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開会   午後４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７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、７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、「６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、６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。 

         小中学校では１学期が終了しました。教職員の皆様の指導を初め、地域・保

護者の皆様の御支援や御協力をありがたく思っています。８月２５日まで、児

童生徒それぞれにとって有意義な夏休みであってほしいと願っています。 

         さて、報告の一つめは、岩手県矢巾町の中学２年の男子生徒がいじめを苦に

列車に飛び込んで自殺したとみられる問題と関わってです。新聞等の報道では、

「生活ノート」を通して担任に知らせていたこと、担任の対応、学校としての

情報共有などについて報道されていました。生徒の命が失われたことは大きな

ショックで、教育に携わる者として重く受け止めております。 

         本市のそれぞれの学校では、「いじめは許さない・いじめられている子を守

り通す」と、いじめ防止とともに、いじめられている子どもへの親身な対応に

心がけています。学校からの報告では、本年度は４月から６月まででいじめの

疑いのある事案も含めて２６件ありますが、早期発見・早期対応で全ての事案

は解決していると聞いています。 
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         しかし、指導が終わっても同じようなことが起こる可能性はあり、また新た

な事案の発生への危機感とともに、継続した指導が必要であると捉えています。 

         なお、今回は、担当課から本市のいじめの状況や対応等についてこの場で報

告をしますので、委員の皆様からは御質問や御意見をお願いしたいと思います。 

         報告の二つめは、本年度の子どもの読書活動に関する調査結果です。調査で

は、市内小中学校の児童生徒がこの５月に読んだ冊数は１３．７冊、中学校で

は４．３冊でした。全国の結果はまだ出ていませんが、恐らく小学校では今国

を大きく上回り、また中学校でも全国を越えるまでになったと思われます。 

         また、お伝えしたいのは、１か月間、本を読まなかった子どもの割合が小学

校で０．２％、中学校では６．６％と全国平均を大きく下回っていることです。

今後も、各学校における読書活動を推進していきたいと思っています。 

         三つめの報告は、歴史や文化に関わる草津からの発信です。先月に報告をし

ました街道交流館と草津宿本陣が行った「行ってよかった！行ってみたい宿場

町！」、名付けて「宿場町人気投票ＴＫＤ（とうかいどう）５７総選挙！！」

についてです。６月２日から３０日の期間、応募数５１０５票で、気になる投

票結果は、草津宿は第３位でした。第１位は三河の二川宿、２位は河内の枚方

宿でした。予想を上回る多くの応募で、街道や宿場への関心の高さを感じまし

た。また、草津の歴史を全国に発信するよい機会になったと思います。このこ

とについても、後で担当から報告をお願いします。 

         四つめは、市内小学校と立命館大学とが連携を図り、体力向上運動プログラ

ム及び体育授業プログラムを実施しましたが、その共同研究の検証結果を立命

館大学スポーツ健康科学部の大友智教授ら４名の先生から受けました。体育授

業へのタブレット活用や日常における短時間の運動の導入など、多くの示唆を

頂きました。近年、子どもの体力は低下傾向にあり、草津市においても例外で

はありません。今後も、子どもたちの体力向上に向けて連携した取組を進めて

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。 

         それでは今、私の方から報告をさせていただきました中で、いじめ問題に関

する草津市の状況について、まず簡単に報告をお願いしたいと思います。 

 

学校教育課長   先ほど教育長より報告の中で触れていただきました平成２７年度草津市立小

中学校におけるいじめの認知状況について、学校教育課の藤野が報告をさせて

いただきます。申し訳ございません。資料はございません。 

         先ほどいじめの事案が２０件、疑いのある事案が６件、合計２６件が４月か

ら６月末までの間に報告があったというふうに触れていただきました。それら

の認知に至るきっかけですが、保護者からの相談が１１件ございました。教師
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が気付いて認知をしたというのが７件、本人が訴え出てきたのが５件、その他

が３件でございました。 

         いじめの態様を見ますと、悪口を言ってからかうという行為が約６割を占め

ております。中には周りの雰囲気に流されてつい悪口を言ってしまったという

児童生徒あるいは遊んでいるつもりが人を傷つけていたという児童生徒もおり、

軽率な行動からいじめにつながっていることが伺われます。 

         続いて、悪ふざけから軽くぶつかる、叩くという事案が４件ございました。

無視をする。ふざけてズボンをずらすという行為がそれぞれ２件、報告として

あがってきております。いずれの事案もそれぞれの学校において早期発見、早

期対応を行った結果、解決済みであるとの報告を受けておりまして、現在のと

ころ、２学期に持ち越す事案はございません。 

         市内の公立小中学校では、それぞれの学校が作成をしております学校いじめ

防止基本方針に基づきまして、定期的にアンケート調査を実施するなど、状況

の把握に努めておりますが、まずは教師が子どもたちのＳＯＳを見逃さないよ

うにすることが大切であるというふうに考えているところでございます。        

いじめが疑われる事案等があれば、早急に学校問題対策委員会を実施し、対応

策の検討を行うとともに、学校組織として解決に向けた取組を進めているとこ

ろでもございます。 

         この学校問題対策委員会につきましては、その事案によって管理職やそれぞ

れの学校の生徒指導担当などの関係教職員だけではなく、心理あるいは福祉の

専門家のかたにもお入りをいただいて、それぞれの視点からアドバイスをいた

だく場合もございます。 

         また、それぞれの学校が作成をしておりますホームページあるいは学校だよ

りの方にも、このいじめ問題に対する学校の姿勢、いじめ防止に係る取組など

について広く発信をさせていただいておりますし、特に保護者のかたに対して

は、子どもたちの様子に気を配り、子どもの訴えに耳を傾けていただきますよ

うにお伝えをしてきたところでございます。 

         今回、２６件のいじめ、あるいはいじめの疑いのある事案というふうに報告

をさせていただきましたが、その多くが教師の気付き、保護者からの相談とい

うふうなところでございましたので、学校と家庭が連携をしていじめ問題の解

決を図ることができているのではないかと考えているところでございます。 

         なお、先ほどの教育長報告の中にもありましたけれども、各校ともに一定の

解決が図れたことで終わりとしているわけではなく、しばらくすると、また同

様の事案が起こる可能性もあるというような認識に立ちまして、全職員で個々

の児童生徒の様子の変化を敏感に感じ取って、見守り活動を継続しているとこ

ろでございます。 



 

- 4 - 

 

         以上、簡単ではございますが、平成２７年度末のいじめの認知状況の報告に

ついての報告とさせていだたきます。 

 

