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開会   午前１０時００分 

 

川那邊教育長   定刻になりましたので、ただいまから草津市教育委員会２月定例会を開会い

たします。 

 

――――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、２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、「１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、１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。 

         それでは私の方からです。昨日の草津市長選挙で橋川市長が当選され、引き

続き市政を担われることになりました。マニフェストには新しい４年の重点施

策がまとめてあり、教育と関わっては読書やＩＣＴ教育、英語教育、特別支援

教育など「子どもの生きる力をはぐくむ教育」の推進のほか、「学校の教育力

を高めること」「チーム学校の実現」「中学校給食の実施」など、「未来を担

う人材の育成、教育環境の一層の充実」があがっております。また、「地域に

豊かな学びを創る」では、市民が「文化・芸術・スポーツに触れる機会を推進

すること」や「スポーツゾーンの整備」、また「草津の歴史、自然を学び、観

光資源としての保全・活用し、新たな観光資源を創造する」では、芦浦観音寺
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の保護、ＰＲ、草津宿本陣の拡大整備があげられています。 

         教育委員会といたしましては、これまでどおり市長との良好な関係のもと、

一層の連携強化に努めるとともに、総合教育会議の協議などを通して、今後も、

全国に誇れる教育の推進と充実に向けて力を注いでいきたいと思っています。 

         さて、２月には事業のまとめとしてさまざまな取組が行われました。本市で

は道徳教育にも着実に取り組んでおり、文部科学省の指定研究を受けて実践研

究を行ってきました。昨年と一昨年は矢倉小学校、高穂中学校、そして今年と

来年度は、草津第二小学校と草津中学校がそれぞれ学校ぐるみで取り組んでい

ます。３日には草津中学校が、９日には草津第二小学校が中間発表を行いまし

た。授業公開、研究発表等に県内各地から多くのかたの参加もいただきました。 

         小学校では平成３０年度から、中学校では平成３１年度から、これまでの

「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」に変わり、教科としての位置づけにな

ります。このことも見越して、今後もしっかりとした実践研究を進めていきた

いと思っています。 

         １３日には、淡海生涯学習カレッジ草津校の閉校式がありました。受講生の

皆さんには環境学習と関わって、８回にわたる講座を熱心に受けていただきま

した。滋賀大学や市内高等学校の施設での講座など、多くの皆さんにお世話に

なりました。ありがとうございました。 

         １４日には、第６１回草津市駅伝競走大会、第１９回草津市スポーツ少年団

交流駅伝競走大会が立命館大学びわこ・くさつキャンパスで行われました。参

加チーム数は市駅伝に９８チーム、スポーツ少年団交流駅伝に４４チーム、合

わせて１４２チームで、１，０００人を超える選手、監督の皆さんの参加があ

りました。また、今回は一人でも気軽に参加できるミニマラソンの部を開催し、

これにも３６名の参加をいただきました。 

         また、「ＷＥＢ 草津市青少年美術展覧会」のことについても報告したいと

思います。毎年、開催されている草津市の青少年美術展覧会は、今年も１０月

２３日から２９日にわたって市役所で開催いたしました。草津市の幼児児童生

徒の作品のレベルは大変高くて好評であります。 

         そこで、その中の作品２，０００点から、優秀な作品に授与される「推奨」

を受賞した作品を、今回、草津市のホームページに掲載いたしました。ＩＣＴ

教育を進める草津ならではの取組で、保護者や幼児児童生徒はもちろん、教員

の指導力の向上にも役立てていただければと思っています。掲載期間は１年で

すので、また御覧をいただき、幼児児童生徒の力作に触れていただければと思

います。 

         最後に、明日、２３日には、草津市教育研究奨励事業表彰式が教育研究所で

行われます。今年も市内教職員・保育士の皆さんから５４点もの応募があり、
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研究意欲の高さを感じます。昨今、教職員・保育士の皆さんには、多忙なお仕

事が続く中、このように実践研究をおまとめいただいたこと、大変尊いことだ

と思っております。 

         以上で私の方からの報告を終わります。 

         それでは、その２月にあった行事や教育全般に関する事項で、特に御意見、

御感想などがございましたらお願いをいたします。 

 

麻植委員     いいですか。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

麻植委員     私は琴の演奏家でもありますし、この１か月で感じたことを申しあげたいと

思います。 

         何を申したいかといいますと、アイデンティティーの大切さを個人としてま

たひしひし感じた月でもありました。韓国公演、中国の古筝のかたがたの芸術

家との触れ合いを初め、また文化庁からの芸術派遣事業などでいろいろな学校

講演に行ってまいりました。その中で感じたことは、自国の文化を大事にして

おられたり郷土愛だったりとか、家族愛にも発展しますが、そういうことも大

きな教育の役割ではないかなということを感じました。 

         それからもう一点、昨年の９月、スペシャル授業を展開した中で、中島貞夫

監督が草津小学校に行ってくださいました。この教育委員会の中でのスペシャ

ル授業だったのですけれども、市長部局の連携が本当にこれはうまくいったの

ではないかなという事例になったかと思うのですが、企画調整課のくさつ魅力

発信塾で、「草津宿本陣物語」というのを子どもたちが監督役だったり、俳優

だったりするのを中島監督の脚本をもとに歴代のスタッフのかたが照明から音

響から９人、１０人のスタッフが来てくださって、子どもたちを指導しながら

自ら撮った映画を１０月３１日、１１月１日で撮影し、先日披露する会が２月

１０日に催されたのですけれども、それを見た中で、ああ、大人も、それから

それこそ本当にスペシャルな人たちによって子どもがいろんな学びもでますし、

何よりも市長部局と教育委員会部局と連携した授業がここでは成り立ったので

はないかなと感じました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   はい、ありがとうございました。 

 

杉江委員     すみません。 
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川那邊教育長   お願いします。 

 

杉江委員     私も２月の行事等に参加させていただいた感想になりますが、申させていた

だきます。 

         今、お話がありましたが、２月７日に。 

 

麻植委員     ７日でしたか。ごめんなさい。 

 

杉江委員     ７日ですね。キッズシネマ塾の短編映画完成報告会というのを南草津市民交

流プラザでございました。完成したＤＶＤを私も視聴させていただきました。

ちょうど草津本陣も見学させていただいた直後ですので、草津のすばらしい歴

史遺産を改めて感じたものでございます。大変興味深く見せていただきました。 

         小学生が中心に進めたのですが、監督ぶりだったり役者ぶりだったり、生き

生きした表情で拝見させていただきました。特にメイキングＤＶＤというのが

流れまして、プロならではのこだわりを子どもたちに教えていくとか、触れて

いくということをされていたという場面がたくさんございまして、やはり本物

に触れるというのはとても感動する部分だし、緊張もするけれども、そういっ

た経験というのは大変大事だなと思いました。市教委が進めておられるスペシ

ャル授業と絡めてのＤＶＤの完成ということで、大変意義深いなというふうに

思いました。ＤＶＤが広く活用されるということを望みたいなというふうに思

いました。お疲れさまでございました。 

         続けてですが、１１日は人権尊重と部落解放を目指す市民の集いに参加いた

しました。毎日新聞社の記者の林由紀子さんの講演でしたが、京都弥栄中学の

人権劇のグループの密着取材をされた中での部落差別に向かっていく生徒から

学んだことというようなことで講演をいただきました。児童養護施設で育った

生徒が母親役をするのですけれども、自分の経験がないためにどう演技してい

いのかと戸惑う場面があって、そのときに指導の先生が、自分が母親になった

ときに、こんなふうにしてあげたいよという気持ちで演じてみればという助言

があって、そういう言葉で気持ちが動いていくという話や場面の映像があって、

最近、幼児の児童虐待という報道が後をたたない中で、今を必死に生きている

子どもの姿を見せていただいて、話を聞きとても感動いたしました。やっぱり

こういった現実からの学びというのが具体的に一番大事ではないかなというこ

とを学ばせていただいて、大変有意義な講演だったというふうに思っておりま

す。 

         以上です。 
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川那邊教育長   はい、ありがとうございます。 

