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開会   午後３時００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１２月定例会を開会いたします。 

         まず初めに、来る１２月２４日をもちまして、村山委員の教育委員としての

任期が満了になります。従いまして、本定例会が最後の会議となりますので、

村山委員より一言、御挨拶を賜りたいと存じます。 

 

村山委員     失礼します。なかなかその場ではまとまらないもので、書いたものを読ませ

ていただきます。 

         この４年間、過ぎてみればあっと言う間だったのですけれども、私自身にと

っては全てが勉強であり、新しい経験であり、本当に貴重な時間を過ごさせて

いただいたなと思います。 

         ただ、肝心な草津の教育にとって、果たして自分が何か少しでも貢献できた

ことがあるのかなと振り返ってみると、ただただ反省することばかりで、降り

るときになって心苦しい思いでいっぱいというのが正直なところです。 

         全くの素人である私にいつも辛抱強く御説明くださった事務局の皆様、温か

く迎えてくださった委員会の皆様、学校現場の先生がたや各方面の御関係者の

かたがた、そして市民の皆様には心より御礼申しあげます。皆様のおかげで、

この自由な空気の中で自分なりの言葉で、自分なりの立場から率直な意見を述

べさせていただくことはできたかなと思い、それは本当に感謝しています。本

当にありがとうございました。 

         この４年間で私なりに感じた草津の教育の強みというのは、前に向かってい

く力かなというふうに思いました。皆さんの、前進するぞ、草津の文化・教育

を少しでも良いものにしていくぞという熱意を感じる日々でありました。もち

ろん、さまざまな問題、課題はあると思いますけれども、その思い、理念を何

より大切にして、少しでも多くの市民の皆さんと共有できるような工夫や努力

を重ねることで、草津市全体が教育の活気に満ちたまちにこれからもっともっ

となっていくことを期待しております。これから立場は変わりますけれども、

また一市民として草津の教育を見守り、また少しでも私なりにできることがあ

れば応援させていただきたいなというふうに思っております。 

         本当にありがとうございました。お世話になりました。 

 

川那邊教育長   村山委員におかれましては、４年間、本市教育の向上に御尽力をいただき、

まことにありがとうございました。今後におきましても健康には御留意いただ

き、新たな立場から御指導賜りますようお願い申しあげます。 
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         それでは、議事に入りたいと思います。 

 

――――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、１２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、「教育長職務代理者の指名」に移ります。 

         先ほども申しあげましたとおり、教育長職務代理者である村山委員の教育委

員としての任期が１２月２４日をもって満了となります。このことから新たに

１２月２５日からの職務代理者につきまして、「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律」第１３条第２項に基づき、私から指名をしたいと思います。 

 職務代理者につきましては、麻植委員にお願いをしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

         それでは、次の教育長職務代理者に指名されました麻植委員より、一言、御

挨拶をお願いいたします。 

 

麻植委員     今、御指名いただきました麻植美弥子です。教育委員会委員としてもう残り

１年なのですけれども、精いっぱい務めさせていただきたいと存じます。皆様、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。それでは、次の日程に移ります。 

 

――――日程第３―――― 

 

川那邊教育長   日程第３、「１１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 ― 
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川那邊教育長   異議がないようですので、１１月定例会会議録は承認されたものと認めます。 

 

――――日程第４―――― 

 

