
２月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成29年２月22日（水） 午前10時～午前11時36分

２ 場　所 湖西市立中央図書館　学習研修室

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 ５ 号 湖西市就学指導委員会規則の一部改正について

第 ６ 号 湖西市公立学校文書取扱要領の一部改正について

第 ７ 号 湖西市公立学校出勤簿整理要領の一部改正について

第 ８ 号 湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則の一部

改正について

第 ９ 号 平成 28年度湖西市一般会計補正予算（第５号）要求に

ついて

第 10 号 平成29年度当初予算要求について

５ 報　告 第 ３ 号 湖西市青少年問題協議会委員の委嘱について

第 ４ 号 湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱につい

て

第 ５ 号 湖西市民会館条例の廃止について

第 ６ 号 湖西市民会館運営委員会規則及び湖西市民会館条例施行

規則の廃止について



午前10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２月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

(山下教育長)　それでは審議に入る。

　議案第５号「湖西市就学指導委員会規則の一部改正について」、事務局の説明を求

める。

(学校教育課長)　議案第５号「湖西市就学指導委員会規則の一部改正について」、湖

西市就学指導委員会規則（昭和56年湖西市教育委員会規則第１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２月22日提出　湖西市教育委員会教育長

山下宗茂。

　この規則は、湖西市の小・中学校において心身に障害を持つ児童生徒、更には就学

児を対象として、その心身の障害の程度に応じて適正な就学指導を行うために制定さ

れたものである。現在、各市町村教育委員会に設置されているこの「就学指導委員

会」という名称については、文部科学省から、幼少期からの教育相談・支援や就学先

決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、

「就学支援委員会」といった名称とすることが適当であるという指導があった。

　ついては、「就学指導」を「就学支援」に改めたいと考える。それに伴い、湖西市

立小・中学校通学区域規則中の「湖西市就学指導委員会規則」、「湖西市就学指導委

員会」もそれぞれ「就学支援」に改正となる。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(山下教育長)　質疑がないようであれば、議案第５号「湖西市就学指導委員会規則の

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５号「湖西市就学指導委員会規則の

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６号「湖西市公立学校文書取扱要領の一部改正につい

て」、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　議案第６号「湖西市公立学校文書取扱要領の一部改正について」、

湖西市公立学校文書取扱要領（平成14年湖西市教育委員会告示第13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２月22日提出　湖西市教育委員会教

育長　山下宗茂。

　この要領は、湖西市内の小・中学校の文書事務の適正かつ能率的な処理を図るため、

必要な事項を定めている。今回の改正は、この別表について、議案第５号で承認され

たので、大分類２教務、中分類２学籍、小分類12の「就学指導委員会」を「就学支援

委員会」に改めるものである。また、マイナンバー制度が導入されたことにより、大



分類３人事、中分類３給与の小分類として23に「個人番号届」を加える。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　承認された議案第５号に合わせて、文書取扱要領についても名称を改めるという話

があった。「就学支援委員会」に係る名称の変更である。それから「個人番号届」が

追加された。

(飯田委員)　この要領は、主に文書の保管について、取扱いをまとめられた要領とい

うことでよろしいか。

(学校教育課長)　そのとおりである。

(飯田委員)　管理場所については、各学校で記入するのか。

(学校教育課長)　各学校に基本的には鉄庫があるので、重要文書についてはそこで一

括管理をするという形が多い。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第６号「湖西市公立学校文書取扱

要領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６号「湖西市公立学校文書取扱要領

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７号「湖西市公立学校出勤簿整理要領の一部改正につ

いて」、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　議案第７号「湖西市公立学校出勤簿整理要領の一部改正について」、

湖西市公立学校出勤簿整理要領（平成14年湖西市教育委員会告示第16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２月22日提出　湖西市教育委員会

