
10月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成27年10月22日（木） 午後３時～午後４時08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 教育次長兼図書館長(落合　　進) 教 育 総 務 課 長(竹上　　弘)

学 校 教 育 課 長(渡辺　宜宏) 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) 教育総務課長代理(三浦　祐治)

４ 報　告 第 20 号 平成26年度決算報告について



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27年10月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　審議に入る前に、本日からこれまでの柴田委員に替わって河合委員に出席していた

だくことになったので、一言挨拶をお願いする。

(河合委員)　火、水、木曜日には入出の幼稚園の送迎バスの運転手をしている。また、

普段は大知波の向雲寺の住職をしている。委員となったからには全力を尽くすつもり

でいるので、指導のほどよろしくお願いする。

(山下教育長)　もう１点、教育長の職務を代理する委員については、これまで退任さ

れた柴田委員にお願いしていた。今回改めて教育長職務代理者として、先任の順によ

り、袴田委員を指名させていただく。よろしくお願いする。

　また、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)　９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。

　８月の教育委員会定例会において承認いただいた議案第45号「平成27年度湖西市一

般会計補正予算（第２号）要求について」に係る補正予算が、「平成27年度湖西市一

般会計補正予算（第３号）」として、９月30日開催の湖西市議会９月定例会最終日に

おいて可決されたので、報告する。

　以上。

(山下教育長)　審議に入る。報告第20号「平成26年度決算報告について」事務局の説

明を求める。

(教育次長兼図書館長)　報告第20号「平成26年度決算報告について」、平成26年度決

算について、別紙決算額のとおり報告する。平成27年10月22日提出　湖西市教育委員

会教育長　山下宗茂。

　平成26年度の教育委員会各課は、湖西市教育振興基本計画の基本理念である「明日

の湖西を創る“ひと”づくり」を具現化するために、各種事業を展開してきた。

　まず、幼児教育課の所管する保育園に関する決算、３款民生費、２項児童福祉費、

３目保育所費について説明する。保育所費の平成26年度予算現額は10億4,085万6,000

円、支出済額は10億866万7,916円で、不要額は3,218万8,084円となった。このうち民

間保育所運営費は、民間５園及び広域入所２園の保育に伴う事業費、人件費、管理費

等に要した経費である。また、民間保育所助成事業費は、児童の適切な保育を確保す

るため実施した事業に要した経費である。

　次に、10款教育費の決算について説明する。教育費の平成26年度予算現額は26億

2,746万3,000円である。支出済額は25億3,229万1,578円である。ただし、事業の未執

行分があり、市民会館耐震補強計画策定事業費690万1,000円は平成27年度に繰越しを

行っている。なお、不要額は8,827万422円となっている。

　教育総務課が所管する主な事業について説明する。小学校施設整備費は、教育環境

の向上及び安全を図るため、新居小学校体育館の天井落下防止対策工事の実施設計作

成に要した経費である。

　次に、学校教育課が所管する主な事業について説明する。教育指導関係経費は、学

校教育の指導等の事業に要した経費である。主なものは、学校給食推進事業における

岡崎中学校給食調理業務の委託料、生きた英語教育推進事業における外国人英語指導

助手（ＡＬＴ）の委託料、特別支援教育推進事業における支援員の配置や巡回相談員

の派遣、ポルトガル語通訳派遣事業による通訳員の配置に係る経費である。



