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草津市教育振興基本計画（第３期）（案）に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

実施結果 

１ 実施期間   令和２年１月２０日（月）から令和２年２月１９日（水）まで 

２ 意見者数    ３人 

３ 意見総数    ８件（意見の内容および意見に対する市の考え方は別添のとおり） 

４ 意見の反映件数 ３件 

 

周知方法  

広報媒体 実績 

計画案の配架 配架場所（閲覧者数） 

・教育総務課   （  ０人） 

・情報公開室   （  ０人） 

・草津市立図書館 （  ０人） 

・南草津図書館  （  １人） 

その他の配架場所 

・         （   人） 

資料送付 送付数：    ０件 

個別説明 説明数：    ０件 

市ホームページ アクセス数：２０４件（２月２５日確認） 

広報紙 １月１５日号 

資料提供 １月１６日付け 

その他（市 Facebook ） １月２３日付け 

 

計画案の概要版掲示施設 

 【必須施設】・各地域まちづくりセンター（１４箇所）    ・各隣保館（４箇所）   

・草津市立図書館                ・南草津図書館 

・アーバンデザインセンターびわこ・くさつ   ・人権センター        

【その他の施設】 

 

結果公表の日時 

(1) 公表日時 【ホームページ】４月１日 

     【広報紙】   ４月１日号 

 (2) 公表方法 上記媒体にて公表 
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草津市教育振興基本計画（第３期）（案）について 

提出された御意見の概要とそれに対する市の考え方 

 

 

No 意見の概要 市の考え方 

1 

ＳＤＧｓについて書いてありますが、それ

に則した教育（環境ＥＳＤ）に関しての項目

が見られないように思います。また、子ども

たちが自然と共に生きているという実感を学

ぶ為にも、計画で環境ＥＳＤに関して踏み込

んでほしいと思います。 

小さいころからの自然体験、生活体験を通

しての学びや、自然環境で子どもたち個々の

主体性や個性を生かす教育がされることが、

「子どもの生きる力を育む」ことにつながる

と思いますし、いじめの根本解決にもつなが

るのでは、と考えます。 

本市では、あらゆる教育活動にＳＤＧｓの

視点を持って取り組んでまいります。特に、

計画書３１ページの「施策２５ 誰もが参加

できる環境学習の推進」に記述していますよ

うに、様々な場面において環境学習の機会の

拡大、学習内容の充実を図り、学習の成果を

広く発信することで、ＳＤＧｓの掲げる目標

を達成するＥＳＤの実践につながるものと考

えています。 

また、乳幼児期において自然の持つ意味は

大きく、自然の大きさ、美しさ、不思議さな

どに直接触れる体験を通して、幼児の心が安

らぎ、豊かな感情、好奇心、思考力、表現力の

基礎が培われます。幼稚園教育要領等におい

ても「幼児が自然との関わりを深めることが

できるよう工夫すること」と示されているこ

とから、計画書１８ページの施策２に「◇幼

児期における自然との触れ合いや体験活動を

通して、豊かな心情や科学的なものの見方や

考え方の基礎を培い、主体的に物事に関わる

子どもの育成に努めます」を追加し、園外保

育等を活用した自然体験や、エコ活動や栽培

活動を通して、乳幼児期の育ちに大切とされ

る「非認知能力」の育成を目指して、引き続

き取り組んでまいります。 

 