教育長　山下宗茂。

　この要領は、湖西市内の小・中学校の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めている。

今回の改正は、この別表について、平成26年12月に「静岡県職員の配偶者同行休業に

関する条例」が公布されたことに伴い、出勤簿の整理が必要になったため、「配偶者

が外国で勤務する等の理由で６月以上にわたり外国に滞在する場合」の出勤簿の表示

として「配休」を加えるものである。

　以上。

(山下教育長)　県の方の改正によって、「配休」の表示が加わったということである。

　質疑のある方は発言をするように。

　例えば、外国の日本人学校等に教員が現在も派遣されているわけだが、配偶者が教

員等であれば休暇を取ってそちらに同行することができるというような取り決めがで

きた。これまでは、どういう状態だったのか。

(学校教育課長)　分限による休職という形である。通常日本人学校への派遣は３年と

いうのが原則なので、配偶者については３年間休職をして同行していたが、この制度

によって配休という形になった。

(山下教育長)　何かこれによるメリットというのはあるのか。

(学校教育課長)　これまでは無給状態であったと思うが、それが改善されるという形

になろうかとは思う。正確な数字までは把握していない。

(袴田委員)　これは、上限３年までか。



(学校教育課長)　例えばこれまで２年という形で休暇を取っていたものの、配偶者の

日本人学校への派遣が１年延長されたというケースもあるので、それに応じて延長と

いうことは可能である。しかし、日本人学校の場合は最大３年で帰ってくるので、通

常は３年という形で処理できると思う。

(佐原委員)　両方とも教員で、日本人学校へ派遣という例であったが、そうではない

場合もこの休暇を取れるのか。

(学校教育課長)　配偶者が一般企業の場合であっても、もちろん対応は可能である。

(袴田委員)　一般企業の場合だと、５年とか普通に出てくると思うが、その辺も可能

なのか。

(学校教育課長)　家庭の事情にもよるが、実は今年度も配偶者がこの春から海外にと

いう方がおり、この制度を使ったらどうかという提案もしたのだが、長期になりそう

だということ、更には配偶者の企業の関係で帰国したからといってまたこの地区に

帰ってこられるとは限らないということで退職された。それは、それぞれの家庭の状

況によって判断されていくと思う。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第７号「湖西市公立学校出勤簿整

理要領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７号「湖西市公立学校出勤簿整理要

領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、議議案第８号「湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行

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８号「湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則の一

部改正について」、湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則（平成29年湖西

市教育委員会規則第１号）の一部を次のとおり改正したいので承認を求める。平成29

年２月22日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　１月27日に行われた教育委員会定例会で承認を得たばかりの規則だが、条文中の様

式名称に合わせて様式の規定中の名称等を変更するものである。条文中では「一時預

かり登録申請書」と記載されているのに対し、様式の規定中には「一時預かり」とい

う字句がないのに気がついたので、「登録申請書」を「一時預かり登録申請書」に改

めるとともに、緊急一時預かり用の申請書については直接新居園長へ提出することに

なるので、宛先の下の経由幼稚園の表示を削るものである。

　なお、この規則は平成29年４月１日から施行する。

　以上。

(山下教育長)　この規則については、前回協議していただいたばかりのものだが、こ

こで承認を得て、その後もう一度条文を読んでいた時に、様式のタイトルに整合性が

ないことに気がついた。そのため、改めて改正を提案する次第である。申しわけな

かった。

　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(山下教育長)　質疑がないようであれば、議案第８号「湖西市立幼稚園一時預かりに

関する条例施行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８号「湖西市立幼稚園一時預かりに

関する条例施行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９号「平成 28年度湖西市一般会計補正予算（第５号）

要求について」、事務局の説明を求める。

(教育総務課長)　議案第９号「平成28年度湖西市一般会計補正予算（第５号）要求に

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29

条の規定により、市長に別紙のとおり補正予算を要求したいので、教育委員会の意見

を求める。平成29年２月22日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の要求は、歳入810万円の減額及び歳出1万1,000円の減額である。

