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開会   午後４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１月定例会を開会いたします。 

         まず本日から新たな教育委員として、周防直美さんをお迎えすることになり

ましたので、一言、自己紹介をお願いいたします。 

 

周防委員     周防直美と申します。小学生の子どもが二人おります。何も分からない状態

なのですけれども、これから一から勉強して少しでもお役に立てればと思って

おります。よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   ありがとうございます。 

         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   まず日程第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、１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、「１２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、１２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   次に、日程第３、「教育長報告」に移ります。 
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         新年になって初めての教育委員会定例会です。新しく就任いただきました、

今、自己紹介をしていただきました周防直美委員とともに、今年も教育委員会

として充実した草津市教育行政の推進に力を発揮していきたいと思います。本

年もどうぞよろしくお願い申しあげます。 

         さて、今年の仕事始めの１月４日には事務局員に、また５日の校長会では全

校長に教育長訓示を行いました。今回は、ニューヨーク市立大学のキャシー・

デビッドソン氏の分析を引用して話をしました。少し紹介をしますと、キャシ

ー・デビッドソン氏の分析によりますと、「２０１１年にアメリカの小学校に

入学した子どもたちの６５％は、大学卒業時に今は存在していない職業に就く

だろう」というのがあります。これはアメリカの話ですが、日本の社会でも職

業の変化に伴い社会構造や生活様式に変化が生じていると思います。こういっ

たことから、教育行政を担う職員には社会の変化を見据えた仕事を行うことが

必要で、そのために、「フォーワード（前へ）」をキーワードにして、一つ目

は、「先見（ルック フォーワード）」で、時代の状況や変化を見通し、市民

や児童生徒の利益を考えた構想や判断を行うこと、そして、二つ目は、「前進

（ステップ フォーワード）」で、時代に必要な改善や手立てを講じることの

大切さを示しました。「フォーワード」をキーワードに、今年も挑戦し続ける

教育委員会事務局、そして滋賀県教育をリードし、さらには全国に誇れる実践

を重ねる事務局を目指したいと思います。 

         次に、１月１１日。教育委員の皆様には、草津クレアホールで開催されまし

た平成２８年の「草津市成人の日記念式典 ２０歳のつどい」に御出席いただ

きありがとうございました。本年、草津市では１，３５６人（男性７１７人、

女性６３９人）が成人し、式典には８５７名が参加をいたしました。参加率は

６３．７％で少しずつですが年々向上しています。また、草津市の成人式は実

行委員形式で行うことが定着し、３７名の委員には９月から５回にわたる委員

会を通して準備等に取りかかっていただきました。成人を祝うに相応しい企

画・運営、そして当日の厳粛な祝典の様子を見て、草津の若者のパワーとこれ

からへの期待を感じました。 

         次に、本市へのＩＣＴ視察に関わって報告します。本市が全国的に先進的な

環境整備と授業実践を行っていることが評価され、これまでに日野町、愛荘町、

大阪府箕面市、長野県上田市、奈良県三郷町、静岡県袋井市、埼玉県羽生市、

鹿児島県霧島市、熊本県人吉市の９の自治体から、またＮＨＫ大津放送局、文

部科学省財務課、県教育委員会からの訪問を受けております。学校訪問の際に

は、授業公開や説明など丁寧に対応していただき、「草津に来て良かった」と

皆さん、喜んで帰っていただいております。現場の実践が草津の教育の評価を

高めていることを嬉しく思っています。 
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         そのほか、２４日には、文化財消防総合訓練が早朝より新宮神社で行われ、

地域住民と消防機関が連携して文化財に対する防火意識の一層の高揚を図るこ

とができました。また、２６日には県教育委員会の「ふれあい教育対談」が玉

川中学校で行われ、河原教育長と河上委員の訪問をいただきました。学校では

ＩＣＴを活用した授業、そして生徒会による環境学習や塩竈市立玉川中学校と

の交流、いじめ防止やスマホルールヘの取組の発表がありました。特に、生徒

が自分の言葉でしっかりと話す姿に、出席者全員が感心しました。 

         以上で私からの報告は終わりますが、前回の定例教育委員会で谷川委員から

「各所属において今年度および過去からの残された課題を示していただきた

い」との御意見がありましたので、このことについて各所属からお願いをした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

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。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。それでは、所属順に従いまして順次報告を

させていただきます。 

         私どもの教育総務課の課題につきましては、大きく３点申しあげたいと思っ

ております。 

         まず１点目といたしましては、総合教育会議でございます。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、

本年度より全ての地方公共団体に設置が義務付けられまして、本市におきまし

ても既に３回の会議を開催させていただいたところでございます。この中では、

教育に関する大綱や学校ＩＣＴ推進事業、そして地域協働合校の取組、それか

ら子どもの学力と教育施策などにつきまして、市長と意見交換をいただきまし

た。これまで３回の会議を開催させていただきましたが、今後の運営に当たり

ましては、よりタイムリーで重要度の高いテーマの設定も含めまして、いかに

会議を活性化し、そして議論を進化させ、教育施策の充実へとつなげていくの

かといった点を課題と捉えております。今後は県レベルの会議や他市の事例を

参考にしながら、魅力的な会議のもちかたにつきまして研究をいたしまして、

今後の会議をより充実したものにしてまいりたいと考えております。 

         次に２点目でございます。２点目につきましては、教育委員会事務の点検評

価についてでございます。こちらは草津市の教育振興基本計画の施策の基本方

向として位置付けました９つの目標と３９の施策を対象に評価シートを作成い

たしまして、毎年、点検評価事務を行っているところでございますが、今年度
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の外部評価委員会におきまして、また教育委員の皆様からも、一部の評価項目

につきまして設定されている指標が成果や目標に直結していないといったこと

や、評価シート自体の複雑さ、見にくさ、またいただいた御意見、御提案を受

けての事業の成果が見えてこないといった御指摘をいただいたところでござい

ます。来年度からにつきましては、第２期の教育振興基本計画をもとに評価シ

ートを作成することになりますので、特に御指摘をいただきました点の改善を

主眼に置きながら、また他市の事例も研究いたしまして、より分かりやすく、

そして的確な点検評価を実施できるようにシートのほうを練り直してまいりた

いと考えております。 

         最後に３点目につきましては、学校施設の整備についてでございます。本市

の小・中学校につきましては、昭和４０年代の後半から５０年代にかけまして

新築、またあるいは増築をした学校が多く老朽化も進んでいますので、建築後、

２５年以上経過した建物のうち、より老朽化が進んでいる建物から大規模の改

造工事を計画的に実施しているところでございます。今後施設の耐用年数の到

来が来るわけでございますが、順次改築ということもございます。改築には多

額の費用が必要になってきますし、またその時期も一定期間に集中することも

予想されております。従来どおりの改築というやりかたでは、大きな財政の負

担が見込まれると考えております。 

         一方、国では、耐震基準を満たしました柱や梁などの基本的な構造物を残し

まして、新たに壁や屋根、床などを施工する工事でございます施設の長寿命化

工事を進めているところでもございます。この手法は改築工事と比較いたしま

すと、工事費の削減であったり、工期の短縮、廃棄物の削減など、こういった

メリットがあると示されているところでもございます。今後は校舎ごとの改築

工事を行うのか、また長寿命化の工事を行うのかを物価だとか老朽化の面から

の見極めも重要になりますが、施設の予防保全の観点からも学校施設と長寿命

化の検討を進めていくことが求められている課題であるのかなと考えておりま

す。 

         以上が当課の主な課題として認識をしている内容でございます。 

 