 

周防委員     玉川小学校で週に１回なのですが、図書室ボランティアに行かせてもらって

いるのです。先日たまたま避難訓練を長休みにされるということで、長休みの

前後にボランティア活動に伺っているのですが、その日、突然図書室に電話が

かかってきて、お母さんたちも参加してくださいということで一緒に参加させ

ていただきました。長休みに地震が起こるという想定でありまして、図書室と

かグランドにも普通に子どもたちが休み時間に遊んでいたのですが、その中で

地震が起こりましたという放送がありまして、訓練という形になったのですけ

れども、子どもたちは分かっていたからなのですが、図書室でもちゃんと机の

下に身をかがめて、その後は先生の指示に従って非常階段からグラウンドの方

に避難したのですが、そのときに、ふだんイメージとしては授業中に大体そう

いう訓練というのは行われていると思っていたのですが、いつ起こるか分から

ないということで、そういう長休みであるとか、もしかしたら給食とかいろん

な想定をされて避難訓練をしていただいているのはとてもいいなと思いました。 

         今の６年生の子たちが１年生のときに東日本大震災が起こったと思いますの

で、まだ何となく記憶にある年代の子だと思うのですが、これからはそういう

記憶がない子どもたちがどんどん増えるので、ちゃんとそういうことを伝えて

いくのが大切だなと改めて思いました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

谷川委員     特に行事には参加できなかったのですけれども、例年、１月、２月はスキー

実習の指導者の補助に電話がかかってくるのですけれども、今年は草津から１

校だけでした。というのは、それだけ減っているのかなというのと、あと気候

の関係で雪が少ないから中止になったのか、ちょっと分からないですけれども、

今年は少なかったなというふうに思いました。学生に聞いていると、滑れない

子がすごく多くてすぐ雪遊びしようと言うからどうしょうと言っていたので、

中身もだんだん変わってきたのかなと思いましたね。 

         この１週間、うちの大学のスキー実習に行ってきたのですけれども、やっぱ

り滑れない子がすごく多いなというのを感じました。その辺はそういう実習が

ないからそういうところへつながっていっているのかなと感じました。 

         以上です。 
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川那邊教育長   はい、ありがとうございました。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４―――― 

 

川那邊教育長   次に日程第４、付議事項に入りますが、本日の議題であります「議第１号 

平成２８年度草津市一般会計予算に対する意見を市長に申し出るにつき議決を

申し出ることについて」及び「議第２号 平成２８年度草津市学校給食センタ

ー特別会計予算に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについ

て」並びに「議第４号 平成２７年度草津市一般会計補正予算に対する意見を

市長に申し出るにつき議決を求めることについて」及び「議第５号 平成２７

年度草津市学校給食センター特別会計補正予算に対する意見を市長に申し出る

につき議決を求めることについて」でございますが、本日の午後から予算に関

する記者発表が行われますので、本議案につきましては現時点では公開しない

こととすべきであると思います。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１４条第７項では、教育委員会の会議は公開する。ただし、人事に関する事案、

事件、その他の事件について、教育長または委員の発議により出席者の３分の

２の以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができるとなってお

りますので、この規定に基づきお諮りしたいと思います。 

         本会議を公開しないこととすることについて、御異議はございませんか。 

 

各委員      ― 異議なし ― 

 

川那邊教育長   異議なしと認めます。よって、議第１号及び議第２号並びに議第４号及び議

第５号につきましては公開しないことといたします。これらの議案につきまし

ては、報告事項の終了後に審議を行うことといたします。 

         それでは、「議第３号 草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案に

対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて」を議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

 

スポーツ保健課長   はい、教育長。 

 

川那邊教育長   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。「議第３号 草津市附属機関設置条例
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の一部を改正する条例案に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求めるこ

とについて」御説明申しあげます。 

         資料、議案書３３ページからでございます。３５ページ、３６ページ、３７

ページとございますが、３６ページに改正する条例についての新旧対照表がご

ざいますので、そちらを御覧いただきたいと思います。 

         議第３号につきましては、中学校給食の導入に当たりまして、草津市におき

ましては昨年の１２月に中学校給食を実施する方針を定めたところでございま

すけれども、こうした中で平成２８年度、来年度につきましては有識者や市民、

学校関係者等で構成する外部委員会を設置して、財政面なども踏まえましてセ

ンター方式やデリバリー方式などさまざまな実施方式の中から、本市に適した

実施方式等の調査検討を行いたいと考えておりまして、それに伴う附属機関を

設置しようとするものでございます。 

         ３６ページの新旧対照表でございますけれども、右側の「現行」に草津市

小・中学校結核対策委員会が現在設置されておりますけれども、その下に草津

市中学校給食実施方式等検討委員会というものを入れていきたいと思っており

ます。主な担任業務といたしましては、中学校給食の実施方式等について調査

審議に関する事務ということで、定数を１０人以内といたしております。主な

メンバーとして考えておりますのは、学識経験者、公募市民、小学校長代表、

中学校校長代表、市のＰＴＡ連絡協議会から小学校、中学校の各代表、そして

栄養教諭の代表、食育担当教諭の代表で１０名程度ということで考えておると

ころでございます。 

         以上、まことに簡単ではございますが、御説明とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願い申しあげます。 

 

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。 

         よろしいですか。意見もないようですので、議第３号については意見なしと

して市長に回答することといたします。 

         次に、「議第６号 草津市立視聴覚ライブラリーの設置および管理に関する

規則を廃止する規則案」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

図書館長     はい。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

図書館長     「議第６号 草津市立視聴覚ライブラリーの設置および管理に関する規則を
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廃止する規則案」つきまして、草津市立図書館の北相模が御説明申しあげます。 

         資料５１ページを御覧ください。現設置及び管理に関する規則がこちらの方

にあげさせていただいているところでございます。 

         まず第１条に、設置目的としまして草津市の社会教育及び学校教育の振興を

図るために設置するということで、第５条におきまして視聴覚教材の整備充実、

それから第３項に貸出し目的として設置しておるところでございます。 

         なお、昭和５２年にこの規則が定められまして、昭和５８年の草津市立図書

館開館に合わせて設置場所を図書館とさせていただいたところでございます。 

         この視聴覚ライブラリーにつきましては、従来の図書館とは別に視聴覚資料

といたしまして、１６ミリの映写機の使用講習会と１６ミリフィルムの収集、

貸出しを主に行ってきました。近年、デジタル資料が普及いたしまして、教育

機材としての１６ミリフィルムの利用は皆無となっております。また、視聴覚

資料のデジタル化がどんどん進んでおりますので、ＣＤ、ＤＶＤなどの視聴覚

資料は現在、図書館資料として既に収集、市民のかたに貸出しを行っていると

ころでございます。 

         同規則の当初目的としましては目的を達したものと考え今回廃止し、保存が

必要な１６ミリのフィルムについては図書館資料として移管、保存していきた

いというふうに考えて対応していきたいな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。御審議を賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。 