川那邊教育長   はい、ありがとうございました。 

         それでは、八杉副部長より「ＴＫＤ５７総選挙！！」についてお願いします。 

 

教育部副部長   それでは、教育長報告でもございました「ＴＫＤ５７総選挙！！」につきま

して、街道交流館の八杉の方から説明をさせていただきます。 

         この事業は昨今、街道ブームも続いておりまして、本陣や街道交流館に多く

の街道ウォーカーのかたが訪ねてまいられます。旧街道などに関する関心も高

まりつつある中ではございますけれども、姫路城のグランドオープンであった

り、松江城の国宝指定など、お城にはなかなかかなわないという状況がある中

で、これからももっと注目をしていただきたいということから、何かそういう

発信ができないかということで、６月２日から３０日まで現在の魅力ある宿場

はどこなのかなというふうな投票をさせていただきました。 

         投票は街道交流館とネットワークがございます東京、神奈川、静岡、愛知、

三重の資料館に協力を求めまして、資料館でのパネルへのシールを貼る現地投

票と街道交流館のホームページから御投票いただきますネット投票で実施いた

しました。資料提供をさせていただきましたところ、新聞各紙、またエフエム

滋賀を初め、ＮＨＫの大阪ラジオ等でも取りあげていただきましたし、それぞ

れ各府県の地域ＦＭなんかでも取りあげていただき、皆さんの関心が少しでも

高まったかなと思います。 

         結果の方はお手元に置かせていただいている資料のとおりでございます。７

月１８日から街道交流館で展示と併せて公表をさせていただいております。先

ほど教育長の報告にもございましたように、総投票数が５１０５票、そのうち

ネット投票が３２１５票、パネルでの投票が各施設併せまして１８９０票でご

ざいました。 

         １位は愛知県の豊橋の二川宿、そして２位が大阪の枚方宿でございます。そ

して、草津が第３位となっております。４位以下は資料にあるとおりでござい

ますが、この結果を見ておりますと、本陣とか淀川の船宿が残る枚方、また関

所が残っております箱根など、やはり宿場当時の施設が現存し、見学できる宿

場が上位に入っているのではないかなというふうに分析をしております。 

         また、街道を実際に歩かれたかた、最近ではテレビ等でもいろんな番組で街

道を歩く番組などが放映されておりますけれども、そういった施設に入れる、

見れるという部分で関心が集まってくるのではないかなというふうに思いまし

た。 
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         草津は３位ということで１位には及びませんでしたけれども、本陣という立

派な宿場町と施設が現存しておりますので、これからもますます魅力ある事業

の展開と発信方法等の工夫によりまして多くのかたに知っていただき、また訪

れていただけるように努めてまいりたいと思っております。 

         この結果と併せまして、夏休みには江戸時代の人気の宿場ということで、名

物合わせなどの資料から名物が取りあげられているような宿場も紹介した展示

を８月３０日まで行っておりますので、お時間がございましたらまたお運びを

いただけたらと思います。以上でございます。 

 

川那邊教育長   はい、ありがとうございました。 

         それでは、まずいじめ問題に関する草津市の状況について、何か御質問、御

意見等をお願いいたしたいと思います。 

 

杉江委員     はい。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

杉江委員     すみません。先ほど課長の方から今現在の草津市の状況というのをお聞かせ

いただきまして、本当に命が奪われたことに対して大変悲しい思いをした一人

でございます。報道されていた中に、生活記録ノートというのが私としてはす

ごく印象に残りまして、あそこに子どもさんがいろんな文を発信していたこと

に対して、どうだったのかなといろいろ報道をされているのが大きいかなと当

初あったと思うのです。草津の今の現状を聞かせていただいて、小学生だった

ら連絡ノートですとかいろんなものがあったように記憶しているのですが、中

学生に対してのああいう生活記録ノート、自分の日誌みたいなものを今、草津

の中ではどういうふうな状況に、草津もあるのかなと思いながら報道を聞いて

おりましたので、そこの掴んでおられる範囲でいいかと思いますので、お聞か

せいただけるといいなと思います。 

 

学校教育課長   生活記録ノートという名前ではないのですけれども、それぞれの生徒と担任

とが昔で言う交換ノートのような形でそれぞれの思いを聞き取ったりとか、そ

れに対して担任の方から返したりというふうな形で使っているという学校も聞

いております。 

 

麻植委員     学校も聞いておりますということでしたので、市内の中学校とか小学校、全

部あるわけではないということですよね。 
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学校教育課長   全てがノートでその思いを交換、共有するということではないと。 

 

麻植委員     そこの一つ、教訓となったのは、担任の先生だけに任せるのではなく、なぜ

その情報を上に吸いあげられなかったかなということだと思うのです。例えば、

そういう交換ノートのようなものをされている学校も担任と生徒だけの問題な

のか、そこをどこら辺まで把握されているのかとか、あと交換ノートをされて

ない学校はどういうふうな対応をされているのか、ちょっとお聞かせいただけ

たらと思います。 

 

学校教育課長   基本的には、全ての学校が実施をしておりますのは、教育相談という期間を

設けておりまして、担任が一人ひとりの生徒と話し合う時間というのを設定し

ております。これも学校のやりかたにもよるのですけれども、担任だけではな

くて、そこに教育相談が入ったりとか、あるいはあえて担任以外の者が話を聞

かせてもらう機会を作るためにというふうな形で工夫をしているところもござ

います。 

         そこで、あがってきた情報等については、学年あるいは教育相談主任、教育

相談部会等で共有もしながら、学校の方へその情報はあげていくというふうな

ことです。今回、先ほどもありましたけれども、それぞれの学校がアンケート

調査を実施していくというふうな話もさせていただいたのですが、その結果に

ついても決して担任だけでとどめるのではなくて、学年であったり学校として

共有をすると、そういうストレスがあるようなことを書いている子たち、ある

いはちょっと悩んでいそうなことを書いている子たちについては、そこで全て

集約をして再度働きかけをしたいと、確認をしたいという形で動いているとこ

ろでございます。 

 

麻植委員     草津の一つの魅力というか、その強みというのは弁護士さんがたのサポート

チームがおられると思うのですね。そういうふうな案件までなっているケース

もあると思います。個人情報だとは思うのですけれども。これはサポートチー

ムも充実して、草津がそういうことに目を向けているのは何年前ぐらいからに

なってますでしょうか。 

 

学校教育課長   サポートチームは６年、７年前からだったと私は記憶しております。その頃

からできあがってきたものかなと。そこから随分充実もしておりますし、その

サポートチーム会議についても、単に会議だけではなくて、例えば学校が緊急

で相談をしたいということがあれば、メールであったり電話であったりという
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ふうなことででも御相談に載っていただけるような体制を今作っていただいて

