
 

 

 

 

 

    草 津 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

 

 

 

平成２７年８月定例会 

 

（８月２７日開催） 

 

 

 

 

 

 

                 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市教育委員 会 

 

 

 



出 席 委 員  教 育 長                    川 那 邊 正 

         委   員                    村 山 美智子 

         委   員                    麻 植 美弥子 

委   員                    谷 川 尚 己 

         委   員                    杉 江 由紀子 

 

議 事 参 与  教育部長                     明 石 芳 夫 

         教育部理事                    宮 地   均 

教育部副部長（総括）               居 川 哲 雄 

教育部副部長（街道交流担当）           八 杉   淳 

         教育総務課長                   太 田 一 郎 

開校準備室長                   永 池 孝 志 

         生涯学習課長                   奥 谷 美津子 

         スポーツ保健課長                 岸 本   久 

         文化財保護課長                  谷 口 智 樹 

         図書館長                     北相模 政 和 

         学校教育課長                   藤 野 利 也 

         学校政策推進課長                 髙 井 育 夫 

          

                   

 

事 務 局    教育総務課副参事                 松 浦 正 樹 

 

 

 



 

- 1 - 

 

 

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８月定例会を開会いたします。 

 

――――日程第１―――― 

 

         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、８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、「７月定例会会議録の承認について」でありますが、あら

かじめ事務局から配付され熟読されていると思います。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、７月定例会会議録は承認されたものと認めます。 

 

――――日程第３―――― 

 

川那邊教育長   それでは、次に日程第３、「教育長報告」に移ります。 

         それでは私の方からですが、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。 

         さて、大阪府寝屋川市の中学生が殺害され、またもう一人の中学生も遺体で

見つかるという悲惨な事件がありました。深夜・未明に行動する二人の姿は何

度か目撃されていたものの、結果的には二人が事件に巻き込まれたのを誰も防

ぐことができませんでした。この事件に限らず、大人や地域が子どもを守るこ

との大切さというものが言われますが、社会状況の変化により子どもの行動や

交友関係などにも変化が見られ、これらの変化に対応することに難しさがある

ことも事実です。児童生徒には、自らの身を守る自覚と行動を繰り返し教える
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ことが必要ですし、今後、事件の教訓から何を学び、何に取り組まねばならな

いかについても関係機関とも連携しながら検討していかねばと考えています。 

         今回の報告の一番目は、８月２日に開催されました第４７回人権同和教育研

究大会についてです。この大会は毎年、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９６７名と

いう多くの参加をいただきました。藤野学校教育課長からは、「人権問題は一

人ひとりの問題であり、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」について基調提案があり、また近畿大学奥田均教授か

らは「人権、最初の一歩～「同対審」答申から５０年」の講演がありました。

改めて答申の趣旨や内容に学び、部落問題を初めとする様々な人権問題の解決

に向けて考える機会となりました。 

         報告の二つめは教職員研修についてです。夏季休業中は、多くの教職員研修

が行われました。草津市の教員は市が主催する研修はもとより、県や国、民間

が行う研修に教職員としての資質を高めるために参加をしています。本市教育

研究所でも、人権教育、道徳教育、生徒指導、英語教育、特別支援教育、情報

教育、理科教育、幼児教育など１０の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９２５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１８８名の参加があ

り、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。 

         学校ごとにも研修が行われ、今年は全ての小学校で校務支援ソフト導入に関

わる講習会が行われました。また、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、市長の講演、そして幼児課・志津幼

稚園、志津南小学校、矢倉小学校、高穂中学校から報告がありました。この後、

学校教育課、学校政策推進課が、研修の成果等を報告しますので、後で意見等

をいただければと思います。 

         三つめは「俳句」についてです。草津は俳諧の祖である山崎宗鑑の出身地と

され、これまでにも俳句にかかわる行事等を開催してきましたが、８月２０日

の京都新聞には、「俳句に親しむ宗鑑のまち」として、草津の取組が大きく紹

介されていました。今年はこれまで以上に力を入れ、草津からの発信にも努め

ており、この後、生涯学習課から今年の取組を報告しますので、後ほど御意見

等をお願いいたします。 

         四つめの報告は教科書採択についてです。委員の皆様には８月２４日の臨時

教育委員会で、平成２８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、議決をいただきました。事前に教科書を見ていただいたり、調べて

いただいたり、御準備をいただきありがとうございました。採択された教科書
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は９月１日以降に公表することになっています。 