 

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

         それでは、異議もないようですので、議６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、「報告事項」に移ります。事務局から説明を願います。 

 

開校準備室長   はい。まず１番目の老上西小学校内覧会および見学会について、開校準備室

の永池から御報告させていただきたいと思います。 

         報告の資料につきましては２ページでございます。老上西小学校もいよいよ

工事の完成と備品の搬入の予定も大枠固まってきましたので、いよいよ内覧会

等の御案内をさせていただきたいと思います。 

         まず１番目です。内覧会としまして教育委員さん、市議会委員さん、報道機

関向けに３月２５日にそういう場をもちたいと思っています。その後、その次

の日ですが、３月２６日、土曜日ですが、地域のかたとか一般市民のかたに向
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けて見学会を最終的に４月１１日、始業式、入学式と合わせまして開校式を執

り行いたいと思っております。 

         今回は内覧会について、教育委員さんには、また別途、御通知の方をさせて

いただきたいと思いますので、３月２５日、３時半から４時半内覧会で見てい

ただくということで、日程等、御予定をいただきたいなと思います。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   続いてお願いします。 

 

スポーツ保健課長   報告事項２のインフルエンザの流行による幼・小・中学校（園）の臨時休業

の状況について、スポーツ保健課の岸本より御説明を申しあげます。 

         資料は４ページでございます。 

         インフルエンザの状況につきましては、先月の教育委員会でも御報告を申し

あげたところでございますけれども、２月に入りまして資料にございますとお

り、数が急増いたしまして、インフルエンザの流行による幼・小・中学校

（園）の臨時休業の方の状況でございます。資料では、２月は３１と書いてご

ざいますが、今日の朝現在で３８ということでございます。 

         また、インフルエンザによる出席停止の数でございますけれども、４２８と

いうことで２月１７日現在の資料ではなっておりますが、現在５２４人という

ことになっております。 

         ２月に入りましてインフルエンザの方が非常に流行してまいりまして、県か

ら今シーズンは２月１７日にインフルエンザの警報が発令をされました。今日

現在、市内の小・中学校で６クラスが休業という形でいたしておりまして、今

日、朝から５小学校から連絡がさらにございました。今日までのところもござ

いますので、明日の時点で明日からは７クラスということで休業はされる予定

でございます。 

         今後の見込みということではございませんが、昨シーズンにおきましては警

報が１月７日に発令しまして３月４日に解除がされております。昨年に比べま

すと約１か月ちょっと遅れてインフルエンザ等、流行し始めたわけですけれど

も、インフルエンザ自体は気候が暖かくなりますと、終わりに向かうというこ

ともございますので、３月上旬から中旬ぐらいには収束に向かうのではないか

ということで、当課においては話をしている状況でございます。 

         以上、御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

川那邊教育長   では、お願いします。 
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学校教育課長   報告事項（３）草津市英語教育推進計画について、学校教育課の藤野が御報

告申しあげます。 

         報告書の５ページ以降の資料を御覧ください。 

         草津市英語教育推進計画は、平成３２年度の新学習指導要領の全面実施に向

けて本市の小学校、中学校の英語教育の充実強化を図るとともに、本市がこれ

まで培ってきた英語教育の成果と課題、本市の教育の強みを生かした取組を推

進するための計画として策定するものでございます。草津市教育振興基本計画

（第２期）及び草津市子どもが輝く学校教育充実プログラムを踏まえ、学校分

野における方策や施策を示しております。 

         計画期間につきまして、平成２８年度から平成３１年度までの４年間として

おりますが、今後の文部科学省や滋賀県の方針、施策の展開、平成２８年度改

定予定の新学習指導要領の内容等を踏まえて、必要に応じて見直しを図るとと

もに、具体的な計画の立案を行う予定をしております。 

         ２１ページの草津市英語教育推進計画（概要版）案を御覧ください。 

         草津市が目指す英語教育として、グローバル化する社会において草津市の子

どもたちが英語を通じて人と主体的、積極的にコミュニケーションを図り、思

いや考えを生き生きと伝え合う力を育成することとし、英語教育推進目標を平

成３２年度の新学習指導要領全面実施に向けて、小・中学校の円滑な接続を図

った草津市の新しい英語教育を推進するとしております。また、施策の基本方

向を草津市小・中一貫英語教育カリキュラムの作成実施、新しい英語教育の指

導体制の確立、英語を使ったコミュニケーション、体験活動の推進といたしま

した。 

         この英語教育推進計画はこの後、３月に開催予定の部長会議、市議会への説

明、報告を経て、３月末の策定、４月の公表を予定しております。 

         以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

 

川那邊教育長   引き続き、お願いします。 

 

学校政策推進課副参事   報告事項（４）草津市教育情報化推進計画について、学校政策推進課の作田

から御報告いたします。 

         報告書の２２ページから４５ページまでが計画素案となっておりまして、報

告書の最後、Ａ３版の４６ページに計画の概要を掲載してございます。 

         本市では、電子黒板やタブレット端末など、全国に先駆けてＩＣＴ環境の整

備やその活動に取り組んできましたが、これまで教育の情報化、学校ＩＣＴに

関する基本方針や整備年次などを定めた推進計画に当たるものがございません

でした。 
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         草津市情報化推進計画（案）は本市学校教育における教育の情報化の基本的

な考えかたと目指すべき方向性を明らかにするとともに、上位計画である第２

期草津市教育振興基本計画にかかげる各項、施策の確実な実行担保するため、

具体的な方策や事業の実施スケジュール等を定めた実行計画、いわゆるアクシ

ョンプランとして作成しております。 

         計画は５章立てで構成されておりまして、まず１章では昨今の国や教育を取

り巻く状況と計画策定に至った背景について。２章では本計画と位置づけと計

画期間、目標年度について。３章では、本市における教育の情報化の現状と課

題について。４章では、教育情報化の推進に向けた基本目標と方針について。

５章では、推進目標として方針ごとの成果資料と、それを達成するとための具

体的な取組、それから事業の実施スケジュールについて記載しております。 

         情報活用能力を初めとする２１世紀型能力、目に見えない部分の学力は子ど

もたちが社会に出て就職してからも、生涯にわたって必要とされる能力です。

それらの能力、スキームを効果的に育成し、育むためのツールとして、ＩＣＴ

は非常に有効であり、当計画に基づき市全体のＩＣＴ活用頻度の底上げを図る

ことがまずは重要であると考えております。 

         なお、本計画は本日の教育委員会定例会での御報告の後、３月３日の庁議、

議会への説明報告を経て３月末に策定、市のホームページで公開する予定でご

ざいます。 

         以上、簡単ではございますが、草津市教育情報化推進計画の報告とさせてい

ただきます。 

 