いますので、その意味では大変ありがたいです。 

         それから、スーパーバイザーのかたが、モニタリングといいまして、それぞ

れの学校を巡回していただく、子どもたちが学習している様子を後ろから見て

いただく中で、ちょっとこの子は気になるなということも教えていただいて、

その子について、再度学校の方でもさらに詳しい把握をしていきたいという形

で進めさせていただいているところもございます。 

 

麻植委員     もう一点だけすみません。岩手県が今回、本当にとても悲しい事件だったの

ですけれども、いろんな教訓として、いじめという言葉でぼやかされてしまっ

ている、本当は年齢が重なれば犯罪ということもありますから、警察と連携と

いうのはとても大事だなと思っているのですね。子どもたちの未来もあるので、

そこに事件性を持たせてしまっては駄目かもしれないですけれども、それが駄

目なことだよと、それは子どもだけではなくて保護者も一緒だと思うのですが、

そこをしっかり啓発も込みでしていかないと駄目だと思うのですけどね。警察

との連携というのは、学警連絡会があるのは存じているのですけれども、それ

以外の展開はどんなようになっていますか。 

 

学校教育課長   基本的に中学校につきましては、毎週１回、生徒指導の担当者が全部集まり

まして、市内の学校問題に関わって協議をしたり情報共有をしたりというふう

な形で動いております。それが終わりました後、警察の方へ主事が出向きまし

て、学校の状況を知らせていただいたりとか、あるいは警察の方で掴んでいた

だいている情報も聞かせていただいて学校に戻ってきたりという形で、常に連

携が図れるようにというふうなことで動いているところです。 

         小学校の方についてはそこまでまめにではないのですけれども、小学校の方

につきましても生徒指導担当と学校長とで寄せていただいて、相談をかけさせ

ていただいたりとかいうふうな形で動いておりますので、かつてに比べるとそ

ういった連携は随分と密になっているのかなというふうに思っているところで

ございます。 

 

麻植委員     一番吸いあげていかなければならないことではあるのですけれども、担任の

先生が自分のクラスでそういうことがあったのは、自分の指導力がなかったか

らだというふうにして、担任の先生が抱え込んでしまうことで上に情報が回っ

ていかないこともあるだろうと思うので、逆にそこをそうではないんだよと言

ってくれることの方が、その目がしっかり行き届いている証だというふうな形

で、担任の先生の評価の形を持っていてくださると、もっともっと本当に出て
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くるのかなと思ったりします。 

         あともう一つ、先ほど教育長の報告からもありました保護者からの認知する

ための情報があがってきたときにお話もあったのですが、各学校の保護者の組

織としてＰＴＡがありますから、そこもどういうふうに機能をされているのか

とか、それを学校のＰＴＡの活動として把握されているのかとか、親が直談判

のように学校に行くのではなく、うちの学校は例えばこういうふうな体制があ

ったり、ここを気を付けなければならないというのは、地元のかたがたが本当

によく御存じだと思うので、例えば児童委員さんだったり民生委員さんだった

りとの連携もとても大事かと思うのですけれども、そこら辺をどんなふうな形

で連携されているかをちょっと聞かせていただけたらと思います。 

 

学校教育課長   民生委員さんのかたがたとは、それこそ学校へお越しいただいて連携をとら

せていただく、あるいは学校の方から相談をかけさせていただいたりという形

の機会はもっております。 

         ＰＴＡ組織の中に、そういう体制があるかというと、それぞれの学校による

のかなというところがあるのです。 

         ただ、保護者さんの中で自分一人でなかなか判断しにくいというのか、動き

にくいというふうなかたもいらっしゃいますし、そういうかたがたについては

例えば地域の保護者さんの集まりであったりとか、そういったところで相談を

かけられて、別のかたから相談、悩みを聞いたのだけれどもということで連絡

をいただいたというふうなこともありますし、それぞれの学級ごとにも組織が

ありますので、そういった委員さんの方へ連絡をされて、そこから連絡を受け

たというふうなこともございます。 

         中には直接伝えに来られるかたがたもいらっしゃいます。 

         ただ、そのあたりは学校としては、そういう思いを持っておられるかたにつ

いては、どうぞ学校の方へ連絡してくださいというふうな形でお伝えをしてい

る部分があるので、逆にそうやって報告をいただいて、相談をいただくという

のは学校としてはありがたいのかなと思っているみたいです。 

 

麻植委員     すみません、一人でいくつも。もう一つよろしいですか。 

         公立の小中学校というと、草津市立というとどうしても小中までなのですけ

れども、事件数を見てくると高校生というのが大きな青少年というくくりでは

あると思うのです。そうなってくると、今は各学区というのがすごく大切にさ

れて、まちづくり協議会もそうですけれども、学区でということになるのです

が、学区を越えた連携というとこら辺がちょっと見えにくかったと。それは個

人的には児童委員さんとか民生委員さんとか関係機関のかたともお話しする機
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会があったので、ちょっとお話を聞いたのですけれども、学区以外の連携とい

うのはなかなか難しい。学校同士の連携はされているのですけれども、保護者

のかた、地域住民としての連携というのがなかなかできないので、そこにちょ

っと目を向けていただけると、草津市全体、オール草津でというところら辺が

見ていけるのではないかなと思ったのですみません、一人で長々と。また考慮

していただけたらと思います。 

 

川那邊教育長   たくさんの質問、意見をありがとうございました。草津市では、草津市いじ

め防止基本方針というのを既に策定しておりまして、今出ていたことは全てそ

の方針に書かれております。今後、この方針に記載されていることをより徹底

していただき、そういうことをまた今後続けていただきたいと思います。 

         よろしいでしょうか。 

 

麻植委員     はい。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

谷川委員     草津の２６件の話を聞いて、保護者が相談した、教員が見付けた、本人が言

ったと。連携ができているのはものすごい大事なことだと思うのですが、事象

が起こったときに保護者、今まで何をしてたのと、新聞社はもちろん学校、学

校ですよね。そうではない部分にもっとスポットを当てないと、これはなくな

らないのではないかなと思いますね。そういった面から草津市はすごく丁寧な

対応をしておられるのではないかなと思いました。 

         私も教員時代は早期発見、早期対応、組織として動こうということで、授業

が終わった後、いつも学年で集まっているのでつぶやきをしようと、今日の授

業は誰々いつもと違って元気がなかったなとか、そんなことをみんなで言い合

って毎日毎日、連携を取り合おうと、多分それは今も続いていると思うので、

そういうことの積み重ねが大事なのかなというふうに思うのです。 

         文科省の岩手の記事、ネットで見ると全部削除されていますね。これは何で

なんですかね。見たのですけれども、多分昨日とか見たらないし、何日かで全

部消えてしまうのかなと思っているですが、すみません、ちょっと確認してく

ださい。 

         最終、事象が起こったときにどうなって、対処療法的なことばかり、では、

将来的にどうするのかというのがいつも考えられない、社会としてどうするの

かと。政治の世界の中でももっとひどいことを一杯やってて、こんなことが起

こったら学校は何している、文科省はいろいろな対策をみんなに流しているや
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ないかと。それだけで、では具体的にどう動いているのかというところは全然

