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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４月定例会を開会いたします。 

    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、４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、「３月定例会および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 ― 

 

川那邊教育長   異議がないようですので、３月定例会および４月臨時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   それでは次に、日程第３、「教育長報告」に移ります。 

  

         本日は、新教育委員会制度における初めての定例教育委員会です。新しい制

度においても、信頼される教育委員会をめざし、委員の皆様とともに、がんば

っていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

         また、委員の皆様には、４月には、１日の臨時教育委員会、３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」にそれぞれ御出席いただきました。ありが

とうございました。 

         さて、４月１日に新教育長に就任し、早速、事務局職員に訓示を行いました。

内容を少し紹介させていただきますと、「今年は新教育委員会制度と、策定し
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た第２期教育振興基本計画の実施、また、学校教育課を分割して学校政策推進

課を設置など、教育委員会事務局にとっては新しい一歩の年であります。新し

い一歩には、『新しい酒は新しい革袋に盛れ』のとおり、新しい考えかたや手

法を生かすことが必要であり、これまでの知識、経験、思考、判断、情報、人

脈などとともに、人権感覚や人間性を十分に生かして、本市教育行政に貢献し

てほしい。」というものです。事務局一丸となって、それぞれの使命や役割を

自覚し、着実に取り組みたいと思います。校長会においても、同様の訓示を行

いました。教頭会においては、管理職としてのリーダーシップの発揮について

も伝えました。 

         次に、４月９日（木）は、全小中学校で始業式、その後、入学式が挙行され

ました。どの式場も落ち着いた雰囲気であったと報告を受けています。また、

各学校では、地域の皆様の温かい支えがあり、学校が地域のかたがたとより良

い信頼関係を築いていることを草津市の強みとして感じました。児童生徒が夢

や希望をもって充実した学校生活を送れるよう、学校での取組はもちろん、家

庭・地域とも力を合わせ、充実した教育活動が展開されることを期待していま

す。 

         次に、嬉しい報告です。昨年度の実績ですが、英検で、優良団体に草津中、

老上中、玉川中、団体賞に高穂中、新堂中、松原中が選ばれました。６中学校

すべてが表彰されることになり、各学校が力を入れて取り組んでいることが見

て取れます。また、生徒の力が着実に伸びてきていることを大変嬉しく思って

います。 

         また、４月はすべての小中学校とも良いスタートがきれたという報告を聞き、

これも嬉しく思っています。 

         最後に、草津市少年補導委員会総会、青少年育成市民会議評議員会が開催さ

れるなど、関係の皆様には意欲的に活動をしていただいております。子どもた

ちの健全育成に向け、また、文化・スポーツの振興に向け、地域の皆様ととも

に取り組んでいきたいと思います。 

         以上、教育長報告とさせていただきます。 

 

         それでは、委員の皆様の方から、先般、参列いただいた入学式や、その他教

育全般に関わる事項で、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     私は、今年度は、高穂中、志津小、大路幼稚園の入学式、入園式にそれぞれ

出席させていただきました。どこも皆さん温かい歓迎の気持ちが伝わってくる

素晴らしい式だったのですが、その中でも志津小に寄せていただいた時に、控

室で来賓で出席されていた在校生の保護者のかたがたと、ちょっとお話出来る



 

- 3 - 

 

機会がありまして、その際に、皆さんくちぐちに、「先生がたに本当に良くし

ていただいている」とおっしゃっていました。例えば、何か問題があった時の

対応が皆さんサッと素早く対応してくださると。それから、特別支援学級にお

子さんがいらっしゃるというかたが、「先生がいつも根気強く丁寧に指導して

くださって本当にお世話になっていて、本当に感謝しているんです」というこ

とをおっしゃっていたり、それから、校長先生にもスペシャル授業で「また良

いかたを呼んでください。本当に楽しみにしているんです」とおっしゃってい

たり、タブレットの授業については「うちの子がとても楽しみにしているんで

す」とおっしゃっていたり、いろいろそういう話を伺う機会がありまして、本

当にすばらしいなと、理想的な姿だなと思いました。教育委員会としての施策

の充実と、先生がたの教師力・チームワークの両方が支えあって実践できてい

るということと、それから、何よりも学校と保護者のかたがたの間が強い信頼

関係で結ばれているというのをすごく実感できた機会でありました。先生がた

の日々の努力のおかげだなと思いますし、すべての皆さんが日々がんばってい

らっしゃることの積み重ねが、少しずつ実を結んできているのだなと実感でき、

とても感動しました。以上です。 

 

