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開会   午後２時３０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１０月臨時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、１０月臨時会は、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、付議事項「議第４７号 草津市立小・中学校の設置等に関

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。 

 

開校準備室長   「議第４７号 草津市立小・中学校の設置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」、開

校準備室の永池から御説明させていただきます。議案書は２ページからとなり

ます。 

         ３ページをめくっていただきますと、草津市立小・中学校の設置等に関する

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、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、本委員会の議決を

求めるものでございます。 

         内容につきましては４ページがその内容、５ページが現条例と新旧対照表に

なります。 

         内容を御説明させていただきますと、草津市立老上小学校の分離新設校の名

称を草津市立小・中学校校名等選定委員会からの校名の答申のとおり、草津市

立老上西小学校に、また位置を所在地となる草津市矢橋町５０８番地１にしよ

うとするものでございます。 

         なお、この条例は平成２８年４月１日から施行しようとするものでございま
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す。 

         また、この答申につきましては、本６月の定例教育委員会でも報告をさせて

いただきましたが、再度、若干御説明させていただきますと、平成２８年４月

開校を目指して準備を進めている草津市立老上小学校の分離新設校について、

去る５月２５日、川那邊教育長から草津市立小・中学校校名等選定委員会委員

長、今井委員長の方に、（仮称）老上第二小学校の校名等の選定についての諮

問がなされ、２回の校名等選定委員会の審議を経まして、６月１７日、同委員

長から教育長に答申があったものでございます。 

         なお、校名の審議につきましては、教育長から委嘱を受けた２０名の選定委

員で行われたもので、５月２５日、６月１７日の２回にわたり校名選定の基本

的な考えかた、地域性が感じられ、地域住民に親しまれやすいもの、読みやす

く書きやすいものに基づき、各委員から意見が出されました。その結果、選定

委員会、選定委員全員の賛同のもとに、草津市立老上西小学校という答申がな

されたものでございます。 

         説明は以上になります。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。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、意見もないようですので、議第４７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４８号 草津市立公民館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。 

 

生涯学習課長   「議第４８号 草津市立公民館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」、生涯学習課の奥谷が御説

明申しあげます。議案書は６ページから９ページでございます。 

         ９ページの新旧対照表を御覧ください。市民センターならびに公民館につい

ては、小学校区ごとに開設し、現在１３小学校区に設置しているところですが、

来年４月の老上西小学校の開校に伴い、市民センター、公民館も新たに開設い

たしますことから、草津市立公民館条例の一部を改正しようとするものです。 

         改正の内容といたしましては、同条例第２条関係の別表第１中、草津市立老

上公民館の次に草津市立老上西公民館を加えようとするもので、位置は草津市

矢橋町５２６番地１、対象区域は老上西地区でございます。施行日は平成２８
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年４月１日です。 

         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。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。意見もないようですので、議第４８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。 

 

川那邊教育長   次に、「議第４９号 草津市立幼稚園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。 

 

幼児課長     それでは、「議第４９号 草津市立幼稚園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」、子ども家庭部

幼児課の金森の方から説明させていただきます。議案書は１２ページ以降にな

りまして、１２、１３ページが一部改正する条例案、１４、１５、１６ページ

が新旧対照表となっております。 

         国の方では、平成２７年度からスタートしました子ども・子育て支援新制度

において、認定こども園の普及を推進しております。本市におきましても平成

２７年３月に策定いたしました草津市幼保一体化推進計画に基づきまして、草

津市立笠縫東幼稚園につきまして、平成28年４月１日に幼稚園型認定こども園

として開園する予定でございます。 

         このことによりまして、草津市立幼稚園条例において、園名を認定こども園

園名等選定委員会で答申いただきました草津市立笠縫東こども園に改正したい

と考えております。 

         また、３歳児以上の受入れを開始することから３歳児の定員を規定し、それ

に伴い４歳児、５歳児の定員の改正を行います。 

         更に幼稚園の入園資格と許可について条例に根拠を規定し、加えて預かり保

育に関する規定を追加するものでございます。 

         以上が一部改正する条例案でございます。簡単でございますが、御審議をよ

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。 

         はい、お願いします。 



 

- 4 - 

 

 