ないので、そこへ踏み込んでいかないと、まだまだこんなことは出てくるので

はないかなという恐れはあると思います。だから、それぞれがこんな取組をし

ているという本音の話し合いをする機会が持てればいいのかなというふうに思

っています。 

 

川那邊教育長   また、担当課の方でよろしくお願いします。 

         それではもう一つ、ＴＫＤ５７の総選挙についてですが、草津のほうから発

信をしていただいたということで、何かございますでしょうか。 

 

杉江委員     ベスト３ということで、大変嬉しいなと思ってインターネットを見ておりま

した。やっぱり現存するものが強みだとおっしゃったのですが、本当にそのと

おりだなと思いましたし、大事な草津の力、遺産ですので大事にしていくとい

うような意識を改めて持つことができました。大変おめでとうございます。 

 

谷川委員     これは投票している人の年代はどんなものですかね。 

 

教育部副部長   年代までは掴めてないのですが、やっぱりネット投票が多いので、恐らく地

域でまちづくりに関わっておられるかたであったり、そういうようなかたたち

の投票も相当あったのではないかなと思いますね。アクセス数の地域別を業者

から見せていただいた部分があるのですけれども、豊橋市とか枚方市はこの期

間に非常にアクセス数が増えていましたので、地域のかたの応援もあったので

はないかなと思っております。 

 

谷川委員     ６０を超えた人ですか。 

 

教育部副部長   恐らくシールを貼って現地で投票しておられるのは、５０００票余りのうち

１８００票余りが現地投票ですので、それは恐らく実際に歩いておられるかた

だろうと思いますので、シルバー層のかたが中心だと思います。 

 

麻植委員     いいですか。 

 

川那邊教育長   はい、どうぞ。 

 

麻植委員     宿場町という宿と付いているからには、街並みもとても大事な要素かなと思

っていて、草津は本当に立派な本陣が残っていますし、街並みを残していく景
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観という部分ももっと力を入れていければいいのかなと思ったりしました。 

         例えば、本当に丁寧に見ていると、街道交流館、楽座館にも置いてあります

鬼瓦のかわりに動物の瓦があったりとかする。目線をちょっと上にあげると、

あそこの近くに桃の鬼瓦があったりとか、いろんな鬼瓦が今は点在しているの

で、例えば鬼瓦のスタンプラリーだったりとか、いろんな今、残っているもの

を生かしながら、また歴史を楽しんでもらう仕掛けを街並みも込みでしていけ

ると、本陣だけに来るのだけではなく、楽しみかたが増えるのではないかなと

思ったりしています。検討してみてください。 

 

川那邊教育長   では、どうぞ。 

 

村山委員     たまたま最近、この五十三次を歩くのを始めたというかたに出会いまして、

やっぱり建物があれだけ大きくあるというのは本当に強みだなと。そのかたも

歩いてみて実際に、ほかのところでそこの宿はどこか周りの人に聞いても曖昧

で分らなかったようなところもあったらしくて、それを考えるとやっぱりこれ

だけのものが残っているというのは、本当に強みだなと思うし、先日テレビで

も放送されましたけれども、この間の俳句王国の番組の中でも本陣をふんだん

に紹介されて、一視聴者として見ていても楽しそうだなというか、そういうふ

うに思われたかたも多分多いのではないかと思いますので、あそこまで着物を

着てとかはなかなか難しいと思いますけれども、ちょっとでも体験をまぜたり

とか、過去のそういう歴史実感できるようなことを、ぜひこれからどんどん織

りまぜながら、いろんなイベントを企画していってもらえると、３位という輝

かしい順位がより生きてくるのではないかなと思いました。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。何よりもすばらしいのは、この企画を街道交流館

と本陣、草津が全国をリードして行ったと、これはすばらしいことだと思いま

す。今後もそれぞれにおきまして、草津が全国をリードするような取組が進め

られればというふうに思っております。 

         それでは、７月にあった行事等でもし何か御意見、御感想等がございました

らお願いします。 

 

麻植委員     よろしいですか。すみません。いじめが今回のお話でしたので、ちょっと御

報告みたいなことでお話しさせてもらったらと思います。 

         「キクとイサム」という映画を御存じでしょうか。本当に５０年ほど経過し

ているのですけれども、日本の社会が戦後から高度成長の時期に戦後に取り残

された問題にスポットを当てた映画なのですけれども、この映画の舞台が滋賀
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県ではなく、この映画の制作者が角正太郎さんとおっしゃいまして草津市在住

のかたでした。その主人公になられたキクとイサムさんのイサムさんのほうは

今も草津市にお住まいです。この資料をたまたま「湖国と文化」で２回掲載さ

れていた中で、本当に感動したところがあったので、御紹介ができたらと思っ

ているのです。 

         この作品はブルーリボン賞作品賞とか、文部大臣賞とかをとられた本当にす

ごい映画なのですけれども、今から御紹介したいところが本文なのです。この

ジョージさん、今イサムさんとおっしゃいますが、ジョージさんの当時、生の

言葉で、草津に養子として来られたのですけれども、「ここに来ていじめはな

かった」とおっしゃっているのですね。それはこのかたによると、「僕が転校

してくるまでに、小学校ではこの映画を見せたようだ」と。つまり転校先の草

津小学校では、全校でこの映画を鑑賞し、事前学習し万全に受入れ準備をして

いたようだということなのですね。 

         いかに本人の力ではなく、草津の教育現場がいじめ問題、そこにスポットを

当てて丁寧な対応を５０年前されていたと。これは誇らしい部分でもあります

ので、草津市でもぜひ自らやっていた教育の方向性、姿勢をもう一度見直しな

がら大事にしていきたいな、今のいじめの話があったので、これはぜひ我が草

津がやっていた教育ということで御紹介をしたくお話しさせていただきました。 

 

川那邊教育長   ありますか。はい、お願いします。 

 