川那邊教育長   それでは、ただいまの報告事項につきまして、御質問等はございますでしょ

うか。 

 

麻植委員     よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     まず英語教育推進計画の方でお伺いしたいこと、感じていたこともあります

ので、ちょっと御質問させていただきたいなと思っています。 

         一昨年、いろいろな学校を回らせていただいた中で、松原中学のＡＬＴの授

業も見させていただきました。その中でターナー・礼子先生とお出会いするこ

とがありました。ただ単にＡＬＴという位置づけだけではなく、会議での教師

としての実績も踏まえている中で、なぜ日本人が英語をしゃべれないんだろう

かと何度か聞かせていただいている中で、例えばそういうすごく人材的に教職
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員やここに構成員であがっているメンバーですと、委員長と学校教育推進委員

と学校教育課だけですので。すみません。２０ページですが。例えば、そうい

うところにも奇特な人材のかたの御意見を頂戴する部分があってもいいのでは

ないかなというのを少し感じました。 

         文面の中には、協働で連携したりすることは書いてあるのですけれども、も

う少し踏み込んだ形で草津の現状なり、感じておられることの生の声を推進計

画に盛り込んでいただくのはどうかなと、少しこれを読んで感じました。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。担当課、お願いします。 

 

学校教育課長   ２０ページの推進体制について御意見をお聞かせいただきました。おっしゃ

っていただいたように、ここには委員長、それから小・中学校の推進委員、学

校教育課と書かせていただいているのですけれども、この会議をさせていただ

くに当たって、今、お名前をあげていただいたターナーさん、大学の先生、Ａ

ＬＴの先生がたあるいはＪＴＥの先生がたにも参画をしていただきまして、御

意見を聞かせていただいております。そこで聞かせていただいた意見を少しず

つ反映させながらというふうに考えておるのですが、この計画の中では細かい

部分についてはなかなか書き切れない部分があるのですけれども、そういった

かたがたの御意見を極力反映させた中で草津市の英語教育を進めていきたいと

いうふうに考えておりますので、今後またより具体的な計画が文部科学省の方

から出されましたときには、そのあたりも踏まえて追記をするというふうな形

で考えているところでございます。 

         以上でございます。 

 

麻植委員     ありがとうございます。本当にこの概要版の中にも小・中学校の円滑な接続

を図った草津の新しい英語教育というふうに書いていますので、是非とも皆さ

んの御意見を総力を挙げて生かしていただけたらありがたいなと思います。 

         もう一点、続けてよろしいですか。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

麻植委員     情報化推進計画の点なのですけれども、今、本当に昨今いろいろネットでも

そうですが、いろいろなトラブルがこの情報モラルの観点でたくさんあがって

いると思います。ここも読ませていただきましたが、基本計画の２の中は児童

向け、基本計画の８の方は教育向けという形で網羅してくださってはあるので
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すけれども、この情報モラルに関しては高度な知識が必要でもありますし、外

部とか専門家をどのような形で頼んでいかれるのとか、そういう計画も立って

おられるのかとか、そういうのがこの部分のどこかに書いてあるのであれば教

えていただきたいなと。これは多分、英語教育のＡＬＴとか何かそういうもの

と同じような考えで専門的な人たちが入ることが必要かなと思いましたので、

ちょっとその部分、教えていただけたらと思います。 

 

学校政策推進課専門員   はい。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

学校政策推進課専門員   学校政策推進課の吉川でございます。 

         今、お尋ねいただきました子どもたちの情報モラルを育成する手立てでござ

いますが、計画上、基本方針の２でございます。ページでいいますと、３５ペ

ージでございます。 

         この中で子どもたちの情報活用能力を育成するための情報教育を推進してい

くということで記載がございます。情報活用能力の中身は今、委員がおっしゃ

られた情報モラルの部分が含まれてございまして、現状、学校の方でも情報教

育の中でもモラル教育については、全て学校で専用のアプリなどを使いながら

実施しているところでございます。 

         また今、委員がおっしゃられたような専門家をお呼びしての授業につきまし

ても、学校によりましては専門の大学教授、学識経験者を学校にお招きして、

モラル教育に関して授業なども実施しております。この辺につきましては、こ

こでの記載もございますし、今後も引き続きモラル教育については重点的に教

育していきたいというふうに考えております。 

         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     今、学校によってはという言葉があって、玉川中学校もそういう専門家を２

年連続で呼ばれたりとかいう結果が生徒会での規制の自ら作ったものに発展し

ていったかなと思うので、学校に任せている部分ではなく草津市でもこういう

方向で、こういうかたがたの力を借りて前に進んでいくみたいなとこら辺をも

う少し明確に出してくださるとうれしいかなと感じました。本当にＳＮＳやゲ
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ームサイトとかで知り合った形での性犯罪の被害者が本当に子どもたちに増え

ていますし、不正ウィルスをめぐっての中学や高校生が逮捕されたりとかする

ことも、本当に最近では頻繁に報じられてもいますので、本当に情報モラルは

大きな大きな着目するべきところかなというのが１点です。 

         その意味で、総務省から出ています「インターネットトラブル事例解決集」

というのを私がちょっと見てきたのは平成２６年度版だったのですが、そこに

保護者向けの働きかけの文章がたくさんありました。学校だけで規制するので

は絶対無理なことであって、子どもたちに買い与えるところは各御家庭からで

すし、スマホの普及率は滋賀県が一番とかということですし、家庭のかたがた、

それこそ、私も親ですから、子どもたちの心配というのはここの部分、とても

大きいかなと思いますので、保護者との連携とか保護者向けの働きかたという

のはどこかの部分に書いてあるのであれば、そこも教えていただければと思い

ます。 

 

学校政策推進課専門員   はい。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

学校政策推進課専門員   学校政策推進課の吉川でございます。 

         保護者向けの働きかけにつきましては、中間方針の中の５、基本方針５、報

告書の３７ページにございます。「ＩＣＴを活用した家庭教育の推進と家庭・

地域との連携強化」という部分がございまして、この中で学校の保護者に対し

ましてＩＣＴを活用した家庭教育部分につきまして利用を促している部分がご

ざいますし、今、委員がおっしゃられたようなモラルの部分についても、それ

に対していろいろな場、保護者会なりいろいろな講習会の場を持って、この辺

の重要性を啓発していきたいというふうに考えております。 

         以上です。 

 

麻植委員     本当に子どもたちが巻き込まれている現状を考えると、本当に放ってはおけ

ない状態かなと思いますし、ＩＣＴを活用した事業展開もとても大事なことで

すが、それともう一方、こちらの両輪も大切かなと思いますので、是非よろし

くお願いしたいなと思っています。 

 

川那邊教育長   草津中学校の道徳教育の中でも生徒一人ひとり、そういった情報モラル教育

が行われていて、これも文部科学省に指定をいただいて先端的な取組というこ

とで、もしそのことでありましたら。この間も発表会をしていただきましたが。 
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教育部理事    はい。文科省の方の指定授業を受けまして、草津中学校で道徳の発表をして

