草津の文化が盛んになっていくことを期待したいなと思

いました。 

         もうあと１点は、私も入学式、入園式に参りました。矢倉小学校と新堂中学

校、玉川幼稚園でした。矢倉小学校は、代々、辞書引きというものを伝統にさ

れてまして、辞書をプレゼントもされてましたし、あと、新堂中学校の入学式

に感じましたのは、ちょうどその前の３月には、笠縫東小学校の卒業式に行っ

ておりましたので、その卒業生が今度は新堂中学校に行って、入学式という形

で子どもたちを会わせていただいたときに、卒業式のあの子どもたちがこうい

う入学式に胸を躍らせてきてる場所に参加させていただけたのを、とてもあり

がたかったなと思っていました。本当に地域のかたがたも皆さんで支えようと

されてるのがとても感じました。あと、最後に、玉川幼稚園の対応ですけども、

ここでもひとつすごく心が温まったのですけども、幼稚園は、園児だけで座る

ことになったそうなんですけども、私たちが来賓の席で待っていたときに園長

先生のほうから、急遽、子どもたちだけで入場するのではなくて、保護者と一

緒に入場することになりましたので尐しお待ちいただけますかということでし

た。その急遽の変更は、担任になっておられる先生がたが、これは子どもたち

だけよりも、お母さんと一緒のほうがこれから楽しい場所だな、行ってお友達

もできるなという、幼稚園にこれから楽しんで来てくれるような配慮の部分で

考えると、不安材料を与えるよりも、お母さんと一緒に入場してもらおうとい

うことに変更されたそうです。来賓の席に歩くときも子どもの席の横に大きな

椅子があって、本当に親子で入場してこられて、安心して手をつないで入って

こられていた入園された子どもたちの顔を見ると、こういうふうに臨機応変に

対応されて、子どもにとって何が一番いいことかというのを、いつも最優先に

考えておられる、そういう教育の現場に目の当たりにできて、とても本当に心

が温かくなりました。この幼児の教育がずっと小学校、中学校、高校と、大学

と、つながっていけば、本当にすばらしい子どもたちが育つのではないかなと

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。 

         谷川委員、ありましたら。 
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谷川委員     私は、小と中と行かせてもらいましたけど、小学校は、児童の６年生のほう

から、１年生の手を引いて入場したいというふうな申し出があったようで、６

年生の子が手をつないで１年生をエスコートしたという、心温まる入場でした

ね。やっぱりそれは縦のつながりができて、より学校はうまく動いていくんじ

ゃないかなというふうに思いました。そして、歓迎は、２年生が前に並んで呼

びかけや歌を歌ってということで、１つ上の学年の子どもたちがお迎えをする

ということで、すごく１年生がスムーズに中へ入れたんじゃないかなというふ

うに思いました。 

         中学校のほうは、これも整然と行われましたけれども、生徒会長が、結構、

長々と歓迎を何も見ないで言うんですね。あれ上手に、練習したというか、す

ばらしい歓迎だなというふうに思って感心をしました。 

         教育長のほうからもありましたけれども、どちらの学校も地域の来賓のかた

の参加が多くて、地域で支えられている学校だなというふうに、これは、私も

教員時代に感じたことですけれども、それは草津のよさかなというふうに思い

ました。 

         あと、ひとつ、これは、先ほど事務局の松浦さんに聞いたんですけど、矢橋

の人工島は県の施設だということですが、中に入ってみたら、すごい桜がたく

さんあってきれいなんですね。矢橋という名前がついてるので、何かもっと観

光というか、そういうふうなので県と交渉できないかなというふうに思いまし

た。たくさんの子どもたちが、高齢のかたが、桜を見に来ておられて、草津の

ＰＲのひとつにできないのかなというのをちょっと思いました。意見として述

べさせてもらいます。 

         以上です。 

 