　次に、幼児教育課が所管する主な事業について説明する。一般諸経費は私立幼稚園

への補助及び幼稚園就園児の保護者の所得状況に応じた補助に要した経費、私立幼稚

園運営費助成事業はしらゆりこども園幼稚園部への補助に要した経費である。

　次に、社会教育課が所管する主な事業について説明する。青少年健全育成費は、青

少年のための体験学習の開催や子供会等の青少年育成団体の支援に要した経費である。

　次に、文化課が所管する主な事業について説明する。文化財調査費は文化財の記録

保存及び史跡の保存に要した経費で、主に新居関所整備に関わる関所大御門復元整備

及び枡形・歩道整備のための工事監理業務、建物の復元検討資料作成業務等に要した

経費である。

　次に、図書館が所管する主な事業について説明する。図書館施設維持管理事業は、

施設管理及び運営のための経費であり、図書館利用者に安全で快適な空間を提供する

ため、中央図書館の児童開架室照明のＬＥＤ化修繕に要した経費等である。

　最後に、スポーツ推進課が所管する主な事業について説明する。新居体育施設管理

運営費は、新居庭球場、新居弓道場の施設管理及び新居体育館整備事業に要した経費

である。主なものは、新居体育館建設工事の工事請負費、新居体育館建設工事監理業

務及び施設管理業務の委託料である。

　この後、分からないことについては、課長が詳細に説明するのでよろしくお願いす

る。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　事業名で概ね内容が分かるか。

(飯田委員)　概ね分かるが、分からない表示がある。

(教育次長兼図書館長)　これは流用の表示で、最初に予算を組むときは予想で組むた

め１年間事業をやっていく間に予算が足りない部分が生じ、他の予算から持ってきて

補充したという意味である。

(山下教育長)　事業名だけで内容分かりにくいものがあれば、各課長の方から説明し

ていただければより分かりやすいと思う。教育総務課長、いかがか。

(教育総務課長)　２項小学校費、１目学校管理費は、基本的には小学校の施設を管理

運営していくための経費で、学校別に予算化されている。主なものは燃料費、光熱水

費、いろいろな保守等のための委託料などである。中でも大きいのは修繕料だが、各

学校とも老朽化してきて、かなり修繕しなければいけない箇所が出てきている。決算

額は、3,082万円となっている。本来であればもう壊れそうだというところで事前に

しなければいけないのだが、結果として壊れてしまってから修繕しているものばかり

である。実際もっと修繕するとなるとこの３倍、１億円ぐらいは必要になる。

　２目教育振興費については、子どもたちが授業で使ういろいろな消耗品、図書、教

材備品の購入に使ったお金である。教育扶助事業については、就学援助等の経費であ

る。経済的な理由によって就学が困難な児童の保護者に対する援助、特別支援学級に

通われている子の保護者に対する援助を行っている。一般諸経費については、部活動

費に対する補助金である。使途については、小学校は全国大会や遠征もそうないので、

基本的にはそのクラブで使う消耗品、備品関係となっている。中学校の方は、大会の

出場費、旅費が主になっている。

　先ほど教育次長から説明のあった小学校施設整備費の新居小学校体育館天井落下防

止事業の内容は、実施設計である。これについては今年度、もう夏休み中に工事が終

わり、天井落下防止事業は終わっている。

　同じように、中学校の方にも学校管理費、教育振興費がある。教育扶助費、一般諸



経費についても同じような内容である。中学校施設整備費の新居中学校武道場天井落

下防止事業についても、実施設計を平成26年度に行っている。これについては今年度、

もう工事は終わっている。また、鷲津中学校の借地部分の地主から買取りの希望があ

り、その借地部分の購入が約4,700万円で、補正予算を組んで対応した。新居中学校

東渡廊下耐震補強事業については、本来平成25年度事業であったが、繰越事業という

ことで平成26年度に事業を行い、これももう完了している。

　教育総務課の事業としては、以上である。

(袴田委員)　学校が大分古くなっていると思うが、いつぐらいまでもつのか。

(教育総務課長)　本体自体はコンクリートで、50年と言われているが、外壁や防水が

