
１月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成29年１月27日（金） 午後３時～午後３時49分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

３ 出席者 教 育 長 山下　宗茂

委 員 袴田　雄司 飯田　宣子 佐原　陽子 河合　禎隆

事 務 局 教 育 次 長(落合　　進) 教 育 総 務 課 長(岡本　　聡)

学 校 教 育 課 長(西川　睦弘) 幼 児 教 育 課 長(杉浦よしみ)

社 会 教 育 課 長(朝倉　陽美) 文 化 課 長(切池　　融)

スポーツ推進課長(河合　利和) 図 書 館 長(山本　茂明)

教育総務課長代理(三浦　祐治)

４ 議　案 第 １ 号 湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則制定に

ついて

第 ２ 号 湖西市立幼稚園保育料徴収規則の一部改正について

第 ３ 号 湖西市立幼稚園規則の一部改正について

第 ４ 号 教育長の辞職の同意について

５ 報　告 第 １ 号 公の施設の指定管理者の指定について

第 ２ 号 湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例制定について



午後３時00分開会

(山下教育長)　出席は５名、定足数に達しているので、平成29年１月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　審議に入る前に、事務局から報告の申出があったので、事務局の発言を認める。教

育総務課長。

(教育総務課長)　12月議会で可決された補正予算について、報告させていただく。

　11月の教育委員会定例会において承認いただいた議案第38号「平成28年度湖西市一

般会計補正予算（第４号）要求について」に係る補正予算が、１月６日開催の湖西市

議会12月定例会本会議において可決されたので、報告する。

　以上。

(山下教育長)　それでは審議に入る。

　今回の議案第１号から第３号までの内容は、報告第２号の内容と関連しているので、

報告を先に行う。

　報告第１号「公の施設の指定管理者の指定について」、事務局の説明を求める。

(スポーツ推進課長)　報告第１号「公の施設の指定管理者の指定について」、下記の

とおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第244条の２第６項の規定により議会の議決を得たので報告する。平成29年１

月27日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　指定管理者制度を導入する施設の名称は湖西運動公園、北部地区運動広場、梶田多