馬場委員長    ありがとうございました。 

         私のほうからも入学式で、松原中学校の入学式に行かせてもらったんですが、

最後に、来賓に学校長が御挨拶されたのが非常に心に残りました。入学式は、

それぞれのどこの学校でも頑張ってされたと思うんですが、入学式の中で在校

生が歓迎の言葉を述べる。そして、これから入る入学した子どもたちが決意を

述べるというので、山田小学校から来た子どもと笠縫小学校から来た子どもが

決意の言葉を述べたんです。それこそ原稿もなく、堂々と言ったんですが、そ

れを校長先生は、「これだけしっかり小学校で育ててもらった子どもたちを中

学校で預かるのだから、中学校の職員は、全部同じことを思ったと思います。

頑張らんと、こう思ったと思います」というふうに言われたので、最後にすご

くいい言葉で締めくくってもらったなと思って、すごく心に残りました。 

         では、以上で、教育長報告につきまいては、これで終わらせていただきます。 
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        ――――日程第４―――― 

 

馬場委員長    次に、日程第４、付議事項、「議第３３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。 

 

教育総務課長   はい、委員長。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

教育総務課長   議第３３号、臨時代理の承認を求めることについて、教育総務課の山本が説

明させていただきます。 

         議案書の３ページを御覧いただきたいと存じます。 

         このたび、草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則および草津市教育

委員会事務局および教育機関の職員の職名に関する規則の一部改正ならびに所

属職員の人事異動を行うに当たり、委員会を招集する時間的余裕がなかったの

で、草津市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定により教育長

が臨時代理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。 

         それでは、５ページをお開きいただきたいと存じます。 

         草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則および草津市教育委員会事務

局および教育機関の職員の職名に関する規則の一部を改正する規則のうち、草

津市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部改正について、説明をさせ

ていただきます。 

         ６ページ以降の新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。 

         まず、６ページの第３条でございますが、教育委員会事務局の事務分掌を定

めております。このうち、教育施設整備室の３番、給食センターの改築整備に

関することにつきましては、昨年度で新給食センターの一連の工事が完了しま

したことから、削除させていただくものでございます。 

         次に、生涯学習課でございますが、７ページの現行規則の１１番、（仮称）

市民文化の森の整備に関することにつきましては、昨年、草津市文化芸術機能

等検討委員会において見直しが行われ、草津市文化芸術機能等施設整備基本計

画が策定されたところでございます。今後は、この計画を具体的に進めていく

ため、１１番を草津市文化芸術機能等施設整備基本計画に関することと変更さ

せていただきます。 
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         また、しが県民芸術創造館の移管に伴い、新たな事務が発生いたしますこと

から、１４番を（仮称）草津市立創造館に関することとさせていただき、現行

の１４番以降を繰り下げさせていただきます。 

         次に、８ページの学校教育課につきましては、４月１日付の人事異動により

学校教育担当の副部長の配置がなくなりましたことから、３２番の所属する教

育部副部長所管内所属の連絡調整に関することを削除させていただきものでご

ざいます。 

         次に、９ページの草津市教育委員会事務局および教育機関の職員の職名に関

する規則の一部改正でございますが、第３条の補職名の技術職員に室長を追加

させていただくものでございます。 

         続きまして、１０ページからの人事異動について御説明させていただきます。 

         １１ページから１６ページに一般行政職員の人事異動を掲載させていただい

ております。部長級が２名、副部長級が３名、課長級が１５名、副参事級が７

名、専門員級が９名、主査級が６名、一般職級が１１名、新規採用職員が４名、

再任用職員が４名、退職者が２名でございます。 

         次に、１７ページ、１８ページの滋賀県教育委員会による人事異動でござい

ますが、滋賀県教育委員会から草津市教育委員会への異動が１０名、滋賀県教

育委員会への復帰が１０名でございます。 

         以上、草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則および草津市教育委員

会事務局および教育機関の職員の職名に関する規則の一部改正ならびに所属職

員の人事異動について御説明申しあげましたが、御承認いただきますよう、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。 

 

各委員      ― 意見なし ― 

 

馬場委員長    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３３号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第３４号 草津市スポーツ推進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 
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ｽﾎﾟｰﾂ保健課長   はい、委員長。 

         スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         議第３４号、草津市スポーツ推進委員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２０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委員の委嘱につきまして、スポーツ基本法第３２条第１

項の規定により、本委員会の議決を求めるものでございます。 

         草津市スポーツ推進委員につきましては、１３の学区地区がそれぞれ４名ず

つ選出をいただいておりますが、先般の３月定例会で議決をいただきましたが、

大路区の１名と笠縫学区の１名を除いた５０名の委嘱の議決をいただくもので

ございます。このたび、欠員となっておりました笠縫学区から残り１名の選出

がございましたので、平成２８年３月３１日までの任期で委嘱をしようとする

ものでございます。なお、大路区の残り１名の欠員につきましては、引き続き

選出等をお願いいたしまして、選出があり次第、また本議会に付議をしていき

たいと思っております。 

         以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

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。 

 

各委員      ― 意見なし ― 

 

馬場委員長    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３４号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第３５号 草津市小・中学校結核対策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。 

 

ｽﾎﾟｰﾂ保健課長   はい、委員長。 

 

馬場委員長    はい、お願いいたします。 

 

ｽﾎﾟｰﾂ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         議第３５号、草津市小・中学校結核対策委員会委員の委嘱につき議決を求め
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ることについて、御説明を申しあげます。 

         議案書の２３ページを御覧いただきたいと思います。 

         草津市小・中学校結核対策委員会委員の委嘱につきまして、草津市教育委員

会附属機関運営規則第２条の規定によりまして、本委員会の議決を求めるもの

でございます。 

         草津市小・中学校結核対策委員会につきましては、去る２月定例市議会にお

きまして、草津市附属機関設置条例の改正によりまして、追加をしたものでご

ざいまして、３月の定例会で審査をいただきました草津市教育委員会附属機関

運営規則で改正をいたしまして、委員資格者ならびに任期を定めました。この

たび、表に記しております４名のかたがたと関係者の方と調整ができましたの

で、平成２６年５月１日から平成２７年３月３１日までの任期により、委嘱を

しようとするものでございます。 

         以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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。 

 

谷川委員     条例じゃなくていいですかね。結核のことについて。 

 

馬場委員長    はい、どうぞ。 

 

谷川委員     昨年度の現状が、もしわかったら教えていただけますか。 

 

馬場委員長    はい、どうぞ。お願いいたします。 

 

ｽﾎﾟｰﾂ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         結核対策委員会につきましては、昨年度は、草津栗東で合同で開催をしてお

りまして、それぞれ結核の検診等々の必要がある児童生徒の皆さんについて管

理方針を定めていただいたもので、平成２５年度ですが、２回の委員会で審査

といいますか、審議をいただいたものでございます。具体的に何名の方をとい

う数字につきましては、ちょっとこちらのほうに数字として今持ち合わせてお

りませんけれども、一定の基準に基づきまして、それぞれ児童生徒さん、保護

者のかたが結核問診票というものを御記入いただきまして、今までの結核の罹

患歴とか、あるいは家族に結核にかかったかたがおられるかとか、あるいは外

国に一定の期間住んでいたことがあるかとか、あるいは現在の症状として、せ

き・たんが続いてるかなどを御記入いただいて、それを学校医の先生の問診に

よりまして診察をいただきまして、教育委員会の報告、そしてまた結核対策委
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員会への審査というような形での手続きで処理をしているというところでござ

います。 

 

馬場委員長    谷川委員、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

谷川委員     手続はいいんですけど、現実、どれぐらい要検査とかあるのか。また、後で

教えてください。 

 

馬場委員長    はい、どうぞ。 

 

ｽﾎﾟｰﾂ保健課長   また、後ほど、件数については御報告を申しあげたいと思いますが、数とし

ては一定の数があるんですけれども、そのようなかたがたについては精密検査

の勧奨をいたしまして、今、精密検査については、こちらのほうの予算で対応

をして、この委員さんにつきましても同じような機関から出てきていただいて、

継続的に管理方針がしっかりとしたものになるということで、配慮しながら対

応しているところでございます。 

         以上でございます。よろしくお願いします。 

 