いただきました。そのときにも日本でも専門家のトップレベルだと言われる人

にも御講演いただいて、全ての中学校からそれを見に来てもらって、そういう

形で良いものを広げていくと。実際の授業の様子、またそういう専門家の活用

等についても同じように良いものを広げていくという形で、できるだけ玉川中

学校での取組なんかも校長会等で話をしていただいて、どういうふうな形で進

めたかということ、また生徒指導の方でもどういう手順で進めると、そういう

ふうな方向で進められるのかということも、具体的に話し合えるような場を持

ちまして、できるだけ先進的な取組を確実に広げていくということをこれから

も大事にしたいなと思っています。 

 

川那邊教育長   同時に家庭、地域との連携にも努めるということですので、今後も情報モラ

ルについてはしっかりと進めていっていただきたいと思っております。 

         ほかにいかがでしょうか。 

 

杉江委員     すみません。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

杉江委員     両方の推進計画を同時にいただいたので思うのか分かりませんが、この草津

が進めておられるＩＣＴ教育の推進の実績が本当にここに、英語教育なんかは

特に生かされていくかなという感想を持ちました。草津の教育の強みがこれか

ら進めていく教育、情報教育そのものだと思いますけれども、持っているその

財産を十分に生かしていける教育が推進できていくのではないかなという感想

を持ちました。 

         一つ単純な質問なのですが、小学生高学年からの教科化ということが英語教

育の推進のところに書いているのですけれども、これは授業実数的には英語科

というのは増えるのですか。ほかの教科が削られるというか、減っていくのか、

そこらあたりはどうなりますか。カリキュラムの部分ですけれども。 

 

学校教育課長   よろしいですか。 

 

川那邊教育長   お願いします。 

 

学校教育課長   そのあたりについては、まだ確定として文科省からおりてきているわけでは
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ありませんが、ちらほらとこちらへ聞こえてくる情報としては、他の教科を削

ってその時間を確保するというふうな形にはならないと、こちらも認識してお

ります。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。ほかにございますでしょうか。 

         はい、お願いします。 

 

谷川委員     この英語教育についてです。概要版ですけれども、草津市の目指す英語教育

のグローバル化する社会においてと書いてあるということは、やっぱり社会へ

出たときに、どうその英語教育を生かすのかというところが大事になってくる

と思いますけれども、そのあたりが草津市の小・中にとどまっているのではな

いかなと思います。だから、やっぱり社会に出たときに、どうそれが生きてい

るのかというのは難しいと思うのですけれども、それの検証の仕方とかそれは

本当に社会に出て生かせているのかどうか、小中にとどまらず、そこまで広げ

たものがもう少し入れば良いのかなというふうに感じました。その辺の考えが

あれば教えていただきたいです。 

         もう一点、３７ページの基本方針６です。ＩＣＴ指導力について肯定的な解

答をした教員の割合の平均９０％以上というのは、これの分母はどうなんです

か。 

         例えば、小・中別とか、管理職はどう思っているのかとか、そういうのも含

めてちょっと分母を教えてもらえるとありがたいなと思います。 

 

川那邊教育長   まず英語教育の方からお願いします。 

 

学校教育課長   今、グローバル化する社会においてということで御質問をいただきました。

確かにおっしゃっていただきましたように、今回作成をさせていただこうとし

ていますこの草津市の英語教育の推進計画については、学校教育課が所管をし

ているという部分がございましたので、小学校・中学校での取組を一層充実さ

せるためにどんなことができるだろうかという視点で作成をさせてもらったも

のでございます。 

         ただ、おっしゃっていただいたように、社会でどのように生かしていけるか

というところについては、とても大事な視点かなと思っておりますし、例えば

小学校、中学校であれば特別活動の中で英語を使って会話をする、体験を積め

るようなことを工夫したりということもしておりますし、今後より外国の英語

をネイティブとするかたがたとの会話の体験が増やしていけるようにというこ

とで、少し考えているところはございます。 
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         それから、小学校、中学校にとどまらず、どのようにそれを検証していくか

ということにつきましては、今後また検討させて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   ＩＣＴのことでは。 

 

学校政策推進課専門員   学校政策推進課の吉川でございます。 

         ＩＣＴの活用指導力について肯定的な回答をした教員の割合ということでご

ざいますが、３７ページに記載がございますとおり、こちらにつきましては文

科省のほうが毎年、実施しているＩＣＴの情報化の実態に関する調査の中の調

査をそのまま使っているものでございまして、分母といたしましては小学校も

中学校も全部含めた全ての教員が分母です。全ての教員につきまして全員アン

ケートをとっておりまして、それを集計した形になりますので、全教員に占め

る肯定的な回答をした教員の割合ということになります。 

 

谷川委員     もう一回すみません。これは草津市の教職員ということですね。全員という

ことですね。 

 

学校政策推進課専門員   そうです。草津市の教職員全員が分母でございます。 

 

川那邊教育長   教員ですね。 

 

谷川委員     教員ですね。分かりました。 

 

川那邊教育長   よろしいでしょうか。ほかにございますか。 

         それではないようですので、報告事項につきましては以上で終わらせていた

だきます。 

         続きまして、先ほど非公開とした議案の審議に移ります。傍聴のかたはおら

れませんので、このまま進めさせていただきます。 

 

教育副部長    はい。そうしましたら、議第１号及び議第２号の概要につきまして、事務 

（総括）    局の居川が御説明を申しあげます。 

         まず、「議第１号 平成２８年度草津市一般会計予算に対する意見を市長に

申し出るつき議決を求めることについて」及び「議２号 平成２８年度草津市

学校給食センター特別会計予算に対する意見を市長に申し出るにつき議決を求

めることについて」の２件についてでございます。これは３月１日、開会予定
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の３月定例市議会に提案をされます平成２８年度草津市当初予算のうち、教育

関係予算につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の

規定より、市長から当委員会に意見を求められておりますことから本日お諮り

するものであります。 

         それでは、議案書の４ページからの平成２８年度当初予算概要書を御覧いた

だきたいと思います。 

         まず５ページをお願いします。こちらは平成２８年度の各会計別の予算規模

に関する総括表でございまして、一般会計で４７３億９，０００万円の当初予

算規模となったところでございます。これは平成２７年度の当初予算額と比べ

ますと、３４億３，０００万円の減となっておりまして、比率といたしまして

は６．７％の減となったところでございます。 

         また、特別会計の三つめ、学校給食センター特別会計では、５億８，９７０

万円でございまして、ほぼ前年並みの予算となったところでございます。 

         次に６ページでございますが、これは一般会計の款別の総括表でございまし

て、表の上の段あたりが歳入となっております。 

         それから、太線より下でございますが、こちらが歳出となってございます。

歳出の款の番号、１０が教育費でございまして、来年度の当初予算額といたし

まして３７億７，２７０万５，０００円でございまして、対前年度比で５４．

９パーセントの減、額にいたしますと、一番右の列でございますが、昨年度当

初予算額より４５億９，０３４万円の減となったものでございます。 

         それぞれ事業ごとの増減はございますものの、この大きな要素といたしまし

ては、４月に開校いたします老上西小学校建設工事の完了があげられます。 

         また、志津南小学校の増築工事や中学校へのタブレットＰＣの導入などの事

業完了より大幅な減となったものでございます。 

         続きまして、１枚おめくりいただきまして７ページを御覧ください。これは

本市の教育振興基本計画の体系に基づきまして、新年度の新規拡大事業を右側

にまとめたものでございます。これらの事業の詳細につきましては、順次、各

所属長のほうから御説明を申しあげますので、よろしくお願いいたします。 

         以上です。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

学校教育課長   それでは、８ページのことばの教室運営費につきまして、御説明をいたしま

す。 

         ことばの教室は言語や発達に障害のある四、五歳を対象に山田小学校の指導

教室において指導、保護者等への相談等を行ってまいりましたが、希望される
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保護者が年々増加していることを受け、そのニーズに応えるために平成２８年