杉江委員     幼稚園条例の改正に伴いまして、この新旧対照表のところにも本文のところ

にもあるのですが、幼稚園の総定数の改正がされていると思います。３歳児に

おいて４０名、２クラスかなと思うのですが、定数が定められるというのは、

幼稚園型笠縫東認定こども園がスタートするのに際しての数だとは思うのです

けれども、４歳児が４７０名という１０名減、そして５歳児が５４０名という

２０名減と現状でもなっております。４歳、５歳の定数までもが減少となって

いるのはどういったことなのかなとちょっと疑問を持ちました。 

         充足率の問題もあるのかなと思いながら、各園の配分人数に支障、問題がな

いのかということを、ちょっとお尋ねいたします。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

子ども子育て推進室長   子ども子育て推進室の髙岡でございます。 

         ただいまの御質問でございますが、各園の定数につきましては、草津市立幼

稚園規則の方で定めておりまして、現在の笠縫東幼稚園の定数は４歳児が６０

人、５歳児が７０人の合計１３０人となっております。これを先ほど委員さん

から御指摘いただきましたように、新たに笠縫東認定こども園では３歳児を４

０人、４歳児を５０人、５歳児を５０人の合計１４０人にしようとするもので

ございます。 

         このことは先ほど幼児課長の説明にもございましたが、３歳児教育の推進あ

るいは現在の入園園児数、今年の４月の時点で申しあげますと、４歳児が６０

人に対して３４人、５歳児が７０人に対して４２人という状況、あるいは教室、

保育室の保育環境等の関係等々を勘案をいたしまして、こういった定員の設定

にしようとするものでございます。 

         なお、幼稚園規則の改正につきましては、今月１０月の定例会において規則

改正の議案をあげさせていただくと思いますので、よろしくお願いいたします。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

杉江委員     ということは、笠縫東認定こども園の定数が４歳、５歳が減っていくという

ことですね。 

 

子ども子育て推進室長   はい。 
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川那邊教育長   よろしいですか。 

 

杉江委員     はい。 

 

川那邊教育長   ほかに御意見等はございますか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、意見もないようですので、議第４９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、本日追加で提案のありました「議第５０号 平成２６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。 

 

教育部副部長   「議第５０号 平成２６年度草津市歳入歳出決算に対する意見を市長に申し 

（総括）    出るにつき議決を求めることについて」、教育部の居川から御説明申しあげま

す。議案書につきましては、別冊となっております追加の議案書を御覧いただ

きたいと思います。２ページからでございます。 

         これは来る１０月１６日に開会予定の１０月定例市議会におきまして、平成

２６年度の市の会計決算が認定に付されるに当たり、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ページをお開きいただきたいと思います。横書きの表でございま

すが、これは一般会計および７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、中程の（Ｃ）の列でございます。収入済額、４４０億５，

３２９万８，０００円。支出済額は、少し右の方に行っていただいて、（Ｆ）

の列でございますが、４３５億４，０２１万３，０００円でございまして、平

成２７年度への繰越額が８億９，９６８万９，０００円。歳入歳出差引残額、

５億１，３０８万５，０００円となった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。これは特別会計の行の上から３つ目でございますが、収入済額が５億６，

７８５万７，０００円でございまして、滞納されている給食費について時効な

どによりまして不納欠損処理をいたしました額が１７万５，０００円。また収

入未済額、すなわち給食費が滞納となっている額でございますが、こちらが３

１万２，０００円でございます。 
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         先ほどの収入済額、５億６，７８５万７，０００円と支出済額、（Ｆ）の欄

の５億６，７８１万４，０００円との差し引きが歳入歳出差引残額、４万３，

０００円となったところでございます。 

         次に、６ページと７ページを御覧いただきたいと思います。こちらにつきま

しては、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

を記載しているところでございます。 

         ７ページの歳出の表の「１０．教育費」を御覧いただきますと、予算額が５

４億６，３１５万８，０００円に対しまして、決算額は５１億９，０５５万５，

０００円でございまして、不用額が２億７，２６０万３，０００円となってお

ります。この不用額のうち、小・中学校体育館の非構造部材の改修工事にかか

る実施設計など、やむを得ない事由により、今年度へ繰越しをいたしました事

業の繰越額が、その上の括弧書きをいたしております６，２６６万６，０００

円ございます。 

         次の８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、御説明をいたしますので、よろし

くお願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   それでは、続いてお願いします。 

 