開校準備室長   続きまして、開校準備室の永池でございます。開校準備室の課題といたしま

しては、新設小学校の建設を完了するということがございますので、どちらか

といいますと、今後の予定ということをお話しさせていただきたいと思います。 

         新設小学校の建設工事の完了につきましては、２月末日を予定しております

ので、その翌３月初旬にはその竣工検査を終了いたしまして、その後、開校に

向けた諸準備を計画的に進めていく必要がございます。今後に行う諸準備とい

たしましては、次のようなものがございます。 
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         まず１番、備品等の搬入でございます。現在、学校に必要となる備品、机、

椅子も含めて消耗品とかいろいろな機器類を含めてですが、順次発注をしてお

りますけれども、それらの納品を３月の初旬から下旬にかけて学校に搬入をい

たす予定でございます。それから、一応予定の日なのですけれども、３月２８

日、月曜日になるのですが、母体校の老上小学校のほうから主に机、椅子等の

搬入を新しい小学校にするということで、これは業者委託でさせていただくと

いうことでございます。それらが整いました後、各教室の備品や調度品等の整

理をさせていただいて、実際に使えるように作業するということがございます。 

         次に２点目ですが、開校式等の開催でございます。これは日は改めて皆様が

たに御案内をさせていただきますけれども、一応３月２５、２６日に学校の内

覧会を開催をさせていただく予定でございます。そして、４月１１日に入学式、

始業式になるのですが、そのときに開校式も合わせてさせていただく予定をし

ております。それらの準備に向けた諸手続を進めていきたいなと思います。 

         それから、３点目でございます。今回の教育委員会でも報告をさせていただ

きますけれども、校名、校章、校歌につきまして完成させていただきました。 

         ただ、校歌につきましては、後ほど聞いていただきますけれども、曲はでき

ているのですけれども、楽譜起こしの作業といった予定がございますので、そ

ちらのほうの手続をさせていただきたいなと思います。 

         それから、最後に４点目でございます。その他の事務手続としまして、小学

校の設置届、４月１日付を予定しておりますので、１か月前に滋賀県の教育委

員会に提出する必要がございますので、２月中にはその提出をしたいなと思っ

ております。 

         それから、国庫補助金あるいは負担金等の実績報告等を３月中に滋賀県にい

たしまして、４月、５月には補助金、交付金、負担金等をいただくような手続

をするということでございます。それから、建設工事委託業者への支払い業務、

相当な金額になるのですけれども、そちらの支払い業務を確実に進めていくと

いったところがございます。 

         いずれにいたしましても、新設小学校の円滑な開校を迎えられますように計

画的に業務を進めてまいります。どうぞよろしくお願いをいたします。以上で

ございます。 

 

生涯学習課長   続きまして、生涯学習課の奥谷でございます。生涯学習課につきましては、

３グループ所管しておりまして、生涯学習・青少年グループ、少年センター、

文化振興といったこの３点のグループから今後取り組んでいきたい内容を申し

あげます。 

         現在、市民センターについては、地域まちづくりセンターへの機能転換なら
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びに指定管理者制度の導入のため、関係部において準備を進められており、当

課では今後も市民のかたが変わりなく学習活動ができるよう検討を重ねている

ところですが、今後、当課の果たす役割が重要になっております。地域の生涯

学習情報の発信塔として各地域が主体的に地域が必要としている学びを進めて

いくことができるように、支援体制の強化を図りたいと考えています。 

         また、青少年の非行の未然防止と立ち直り支援のために、引き続き少年セン

ター、あすくる業務に取り組んでまいりますが、中でも低年齢からの継続した

働きかけが大切であることから、中学校が中心であった活動を小学校へも働き

かけていきたいと考えています。 

         さらに、クレアホールについては、市民の皆さんにとって身近で気軽に文化

芸術に触れていただく場として指定管理者や各種文化芸術団体とも連携し、多

様な事業を実施しているところですが、市の文化芸術活動の拠点としてアミカ

ホール、クレアホールの２館になったことから、効率的で効果的な２館一体の

運営方法を検討しているところです。また、両館とも施設の老朽化が進んでお

りますことから、安全に御利用いただけるよう、計画的な維持管理を進めてい

く必要があります。特殊な設備も多く、多額の費用を要しますが、点検結果に

基づき中長期計画を立て順次対応してまいりたいと考えております。その際に

は、利用者への支障を最小限にすることも加味して取り組んでまいりたいと考

えております。 

         生涯学習の目的は生涯にわたり学び合い、その力を社会に生かす、次につな

げていくこと、また助け合い、協力し合うことの大切さを伝えることです。家

庭や学校だけでは対応できない昨今、各種の事業を通じ、３世代地域を進め、

子どもも大人も育つまちづくりに、より力強く取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、スポーツ保健課の岸本でございます。当課につきましては、大

きくは社会体育、そして学校のほうですけれども、学校保健、学校体育、学校

安全、学校給食ということで所管をいたしております。今年度につきましては、

スポーツ、体育全般といたしまして、平成２８年度から３２年度までの５年間

のスポーツ推進計画を取りまとめておりまして、来年度からスポーツ推進計画

に基づく具体的な取り組みを進めてまいりたいという考えかたをいたしており

ます。 

         まず、基本理念であります「ＡＬＬくさつでつくる『みんながスポーツ大好

きなまちくさつ』の実現に向けましての取組ということで、主だったものを申

しあげたいと思います。具体的に五つの方針がありまして、子どもの体力向上

とスポーツ活動の推進、生涯スポーツの推進、地域コミュニティによるスポー
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ツの推進、競技スポーツの推進、そしてスポーツ環境の充実ということで五つ