杉江委員     私は小中学校の入学式は、誠に申し訳なかったのですが欠席させていただき

ました。幼稚園の入園式は老上幼稚園の方に出席させていただきましたので、

少し感想を述べさせていただきます。 

         入園式当日は大変冷たい雨が降っておりまして、車を降りられるのも大変だ

なと見ておりました。遊戯室に入らせていただいてからは、入園を心待ちにし

ていた子どもたち、そして保護者や祖父母の皆さんで会場が一杯でございまし

た。緊張の中にも温かな雰囲気が流れておりまして、良い雰囲気で進めてくだ

さったなと思っております。親子での入場でしたので、保護者の皆さんも子ど

もさんの顔を覗きこみ様子を間近に感じながらの時間となったようでした。 

         園長先生のお話の中で、朝ご飯をしっかり食べて元気に幼稚園に来てくださ

いねとおっしゃったら、会場の何人かの子どもたちから「はーい」と元気な返

事が返ってきました。その反応というのはとても嬉しいもので、会場が一気に

和やかなムードに包まれたような感じでした。 

         そして、先生がたが手遊び歌というお楽しみの時間でペープサートをされ、

大きな羽根をつけた先生がチョウチョになって出てこられた時には歓声があが

って、「楽しい幼稚園にしていきたい」という先生がたの思いが保護者さんや

会場の皆さんに伝わったのではないかと思いました。地域の皆様がたも子ども

たちの反応に拍手をされたり、頷かれたりして、温かい入園式でした。地域と

ともに歩む幼稚園というのを実践されている賜物かなと感じさせていただきま
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した。以上です。 

 

麻植委員     この４月というのは、どうしても入学式がメインになってしまうと思うので、

どの小学校、中学校、幼稚園でも、素晴らしい人間関係の上に成り立った式が

行われていたのではないかなと思っています。どの小中学校に行っても、地域

のかたがたに支えられていて、いかに、この学校に馴染めるかということに工

夫し、心を砕いてらっしゃる先生がたを見て本当に感銘を受けました。ありが

とうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

谷川委員     小・幼は２年生・５歳児が温かく迎えるという流れが育っているということ

がすごく良いなと思いました。中学校はやはりブラスバンドが演奏して入場す

るということが、部活動の発表の場であることも含めてすごく温かみのある入

場だなと思いました。 

         あと、平日の夜にいきなりある小学校へ行ったのですが、教職員のかたが遅

くまでがんばっておられたのと、新規採用の先生が本当に周りの先生に支えて

もらって色んなことを教えてもらいながら、不安を抱えて赴任してきても、が

んばってやろうと意識を持てるような迎えかたをしていただいて、喜んでいま

した。それはもう、どこの学校でも同じではないかなというふうに思います。

それが、草津市の良さであり伝統かなというふうに思いますので、これからも

それが続いていくと良いなと思いました。以上です。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。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―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項「議第２５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、教育長。 

         教育総務課の太田でございます。「議第２５号 臨時代理の承認を求めるこ

とについて」ご説明申しあげます。 

議案書の３ページを御覧いただきたいと思います。 

         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ならびに草津市教

育委員会公印規則ならびに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および所属職員の人事異動を行うに当たり、委員会
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を招集する時間的余裕がありませんでしたので、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、教育長が臨時に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ページを御覧いただきたいと思います。 

         まずは、草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部を改正する規

則について御説明させていただきます。８ページからの新旧対照表を御覧いた

だきたいと思います。 

         まず、８ページの第２条には、教育委員会事務局の組織について定めており

ますが、（仮称）老上第二小学校の工事および開校に向けた準備を進めるため、

現行の教育施設整備室を、改正後、開校準備室と組織名称を改め、また、ＩＣ

Ｔを活用した学習環境を整えるなど、新たな学校政策に取り組むための組織と

して、学校政策推進課の新設により、組織の名称を追加させていただきました。 

         次に、第３条には、教育委員会事務局の組織の事務分掌を定めておりますが、

現行の表中の教育施設整備室の改正後として、開校準備室に改め、生涯学習課

の所管する事務のうち、（１４）の現行が（仮称）草津市立創造館に関するこ

とにつきまして、昨年、施設の名称をクレアホールに決定し、今年の１月１日

より滋賀県から草津市へ移管を受けましたことから、（１４）をクレアホール

に関することに変更させていただきます。 

         次に９ページを御覧ください。 

         学校教育課の所管する事務についてでございますが、学校の評価に関する事

務ということで、以前から行っている事務でございますが、重要な事務であり

ますことから、改正後の（２）に、学校評価に関することを追加させていただ

き、現行の（２）以降を繰りさげさせていただきます。 

         次に１１ページを御覧ください。 

         改正後の欄に、新たに学校政策推進課を追加し、（１）ＩＣＴ教育に関する

こと。を初めといたしまして、計８つの所管する事務を追加させていただきま

す。また、１２ページでございますが、付則の第２条で、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の改正によりまして、法律に基づき、教育長の職務代理

を教育委員より指名することとなりましたことから、草津市教育委員会教育長

の職務代理規則を廃止するものでございます。 

         次に１３ページをお願いいたします。 

         １３ページにつきましては、草津市教育委員会公印規則の一部を改正する規

則でございます。御説明させていただきますので、１６ページからの新旧対照

表をお願いいたします。 

         本規則は草津市教育委員会において使用する公印について定めた規則でござ

いますが、昨今の例規用語として使用されていない語句を整理することに伴い
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まして、旧規則の第３条の管守を管理に改め、第３条、第４条、第５条、第８