教育総務課長   はい。教育総務課の太田でございます。 

         それでは、８ページからでございます。各事業名の順番にそれぞれの所管課

より説明をさせていただきます。 

         まず第１番目の委員会運営費でございますが、こちらの事業につきましては、

教育委員会の適正な運営のための経費でございまして、主な経費といたしまし

て、教育委員の皆様の報酬であったり、また教育委員会運営にかかる事務用品

などの消耗品でございます。 

         ひとつ飛ばしまして、次に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、教育総務課所管の経費につきまし

ては、主に小・中学校の管理補助員や事務局の臨時職員、嘱託職員の雇用に関

する経費、それから教育委員会の広報紙「コンパス」作成費などの事務局の運

営費、それと今年の３月に策定をいたしました第２期の教育振興基本計画策定

にかかりますコンサルティングの委託の経費でございます。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進所管の経費つきましては、教育委員会内のメール、掲示板等の

機能を持ったグループウェア、いわゆるＳＳＡの利用料でございます。 
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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

６年度は老上小学校分離新設に伴う校区設定の詳細部分についての報告のため

に、１回開催をいたしました。御参加いただいた１５名の委員への報酬、資料

印刷代等で執行いたしております。 

         続きまして、障害児就学指導委員会運営費でございます。就学相談会も含め、

延べ１０回開催をさせていただきました。その延べ１０回の中で２２名のかた

に御参加を延べでしていただいておりますので、その報酬、旅費等で執行をし

ております。 

 

学校政策推進課長   続きまして、展覧会開催費でございます。こちらは青少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。 

 

学校教育課長   続きまして、教育研究活動の推進費でございます。本課にかかる事業として、

道徳教育総合支援事業がございます。これは県の指定を受けて推進をいたしま

した。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課所管の経費につきましては、学校図書館の充実を図るため、

司書や図書館運営サポーターの配置に要した費用でございます。 

 

学校教育課長   続きまして、１０ページの教職員研修費でございます。本課にかかる事業は

委員の皆様にも御参加をいただいて実施をしております夏の学校経営管理研修

でございます。研修での講師謝金として執行いたしております。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課所管の経費につきましては、小・中学校の教職員が２９部会

に分かれて年間を通じて教員研修会を開いておりますが、講師の招聘等に掛か

った費用でございます。 

 

学校教育課長   続きまして生徒指導推進費でございます。小・中学校の生徒指導の充実を図

るための人的配置、草津市いじめ防止基本方針策定のための懇談会開催にかか

る費用、グレードアップ連絡会、学校問題対策委員会への専門家の派遣にかか

る費用として執行いたしました。 

 

学校政策推進課長   続きまして、体験学習推進費でございますが、これにつきましては県の交付

金により中学２年生を対象とする中学生チャレンジウィーク事業と小学校４年

生を対象にいたしました森林環境学習「やまのこ」の実施に要した費用でござ

います。 
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学校教育課長   続きまして、管理運営指導費でございます。県校長会負担金などの各種負担

金、県の委託を受けて実施をしております教科書展示会の開催費、ことばの教

室指導員の報酬や運営費、通級指導教室の運営費、外国人児童生徒教育支援と

して、翻訳、通訳業務の委託料として執行をしております。 

         なお、平成２５年度予算として計上しておりました新堂中学校通級指導教室

の開設工事費を平成２６年度に繰り越して執行をしております。 

 

生涯学習課長   続きまして、地域協働合校推進費でございます。地域協働合校につきまして

は、小・中学校や地域それぞれの面から事業を進めていただいておりまして、

こちらは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。 

         なお、地域につきましては、まちづくり協働部所管の地域一括交付金で進め

ていただいております。 

 

学校教育課長   続きまして、１２ページを御覧ください。学力向上推進費でございます。 

         本課にかかる事業として英語力向上事業がございます。これは小学校の外国

語活動推進にかかる指導助手であるＪＴＥや中学校での英語教育推進にかかる

指導助手であるＡＬＴの報酬、委託料として執行しております。 

         また、中学校における理科学習の事業支援を行う理科観察実験アシスタント。

学校教育支援教員などの市費教育支援員の報酬。基礎学力の定着や学びのセー

フティーネット構築を目指した草津市学びの教室推進費として執行いたしまし

た。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課所管の経費につきましては、英検、漢検の受験料の一部を補