でございます。 

         一つ目の子ども体力の向上とスポーツ活動の推進ということで、子ども体力

向上につきましては、子ども体力低下自体が課題となっているのですけれども、

今年度から立命館大学のスポーツ健康科学部、そして小・中学校体育連盟、そ

して行政の三者で小・中体力向上プロジェクト推進会議を設置いたしました。

小学校におきましては具体的な取組として、ダンス教室や教員の実技研修会、

そして小・中学校体力向上プログラムの策定に向けた取組ということで取り組

んでおりますし、また中学校ではスポーツ障害防止ためのスポーツドクター、

スポーツトレーナーによる講習会を実施しておるところでございます。 

         今後におきましては、これらに加えまして小学校においては県が現在進めて

おられます健やかタイムの草津版のプログラムの検討を具体的に進めてまいり

たいと考えております。また、中学校におきましては部活動というものを改め

てクローズアップさせまして、活性化をしていこうというような議論がされて

いるところでございます。 

         そして、二つ目というか、大きなこととしては、国民体育大会に向けた取組

というのがございます。平成３６年に国民体育大会が滋賀県で開催されます。

県においては既に国体準備室等を設けられまして、国体に向けた準備が進めら

れておりますけれども、本市におきましても市の体育協会を中心として競技力

向上等、またアスリート育成等ということで、今後取り組んでいかなければな

らないと考えております。 

         また、国民体育大会の本市での開催協議につきましては、現在ソフトボール

とバレーボールの希望をいたしておりまして、現在、１次の発表があったので

すが、その中では発表がされておりませんで、２次の発表を今年の夏頃という

ことで伺っておりまして、ソフトボール、バレーボールとも希望をしている種

目を開催いたしたいということで、関係団体と連携して取り組んでまいりたい

と考えております。 

         そしてもう一つ、大きな取組として野村の運動公園の再整備ということで、

スポーツ環境の充実を挙げております。こちらにつきましても、平成２６年度

に基本計画の策定いたしまして、約２，０００平米のメインアリーナと８００

平米のサブアリーナ、そして３，０００人を収容できる施設ということで予定

をいたしておりまして、現在、設計段階に入っておりまして平成２９年度には

着工ができるよう、関係団体や地元調整などを行ってまいりたいと考えており

ます。 

         そして、学校の分野でございますが、今年度、全国的に中学校給食というも

のが全国では約８割以上の実施状況であること、そして保護者等の強い要望等
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も踏まえまして、中学校給食の実施を昨年の年末に市として決定したところで

ございます。今後は実施方式につきまして外部検討委員会を設置して、具体的

に検討を進めてまいる予定でございます。 

         私ども、学校のほうは特に保健、体育、安全、そして給食ということで、学

校の子どもたちの健全な育成に向けた支援というものも主眼に置きながら、ま

た各学校との連携というのを十分にしながら進めてまいりたいと考えおります

ので、よろしくお願い申しあげます。以上、簡単ですけれども、以上でござい

ます。 

 

文化財保護課長   文化財保護課から来年度の問題点、それから課題について御説明させてもら

いたいと思っております。３点申しあげたいと思っております。一つは埋蔵文

化財等にかかわります文化財の調査、それから史跡の整備、それは普及啓発の

点で、課題点等につきまして報告させていただきたいと思います。 

         まず埋蔵文化財につきまして今大きく問題になっておりますのは、南草津の

ほうでプリムタウンの区画整理事業が現在計画されています。これにつきまし

ては平成２５年からの調査を開始する予定でしたが、区画整理事業で認定とい

うことにつきましては国からの事業認定の遅延等がございました結果、ようや

く本年度の１１月から調査を開始することができたところでございます。 

         しかしながら、事業面積が３１．５ヘクタール、そのうち、約７ヘクタール

という膨大な調査面積がございますので、それを調査として３か年ほどかけな

ければならないということがございます。 

         ですから、これにつきまして草津市だけでは対応がなかなか困難でございま

すので、現在、県に滋賀県文化財保護協会というのがございまして、そちらの

ほうとも調整を図りながら、３か年半で調査を円滑に進めるよう行っていきた

いと考えているところでございます。本年度につきましても、滋賀県文化財保

護協会から御協力をいただきまして調査を実施しているところでございます。 

         続きまして、草津市の史跡の保存整備です。現在、史跡の保全整備につきま

しては、皆さんも御存じではございますけれども、草津宿本陣を保全整備して

おります。これにつきましては今年度、東地区にございます蔵２棟につきまし

て保存修理を実施しておるところでございます。この事業につきましては当初、

平成２７年、今年度から２８年の２か年で事業を実施するということを計画し

ておりましたが、今年度の解体調査によりまして、復旧箇所が多く見込まれる

ということで、一応２９年までの３か年ということで国県との協議を行いまし

て調整しているところでございます。 

         来年度につきましても保存整備等していくところでございますけれども、実

は国の補助金等が内示等によりまして、工事にかかります補助金が満額付いて
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くるかどうかというところは今のところ、まだ決定しておりません。ですから、

内示額によりましては工事の内容も変更ということがございますので、それに

つきましては国と県と関係機関等の調整を図りながら円滑に事業を進めるよう

進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

         続きまして各種文化財普及啓発事業というところでございます。これにつき

ましては現在、街道交流館という施設がございますけれども、専門的な施設で

はございませんので、その点についての今後の課題ということは残っておりま

すが、現在「草津市歴史資料コレクション展示」あるいは「草津の古代を掘

る」など、こういう報告会、展示会を継続的に開催いたしまして、市民のかた

がたの文化財の愛護の高揚に努めるとともに、施設の建設への繋がりを作って

いきたいなと思っております。 

         また、内外への普及啓発というところになりますと、なかなか文化財だけで

はできませんので、これにつきましても現在、一つは日本遺産というのがござ

いまして、それにつきましては大津市で史跡の保存会を持っておられるところ

がございますので、そのかたがたとも協力しながら今現在、日本遺産の認定に

向けての検討会を行っているところでございますので、来年度、それに向けて

努力してまいりたいと考えているところでございます。 

         以上でございます。 

 

教育副部長    続きまして、街道交流館の課題でございますが、二つございます。 

（街道交流担当）   一つは交流館および史跡草津宿本陣の入館者の関連でございまして、いかに

維持をしていくかということでございます。いろいろな事業を展開しながら、

現在のところ、何とか横ばいを維持しておりますが、何もしなければ下降をた

どる一途でございますので、様々な工夫をしながら、また現在非常に限られた

層の入館者しか得られてない部分を、もう少し年齢的にも幅のあるような事業

展開をしながら、少しずつでも増やしていければということを考えているとこ

ろでございます。 

         もう一点は、私どもが非常に弱い部分でございまして、博学連携という学校

との連携の部分でございます。草津市内の小学生に対しまして、自分たちが暮

らす町に非常にいい歴史遺産がありながら、十分知ってもらえてないという部

分が私どもの弱点でございます。いかに施設の中で子どもたちに何が提供でき

るのかということを積極的に学校にも働きかけをいたしまして、できるだけ学

校のほうで活用してもらえるような取組も進めていきたいということで、今年

度、ようやく着手ができたところでございます。今後、もう少しそういう事業

を展開しながら、小学生にも来ていただけるように努力をしてまいりたいと思

いますし、さらには草津市内に立命館大学という大学がございますが、４年間
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の学生生活の中で一度も訪れたこともないという形で卒業していく学生が多う