馬場委員長    じゃあ、後ほど、資料については、出していただくということでお願いいた

します。 

 

馬場委員長    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３５号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第３６号 草津市図書館協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。 

 

教育部副部長（図書館担当）   はい、委員長。 

 

馬場委員長    はい、お願いいたします。 

 

教育部副部長（図書館担当）   図書館の石田でございます。 

         議第３６号、草津市図書館協議会委員の委嘱につき議決を求めることについ
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て、提案をさせていただきます。 

         今回、図書館協議会委員の委嘱につきましては、学校教育関係者のうち保育

園の該当のかた、それと、家庭教育の向上に資する活動を行う者ということで、

それぞれＰＴＡ連絡協議会の代表のかたが年度がわりで新たに３名の方が新し

く推薦をいただきました。学校教育関係者につきましては、小泉弘子さん。草

津保育園の園長さんでございます。そして、家庭教育の向上に資する活動を行

う者といたしましては、大石真紀さんと野田郁美さん。それぞれ草津市ＰＴＡ

連絡協議会のほうから推薦をいただいた３名様につきまして、任期でございま

す平成２６年４月２２日から平成２７年８月３１日までの間ですけれども、今

回、委嘱する委員さんの任期につきましては、前任委員さんの残任期間という

ことでお願いをいたしたいと思います。一応、定員につきましては、１０名で

現在委員を委嘱しているところでございます。 

         御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

馬場委員長    はい、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。 

 

各委員      ― 意見なし ― 

 

馬場委員長    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３６号は、原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第３７号 草津市障害児就学指導委員会委員の委嘱および任命に

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   はい、委員長。 

 

馬場委員長    お願いいたします。 

 

学校教育課長   学校教育課の中瀬でございます。 

         議第３７号、草津市障害児就学指導委員会委員の委嘱および任命につき議決

を求めることについて、御説明申しあげます。 

         まず、差しかえのペーパーを御覧いただきたいと思います。 
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         差しかえをさせていただきました理由といたしましては、裏面２９ページ、

委員一覧の中の２号委員である草津市ことばの教室指導員の中村妙子さんの雇

用を先週末に決定し、本日、午前に辞令交付をしたことによるものでございま

す。何とぞ御了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

         さて、草津市障害児就学指導委員会では、就学に係る当該児童生徒の障害の

種類と程度について調査や審議を行い、今後の教育的支援のあり方や望ましい

就学先を明らかにして、草津市教育委員会に審議結果を答申いたします。した

がいまして、草津市障害児就学指導委員会については、障害の程度や種類等に

関して、教育学、医学、心理学等の観点から総合的で的確な判断ができる専門

的知識を有する委員会を構成する必要があり、草津市障害児就学指導委員会規

則第４条の規定により、委員を委嘱するものであります。任期は、平成２６年

５月１日から平成２７年３月３１日までとなります。 

         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。 

 

各委員      ― 意見なし ― 

 

馬場委員長    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３７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。 

         事務局より報告をお願いいたします。 

 

教育総務課長   はい、委員長。 

 

馬場委員長    はい、お願いいたします。 

 

教育総務課長   それでは、報告事項の１から４までを教育総務課の山本が続けて御説明申し

あげます。 
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         まずは、２ページを御覧いただきたいと存じます。 