         最後に、全国学力学習状況調査の結果が昨日の新聞にも出ておりましたが、

本市には一昨日の２５日に結果が届きました。本市の状況や結果について、こ

こでは学力調査問題についてのみ概要を報告します。 

         まず、小・中学校とも国語ＡとＢ、算数・数学ＡとＢ、理科の五つの調査で、

全て滋賀県平均を上回っております。また、全国公立との比較では、小学校で

は国語ＡとＢが、中学校では国語Ａ、数学ＡとＢが全国を上回りました。特に

今年は中学校数学Ａで六つの中学校全部が全国平均を上回りました。学校の地

道な努力の表れだととらえています。今後、詳細に結果を検討・分析していき

たいと考えています。 

         公表についての本市の基本的な考えかたは、昨年と同様、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把握し、今後の施策についても検討を行う予定です。 

         また、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、各学校の結果につきましては、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、保護者や地域の皆さんへの報告を行う予定です。 

         以上、夏季休業中には、地域や団体におきましても児童生徒に貴重な体験や

学びの機会を与えていただきました。草津の強みとしてありがたく思うととも

に、御礼を申しあげ教育長報告といたします。 

         それでは、ただいまの私の方から教職員の研修に関することと俳句のまちづ

くりについて簡単に報告させていただきましたが、各所属からもう少し詳しく

報告をいだきたいと思います。学校教育課、生涯学習課、続けてお願いをいた

します。 

 

学校教育課長   先ほど教育長の報告の中にありました、平成２７年度草津市学校経営管理研

修会について、学校教育課の藤野が御報告申しあげます。資料はございません。 

         この研修会は去る８月１０日月曜日、全国に誇れる「教育のまち」草津の実

践を重ねようとのテーマのもと、教育委員の皆様にも御参加をいただいて開催

したものでございます。今年度の研修会の工夫と成果を３点報告させていただ

きます。 

         一つめの工夫は全国に誇れる「教育のまち」草津について、その「教育のま
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ち」草津とはどのようなものか、参加者一人ひとりがしっかりと受け止めるた

めに、市長より「草津市の教育にかける願い」と題して講話をいただいたこと

です。本市の教育の充実に対して熱い思いを持って、これまでから様々な支援

をしていただいている市長から直接お話を聞くことができました。成果として

は、草津市としての方向性を共有し、市内公立幼・小・中のそれぞれの強みを

生かした経営の改善、充実について、具体的に振り返るきっかけとなったこと

が挙げられます。 

         二つめの工夫は参加対象者を広げたということです。従来は市内の公立小・

中学校の管理職のみが参加をする研修会でした。これも公立保育所の所長、公

立幼稚園長、教頭といった就学前の保育、教育機関の管理職も対象にし参加を

得ました。さらに小・中学校の教諭の中で参加を希望するミドルリーダーにも

呼びかけ、一堂に会して特に研修ができました。成果としては、次期管理職候

補と期待するミドルリーダーとともに、学校・園・所の運営について意見を交

流し、検討することにより、課題解決のための力強い一歩を踏み出せたこと、

次代を担う人材育成を図る一助にできたことが挙げられ、参加者の多くから学

校・園・所の運営について交流でき、とても有意義であったという声をいただ

いております。 

         三つめの工夫は、幼稚園・幼児課・小学校・中学校から実践を報告し、市内

で交流、共有したことです。これにより成果として、幼少期から青少年期にか

けての保育、教育活動について、これまでから取り組まれてきた教育段階ごと

の実践研究につながり、接続という視点を得ることができました。それぞれの

教育段階の良さ、強みを引き継ぎ、発展させる取組が生み出されていくのでは

ないかと期待しているところでございます。 

         今回の研修を通して社会情勢の変化や社会的ニーズを起因とする教育課題の

解決のために、管理職による確かなマネジメントに努め、学校組織としての取

組を推進していくとともに、次年度も草津市の現状と教育を取り巻く大きな流

れを把握し、さらなる工夫を加えて充実した研修会にしてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

         以上、簡単ではございますが、平成２７年度草津市学校経営管理研修会につ

いての報告とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

生涯学習課長   続きまして、生涯学習課の奥谷の方から俳句のまちづくり事業について、御

説明申しあげます。 

         俳句は身近なことや感じたことをわずか十七音の調べで表現します。季節を
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感じ、景色や歴史に触れ、その先を読む。今まで何気なし過ごしていた時間や