ございますので、そのあたりも含めて今、いろいろな形で来ていただいている

層以外の新たな層の展開を模索していかなければならないということが、課題

としてあげられるかなと思っております。 

         いずれにしましても、草津市の歴史的特性でございます宿場町草津という部

分の魅力発信をできるだけ積極的に展開してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

図書館長     草津、南草津の図書館の館長をさせてもらっています北相模でございます。 

         図書館にかかわる課題ということで今、転換期かなと認識しておるところで

す。本来、来館される住民にどう資料を提供するか、本を提供するかというこ

とで、過去３０年近く運営してきたところでございますが、やはり建物を構え

てどっしりと、住民がいかに来館していただけるかということで待ちの姿勢で

今まで運営してきたところでございますが、昨年度、草津市の図書館の運営計

画の基本方針というものを内部で定めさせていただきまして、待っている、山

のようにどっしり構えているのではなくて、動き出すような図書館というのを

基本的に考えていかなければならないのかなということ。それと、利用者のた

めの図書館というよりも、市域全体で図書館というものが大事なんじゃないか

ということで、利用者のための図書館から市民のための図書館というのを基本

目標として取り組んでいきたいと今、考えているところでございます。 

         その一環といたしまして昨年度、ブックんを平成２５年度からスタートさせ

ていただいて、図書館に来ていただくだけではなくて、こちらから出向いてい

く学校との連携事業なんかも率先して展開しているところでございまして、い

かに一見さんと新たな利用者をどう拡大していくのかというのが今、図書館で

考えている大きな課題かなと認識しているところでございます。それの解決策

に向けて様々な仕掛けづくりということで、ＳＮＳを使ったフェイスブックで

の本の案内とか今年度も引き続いて正月には「としょかんおみくじ」というき

っかけづくりということを仕掛けているところでございます。引き続き、また

皆様がたの御指導をいただきながら、新しい事業展開等もやってまいりたいな

ということです。 

         図書館からは以上です。 

 

学校教育課長   それでは、学校教育課が所管をしております事業のうち、３点につきまして

課題を御報告させていただきます。 

         まず１点は、学びの教室事業でございます。平成２４年度より草津市におけ

る学びのセーフティネットの構築を目的といたしまして、土曜日学びの教室事
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業を開催してまいりました。年度によって内容に少々違いがありますけれども、

当初は漢字検定あるいは英語検定に向けた学習として人権センターを会場に、

学びたいという意欲を持った小学６年生や中学生が集まって実施をしてまいり

ました。また、子どもたちの書く力を育てようという目的で、作文教室として

実施をしたり、様々な体験活動を行う体験教室として実施をしたりした年もご

ざいました。今年度は小学校におきましては算数と国語、中学校では数学と英

語の学習に特化をいたしまして、学力を向上させる取組として、小学５年生ま

で範囲を広げて、また平日の放課後に実施をする放課後学びの教室も併せて開

催をさせていただきました。参加人数は平成２４年度の初年度は３２名であっ

たものが今年度は１４３名ということで、毎年順調に増えてきております。 

         しかながら、各会場によって参加者数の差が見られたり、あるいは募集定員

と比べますと、まだまだ余裕のある状況が見られたりということで課題も見え

ております。学校からの積極的な働きかけ、参加児童生徒からの口コミ、広報

くさつの利用、ホームページの広報など工夫をしながら、さらに参加者を増や

していきたいと考えているところでございます。 

         二つ目は自主活動学級でございます。今年度から西一会館と常盤東総合セン

ターが指定管理へと移行をいたしました。これを受けまして、これまで実施を

してまいりました自主活動学級の内容を一部変更しております。新田会館なら

びに橋岡会館のほうでは、これまでどおり学習活動と仲間づくり活動を合わせ

て実施をしているわけですが、西一会館、それから常盤東総合センターにおき

ましては、平成２５年３月に策定をされました新たな隣保館等の今後のありか

たについて、基本方針に基づきまして学習活動については一般施策で、仲間づ

くり活動については範囲を広げて継続をするということで進めてまいりました。 

         今年度のこれまでの参加状況ですが、常盤東総合センターにつきましては小

学生、中学生ともに若干参加率が上昇をしております。逆に西一会館につきま

しては、若干参加率が減少している状況が見られます。この減少している要因

といたしまして、参加をする対象範囲を広げたことで、町外から参加する児童

があらわれました。ただ、もともと自主活動学級に参加をしにくかった子ども

たちにとってみれば、そのことによってより参加しにくくなったという状況が

生まれてきているのではないかなということも考えられますし、人とつながる

力あるいは友達とかかわる力がまだまだ十分に育ちきれていない子どもたちが

いるという課題が明らかになっているのかなと捉えているところでございます。 

         今後は地域に住む子どもたちをはじめ、学区内に住む人とつながる力の弱い

子どもたち、あるいは関係を築きにくい子どもたちに力を付けていくために、

会館、学校、地域がそれぞれ連携をいたしまして、直接働きかけを行うととも

に、人とかかわるソーシャルトレーニング等も進めていく必要があると考えて
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いるところでございます。 

         ３点目はチーム学校ということでお話をさせていただきます。社会の変化あ

るいは学校を取りまく状況の変化によりまして、本市におきましても不登校あ

るいはいじめといった生徒指導上の課題が顕在化しております。また、児童生

徒の問題行動の背景として、適切な養育、虐待、学習あるいは人間関係におけ

る躓きなどがございまして、それらが複雑化あるいは困難化している現状が見

られます。 

         本課といたしましては、それらの解決のためにこれまでから児童生徒の問題

行動の未然防止、早期発見、早期対応のために学校問題サポートチーム会議あ

るいは中学校区別グレードアップ連絡会等の開催、いじめ等問題行動対策アド

バイザーの派遣等を行いまして、それぞれの学校の生徒指導あるいは教育相談

の充実を図ってまいりました。その結果といたしまして、スーパーバイザーの

指導助言をもとに教員が児童生徒、保護者に対応したり、関係機関と連携をし

たりすることで、不登校児童生徒の在籍率が若干減少している部分が見られま

す。 

         また、県の事業としてスクールソーシャルワーカーが配置されている学校に

おきましては、生活困窮家庭が多いという実情がありながら、長期欠席児童が

少なく、未然防止あるいは早期対応がうまく図られているのではと捉えられる

ところがございます。 

         学校や子どもを取り巻く課題の多様化、複雑化というものが今後も懸念をさ

れますので、一人ひとりの子どもの状況に応じた教育の実現に向けて文部科学

省が提唱しておりますチーム学校を本市といたしましても、充実・発展をさせ

ていく必要があると考えているところでございます。 

         これまで本課が実施してまいりました様々な生徒指導にかかる事業を整理し、

統合化を図ったり、新たな体制を構築したりということで、また今後見直しを

図ってまいりたいと考えている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が説明させていただきます。本課の課題