川那邊教育長   それでは、次に日程第４、「教育長報告」に移ります。 

         それでは、私の方からですが、先ほど村山美智子委員からございましたが、

任期最後の教育委員会になります。村山委員は平成２３年度に就任され、その

間、学校を初めとする教育現場に積極的に足を運ばれ、また保護者としての視

点も大切にしながら、市教育行政の推進・充実に貴重な御意見をいただきまし

た。また、平成２６年１０月から２７年３月まで、教育委員長に御就任いただ

き、教育委員会を総括、リードしていただきました。この４月からは新教育委

員会制度のもと教育長職務代理者もお務めいただきました。これまでの御尽力

に敬意を表しますとともに、今後も草津市教育行政への御支援・御協力をお願

いするところであります。 

         さて、今回の報告の一つめは１１月２７日に開会した定例会です。一般質問

は１２月８・９・１０日にあり、今回の質問項目は「中学校給食について」

「学校教育におけるＩＣＴ推進について」「伝統文化への支援について」「文

字・活字文化振興について」「通学路について」「スポーツ環境の整備につい

て」「教育と啓発について」「中学校給食の実施とスクールランチの利用拡大

について」「中学校給食の基本的考えについて」「インクルーシブ教育システ

ムの構築について」「市独自の奨学金制度と就学援助制度の拡充について」で

した。 

         この中で、中学校給食については、本年度７月に副部長をトップとした庁内

の検討委員会を設け、児童生徒や保護者アンケートの実施、先進地視察などを

行うとともに、実施における効果や課題の整理を行ってきました。教育委員会

協議会においてもお示しをしましたが、この報告書のまとめである「学校給食

を実施する」を踏まえて、市長から議会において給食を実施する旨の答弁があ

りました。実施方法や開始時期などは未定で、外部委員会を設けて検討する予

定です。今後、教育委員会において今日的な課題に対応する効果的な給食につ

いて協議をしていきたいと思っています。 

         次に、今年も間もなく終わるということで、今回は事務局各課のこれまでの

取組について、その概要をそれぞれの所属長に報告をお願いしたいと思います。 

 

教育総務課長   はい、教育長。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 
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教育総務課長   すみません。教育総務課の太田でございます。各所属順に従いまして順次報

告させていただきます。 

         まず、私ども教育総務課の今年度の主な取組でございます。大きく三つ申し

あげたいと思います。 

         まず、一点めといたしましては、新教育委員会制度への取組でございます。

こちらにつきましては、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、今年の４月より新たな制度となったわけでございますが、全ての地

方公共団体におきまして、総合教育会議の設置と教育学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱を定めることが義務付けられました。総合教育会議に

つきましては４月に第１回めを開催させていただき、その後、６月そして１０

月と合計３回開催をさせていただいたところでございます。大綱の方につきま

しても、第１回、そして第２回の総合教育会議の中で協議、調整をしていただ

き、策定をさせていただいたところでございます。 

         次に二点めでございます。市内１９の全ての小・中学校の体育館、そして全

ての６中学校の武道場の非構造部材の耐震化の工事でございます。この工事は

児童生徒の安全安心な教育環境の整備と災害時の避難所機能の安全性の確保の

ために現在行っておりますが、進捗状況といたしましては現在、小学校１０校

と中学校１校の工事が完了いたしております。今、残り小学校３校と中学校５

校の工事を行っているところでございます。 

         最後に三点めでございますが、７月の定例教育委員会で契約締結の報告をさ

せていただきました志津南小学校の校舎等の増築工事でございます。こちらは

志津南小学校区の児童の増加によりまして教室が不足するために、２階建ての

校舎を増築し、教育環境の充実を図るため、工事を進めているところでござい

ます。現在の状況といたしましては、１階部分のコンクリートの打設が終了い

たしまして、今月中に２階部分のコンクリートの打設を行いまして順次、内装

の工事を行う予定でございます。１１月末現在で特に進捗の遅れもなく、計画

どおり進んでいるところでございます。 

         以上、簡単でございますが、教育総務課の今年度の主な取組状況でございま

す。 

 

開校準備室長   続きまして、開校準備室の永池と申します。当室の業務についての御報告を

させていただきたいと思います。 

         当室につきましては、来年４月開校に向けた老上小学校の分離新設校の整備

を進めているところでございます。まず、新設校の校名、校章、校歌につきま

しては、教育委員会の附属機関である草津市立小・中学校校名等選定委員会に
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おいて審議をいただいておりました。選定委員には学識経験者、地域及びＰＴ