目的運動広場、みなと運動公園、新居スポーツ広場公園、勤労者体育センター、指定

管理者は湖西市吉美830番地の１、特定非営利活動法人湖西市体育協会会長、菅本利

隆、指定の期間は平成29年４月１日から平成34年３月31日までである。

　これについては、湖西運動公園外５施設に一括して指定管理者制度を導入するため

公募を行ったところ、２団体から応募があった。平成28年11月28日の指定管理者候補

者選定委員会に諮り、審議していただいた結果、特定非営利活動法人湖西市体育協会

が候補者として選定された。そして、地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき

湖西市議会12月定例会に議案として提出し、１月６日に議決を頂いたので報告するも

のである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　もう一つの団体はどのような団体か。

(スポーツ推進課長)　埼玉県に本社を構える民間会社である。

(飯田委員)　決定するに当たってのポイント等はどういうところだったのか。

(山下教育長)　市に副市長を委員長とする選定委員会があり、そちらでしていただい

た。教育委員会のスポーツ推進課は所管課だが、実際に選定には携わっていない。た

だ、選定の理由は聞いている。

(スポーツ推進課長)　選定委員会からの報告の中では、まず第一に指定管理料が体育

協会の方が安かったこと、もう既にアメニティプラザで実績のあるコナミスポーツク

ラブと連携して今後のスポーツ活動を行っていくという点、体育協会の持っている

ホームページに施設の情報コーナー等を開設し情報発信を図るという点、地元雇用を

積極的に推進するという点が評価されたポイントである。



(山下教育長)　よろしければ、続いて報告第２号「湖西市立幼稚園一時預かりに関す

る条例制定について」、事務局の説明を求める。

(幼児教育課長)　報告第２号「湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例制定につい

て」、湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例（平成29年湖西市条例第３号）を別紙

のとおり制定したので報告する。平成29年１月27日提出　湖西市教育委員会教育長

山下宗茂。

　この条例は、８月の教育委員会及び総合教育会議で説明させていただいた、保育園

の入所待ち児童の対策として平成29年度から取り組む緊急一時預かり事業に関する条

例である。緊急一時預かりは、保育園、こども園に入所できなかった小学校就学前児

童を対象に、入所できるまでの間、緊急一時預かりとして幼稚園で行う取組であるが、

この事業実施に合わせ、これまで湖西市立幼稚園保育料等徴収条例に規定している幼

稚園の一時預かり保育料を本条例の方へ規定し、湖西市立幼稚園一時預かり実施要綱

で定めていたものを廃止し、開園日・長期休園日・緊急一時預かりの内容をより明確

にするために条例として制定するものである。

　第１条は趣旨、第２条は条例において用いる用語の定義で、第５号で緊急一時預か

りに関わる対象者を定めるものである。

　第３条は開園日・長期休園日・緊急一時預かりの実施について、第４条はその対象

者、第５条はそれぞれの保育料を別表のように定めるものである。開園日及び長期休

園日一時預かり保育料は、これまでの湖西市立幼稚園保育料等徴収条例で規定してい

るとおりとし、緊急一時預かり保育料は、午前７時から午後６時までの間の利用につ

いて１日につき３歳以上は1,000円、３歳未満は1,800円とし、午後６時以降の延長保

育料は、午後７時までを限度に30分100円とするものである。

　第６条は一時預かり保育料の免除、第７条は委任について定めるものである。

　附則第１項は、平成29年４月１日を施行日とするものである。

　附則第２項は、この条例の施行に伴い、湖西市立幼稚園保育料等徴収条例の題名を

湖西市立幼稚園保育料徴収条例と改めるとともに、一時預かり保育料に関する条項を

削除する湖西市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について定めるものである。

　附則第３項は、この条例の施行に伴い、湖西市立保育所条例に規定する一時預かり

保育料について、２歳児は年度途中に満３歳になっても年度間は一律とする同条例の

一部改正について定めるものである。今までは、２歳の学年齢の子が誕生日を迎え満

３歳になると、２歳児の部屋で保育をしていても1,800円から1,000円に変わっていた。

しかし、６対１と20対１では違うということで、保育料と同じように、同じ学年のま

まとするという意味である。

　なお、この条例は、湖西市議会12月定例会において可決されたことを報告する。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(幼児教育課長)　本日別に資料を配布させていただいた。一時預かりの意味が次から

次へと変わってくるので、分かりやすく市の一時預かりの事業の一覧を出させていた

だいた。保育園の一時預かりは今までどおりである。一般型というのが０歳から６歳

までの人たちを対象にするもので、そのうち緊急一時預かり事業を幼稚園でやるとい

うところである。幼稚園型というのが幼稚園でやっている一時預かり事業で、今まで

どおりの開園日の一時預かりと長期休園日の一時預かりとがあるので、詳細を表にし



た。

(山下教育長)　今までも一時預かりについて規定はしていたが、今回緊急一時預かり

事業を行うに当たって、まとめて条例として制定したという形である。

(飯田委員)　ホームページ等でも、こういう制度ができたということをなるべく知っ

てもらい、困っている人が利用できるような形で周知されるということでよろしいか。

(幼児教育課長)　はい。それと今、来年度の入園の決定、不承諾の決定の通知を出す

準備をしているが、不承諾の方にはこういう制度があるという旨の文書を出すよう準

備している最中である。

(袴田委員)　第６条第１項に「市長は、特別の理由があると認めるときは、一時預か

り保育料を免除することができる」とあり、同条第２項では免除の権限を「教育委員

会に委任する」とある。「特別の理由」とは、どういうことを想定しているか。

(幼児教育課長)　災害に遭った人や、災害で本市へ避難してきた人などを想定してい

る。

(袴田委員)　市長が判断するということか。

(幼児教育課長)　保育部分であるので本来は市長だが、新居幼稚園で行うということ

で、教育委員会に委任するということである。

(河合委員)　資料の表中の開園日一時預かりの時間について、「教育時間終了後」と

あるが、この「教育時間」というのは何時から何時までか。

(幼児教育課長)　通常、１日保育であれば午前８時半から午後２時半までやっている。

他の市町だと、朝も受け入れているところはあるが、湖西市では終わってからしか受

けていない。朝は受けていない。通常の日であれば、１日やっているときは午後２時

半以降、半日保育のときには午前11時からということである。

(山下教育長)　よろしければ、議案に移る。

　議案第１号「湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則制定について」、事

務局の説明を求める。

(幼児教育課長)　議案第１号「湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則制定

について」、湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則を別紙のとおり制定し

たいので承認を求める。平成29年１月27日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　ただいま報告させていただいた一時預かりに関する条例に合わせ、幼稚園における