としましては大きく３点考えております。 

         まず１点目は各学校間のＩＣＴに関する活用格差を解消していくことです。

既に学校間、教師間で活用スキルや意識にかなりの温度差が現在あります。次

年度、ＩＣＴ支援員が現在の７名から減員されることも鑑みて、この格差を縮

め、市全体の活用を促進していくこと、そういう働きかけを強めていくことが

一つの課題であります。 

         ２点目は検定事業です。これまで合格・不合格という形で評価されてきまし

た英語検定でございますが、これをＴＯＥＩＣとかＴＯＥＦＬと同じようなス
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コア型に変更していく予定でいます。この変更を円滑に推進し、学力向上に寄

与できるような取組に育てていくことが二つ目の課題であります。 

         ３点目は本年度導入いたしました校務支援システム、教材共有ポータルサイ

トの運用、できるだけ学校の中で定着させ、少しでも校務にかかる時間と教材

研究にかかわる時間等を少なくしていくことで、先生がたが子どもたちにかか

わる時間を増やしていくという取組を進めていくことです。この学校教育の充

実に寄与することが三つ目の課題であります。 

         なお、本課だけの課題ではなくて、これは学校教育課、教育研究所と協力を

して進めていくことでございますけれども、児童生徒の学力向上に直結するよ

うな授業改善をサポートしていくことが大きな課題として考えられます。本課

としましては、ＩＣＴの活用ということになるのですが、それ以外にも研究、

研修のサポートに指導主事が関わっていくとか、また障害者差別解消法が４月

から施行されることも鑑みて、学校のユニバーサルデザイン化というものを市

全体で進めていく、それを見守り、また指導助言していくことが大きな取組に

なっていくと考えております。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   それでは、まず各所属から課題等を出していただきましたけれども、このこ

とについて、さらに御質問とか御意見とかありましたらお願いをいたします。 

 

麻植委員     よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     何点かありますけれども、まず言っていただいた順番にと思っています。 

         総務課にお尋ねしたいのですが、総合教育会議の中で第２回目でしたか、地

域協働合校について市長部局と教育委員会部局と何ができるかというのを具体

的に案を示してほしいという形のことが、３回目のときも答えがなかったので

聞かれていたと思うのですが、その状況はどんなふうになっているかがまず一

つです。 

         それから、コンパスの進捗状況をどんなふうに捉えてられるのかなというの

を感じました。 

         点検評価の件です。私もまた後でもちょっとお話しさせてもらうかと思った

のですが、平成２６年度外部評価委員会ですね。７月２９日。だから、２６年

度にしたときです。そのときにたくさんいろいろなことをお話しさせてもらっ

ていたのですけれども、それについて、私自身もこれで４年になるのですが、
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改善されている点というのは余り感じられないので、また個別にお話を伺えた

らなというのが一つ思っています。 

         あとはスポーツ保健課で、外部評価のときにもお話ししていたのですけれど

も、昨今、時代の流れで防犯カメラがすごく重要になってきていると思います。

それもちょっと御意見させていただいたのですけれども、そこがどんなふうな

対応を考えてられるのかをちょっとお聞きしたいなということのを感じました。 

         それとあと、文化財保護課と街道交流館と同じ部分なのですけれども、先日、

成人式の日の後にパールプロジェクトというところに杉江委員と周防委員と３

人で参加させてもらっていたのですけれども、それぞれ輪の中に入ってお話し

させていただいた中で私自身が感じたことが、草津の良さを知ってもらいたい

という気持ちはどの課も全て思っていると思うのですけれども、その対象に乳

幼児のママたちが入ってないんだなと思いました。本当に赤ちゃんを連れてお

母さんがたもたくさん参加されていた中で、「文化財保護課、こんなんしては

るよ」、「草津ではこんないいところがあるよ」と言っても、「ええっ、それ

はどこで知ることができるんですか」という答えが返ってきました。なので、

ネットの社会ですし、誰でも情報がもらえたりとか、あと本当にそういうかた

がたが多分育児休暇中でもあるでしょうし、お母さん自身にまず知ってもらっ

て、子どもも連れていく中で、そこからまずつなげて草津の良さを知ってもら

う方向の動きが今までなかった観点かなとちょっと思いました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   それでは、まず今出た中でお答えいただけるのについて。 

 

生涯学習課長   生涯学習課の奥谷です。１点目の地域協働合校の件で、市長部局と教育委員

会でどのように連携していくかというところでございますが、ステップ１、ス

テップ２という形でいろいろ順番を考えていまして、まず手始めに今年度させ

ていただいたことは、職員でも実は地域協働合校の考えかた、理念を知らない

職員の層も増えてきていたというのが事実でございます。１７年前には全庁挙

げて取り組んでいたことが今は教育委員会だけの事業と思われがちでしたので、

まず職員自身が地域協働合校を分かってもらおうということで、「協働通心」

という情報紙、情報ペーパーを発信しています。また、それから具体的にどう

いう活動なのかというところで、自分たちもできるんだよと、それぞれの所属

もそうだし、各人もできますよ、個人もできますよということで、また募集を

かけているといったところで、まず全庁の共有化を図っていきたいということ

でステップ１、ステップ２ということで取り組んでいるところでございます。 
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川那邊教育長   続けて今の。どうぞ。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課、岸本でございます。 

         防犯カメラの件でございます。そちらはたしか以前も御質問を頂戴したとき

にお話ししたように思っているのですけれども、防犯カメラ自体は現在、危機

管理課、危機管理の防犯を担当しているところが各地域に呼びかけて、それぞ

れの地域で危険箇所について防犯カメラを付けていただく補助制度というもの

を設けまして、今こちらを推進しているところでございます。 

         私どもはスクールガードを含めまして地域との連携というのを特に進めてい

るのですけれども、具体的に防犯カメラ等の設置については、地域と危機管理

のサイドにお任せをすると。そういう要望を特に危険箇所等の部分については

私どもにお話もあった場合については連携をとって、連絡を密にした中で地域

も含めて設置できるどうかというのを検討していきたいという考えかたをいた

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   ほかはどうですか。はい、お願いします。 

 

教育総務課長   今のカメラのことにつきましてですけれども、付け足しといいますか、学校

施設につきまして申しあげたいと思います。 

         中学校は今現在カメラを設置しておるのですけれども、小学校についてはカ

メラを設置していないという状況でございますので、来年度以降、設置を実現

したいというところで現在予算を要求しているところでございます。もし議会

の議決等を得られれば、そういった部分で邁進してまいりたいと考えておりま

す。 

         次にコンパスのお話でございます。前回の定例会のときも御質問いただいた

双方向の部分なのかなと思っておるのですけれども、現在、お話を頂戴いたし

まして他市の事例であったりとか、やりかたであったりというところの情報を

収集しているところでございますので、それを見てどういったものが本市のや

りかたとしてふさわしいのかというのを考え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   はい、お願いします。 