助し、学習の取組を促す各種検定事業。小学校５年生を対象に、家庭学習プリ

ントの添削、そして思考力育成に取り組む子どもの思考力育成事業。各学校の

特色ある取組を後押しするパイオニアスクール推進事業、各界の第一線で活躍

しているかたを講師としてお招きして実施している、スペシャル事業等に要し

た費用でございます。 

 

学校教育課長   続きまして、学事管理運営費でございます。中学校文化部の活動や児童の通

学にかかる支援、学事グループ嘱託職員の報酬、地域交流拠点施設整備補助金

として執行いたしました。 

         ひとつ飛ばしまして、続けて４番、同和教育指導振興費でございます。これ

は基準に基づいて、対象となる同和地区在住の大学生に対して、就学援助資金

の給付を行ったものでございます。 
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         続いて、同和地区指導推進費でございますが、奨学生友の会の活動支援、教

育集会所の耐震工事費、県委託事業である子ども輝き人権教育推進事業の推進、

自主活動学級開設のために執行いたしました。 

         続きまして、１４ページを御覧ください。５番、教育研究所費、教育研究所

運営費でございます。本課にかかる事業として教育研究所におけるやまびこ教

育相談室の運営費、スキルアップアドバイザーの報酬、学校問題サポートチー

ム設置にかかる委託料、研究所の講座開設費として執行いたしました。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課所管の経費につきましては、小学校と小・中学校の特別支援

学級を対象に導入した約３，２００台のタブレット型コンピューターにかかる

リース料。各学校のＩＣＴを使った取組をサポートするＩＣＴ支援員の配置に

要した費用などでございます。 

 

教育総務課長   続きまして、２番、小学校費の中の小学校管理運営費でございます。こちら

は主に小学校１３校の学校運営にかかる経費でございますが、教育総務課所管

の経費につきましては、各小学校の運営にかかる消耗品代、それから備品購入

費、電話代などでございます。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課所管の経費につきましては、教育委員会の教育ネットワーク

の利用、維持、管理に要した費用でございます。 

 

教育総務課長   次に、小学校施設維持管理でございます。主な経費といたしましては、小学

校の施設維持のための補修費であるとか、施設維持のための工事費、そして施

設や機器などの管理のための委託費、光熱水費、それから老上小学校の仮設校

舎のリース料といったものの施設管理費でございます。 

         また、特に昨年度は天井や照明、建具といった非構造部材と言われます部分

の耐震対策のための設計や、工事を行うために全小学校の体育館と草津小学校

の校舎棟につきまして点検調査を行った経費でございます。 

         次に、１６ページをお願いいたします。小学校教材設備充実費でございます。

主に授業で使用する教材や備品など、教育関係の向上を図るためのものでござ

いますが、教育総務課所管の経費につきましては、小学校の教材や図書、特別

支援学級の教材、備品の購入のための経費でございます。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課所管の経費につきましては、コンピューター機器類のリース

料等の経費でございます。 
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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。基準に基づき対象となる保護

家庭に就学にかかる援助費を、また特別支援学級在籍児童の御家庭に就学奨励

費を支給いたしました。 

 

教育総務課長   次に、小学校建設の事業費につきましては、小学校施設の教育の環境の改善、

向上を図るための施設整備や改修、改造に関する工事、設計業務などの経費で

ございまして、昨年度は平成２７年度、今年度に実施をいたします３つの工事

の実施設計を行っております。 

         また前年度の繰越しといたしまして、山田小学校の大規模改造工事、玉川小

学校のトイレ改修工事、南笠東小学校のエレベーター棟の増築工事を行いまし

た。 

 

開校準備室長   小学校建設事業費の開校準備室の分につきましては、老上にできます新設小

学校の敷地の造成工事ならびに前年度に行いました基本設計に基づく実施設計

の完了、そして建築工事に着手した経費でございます。 

 