村山委員     私、先日、テレビでＮＨＫで放送されていました東京大学の研究室が全国の

学校に対応がなかなかできない子どもたち、発達障がいと言われるような子ど

もたちを全国から集めて、実際は持っている優れた才能を発掘していこうとい

う取組を昨年から始めた、ロケットという名前の取組だそうなのですけれども、

それに関する番組を見ました。その中で、通常の今までの教室、授業だと、な

かなか対応できなかった子どもさんがいて、それがきっかけで授業がなかなか

受けられなかったり、勉強が遅れて不登校になってしまったりとか、そういう

ふうなことになっていたお子さんがデジタル機材を使って、例えばそこで紹介

されていたケースですと、文字を書くことはなかなかできない、そういう障が

いを抱えたお子さんがタブレットを使って入力することで、板書ができるよう

になって勉強もわかるようになって、みんなと一緒に授業を受けられるように

なったという例が紹介されていまして、草津でもこれだけＩＣＴを整えている

中で、それはきっと応用できることなのではないかとすごく感じました。 

         今、実際、どれだけそういうのが行われているのかわからないですけれども、

例えば特別支援学級では、そこでＩＣＴを生かした授業をどんどんされていま
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すが、またこれからもっと導入されていくに従って、より一歩進んでそういう

ふうに、今までできなかったことができるようになるというのは、どんどん実

践されていくといいなと思いました。それはその子だけではなくて、周りの教

室の、ほかのクラスメイトのお子さんたちにとっても、今まで見落としていた

部分、その子がまた今度、今までいろいろできないと思われていた子が入って

くることによって、その子が今まで持っているみんなが見えていなかった部分

は、実はこの子、こんなすごいところがあるというのが見えてきたりとか、そ

ういうのがすごくよくわかる番組でしたので、ぜひ草津でもそういうことが実

践していけるといいなというふうに思いました。 

 

川那邊教育長   はい、ありがとうございます。 

         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４２号 草津市教育委員会事務外部評価委

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。 

 

教育総務課長   はい。教育総務課の太田でございます。 

         「議第４２号 草津市教育委員会事務外部評価委員会委員の委嘱につき議決

を求めることについて」につきまして、御説明申しあげます。 

         議案書の３ページを御覧いただきたいと思います。 

         教育委員会事務の点検および評価につきましては、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律に基づきまして、平成２０年度より行っておるところでござ

いまして、この点検および評価の客観性を高めるために、外部評価委員より意

見や助言をいただいております。今年度につきましても同様に進めてまいりた

いと考えておりまして、草津市教育委員会附属機関運営規則に基づきまして、

公募委員を含めます３名の外部評価委員の委嘱を行おうとするものでございま

す。 

         委員の資格者につきましては、４ページに記載の別表第１の表中のとおりで

ございますが、学識経験を有する者といたしまして、滋賀大学教授の糸乗前さ

ん、学校教育の関係者といたしまして、元公立小学校校長の駒井照子さん、そ

れから公募市民につきましては、下村修一さんの以上３名のかたでございます。 

         なお、任期につきましては、平成２７年８月１日から平成２８年３月３１日

まででございます。 
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         以上、御審議のほど、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きまして、何か御意見、御質問はございませんか。 

         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４２号は原案どおり可決いたします。 

         次に、「議第４３号 草津市立少年センター運営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。 

 

生涯学習課長   「議第４３号 草津市立少年センター運営委員会委員の委嘱につき議決を求

めることについて」、生涯教育課の奥谷が御説明を申しあげます。 

         議案書の６ページをお開きください。 

         草津市立少年センター運営委員会委員につきましては、少年センターの活動

について御意見をいただいておりますが、現在委嘱しております委員の任期が

８月末日で満了となりますことから、新たに委嘱しようとするものです。 

         委員の構成につきましては、議案書のとおり１５名で、任期は平成２７年９

月１日から平成２９年８月３１日までの２年間です。 

         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にお願いいたし

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。 

         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４３号は原案どおり可決いたします。 

 

――――日程第５―――― 

 

川那邊教育長   次に日程第５、「協議事項」の「教育委員会事務の点検および評価の報告書

（平成２６年度）（案）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   教育総務課の太田でございます。協議事項「（１） 教育委員会事務の点検
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および評価の報告書（平成２６年度）（案）について」を御説明申しあげます。 

         協議書の４ページ、５ページを御覧いただきたいと思います。 

         教育委員会事務の点検・評価につきましては、本年５月より事務を所管いた

しますそれぞれの担当所属で原案を作成いたしまして、事務局の担当所属で構

成をしております点検・評価実施会議におきまして、平成２６年度の教育委員

会事務の点検・評価の作業を進めてきたところでございますが、このたび内部

評価といたしましてとりまとめを行いましたので御報告をさせていただき、委

員の皆様に御協議いただきたく、本日提案をさせていただいたものでございま

す。 

         まず点検・評価制度の趣旨でございますが、平成１９年６月に地方教育行政

の組織及び運営に関する法律が改正され、平成２０年４月から全ての教育委員

会で事務の点検評価を行い、その結果に関する報告書を公表することが義務付

けられたところでございます。 

         このような中、草津市では平成２２年３月に第１期の草津市教育振興基本計

画を策定いたしまして、現在は当計画の進行状況と合わせまして点検評価の実

施をしているところでございます。 

         次に二つ目でございますが、点検・評価の対象でございます。草津市教育振

興基本計画の施策の基本方向として位置付けをしました九つの目標と３９の施

策を対象としております。 

         次に３番でございます。点検評価の方法および評価手法でございますが、評

価に当たりましては草津市教育振興基本計画の３９の施策を２９の具体的目標

ごとに１年間の主な取り組みの成果と今後の課題について事後評価を行いまし

て、２６の具体目標の評価から九つの目標を評価させていただいたものでござ

います。また、評価指標のうち目標評価につきましては、４ページの下にござ

います表のとおり、具体目標評価を点数化いたしまして、その平均点からＡＢ

ＣＤの４段階に評価をいたしております。 

         次に５ページの表を御覧いただきたいと思います。具体目標の評価につきま

しては、各具体施策の平均点から評価をしておりまして、具体施策の評価につ

きましては、具体施策に対応する事業の取組の状況を事業の実績値の推移や主

な取組の成果から総括的にａｂｃｄと評価いたしまして、これを点数化した平

均点から評価をしております。 

         次に６ページから１０ページには草津市の教育振興基本計画の基本理念と基

本方向を掲載しております。また１１ページ以降、６３ページまでには具体目

標ごとに評価シートを作成しておりますので、その中の１シートを例にとって

説明させていただきたいと思います。 

         ４３ページ、４４ページを御覧いただきたいと思います。 
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         ４３ページ、４４ページの二つのページで一つの評価シートとなっておりま