Ａの代表、老上小学校の教諭、一般市民の公募のかた２０名に委嘱しておりま

す。 

         去る５月２５日に開催いたしました第１回選定委員会におきましては、新小

学校の校名、校章、校歌について諮問させていただき、新設校の校名を審議い

ただきまして、続く６月１７日の第２回の選定委員会で委員全員のかたの御総

意により、新設校の校名を老上西小学校とする答申をいただいたところでござ

います。 

         また、校章、校歌、歌詞につきましては、先ほど委員協議会の方でも御報告

させていただいておりますけれども、６月１７日の第２回選定委員会で選定の

ための要領を定めていただきました。そして、７月１５日から９月１５日の２

か月間、一般公募を行いまして、校章につきましては５５３点、校歌、歌詞に

ついては３９点の作品が全国から寄せられておりました。第３回選定委員会を

１０月７日に開催をいたしまして、校章、校歌、歌詞、それぞれに最優秀賞１

点、優秀賞２点を選定いただきまして、答申をいただいたところでございます。 

         また、校歌の作曲につきましては本市出身の音楽家で、くさつブースターズ

のメンバーでもあります世武裕子様に作曲を依頼し、現在作曲中でございます。 

         また、新設校の建設工事の状況でございますが、工事は終盤に差しかかって

ございます。進捗率につきましては、１１月末時点ではございますけれども、

７１．１％となっております。現在、主に建物の内装工事を進めておりまして、

今後、外溝工事を経て竣工は来年の２月末を予定しております。 

         それに合わせまして、新設校に必要となる備品等の整備も今年度、鋭意進め

ているところでございまして、工事の竣工後、３月には備品等の搬入設置を行

う予定であります。 

         いずれにしましても、４月の開校に向けまして使用準備を計画的に進めてま

いりたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。以上でございます。 

 

生涯学習課専門員   生涯学習課から報告いたします。課長の奥谷の方が他の公務に出席しており

ますので、かわりに文化振興グループの沖浦の方から報告いたします。 

         当課の方からは２点あります。 

         まず、生涯学習事業についてでございます。平成１０年度から取り組んでお

ります地域協働合校の取組につきまして、さらに充実したものとするために、

今年度から国県の補助金を取り込みまして、市内７小学校でコーディネーター

を配置し、学校と地域のパイプ役として活躍いただいていることで、より地域

に根ざした活動の展開や人材の活用など、郷土愛を育て、つながりを深める活

動が広がってまいりました。 
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         ２点めについては文化振興についてでございます。滋賀県から移管を受けま

して１月にオープンした草津クレアホールでは、利用者に大きな混乱を招くこ

となく順調にスタートを切ることができました。また、市民文化祭や市民音楽

祭ではクレアホールの指定事業としたことで、出演する人、見る人、運営など

支える人との一体感が創出できました。今後もより多くの市民にアプローチで

きるよう、各実行委員とともに工夫してまいりたいと思います。 

         以上でございます。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。スポーツ保健課からは３つ御報告申し

あげます。 

         １つめは、今年度見直しを進めておりますスポーツ振興計画につきましては、

先般、草津市スポーツ推進審議会の会長より教育長に草津市スポーツ推進計画

の答申をお受けしたところでございます。本市の今後５年間のビジョンとして

進めているところでもございまして、年明けよりパブリックコメントを実施し、

３月末の公表へと進めていきたいと考えております。 

         ２つめに小学校体力向上プロジェクト事業でございます。子どもたちの体力

向上につきましては、本年度から小・中学校の子どもたちの体力向上、スポー

ツ障害予防と体力指導者の資質向上を図り、教科体育の充実に資するために、

これまでの取組から言いますと、初めて行政、小学校体育連盟、中学校体育連

盟、そして立命館というような組み合わせの中で、小・中学校体力向上プロジ

ェクト推進会議を設置いたしまして、さまざまなプロジェクト事業を展開して

いるところでございます。成果が表れるまでには一応、３年という目標をいた

しておるところでもございますけれども、多くの子どもたちが楽しく、運動好

きになってくれることを期待しながら取組を進めているところでございます。 

         そして、三つめの中学校給食についてでございます。中学校給食につきまし

ては、全国的に実施が進んでいる状況でございまして、保護者からの声もござ

います。今年７月に、中学校給食庁内検討委員会を設置させていただきまして、

先進地への視察やアンケート結果等をもとに、実施にかかる諸課題の整理を行

ってきたところでございます。併せて、さきの１０月市議会の定例会における

市議会の請願の採択についても受け止めた結果、さらなる教育環境の向上と食

育の推進のため、中学校給食を実施することとしたところでございます。今後

は実施方法等を検討していくつもりでございます。 

         以上、３点でございます。よろしくお願い申しあげます。 

 