条、第９条中の管守者を管理者に改め、第１条中の管守を管理に改めるもので

ございます。 

         次に１８ページでございます。旧規則の別表第１の表の見出しにございます

管守者を管理者に変更し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に

よりまして、従来の教育委員長と教育長が一本化された新たな教育長の任命が

なされましたことから、旧規則で公印番号２の草津市教育委員会委員長印と、

１９ページにございます旧規則で公印番号７の草津市教育委員会委員長職務代

理者印を廃止し、旧規則で公印番号３から６、そして、公印番号８以降を繰り

あげさせていただきます。 

         次に、２１ページ、２２ページをお願いいたします。 

         このページの別表第２は、公印のひな形を定めたものでございます。旧規則

で（２）の草津市教育委員会委員長印と、（７）の草津市教育委員会委員長職

務代理者印を廃止し、旧規則で（３）から（６）そして、（８）以降を繰りあ

げさせていただきます。 

         次に２３ページをお願いいたします。ここでは、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につきましてご

説明させていただきますので、２４ページからの新旧対照表をお願いいたしま

す。 

         この規則は、草津市教育委員会事務局と教育機関の職名について定めたもの

でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正にともない

まして、当該規則の条文の規定と根拠とする法律の条文との間に、ズレが生じ

ましたことから、旧規則で、第１条および第２条第１項中の、第１９条第２項

と記載の部分を、新規則で第１８条第２項に改めるものでございます。 

なお、今まで御説明いたしましたこれらの規則改正の施行日につきましては、 

いずれも４月１日としております。 

 次に移る前に、ここで１点訂正をさせていただきます。 

 ２ページの表中ですが、改正後の案ということなんですけれども、（８）、 

課の一般事に関することとなっておりますが、課の一般事務に関することでご 

ざいますので、「務」という文字を追加させていただきます。申し訳ございま 

せん。よろしくお願いいたします。 

          

 続きまして、２６ページからの人事異動について御説明申しあげます。 

２７ページから３３ページの一般行政職員の人事異動でございますが、部長級 

が２名、副部長級が３名、課長級が１５名、副参事級が１４名、専門員級が 

１１名、主査級が５名、一般職級が１５名、新規採用職員が６名、再任用職員 
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のうち、新規採用職員が２名と異動職員が１名、退職者が８名でございます。 

 次に３４ページから３５ページの滋賀県教育委員会の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１３名、滋賀県教育委 

員会への復帰が１３名でございます。 

 以上、臨時代理の承認を求めることにつきまして御説明申しあげました。御 

承認いただきますようお願いいたします。 

 

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     言葉のことなんですけれども、１１ページの「一般庶務」と１２ページの

「一般事務」はどう違うのですか。 

 

教育総務課長   他のところにつきましても、「一般庶務」で統一、訂正をさせていただきた

いと思います。申し訳ございません。 

 

川那邊教育長   谷川委員よろしいでしょうか。 

         ほかの皆さんはよろしいでしょうか。 

 

村山委員     ９ページの学校教育課に関して、改正後、学校評価に関することが加わって

いることについて、もう少し詳しく御説明いただければと思います。 

 

川那邊教育長   事務局、お願いします。 

 

教育総務課長   はい、教育長。 

         先ほども簡単に申しあげたのですけれども、以前から学校評価という部分で、

事務に関しましては行っていたのですが、１１ページ（３４）の課の一般庶務

に関することという中にまとめておりました。しかし、学校評価に関すること

は重要な事務でありますので、総務課とも協議の結果、このたび、頭出しをさ

せていただくという形にさせていただきました。以上でございます。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。ほかには。 

 

杉江委員     よろしいでしょうか。課の仕事の内容のところで、ずっと「幼稚園」という

名前が使われておりますが、学校政策推進課の方には、「就学前教育に関する

こと」と明記されています。就学前教育という言葉は幼小連携の部分も含めて

の内容になろうかと思いますが、そこの言葉の受け取りかたを少し御説明いた
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だけるとありがたいです。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。今、御指摘をいただきました学校政策推進

課のところでは、就学前教育に関することという表現をさせていただいており

ます。また、学校教育課の部分につきましては、幼稚園という表現をさせてい

ただいております。内容につきましては、一旦総務課の方と協議をさせていた

だいたのですが、再度確認をさせていただきたいと思います。 

 

川那邊教育長   杉江委員よろしいでしょうか。 

         ほか、よろしいでしょうか。 

 

谷川委員     もう一つ確認させてください。学校政策推進課の８つの事業は、以前は学校

教育課で行っていたことを分担したと考えていいでしょうか。内容は一緒です

ね。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。今おっしゃっていただいた学校政策推進の

部分、（１）ＩＣＴ教育に関することについては教育総務課で行っておりまし

た。そのほかの（２）から（８）につきましては学校教育課で事務を担当して

おりましたものを、今回、学校政策推進課の担当とさせていただいたところで

ございます。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。それでは、本議案につきまして御異議ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   では、異議もないようですので、議第２５号は可決いたします。 

         次に、「議第２６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。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。議第２６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きまして、御説明させていただきますので、

３８ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。 

         この規則は草津市教育委員会の附属機関の組織、運営等について定めたもの

ですが、旧規則の別表第１の表中の附属機関の名称にございます草津市立小・

中学校校名等選定委員会の庶務を行う所属につきまして、（仮称）老上第二小

学校の工事および開校に向けた準備を行う所属に変更するため、旧規則の教育
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委員会事務局教育総務課を、新規則では、教育委員会事務局開校準備室に改め、

付則で、施行日を公布の日からとするものでございます。 

         以上、誠に簡単ではございますが、御審議賜りますようお願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問がございませんか。 

 

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２６号は可決いたします。 

         次に「議第２７号 草津市立小・中学校校名等選定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。 

 