一時預かりの実施及び一時預かり保育料の免除について必要な事項として、利用する

ための申請書や各園で備える文書等に関すること、実施する幼稚園及び時間に関する

こと、保育料の免除に関することなどを規定するものである。

　開園日及び長期休園日については、従来より実施している幼稚園、実施時間、定員

とし、これまでの内容と変更はない。

　新たに平成29年度から実施する緊急一時預かりについては、実施する幼稚園を給食

設備や空き部屋の観点から新居幼稚園とし、実施時間は保育園と同じように午前７時

から午後６時まで、実施する幼稚園の園長が必要と認めた場合は午後７時までとさせ

ていただくものである。また、定員は保育室の有効面積から乳児の保育可能人数を算

定し、15人とさせていただくものである。

　なお、この規則は条例に合わせ平成29年４月１日から施行する。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。



(飯田委員)　第４条に「一時預かりを実施する幼稚園、実施時間及び定員は、別表の

とおりとする」とあり、別表に実施時間等が書いてあるのだが、その後第５条で細か

く「開園日一時預かり」、「長期休園日一時預かり」、「緊急一時預かり」という用

語がすぐ出てくるので、第４条のところで「実施する幼稚園、実施時間及び定員」と

ともに、一時預かりの区分を入れた方がいいのではないか。

(山下教育長)　第４条に、第５条に出てくる一時預かりの区分を入れた方がいいので

はないかということか。

(飯田委員)　そうすると、第５条につながりやすい。

(幼児教育課長)　今報告させていただいた条例の方で、こういうものを開園日一時預

かりといい、長期休園日一時預かりといい、緊急一時預かりというということを定め

てあるので、規則にはあえて載せず、省略している。

(飯田委員)　条例があって条例に基づく規則がある場合には、用語の定義は条例の方

でされれば、重複して規則で定めることはないという形で作られているということか。

(山下教育長)　第２条に「この規則において、使用する用語は、条例において使用す

る用語の例による」と規定している。

(幼児教育課長)　２か所、議案の訂正をお願いする。別表中「別表（第３条関係）」

とあるのを「別表（第４条関係）」に、様式第４号中「様式第４号（第４条関係）」

とあるのを「様式第４号（第５条関係）」に訂正させていただく。

(飯田委員)　利用したいと思う方は、常に最初に登録申請書を出しておいて、必要と

なる直前にもう一度申し出るという２段階で確認するということか。

(幼児教育課長)　そうである。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第１号「湖西市立幼稚園一時預か

りに関する条例施行規則制定について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとお

り承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第１号「湖西市立幼稚園一時預かりに

関する条例施行規則制定について」は原案のとおり承認された。議案書の別表及び様

式第４号については、訂正をしておいていただきたい。

(山下教育長)　続いて、議案第２号「湖西市立幼稚園保育料徴収規則の一部改正につ

いて」、事務局の説明を求める。

(幼児教育課長)　議案第２号「湖西市立幼稚園保育料徴収規則の一部改正について」、

湖西市立幼稚園保育料徴収規則（平成27年湖西市教育委員会規則第３号）の一部を別

紙のとおり改正したいので承認を求める。平成29年１月27日提出　湖西市教育委員会

教育長　山下宗茂。

　今回の改正は、条例の改正に合わせ、第１条における根拠条例の名称と引用する条

項を改正するとともに、第３条第２項において保育料免除申請書の提出先を教育委員

会から教育長に改正するものである。また、様式第１号については宛先を市長から教

育長に変更し、様式第２号については発信者を市長から教育長に変更するとともに、

対象の園児氏名、在園の幼稚園名、免除期間を追加するため、様式を変更するもので

ある。

　なお、この規則は条例に合わせ平成29年４月１日から施行する。

　以上。



(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　条例が変わり、条例改正に合わせて市長と教育長の職名が変わったとい