度から山田小学校指導教室に加えて、老上小学校指導教室を開設いたすもので

ございます。 

         以上でございます。 

 

スポーツ保健課長   続きまして、健やかな体づくりの推進ということで、９ページ、１０ページ

でございます。 

         ９ページにつきましては、小・中学校体力向上プロジェクト推進費でござい

ます。こちらにつきましては、重点施策であるスポーツ健康づくりの推進の一

つとして、子どもたちの体力向上を目指す取組で行うものでございます。今年

度は小学校は３、４年生を対象にダンス、中学校では中学校２年生を対象にス

ポーツドクターとトレーナーによる講習会を実施してまいりました。 

         来年度につきましては立命館大学スポーツ健康科学部との連携をさらに強化

して、体力テストなどのデータ分析等を進めまして、子どもたちの体力向上を

進めてまいりたいと考えているところでございます。予算につきましては小学

校の委託費が１８９万８，０００円、中学校が１２０万円となっておりまして、

いずれも小・中学校の体育連盟に委託して事業実施をしてまいりたいと考えて

おります。 

         次に、中学校給食の導入検討でございます。１０ページでございます。中学

校給食の導入検討につきましては、先ほどの議案で御説明申しあげましたとお

り、昨年１２月に中学校給食を実施する方針を定めたところでございまして、

その方式等を検討する外部委員会等を設置する予算等でございます。調査検討

業務として６５９万９，０００円、外部委員会との報酬等として９７万９，０

００円を計上したところでございます。 

         以上でございます。 

 

学校教育課長   11ページのスクールソーシャルワーカー配置費でございます。家庭的な課題

によって、学校不適応行動を示す児童生徒やその保護者に直接働きかけるとと

もに、学校や福祉に係る関係機関等と連携をしながら課題解決が図れるように、

チーム学校の福祉分野の専門スタッフとして、スクールソーシャルワーカーを

１名配置するものでございます。 

         以上です。 

         続きまして１２ページ、学びの教室開催費、放課後自習広場の開設費でござ

います。 

         まず大変申し訳ございません。資料の訂正をお願いいたします。１２ページ

の右下に主な経費として２段目、放課後学びの教室開催２８５万７，０００円、
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３段目、土曜日学びの教室開催、３５３万７，０００円とあります。この経費

が入れ違えております。放課後の方が３５３万７，０００円、土曜日の方が２

８５万７，０００円でございます。訂正してお詫びを申しあげます。 

         草津市の義務教育段階における学びのセーフティネットを構築するために、

平成２４年度から土曜日学びの教室を、平成２７年度から放課後学びの教室を

開催してまいりました。これらに加えまして、平成２８年度からは小学１年生

から４年生までを対象として、放課後に自学自習のできる場として小学校の特

別教室等を利用して、放課後自習広場を開催するものでございます。 

         １３ページを御覧ください。英語教育推進費でございます。平成３２年度の

新学習指導要領の全面実施を視野に入れて、これまでの英語指導助手と担任と

の協働学習に加え、草津の強みであるＩＣＴ危機を活用して、現地の外国人と

会話を行うオンライン授業を市内小学校のモデル高校で実施するものでござい

ます。 

         以上でございます。 

 

学校政策推進課副参事   続きまして、コミュニティ・スクールくさつ推進費について御説明いたしま

す。 

         家庭や地域の参画を得ながら豊かな発想に基づく学校経営を行い、より学校

力を高めることを目指しております。これまで各学校別組織で機能しておりま

した学校評価委員会を含めて、学校運営委員会を立ちあげて子どもの現状や課

題、目指す子ども像を共有した上で、子どもたちの学びを多面的、持続的に支

援していきます。本事業は、子どもたちの地域への愛着を育むとともに、地域

に支えられた力強い学校づくりに期待が持てると考えております。 

         以上です。 

 

教育総務課長   続きまして、教育総務課の太田でございます。１５ページをお願いしたいと

思います。 

         高穂中校舎棟増築費でございます。高穂中学校につきましては、三つの小学

校区での校区となりますが、宅地開発が進んでおりまして、特に志津南小学校

につきましては今年度、校舎等の増築工事を行っているところでございます。 

         このような中、高穂中学校に入学する生徒数の増加が今後見込まれますこと

から、校舎棟の増築が必要と考えているところでございますが、高穂中学校の

校舎内につきましては増築するためのスペースが少なく、まず増築場所の選定

を行う必要がございます。このことから業務委託によりまして、主に増築する

場所の選定を業務内容といたします基本設計を行うものでございます。 

         続きまして、１６ページをお願いいたします。小・中学校校舎棟非構造部材
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改修費でございます。事業の内容でございますが、学校施設の耐震化につきま

しては、児童生徒の安全な学習環境の確保観点や、それと災害時の避難所機能

の確保の観点から、全ての小・中学校の校舎、体育館などの主要な構造体の工

事を２３年度までに終了したところでございます。 

         今回行います非構造部材の改修につきましては、平成２６年度から継続的に

取り組んでおります事業でございます。２６年度には全ての小・中学校の体育

館、それから中学校の武道場の調査点検を行いまして、今年度、２７年度には

改修工事を実施しているところでございます。２８年度におきましては、引き

続き校舎等の非構造部材の耐震化を計画的に進めるために工事を実施するもの

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。御審議のほう、

お願い申しあげます。 

 

川那邊教育長   続きまして、議２号の給食センター特別会計予算についてもお願いいたしま

す。 

 

スポーツ保健課長   「議２号 平成２８年度草津市学校給食センター特別会計予算に対する意見

を市長に申し出るにつき議決を求めることについて」、スポーツ保健課長の岸

本より御説明申しあげます。 

         給食センターにつきましては、新給食センターが稼働いたしまして４年目を

２８年度迎えますことから、運営費等については安定した積算等ということに

なっておりまして、前年度と同様に積算をしているところでございます。 

         予算といたしましては５億８，９７０万円を計上いたしまして、前年比１，

０３０万円の増となっておりますが、これにつきましては老上西小学校の新設

に伴う食器等の諸経費等の増額、そして給食数が約８，３００から８，５００

と２００食増といたしますことから、こちらの方の光熱費等の増額を見込んで

いるところでございます。 

         なお、平成２８年度からはこれまで直営いたしておりました配膳補助業務と

ボイラー管理業務につきまして、業務円滑化と効率化をするために一括委託と

いうことで、調理洗浄を委託しております業者に一括委託する予定をいたして

おります。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   それでは、議１号 議第２号につきましては関連があると思われますので、