空間を彩ります大変奥が深いものです。また句会は、ほかの人の作品の良さを

見付け褒めたたえ合う豊かな心に結び付くものです。 

         今年は先ほども紹介がありましたように、宗鑑生誕５５０年の記念すべき年

でありますことから、これを期に一人でも多くのかたに俳句やふるさと草津の

良さを再発見していただきたいと考えております。 

         取組内容につきましては、Ａ３の用紙１枚にまとめさせていただきました。

毎年市内小学校５年生から中学生を対象とした青少年俳句大会を実施しており

ますが、今年は過去最高の応募となりました。優秀句については市役所ほか、

いろいろにおいて作品展示を行う予定です。また左の下の段、ふるさと草津俳

句会でありますとか、こちらは年４回の広報紙面の表紙になっております。ま

た、俳句入門講座、草津俳句連盟主催の宗鑑忌俳句大会を開催しております。

今年は記念の年といたしまして、「広報くさつ」５月１日号で特集記事を掲載

いたしました。また、先般の定例教育委員会での御報告にもございましたとお

り、ＮＨＫ番組を招致いたしましたが、さらに年明けはスペシャル事業といた

しまして、テレビでおなじみの夏井いつきさんを笠縫東小学校にお迎えする予

定でございます。 

         今後、例えば健康づくりの視点も取り入れながら草津の名所めぐり、吟行す

るなど、新たな切り口で企画してまいりたいと考えております。様々な取組を

通して俳句やふるさと草津の良さを一人でも多くのかたにお伝えし、俳句文化

の裾野を広げてまいりたいと考えております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   ただいま教職員の研修、そして俳句のまちづくりについて報告がありました。

委員の皆様の方からただいまの報告につきまして御感想、御意見などをお願い

したいと思います。 

         はい、お願いします。 

 

村山委員     私は夏休み中に教育研究所でも様々な研修が行われていたのですけれども、

その中の英語教育講座というのにちょっとお邪魔させていただきました。大阪

国際大学国際教養学部の准教授の山本玲子先生をお招きして、「子どもの心と

からだを動かす英語の授業」というタイトルで講演いただきました。小・中・

高・大で教えてこられた山本先生ならではのお話をたくさん聞けて、大変充実

した時間だったと思います。英語は実技教科だという先生のお言葉で、心と体

が一体になってこその大きな学びだという話、まだいろんな意味で柔軟な小学

生だからこそ身に付けられる学びであったり、小学校でそれが実現することに
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よって、また中学英語の可能性も広がるというお話ですとか、それから英語が

苦手だという小学校の先生が多いという一般的なお話ですね。でも、それは自

分が言わなきゃいけないという意識は要らないと。ＣＤ教材だとかネットだと

かどんどん使えばいいという話もいただきました。これはＩＣＴを推進してい

る草津では活かせる部分じゃないかなというふうにも感じたところです。大切

なのは、いかに英語に本心を乗せるか、表面を教えるのではなく、英語は心を

伝えるツールなんだということを体験を通じて感じてもらうことだと、大変熱

い心のこもった講演でした。 

         当日は小・中の先生がただけでなく、ＪＴＥの先生も多数参加されておられ

ました。講演後は先生を囲んで自由なディスカッションの場も設けられたとい

うことで、私は残念ながら別の用事で参加できなかったのですけれども、たく

さんのかたが残られて、また密な時間を過ごされたようだというように聞いて

おります。 

         こういうふうに小学校、中学校、いろんな垣根を越えたつながり、今までも

たくさん持っていらっしゃるというふうに聞いておりますけれども、いろんな

場でこういうふうにつながりを持ってもらうということは、今後もぜひもっと

たくさんそういう場を設けていただきたいなというふうに思いますし、特に

小・中英語というのはまだ蓄積も浅く、今後も模索が続いていくところであり、

先生がたに関してはやはり不安もまだまだあると、経営管理研修会でも小学校

で独自に研修会を開いたという話も伺いましたし、国の方針の中で教科化後の

方針が定まってないということで、なかなか踏み込んだことはまだちょっとで

きにくいというふうにも学校教育課からもお聞きしていますけれども、やっぱ

り先生がたが不安であるということは保護者も不安になる部分ですし、できる

ことから少しずつ丁寧に解消していくことでそういうことが解決できていくん

じゃないかなと感じました。皆さん、とても充実した講座だったのではないか

なというふうに思いました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

杉江委員     すみません。教職員研修会に関わりまして、先ほど来、教育長、課長の方か

ら御報告を受けたとおりですが、私もその点について少しお話をさせていただ

きます。 

         今年度の管理研修会については公立保育所、そして幼稚園の先生も出席して

の研修となりまして、公立幼稚園が幼児課への補助執行になってから４年振り

の一緒の研修でありました。先日の園長会で少し意見を集約されたということ
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を聞きましたので、少し内容をお話しさせていただきますと、現在国で進めら