文化財保護課長   続きまして、文化財保護課の谷口の方から３点、御報告いたします。 

         まず一つは、文化財調査事業でございます。これにつきましては、例年どお
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り発掘調査並びに常盤地区の指定文化財に関わる調査を行ってまいりました。

特に埋蔵文化財におきましては、平成２６年から事業実施が計画されておりま

した南草津のプリムタウンの土地区画整理事業がようやく動き出すことになり

ました。それによりまして、今年度１１月より調査を開始いたしまして、現地

調査につきましては、平成３１年３月までの約３年半で調査を終えるというこ

とになっております。これにつきましては、大体７ヘクタールという大規模調

査になりますことから、市と県の文化財保護協会というのがございまして、そ

ちらの方と協力しながら調査を行っていくことになっております。特にこの地

域につきましては、野路西部区画整理事業でも発見されました古代の東山道が

見つかっておりまして、それの延長上に当たりますことから今後、こうした調

査の成果が期待されるところでございます。 

         続きまして、国史跡草津宿本陣保存整備でございます。本陣の周辺に隣接い

たします土蔵の保存整備事業に本年度から着手いたしました。これにつきまし

ては、今の楽座館と今公開しております間にあります蔵になるのですけれども、

当初、平成２７年から２８年の２か年で保存整備を行う予定で計画しておりま

したところ、今回解体調査を行いました結果、やはり老朽化が著しいというこ

とで、１年延ばしまして３か年で整備を進めていくことになっております。土

蔵につきましては一応３か年ということになっておりますが、今後全体の保存

整備の推進を図ってまいりたいと考えております。 

         続きまして、普及啓発事業でございます。平成１９年度から開始し、本年度

で第９回になりました「草津市歴史資料コレクション展」を１１月１４日から

１２月６日の期間で草津宿街道交流館の方におきまして開催いたしました。観

覧者につきましては全部で１，０１９名のかたが来ていただくことができまし

た。さらに、１２月６日に開催いたしました埋蔵文化財調査報告会、「草津の

古代を掘る２０１５」では、定員８０名を予定しておりましたが、これを超え

ます１００名以上のたくさんのかたが参加していただき、盛況のうちに事業を

終了することができました。 

         今後につきましても、このような貴重な文化財の保護並びに活用につきまし

て市内外への周知、啓発に努めてまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

 

教育部副部長   続きまして草津宿街道交流館でございます。八杉から報告申しあげます。 

（街道交流担当）   街道交流館では夏、６月に東海道、１１月に中山道の宿場の人気投票を開催

いたしました。その結果といたしまして得られたものは、各自治体、宿場を持

っております自治体等との連携と草津宿の発信に努めることができたと考えて

おります。また、街道交流館の方では宿場町の移り変わりを紹介いたしました
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テーマ展を開催いたしました。さらに、草津宿本陣の方でございますが、日常

的に生け花でありますとか四季の移り変わりを演出する室内、そして楽座館で

の落語会や能囃子などを定期的に開催いたしまして、親しまれる本陣、さらに

本陣の魅力発信に努めてきたところでございます。 

         以上でございます。 

 