す。４３ページの一番上の表が評価シートの表題となっております。こちらの

シートは具体目標が学校施設の整備の評価シートとなっております。 

         ４４ページの上の表でございますが、具体目標の学校施設の整備についての

取組状況といたしまして、六つの事業がございます。それぞれの事業について

項目を設定いたしまして、その項目について平成２５年度と２６年度の実績値

を表記いたしまして、推移を矢印で示しております。一番右端の評価の欄にご

ざいますが、実績値の推移だけでなく、４３ページの中程にございます主な取

組の成果と合わせまして、総合的に評価を行いましてａｂｃｄの４段階で評価

を行っております。ａは３点、ｂは２点というふうに点数化をいたしておりま

す。この事業の取り組みの平均点が４３ページ中段の上にございます「具体施

策」という表の評価点数となっております。そして、具体施策の平均点が４３

ページの一番上の表にございます。「具体目標」「ア」「学校施設の整備」の

評価点数の２．７点という具合になっております。 

         このようにいたしまして、取り組んだ事業ごとの評価をわかりやすくするた

めに、点数化をいたしまして可能な限り見える化を図り、４３ページ中段以降

の主な取り組みの成果や今後の課題の整理を行いまして、３９施策、２６の具

体目標ごとにまとめさせていただいたところでございます。 

         なお、全ての評価結果につきましては、後ろ、６４ページに一覧表としてま

とめさせていただいております。 

         また、６５ページ以降でございますけれども、草津市教育委員会の活動を掲

載させていただいております。特に６６ページにございますが、平成２６年度

の教育委員会の主な取組と活動、そして活動総括もまとめさせていただいてお

ります。そして、６７ページから７０ページには、平成２６年度に当教育委員

会で審議いただきました案件について掲載をしております。 

         申し訳ございませんが、もう一度協議書の５ページに戻っていただきたいと

思います。 

         中程の４番の外部評価委員会でございますが、先ほど議決をいただきました

３名の委員のかたから今後開催をいたします外部評価委員会の中で意見や助言

をいただきまして、最終的に評価報告書をまとめさせていただきたいと考えて

おります。 

         また、５番目の教育委員と外部評価委員との懇談会の開催につきましては、

本日いただきます御意見を反映いたしまして、来月の８月１９日と３１日に開

催を予定しております外部評価委員会に諮らせていただいた後に、９月に予定

をしております３回目の外部評価委員会の中で教育委員の皆様との懇談を行い

たいというふうに考えております。今後また日程等を調整させていただきます
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ので、よろしくお願い申しあげます。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございますか。 

 

麻植委員     すみません。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

麻植委員     この外部評価のたくさんある表に関しても、これを外部評価委員さんに点検

していただくことになると思いますのですが、案ということはこの中の評価の

記載方法も今まだ検討中というか、その案に対しての意見があれば、今、言わ

せていただいても大丈夫ですか。 

 

教育総務課長   はい、そうです。一旦事務局の方でまとめさせていただいた中で、今回、協

議ということで委員の皆様がたから意見を頂戴しようというものでございます

ので、中の方でシートも含めまして御意見等ございましたらいただければなと

いうふうに思っております。 

 

麻植委員     そしたら何点か、すみません。 

         外部評価委員の点検評価の表もこれで私は３回目になるのですが、例えばど

うしても地域協働合校でしたらば重複して見ることになるので、これに関した

ことはここのページも関連がありますというような記載を少ししてもらうと、

とてもありがたいなと。 

         例えば、１２ページのところでしたら、６２ページ、６３ページのところも

地域協働合校のことで書いてあると思います。そこにも関連記事がありますと

かの記載が少しあると、関連性が見えてきてありがたいなと思うのがまず１点

です。 

         本当にたくさんあるのであれですけれども、例えば１８ページの（７）－１

です。市内の二つの小学校においてモデル的実施をしたということでしたので、

これが検証されている部分というのは、この数字は実施校数が２校なのでｂと

いう評価なのか、どういうふうな結果になったのかとかいうのがどういうとこ

ろに書いていただけるのかなとか。 

         ごめんなさい、ちょっと戻りますが、今さっきの１２ページで言い忘れたの

です。この１２ページというページ数の本当に少し上の（４）－２です。ここ

は「中学校区において、保・幼・小・中・高の連携の中で」と書いてあります
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が、先ほどいじめのところでもお話をさせていただきましたが、高校というの

が草津市立ではないので、どういうふうな高校との連携をされているかという

のが、この言葉だけでは連携という意味ではちょっと見えないので、具体的に

書いていただくことがありがたいなというふうに感じました。 

         あと、２４、２５ページのレッツエンジョイシンキングのところは５年生の

みが対応でしたでしょうか。年１５回の家庭学習の問題というのは全学年では

なかったように思うのですが、それがどこかに書いてあるのかなと思いました

ので、そこも少し情報が欲しいかなと思いました。 

         次の２６、２７の１２－（２）です。中学校における「授業がよくわかる」

の肯定率が低下しているとありました。その下の「授業改善の必要性を啓発し

ていく必要がある」ということなので、この具体策はこれから検討するという

形で理解をすればいいのかなと、そこも思いました。 

         あと、次のページの２８、２９の中ですが、図書の関係です。これも以前、

お話しさせてもらっていましたが、子どもに対する図書の部分のことはすごく

充実しているのですが、市民向けの大人の学びという点で５２ページのところ

に関係するのですけれども、団体一括貸し出しというのは学校関係だけのとこ

ろがあがっているのですね。ちょっとお話をしましたが、市民が学ぶ場所とし

て図書館とか公民館も教育基本法の中であがっていると思うのですけれども、

公民館への貸し出しとか、そういうものは団体一括貸し出しということで対応

できるのであれば、そこも広げて書いていただけたらありがたいなと思いまし

たし、あと先ほどから生徒たちの読書のパーセンテージが出たりしているので

す。これは中学生であれば、多分学校で借りる本もあれば自ら図書館に出向い

て借りる本もあるかなと思うのですが、中学生が借りた本の冊数というのは学

校だけの冊数なのか、そこも学校での貸し出しと中学校、図書館では図書カー

ドに年齢を書いているのであれば、中学生が図書館に自ら足を運んで借りたこ

とも読書しているという意味ではここに反映してもいいのかなと感じました。 

         あと、３９、４０ページの小１プロブレム、中１ギャップのことなのです。

小１プロブレムも草津市がほかの市町に比べると少しパーセンテージが高いと

お聞きしましたが、例えば職員の加配がありますが、対処療法のような気がし

ているので、根本的にどういうふうにすれば小１プロブレムがなくなるのかな

というところも考慮する部分が、例えば今後の課題とかにあがってくると嬉し

いなと思いました。 

         あと、４７ページのところで、今後の課題の中なのですけれども、大量に廃

棄処分する学校があるということがあげられていると書いてましたので、この

考え方を周知することが必要であると書いてありますが、例えば図書館でした

ら、廃棄処分のかわりに市民へのリサイクルのような感じでやってられた気も
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しますし、そこで考慮してくださればいいなというふうに感じました。 