れておられます子ども・子育て支援制度のもとで、草津市の幼児教育の動向、

それから現在の動きを話す場を提供いただいたということが、まずもって一番

良かったということでございました。これまでそういった動きなどについて、

なかなか話す機会がなかったので、これは大変良かったということをお聞きし

ました。 

         そして保育所、幼稚園、小学校、中学校の教育内容についての連携の重要さ

を感じたということが出ていたようです。特に今年度、滋賀県教委の方が学び

に向かう力ということで研究発表を玉川幼稚園と指定を受けて、小学校で11月

13日に開催されるという予定を聞いております。接続の難しさを感じている反

面、その重要さというのをすごく感じたということでございました。保・幼・

小・中での連携というのは、オール草津として取り組む重要な視点ではないか

なということを思いました。いろいろ提案がございましたので、小・中で力を

入れておられる内容を組織としてどう取り組んでおられるのかということを聞

くこと、学ぶことができたということでした。さらには、リーダーとしての危

機管理の重要さを改めて再認識したし、ミドルリーダーも参加させていただい

たことで、後継者を育成していくという重要な場になったということが出てお

ったようでございます。もし時間がとれるのであれば、学区別に課題を協議す

る場をもったり、それから園長会に関わってですけれども、独自課題を協議す

る分科会的なものも必要かなというようなことが出ていたようです。とりあえ

ず、是非今後も継続していただきたいというような話が、この成果を感じると

ともに出ていたようでございます。 

         長くなりましたが、このような感想や意見を聞きました。私も今回の研修会

は大変意義深くて幼児期からの質の高い教育を目指す第一歩になったのではな

いかなと考えております。研修会の後の感想用紙みたいなものもありましたら

良かったのかなということを少し感じて、一言述べさせていただきました。以

上です。 

 

麻植委員     よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     私の方からは、夏季研修講座の教育講演会の中からちょっとお話しさせてい

ただきたいなと思います。 

         国、そして草津市も子どもの生きる力を育むということを目指しておられる

と思うのですけれども、まさにクサツエストピアの総料理長の數田磨彦さんか
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らは、職場体験での生の声をお聞かせいただけたかなと思っています。講演会

の後での感想の中でもちょっとお話しさせていただいたのですけれども、草津

の子どもたちの職場体験、この教育振興基本計画の中の施策の９にもキャリア

教育を推進しますとありますが、この中で職場体験を位置付けられています。

その中で、子どもたちの今後の課題という点の中で、ああ、これは講演会を聞

かせていただいて良かったな、気付けたなという点は、子どもたちが挨拶でき

ないと。「おはよう」という挨拶もできない。あと、いろんな会話の中でのコ

ミュニケーションもしっかりとれない。学力も大切です。でも、一番基本にな

るのはコミュニケーションができることだと思うのですね。それができていな

いという厳しいお話をいただきまして、これはもう一度原点に立ち戻ってあい

さつ運動、本当にいろんな学校で取り組まれていると思うのですけれども、そ

れがどのような効果を発揮しているとか、そこら辺もちょっと検証してみるこ

とも大事なのではないかなというのをちょっと気付かせていただきました。 

         それともう一点、俳句のことも言ってくださっていましたので、そこもちょ

っと感想を述べさせていただきたいなと思っています。 

         毎年、草津市の青少年俳句大会をされています。チラシもありましたので見

させていただいている中で、本当に山崎宗鑑というのが俳諧の祖と。諸説あり

ますが、草津の中では俳諧の祖ということで山崎宗鑑をという立場としている

のであれば、例えばこの草津市青少年俳句大会の冠に山崎宗鑑記念とか、何か

の形で山崎宗鑑をメインに出していくというのはいかがでしょうかと先日お話

しさせていただいてもらったばかりでした。小学校の３年生で俳句を学びます。

その際に、この草津の山崎宗鑑という俳諧の祖がおられるので、それも一緒に

学んでいただけるのはどうかなというふうに思います。草津で使われている副

読本の中にも、ここにもカラーでありますが、碑を載せてありますから、それ

も有効に使っていただけて、これは生涯学習課のお話ですと社会教育という観

点でだと思うのですけれども、子どもたちの教育の中での郷土愛を育むという

観点からも山崎宗鑑を位置付けてもらえたらいかがかなと感じました。 

         以上です。 

 

谷川委員     教科の中で四つの事例がありました。その中の志津幼稚園の提案の中で、子

どもの視点を言われたのですけれども、その中で私は勉強させてもらったなと

いうのは、子どもが主体的、自発的に行う遊びの中で学んだり課題解決に向け

てみんなで解決しようという過程を大事にしようということが、まず１点あり

ました。 

         それから、子どもが何に興味、関心を持って夢中になって取り組んでいくの

か、そして子どもの学びや質の深まりに視点を置いて観察してみようというこ
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とを言われたのはすごく印象に残っているのですけれども、その結果、７月１