図書館長     続きまして、図書館の北相模から３点、御報告させていただきます。従来か

ら図書館につきましては、市内の読書環境を整えるということで学校連携等々、

進めさせていただいているところでございますが、今年度新たに３つの新規の

施策を展開させていただいているところでございます。 

         まず１点めがちょうど両館とも５月からスタートさせてもらっているのです

けれども、いわゆる中・高生の世代がどうも活字離れが進んでおるのかなとい

うことで、ヤングアダルトサービスというサービスについて、中高生向きの本

のコーナーを設置させていただきまして、お勧め本や中学生自らポップ等の紹

介を書いていただいたりということで、ちょっと中高生が居心地のいいような

空間を作るというようなことでさせていただいておるところでございます。 

         なお、併せまして市内の高校との連携を深めてまいりたいなということで、

玉川高校、光泉高校等の読書部などと意見交換をさせてもらいながら、どうい

ったものが今の若い子にはやりなのか調査、研究させていただいているところ

でございます。 

         ２点めでございます。従来の図書館の来館しているかた以外のかたに図書館

に来ていただきたいなという思いで、情報発信の意味合いから市のフェイスブ

ックを使った情報発信を毎週金曜日、司書のお勧めの本を一冊ということで、

書評公開をさせていただきながら、また近々行われるイベント等の案内に努め

させていただいて、少しでも新たな来館のかたを迎え入れたいなという取組を

させていただいているところでございます。 

         ３点めでございます。限られた予算の中で資料等を購入させていただいてお

るところではございますけれども、秋から新たに民間事業者様に雑誌のスポン

サーになっていただいて、雑誌等の費用を負担していただくということで、そ

の分、浮いた予算で新たな雑誌を増やすということで、現在、南館の方で７誌、

本館の方で１０誌、スポンサーに御購入いただいている雑誌を置かせていただ

いているところでございます。 

         今年度、新たな取組としてさせていただいたのは以上３点でございます。 

 

学校教育課長   それでは、学校教育課の取組につきまして藤野が御報告をさせていただきま

す。 
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         本課につきましては、学校教育グループ、人権教育グループ、学事グループ

の三つのグループがございます。それぞれのグループの取組の中から一つずつ

報告をさせていただきます。 

         まず学校教育グループですが、道徳教育、英語教育を初めとする教育活動の

充実のために指導、助言を行い、改善を図ってまいりました。特に道徳教育に

つきましては、一言添えて心配り活動と銘を打ちまして、ポケットティッシュ

にそれぞれがメッセージを書き、地域あるいは家庭に温かいメッセージを伝え

るという取組をさせていただいております。英語教育につきましては、今年度、

市内の６中学校区全てで英語科あるいは外国活動の授業の公開、交流を実施い

たしました。その中で、小学校、中学校の連携を図ってまいったところでござ

います。 

         人権教育グループの取組として、学校問題サポートチーム会議あるいはグレ

ードアップ連絡会を充実させていく中で、スクールカウンセラーあるいはスク

ールソーシャルワーカーの活用が進みました。専門的な立場から見解や助言を

得ることで、児童生徒のアセスメントをはじめ、教職員、保護者への支援、緊

急課題への対応が進み、学校の教育力、組織力の向上につなげることができた

ものと捉えております。 

         最後に学事グループですが、平成２８年度から基幹システムを導入すること

になっておりますが、その導入に向け近隣５市で協議を重ね、基本様式の統一、

業務の効率化が図れる見通しとなってきたところでございます。 

         以上でございます。 

 

学校政策推進課長   続きまして、学校政策推進課の髙井から報告をいたします。 

         本課は今年度、草津市の特色ある教育活動を推進し、情報発信する所属とし

て新設をされました。児童生徒の学力向上と市内全ての学校の底あげを目標に、

特色ある学校づくり、ＩＣＴを活用した教育の推進、図書館教育の充実、検定

事業や思考力育成事業を通じた基礎学力の向上の四つの事業を柱として、取組

を推進してきております。 

         特に今年度は中学校に約１，０００台のタブレットＰＣを導入し、授業改善

を進めた結果、優れた授業実践が既に見られるようになってきています。中学

生のＩＣＴ活用技術も飛躍的に向上してきました。 

         また、並行して導入しましたミライシードを活用した補充学習、家庭学習に

つきましても、市内全体で最初の半月で約２万件のアクセス数を超えるという

学力テストから見えてきた自主的な学習時間の不足に対応できる一定の改善が

図られたというように考えております。 

         さらに、市内小・中学校の図書館を活用した授業参観を本課の方で手分けし
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て行いました。これにより図書館の整備を進めることもできるとともに、ビブ

リオバトルの取組についても充実を図ることができたというふうに考えており

ます。 

         このような市独自の取組につきまして、全国各地の自治体から１２件の視察

を受けております。また、市長が発表された「教育ＩＴソリューション ＥＸ

ＰＯ」を初めとする全国に発信する発表が７件、各新聞社や全国版の教育紙か

らの取材を１２件受け、情報発信に努めてまいりました。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。それぞれの所属で創意をいただきながら、熱心に

お取組をいただいており、大変ありがたく思っています。残り３か月でござい

ますが、残された課題の解決とともに、次年度を見据えた取組を進めて行きた

いと考えています。 

         以上で教育長報告を終わらせていただきます。 

         それでは、ただいまの報告も含めまして、そのほか１２月にあった行事や教

育全般に関する事項で、御意見、御感想などがございましたらお願いします。 

 