 

教育副部長    街道交流館の八杉でございます。 

（街道交流担当）   今、御指摘をいただきました乳幼児の部分です。先ほど課題でも申しました

ように、年齢層の拡大という部分があるのはあるのですけれども、ここ数年は
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雛祭り、桃の節句に関しましては、幼稚園に向けてチラシをまかせていただい

たりということで、できるだけ低年齢層、また乳児とはいきませんけれども、

幼児を対象とした取組もさせていただいていますし、事業内容はなかなか乳幼

児のお母さんがたの対象にはなってないのですけれども、ホームページ等、街

道交流館のブログとかそういう部分でも発信はさせていただいていますが、今

後、そういう年齢層に対しての事業の取組なんかも検討していかなければなら

ないかなという思いで今いるところでございます。 

 

麻植委員     すみません。街道交流館だったりとかに来てもらうわけではなくて、いろい

ろないいところが草津にあるよというのが届いてないんですね。だから、すご

く素敵な町だよという認識をどこが伝えるかというと、やっぱり文化財だった

りとか街道交流館だったりするのかなと。どこかに子どもたちを連れていかな

いといけないというお母さんたちはいっぱいおられるので、そこのところに行

けそうな。例えば、ボランティアガイドさんもおられるし、ハイキングコース

ではないですけれども、何かそういうものを連携、つなげながらいろいろ回っ

てもらうというのとか、草津を知ってもらうような何か企画があってもいいの

かなと感じたもので、ちょっと御提案させていただきました。 

 

教育副部長    今、おっしゃっていただきましたような点、当然文化財とか教育委員会もそ 

（街道交流担当）  うですし、むしろシティセールスという部分で、草津市をいかにアピールして

いくかとか、それから観光部局も含めて連携を今後考えていかなければならな

いかなとも思いますし、そのあたりはこれからの課題だと思います。 

 

杉江委員     すみません、今の御意見と関連してです。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

杉江委員     先ほど私は本陣を見学させていただいて、本当に宿場町草津の全国に誇れる

歴史遺産が、すばらしいものがあるなと思いました。奥のほうまで入れていた

だいたのは初めてだったので勉強させていただきました。駐車場がないようで

ございますので、近隣の小学生とかも見学に行ったりしているのかなと、実情

をお聞かせいただけたらなと思ったのです。 

         本陣の中に入ると、家とは違う、近代的な建物とは違う雰囲気、静々という

か、そういうところに行けば、そういう態度をとるんだよということを、知ら

ず知らずのうちに学んでいく力も付いていくのかなと思いながら見せていただ

きました。駐車場がないのでバスで来ることはちょっと無理なように思いまし
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た。市役所を利用すればいいのかもしれないですが、そういったところはどう

なのかなと思いながら、見せていただいておりました。 

 

教育副部長    学校関係では今、小学校３年生と６年生、３年生が昔の暮し、６年生が歴史 

（街道交流担当）  なんかの授業で来ていただいています。従来は第二小学校と草津小学校ぐらい

の近隣の小学校が中心だったのですが、最近は東海道筋の玉川小学校であった

り、南笠東小学校が片道電車を使って、片道東海道を歩くという形で今、麻植

委員さんがおっしゃっていただいた、要は街道筋の歴史も散策しながら来てい

るところもありますし、昨年、一昨年ぐらいから笠縫東小学校であったりとい

うところも、この月がかわりました２月に笠縫小学校も来てくれるのですけれ

ども、少しずつ広がりつつはあるのですが、なかなか周囲の学校というと時間

がどうしてもなかなかとれないとか、交通手段の確保ということで今年度、そ

ういう学校に対して学習プログラムがどういうことができるかという展開を図

りつつあるのですけれども、今後はどのような形で来ていただく方策をもう少

し検討していきたいなと思っています。 

 

川那邊教育長   ほかにいかがですか。はい、お願いします。 

 

谷川委員     お忙しい中、課題をまとめていだだきましてありがとうございました。 

         ちょっと思ったのが、各課の連携がもっとないのかなというのを思ったので

すね。例えば、交流館で学校との連携、今お聞きしたらかなり学校との連携は

できているのですけれども、では学校教育課とどうしたらいいのとか、図書館

にしても学校教育課ともっと連携するとかそういうことができると、もっと高

まっていくのかなと思いました。 

         それと、自主活動とか学びの教室等についても、これは生涯学習課と一緒に

まちづくりセンターを活用するとかそんなことをすれば、青少年の教え合いと

いうことで、高齢者も生きがいを感じて、何かそういう連携ができないのかな

と思いながら聞かせてもらいました。各課の連携あるいは先ほど観光課という

のも出てきたので、市役所の中の課の取り外した連携ということもあれば、も

っともっとより充実するのではないかなと思いました。 

         あともう一点は、ＩＣＴ教育の教材研究の時間を短くすればクラスの子ども

たちの時間がとれるというのがあったのですが、僕はこれは反対なんですね。

クラスによって子どもの実態は違うと思うんです。それは授業を自分で考えろ

というのが僕の考えなんですね。だから、それも考えて子どもとの付き合いの

時間も作らないと、子どもって変わらないと思うんですね。だから、いろいろ

なパターンを考えていただくのはいいとは思うのですけれども、実際授業をす
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るのは自分のクラスの子ども、この子を中心にやらないと駄目だとかというの

が絶対あると思うんですね。その教材は自分しか分からないと思うんですね。

だから、そこは絶対崩したら駄目なところだと僕は思っているのですけれども、

それも踏まえて検討してもらえるとありがたいなと思いました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   では、ただいまの質問に関しまして。 

 

谷川委員     もう答えてもらわなくて結構ですよ。 

 

川那邊教育長   連携については、なかなか今日の課題の中で見えにくいですけれども、それ

れぞれその方向で取り組んでおりますので、御理解をいただければと思います。 

 

杉江委員     すみません、もう一点です。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

杉江委員     学校政策推進課から３点いただきまして、３点目に学力向上につながる授業

支援のサポートというお話があったのですが、ここの中で学力向上につながる

幼児教育の部分から学校教育につなげるという視点の部分も、ぜひ捉えながら

取組の一つに挙げていただけると、基礎からの学力向上というところにつなが

っていくと思います。 

 

川那邊教育長   今の件についてはどうですか。学校教育課ですか。幼児教育との連携で学力

向上という話ですが、今幾つかの取組があるように思いますけれども。 

 