日にビデオカンファレンスを通してということで、また報告があったのです。

幼児の主体的な学びは自分たちが主体的に遊びの場を作り、イメージを共有し

ながら遊びに没頭できたということが１点挙げられていました。それから、互

いに自分の思いを伝え合い、認め合いながら遊ぶことで自習につながったとい

う２点を言われたのがすごく印象に残っています。 

         そのことは小・中あるいは成人になっても継続されて指導、あるいは子ども

たちが自分たちで学んでいくことが大事かなというふうに思いました。地域で

もそうなのですけれども、あまり大人が与え過ぎない、指示し過ぎないという

ことが大事なのかなと。子どもたちは自分たちで考えているので、それを小さ

いときからそういう習慣付けをしておくことが大事かなということを、この事

例発表の中から学ばせていただきました。こういった取組は継続していただけ

ればいいかなというふうに思いました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ほかにいかがですか。 

 

麻植委員     一つよろしいでしょうか。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

麻植委員     教育長の報告の中の関係機関と連携して子どもの安心安全ということを考え

ていかなければというお話もあったので、それに関してちょっと私の方からも

意見を述べさせていただけたらありがたいなと思っています。この草津市教育

振興基本計画の第２期の中の26ページの子どもの安全安心の確保というページ

があります。そこも見る中でちょっと思いましたので、お話しさせていただき

ます。 

         最近、本当に事件解決の決定的な証拠として防犯カメラが力を発揮している

と思います。この基本計画の中には防犯ブザーとか地域との連携とかいう形の

言葉はあるのですけれども、そういう観点がありません。どんどん社会は変わ

ってきますから、いろんな新しい観点をまた持ちながら進めていっていただけ

たらうれしいなと思います。防犯カメラを設置すると、犯罪の発生が激減する、

抑止ですよね。あと、犯罪者の行動パターンは計画的犯行ですね。必ず現場周

辺を下見していることなどが挙げられるそうです。 

         そういうことを踏まえて学校正門。これは中学校は草津もあると思うのです

が、例えば市立の学校の敷地周辺や通学路というところにも防犯カメラを設置
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することなども含め、防犯カメラのことについて検討をまたしていただけたら

ありがたいなと思います。 

 

川那邊教育長   今、たくさん御意見、御提案をいただきましたが、担当課の方で何か、最初、

学校教育課、英語とか小・中のつながりとか、特にもし何かございましたら。

幼・小・中のつながりを今後どうしていくのか、そういうことでも、もし何か

ありましたら。 

 

学校教育課長   学校教育課の藤野でございます。最初に英語教育の講座にかかわってお話を

いただきました。まさにおっしゃっていただいたとおり、参加をした教員等の

後のアンケートを見せていただきますと、それこそ９７％を超える参加者が大

変満足をしたと、いろいろ学ぶことがあって良かったというふうな感想を持っ

ております。 

         特に先ほどもおっしゃっていただきましたが、英語というのは実技教科とい

うふうにその講師のかたがおっしゃったことがすとんと落ちたというふうな感

想を述べている教員もおりましたし、英語の学習の中でまた心を育てられるよ

うな授業を進めていきたいという意欲を持っている教員もその中では見られた

ということですので、今回本当に良い研修の機会を持ったかなというふうに思

っているところです。 

         それから、保・幼・小・中までの連携ということでおっしゃっていただきま

した。確かに私も参加をさせていただいていて、今回の研修の中で保育所、幼

稚園の先生がたと一緒に同じかたのお話を聞かせていただいて、今後の草津の

教育のありかた、どういう方向へ進めていったらいいのだろうというふうな研

修をさせていただけたというのは、本当に貴重な機会やったかなと思っており

ます。杉江委員さんのお話の中で、４年振りにという話もあったのですが、是

非これについては来年度も継続をした中で進めたいなと思っております。 

         それと、もう一点はこれも言われたことですけれども、時間の使いかたの中

で分科会等ができて、もう少しざっくばらんにそれぞれの学区の現状であると

か、課題別とおっしゃっていただきましたけれども、そういったこともできる

と、より充実した研修会としていくことができるかなと思っております。今の

社会の流れがそれこそ、就学前教育の充実も含めて、その接続連携というとこ

ろも重要視していこうというふうな流れでもありますので、私どもとしてもど

ういった形でそれを進めていくことによって充実が図れるのかということで、

これからも少し研究を進めながら今後の方向性について考えてまいりたいと思

っております。 

         以上です。 
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川那邊教育長   山崎宗鑑をアピールすることについていかがでしょうか。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。 