大分傷んできており、かなり雨漏りしている学校も多くある。給水管、配水管等の設

備関係についても、老朽化で漏水が毎年どこかの学校で起こっている。どこかで大き

く手を入れなければいけないが、なかなかまとまったお金が付かない。国の大規模改

修に対する補助制度があるので、それに合わせて手を付けられるところは全体的に

やっていきたいと思っている。

(袴田委員)　計画的に予算取りができないか。

(教育総務課長)　市でも建築物の総合管理計画を作っている最中であり、その中でも

当然挙がってくるだろう。耐震補強自体は一応終わっている形になっているが、一部

まだ静岡県上乗せ基準を満たしていない部分があるので、それについては順次やって

いくことになっており、それをやるときに補強だけでなく合わせて中の改修もやって

いきたいと思っている。現状は、各学校から出てきている修繕要望をこなすのが精一

杯で、それすらもこなせない状態が続いている。

(佐原委員)　岡崎小学校、岡崎中学校の図書の購入冊数が、人数からするともっと購

入があってもいいのに少ない。これは、各学校で希望した結果の冊数なのか、それと

も予算を渡してこの範囲で買うように指示した結果なのか。

(教育総務課長)　基本的には、予算編成も厳しい折、各学校に全体で幾らという形で

予算を組んでいただくようお願いしている。各学校、管理運営費と教育振興費とを分

けてあるが、それを合算した全体の枠を設け、その枠に収まるように各学校で予算を

組んできてもらっており、図書費にかけるお金については、各学校の裁量でやっても

らっている。

(教育次長兼図書館長)　岡崎中学校は、一番新しい中学校である。新しくできたとき

に図書がなかったので、精力的に予算を図書につぎ込み、今大分そろってきたという

ことで少し抑えている部分もある。

(教育総務課長)　購入する本の単価にもよるので、冊数だけでは分からない。

(飯田委員)　幼稚園指導関係経費の幼稚園教育振興事業の中の幼稚園体験事業は、入

園前の事業なのか。どういう事業なのか。

(幼児教育課長)　これは幼児教育課の事業である。幼稚園に通っている在園児の親子

を対象として、保護者に子育てに対するかかわり方を体験させるというもので、その

講師料である。旧湖西地区の幼稚園は運動遊びを、新居幼稚園と保育園３園はリト

ミックをやっている。年間各園３回で、３回のうち２回は子どもだけ、１回は親子と

いうことで保護者に来ていただき、園の中で１時間ぐらいやるようになっている。

(飯田委員)　各園でＰＴＡ費のようなものを集めていて、いろいろなことで使われて

いると思うが、たとえば保育園であれば、通常の保育以外で行われているサッカー教

室や水泳教室なども、講師の謝礼等はその費用から出ている。そういうところは他も

同じなのか。

(幼児教育課長)　全てではなく、こちらで事業としてやっているものは市費で行って



いる。サッカー教室は、全幼稚園、保育園、ＮＰＯ法人からやらせていただきたいと

いう申出があり、よいことであるので受けて経験させている。そのため、委託料等で

はなく、子どもたちに教えてくれてありがとうという謝礼の形で、保護者会から出し

ていただいている。保育園３園ではＮＰＯ法人の水泳の指導もやっていただいている

が、こちらから全園共通してやってほしいと教育の事業立てをしているものではない

ので、お礼という形でやっている。ＰＴＡや保護者会から出している謝礼は、この２

つだけだと思う。ただ、保護者会やＰＴＡで、独自に読み聞かせのボランティアをお

願いするような事業をやっているところは、お礼を出していると思う。

(山下教育長)　次は学校教育課長、いかがか。

(学校教育課長)　教育指導関係経費は12.67パーセント、学校保健衛生費も8.81パー

セント減になっている。これは、幼児教育課ができる前は学校教育課がその業務を

行っており、平成25年度から学校教育課と幼児教育課とに分かれたが、平成25年度予

算については幼児教育課の業務も学校教育課の予算で計上したので、平成26年度の決

算は小中学校分だけとなったことによりマイナスになったものである。規模が縮小し

たということではない。その分、幼児教育課の方は、286.42パーセントと非常に増え

ている。