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     私も教育委員になりまして３年過ぎたのですけれども、３年間の中で学校初

めとする教育機関は本当にたくさん訪問させていただいたのです。教育総務課

の方にもお願いしていたのですけれども、今度はＰＴＡのかたがた、保護者の

かたがたとの交流ということで、またそこの生のお声がいただけたらなと思っ

たので、ちょっとお願いしていたのです。ちょうど役員改選の時期もあって、

なかなか実現しにくいということでしたので、個人的にいろんなかたとお話し

させてもらいました。その中で、幾つか見えてきたものもありますので、ちょ

っとお話しさせてもらいたいなと思っています。 

         実は１点がコンパスです。創刊から３年めになり、年４回発行している中で、

どのような受け止めかたをされているか検証する時期にそろそろ来ているので

はないかなとも思います。教育委員からは、教育委員会と読み手側の双方から

情報を発信するコンパスであればいいねという意見は出ているのですけれども、

逆に市民のかたがた、保護者のかたがたがどういうふうに受け止められている

か、生の声が聞けたらと思ってちょっとお聞かせいただきました。その中で逆

に、「教育委員会というのは何を期待して、何が目的でこれを発行されている
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のですか」という質問を投げ返されたりもしました。本当にＰＴＡのかたがた、

保護者のかたがたも、ああ、こういうことがあるんだというふうには見るので

すけれども、それはどのためにこれをされているのかとかいうのが見えないと

いう回答がありましたし、子どものおられないかたというのは、コンパスと書

いてあるのは見るけれども、全戸配布しているのにも関わらず、スルーですよ

というふうな感じで言われたかたも何人もおられました。それを検証すべき時

期に本当に来ているのではないかなと思ったのが１点です。 

         それともう一点、これは文化関係のかたがたともいろいろお話しする機会が

ありました。今の報告事項の中でもありましたように、スポーツ振興計画の見

直し時期で、５年間ビジョンで振興計画が見直されています。文化関係のかた

がたにお話を伺うと、文化面でこの振興計画というものが草津はないので、市

がどういう方向や、ビジョンを持ってやっているかが見えないということでし

た。計画を作るに当たっては、例えばこれまでの成果と課題とか基本理念と基

本方針とか施策の展開、計画の実施に向けてなどを細かくまとめ、いろんな御

意見もいただきながら冊子を作っていかなければいけないので、とても大きな

労力だとは思うのですけれども、それをすることによって市民のかた、文化関

係のかたがたが、どういうふうなことを望んでおられるか見えてくると思いま

す。そうすれば実行委員会形式になったときに、振興計画に沿ってこういうふ

うな方向を持って企画を立てていこうといったことができるのですけれども、

現状では、それが見えないので各実行委員会で方向性が統一できないのが現状

だとおっしゃっていました。 

         アート・フェスタの方に関わらせていただいた際も、やはりこれから事業を

見直すときに実行委員の中だけで議論すると、それがどういう方向を向かなけ

ればならないのかが見えてこないというのをおっしゃっていました。２１世紀

文化芸術推進協議会は三ツ池の関係でできた組織ではあるのですけれども、今、

２１世紀文化芸術推進協議会が独自でやっている計画というのはアート・フェ

スタのみです。それは２１世紀文化芸術推進協議会に所属されているかたがた

もおっしゃっていますので、それも少し長期的なビジョンを持って見直すこと

が必要かなと感じました。 

         図書推進計画も今年度できましたし、やっぱり文化方面の計画がないのが皆

さんには施策が見えにくいと感じています。また検討いただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。 
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教育総務課長   はい。 

 

川那邊教育長   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。コンパスにつきまして、麻植委員さんにつ

きまして貴重な生の声を教えていただいてまことにありがとうございます。 

         以前からの教育委員会の事務評価点検でも当課につきましても、ただ単にコ

ンパスを発行しているだけではなくて、双方向の意見なりの反映をさせないと

いけないということは十分認識をしているところでございます。これから当課

の方といたしましても、そういった部分をどういうふうに実現していくかとい

うところをまた考えていきたいと思いますし、またそういうことを実現するこ

とで、よりよいコンパスの方にしていきたいなと思っているところでございま

す。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   では、ほかに。 

 