まとめて審議をさせていただきます。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でしょうか。 
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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     １６ページの体育館とか武道館の改修に伴って、例えば経費を浮かすためと

いうか、太陽光パネルって付けるというのはどうなのですかね。あれをすると、

すごく電気代は回収できるという話を聞いたことがあって、私は詳しく調べた

ことはないのですけどね。ちょうどその時期に合わせて社会体育施設もパネル

を置くことになって、電気代が戻ってくるというような話も聞いたことがある

のですけれども、そのあたりはどんなものなんですかね。 

 

教育総務課長   はい、教育長。 

 

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。 

         現在、小・中学校、市内の施設につきましては、補助金を活用した太陽光パ

ネルの取付けを現に３校行っております。１年間あたりの発電量といたしまし

ては、おおむね２０キロワットアワーでございまして、収入といたしましては

年間で大体１０数万というところになっております。 

         当時、環境学習という観点から国の補助金がございまして、そういった部分

を活用してやっておったところでございますが、その後、平成２４年度に国の

補助金の体系が変わりまして、防災機能強化というところでございまして、現

在の老上西小学校につきましても太陽光パネルをやっているところでございま

すが、やっぱり年間のコスト、今現在の電気の配線等をいじるということも含

めまして、あと蓄電池の観点、１０年ぐらいもつのですけれども、１０年たっ

たらまた交換が必要であるというところでもございますので、今後そういった

ところ、機器等も日進月歩によって良くなって安くなるということもございま

すので、そういったところも情報を集めながら検討してまいりたいと考えてお

ります。 

         以上でございます。 

 

谷川委員     ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   よろしいですか。ほかはいかがでしょうか。 
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麻植委員     よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     スポーツ健康づくりの推進の９ページの件でお伺いしたいのです。小学校の

ダンス講師によるダンス教室を今年もまた予定されているということですが、

この体力向上の点では以前から体力測定、スポーツテスト等々でどこの部分が

草津は弱いとか、そういうふうな検証を今されていると思います。それをこの

ダンス教室でカバーする形のプログラムを組んでくださる形なのか、そういう

ことを視野に含めた体力向上プログラムというのを考える方がいいのか、ちょ

っとそこら辺は疑問に感じましたので、お伺いしたいなと思いました。 

 

川那邊教育長   はい、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。 

         ダンス教室につきましては、今年度２７年度から子どもたち全てが体を同時

に動かすということの中で、楽しいという部分も含めて実施をしているところ

でございます。体力向上に関わりますいわゆるスポーツテストの向上につきま

しては別途検討しておりまして、来年度につきましては体力テストの向上のた

めのプログラムというものを、体育授業の前に前運動という形でさまざまな取

組をしていこうということで計画をいたしておるところでございます。 

         ダンスとの関わりということになってくるのですけれども、ダンス自体は今

年度、一応３、４年生ということで対象にさせていただきました。もともと子

どもがもっと楽しく体を動かすようなことで何か取組ができないかということ

で、今はバスケットのレイクスターズから指導に来ていただいて、３、４年生

を対象にしたのですが、非常に子どもたちもふだんの体育ですと、準備であり

ますとか自分の順番待ちであるとか、なかなか体を動かせない時間帯もあるの

ですけれども、ダンスですと、一斉にみんながそれぞれがずっと体を動かして

いるというような部分もあって、非常にいいなということはあったのですが、

こちらの方も体育テストは別に考えておりまして、今後体力テストの強化とし

ては、先ほど申しあげましたとおり、具体的なプログラムというようなものを

体育の授業の中で前運動として実施していこうと。また、体育の授業以外のも

のについて、各学校にそれぞれの時間外の子どもたちが体を動かすような環境

づくり、家へ帰ってからの運動も含めまして検討していこうという形で今、考

えているところでございます。 
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麻植委員     この授業名が体力向上プロジェクトを推進という形になっているので、ここ

には谷川委員もおられますけれども、いろんな形で体力というか、持っている

能力を引き出す方法というのはいろいろあるかなと思いますので、この楽しみ

の部分で子どもたちに運動を親しんでもらおう、やってもらおうというのと多

分、この向上という意味では、今言っておられた体育の授業もある、いろんな

ことを検討されているところがありますからトータルで考えてくださる方が理

に適っているのではないかなと感じました。 

         それと、中学生もこの体力向上プロジェクトの中にこのスポーツに関心を持

って、よりよく学ぶという点では本当にどちらもいい授業だとは思うのですけ

れども、このプロジェクト推進という観点からまた検討をさらにいいものにし

ていっていただければありがたいなと少し感じたものですが。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

谷川委員     最後の今のところで。前回の教育委員会でも話をしたと思いますけれども、

コーディネーション運動をすればどうなるのかというのは、やっぱりスポーツ

テストの種目をやるのではなくて、いろいろな運動をやりながら確実にこの間、

大津でやったデータはあがっていましたので、体力テストの点数をあげるため

にそれを授業前にやるということでなくて、全体、トータル的なことで高めて

いくと、そういうことを考えてほしいなと思います。 

         あと、ダンスの３年、４年にどんなダンスをやっているのかというのは、ち

ょっと僕は知りたいのですけれども、どうですかね。 

 

スポーツ保健課長   今の授業前運動の件でございます。今、谷川委員がおっしゃっていただいた

とおり、単純に体力テストの種目をやるということではなしに、８種目それぞ

れあるのですけれども、それぞれを伸ばすための運動というメニューを検討し

てやっていくということでございます。 

         また、ダンスのレイクスターズの件です。振り付けをレイクスターズからプ

ロのダンサーのかたに来ていただいて、振付け自体もしていただく中で、子ど

もたちが音楽を鳴らして踊るというものでございます。 

 

谷川委員     多分、ヒップ・ホップ系のダンスをやるのは簡単なんですよ。子どもらはや

るのだけれども、中学校の体育の授業はそうじゃないんですよね。 

         だから、そこへつながるダンス、創作ダンスとかそういうものがきちっとで

きるようにつなげていかないと、中学校でも間違ってヒップ・ホップ系のダン
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スばかりやっている学校があるので、やっぱりダンスって何なのという狙いを

きちっと把握して、そこを結び付くようなことをやっていかないというふうに

ちょっと思いました。 

 

スポーツ保健課長   すみません。一応ダンスを取り入れるときに、３、４年生がそちらのダンス

のプログラムというか授業の時期だということもあってそこで取り入れている

のですけれども、創作ダンス等についてということで、それぞれ取組をいたし

ておりますので、中学生につながっているようにということで御指摘もいただ

きましたので、そのようにまた進めてまいりたいと思います。 

 

川那邊教育長   よろしくお願いします。これでよろしいでしょうか。 

 

杉江委員     すみません。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

杉江委員     一つ質問というか理解というところで、学びの教室開催費とコミュニティ・

スクールくさつ推進費というところで、学びの教室というのは放課後と土曜日

ということでしておられると思いますが、このコミュニティ・スクールくさつ

推進というのが新規で設けられたということで、中身を見ると放課後、土曜日

の教育活動、教育面での学校と地域の連携に結び付けるということが書いてあ

るのですが、こことの、課が違うのであれですけれども、関連というのはある

のか、そこらあたりはどう理解したらいいのかなというのはちょっと質問です。

よろしくお願いします。 

 