教育総務課長   次に、中学校費でございます。この中の中学校管理運営費でございますが、

こちらは主に中学校６校の学校運営にかかる経費でございます。教育総務課所

管経費につきましては、中学校の運営にかかる消耗品代、それから備品の購入

費、電話代などでございます。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課所管の経費につきましては、教育委員会の教育ネットワーク

の利用、維持管理に要した費用でございます。 

 

教育総務課長   次に、中学校の施設の維持管理費でございます。主な経費といたしましては、

中学校の施設維持のための補修費であったり工事費、それから施設や機器など

の管理のための委託費、光熱費などの施設の管理に要する費用でございます。 

         また、小学校と同様に天井や照明、建具といった非構造部材のための耐震対

策のための設計、工事を行うために全ての中学校の体育館と武道場につきまし

て、点検調査を行った経費でございます。 

         続きまして、中学校教材設備充実費でございます。主に事業で使用する教材

や備品などの教育環境の向上を図るためのものでございますが、教育総務課所

管の経費につきましては、中学校の教材や図書、特別支援学級の教材、備品の

購入、吹奏楽の楽器整備のための経費でございます。 

 

学校政策推進課長   学校政策推進課所管の経費につきましては、コンピューター機器類のリース
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料等の経費でございます。 

 

学校教育課長   続きまして、１８ページを御覧ください。中学校就学援助費でございます。

先ほどの小学校と同様、基準に基づき対象となる保護家庭の就学にかかる援助

費を、また特別支援学級在籍生徒の御家庭に就学奨励費を支給いたしました。 

 

教育総務課長   次に、中学校建設事業費につきましては、中学校施設の教育環境の向上、改

善を図るための施設整備や改修、改造に関する工事、設計業務の経費でござい

まして、昨年度は本年度、平成２７年度に実施いたします二つの工事の実施設

計を行っております。 

         また、前年度の繰り越しといたしまして、新堂中学校の大規模改造工事を行

っております。 

 

生涯学習課長   続きまして、２０ページをお開きください。社会教育推進費でございます。

青少年に関する社会教育関係団体や家庭教育学習への補助、また淡海生涯カレ

ッジなどの生涯学習推進事業、また学習ボランティアの活動を推進するための

経費です。 

         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、文化芸術

の振興を図るため、各種事業の開催にかかった経費でございます。 

         次に、青少年教育費でございますが、こちらは成人の日の記念式典開催にか

かる経費でございます。 

         続きまして、文化施設管理費でございます。こちらはクレアホールなどの文

化施設の管理運営費でございます。 

 

学校教育課長   続きまして２２ページ、社会同和教育費の４段目、社会同和教育推進費でご

ざいます。これは第４６回草津市人権・同和教育研究大会の開催および第６６

回全国人権・同和教育研究大会への参加にかかる旅費として執行しております。 

 

図書館長     続きまして、２４ページをお開きください。図書館費でございます。図書館

の管理運営費につきましては、草津市立図書館と南草津図書館２館ありますの

で、それぞれ分けさせていただいておりますが、それぞれの施設管理費の分と

図書館の運営費ということで、個々にあげさせていただいているところでござ

います。 

         図書館の管理運営費につきましては、広く市民に利用される図書館として資

料の収集ならびに整備にかかりまして適正な管理運営を行いました。 

         以上でございます。 
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文化財保護課長   続きまして、２６ページを御覧いただきたいと思います。文化財保護費でご

ざいます。 

         ひとつ飛びまして、文化財調査費。これにつきましては個人住宅等の調査を

行いまして、史跡の保存をいたしました。 

         続きまして、開発管理遺跡でございます。これは遺跡の中で民間開発により

まして調査を行ったところでございます。これにつきましては、民間から調査

費をいただきまして、それによりまして調査を行ったところでございます。 

         続きまして、史跡草津宿本陣保存整備でございます。これは今年度から土蔵

の保存修理を行っておるのですが、それの基本設計を昨年度は行いました。 

         続きまして、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除草清掃によります史跡の管理を行った

ところでございます。 

         続きまして、文化財保護推進費でございますが、主な事業といたしましては、

文化財保護助成費といたしまして１９件の指定文化財に助成を行いまして、適

切な保存を図っていただきますとともに、草津市歴史資料コレクション展なら

びに草津の古代を掘る等の開催によりまして、文化財の普及啓発に努めたとこ

ろでございます。 

 