杉江委員     はい。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

杉江委員     今、年間を通しての各課の取組をかいつまんでお聞かせいただきました。私

は１年間、１年めで本当に分からないまま過ごさせていただいておりましたが、

今、お話しいただいた内容を草津の特色ある取組として強みなのだと発信して

いくということは、基本的なこととして大事だなと思いました。それらに本当

に力を注いで発信していただいているということに感謝したいし、労をねぎら

いたいなというふうに思いました。 

         １２月ではなく１１月後半の話になりますが、１１月２８日の土曜日に笠縫

幼稚園で６０周年の記念の集いをされました。常盤幼稚園も１学期にされたの

ですけれども、同時に開園されたということで６０周年のおめでとうの歌をみ

んなでうたったり、映像で綴る６０年というプログラムがあったりしました。

保護者さんを中心とした本当に温かい雰囲気の中での集いだったのですけれど

も、６０年を子どもたちにも一緒に振り返る楽しい時間でありました。園章を

形作った人文字があったり、そして最後には風船飛ばしをされたりしまして、

初冬のこの澄んだ青い空にカラフルな風船が飛んでいってフィナーレとなりま

した。６０年誕生日をお祝いする、還暦をお祝いするという催しを地域のかた
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とともにされた時間だったなということで、参加してまいりました。 

         以上です。 

 

谷川委員     はい。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

谷川委員     各課の報告ありがとうございました。１月はできたら、こういう取組をした

けれども、まだまだ課題がこうだとか、抜けているところは何かというのをし

てもらえたらありがたいなと思います。いろんな取組をしてもらっているので

すけれども、やっぱりうまくいかない部分もあると思うので、それが何なのか

というのが分かればありがたいなと思います。 

         例えば、スポーツ保健課からあった体力向上プロジェクト、小５から中２に

向けてデータはあると思うので、今の中２が小５のときからどういう発育段階

をしているのかとか、あるいは小５のスポーツテストの体力診断テストの内容

が本当に発育発達段階に合っているものなのかどうか、そこも含めて検討して

もらえるとありがたいなと思っております。 

         私は、大津の方では投能力が落ちているというのは明らかなのですけれども、

投能力を実際やらなくて、いろんな運動をしながら投能力があげられないかと

いうことを学生と今データをとっていますけれども、いろんなバランスを考え

た運動をすれば、確実に投能力があがっています。そういうことも考えてもら

えるといいかなと思いましたのと、幼稚園が幾つか呼んでくださっているので、

保育所も含めてペダロを使ってバランス感覚をとらせるような運動を子どもた

ちにやらせてもらっています。発育段階に何が大事なのかということをもう一

度検討してもらえるといいのかなというふうに思います。 

         あと、学校教育課の人権教育の中で、３年ぶりぐらいにわかあゆ会のスポー

ツ教室、今年１１月にやらせてもらって、子どもたちとのふれあいもできたの

ですけれども、実はおとついですか、わかあゆ会の餅つき大会があって、私は

食べるだけ行ってきたのですけれども、地域の人もおじいさん、おばあさんも

来ておられたし、私が新田会館にいたときに小学生だった子も子どもたちのこ

とを思って裏仕事というか、お餅をふかしたりというのですか、そんな仕事を

しながら地域をあげて取組をしておられましたので、今までとどう違うのかと

言われると難しい部分もありますけれども、やっぱりまだまだ人権教育、部落

問題についても、学校教育課で力を入れてもらう必要があるんじゃないかなと

思いました。 

         以上、２点です。 
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川那邊教育長   よろしいですか。 

 

村山委員     はい。 

 

川那邊教育長   今、委員の方から幾つか御意見がございましたけれども、もしここで何か答

えるべきこと等があるようでしたら、あるいはまた別の機会でも結構ですけれ

ども。 

         では、幾つか課題とかもございましたけれども、また改めてそれについての

お答え等もお願いを、あるいは取組等もお願いしたいと思います。 

         それでは、教育長報告については、以上で終わらせていただきます。 

 

――――日程第５―――― 

 