         あと、４９、５０ページです。真ん中の市の取組の成果の中の「各教育委員

が個人で積極的に学校に訪問し」というのを書いてくださっているのですが、

横のページの５０ページのところには、実績報告数の中では昨年度よりも例え

ば１５回に減っています、それの関係でｂにさがっている、この関係だけじゃ

ないかもしれないけれども評価がｂにさがってますので、多分教育委員さんが

個人で積極的に学校訪問をして自ら動いてくださるということは、私は評価が

どちらかというといい方向へ向いてくださる、この数字だけではなくて、そう

いうところをこの表の中で反映してくださると嬉しいなと思いました。 

         そういう意味で表の中のことで申しあげると、６０、６１ページの中なので

すけれども、市民文化祭の評価がｂになっています。市の取組の成果としては、 

（３９）－２で２６年度から一般市民枠を増やして、よりよく市民の文化交流

が成果としてあがったと思うのですね。これは今まで本当に登録団体だけでの

参加であったものが、初めて市民が参加できたということは本当に大きな大き

な成果かなと思っているので、私、ここの部分だけはこのｂという評価は、今

まで５０何回の文化祭が連綿と続いた中で初めて市民の団体の方が参加してく

ださったと。これはそれをしっかり評価していただきたいなと感じました。 

         すみません。たくさんで申し訳ないですけれども、以上、案としての議案で

したのであげさせていただきました。 

 

川那邊教育長   今の点について何かございますか。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。 

         麻植委員さんからたくさんの御意見を頂戴いたしましてありがとうございま

した。すぐに反映できるようなものがございましたら、次の外部評価委員会ま

でには反映をさせていただこうと思いますが、たくさんいただいた中で担当課

の方と相談させていただいて、内容の確認であったりとかする部分もございま

すので、その辺、また担当課と相談しながら進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 

麻植委員     よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   ほかにございますか。はい、どうぞ。 

 

村山委員     １５ページのジュニアスポーツフェスティバルの参加人数を比べているとこ

ろで、去年などもいろいろ見比べてみたりもしたのですけれども、今回は推移
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は減ってはいるけれども、多分３人だけということで評価はａなのかなと思っ

たのです。去年の外部評価委員さんの御意見で、児童の数は毎年変動するので

評価の項目は児童数ではなく参加の割合にしてはどうかというのがあったので

すね。これ一つに限らず、比べる方法をもしかしたらより中身に沿ったものに

できる部分が、そういう部分を検討していくことはできるのではないかなと思

うのですが、やりかたに関しては何年か変えないというのはあるのでしょうか。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。 

         今の実績の評価につきましては、平成２２年度から大体こういう形でさせて

いただいております。今、村山委員さんがおっしゃっていただきましたように、

評価の項目であったりとか考えかたであったりという点につきましても、今年

度５月から事務局の方で実施会議をいたしております。その中でも意見が一部

出ておったわけなのですけれども、ちょうど今、２７年度行います２６年度の

評価につきましては、第１期の教育振興基本計画のちょうど終わりであるとい

うことで、一旦区切りになるという意味合いで、評価の継続性という観点から

こういう形でさせていただきたいなというふうに実施会議の中では意見をとり

まとめさせていただいたところでございます。 

         ただ、それでよしというわけではありませんので、また今後直すべきところ

は直して質の向上に努めてまいりたいというふうには思っております。 

 

村山委員     では、例えばそれは今年度分の評価からは新しい場面になるということで、

もしかしたらもうちょっと全体的に評価も見直す可能性もあるという意味合い

でしょうか。 

 

教育総務課長   はい。 

 

村山委員     前から気になっていて、何回か私も意見を言わせてもらったこともあったの

で、本当にすごく細かい作業で本当に大変だなと思うので、せっかく一つ一つ

見直していっていただくのであれば、より実態に沿ったというか、点数で同じ

数値として出すのでも、より正しい評価ができる方向でやってもらうのが現場

の皆さんにとってもいいだろうし、市民の皆さんに見ていただくのにもいいだ

ろうし、今後の課題に対応していくのにもより則したというか、利用できるの

ではないかなというふうには思うので、ぜひそこら辺を検討していっていただ

ければなというふうに思いました。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。 
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         貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。今後は質の向上とい

うところも努めようと思っています。 

         教育という面でいきますと、点数化というので全て表せないという部分がご

ざいますので、今、村山委員さんがおっしゃっていただきましたような形で、

点数だけではなしにほかのところも含めて、もうちょっと評価として見える化

ができたらなというふうには思っておりますので、我々事務局のほうも素案と

して考えさせていただくわけなのですけれども、またいいお知恵がございまし

たらお願いしたいというふうに思っております。 

         ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   ほかに質疑、御意見ございませんか。 

 

谷川委員     一つだけ。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

谷川委員     ４２ページの（２４）－１、学校安全対策ボランティア巡回事業、５００人

ぐらい増えているのですが、ｂになっているというのは。スクールガード登録

者数が３２８０から３７６０に増えているのですけれども、これがｂになって

いるのは高齢のかたが多いからということですか。 

 

川那邊教育長   はい、どうぞ。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。 

         こちらの方は登録者数が増えたとは申しますものの、もともとの目標値があ

りまして、そちらの方の達成値までは及ばなかったことでｂ評価ということで

させていただいた経緯がございます。 

         すみません。ぱっと出てこないのですが、平成２６年の時点でのスクールガ

ードの見守り活動いただける人数をこの３７００ということではなしに、４２

００やったかな、そういうような数字を別途設定しておりまして、その数値に

は及ばないということでｂ評価としたようなところでございます。 

 

谷川委員     わかりました。 

 

川那邊教育長   ほかにいかがですか。よろしいですか。 

         それでは、協議事項は以上で終わらせていただきます。 
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――――日程第６―――― 

 

川那邊教育長   それでは、日程第６、「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   教育総務課の太田でございます。 