教育部副部長   施設草津宿本陣管理運営費でございます。 

(街道交流担当)   史跡草津宿本陣の公開管理と文化財の活用を図る事業展開等に掛かった経費

でございます。 

         ページをめくっていただきまして２８ページでございます。草津宿街道交流

館運営費でございますが、街道交流館の施設維持管理と歴史講座、テーマ展な

どの普及啓発、更に昨年度は市制６０周年に当たりましたことから、その記念

事業を開催した経費でございます。 

 

生涯学習課長   続きまして、青少年対策費でございますが、青少年の健全育成を図るために、

少年センターの管理運営費や青少年育成市民会議へ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、保健体育費でございます。 

         事業名の２段目のスポーツ推進費につきましては、市民のスポーツへの積極

的な参加の促進を図るため、各種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等々、４つの事

業に要した費用でございます。 

         次に、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
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する実践意識や関心を高めるため、各種のスポーツ大会を開催したものでござ

いまして、６つの事業補助や負担金の支出を行ったものでございます。 

         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努めたものでございまして、体育協会とス

ポーツ団体への補助や支援を行ったものでございます。 

         次に、学校体育施設開放推進事業につきましては、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努めたものでございます。 

         ３０ページを御覧ください。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ございまして、中学校の体育部活動

の選手派遣補助や小学校の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。 

         次に、学校保健推進費につきましては児童生徒およ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努めたものでございまして、校医等の配置

費など６つの事業に要したものでございます。 

         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、学校管理下での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つの事業費でございます。 

         次に、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。 

         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。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

努めるとともに、施設設備の改善を図ったものでございます。特に昨年度はふ

れあいグラウンドにおきましては、防塵や排水機能を高めるための改修工事を

行ったところでございます。 

         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ところでございます。この事業につきましては、

平成２５年度から繰越しを行いまして、８月に同計画を策定したものでござい

ます。 

         続きまして、３２ページを御覧ください。学校給食センター特別会計でござ

います。保健体育費の学校給食センター運営費の２段目、管理運営費でござい

ます。 

         平成２５年度から新たな学校給食センターを稼働いたしまして、衛生管理を

一層徹底いたしまして、安全・安心かつ栄養のバランスのとれた学校給食を提

供しているところでございます。 

         以上、「議第５０号 平成２６年度草津市歳入歳出決算に対する意見を市長
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に申し出るにつき議決を求めることについて」の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。 

 

谷川委員     １２ページの同和教育指導費の中の同和教育振興費、執行率が４１．４％、

大学生等７名と書いてあるのですけれども、これは最初の対象予定が何人で、

それが結局７人になったということなんですか。ちょっとその辺の人数的なこ

ととか教えてもらえたらありがたいですね。 

 

学校教育課長   この資金給付に関わりましては、大学を卒業するまでを対象とすると規定さ

れておりまして、予算の資料を作成する段階では、今、例えば大学４回生の子

たちがその年で卒業出来るかどうか分からないというところがございますので、

全てをひっくるめた形で予算計上をしております。その後、３月になりまして、

無事卒業ができたというお子さんもいらっしゃいますので、そのかたがたを抜

いた中で最終的に、ここに書いてありますように７名のかたが対象となりまし

た。それに基づいて執行しているものでございます。 

 

谷川委員     もともとの人数がもし分かったら。分かりますか。 

 

学校教育課長   ちょっとお待ちください。 

         実は、この事業につきましては２４年度で廃止をされている事業なのです。

ですので、それ以降は新規で新たにというかたはいらっしゃいません。その時

点で大学に通っていた子どもたちが卒業するまでという形で継続をしているも

のでございます。 

         ４番合わせまして、１４名がこの資料作成の時点では対象をあげさせていた

だいたところかと思っております。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

谷川委員     はい。 

 

川那邊教育長   ほかにございませんか。 

 

谷川委員     もう一点、よろしいですか。 
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川那邊教育長   はい。 

 