川那邊教育長   次に、日程第５、「報告事項」に入ります。事務局よりお願いします。 

 

開校準備室長   開校準備室の永池でございます。「（仮称）老上第二小学校体育館建設工事

の変更契約について」御報告をさせていただきたいと思います。 

         報告書の２ページになります。従来より（仮称）老上第二小学校の建設工事

につきましては、契約金額等を御報告させていただいているところでございま

すけれども、今回、体育館部分につきまして変更契約がございました。ちょう

ど表に書いておりますけれども、ちょっと色塗りをしているところなのですが、

当初契約額が４億４，２８０万円だったところが、４億４，３８２万６，００

０円ということで、１０２万６，０００円の増加となったところでございます。

これにつきましては、一番下の方の二重丸が書いておるのですけれども、変更

理由ということで「公共工事設計労務単価の上昇に伴う工事費の反映」という

ことで、その分が増加になったものでございます。 

         若干、御説明させていただきますと、当該工事につきましては平成２７年の

２月２６日に契約を行いましたけれども、その後、３月１０日付で当市の契約

検査課の方から平成２７年２月から適用する公共工事につきましては、その設

計労務単価の運用に係る特例措置ということの通知がございました。その通知

によりますと、公共工事設計労務単価につきましては、平成２６年度当初と比

較しまして全国で平均４．２％、滋賀県では３．１％上昇したということでご

ざいますので、その特例措置の運用に対応するということになったものでござ

います。 

         今回の体育館の設計工事につきましては、２月１日以降に契約をしておりま
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すので、平成２６年度の労務単価から算出されたものよりも増加分を今回の変

更契約の中で契約をさせていただいたものでございます。 

         なお、それ以外の校舎とか電気、機械、工事期間等につきましては、平成２

７年１月に契約を結んでおりますので、その対象ではございませんので、それ

以外については変更はないということでございます。 

         少し契約金額の変更がございましたので、御了承いただきたいと思います。

以上でございます。 

 

川那邊教育長   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。よろしいでし

ょうか。 

         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

ますでしょうか。 

         はい。 

 

幼児課長     その他事項としまして幼児課の金森から幼稚園等の入園の関係の申込状況、

内定状況についての御報告をさせていただきたいと思います。 

         別にお配りしております「平成２８年度草津市幼稚園等入園申込状況」を御

覧ください。今回、平成２８年度の入園の園児募集につきましては、１１月１

６日から２０日の５日間に入園申込みの受付けをいたしました。その結果、４

歳、５歳児については若干定数を超えているところがございますが、全ての園

児を希望園に入園内定をさせていただいております。 

         笠縫東こども園の教育認定、３歳児につきましては、当初３０名の定数でご

ざいましたが、弾力運用を行いまして３６名の入園内定をしておりますが、５

６人の申込みがございましたので、これにつきましては１１月２７日に抽選を

行い３６人の入園内定をしたところでございます。 

         なお、参考に矢橋ふたばこども園の方でも教育認定がございまして、こちら

の方につきましては定数、３歳児８人につきまして４０人の申込みがございま

して、こちらについても同じように弾力運用しまして９人とっておりますが、

これも抽選による内定となっております。あとの４歳、５歳につきましては定

数内でございましたので、そのまま内定を出させていただきました。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

 

教育部副部長   はい。 

（街道交流担当）   続きまして、草津宿街道交流館の八杉から黄色いチラシと普通のチラシでご
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ざいます。一つは１月に「くさつ・歴史発見塾」を５回開催いたします。その

内容につきまして御案内させていただきますのと、もう一点は１１月に実施し

ておりました中山道の６７総選挙の結果が１９日土曜日から発表になっており

ます。第１位は信濃の塩尻市の奈良井宿でございます。２位が同じく長野県の

妻籠宿、３位が埼玉県の本庄宿ということで、草津宿につきましては第５位と

いうことで、日本橋と１票差で何とか５位までに入選したということでござい

ます。東海道のときより４，０００票近く多くのかたに御参加いただきました。 

         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１２月定例会を終わらせていただきます。次回

は１月２８日木曜日の午後３時半から定例会を開催する予定です。よろしくお

願いいたします。 

 

閉会   午後３時４８分 