         「報告事項（１） 志津南小学校校舎棟増築工事の請負契約を締結すること

について」を御報告申しあげます。 

         報告書の２ページを御覧いただきたいと思います。 

         当該工事につきましては、児童数の増加に伴いまして、校舎等の増築を行う

ものでございますが、工事予定価格が１億５０００万円以上の契約につきまし

ては、条例の定めによりまして議会の議決が必要といたしますことから、去る

６月３０日の定例市議会におきまして契約の議決をいただきましたので、御報

告するものでございます。 

         まず契約金額でございますが、建築工事の契約金額が１億５５５２万円ござ

いまして、そのほかに電気、機械などの関連する契約と合わせますと、合計が

１億８３１６万８０００円の契約金額となるものでございます。 

         また、工事の期限といたしましては、来年の平成２８年３月１５日まででご

ざいます。 

         次に、工事の概要といたしましては大きく四つございまして、一つめが鉄筋

コンクリート造り２階建ての校舎棟を新たに増築するものでございます。二つ

めが既存の校舎棟にございます昇降口を改修するものでございます。三つめと

いたしまして外溝工事がございますが、増築校舎棟の周りに側溝を設置します。

また、現在増築する部分にございます遊具を別の場所に移設をいたしたいとい

うふうに考えております。最後に、増築工事にかかります照明や放送整備など

の電気工事と給排水などの機械工事を行う予定をしております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   続いて、お願いします 

 

開校準備室長   続きまして、「報告事項（２） （仮称）草津市立老上西小学校の校章・校

歌（歌詞）募集について」、開校準備室の永池が御説明をさせていただきます。 

         報告書の３ページからが資料となります。 

         前回、この定例教育委員会で校名につきまして、老上西ということで御報告

をさせていただきましたが、今回校章と校歌、歌詞につきましては一般公募を

するということで、御報告をさせていただきたいと思います。 
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         資料の６ページ、上の方の６番を見ていただきますとありがたいと思います。 

         募集期間ですが、平成２７年７月１５日から９月１５日まで２か月間、募集

をするということで現在募集をしております。もし委員の皆様がたに御案内、

問い合わせ等がございましたら、こういうことで募集しているということで御

案内をいただければと思います。 

         ちなみに現在、まだ始まって間がないのですけれども、校章については１件、

校歌については４件ございます。もう少し９月１５日までございますので、も

し募集していただけるかたがおられましたら募集していただきたいと思います。 

         なお、７月１５日号の広報に掲載していますし、ホームページにも載せてい

ますし、各市民センター等にも配付等をしておりますので、御承知おきいただ

きたいと思います。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   続いて、お願いします 

 

学校政策推進課長   「報告事項（３） 草津市漢字検定・文章検定料補助金交付要綱の一部を改

正する要綱について」、学校政策推進課の髙井が報告いたします。 

         報告書の７ページを御覧ください。 

         草津市では、平成２２年度より４年生以上の小学生全員と中学生１年生から

３年生全員が漢字検定・文章検定を受験しております。これまでに特筆すべき

功績をおさめた団体として、日本漢字能力検定協会に取りあげられ、受験して

いる約２万団体の中から成績優秀者表彰や特別賞に３年連続で選ばれておりま

す。 

         また、検定合格を目指して小学校から漢字学習に取り組んできたことにより、

中学校ではその成果が確実に表れています。 

         この検定事業実施に当たりましては市から補助金を交付し、検定料の保護者

負担軽減の措置を行ってまいりました。今年度４月より公益財団法人日本漢字

能力検定協会が検定料の引きあげを行いました。それに伴い、第４条におきま

して児童生徒の一人当たりの補助金を６３０円から９３７円に変更したことを

報告させていただきます。 

 

川那邊教育長   続いて、お願いします。 

 

教育総務課長   続きまして、「報告事項（４） 寄付受け入れ報告について」を教育総務課

の太田が御報告申しあげます。 

         １２ページを御覧いただきたいと思います。 
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         まず、寄付でございますが株式会社滋賀銀行様より草津第二小学校へプロジ

ェクター一式、そして草津第二小学校教育振興会様から草津第二小学校へ掛図

式スクリーン一式で頂戴いたしております。 

         そして、次に草津市農業協同組合様より草津宿街道交流館へ近江風土記ＤＶ

Ｄ（全４６話）のセットを寄付いただいております。 

         そして、草津ライオンズクラブ様より渋川小学校、笠縫東小学校、玉川中学

校、教育事務局の方へウェブカメラ、マルチメディアスピーカー、それぞれワ

ンセット、合計４セットを寄付いただいております。 

         以上でございます。 

 

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、御質問等ございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   ないようですので、本日の議事は終了となります。ほかに。 

         はい、お願いします。 

 

生涯学習課長   「２０１５ 滋賀びわこ総文」のお知らせを生涯学習課の奥谷がさせていた

だきます。水色のチラシです。 

         高校総体は有名なのですが、同じように高校生の文化の祭典としまして、高

校総文が毎年開催されておりまして、今年は滋賀県で初めての開催となります。

いよいよ明日から始まることになりまして、全国から高校生が２万人、観覧者

１０万人が訪れる予定になっています。 

         草津市では県立琵琶湖博物館の方で産業部門が開催されますが、それ以外に

も草津クレアホールや総合体育館の方で、吹奏楽やマーチングバンドなどの練

習会場となっています。 

         多くの滋賀の高校生が制作や運営に携わっておりまして、大会を盛りあげよ

うとがんばっています。こちらのチラシにありますように、テーマやキャラク

ターなど全て生徒の作品です。 

         また、間に挟み込みをさせてもらいましたイメージソングももちろん高校生

の作品でございまして、輝きやたくましさなどと同時に、明るい未来のために

大人の責務を強く感じているところです。 

         観覧自由となっております。また、街角で子どもたちの姿を見ていただきま

したら、ぜひエールを送っていただきたいなと思います。 

         以上です。 
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川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

スポーツ保健課長   訂正で申し訳ございません。先ほど教育委員会事務の点検および評価の報

告書の件で、１７ページの学校安全の関係でボランティア巡回事業の件でござ

います。 

         私、回答させていただきましたのが、目標値４２００ということで申しあげ

たのですけれども、正確には草津市次世代育成支援対策地域行動計画というの

がございまして、こちらのほうで目標値を４４００ということであげておりま

して、そちらには及ばないということでｂ評価とさせていただいたところでご

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   ほかにございますか。 

         それでは、これをもちまして７月定例会を終わらせていただきます。次回は

８月２７日の木曜日、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５時２２分 