谷川委員     ３３ページのアレルギー対応が１２回、１２人というのがあるのですけれど

も、これは同じ保護者対象なのでしょうか、それともアレルギーもいろいろあ

ると思いますけれども、そのアレルギーの内容とかもし分かれば教えていただ

けますか。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課長の岸本でございます。 

         こちらの方はそれぞれの学校等に食に関する指導ということでしておりまし

て、特に内容等まで申し訳ございません、今、全体的なアレルギーに対する対

応をさせていただいているということでございます。一応、１日１品目という

目標を掲げまして、アレルギー食の方が重ならないようにということで取組を

行っていますので、そこら辺の理解について求めるというか、いただくような

指導をさせていただいているというところでございます。 

 

谷川委員     １２回というのはいろんな小学校とかへ１２回行きましたよと。行った指導

は一人が行っているので延べ１２回、１２人と、そういうことでいいんですか

ね。 

 

スポーツ保健課長   人数については１回、一人ということで対応しております。 

 

谷川委員     対象は保護者とか各種団体と書いてありますので、これは学校の保護者に指

導に行かれたのかどうか、そういうことなんですかね。 

 

スポーツ保健課長   すみません。申し訳ございません。そこら辺、全体としての対応いたしてお

りますけれども。 

         恐れ入ります。１２人につきましては、新入学時が１０回ということで１０

人、転校時が２回ということで２人ということで、いわゆるそれぞれアレルギ

ーをお持ちの児童の保護者と小学校の職員等に対しての説明を個々に行った、

懇談等を行ったということでございます。 

 

谷川委員     ということは、いろんなアレルギーがあるということですよね。そのアレル

ギーの種類がもし分かったら、後で結構ですのでまた教えてください。 
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スポーツ保健課長   はい。 

 

川那邊教育長   ほかいかがですか。はい、お願いします。 

 

麻植委員     ２２ページの青少年教育費の件です。成人式開催費というのは分かるのです

が、その下の青年国際交流事業費というのは派遣講師８名となっているのです

けれども、これはどういうふうなことをされているのかお聞かせいただけたら

と思います。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷でございます。ＪＩＣＡと言われます青年海外協力隊に行

かれたかたを小・中学校の方に講師にお招きしまして、子どもたちに海外の話

や就労することとか、また活動内容等を説明していただくという講座を行って

おります。そのためにお支払いさせていただいた講師料になっております。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

麻植委員     はい、ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   ほかいかがでしょうか。 

 

麻植委員     もう一点、よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

麻植委員     ２４ページの公民館費です。これは講座開設費として（まちづくり協働課）

となっているのですけれども、この費用というのは教育委員会からまちづくり

協働課に渡されている、例えば一括交付金の中に含まれているのか、別に講座

開設費としてこの分を渡されているのか、ちょっと教えていただければと思い

ます。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。 

         こちら教育費の中には含まれておりますが、まちづくり協働課が所管する市
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民センターの方で、自主教室等を行っていただいている講座開設費になってお

ります。行政の方が直接に執行している経費になっております。 

         以上です。 

 

麻植委員     ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   ほかよろしいですか。では、異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、意見もないようですので、議第５０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３―――― 

 

川那邊教育長   それでは日程第３、報告事項に入ります。事務局よりお願いします。 

 

幼児課長     それでは、報告事項の「草津市就労支援型預かり保育の実施に関する費用徴

収条例の全部改正について」子ども家庭部幼児課の金森から説明させていただ

きます。 

         報告書の２ページから４ページを御覧ください。現在、幼稚園の就労支援型

預かり保育料につきましては条例で定め、地方自治法の使用料として徴収して

おります。保育所の延長保育料につきましては規則で定め徴収してまいりまし

た。 

         預かり保育および延長保育を両方実施する認定こども園を平成２８年度より

設置することから、預かり保育料と延長保育料をともに地方自治法上の使用料

として位置づけるために当該条例を改正いたします。 

         主な改正点は３つございます。まず１点目が条例名の改正でございます。預

かり保育と延長保育を合わせて規定することとしましたので、現在の就労支援

型預かり保育に実施に関する費用徴収条例を、「草津市預かり保育および延長

保育の実施に関する費用徴収条例」に変更いたします。 

         次に２点目が保育所における延長保育料を条例に規定する改正でございます。

現在は草津市立保育所における保育料以外の費用徴収に関する規則におきまし

て料金を規定しておりますが、延長保育料の方を使用料として位置づけしたい

と考えております。 

         なお、現在の金額から改定はございません。 
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         最後に３点目は幼稚園における預かり保育の金額の見直しでございます。現