　まず、歳入について説明する。

　私立幼稚園等施設型給付費の減額に伴い、国庫負担金の子どものための教育・保育

給付費負担金を430万円、県支出金の子ども・子育て支援給付費負担金を210万円、子

ども・子育て支援給付費補助金を170万円、それぞれ減額するものである。

　次に、歳出について説明する。

　10款２項１目、学校管理費、小学校施設管理運営費は1,049万円の増額である。新

年度における新居小学校の児童数増に伴い机・椅子を購入し、また新居小学校の２年

生から６年生までの机・椅子を現行の規格のものに更新するため、消耗品費を増額す

るものである。

　10款４項１目、幼稚園費、一般諸経費は250万円の減額である。私立幼稚園就園奨

励事業の補助対象者数が当初の見込みより減少したことに伴い、補助金を減額するも

のである。

　同じく幼稚園費の私立幼稚園等施設型給付費は1,000万円の減額である。市内こど

も園の施設型給付費の給付単価減額及び他市の施設への広域入所児童が当初の見込よ

り減少したことに伴い、扶助費を減額するものである。

　10款６項７目、市民会館費、市民会館管理運営費は156万2,000円の増額である。市

民会館の解体に伴い、ホールで保管しているピアノを新居地域センターへ移送するた

めの手数料16万8,000円を、ピアノの保管庫を設置するための工事費139万4,000円を、

それぞれ増額するものである。

　10款７項２目、スポーツ推進費、スポーツ活動推進費は43万7,000円の増額である。

湖西・新居ミニバスケットボール少年団、湖西バレーボール少年団、少年剣道、湖西

ＦＣ及び新居サッカースポーツ少年団の県大会出場、湖西ミニバスケットボール少年

団及び湖西バレーボール少年団の東海大会出場並びに卓球少年団の全国大会出場によ

り、予算額が不足するため、交付金を増額するものである。

　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)　以前、総合教育会議の時に、新居中学校の椅子が傷んでいるという話と、