…反映させた意見 
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No 意見の概要 市の考え方 

2 

「自分ひとりじゃない」「みんながいてくれ

る」とお母さんが感じてくれるような場所を

是非増やしてほしいと思います。 

子育ての孤独は、閉鎖的で外とつながりに

くい、ということもありますが、外に出ると

制約が多く、窮屈で余計しんどい、というお

母さんもすくなくないのではと感じます。 

お母さんが、ひとりの人間として自分らし

くいられる場所が、いろんなかたちで増えた

らと思います。 

本市において、切れ目のない支援の一環と

して実施している地域子育て支援拠点事業

（子育て支援センター等の子育て支援施設の

事業）は、親子交流の場および子育ての悩み

を相談していただく場ですので、「子どものた

めの場所」というだけでなく、子育て家庭の

ための施設でもあります。 

実際に、施設利用者同士がこれらの施設を

通じて知り合い、子育てに関する悩み等を共

有したり、施設のスタッフに子育ての悩みや

心配を相談したりすることにより、子育てに

対する不安やストレスの軽減に繋がっている

という声もお聞きしていることから、本市と

しましては今後もこれらの施設を中学校圏域

に１か所設置するという方針に従い、取組を

進めてまいります。 

直近の予定としましては、令和３年度に開

設予定の「（仮称）市民総合交流センター」に

子育て広場を新たに新設し、現在南草津駅前

の商業施設に開設しています「ミナクサ☆ひ

ろば」とともに、草津市の子育て支援施設の

中核施設として位置づけをしてまいります。 

 

3 

施策２の就学前教育の充実に関して、草津

市と、草津市近郊の市町村には、認可園には

入らずとも多用な保育・幼児教育を行う園が

あります。それぞれの園は特色があり、子ど

もの育ちを豊かにしてくれる園です。 

子どもの育ちの多様さ、「幼児教育の質」を

議論する際、そういったオルタナティブ教育

も是非視野に入れていただきたいと思いま

す。 

それは、施策３道徳教育・人権教育の推進

にもつながると思います。 

 

質の高い就学前教育・保育の提供は、市の

取り組むべき重要な内容であると考えてお

り、本市の教育・保育にかかる指針やカリキ

ュラムの策定等により、教育・保育内容が豊

かになるよう努めています。 

また、私立の施設における、建学の精神に

基づいた創意工夫ある多様な教育・保育とい

った実践も含め、本市の幼児教育が充実する

ように引き続き努めてまいります。 
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No 意見の概要 市の考え方 

4 

草津市の基本理念の中には、「自然や生き物

に接することによって知る命の尊さ」（P11）

の記述がありますが、第２期計画の成果と課

題、第３期の計画の中に、「自然体験、生活体

験の減少」からの「体験を通して学ぶことの

大切さ」についての記述が見つけられません

でした。 

これからの子どもたちが生きる力を育む上

で、「自ら学び、考え、行動する力」（P13等）

は確かな学力の育成に欠かせません。自然や

暮らしの中には、心動くことや不思議に思う

ことがたくさんあり「生き抜く力」「非認知能

力」を支える土壌があります。 

何より「環境を通して」「主体的な遊びを中

心とした活動を通して」学ぶ幼児期（「幼稚園

教育要領」より）において、その環境（物的・

人的）を捉えなおすことは、保育の質にもつ

ながります。 

幼児期から学童期にかけて培われる小脳の

発達の点からも、計画のなかに、「自然体験

や生活体験を通して学ぶこと」に関する記述

をいれていただけるとありがたいなと思いま

す。 

 

自然体験や生活体験は、子どもたちの成長

に欠かせない大切なものだと認識していま

す。そこで、計画書２０ページの「施策６ 

社会性や豊かな情操を育てる教育の推進」や

計画書３１ページの「施策２５ 誰もが参加

できる環境学習の推進」では、社会性を育て

るための様々な体験活動や、環境を題材にし

た学習の充実を図る取組を推進してまいりま

す。 

また、幼児期の教育・保育は「環境を通じ

て行う教育」と言われており、子どもの主体

的な活動を促すために、創意工夫ある環境の

構成や人的環境を整えることが必要であると

考えています。 

特に身近な自然環境に関わりながら、自然

の美しさや不思議さに出会うことで、豊かな

心情や意欲が育ち、生命の尊さに気付いた

り、いたわったりする態度も育つと考えてい

ます。さらに、自然との関わりを持つこと

で、自然の性質や仕組みに興味や関心を持っ

たり、科学的なものの見方や考え方の基礎が

育成されたりすることから、計画書１８ペー

ジの施策２に「◇幼児期における自然との触

れ合いや体験活動を通して、豊かな心情や科

学的なものの見方や考え方の基礎を培い、主

体的に物事に関わる子どもの育成に努めま

す」を追加し、カリキュラムや日々の指導計

画に「自然体験や生活経験を通して学ぶこ

と」の大切さを位置付けながら、今後も豊か

な教育・保育の展開に努めてまいります。 
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No 意見の概要 市の考え方 