在、玉川、山田、笠縫東幼稚園で実施しております就労支援型預かり保育は、

就労などの要件を必要とする幼児利用の保育と幼児利用の保育に定員に空きが

ある場合に利用可能な日単位の利用の保育に分類しておりますが、これらを本

条例により預かり保育と定義をいたします。併せて、認定こども園で教育認定

子どもに対して実施する預かり保育も同義といたします。更に、現行の就労支

援型預かり保育の常時利用の保育を預かり保育の常時利用預かり保育として位

置づけ、その他は預かり保育の日単位の事業の預かり保育といたします。また、

常時利用預かり保育につきましては、月額８，０００円、日単位利用預かり保

育は教育課程実施日の教育課程終了後から４時半までの時間で日額２５０円。

ただし、幼稚園型認定こども園につきましては、おやつ代をプラスしまして３

５０円。教育課程実施日以外の日の８時半から２時半が７５０円、また２時半

から４時半を２５０円。同じように、認定こども園につきましては、おやつ代

を１００円プラスして３５０円といたします。 

         ただいま申しあげました金額は、平成３０年度を最終年度として経過措置を

適用いたします。経過措置の適用につきましては、幼稚園の利用者負担額の改

定を行って、平成３０年度を最終年度と段階的に金額変更を行う予定をしてお

ります。これに基づきまして、同じようにこちらにつきましても経過措置を設

けて段階的に金額の変更をするものでございます。 

         幼稚園の利用者負担額の具体的な金額につきましては、規則に定めることに

なっておりますので、次回の定例教育委員会の方で御報告させていただく予定

となっております。 

         以上が草津市就労支援型預かり保育の実施に関する費用徴収条例の全部改正

についての説明でございます。よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ただいまの報告事項につきまして、御意見等はございませんか。 

         はい、お願いします。 

 

杉江委員     就労支援型の園が３園ということで、今、玉川、山田、笠縫東ということで

すが、認定こども園になるに従いまして、今後の見通しは拡大されるのか、現

状のまま減っただけの数なのか、これから適用していく園の見通しをお聞かせ

いただきたいと。 

         もう一点、就労支援型預かり保育の支援員さんの勤務時間の問題ですが、延

長保育等になってきますと、現在５時間とお聞きしているのですけれども、そ

の勤務割り振りというのはどういうふうになっていくのか。今は朝２時間、午

後３時間と聞いておりますが、一人なので園での弾力的な対応をされているよ
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うに聞いておりますので、そこの部分を把握されているのかどうかをお尋ねし

ます。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

幼児課長     まず１点目の今後の幼稚園と就労支援型の幼稚園の関係は、今現在、山田と

玉川と笠縫東で、笠縫東の方が認定保育園になります。もともとの就労支援型

預かり保育と申しますのも、認定こども園になっていきますと、保育の部分と

いうのを預かっていきますので、４時半までの預かりが発生するということを

考えながら、試験的に２６年度から実施しておりまして、最終的には全て幼稚

園型認定こども園になりますと、就労支援型預かりというのは全てそこに集約

される形になってまいります。 

         来年度につきましては、笠縫東がそちらの形で幼稚園型認定こども園になり

ますので、就労支援型預かりをするのは山田と玉川になりますが、幼稚園型認

定こども園の今後の状況等を勘案しながら、就労支援型をかましながら幼稚園

型認定こども園を開園した方がいいのかということにつきましては、もう少し

検証したいと考えております。 

         ２点目の支援員に関しましては、御指摘のとおり５時間で今、２時間と３時

間というので配置をいたして、ローテーションの中でやっていただいていると

いうことで聞いておりますし、それに正規の職員さんも他の園からも応援に来

ていただいているというのは十分把握はいたしております。人員配置につきま

しては、総合政策部の方も調整しながら、今後認定こども園につきましてはも

う少し充実出来るように考えているところでございます。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 

 

杉江委員     はい。 

 

川那邊教育長   ほかいかがでしょうか。 

         では、特にないようですので以上といたします。 

         それでは、これをもちまして１０月臨時会を終わらせていただきます。次回

は１０月３０日金曜日、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 