         おっしゃっていただきましたとおり、いつも山崎宗鑑にちなみにという形で

文書の中には始まるのですが、もっと視覚的に訴えられるような形で工夫して

まいりたいと思います。 

         以上です。 

 

麻植委員     ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   どうぞ。 

 

谷川委員     連携ということで人権教育とかかわって、例えば松原や新堂校区では保・

幼・小・中・高の連携事業をやっていたと思うのですけれども、それは継続し

ているのかどうかということ。 

         あと、四つの校区はどのようになっているのかということ。 

         寝屋川の事件とは全然本質的に違いましたけれども、教育大附属で殺傷事件

があって、あの頃、ちょうど学校の安全評価システムをどうするというので、

ＣＤを日立と連携して作ったと思うのですけれども、あれはどうなっています

か。また後でも結構ですけれども。それは学校内での安全についてなのですけ

れども、学校でのチェックも含めてもし教えてもらえればありがたいなと思い

ます。 

 

川那邊教育長   まず学校教育課から。 

 

学校教育課長   先ほどおっしゃっていただきました人権教育にかかわっての保・幼・小・

中・高まで連携ということです。随分と長い年月をかけて、その取組は連綿と

続けさせていただいているところです。草津市の取組として、中学校区別人権

教育の実践交流会という組織も、それぞれの中学校区ごとに立ちあげていただ

いておりまして、そこには今も言いましたけれども、保育所さんから高校まで

お入りをいただいて、一堂に会して研修会を持ったり、あるいは場所によって

は小学校や中学校の教員が保育所に夏休みを利用して寄せていただいて、保育

参加というか、保育体験というか、そういった形で子どもたちと関わっていく

という実践をされていたり、あるいはそれぞれの学区ごとにテーマを設けて分

科会的なグループを作って、その中でその課題解決に向けて研修をしたり教育
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をしたりという取組をしていただいているところです。 

         昔のそれこそ教育総合事業という形で行われていたものが、子どもの自尊感

情・学びの礎育成プロジェクトという名称でこの４月からスタートしています。

松原学区、新堂学区、草津学区、老上学区、この四つの学区については、県の

指定を受けて取組を進めていただいているところです。 

         玉川学区については、先ほど申しました草津の小学校区別の実践交流会とい

う形で授業等をしていただいておりまして、研究授業等もしていただいており

ますし、その中に市の教育委員会の方からも寄せていただいて、指導助言をさ

せていただいたりという形で進めているところです。 

 

川那邊教育長   ほかに安全安心とかかわりまして、今の谷川委員のＣＤのことであるとか、

あるいは防犯カメラの話が出ておりますが、関係のところでお答えを。 

 

教育総務課長   はい。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。私の方から学校の施設、防犯カメラの方の

お話をさせていただきたいと思います。 

         谷川委員がおっしゃっていただいたように池田小学校の事件、平成１３年に

ございました。その後、小学校、中学校の敷地のフェンス、傷んでいるところ

を徐々に直しておりまして、それがすぐに直したと。その後、小学校につきま

しては、まずはその児童の学校にいる時間帯の安全の確保という観点から、学

校の正門のところに電子錠ということで設置をしております。それについては

外部からインターフォンで、カメラが付いておりますので、職員室から先生が

確認して開けるというシステムになっておりますし、中学校につきましては、

その後、平成１９年、２０年にかけて防犯カメラを設置いたしております。 

         全ては聞いておりませんけれども、ある中学校の校長先生から聞きますと、

設置した前と後とは抜群の効果があるというお声も聞いておりますし、実際に

麻植委員さんが言っていただいたように、何かあったときの証拠にも当然なり

ますし、そのほかにも犯罪抑止という観点からも非常に効果があるのではない

かというように考えているところでございます。 

         今後、小学校につきまして、防犯カメラは今設置しておりませんが、来年以

降に向けましてまた設置ということで、財政等と話をしていきたいとは考えて

おります。 

         以上です。 
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川那邊教育長   よろしいでしょうか。はい。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。通学路の防犯カメラということで麻植