開校準備室長   開校準備室の永池でございます。議第２７号 草津市立小・中学校校名等選

定委員会委員の委嘱につき議決を求めることについて御説明させていただきた

いと思います。資料につきましては、議案書の４２ページをお開きいただけれ

ばと思います。 

         こちらの方には、本委員会で決まっております事項が定まっております。草

津市の附属機関設置条例ならびに、教育委員会の附属機関運営規則によりまし

て、委員の構成等が決まっております。箱で囲った部分なのですけれども、ま

ず、一番上から行きますと、小・中学校の校名、校章または校歌の選定につい

ての審査に関する事務ということで、定数は２０名以内となっております。下

に移りまして、委員の資格ですが、（１）学識経験を有する者、（２）学校教

育の関係者、（３）関係する地域住民を代表する者、（４）草津市市民参加条

例第８条に規定する公募により選考する市民、（５）その他教育委員会が必要

と認める者ということで定まっております。最後に、委嘱の期間ですけれども、

委嘱の日から選定した校名等の案を教育委員会に答申する日までと定まってお

ります。 

         そういったことから、資料の４０ページ、４１ページをお開きください。 

         総勢２０名でございますが、上から、学識経験を有する者として３名、順に

御説明させていただきますと、まず、滋賀文教短期大学の非常勤講師である今

井様です。教育関係全般に関しての御見識が高いかたでございます。そして、

高穂中学校教頭の畑様。こちらは特に音楽関係について御見識の高いかたです。

それから、老上小学校の教頭でいらっしゃいます伊庭様については、芸術関係

で御見識の高いかたでございます。特に、校名・校章・校歌ですので、ことば

や歌詞の問題、校章で言いますと図案などが関係いたしますので、特に音楽や

芸術の御専門のかたに就任をいただきたいなと考えております。 
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         続きまして、学校教育の関係者として８名のかた、特に母体校の老上小学校

で業務に携わっていらっしゃるかたと、先ほども申しましたが、校名等に関わ

りますので、学校の校務全般に関わるようなかた、あるいは国語、図工、音楽

の教諭、あるいはＰＴＡのかたに御参画いただくことになっております。順に

申しあげますと、老上小学校長の清水様。老上小学校教務主任の好士﨑様、老

上小学校教務の松岡様、老上小学校国語主任教諭の小森様、老上小学校図画工

作主任教諭の木村様、老上小学校音楽主任教諭の川村様、新設小学校のＰＴＡ

準備委員会の光永様と平井様ということになります。 

         それから、関係する地域住民を代表するかたということで、５名。老上学区

まちづくり協議会の方で御推薦をいただいた５名のかたです。順に、伊庭様、

植﨑様、小西様、田中様、山形様でございます。 

         最後に公募市民のかた。これは、去る３月に広報等に掲載をさせていただき、

一般募集をいたしまして、４名の応募があり、４名採用させていただきました。

順に、草川様、立岡様、手島様、矢原様でございます。 

         ということで、総勢２０名の委員の委嘱につき、議決を求めることについて

御説明をさせていただきました。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いて、何か御意見、御質問はございませんか。 

 

谷川委員     教諭の使いわけをもう少し。 

 

教育部理事    そうですね、すみません。学識経験を有する者の畑先生からですね、職名と

いたしまして中学校の教頭、伊庭先生も小学校の教頭、清水先生は老上小学校

校長と、ここまでは職名が書いてありますが、好士﨑さんに関しましては主幹

教諭ですので、老上小学校主幹教諭であり教務主任、松岡さんに関しましては、

教諭職でありますので、老上小学校の教諭であり教務、というふうにお考えい

ただいて、あとの小森先生、木村先生、川村先生についても、教諭でございま

すので、本来、老上小学校教諭であり教科の主任というように、教諭を先に書

いた方が正式かなと考えます。失礼をいたしました。 

          

川那邊教育長   では、また必要な箇所の訂正をお願いします。 

 

谷川委員     公募市民とはどういうかたなんでしょうか。地元のかたということでもない

のでしょうか。 

 

開校準備室長   開校準備室の永池でございます。公募の募集要項では市内に居住もしくは通
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勤・通学をする者ということと、満年齢が１８歳以上であることが条件で、そ

れから高校生や国および地方公共団体の職員は応募できないということになっ

ております。ですので、その条件を満たすかたに御応募いただきました。 

 

谷川委員     はい、わかりました。 

 

川那邊教育長   ほかはいかがでしょうか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、議第２７号は一部修正をすることといたします。 

         次に、「議第２８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。事務局の説明をお願いします。 

 

スポーツ保健課長   はい、教育長。 

         スポーツ保健課の岸本でございます。議第２８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御説明を申しあげます。

議案書の方、４４ページ、４５ページを御覧ください。 

         草津市小・中学校結核対策委員会につきましては、４５ページにございます

とおり、草津市附属機関設置条例で、小・中学校の結核管理方針について調査

審議する附属機関として、定数を４人以内と定め、草津市教育委員会附属機関

運営規則におきまして、委員資格を、保健医療関係者、学校教育関係者、関係

行政機関の職員とし、任期を委嘱の日からその年度の末日までと定めていると

ころでございます。このたび、関係者との調整ができ、４４ページの４名を平

成２７年５月１日から平成２８年３月３１日まで委嘱することにつき、草津市

教育委員会附属機関運営規則第２条の規定によりお諮りするものでございます。 

         以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議賜り

ますようよろしくお願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明について、御意見、御質問等ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   意見もないようですので、議第２８号は原案どおり可決いたします。 