机のサイズが現行サイズではないものがあるので検討が必要だという話があったが、

それはどうなったのか。また、市民会館のピアノについても、総合教育会議の時にこ

の後どうするのかという話が出たと思うが、その後どうなったのか。そういったこと

が、今回の補正予算に反映されているのか。



(教育総務課長)　新居中学校の椅子についても、総合教育会議の中でお話をさせてい

ただいた。その中で200台弱の椅子については、現行の木製の椅子の背板と座面の取

替えを、修繕という形で終了している。残りについては、平成29年度の新居中学校の

学校予算の中で新年度早々に取替えをして完了する予定である。新居中学校について

は現行の木製の椅子のままではあるが、取替えは完了する見込みになっているという

ことである。

　各学校では、現行のＡ４サイズの教科書に合わせた少し大きな机になっているのだ

が、新居小学校は１年生だけ大きな机になっているという状況で、こちらについては

この３月補正予算の中で２年生から６年生までの机を現行のＡ判サイズに合わせて取

替えをしようということで、消耗品費を計上したということである。

(文化課長)　ピアノについては、市民会館費に156万2,000円の３月補正予算を計上し

た。地域センターへ移送するための運搬費と、地域センター３階のロビーに保管庫を

設置するための工事費を計上している。

(山下教育長)　これについては、先日市長と協議した。市長の方から「せっかく購入

したピアノなので残したい。新しい市民会館が出来ればそちらの方で活用できるよう

に保管したい」という話があった。ただ保管するだけではなく、もしその間に活用が

できればということで、活用場所の可能性が高い新居地域センターの３階のホール前

のロビーに保管庫を造り、保管するということになった。ホールの舞台の袖に保管庫

が設置できれば良かったが、スペース的にとても無理だということになり、ロビーに

造ることで決着した。そこで、移設費等について補正予算に上げさせていただいたと

いう形になった。

(飯田委員)　今後、空調費や管理費も掛かるのか。

(山下教育長)　そうである。24時間空調が入ることになる。年間幾らぐらいであった

か。

(文化課長)　空調費は地域センターの経費で賄う。保守点検は年間１回、５万4,000

円である。もし使用するとなると調律が必要になり、２万5,000円ぐらいは掛かるか

と思うが、それは使う団体等に負担していただくということになろうかと思う。

(飯田委員)　元々あったピアノは、それはそれで使えるのか。

(山下教育長)　新居地域センターにあったピアノは、舞台の袖にそのまま置いてある

ので、今までどおり舞台に出して使用できる形である。

(佐原委員)　保管するピアノの貸出しについて、周知はしないのか。

(文化課長)　特に考えてはいない。そういう話があれば、ホールで使う場合でも舞台

まで運ぶ経費が掛かるが、その辺は主催者側で負担していただく。

(佐原委員)　主催者側が負担するのであれば借りられるということを、周知する予定

はないということか。

(文化課長)　特に積極的に周知する予定はない。相談があれば対応する。

(佐原委員)　どこかに貸し出すことも話に上がっていたと思う。

(袴田委員)　上がっていた。

(佐原委員)　別の市などに貸し出すことも言っていたように思う。

(文化課長)　検討はいろいろさせてもらったが、他の市へ貸し出すにも維持管理費を

見てもらわなければいけないし、ピアノなので常時使うようなこともないということ

もある。それから、期間がある程度分かっていればいいのだが、いつ新しい施設がで

きるかということも今のところ不透明なところがあるので、とりあえず市で保管でき

るものは保管し、また活用という面で利用できれば利用を図っていこうということで、

保管することに決定したということである。



(袴田委員)　管理は、１年間で５万4,000円ということか。

(文化課長)　そうである。空調を入れるので、若干の光熱水費、電気料が掛かるとは

思うが、それ以外には年１回保守点検を行う。

(袴田委員)　年に１回しか見ないのか。

(文化課長)　年に１回である。

(袴田委員)　その間は誰も見ないのか。

(文化課長)　誰も見ない。

(袴田委員)　例えば、虫食いが発生するようなことはないのか。

(文化課長)　それはない。今までも年１回保守点検をしてもらっているが、非常に状

態はいいという報告を受けている。

(袴田委員)　例えば、点検を行った翌日に何か壊れていたといった場合、１年間その

まま分からない状態でいってしまうのか。

(文化課長)　たまには開けて見るが、常時点検するわけではない。保守点検について

は、専門の業者さんに来ていただいて中を全部ばらして点検を行うので、悪い所があ

れば指摘はされると思う。今のところそういう指摘はない。

(袴田委員)　そのくらいの頻度で十分ということか。

(文化課長)　そうである。確かに、何かに使って調子が悪くなるということはあるか

もしれないが、そういうときは別にして、通常の使い方では大きな問題はないという

話は聞いている。

(袴田委員)　今回、私立幼稚園等施設型給付費に係る歳入が810万円減額されている

が、元々このお金を元に何かやろうとしていたのか。

(山下教育長)　国や県からの補助金で、予定より対象者が少なくなったので、その分

が減額されたということである。

　他に質疑がないようであれば、議案第９号「平成28年度湖西市一般会計補正予算

（第５号）要求について」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９号「平成28年度湖西市一般会計補

正予算（第５号）要求について」は原案のとおり承認された。

(山下教育長)　続いて、議案第 10号「平成29年度当初予算要求について」、事務局

の説明を求める。

(教育次長)　議案第10号「平成29年度当初予算要求について」、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29条の規定により、市長に別紙の

とおり当初予算を要求したいので、教育委員会の意見を求める。平成29年２月22日提

出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　平成29年度の予算編成は、市の予算編成基本方針である「子育て・教育への支援」、