学校教育課長   県の事業で指定を受けて玉川小学校の生徒さんが勉強されている、あるいは

これまでからの草津が大事にしてきた人権教育の中で保・幼・小・中・高まで

の連携をしながら、長いスパンで子どもたちを見ながら子どもたちに必要な力

を付けていくということで、各校で工夫をして取り組んでいただいているとこ

ろでございます。幼児課さんともまた連携もさせていただきながら、いろんな

工夫であったり取組であったりといったものを作成しながらいろんなことで進

めてきた部分もありますので、また連携させていただきながら検証も含めて、

今おっしゃっていただいた学力向上に向けて、保と幼と小とどう連携している

かということで考えていきたいと思います。 
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杉江委員     よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。 

 

杉江委員     はい。 

 

川那邊教育長   幾つかの課題に対して御意見等もいただきました。いずれも貴重な御意見で

ございますので、今の意見を踏まえた取組をまたお願いしたいと思いますし、

報告等についてもお願いしたいと思っています。 

         それでは、そのほか。 

 

麻植委員     すみません。最後、もう一つだけいいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     先ほど連携という言葉が谷川委員さんからも出て、あと八杉館長さんからも

観光とか郷土愛というと企画調整課ですし、結局、何かをしようと思うと連携

しないと駄目で、今は草津の教育委員会の中での連携の話になりますが、観光

とかになると本当にさっき総務が言ってくださった総合教育会議というのがま

さにでき上がったところなので、これこそ本当に市をまたいでの連携ができる

場所かなと思っているのです。特に、この「草津市の教育学術及び文化の振興

に関する総合的な施策の大綱」を作ったところでもありますし、その場で本当

に草津はどう向いていくのだ、どことどう連携したら何ができるのかというと

ころを総合教育会議でぜひやっていただきたいし、文化はまさにそこにはまる

んじゃないかなと思ったりするので、そこも気にかけてくださったらありがた

いなと思っています。 

         コンパスのことです。何人かの保護者のかたに聞いたんです。そしたら、県

から出ている「教育しが」は絶対読みますとおっしゃったんです。学校に皆さ

んそれぞれ発信されています。それは周防委員さんも保護者でおられるからあ

れかもしれないですけれども、「教育しが」は絶対読みますとおっしゃった。

どこがどう違うかというのも一つの検証のしどころなのかなと思ったりしまし

た。 

         すみません。ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   では、今の意見も踏まえながら今後の実践につなげていただきたいと思いま

す。 
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         それでは、ほかに１月にあった行事あるいは教育全般に関する事項で御意見、

御感想等をお願いしたいと思います。 

 

谷川委員     一つだけ。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

谷川委員     １月９日、１０日と第２６回の湖南中学生サッカー交歓試合というのが、夜

の先生がたの懇親会と次の日の試合を見に行ってきました。正月早々から先生

も御苦労さんなのですけれども、子どもたちが交流を中心にサッカーをやって

いました。草津市では高穂中学と玉川中学が会場になって行われていたのです

けれども、そういう中で県外からも含めて全部で４７チーム参加していますの

で、その交流がいろいろな面で続けていっていただけたらと思っています。 

         以上です。 

 

杉江委員     私も１月１１日の２０歳の集いに参加させていただきました。先ほど教育長

報告にもございましたが、出席されていた来賓のかたからも感想があったので

すが、実行委員会を立ちあげての開催というのは、自分たちでつくりあげてい

くというとても良い進めかただなということをおっしゃっていて、同感させて

いただいておりました。当日、２０年のできごとを振り返るＤＶＤが流れまし

て、すばらしい実行委員さんのアイディアを結集した内容だったなと思って感

動いたしました。場面によっては会場からどよめきとか歓声とかが上がりまし

て、これから若い力をいろいろなところでチャレンジして、自分の力を発揮し

ていってほしいなと感激しながら帰ってまいりました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ほかにいかがですか。 

 

麻植委員     いいですか。 

 

川那邊教育長   はい、どうぞ。 

 

麻植委員     私もこの１２月に教育長から職務代理を拝命して、自分が１０月で終わりな

ので、もう１年を切ったのだなという思いになったときに、ここは公募制です

ので初心を思い出しながら振り返っていたのです。一つは子どもの不登校、そ

して自分が文化人でもあるので草津の文化、この２本の柱を大事にしながらさ



 

- 21 - 

 

せてもらいたいなと、あと１０か月だけど全力でさせてもらいたいなと思う中

で、この１月に不登校の関係でお世話になっている水口の乗馬クラブに行って

きました。娘たちも全てかかわらせてもらっていたので、責任者の谷口先生と

担当の稲田先生にお話を伺いましたら、５人通っている中で４人が草津の子ど

もたちだそうです。これはその時々で波があるのですけれども、またそういう

こともいろいろお聞かせいただきながら、どういうことが子どもたちにとって

草津の教育委員会として何ができるのかなというのを、また気を引き締めなけ

ればなと思いながら帰ってまいりました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。 

         いかがですか。本陣に行かれた感想でも結構です。今日の先ほどの件につい

て。 

 

周防委員     本陣、初めて行ったのですけれども、長年、草津に住んでいて行きたいなと

思いながら、なかなか機会がなくて今日行かせていただいてとてもおもしろか

ったというか、もっとみんな来ればいいのにと感じました。子どもを連れて、

もう一回、ぜひゆっくりと見て回りたいなと思います。 

 

川那邊教育長   玉川小学校のマラソンの様子も今日、御覧いただいたそうで。 

 

周防委員     はい。今日、玉川小学校の２年、４年、６年の持久走大会がありまして、２

年生と４年生に子どもがいますので２時間見ていたのですけれども、幸い暖か

い日だったので楽しく拝見できました。校長先生がすごく大きな声で応援され

ていたのがとても良かったです。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。ほかにいかがですか。 

         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、「報告事項」に入ります。事務局より報告願います。 

 

開校準備室長   開校準備室の永池でございます。老上西小学校の校章と校歌の決定について

ございます。報告書２ページからになります。 

         こちらにつきまして、本日２時から市長出席のうえ、記者会見におきまして
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校章、校歌の発表をさせていただきました。事後になりますけれども、御報告

させていただきたいと思います。内容につきましては、先月の委員会の協議会

で若干御説明させていただいていると思いますけれども、重複するところはお

許しください。 

         まず２ページの報告事項です。老上西小学校の校章、校歌が決まりましたと

いうことで、小学校の名前はこの前から公表させていただいておりますけれど

も、校章と校歌がこのたび決まったということでございます。 

         ３ページが老上西小学校の校章となります。居関孝男さんというかたの作品

でございまして、制作趣旨につきましては下に書いている内容でございます。 

         それから、４ページが老上西小学校の校歌でございます。作詩は朝倉修さん、

作曲につきましては世武裕子さん。これはくさつブースターズの１番登録のか

たでございます。こういった１番から３番まであるというのと作詞趣旨は左の

下のほうに書いておるようなことでございます。 

         それから、５ページは世武裕子さんについて。これはシティセールスのホー

ムページにも載せておりますので、御参考にしていただきたいと思います。 

         早速ですけれども、曲のほうを御用意させていただきたいと思います。４ペ

ージの校歌を見ていただきながら、譜面は今、作成中でございますので歌詞を

見ていただきながら聞いていただきたいと思います。 

 