         続きまして「第２９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
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めます。 

 

学校教育課長   はい、教育長。 

         学校教育課藤野でございます。それでは、第２９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。 

         草津市障害児就学指導委員会委員では、規則第２条に規定されておりますと

おり、教育委員会の諮問に応じ、障害児の調査および適切な就学方法等につい

ての審議を行い、その結果を答申すること。障害児の適切な就学を図るため、

保護者との相談活動およびその他必要な事業を行うこと。この２点を所掌事務

としており、保護者を対象とした夏の就学相談会を開催したり、就学先の決定

にかかる審議を行って、その結果を教育委員会に答申したりいたします。従い

まして、障害の程度や種類等に関して、教育学や医学、心理学等の観点から総

合的に的確な判断がくだせる専門的知識を有する委員構成が必要でありますこ

とから、今回、４７ページにあります２７名のかたに委員を委嘱するものであ

ります。任期は、平成２７年５月１日から平成２８年３月３１日までとしてお

ります。なお、現在、草津市ことばの教室指導員に１名の欠員が生じており、

早期補充に向けて対処しているところでございまして、採用者が決まりました

ら改めて、その者の委嘱に関わり、御審議をお願いしたいと考えているところ

でございます。 

         以上、簡単ではございましたが、御審議賜りますよう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いて、御意見、御質問等ございませんか。 

 

麻植委員     すみません。議案書４７ページの表の区分の欄に、１号委員、２号委員、３

号委員とあります。この意味を教えていただきたいです。 

 

学校教育課長   １号委員、２号委員、３号委員の区分に関するお尋ねでございますが、規則

の第４条に、１号委員としては学識経験者、２号委員としては関係教育機関の

職員、３号委員としては関係行政機関の職員というふうに規定されております。

以上でございます。 

 

麻植委員     １号委員は学識経験者ということでお尋ねしたいのですが、一番上に書いて

あります畑さんと、最後に書いてあります木村さんは大津市ことばの教室指導

員ＯＢとありますので、その下のかたがたのように医師や心理士のような資格
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を取得するような学識はないのではないかと思いましたので、このかたがたの

学識の内容を教えていただきたいです。 

 

学校教育課長   学校教育課の藤野でございます。１号委員の畑さんについてですが、大津市

の小学校の元校長をされていたと聞いております。特別支援教育にも深く造詣

のあるかたです。それから木村さんにつきまして、以前、この委員さんを委嘱

するに当たりまして、障害のある子どもさんの就労あるいは福祉に関わって、

その実態をよく御存知のかたに委員としてお入りいただく必要があるという議

論がなされました。もともとは、障害のあるお子さんをおもちで、就労等の実

態にも詳しい別のかたにお願いをしていたのですが、その後、県の方でいろい

ろな委員さんも兼ねていらっしゃったということで、今年度は、そのかたから

のご紹介で木村さんにお願いをしたという流れでございます。ですので、特に

教員の免許等の資格をお持ちであるということではございません。 

 

麻植委員     最後の木村さんは、経験者ではいらっしゃるとは思うのですが、免許等をも

っていらっしゃらないということで、学識を有していない者が１号委員として

入られても問題ないのでしょうか。例えば、２号委員として委嘱されるわけで

はなく、１号委員で大丈夫なのでしょうか。 

 

 

学校教育課長   これまでの流れの中でこの１号委員としてお入りいただいて、委員としてい

ろいろな御意見をいただいてきた経緯もございます。今年度におきましてもこ

れまでどおりの流れの中でお願いをいたしましたが、今おっしゃっていただい

た意見から、再度こちらで検討をさせていただきたいと思います。 

 

麻植委員     １号委員という枠でも問題がないのであれば、このかたに委員をお願いする

ことについて否定をしているのではありませんので。 

 

川那邊教育長   御意見として御発言をいただいたということで、他にありませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   それでは、議第２９号は原案どおり可決されました。 

         次に「議第３０号 （仮称）老上第二小学校の校名等の選定について草津市

立小・中学校校名等選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。 
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開校準備室長   はい、教育長。 

         開校準備室の永池でございます。議第３０号 （仮称）老上第二小学校の校

名等の選定について草津市立小・中学校校名等選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御説明申しあげます。議案書につきましては、５

１ページを御覧ください。 

         先ほど委員委嘱をさせていただきまして、委員会が立ちあがりましたので、

この委員会に対して校名・校章・校歌の選定について諮問をさせていただくと

いうことでございます。よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明について、御意見、御質問等ございませんか。 

 

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３０号は原案通り可決いたします。 

 

――――日程第３―――― 

 

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。 

 