「いのちを守る防災対策」、「産業の振興によるエネルギッシュなまち」の取組に予

算の重点配分を行うとともに、新たな事業とこれまでの取組を更に発展・深化させな

がら、市民のために真に必要な施策を着実に推進できるよう予算編成を行った。平成

29年度の一般会計当初予算は全体では213億5,000万円であり、そのうち教育委員会が

所管する歳出予算額は33億2､718万７,000円で、一般会計に占める教育委員会予算は

15.6パーセントとなる。ちなみに、前年対比は８パーセント増となった。増額の主な



理由は、文化課が所管する市民会館の解体費に３億1,000万円を予算計上したことに

よる。

　続いて、平成29年度の教育委員会の重点事業である。新居中学校ガラス飛散防止事

業に2,228万円を計上し、教育総務課が事業を実施する。新居中学校のガラス飛散防

止を行えば、市内の保育園、幼稚園、小・中学校の全てについて、窓ガラスの飛散防

止が行われるということになる。保育園の入所待ち児童のうち育児休業の延長ができ

ない子を対象に、入所が決定するまでの間新居幼稚園の保育室を利用して緊急一時預

かり事業を実施するため1,199万円を計上し、幼児教育課が事業を実施する。民間事

業者が持つノウハウを活用し、市民サービスの向上と行政のスリム化を図るため、湖

西運動公園外５施設への指定管理者制度の導入に5,300万円を計上し、スポーツ推進

課が事業を実施する。

　もう少し詳細に、各事業の前年度との増減などの概略について説明する。

　第３款民生費、２項児童福祉費、３目保育所費、民間保育所等施設型給付費の増額

は、扶助費の増額である。民間保育所助成事業費については、防犯対策強化事業を新

たに補助対象事業に追加したことによる増額と、民間保育園の増築に対する整備費補

助による増額である。公立保育所総務費の減額は、制度改正に伴い前年度に実施した

子ども・子育て支援総合システム改修に係る委託料の減額である。公立保育所施設管

理運営費の減額は、保育園施設の修繕料の減額である。

　次に、第10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、事務局関係経費の増額は、

正規職員の育休等での代替分を臨時職員で補充することと栄養士・給食員の被服に係

る経費を学校管理費から予算を組み替えたことによるものである。豊田佐吉翁記念奨

学金事業費の減額は、奨学生見込数の減によるものである。

　３目教育指導費、教育指導関係経費の減額は、主な理由として２点ある。１点目は、

平成28年度は教育振興事業で中学校で新しい教科書の指導書を購入したが、平成29年

度はその必要がないことによる減額である。２点目の理由として、特別支援教育推進

事業の増額は、年々、普通学級に在籍する特別支援を必要とする児童生徒は増加して

いるので、特別支援教育の充実を図ることを目的に特別支援教育支援員を２名増員す

るため増額するものである。以上の増減で、教育指導関係経費全体では減額している。

指導資料作成事業費の増額は、小学校３・４年生が利用する副読本「わたしたちの湖

西」が平成30年度に全面改訂となるので、その資料作りのための経費の増額である。

幼稚園一時預かり事業費の増額は、新居幼稚園の空き教室において、入所待ち児童を

対象に緊急一時預かり事業を実施するため、非常勤職員報酬等を増額するものである。

　２項小学校費、１目学校管理費、小学校施設管理運営費の減額は、小学校施設の修

繕料と給食関係の備品購入費の減額である。

　３目学校整備費、小学校施設整備費の増額は、静岡県基準に基づく耐震性が不足す

る鷲津小学校の昇降口の耐震補強計画策定と、雨漏りが深刻な新居小学校南校舎の屋

上防水工事実施によるものである。

　３項中学校費、１目学校管理費、中学校施設管理運営費の減額は、中学校施設の修

繕料の減額である。

　２目教育振興費、中学校教育振興費の減額は、中学校の教科書改訂が終了したこと

によるものである。

　３目学校整備費、中学校施設整備費の増額は、新居中学校のガラス飛散防止対策の

実施によるものである。

　４項幼稚園費、１目幼稚園費、幼稚園総務費の増額は、育児休業教諭の代替教諭に

係る臨時雇賃金の増額である。一般諸経費の減額は、就園奨励費の補助対象者の減少



及び湖西市私立幼稚園運営費交付要綱廃止に伴う民間こども園への補助終了によるも

のである。私立幼稚園等施設型給付費の増額は、市外民間幼稚園のこども園移行に伴

う施設型給付対象児童の増加によるものである。幼稚園施設管理運営費の減額は、幼

稚園施設の修繕料の減額によるものである。

　６項社会教育費、１目社会教育総務費、社会教育総務関係経費の増額は、社会教育

課及び文化課の市民活動センターへの移転に伴い、電話料や複写機保守点検料等維持

管理に必要な経費を計上したことによるものである。

　３目公民館費、西部公民館等管理運営費の減額は、２階講座室の間仕切り、玄関上

バルコニー防水修繕が完了したことによるものである。

　６目文化振興費、文化振興関係経費の増額は、平成28年度まで市民会館の自主文化

事業として行っていた事業を芸術文化振興事業に予算を組み替えたことによるもので

ある。文化財保護保存費の増額は、国重要文化財の本興寺本堂の屋根ふき替え工事及

び市指定史跡の豊田佐吉生家の消防設備補強工事等に伴う補助金を計上したことによ

る増額、市内遺跡発掘調査事業における出土品整理業務の取りやめに伴う減額を合わ

せたものである。

　７目市民会館費、市民会館管理運営費の増額は、市民会館の解体による経費の増額

である。

　８目多目的研修施設費、北部地区多目的研修施設管理運営費の減額は、非常勤職員

の減員と１階和室エアコン修繕の完了によるものである。南部地区構造改善センター

管理運営費の減額は、非常勤職員の減員と醗酵機やブラインド取替修繕の完了による

ものである。

　９目図書館費、中央図書館管理運営費の増額は、図書館システムの更新、特殊建築

物定期報告業務の増額を合わせたものである。

　７項保健体育費、１目保健体育総務費、保健体育総務関係経費の減額は、指定管理

者制度導入に伴う非常勤職員１名分の減額、湖西運動公園管理事務所に係る委託料の

減額及び湖西市体育協会への補助金の減額である。湖西運動施設維持管理費の減額は、

指定管理者制度導入に伴う各施設の委託料の減額である。アメニティプラザ管理運営

費の減額は、指定管理業務関連経費の減額によるものである。

　２目スポーツ推進費、スポーツ大会費の減額は、湖西市駅伝大会のバス借上料の減

額である。

　以上。なお、質問については各課長が答える。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　新居中学校でガラス飛散防止は完了するという話だったが、小・中学校、