委員から頂戴いたしました。通学路につきましては、子どもたちの通学の安全

ということで、交通安全、防犯上の安全ということで、地域とまた危機管理課

というのがございますが、こちらとも連携をしながら進めております。 

         その中で防犯カメラにつきましては、子どもに限らず危険箇所、防犯上、特

に必要なところということで、補助制度等も設けながら各地域においてもつく

っていただいているところでもございまして、中でも子ども等の安全に必要だ

ということの中で、地域からのお話をいただいている場合もございます。そこ

ら辺については関係課と連携をとりながら、また地域とお話をしながら、学校

とも調整しながらということで進めているところでございますので、よろしく

お願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   もう一つ、今年は学校に校務支援ソフトを導入したということでありますが、

この夏季休業中にそれぞれの学校でその活用に向けて研修が行われたというこ

とを聞いておりまして、学校政策推進課の方からよろしくお願いします。 

 

学校政策推進課副参事   学校政策推進課の作田でございます。校務支援システムの導入に伴う学校の

反応についてでありますけれども、研修会を通じていただいている声といたし

ましては、非常によく作り込まれたプログラムであると感じたということや、

校務の効率化に役に立つと思う、あるいは思っていたりよりも操作や処理の仕

方が簡単なので、コンピューターに詳しくない私でも何とかやっていけそうだ

わというような声をいただいております。 

         また、今回の校務支援の導入に当たって、これまで各学校で通知表や各種の

帳票類がばらばらでありましたけれども、市統一のものにしていく作業も併せ

て行っております。学校によっては、これまでそういったものを変更するタイ

ミングがなかったけれども、今回の研修会あるいはシステムの導入に伴って一

斉に変更することについては、非常にありがたいと思っているという声も聞い

ております。一部には既に先行して違う校務支援システムがあったところでは、

使いかたにつきましてまた変更していかなければならないので、ちょっと負担

があるという声もありましたけれども、導入後に運用が進むに連れてこうした

声は減っていくのではないかと考えております。 

         以上です。 
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川那邊教育長   それでは、ただいまいろいろ御意見、報告等もいただきましたが、そのほか

教育全般に関する事項で御意見、御感想等がございましたらお願いいたします。 

         よろしいですか。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―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第４、付議事項「議第４５号 草津市立幼稚園・小学校および中

学校の就学に関する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。 

 

学校教育課長   「議第４５号 草津市立幼稚園・小学校および中学校の就学に関する規則の

一部を改正する規則案」について御説明を申しあげます。 

         議案書の３ページから５ページを御覧ください。 

         児童生徒が就学すべき小・中学校は、学校教育法施行令第５条第２項の規定

により本市教育委員会が指定をいたしますが、この指定に当たっては草津市立

幼稚園・小学校および中学校の就学に関する規則の別表に従っております。こ

のたび、この別表の高穂中学校の部、矢倉小学校の項中、「追分四丁目（１番、

２番、３番（４～１２号を除く。）」を改正しようとするものでございます。

追分四丁目３番１から３号、２５号から２７号は、これまで矢倉小学校の通学

区域になっておりました。これは当該地に居住されていたかたが御自身の御都

合によりまして、矢倉小学校の通学区域である東室木の町内会に加入をされて

いたことによります。本来、追分町の地先であり、志津小学校の通学区域であ

ることが判明したのですが、このたび、その居住をされていたかたが転居をさ

れまして、その土地を売却され４軒の新しい住宅が新たに建設される予定とい

うふうなことになりまして、前の居住者のかたが加入されていた町内会という

のは、その土地からは隣接をしていないということもありまして、新たにそこ

に住まわれるかたについては、本来の町内会である追分町に加入をされるとい

うことになります。これに伴いまして矢倉小学校の通学区域から本来の志津小

学校の通学区域へ修正をしようとするものでございます。 

         なお、今回の修正に当たりまして、追分町内会の会長様、隣接する室木町内

会の会長様、当該地の住民が加入されていた東室木町内会の会長様で、この土

地が志津小学校の通学区域であることを確認させていただいております。 

         また、通学区域審議会の小林会長、志津学区代表の山元委員へも経緯の説明

を行い、修正について御了承をいただいていることを申し添えさせていただき

ます。 
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         以上、簡単ではございますが、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   それでは、ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございませ

んか。御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第４５号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第４６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。 

 

図書館長     付議事項「議第４６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」を草津市立図書館の北相模が御説明申しあげます。 