　学校保健衛生費は、子どもたちの健診、教職員の健診といったものの費用である。

これは、人数によって変化するだけで、単価については変わっていない。

　今回大きく変わっているのが、指導資料作成事業である。1,785パーセント伸びて

いる。これは、小学校３、４年生の社会の副読本として先生方が作ったものを市で印

刷製本し、小学生に分けるというものである。３年生用、４年生用それぞれ2,250冊

ずつ印刷している。３年に１回の改訂で、３年間分を一括して印刷しているので、こ

うした伸びになった。来年度の伸び率は下がってくる。

　以上。

(山下教育長)　次に幼児教育課長、いかがか。

(幼児教育課長)　３款民生費の保育所費は、人件費と各保育園の管理運営費、民間保

育所運営費、民間保育所助成事業費と公立保育所総務費である。

　人件費が平成25年度と比べるとずいぶん下がっているが、人数が減ったわけではな

く、育児休暇を取得する職員が多くなったためである。

　民間保育所運営費、民間保育所助成事業費は、平成25年度から真愛保育園としらゆ

りこども園の２園が増えたことにより、助成金が増えた。平成25年度はまだ始まった

ばかりで、定員一杯子どもが入っていなかったので、補助も少なかったのだが、平成

26年度は徐々に増えてきた。また、民間保育所助成事業費の大きな増額は、微笑保育

園が建て替えをしたので、その建築費の補助１億1,674万円分が増えている。

　公立保育所総務費は、公立保育所３園の施設管理、非常勤職員等に係る経費である。

非常勤職員の報酬、臨時職員の賃金が増えている。また、やはりあちこち古い建物ば

かりであるので、修繕料が前年度97万3,000円ぐらいだったところ、229万4,000円の

修繕料を使っており、その部分が増えている。

　10款教育費、１項教育総務費、３目教育指導費は、先ほど学校教育課長から話が

あったように、学校教育課から幼児教育課へと移った予算である。幼稚園教育指導関

係経費は、学校教育課からだけではなく、子育て支援課で行っていた「ことばの教

室」の土曜日分もこちらにいただいた。学校教育課からは特別支援教育支援員、巡回

相談員、研究指定事業、語らい読書といった諸々の事業をいただいたので、額が増え

ている。

　４項幼稚園費、１目幼稚園費は、人件費、各幼稚園の管理運営費、幼稚園総務費と



一般諸経費である。幼稚園総務費は、平成25年度までは施設管理に関することについ

ては教育総務課で見ていたたものを、平成26年度から幼児教育課にいただいた。また、

学校教育課の予算であった園医の報酬、保菌検査といった学校保健関係も全てこの幼

稚園総務費に入れた。そのため、幼稚園総務費が増えている。一般諸経費については、

教育次長からも説明のあった就園奨励事業と私立幼稚園運営費である。国の就園奨励

費の補助金の改正があり、補助の対象者が増え、補助率が上がったことにより、前年

度の倍ぐらい増えたため、一般諸経費のアップ率が高い。

　以上。

(飯田委員)　幼稚園総務費の関係負担金は、どのようなものか。

(幼児教育課長)　国公立幼稚園長会等の団体へ、園割や人数割による分担金、会費と

して支出した負担金である。

(飯田委員)　園長会は、どんなことをやるのか。

(幼児教育課長)　県が開催する。

(飯田委員)　それに参加するための負担金ということか。

(幼児教育課長)　園長会では研修や陳情をするので、会の維持のための会費である。

(飯田委員)　これは、保護者からも集めているのか。

(幼児教育課長)　保護者からは集めていない。職員の数、園の数、園児数で算出する

負担金であるので、保護者からの徴収金はない。

(山下教育長)　次に社会教育課長、いかがか。

(社会教育課長)　平成25年度に生涯学習推進計画を策定したので、平成26年度はそれ

に基づき事業の振り分けを変えた。

　６項社会教育費、２目生涯学習費は、ライフステージに合わせた事業を行うという

ことで、家庭教育サポート事業、青少年教育推進事業、高齢者教育の推進事業等を入

れ、事業変更させていただいた。家庭教育サポート事業については、ふたば学級、家

庭教育学級を中心とし、小学校の入学説明会において就学時子育て講座を行ったり、

市内全中学校において思春期子育て講座として保護者と子どもが一緒に話を聞く講座