教育総務課長   はい、教育長。 

         教育総務課の太田でございます。それでは、報告事項の（１）と（２）に 

        つきまして、続けて御報告を申しあげます。 

         まずは、平成２７年度の監査等実施計画につきましてでございますが、報告

書の２ページを御覧ください。去る、平成２７年４月１日付けで、草津市の代

表監査委員より草津市教育委員会教育長に通知をいただいたところでございま

す。３ページから５ページが平成２７年度の監査の計画となっております。 

         まず、１の監査の基本方針でございますが、本市においては、子育て支援や

高齢者福祉といった義務的経費が年々増加傾向にあるなかで、草津川跡地の整

備であったり、廃棄物の処理施設の更新であったり、新小学校の整備など、大

規模プロジェクト事業の実施によりまして、財政状況は今後とも楽観視できな

いとしており、平成２７年度の監査に当たりましては、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、組織および

運営の合理化に努めているか等を基本的な視点として監査を実施するとされて

おります。 

         次に、２番目の各種の監査等の実施方針でございますが、教育委員会に関わ

る分につきましては、（１）の定期監査と（２）の随時監査になりまして、
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（１）の定期監査につきましては、基本的に前年度の事務および事業を対象と

して実施されるものでございます。（２）の随時監査のうち、工事監査につき

ましては、計画、設計、積算、施工等が、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。具体的な監査の計画につきましては、６

ページになりますので、御覧ください。 

         ６ページは平成２７年度の監査等実施計画についてまとめられておりまして、

教育委員会の定期監査につきましては、４月と５月に小・中学校と幼稚園が、

そして、２月には文化財保護課が対象となっております。 

         なお、工事の監査につきましては、８月に予定されておりますが、現時点で

は、所属の指定はされておりません。監査の実施等につきましては以上でござ

います。 

         続きまして、７ページを御覧いただきたいと思います。 

         報告事項の２つめでございます。草津市教育振興基本計画策定会議設置要綱

を廃止する要綱について御説明させていただきます。草津市教育振興基本計画

につきましては、昨年度見直しを行い、策定したところでございますが、今回

設置要綱を廃止いたします草津市教育振興基本計画策定会議につきましては、

庁内の検討組織としまして、昨年の５月１日に設置し、第１回の会議を６月に

開催し、以後、９月、１０月、１１月と合計４回の会議を行いまして、計画案

の検討・協議の結果を草津市教育振興基本計画策定委員会において、審議をい

ただいたところでございます。すでに第２期の教育振興基本計画も４月１日か

らスタートし、草津市教育振興基本計画策定会議につきましては、その設置目

的を十分に達成しておりますので、８ページにございます草津市教育振興基本

計画策定会議設置要綱の付則２の規定によりまして、策定会議の設置要綱は効

力を失っておりますことから、今回、要綱の廃止を行うものでございます。な

お、要綱の施行日は平成２７年の４月１日からとしております。以上でござい

ます。 

 

川那邊教育長   はい、続きましてお願いします。 

  

スポーツ保健課長   報告事項（３）草津市スポーツ振興計画の点検・評価結果についてスポーツ 

保健課の岸本から御報告申しあげます。報告書９ページを御覧ください。 

         平成２３年４月に策定いたしました草津市スポーツ振興計画におきましては、

スポーツ振興政策目標を設定するとともに７つの政策を展開することとしてお

ります。これらの点検・評価におきましては、スポーツ振興計画附属機関にお

いて報告、審議し、審議結果を次年度の取組や目標設定に反映させることで、

効果的、効率的なスポーツ振興につなげていこうとしており、併せてその結果
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は毎年度公開し、計画の進捗状況を明らかにすることとしております。本日は、

去る３月２４日に草津市スポーツ推進審議会を開催し、平成２６年度の点検・

評価結果について報告し、審議いただきましたので、報告するものでございま

す。 

         ９ページの上段にございますスポーツ振興政策目標につきましては、スポー

ツに親しむ市民の割合といたしまして、週１回以上３０分以上スポーツに取り

組んだ人の割合は、平成２５年度末、つまり平成２６年３月の時点で、目標値

５０パーセントに対して、実績値は５１．９パーセントと目標を達成したとこ

ろでございます。また、一番下段にございますスポーツ振興計画の７つの展開

に関わる点検・評価につきましては、それぞれの取組を１０ページから２１ペ

ージに記載しております。取組成果、取組状況、来年度の取組に、審議会委員

の意見を掲載させていただきました。７つの施策のうち、４番めのスポーツ情

報提供の推進の評価点が３点中１点と低くなっていることにつきましては、

「sports932.net」いわゆるホームページへのアクセス数の減少、教育委員会

の広報誌である「コンパス」への情報発信数の減少など、数値的に減少が見ら

れ、低い評価となったところでございます。２７年度以降の取組として、

「sports932.net」の情報発信につきましては、指定管理者の方に運営をいた

だいておりまして、そちらとの協議を進めるとともに、「コンパス」での発信

につきましても、充実に向けて取組を進めてまいりたいと考えております。 

         最後に、９ページの中ほどに、平成２７年度に向けまして、スポーツ保健課

の主な予算比較を載せております。こちらにつきましては、すでに御承認をい

ただいている予算でございまして、審議会に報告をしたということでございま

す。以上、誠に簡単ではございますが、報告とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 

川那邊教育長  続いて、報告（４）をお願いします。 

 