5 

認可園の記述の部分に、一定数の保育を担

っている、認可外保育施設や、幼稚園類似施

設についても表記に加えてもらうことはでき

ませんか。 

 

本市では、就学前教育・保育施設における

教育・保育内容の質的な向上を目指してお

り、認可・認可外を問わず、共に学び合い、

高まり合うための連携を進めていることか

ら、現在の表記の中に包括していると考えて

います。 

 

6 

ｐ１３ １．豊かな心と健やかな体の育成 

について 

自然や土に触れあう機会を多く持つこと

は、免疫強化の側面からも、心身の発達の点

からも子どもにとって良い影響があると言わ

れていますので、ぜひ、保育園や幼稚園で積

極的に自然と触れ合う時間を取り入れてほし

いです。 

森や自然を活用した、主体性を育む保育・

幼児教育について、ぜひとも推進してほしい

と思います。 

 

都市化が進む中にあっても、本市の周辺に

は豊かな自然環境が存在しています。現在も

就学前における教育・保育に自然環境を生か

した創意工夫ある体験活動を積極的に取り入

れ、主体性を育む幼児教育・保育に努めてい

ます。 

計画１８ページの施策２に「◇幼児期にお

ける自然との触れ合いや体験活動を通して、

豊かな心情や科学的なものの見方や考え方の

基礎を培い、主体的に物事に関わる子どもの

育成に努めます」を追加し、今後も引き続き

取り組んでまいります。 

 

7 

ｐ１４ ２．教職員の指導力の向上 につ

いて 

 

多種多様な３０人以上の子どもに対するの

に、一人の担任では到底マンパワーが足りま

せん。 

よりよい授業をするためには、教員に知識

を身につけさせるよりも、安心して子どもに

向き合える環境の整備が重要だと考えます。

小学校の全てのクラスを二人担任制にするこ

とを望みます。 

小学校の全てのクラスを二人担任制にする

には、その予算や人的確保が必要となります。 

国や県では、学級数による教職員定数が定

められており、それ以上に人員を雇用するに

は、市の負担となりますが、本市では、すで

に市の負担による教員やアシスタント（支援

員）を配置し、学級担任の業務負担を軽減す

るための措置をとっています。 

今後も、教職員の働き方改革に取り組み、

本来の仕事に全力で取りかかれるよう、環境

の整備に取り組んでまいります。 
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No 意見の概要 市の考え方 
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ｐ１４  ３．学校経営の充実 について 

 

大阪市の大空小学校（木村素子校長、映画

「みんなの学校」の舞台）、千代田区立麹町中

学校（工藤勇一校長、「宿題なし、クラス担任

制は廃止、中間・期末テストも廃止」）、世田

谷区立桜丘中学校（西郷孝彦校長、「校則や定

期テスト、チャイムの廃止、服装の自由化」）、

広島県教育委員会（平川理恵教育長、「高校入

試での推薦廃止、内申書の大幅見直し」）など、

最近では従来の学校教育のあり方に疑問を呈

し、より生徒主体の教育にシフトしている学

校が出てきています。草津市でも、これら先

進的な学校からいいところを学び、思い切っ

た変革を期待します。 

 

本市では、校長の主体的な学校経営を推進

するために、管理経営研修を開催したり、特

色ある学校経営の成果を総合教育会議で発表

したりする等の取組を実施しています。また、

市内全小中学校にコミュニティ・スクールを

導入しており、校長は学校経営ビジョンを明

確にした上で、地域や保護者の意見を取り入

れながら、それぞれの強みを活かした学校経

営に尽力しています。 

御紹介いただいた、目覚ましい成果が見ら

れる先進事例の発想やマネジメント等を参考

に、より一層特色ある学校経営の充実を支援

していきたいと考えています。 

 