を開催したりしている。青少年教育推進事業としては、青少年の科学体験事業、親子

体験教室等を実施している。高齢者教育の推進事業としては、寿大学、海鳴学園の２

つの事業を行っている。国の補助金をいただいている事業としては、放課後子ども教

室推進事業と学校支援本部事業の２本を進めている。

　３目公民館費については、平成25年度より600万円ぐらい金額が上がっている。増

加部分は、白須賀公民館解体費用と西部公民館の修繕費用である。

　４目青少年育成費については、明湖会の補助金、成人式開催事業費、青少年健全育

成大会の表彰の経費、青少年問題協議会、補導についての経費である。

　５目勤労青少年ホーム費については、ホームの運営費と講座開催費である。

　８目多目的研修施設費については、北部地区と南部地区の構造改善施設の経費であ

る。当初農林の事業で建設され、移管されて現在、社会教育課が管理している。平成

25年度より金額が多いのは、消防施設の修繕の部分である。

　以上。

(飯田委員)　主要施策成果の説明書に、「生涯学習の推進」のうち「関係団体への支

援」として「新居町婦人会・新居町壮年会連絡協議会に対し、その活動を支援した」

と記載されているが、これは具体的にどのような支援であったのか。

(社会教育課長)　この事業については、平成26年度で補助事業は完了した。平成27年

度には予算が付いていない。新居地区にはまだ明湖会が形成されていなかったので、

明湖会的な事業を行っている新居町婦人会・壮年会に補助をしたものである。平成26



年度に２つの明湖会ができ、今後も明湖会を各地域で作っていただくため、新居町婦

人会・壮年会への補助金を見直し、完了という形とさせていただいた。ただし、新居

町婦人会については、平成27年度は、学習部分について委託をさせていただいている。

補助金に代わり委託という形となっている。

(山下教育長)　湖西地区に明湖会があり、補助金を出していたが、新居地区には受け

皿がなかったので、同じような活動をしていると思われた婦人会と壮年会に同様の補

助金を出していたという経緯がある。

(飯田委員)　団体の運営に係る補助なのか。

(社会教育課長)　そのとおりである。

(山下教育長)　運営というか、本来の活動に対する補助金である。明湖会と同じよう

な活動を推進してほしいということである。

(佐原委員)　学校支援本部事業は、具体的にどんな内容なのか。

(社会教育課長)　学校支援本部事業については、現在白須賀小学校、白須賀中学校、

知波田小学校の３校で実施していただいている。一応全校に、今の時点ならば平成28

年度に実施するか希望を伺っているのだが、今のところ今回も希望する学校がない状

態である。事業の主な内容は、地域の住民にボランティアを実施していただくときの

コーディネーター役として学校支援本部を設置し、コーディネーターとしての業務を

やっていただくというものである。放課後子ども教室推進事業と学校支援本部事業は、

地域と学校と家庭を連携する事業で、その中で学校と地域を連携する部分として学校

支援本部事業がある。

　白須賀の方だと主に、浜名湖１周ウォーキングのボランティア、あいさつ運動、白

須賀の教育懇談会などのボランティアがある。

(山下教育長)　本来は、各学校にボランティアの方がいるのだが、都会ではなかなか

そういうボランティアをやる人がいなくなったので、学校の希望に沿うようにボラン

ティア活動をしてくださる方を集めるというコーディネーター役の人が欲しくなって

きた。それを国が補助をするというのでできたのが、学校支援地域本部である。今の

コミュニティスクールと近い内容のものである。ただ、そういうコーディネーターが

実際にいるところと、なかなか見つからないところとあるので、現在のところは白須

賀の小中と知波田小だけがやっているという状況である。

(佐原委員)　比較的昔からの古い地域でボランティアが集めやすい学校にコーディ

ネーターを置いているということか。

(社会教育課長)　反対に、他の地域では、コーディネーターになってくれる人がいな

いということである。

(山下教育長)　他の学校は、ボランティア活動はもうやってくれているのだが、コー

ディネーターを雇ってやるということの面倒くささがあるので、今のままでいいので