図書館長    はい。それでは、報告事項（４）草津市の図書館運営計画について図書館の北

相模が御報告いたします。報告書の２２ページからを御覧ください。 

         平成２５年度中に市民公募委員を含めた草津市の図書館協議会におきまして、

開館３０年を超えた草津市の図書館において、従来の姿から更にもう一歩前進

した姿へ生まれ変わるには図書館基本計画の策定が不可欠であると要請を受け

ました。昨年度はこの将来ビジョンを受けた提言に基づきまして具体的な実施

に向けた時期と、方向性について、草津市教育振興基本計画の改定と合わせ、

また、第２次草津市こども読書活動推進計画とも整合を図りながら、草津市の

図書館２館の運営計画を策定してまいりました。 
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２８ページに挙げさせていただいておりますように、図書館に来館される利

用者サービスを中心とした図書館サービスから、地域全体の新たな図書館利用

者拡大へのサービスとして、利用者のための図書館から市民のための図書館を

目指していくことを基本方針とさせていただいております。以上、簡単ではご

ざいますが、御報告とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   それでは報告事項（５）についてお願いします。 

 

教育総務課長   はい。報告事項（５）につきまして、教育総務課の太田が御説明させていた 

        だきます。報告書の４２ページを御覧ください。 

         寄付の受け入れ報告についてでございますが、まず、矢倉スポーツクラブ様 

        から矢倉小学校に太陽光発電式センサーライト、平成２６年度山田小学校卒業 

        生一同様から山田小学校にポータブルワイヤレスアンプ、株式会社ナルディッ 

        ク様から高穂中学校に車いすスロープ、株式会社京都銀行様から市内の全小・ 

        中学校にリサイクルトイレットペーパーの寄付をいただいております。以上で 

        寄付の受け入れ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、何か御質問等ございませんか。 

 

麻植委員     報告事項（３）のスポーツ振興計画の点なんですけれども、例えば、１３ペ 

        ージや１９ページのように担当課がスポーツ保健課以外のところがあります 

        が、その評価をされたのはその担当課でしょうか。これは教育委員会の中だけ 

        ではなく、市長部局までまたいでいるものもあるかと思うのですが、そこをお 

        聞かせ願えればと思います。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。評価につきましては、市長部局等それ 

        ぞれの担当課で行っております。 

 

麻植委員     ありがとうございます。では、もう１点。 

         今伺ったように教育委員会と市長部局がともに手を取り合って事業を行って 

        いる点もありますので、第２期の教育振興基本計画が策定され、スポーツ面で 

        はこうしてスポーツ振興計画が策定されましたので、文化もこういう観点で、 

        計画の策定や点検・評価を行うことを前向きに検討していただければありがた 

        いと思います。図書館の方も今、将来ビジョンの策定ということで運営計画を 

        出されています。今年度からクレアホールが移管され、アミカホールと合わせ 

        て２館の施設の運営となったこともありますので、今年度から考えていってい 
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        ただければと思います。これは意見として。 

 

川那邊教育長   意見として承りました。 

 

麻植委員     もう１点。図書館運営計画の方なのですが、利用者のための図書館から市民 

        のための図書館ということなのですが、２９ページの図書館サービスに関する 

施策の中で、②のまちづくり、地域づくり、すべての市民に役立つ図書館とい 

うふうな記述があります。市民センターや公民館との連携はどのように考えて 

いかれるかお聞かせください。 

 

川那邊教育長   事務局お願いします。 

 

図書館長     図書館北相模でございます。まず、図書館サービスに関する施策として大き 

        く４つの柱を挙げさせていただいているのですが、その中の２点目といたしま 

        しては、従来の本の貸し出しだけの図書館というイメージから、市、地域全体 

        の情報発信の拠点としての図書館にしていきたいなと考えております。それと 

        併せまして、昨年度から一部有料で部屋を使用していただいているのですが、 

        サークルや市民活動団体のかたがたが、地域活動の場として利用していただけ 

        るような、従来の図書館とはまた違った形の図書館を提供させていただいてい 

        るところでございます。 

         なお、今、委員がおっしゃられました市民センター等の件につきましては、 

        例えば、市民センターから団体登録等の申し込みがありましたら、図書の団体 

        貸し出しも可能ですし、話題になりリクエストの多かった本を、複数冊図書館 

        の方で購入しますけれども、ブームの終息後、利用の減った本を市内の幼稚園、 

        保育所、あるいは市民センターにお譲りいたしまして、再利用に役立てていた 

        だいているので、今後もそういった協力が出来るかと考えております。 

 

麻植委員     ありがとうございます。図書館まで出てくることができないかたの中には、 

        地域の公民館や市民センターならば出向くことは可能ということもあるかと 

        思います。そういったかたがたの視点もお考えいただければありがたいです。 

         もう一点、④のひとつめに、心を豊かにする文化や芸術に触れる機会に関す 

        る情報提供とありますが、具体的に何か展開の予定はあるのかお聞かせ願え 

        れば。 

 

図書館長     はい、２９ページに挙げさせていただいているのですが、３２ページの方に 

合わせて具体的な施策の展開を挙げております。１つは、発表の場としての図 
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書館、作品の展示に３階の大会議室等を使用していただくなど活動の場を提供 

することを意識いたしております。カルチャースクール等は営利目的かどうか 

を判断するのに苦慮することもありますが、サークル活動の範囲での文化・芸 

術の発表の場の提供という点ではチラシを設置、配付し周知を図っております。 

 