         資料７ページを御覧いただきたいと思います。  

         図書館協議会は図書館法に基づき、法第１４条におきまして図書館の運営に

関し館長の諮問に応じるとともに、図書館の講じる図書館方針につき、館長に

対して意見を述べる機関ということとされております。本市草津市におきまし

ても、草津市図書館設置条例の第３条の規定に基づき、同協議会の設置を行っ

ておるところでございます。 

         法に基づきまして、委員の任命につきましては教育委員会で任命することと

なっており、現在の委員の任期が平成２７年８月３１日、今月末で満了となる

ことから、２７年９月１日からの委員を新たに委嘱する必要がございます。草

津市図書館協議会の委員につきましては、条例第３条第４項の規定により再任

は可能であるということから、現在の委員のうち、安田委員、高山委員、築山

委員、利倉委員、石本委員、吉村委員、市木委員の７名につきましては再任と

なっておるところでございます。 

         委員の変更といたしましては、草津保育園園長であります小泉委員から緑波

くるみ保育園園長であります服部委員に変更ということと、あと公募委員につ

きまして８月まで村田委員と後藤委員がおられましたけれども、新たな公募と

いうことで田川委員と髙木委員にそれぞれ変更という形になっておるところで

ございます。 

         最後に委員の任期につきましては、草津市立図書館設置条例第３条第４項の

規定により２年となっておりますことから、この９月１日から２９年８月３１

日までの２年間とさせていただきたいと考えておるところでございます。 

         以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議
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賜りますよう、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。 

 

麻植委員     すみません。よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     公募のかたがお二人おられますので、どのようなかたかお知らせいただけた

らと思います。 

 

図書館長     失礼いたします。先だって８月中に市民のかたに公募を募らせていただきま

したところ、２名のかたを選ばせていただきました。 

         田川委員につきましては、元高等学校の教師をされていたかたで、その後、

職業訓練校の指導員等をされていたかたということで、草津のこれからの生涯

学習についての社会教育の図書館をどういうふうにしていったらいいのかとい

うのも、改めて図書館の今後のありかたも含めていろいろと御意見申しあげた

いという御要望があって、応募理由として手を挙げられたかたでございます。 

         それから、髙木委員につきましては、今までからお話研究会等において絵本

の読み聞かせだとか、あと山田小学校の図書室の環境整備など、読書推進活動

等を行っておられたかたでございまして、今回、新たに公共図書館という場で

の図書館の多様性について、ともに考えていきたいということを応募理由とい

うことで、手を挙げていただいたかたでございます。 

         なお、髙木委員につきましては、現在県立の琵琶湖博物館の図書室の方に御

勤務されているというかたでございます。 

         以上でございます。 

 

麻植委員     ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   はい。では、本議案について御異議ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議もないようですので、議第４６号は原案どおり可決いたします。 

         それでは、以上をもちまして本日の議案は終了となりますが、ほかにござい

ませんか。 
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スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 

         秋が近づいてまいりまして、９月から草津市立の幼稚園、小学校、中学校に

おきましても運動会、体育祭など開催されるということで、日程表をお手元の

方にお配りさせていただきました。小学校１３校のうち５校につきまして春の

運動会を実施されておりまして、今回、９月１０日から１０月１７日までの間

に幼稚園１０園、そして小・中学校の１４校ということで実施される予定でご

ざいます。各教育委員におかれましては、参観いただけるようでしたら事務局

の方にまた声かけいただきまして、お話しいただけると幸いでございます。 

         以上でございます。 

 

生涯学習課長   続きまして、チラシ３枚につきまして生涯学習課の方から説明させていただ

きます。 

         ２枚めの「青少年問題をみんなでトーク」です。こちらは青少年育成市民会

議の主催で行っております。ＰＴＡや青少年育成市民会議、学区民会議の皆さ

ん、また青少年育成の関係者の皆さんが青少年の課題や現状について知って自

分たちでできることを考えていただくための場として、今年で１０年目を迎え

ております。今年はインターネットの現状、非行防止のためにというテーマで

講演いただいて、皆さんで考えていただきたいと考えております。 

         次、２枚めの方です。立命館びわこ講座になっております。こちらも今年で

２１年めを迎える形になります。今年は「近江を学ぶ、草津を識る」というこ

とで滋賀、草津の歴史文化、食などを通して、またいろんな視点で考えていた

だきたいと考えております。自分が住む地域を知っていただいて、深めていた

だいてふるさと愛を育む、そして地域を盛りあげていく、人づくりにつながれ

ばと考えております。現在、こちら８月１日号の町内会の方で回覧いたしまし

て、また９月１日号の広報の方でもお知らせをする予定です。 

         次、３枚めです。第５４回草津市民文化祭です。今年は９月１２、１３日の

２日間開催いたします。昨年度、初めての取組といたしまして一般公募枠を設

けましたが、今年も一般公募５団体が御出場いただくことになります。お時間

許しましたら、また御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   それでは、これをもちまして８月定例会を終わらせていただきます。次回は

９月２５日の金曜日、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２５分 