うイメージでよいか。

(幼児教育課長)　そうである。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第２号「湖西市立幼稚園保育料徴

収規則の一部改正について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認する

方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第２号「湖西市立幼稚園保育料徴収規

則の一部改正について」は原案のとおり承認された。

(山下教育長)　続いて、議案第３号「湖西市立幼稚園規則の一部改正について」、事

務局の説明を求める。

(幼児教育課長)　議案第３号「湖西市立幼稚園規則の一部改正について」、湖西市立

幼稚園規則（平成元年湖西市教育委員会規則第５号）の一部を別紙のとおり改正した

いので承認を求める。平成29年１月27日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の改正は、第２条の入園資格をより正確に規定するため、「入園を希望する日

の属する年の４月１日において満３歳に達している幼児」を「入園を希望する日の属

する年度の初日の前日において満３歳に達している幼児」と改正するものである。ま

た、様式第３号の幼稚園入園決定通知書について、「入所」の字句を「入園」に修正

するものである。

　なお、この規則は公布の日から施行する。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　「入園を希望する日の属する年の４月１日において満３歳に達している幼児」とい

う表現を「入園を希望する日の属する年度の初日の前日において満３歳に達している

幼児」とする。要するに、４月１日ではなく、３月31日というふうに考えればいいか。

(幼児教育課長)　そうである。年齢の数え方があり、「４月１日において」としてし

まうと、４月１日に３歳になってしまった子は入れるのではないかとなってしまうの

で、改正するものである。法律に「年齢ハ出生ノ日ヨリコレヲ起算ス」とされており、

生まれた日を１日目と計算するので、誕生日の前日に年が１個上がるということにな

る。それを明確にするように、紛らわしい表現をやめさせていただいた。

(山下教育長)　要するに、前日の３月31日で満３歳が完了するということである。確

かに現在も、誕生日が４月１日までの子が前の学年である。

(幼児教育課長)　それをはっきり書かせていただいた。

(佐原委員)　入園は３月31日までに変えるということか。

(幼児教育課長)　変わらないが、表現を法律にのっとった形で分かりやすく改める。

(山下教育長)　表現として今まで少し紛らわしかった、そういうふうにとらえられる

可能性もあったということである。今までも同じように４月１日以降を同一学年とし

てやっているが、この表現では間違って理解する可能性があるということだと思う。

　これは、国の方でこういう記載があるということか。

(幼児教育課長)　学校教育法の幼稚園に関する記載では、「幼稚園に入園することの

できる者は、満三歳から」と規定されており、満３歳からというと、誕生日が来ると



その次の月から入れるということになる。しらゆりこども園では満３歳保育をやって

おられるが、法律の規定では３歳児保育からとなり、学校教育法を引用することはで

きない。小・中学校の方は「子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の

初めから」と表現されている。学校は義務教育なので、はっきり「最初の学年」と言

うことができるのだが、幼稚園は義務ではないというところで表現の仕方が難しい。

今までどおり運用は変わっていないが、はっきりさせておいた方がいいのではないか

ということである。

(山下教育長)　少し難しい表現ではある。様式中の「入所」の字句の改正については、

これまで改正し忘れていたということか。

(幼児教育課長)　おそらくそうではないか。保育園の方は「入所」と言う。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第３号「湖西市立幼稚園規則の一

部改正について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認する方の挙手を

求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第３号「湖西市立幼稚園規則の一部改

正について」は原案のとおり承認された。

(山下教育長)　続いて、議案第４号は、私自身の案件である。

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条第６項の規定により、私はこの

議事に参与することができないので、同法第 13条第２項の規定により、あらかじめ

指名させていただいている袴田委員に教育長の職務を行っていただく。

(袴田委員)　指名であるので、この議案の議事に限り、教育長の職務を行わせていた

だく。

　出席は４名、定足数に達しているので、このまま議事を続ける。

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条第６項ただし書の規定では、同

項本文の規定により除斥となった場合でも、教育委員会の同意があるときは、会議に

出席し、発言することができることになっているので、山下教育長がこのまま会議に

出席し、発言することについて諮る。異議ないか。

（異議なし）

(袴田委員)　異議がないので、そのようにする。

　議案第４号「教育長の辞職の同意について」、事務局の説明を求める。

(教育総務課長)　議案第４号「教育長の辞職の同意について」、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第10条の規定により、教育長の辞職