         報告事項１、平成２６年度監査等実施計画についてでございますが、こちら

は、草津市代表監査委員より草津市教育委員会委員長宛てに、平成２６年４月

１日付で通知がございました。 

         ３ページから５ページが平成２６年度の監査計画となっております。 

         まず、監査の基本方針でございますが、本市は、子育て支援や高齢者福祉と

いった社会保障関係経費等の義務的経費は年々増加傾向にあるなか、大規模プ

ロジェクト事業の実施により、財政を取り巻く環境は今後とも楽観視できない

状況が続くものと予想されるとしており、「市民福祉の増進にどのように役立

っているか」、「最小の経費で最大の効果をあげているか」、「組織及び運営

の合理化に努めているか」、「法令を遵守しているか」を基本的な視点として

監査を実施されます。 

         定期監査につきましては、基本的には、前年度の事務および事業を対象とし

て実施され、工事監査については、計画、設計、積算、施行等が、適正かつ合

理的、効率的に行われているかどうかについて実施されます。 

         ６ページをお開きいただきたいと存じます。 

         こちらには、平成２６年度監査等実施計画表となっております。 

         教育委員会の定例監査でございますが、４月、５月に小・中学校、幼稚園が、

５月には草津宿街道交流館が、６月には学校給食センターが、１月には教育総

務課・教育施設整備室が対象となっております。なお、工事監査につきまして

は、１０月に予定されておりますが、現時点では所属の指定がされておりませ

ん。 

         監査については、以上でございます。 

         続きまして、７ページの報告事項２、草津市教育振興基本計画策定会議設置

要綱について、御説明申しあげます。 

         平成２２年３月に策定しました草津市教育振興基本計画につきましては、今

年度、中間見直しを行いまして、草津市教育振興基本計画（第２期）を策定す

る予定をしております。このため、庁内の検討組織である策定会議を設置し、

策定作業を進めたいと考えておりますことから要綱を定めるものでございます。 

         第２条を見ていただきますと、所掌事項となっております。 

         第３条には、策定会議の組織を定めております。策定会議は、副市長、教育

長のほか、計画策定に関係する部長級の職員８名をもって組織し、会長は副市

長に、副会長は教育長とさせていただきます。 

         また６条には、連絡員を置くことについて定めており、策定会議を構成する

各部長が所管する課の長のうちから指名していただき、連絡調整やそれぞれの

所掌事務を計画に反映できるよう協力いただくことといたします。 
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         続きまして、８ページの報告事項３、草津市教育振興基本計画（第２期）策

定支援業務委託業者選考委員会設置要綱について、説明させていただきます。 

         草津市教育振興基本計画（第２期）の策定作業を進めるに当たりまして、業

務支援を委託する業者をプロポーザル方式により選定する予定をしております。

このため、選考委員会を設置して提案内容の審査と選定を行いたいと考えてお

りますことから要綱を定めるものでございます。 

         第２条には所掌事項を、第３条には委員会の構成員を定めております。選考

委員は、教育部副部長（総括）および計画策定に関係する６名の課長をもって

組織し、委員長は教育部副部長（総括）に、副委員長は教育総務課長とさせて

いただきます。 

         続きまして、１０ページの報告事項４、草津市教育に関する事務の点検およ

び評価の実施に関する要綱の一部を改正する要綱について、説明させていただ

きます。 

         この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、草

津市教育委員会が行う、その権限に属する事務の点検および評価を実施するた

めに必要な事項について定めたものですが、今回、４月１日付の人事異動によ

り、点検・評価を推進する実施会議の構成員に変更が生じたため、改正を行う

ものでございます。具体的には、１１ページの新旧対照表を御覧いただきたい

と思います。第５条第１項の委員のうち、（３）教育部副部長（学校給食担

当）につきましては、教育部副部長（図書館担当）に変更させていただき、

（５）教育部副部長（学校教育担当）と（１０）図書館長につきましては、削

除をさせていただきます。また、第５条第３項の副会長につきましては、教育

部副部長（学校教育担当）を教育総務課長に変更させていただきますので、よ

ろしくお願い申しあげます。 

 

ｽﾎﾟｰﾂ保健課長   続きまして、報告事項５、草津市立社会体育施設管理運営要綱につきまし

て、スポーツ保健課の髙岡から御説明を申しあげます。 

         報告書の１２ページを御覧いただきたいと思います。 

         草津市立社会体育施設条例の改正を去る２月定例市議会で、また草津市立社

会体育施設条例施行規則を３月の定例教育委員会で可決をいただきまして、そ

れに伴いまして、それまでは、社会体育施設使用内規というもので細かな定め

をいたしておりましたが、このたび、草津市立社会体育施設管理運営要綱とい

うことで規定をするものでございます。 

         細かな内容につきましては、第３条のほうに、規則の第３条に定めます開場

時間を変更する場合の規定を定めるものでございます。第４条につきましては、

規則に定めます休日の開場できる場合というものを定めるものでございます。
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また、第５条につきましては、規則の第７条で使用の申請の手続が３か月前か