はないか、保護者が手を挙げてボランティアをやってくれているのだから、別にコー

ディネーターを置かなくてもという学校の意向もある。

(飯田委員)　学校としては、誰かいてくれた方が事務的な作業が減るのか。

(山下教育長)　そのとおりである。今いないところは、大体教頭先生がその役割をし

ている。

(学校教育課長)　職業体験の手紙の送付等といったものを全部、先生たちが放課後

やっているが、そういうことをコーディネーターがやってくれると、先生が子どもた

ちと接する時間を持てる。しかし、それをやってくれる方がいるところと、募集して

もいないところとがあり、今のところ白須賀小中と知波田小にはいるのでやっている

というのが実情である。



(佐原委員)　毎年、やってくれる人がいないか聞いているのか。

(社会教育課長)　聞いている。コーディネーターを置いている学校の教頭先生に聞く

と、信用がどこまで置けるかなどの問題もあり、学校側としてはこの人だったらいい

という人を探すのもまた大変な作業だということである。いいことだが、なかなか進

んでいかないというのが現状である。

(佐原委員)　もし、やるという方が鷲津に出た場合、この金額はどうなるのか。増や

すことはできるのか。

(社会教育課長)　できる。

(佐原委員)　今いる方の分が減るわけではないということか。

(社会教育課長)　今の方の分が減るとなると、その学校が機能しなくなる。そのため

に、今の時点で国、県に要望を出す前に、次年度のとりまとめをしている。

(山下教育長)　次に文化課長、いかがか。

(文化課長)　文化課については、６項社会教育費の６目文化振興費と７目市民会館費

を所管している。

　文化振興費の文化振興関係経費の主なものとしては、芸術文化に対する支出という

ことで文化祭、芸能祭といった市芸術祭を湖西市文化協会に委託する委託費、湖西市

文化協会、湖西歌舞伎保存会、湖西民謡保存会、笠子太鼓といった芸術文化団体に対

する活動支援のための補助である。文化振興関係経費の文化財保護保存事業は、市で

指定している文化財の維持管理、保存、公開、修理を行うための補助を行ったもので

ある。

　文化振興費の文化財調査費は、大知波峠廃寺跡の維持管理費、新居関所の保存整備

事業などである。新居関所保存整備事業については１億1,900万円余を支出している

が、国庫補助5,300万円余、県費補助1,300万円余の補助を受けているという状況であ

る。白須賀宿歴史拠点施設管理運営費は、「おんやど白須賀」の維持管理費である。

新居関所史料館管理運営費は、関所史料館と新居関所の維持管理費である。関所資料

館の使用料は853万円ある。これは入館料である。平成26年度の入館料をこの経費に

充当しているということである。

　市民会館費は、市民会館の経費である。施設の維持管理と一般対象及び市内の幼稚

園・保育園対象の自主文化事業に支出した経費である。

　以上。

(飯田委員)　文化振興費の新居関所史料館管理運営費中、関所塾事業については決算

額がゼロ円となっているが、市で募集をし、市の職員が教えているということか。

(文化課長)　特に支出した金額はない。市で募集をし、人数は少ないがこの人数で２

回講座として開催した。

(飯田委員)　関所で行われたのか。

(文化課長)　１回目は関所、２回目は紀伊国屋資料館を使った事業である。特に平成

26年度については、ちょうど大御門を復元していたので、その時期に合わせて１月、

２月に開催し、せっかくなので大御門の瓦に名前を書くといったことも講座に取り入

れながら活動させていただいた。

(飯田委員)　これは、毎年継続する事業なのか。

(文化課長)　継続したいとは思っているが、ただ関所史料館の職員が１名しかいない

ので、他の展示の作業、管理もしなければならず、なかなか厳しい。今年は８月に、

毎週日曜日を使って、史料館に入館していただいた方にいろいろな体験をしていただ

くワークショップを開いている。

(山下教育長)　次はスポーツ推進課長、いかがか。



(スポーツ推進課長)　スポーツ推進課は、７項保健体育費の１目保健体育総務費、２

目スポーツ推進費、３目勤労者体育センター費の３つの費用を所管している。

　まず最初に、保健体育総務費の保健体育総務関係経費では、スポーツ推進委員を中