幼稚園、保育園も全部ということでよろしいか。

(教育総務課長)　これで全部になる。

(飯田委員)　豊田佐吉翁記念奨学金事業費が減額になっていて、先ほどの説明では見

込数の減によるということだったが、これは応募人数が減ってきているということか。

(教育総務課長)　先だって２月14日に選考委員会を開催させていただいたのだが、応

募者数は実は減っているという状況である。運用財産もかなり少なくなってきている

状況で、計画的な採用を見込んでいくと、応募者数の状況も考慮して少し人数が減っ

ており、それに伴い予算も減額されているという状態である。

(飯田委員)　応募者数は、どれくらいからどれくらいに減ってきているのか。

(教育総務課長)　昨年度が10名で、今年度応募された方が５名である。

(山下教育長)　私が選考委員会に出席して今回で５回目だが、年によって増減がある。

そして、全員が条件をクリアして選考を通過するというわけではない。応募者数が多



くても、条件面でクリアできない方がたくさんいらっしゃる場合もある。そういう点

で、毎年少しでこぼこがあるというふうに思うが、基本的にはどの年度も同じ条件の

中でクリアした人たちに給付するというスタンスを取っているので、今回については

思っていたよりも応募が少なく、また選考した人たちが少なかったということである。

(飯田委員)　では、次年度実際に応募者がたくさんになり、審査の結果、給付する人

が増えた場合には、また補正予算等を組むということはないのか。

(山下教育長)　今のところは、毎年計画的に運用するということを基本に、選考委員

の皆さんに了解を得て、毎年何名分という枠は一応取ってある。そのため、もし多く

なったときは、運用財産等について再検討しなければいけないのではないかと個人的

には思う。

(教育総務課長代理)　補足をさせていただく。新規採用５名分と継続の方の分を合わ

せて15名分の予算を枠として取ってある。今回選考委員会で新規採用されたのは２名

であり、実際の来年度の給付対象者は12名になる。そのため、来年度の支給について

は、補正することなく予算枠の中でできるという状態になっている。

(袴田委員)　私も選考委員会に出させていただいた。高校生ぐらいの年代の子たちが

多く応募してくる。市も広報こさい、ウェブサイト等で募集をかけているのだが、市

内の高校に通う高校生ばかりではない。市外に通っている子に対しては、学校サイド

からの奨学金の案内はない。学校の関与としては、生徒が市の情報を見て応募すると

きに成績証明書等を付けていただくような形である。情報源が少ないのでなかなか難

しいのではないかと思った。

(飯田委員)　本人が希望する場合は、情報を自分で取りにいくしなかいということか。

(山下教育長)　本人というより、経済的に苦しいが子どもが希望する進学等をさせて

あげたいといったときに、家庭の方でそういう情報を収集するということが第一だろ

うと思う。高校の方でも、中にはいろいろな市町等の奨学金制度を確認して本人に話

をすることがないわけではない。ただ、全ての先生方がそういう形を取っているとい

うわけではない。家庭の方で確実に情報収集をするということが基本になるのではな

いかと思う。

　選考委員会の席でも話が出たが、今後応募者の減少傾向等が続いていくようであれ

ば、また何らかの対策を考えなければいけない。例えば奨学金の給付額の増額等いろ

いろなことを含めて検討しなければいけないという話が出ていたので、推移を見守り

たいと思う。

(佐原委員)　「不登校児童生徒をサポートする適応教室を西部公民館で開設」とある

が、今実施している場所から移るということか。

(山下教育長)　勤労青少年ホームが廃止になり、基本的には取壊しは１年後の予定だ

が、老朽化が激しく耐震上問題のある所に子どもたちを通わせるというわけにはいか

ないということで検討し、社会教育課所管の西部公民館で開設することになった。

(佐原委員)　４月からはチャレンジ教室が西部公民館に移るというふうに考えればよ

いか。

(山下教育長)　そうである。

(袴田委員)　教職員研修推進事業の「研究指定校」というのは、どこの学校か。

(学校教育課長)　文部科学省の指定を受けている新居小学校である。今年度が１年目

で、２年間の研究指定なので来年度も継続になる。また案内を差し上げることになる