ら７日前までとなっておりますが、それ以外の期間に使用の申請ができる場合

の規定をするものでございます。 

         １３ページのほうでございますが、第６条、宣伝啓発活動の許可ということ

で規則第９条のほうに、社会体育施設では物品の販売や飲食物の提供等、宣伝

啓発活動ができるものとしておりますが、その具体的な許可条件を６号規定す

るものでございます。 

         要綱の施行につきましては、平成２６年４月１日からとなっております。 

         以上でございます。 

 

幼児課長     次に、報告事項６の草津市乳幼児教育・保育指針について、子ども家庭部幼

児課の田中から説明をさせていただきます。 

         報告書の１４ページから２７ページを御覧ください。 

         来年度から、子ども・子育て支援新制度がスタートする予定ですけれども、

新制度の柱は、幼稚園と保育所のよいところを取り入れた幼保一体化施設の普

及や、待機児童を解消して子育てしやすい環境を整備すること等でございます。

幼児課といたしましては、人間形成の基礎となる乳幼児期の豊かな育ちと学び

を保障することが重要と考えておりますので、今まで幼稚園や保育所が果たし

てきた役割の再確認と合わせて、今後の幼保のあり方をも議論してまいりまし

た。その成果の１つとして、幼稚園や保育所がお互いに積み上げてきたものを

尊重しながらも相手のよさを取り入れること等により、本市のよりよい就学前

教育・保育を目指していく方向性を示す指針を今般作成したものでございます。 

         １７ページを御覧いただきますと、草津市の乳幼児教育・保育がめざすもの

の結論、まとめとして、指針１就学前教育・保育の充実、指針２家庭、地域と

の連携と小学校との円滑な接続、指針３職員の資質・専門性の向上が書かれて

おります。 

         １９ページを御覧ください。 

         実は、平成２１年度に幼稚園教諭と保育士が協議をして「心豊かでたくまし

く生きる子どもの育成」を目標とする健康・体力、学びの基礎力、豊かな人間

性を草津市の幼稚園・保育所がめざす子ども像というものが既にございますの

で、指針１の就学前教育・保育の充実は、それをベースに作成をしたものでご

ざいます。 

         指針２及び指針３は、１８ページを御覧いただきますと、草津市の乳幼児教

育・保育の現状と課題がございますけれども、現実の課題や問題点を明らかに

し、それを克服するための方策として指針に位置づけたものでございます。 

         もう一度、１７ページの結論を御覧いただきますと、いずれも当たり前のこ
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とが書かれております。しかしながら、新しい制度の施行を目前に控えまして、

幼稚園と保育所が共通の指針に基づいた教育と保育を計画、実践することが本

市の就学前教育・保育の質の向上につながると考えているところです。 

         今年度は、この指針を一歩進めまして、幼保の共通カリキュラムの作成を計

画しているところでございます。 

         それと、共通の指針等の作成それ自体も大切なことではございますけれども、

幼稚園と保育所がそれぞれの歴史を積み重ねてまいりました結果として、両者

の間に目に見えない垣根が現実に存在しております。その垣根をなくす、ある

いは低くするための方策として、平成２３年度からは幼保の実践交流研修、平

成２４年度からは人事異動や人事交流をも実施をしてまいりましたけれども、

それ以上に大切なことは、幼稚園教諭と保育士がお互いに膝を突き合わせて、

かんかんがくがくの議論をする経験の積み重ねが大切だと考えております。 

         今後もさまざまな題材等を使いまして、これらの取組を継続してまいりたい

と考えておりますので、しばらくの間、温かい目で見守っていただけると助か

りますので、よろしくお願いを申しあげます。 

 

馬場委員長    はい、お願いいたします。 

 