麻植委員     すみません、もう１点です。３０ページの一番下に外国語の資料収集と資料 

        と資料紹介とあります。日本語の資料に関しては、司書の皆さんの能力はとて 

        も優秀であると思いますが、外国語の資料収集、選定となると、日本語のもの 

        とはまた別の能力が必要ではないかと思います。その展開について、また、外 

        国語の本を購入するとなると、郵送料等予算面で大変なのではないかと思うの

ですが、どうなのでしょうか。 

 

図書館長     図書館の北相模でございます。今、おっしゃったとおり外国語の資料はなか

なか収集ができていないところがあるのですが、一部、主に洋書と、絵本につ

きましては、英語、ポルトガル語、ハングルなどのものを購入いたしておりま

す。ただ、多文化サービスという概念は図書館の中にもございますので、いろ

いろな言語の情報を図書館としては収集していかなければいけないのかなと考

えております。ただ、先ほど御指摘のとおり、司書のスキルがそれに追いつい

ているかというと、まだまだ、これからスキルアップしていかなければならな

い点であると考えておりますので、そのあたりは、県立の図書館のバックアッ

プをいただき、県内の他の図書館との連携を取りながら選書の能力を高めてい

きたいと思います。 

 

麻植委員     もう１点。４０ページ、４１ページで、草津市の図書館は本当によくがんば

っていらっしゃるなと思うのですが、このデータの分析から今後の展開をお聞

かせいただければと思います。上位１０パーセントと比較すると、草津市は全

てのことをとても少ない人数でがんばっていらっしゃいます。人口当たりに対

する図書の予算額とうのは、草津市はどのような状況でしょうか。 

 

図書館長     図書館の北相模でございます。本市の図書館人口は１０万から１５万人とい

うことで、これは、日本図書館協会が毎年アンケート調査をしながら集計を取

っております。最新のデータは約２年前のものになってしまうのですが、その

中でも草津市はいつも上位の方に食い込んでおります。ただ、すべての図書館

の平均値の予算額からいくと、だいたい平均並みくらいです。ただこれは、貸

出率が最も低い図書館も含めての平均値で、平均並みということになりますの

で、やはりひとつの目安として上位１０パーセントである１１団体の平均値並
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みの資料購入費等を確保していきたいという思いはあるのですが、なかなか財

政状況が厳しいというところもあり、現状はそこまで到達できておりません。 

         なお、その点を考えますと、最低限でもあと数百万円は確保に努めたいと考

えておるところでございますので、市長部局、財政当局等との調整を行いなが

ら、全体的な運営も見据えて考えてまいりたいと思います。 

 

麻植委員     はい、是非子どもの図書の部分もがんばってくださっているので、力を入れ

ていっていただければと思いますよろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   はい、ありがとうございました。 

         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、ほかに何かご

ざいませんか。 

 

生涯学習課長   教育長。 

 

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。机上に置かせていただきました３枚のチラシについ

て御説明させていただきます。 

         まず１枚目の水色の用紙は、淡海生涯カレッジです。平成１２年度から実施

しておりますこの草津校ですが、本年度も開校いたします。毎年、高校での講

座は、高校生から学ぶ機会に大変御好評をいただいておりますが、裏面を見て

いただきますと、湖南農業高校のあおばな染色体験で、早朝からあおばなを摘

むという趣向を凝らしたプログラムにさせていただいております。受講生のか

たには、自分の学びを活かし、地域に還元いただくことを目的に、地域共働合

校や環境調査船うみのこのボランティアなど、次の活動へ繋げていただくよう

取り組んでまいりたいと思います。実施について、御承知おきをお願いいたし

ます。 

         そして、２枚目、ピンク色の用紙です。ＮＨＫの番組「俳句王国がゆく」公

開収録のお知らせでございます。今年は山崎宗鑑生誕５５０年であり、何か工

夫できないかと昨年度から公開収録の招致に取り組んでおりましたところ、こ

のたび実現することとなりました。この番組は、俳句を通じてふるさとの良さ

を再発見出来る構成で、市民のかたが出場はもちろん、審査にも加わっていた

だき、会場全体で盛りあげる内容となっておりまして、日本語の美しさや深み、

ふるさと草津の良さを堪能出来るものとなっております。また、玉川小学校の

子どもさんたちにも、御協力いただく予定をしております。現在、観覧者を募
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集中で、５月１日号の広報くさつにも掲載しております。がんばって俳句を通

じたまちづくりに繋げてまいりたいなと考えております。 

         続きまして、３枚目のチラシ、ワクワク子どものひろばです。平成２３年度

からアミカホールの方で、指定管理者の自主事業として実施されていた企画を、

今年度はクレアホールで開催いただきます。全館を使ったアート体験で、毎年

たくさんの子どもたちで賑わっています。ワークショップに参加してきた子ど

もたちの舞台デビューや、今回はえふえむ草津のサテライトスタジオとして、

クレアホールから初めての生中継を行ったり、つどいの広場「とまとっこ」の

名前にちなんでトマトの苗植を行ったりする予定です。もしお時間がございま

したら、覗いていただければと思います。以上でございます。 

 

川那邊教育長   それでは、これをもちまして、４月定例会を終了いたします。次回は、５月

２９日（金）午後４時半から開催の予定ですので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

 

開会   午後３時４０分 

       