と思うが、11月の午後の半日、研究発表会で成果を発表する予定である。

(山下教育長)　研究内容は学力向上である。

(佐原委員)　幼稚園親子読書推進事業というのは、本を配布するのか。



(幼児教育課長)　小・中学校と一緒にやっていた事業を分離させていただいた事業で

ある。家庭に絵本を貸し出し、家庭で絵本を読んでいただくということをやっている。

そのための絵本代である。家庭へ持って帰るとやはり傷みが激しくなるので、毎年い

い本をということで、本当に微々たるものだが、予算を頂いて絵本を購入する。

(袴田委員)　教育扶助の金額が多少増えているが、今後増えていく見込みか。なかな

か言い出せない家庭も、多分あるのではないかと思うがどうか。

(教育総務課長)　扶助費については増加傾向にあって、実際に申請をされる方も増加

傾向である。その実績に基づいての予算計上ということで、今後少し増えていくだろ

うという見込みで考えている。とりあえず相談をしていただいて、申請をしていただ

いた上での支給という形で、その形を今後も継続していきたいと考えている。

(山下教育長)　教育委員会のウェブサイトの方にも上げさせていただいており、その

内容をウェブサイトで見ることができるようになっている。該当すれば窓口の方に申

し出るという形になる。

　また、扶助内容について少しプラスしたところがあるので、その増額分もある。

(佐原委員)　幼稚園も小・中学校も施設管理運営費が修繕費の減額による減額という

ことだが、修繕要望はたくさんあるように聞いている。予算立ての時に皆さん遠慮さ

れたのか。

(教育総務課長)　その点については、非常に心苦しいお答えをせざるを得ないのだが、

限られた予算枠もあり、こうした状況になっている。幼稚園、保育園、各学校の方か

らは、本当に膨大な数の修繕の必要な要望箇所が上げられてきている。それを10月の

段階で一つ一つ確認させていただきながら、優先順位付けをさせていただいた。安心

安全という点をまず第一に、優先順位付けをさせていただいた中で、精査してこの金

額にとどめたということである。緊急的な対応については、議会の方に補正予算をお

願いしていくというような対応を取っていきたいと考えている。

(袴田委員)　西部公民館に移ってくる部署があると聞いているが、公民館費が減額と

なっているのはなぜか。

(社会教育課長)　西部公民館に移ってくる部署はない。移ってくるのはチャレンジ教

室である。チャレンジ教室の場合は、チャレンジ教室のために常時部屋を貸し出すわ

けではなく、午前中のみの貸出しという形になっている。

　減額は、先ほどの説明にあった２階の間仕切りの経費が高かったため、その分が主

なものである。また、昨年はこちらに講座の開設経費も計上していたが、講座の開設

経費については生涯学習費の方にまとめて、一つの所でまとめて実施するよう効率化

を図った。その分も少し減額されている。

(袴田委員)　効率が良くなって減額となっている部分もあるということか。

(社会教育課長)　そうである。事業見直しをしながら修繕費も減らしていったという

ことで、減額になっている。

(袴田委員)　チャレンジ教室の実施のためには、ただ部屋があればよいのか。チャレ

ンジ教室のために何か必要なものはないのか。

(学校教育課長)　既に活動しているので、そこで使っているものを運び込む。とはい

うものの、今社会教育課長が説明したとおり、年間を通して１室をずっと借り受けら

れるわけではないので、倉庫の空きスペースも借りて、活動に使ったものは基本的に

は倉庫で保管し、午後は他団体も活用できるようにする。占有できるということでは

ない。また、チャレンジ教室に係る経費については、学校教育課から予算を要求して

いる。

(山下教育長)　市民会館の取壊しについては、アスベスト対策もこの中に盛り込まれ



ているということか。

(文化課長)　そうである。アスベストを取った上で解体するという経費も全部含めて

いる。

(飯田委員)　市民会館の取壊しには大きなお金が掛かると思うが、教育委員会の予算

が枠できている中で、ここに非常に大きく取られてしまうので他のところを減額せざ

るを得ないという状況なのか。それとも、全く別枠なのか。

(文化課長)　この解体費については、別枠として財政当局に取り扱っていただいてい