教育総務課長   最後に、報告事項７、寄附受け入れ報告のうち小学校分につきまして、教育

総務課の山本が説明させていただきます。 

         このたび、大阪ガス株式会社様から小学校１３校に対しまして長縄を寄付い

ただきましたので、御報告申しあげます。 

 

幼児課長     続きまして、大路幼稚園における寄附の受け入れについて、御報告いたしま

す。今回、教育環境の充実を目的として、大路幼稚園ＰＴＡ様から電子ピスト

ルとスリッパを、大路幼稚園修了児保護者一同様からハンズフリーの拡声器と

紙芝居の寄付をいただきました。 

         以上、簡単ではございますが報告とさせていただきます。 

 

馬場委員長    はい、ありがとうございました。 

         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。 

 

教育部副部長（総括）   委員長、すみません。 

 

馬場委員長    はい、お願いいたします。 
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教育部副部長（総括）   先に１点、申しわけございません。 

         報告事項の中で、１０ページ、報告事項４、事務の点検および評価の実施に

関する要綱の一部改正を行います要綱でございますが、これの３行目、第５条

第１項第３号中、「教委部副部長」となっておりますが、「教育部副部長（図

書館担当）」に御修正を賜りますようにお願いをいたします。申しわけござい

ません。 

 

馬場委員長    委員の委を育に変えていただくということでお願いいたします。 

         ほかにないですか。質問等ございませんか。 

         はい、そうぞ。 

 

麻植委員     報告事項の中の６番なんですけども、今とても心力強いお言葉をいただいた

ので、とてもうれしくなったんですけども、幼保の一体化に向けて交流を大切

に、垣根を取っ払って、題材を探しながらかんかんがくがくというふうなお言

葉をいただいたのでとてもうれしいんですけども、その中で、今、幼稚園が、

多分、草津市内１０園あると思うんですけども、小学校の校長先生というのは、

小学校の現場のスペシャリストと思うんですけども、そのかたがたが、今、幼

稚園の園長先生で入ってくださってると思うんですね。そのかたがたの御意見

というのは、本当にとても重要になるというか、そこからの御意見というのは、

小学校でどういう課題があって、幼稚園ではどういう課題があってという、ど

ちらの現場も見てくださるとても大事な御意見かなと思うので、交流とかのい

ろんな話の場にそういうかたがたの御意見もまた反映していただけたらうれし

いなというのが１点です。 

         それと、あと、幼保の分では、本当に幼稚園の歴史と保育園の歴史がありま

すから、それを一緒にするということが一番大変なハードルだとは思うんです

けども、教育という観点からしますと、国の答申の中でもあったようにアイデ

ンティティーとかいう言葉もありますし、県の教育の重要施策の中でも滋賀ら

しい教育の一層の推進だとか、地域の方と交流するという形では書いてあるん

ですけども、草津の郷土愛とか、伝承・伝統に関しての取組みたいなのは、こ

の指針の中ではどこか触れてあるところはあるか、ちょっと教えていただけた

ら。カリキュラムをつくられるということですし、その中でまた対応されるの

であればそれでも結構なので、お答えいただけたらと思います。 

 

馬場委員長    はい、田中課長、お願いします。 

 

幼児課長     幼児課の田中でございます。 
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         報告書の２３ページを御覧いただきたいと思います。 

         ２２ページから続きます目標２の学びの基礎力の育成のところの２３ページ

の丸の２つ目、表現する力の育成というところからの５行目あたり。文化から

感じ取るものということでありますとか、その下の本物と出会う感動体験、こ

ういうものでありますとか、例えば２５ページ、目標３地域全体で子育てを支

援する体制づくりの中の地域社会における子育て支援の充実の１行目のところ

です。地域社会でさまざまな体験を重ね育っていきますという、このあたりで

そういうところを拾っていきたいなというふうに考えております。 

 

麻植委員     どうぞよろしくお願いいたします。 

 

馬場委員長    ほかにございませんか。 

         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。 

 

各委員      ― 意見なし ― 

 

馬場委員長    ないようですので、これをもちまして４月定例会を終わらせていただきます。 

         次回は、５月２７日火曜日、午後２時半から、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２４分 