心として、社会体育振興を図るために、いろいろなニュースポーツの企画、出前講座

等による指導を行っている。主な経費としては、まず、スポーツ推進委員24人の報酬

である。定例会は毎月１回開催している。その他スポーツ指導などで延べ63回、539

人の実績がある。それから、湖西市体育協会への運営費補助金を約670万円支出して

いる。また、湖西運動公園の貸出管理業務として約130万円支出している。

　続いて、保健体育総務費の運動公園等維持管理費である。これには、湖西運動公園

とみなと運動公園の維持管理事業がある。前年度に比べ74.34パーセントの増となっ

ているが、これについては主に、湖西運動公園野球場の外野壁面防護マット新設工事

を行ったためである。湖西運動公園野球場は、外野壁面がコンクリートでできている。

ぶつかると危険ということで、その壁面に厚さ３センチメートル程度の防護マットを

貼り付ける工事を行った。これが1,782万円である。他に、湖西運動公園では野球場

バックスクリーン壁塗装修繕を行った。

　次に、保健体育総務費の新居社会体育施設管理運営費である。昨年の９月28日に新

居体育館が完成し、オープン記念式典を行った。前年度に比べ106.74パーセントの増

となっているが、そのほとんどが新居体育館建設工事の費用である。建築工事、電気

設備工事、機械設備工事、外構工事、建設工事監理業務委託といったもので約３億

9,000万円を要している。

　続いて、保健体育総務費のアメニティプラザ管理運営費である。アメニティプラザ

は、指定管理者制度を採用して管理運営を行っている。現在は、コナミスポーツクラ

ブと東海ビル管理というグループ企業で管理運営を行っていただいている。料金の徴

収から予約の受付、施設の維持管理まで一括して、指定管理者に管理をお願いしてい

る。その指定管理業務費用が１億4,501万8,000円ということで、１年間でそれだけか

かっている。それから、「平成25年度光熱水費の変動分」という費用がある。指定管

理の費用を算出するに当たり、基準年度が平成22年度になっている。その時点の電気

料、重油代を基準として指定管理料金の光熱水費を決めているので、平成26年度は平

成22年度に比べて電気料金の基本料金の値上げ、重油代の値上げ等があり、こういっ

たものが大きな変動分ということで別に補填している。それから、施設の修繕料とし

て約500万円を支出し、約１億6,100万円の決算額になっている。

　続いて、スポーツ推進費のスポーツ活動推進費である。これについては、市民大会

等を体育協会に委託して実施していただいており、これが272万8,000円と多くを占め

ている。また、スポーツ少年団選手派遣費ということで、予選会を経て県大会以上に

出たスポーツ少年団に対して旅費を補助している。ジュニアスポーツ育成事業は、中

学生を対象に、学校の枠を越えた新しいスポーツに親しむきっかけ作りのために行っ

ている事業であり、これに67万5,000円を支出している。

　スポーツ推進費のスポーツ大会費は、静岡県市町対抗駅伝競走大会への参加に係る

費用、湖西市駅伝大会に係る費用などである。平成26年度については合併５周年とい

うことで、湖西市駅伝大会を記念大会としたので、それに20万円プラスして支出して

いる。また、毎年２月に行っている室内棒高跳湖西大会に21万2,000円を支出してい

る。

　最後に、勤労者体育センター費である。これは、勤労者体育センターの利用者の受

付、料金の徴収、修繕等の費用である。

　以上。



(飯田委員)　勤労者体育センターは、指定管理者による管理は行っていないというこ

とでよいか。

(スポーツ推進課長)　受付事務等をシルバー人材センターに委託している。

(山下教育長)　最後に図書館について、いかがか。

(教育次長兼図書館長)　図書館については、先ほども説明したとおり、平成25年度に

比べ平成26年度で特徴的なことは、中央図書館の児童開架室にＬＥＤ照明を付けたと

いうところである。

　以上。

(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27年10月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後４時08分終了