について同意を求める。平成29年１月27日提出　湖西市教育委員会。

　このたび、山下教育長から、平成29年３月31日をもって辞職したい旨の退職願が提

出された。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条では「教育長及び委員は、

当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる」と規定

されているので、議案として諮る次第である。

　以上。

(袴田委員)　質疑のある方は発言をするように。

(河合委員)　退職願自体は、新市長になったのでお伺いを立てるという意味の退職願

なのか。

(山下教育長)　退職したいのでお願いするということである。



(河合委員)　本人の意志として退職したいということか。

(山下教育長)　そうである。進退伺いとは別である。

(飯田委員)　教育長が代わるということは、湖西市にとってとても大きな事案になる

のだが、理由、心の中の思いを教えていただきたい。

(山下教育長)　平成27年４月から、教育委員会制度が変わった。その際も、任期の途

中であったが、制度自体が変わるのであれば中身についてもこの際、新制度に変えた

方がいいということを当時の三上市長にお願いし、一度退職させていただいて４月１

日にもう一度教育長としてやらせていただくという形を取った。それまでは教育委員

長がいて、また教育長がいるという、教育委員会自体が非常に複雑というか、外から

見て分かりにくいようなところもあったので、新制度になったらすっきりした形にし

たいということでお願いした。

　今回についても、私自身も教育長に就任して５年になるし、今まで12年間市長を

やってこられた三上市長から影山市長に代わられたということ、それから年齢的にも

非常に若い市長であるということ等も勘案すると、この際教育行政を刷新し、市長と

新しい教育長とで担っていただくという点では、いい時期なのではないかと判断した。

　正直に言えば、いろいろな課題、懸案事項があるが、これは私が引き続いて何年

やっても全てが解決するという話ではない。教育長が代わっても教育行政自体はずっ

と継続するものであり、その懸案事項の解決のために尽力していただける方にバトン

タッチさせていただければと思っている。

(飯田委員)　これまで作られてきた基本計画や教育大綱は、この後どのように継続さ

れていくのか。

(山下教育長)　教育振興基本計画、それから生涯学習、スポーツ推進あるいは子ども

読書活動など幾つかの推進計画を策定したが、これらについては年度ごとの見直しも

含めて平成32年度までの計画になっている。そういう意味では、次にどなたが教育長

になられるかは分からないが、当然継続してこれらの計画を進めていっていただける

ものと考えているし、もし改善、見直し等を図らなければいけないというようなこと

が起これば、当然教育委員の皆さんの方に諮り、協議するという手順を踏むのは当然

であるので、またそこで協議していただければありがたいと思う。ただ、推進計画自

体は既に湖西市に住まわれている方全員に配布しているので、当然周知されているし、

基本的にはこのまま平成32年度まで趣旨が継続されると思っている。

(飯田委員)　大綱については、確か期限を決めてなかったのではないか。

(山下教育長)　教育大綱については、総合教育会議の中で市長と教育委員会とが了解

を得て決めている。市長も代わられたし、今度教育長も代わるということであれば、

もう一度、確認も含めて総合教育会議の中で協議していただけるとありがたいと思っ

ている。

(袴田委員)　他に質疑がないようであれば、議案第４号「教育長の辞職の同意につい

て」採決を行うがよろしいか。教育長の辞職に同意する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(袴田委員)　挙手全員である。よって、議案第４号「教育長の辞職の同意について」

は、辞職に同意することに決定した。

(袴田委員)　議案第４号の議事が終了したので、議事の進行を山下教育長に返す。

(山下教育長)　本日の案件については、これをもってすべて終了した。



　これにて、平成29年１月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後３時49分終了