川那邊教育長   はい、お願いします。 

 

学校教育課長   学びの教室の放課後自習広場につきましても、可能であれば地域のコーディ

ネーター役あるいは地域のかたをお招きをして自学自習を見てもらったり、指

導してもらったりということを想定しております。ですので、コミュニティ・

スクールくさつにつきましても、学校運営にかかわっていろいろなかたのお力

をお借りして進めていくという内容だろうと思われますので、ある意味、コミ

ュニティ・スクールの中で放課後自習広場の運営等について、少し御支援をい

ただいたりということも考えられるのかなとは思っております。 

 

教育部理事    すみません。主にコミュニティ・スクールのほうは教員が、特に校長先生が
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学校の運営方針、また学校の状況を、できるだけ地域の学校を応援しようとい

うかたがたにサポートをいただいて、そしてよりよい方向へ進めていくという

事業ですので、今、実際に評価委員会という形でどこの学校も行っていますが、

それをさらに地域とうまく連携したいなという願いをもって進めようとするも

のです。 

         放課後学びの教室、特に自習の教室については、これは子どもが活動する事

業でございまして、子どもが１年生から４年生までおおよそ学校単位で、学校

によっては違うと思いますが、４０名程度を頭の中に入れておりまして、その

子どもたちが１年生から４年生で早く帰る日がありますので、早く帰る日に１

時間残って自分たちで自主勉強すると。そして、自主勉強する中で、帰る時間

が５、６年生と一緒となるときには一緒に５、６年生と帰ると。それから、４

年生なんかは５、６年生とほとんど一緒の時間帯になってしまうことがありま

すので、その場合については保護者の御協力を得てお迎え等に来てもらうとい

うことで対応していきたいと。これはあくまでも子どもが家へ帰っても何もす

ることがなくて、ついついゲームだけで遊んでしまうというもので時間を費や

しているということがありますので、そういうことを少しでも減らして子ども

たちが学校にまだ帰るまでに仲間とともに一緒に自分のやろうと思う勉強、読

書も含めて自分を高めるための勉強をとにかく仲間とともにすると、それを地

域のかたに支えてもらいながらというような思いで実践しようと思っておりま

す。 

 

杉江委員     分かりました。 

 

麻植委員     よろしいですか。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

麻植委員     今、学びの教室で１４校のうち７校実施、今年度実施しますということなの

で、その７校というのはどこの小学校ですか。 

 

教育部理事    ７校、まだ。 

 

麻植委員     これからですか。 

 

教育部理事    はい。校名が全部決まっているわけではありませんが、できたらコーディネ

ーターが先駆けて入っている学校に声をかけさせてもらおうかなと思っていま
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す。コーディネーターさんがいらっしゃるところというのは、より地域との結

び付きがはっきりとしていますので、そういう形で進めております。 

 

麻植委員     すみません。もう一点、いいですか。 

         今、御説明いただいた学校運営委員会を設置しますという件でちょっとお尋

ねしたいんです。ここに地域協働合校を通してという言葉が入っていますので、

地域協働合校は生涯学習課でもあるかなと思います。そこの連携とかお伺いで

きたらと思います。 

 

生涯学習課長   教育長。 

 

川那邊教育長   はい。 

 

生涯学習課長   生涯学習課長の奥谷です。 

         今回、コミュニティ・スクール、今おっしゃっていただいているとおり、学

校教育だけで進めるものでもございませんので、今、３課、お分かりいただい

たように学校政策推進課が中心となりながら学校教育課、また生涯学習課全て

三者で協議をしながら進めていくものでございます。 

 

麻植委員     はい、ありがとうございます。 

 

川那邊教育長   それでは、次に議第３号と第６号、いずれも補正予算に対する意見ですが、

関連があると思いますので、二つ同時に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。 

 

教育総務課長   教育総務課の太田でございます。議案書３８ページをお願いいたします。 

         「議第４号 平成２７年度草津市一般会計補正予算に対する意見を市長に申

し出るにつき議決を求めることにつきまして」御説明申しあげます。 

         それでは、議案書の４１ページをお願いいたします。最初に全体の概要でご

ざいますが、今回の補正予算につきましては、平成２７年度の最後の補正予算

ということで、基本的には１年間予算を執行してきました中で、工事や業務の

入札残等、不用額につきまして減額整理をさせていただきますのが主な要素で

ございますので、表の右端の説明欄に執行残と記載の分につきましては説明を
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省略させていただき、特に事業の繰越しの部分であったり増額補正を行うもの

につきまして御説明をさせていただきます。 

         それでは、事務事業名の上から二つめでございます。小学校大規模改造費で

ございますが、この事業につきましては常盤小学校大規模改造２期工事にかか

ります入札残の減額と笠縫小学校体育館大規模改造他工事の労務単価の上昇分

の増額分の差引１，１９９万４，０００円の減額補正を行おうとするものでご

ざいます。 

         また、笠縫小学校体育館改造他工事につきましては、国の補助金を活用し行

うものでございますが、今年度、補助金内定時期が遅れたこともございまして、

工事の完了が年度内に見込めないということでございますので、繰越措置をさ

せていただきたいと考えております。 

         次に、表の一番下にございますが、中学校の大規模改造費でございます。こ

ちらにつきまして、草津中学校エレベーター棟増築工事入札残を含めた額を減

額補正をするものでございます。また、説明欄にございます新堂中学校の大規

模改造２期工事につきましては、先ほどの笠縫小学校体育館大規模改造他工事

と同様の理由で繰越措置をさせていただき、来年度に工事を行う予定でござい

ます。 

         教育総務課所管は以上でございます。 

 

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。資料は４３ページを御覧

いただきたいと思います。 

         保健体育費、保健体育総務費ということで、学校給食センターの特別会計の

繰出金ということでございます。説明にございますとおり、こちらにつきまし

ては昨年８月に平成２８年年度の人事院勧告がございまして、職員費の増額を

したということで、純繰越金の収入増による減額ということで、合わせまして

１６万２，０００円の繰り出しをするものでございます。 

         続きまして、関連いたします平成２７年度学校給食センター特別改正補正予

算でございます。４８ページを御覧いただきたいと存じます。 

         「議第５号 平成２７年度草津市学校給食センター特別会計補正予算に対す

る意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて」ということで、関

連でございます。 

         ただいま申しあげましたとおり、昨年の平成２７年度人事院勧告によります

職員費として、２０万４，０００円を歳出として計上するものでございます。

歳入といたしましては、先ほど一般家計で御説明申しあげました１６万２，０

００円の不足分ということで、繰越金のほうを当初１，０００円見込んでおり

ましたが、最終的には４万２，０００円ということでございましたので、差額
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の１６万２，０００円を歳入としたところでございます。 

         以上でございます。 

 

川那邊教育長   はい。それでは特によろしいでしょうか。 

         それでは意見もないようですので、議第４号、議第５号については意見なし

として市長に回答いたします。 

         以上をもちまして、本日の議案は終了となります。 

         では、次回ですが、３月２５日金曜日の午後１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   午前１１時２５分 

 