          「老上西小学校の校歌鑑賞」 

 

開校準備室長   また改めまして楽譜とか起こして、市のホームページにユーチューブも設置

していますので、そこに載せさせていだたきます。またそのときに御確認をい

ただきたいと思います。どうも失礼いたしました。 

         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。 

         それでは、もう一つの報告事項をお願いします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の岸本でございます。インフルエンザの流行によります幼稚

園・小学校・中学校の臨時休業状況ということでございます。お手元報告書の

６ページを御覧いただきたいと存じます。 

         資料につきましては、本市の幼稚園・小学校・中学校のインフルエンザの状

況を示しておりまして、上の表が各月ごとの臨時に閉鎖したクラスの数、下の

表が出席停止した子どもの数ということでございまして、下にグラフ化をして

おります。 
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         昨年、平成２６年度と今年度を比較いたしますと、昨年度は同時期に大流行

いたしまして、当月１月の教育委員会においても大変流行っているということ

で報告されたところでございますが、昨年シーズン合計で６８クラスの学級閉

鎖、そして１，８７１人の出席停止ということが報告されております。今年度

につきましては、これまでのところ、４クラスの学級閉鎖と。この４クラスに

つきましても、今週の月曜日からと。月曜日に報告にあったところでございま

す。そして、合計でも４６人の出席停止と少ない状況となっておりまして、資

料では４６人となっておるのですけれども、本日この資料自身は２６日の朝の

状況の資料でございまして、本日サーベイランスのほうで確認をいたしますと、

学級閉鎖の数は４と変わらないのですけれども、出席停止の数は７７というこ

とで増えている状況でございます。 

         毎年、１月の末から２月の初めにかけまして一番多く発生する傾向にござい

ます。今年は滋賀県の薬務感染症対策課から１月の初旬、７日に滋賀県全体に

インフルエンザ流行期に入ったという旨の通知がございまして、各幼稚園・小

学校・中学校にも通知と啓発等を行ったところではございますけれども、１月

２０日にはインフルエンザウィルスＢ型というものが４名の患者から検査で検

出されたという通知も追ってきたところでもございます。市内の幼稚園・小学

校・中学校につきましては、インフルエンザを広げないための対策ということ

で、手洗い、うがいの励行であるとか、あるいは咳が出るときのマスクの着用、

栄養と休養を十分にとること、ワクチンの摂取というのもあるのですけれども、

症状が出たときに、他に広がらないよう早めに医療機関を受診することなど、

その都度周知をしておりますが、流行期に入っているということで情報等、十

分に注視しながら各校に促してまいりたいと考えているところでございます。 

         簡単ではございますが、以上でございます。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいま二つの報告事項がございましたが、御質問等はございま

すでしょうか。 

 

杉江委員     すみません。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

杉江委員     １２月は暖かさもあって流行せずにということですけれども、まだまだ予断

を許さない時期なのかなと思います。この学級閉鎖の幼稚園と小学校は、同じ

校区か何かそういうのはどうなっていますか。 
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スポーツ保健課長   幼稚園のほうが志津幼稚園、小学校のほうは志津、矢倉、南笠東というとこ

ろでございました。今日もその話をしておったのですけれども、非常に出席停

止の数はどんどん増えているということもありまして、学級閉鎖も今後増える

可能性があるのではないかということも私は心配していたのですが、いろいろ

職員さんとも話をしている中では、月曜日に一旦四つ出たのですけれども、今

一つは既に復帰というか、今、小学校は２校と幼稚園１園と。志津幼稚園だけ

は継続という形になったようなのですけれども、一応は学校内で広がっていか

ないような対策というのは、ぱらぱらと休んでいるような状況を見ると、広が

りのないような対策をとってもらっているのではないかなという分析というか、

話を私どもではしておりました。 

         いずれにいたしましても、今、１月の下旬から２月の初旬がピーク時期で、

ちょっとグラフを見ていただいて分かりますとおり、昨年、一昨年もそうなの

ですけれども、大体１１月ぐらいから患者数は増えていきまして、１月、２月

初旬ぐらいがピークになって、暖かくなっていくと消えていくという内容では

あるのですけれども、グラフにございますとおり、今年は１２月の本当の末か

ら本市について数が少し出てきたかなと思っていたところに、１月末、２月と

いうことで少し患者数、感染者が増えてきているので、より予防とか広がらな

いようなことで啓発していきたいと思っているところです。 

 

川那邊教育長   ほかは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、ほかに何かご

ざいますでしょうか。 

 

図書館長     図書館のほうから案内をお手元に配らせていだきました。絵本作家の松居友

さんの講演会を、ちょっとまだ先なのですが、２月２８日に開催する予定をし

ております。定員１００名ということで、草津市立図書館の３階の大会議室で

行う予定をしております。ちょうど２月上旬、５日から１２日まで蔵書点検で

特別閉館ということで図書館を休館させていただく関係で、案内を早めに周知

させていただいて、今、随時募集で、既に数十人ほどの応募いただいていると

いうことです。年１回、こういう形で絵本作家さん等の講演等の事業を行いな

がら、本に触れてもらう機会づくりということで案内させていただきます。 

         また、委員の皆様がた、お時間の許す限り、当日お越しいただけたらなと思

いますので、御案内をさせていただきました。以上でございます。 

 

川那邊教育長   では、もう一つ。 
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スポーツ保健課長   スポーツ保健課でございます。第６１回目を迎えまして、草津市駅伝競争大

会ということで、来る２月１４日のバレンタインの日ですけれども、この日に

立命館大学びわこ・くさつキャンパスで６１回目ということで駅伝競争大会を

開催させていただきます。それぞれ１部、２部で中学生男子・女子の部と一般

部と小学生の部ということで開催させていただきますのと、今年新たに３．６

キロミニマラソンというものを設けさせていただきました。一応、毎年、１部、

２部、３部ともに補欠の選手がいらっしゃるのですけれども、そのかたがたに

ついてはいつも走られないということで残念な部分もあるのではないかという

ことで、今年度は飛び入りも含めまして１度、３．６キロミニマラソンという

のをやってみようということで開催したところでございます。 

         初めての試みなのですが、既に御予約いただいているだけでも３０人超す人

数の申込みがございまして、特に３部の小学生の部が今回、昨年を上回るよう

な形で申込みをいただいておりますので、今後、実行委員会を結成いたしまし

て、陸協さんとか体協とかスポーツ少年団のかたがたと連携をしながら、大会

が無事成功するよう取り組んでまいりたいと思っておりますので、もしよろし

ければまた見に来ていただけるとありがたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

川那邊教育長   ありがとうございました。それでは、これをもちまして１月定例会を終わら

せていただきます。次回は２月２２日月曜日の午前１０時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５２分 

 