る。ただ、枠自体が総体的に減ってきているので、それぞれの課が使える枠が少なく

なってきている。教育委員会全体として少なくなってきているというのが事実だと思

うが、これはもう全くの別枠である。

(飯田委員)　教育委員会全体の枠としては、今どれくらい減っているのか。

(山下教育長)　一般会計全体では前年比２パーセント減ということである。いろいろ

な所で、実際には前年度と同じような事業を継続するわけなのだが、詳細について見

直しを図っていろいろな所で少しずつ経費の節約をしていただいたということである。

その中で、次年度はこういう所を重点にしたいというのだけは財源を確保しなければ

いけないので、そちらの方に集中的に投入するという、よく言われる「メリハリのあ

る」形になる。予算自体はどうしても小さくなってくるので、その中でできるだけ子

どもたちのためにどういうふうに使っていくかを考えなければいけない時代になって

きている。

(飯田委員)　教育委員会の予算としては、増えているのか。

(袴田委員)　全体が減って、教育委員会も減っている。

(山下教育長)　先ほどの取壊しの費用も含まれているので、前年度比増額となってい

る。ただ、枠があると言っても、先ほど出ていたような副読本を作るのは３年に一度

ということになるので、その時はどうしても増える。他の時はその分がない。あるい

は教科書が改訂されると、新しい指導書も必要になってくる。その購入費については

単年度で増えるわけだが、他の時はないので、その辺りは配慮していただいている。

(袴田委員)　図書館においてＬＥＤ化を進めるということだが、図書館全体をＬＥＤ

に切り替えた場合に、どれくらい効果が出そうか。

(図書館長)　年間経費等については計算していない。３年ぐらい前から絵本コーナー、

児童開架と順次ＬＥＤ化を進めている。電気の使用量自体は相当減っているが、数字

的なものは持っていない。電気代についても結構節減されているという状態である。

(袴田委員)　結構大きな額の投資をするものに対して効果がどれくらいあるのかとい

うのはあった方がいいと思うので、また教えていただきたい。

(山下教育長)　他にはよろしいか。

(袴田委員)　今後、施設の複合化が進んでいくと思うが、トイレの洋式化といったも

のを複合化を実施するのに合わせるのか、それとも前段階で予算を取ってやっていく

のかというのも考えなければいけないのではないか。

(山下教育長)　基本的には市の再配置計画の中に、地域拠点構想も含めて検討しても

らっているが、次年度は個別計画を策定するという段階になってくる。個別計画を策

定する中で、どのエリアから順番にやっていくか等いろいろなことが決まってくる。

今、教育委員会としては地域拠点構想で話をしたように、幼稚園のこども園化２園が

終わった後、給食センターの建設、その後学校の複合化に取り組みたいということで、

まず中部エリアの鷲津小・中、それから鷲津幼稚園等を含めた複合化計画を第一に出

している。その後、北部という順番でいく予定だが、個別計画の中で再度検討される

ということもある。個別計画が決まれば、大体何年ぐらいに複合化する計画が立つの



で、その間、おそらく施設の改修をすることになるだろう。西部エリアの岡崎小学校

については、岡崎中学校との建設年がかなり開いているので、建て直しをせざるを得

ないのではないかと個人的には思っている。そういうのをどこに組み込んでいくか。

改修する場合、今言われたトイレ等も含めて、長寿命化を図ると同時に快適な空間と

いうことも含めて改修計画を策定することになるのではないかと思う。複合化が後に

なる学校についてはそのまま放置という話にはならない。複合化、建て替えをする時

期に合わせて、その間の長寿命化を図る。なかなか大変な事業だと思う。次年度、個

別計画の策定等については、また教育委員会の定例会の方で意見交換や検討をしてい

ただくことになると思うので、よろしくお願いしたい。

　他に質疑がないようであれば、議案第10号「平成29年度当初予算要求について」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10号「平成29年度当初予算要求につ

いて」は原案のとおり承認された。

(山下教育長)　続いて、報告に入る。報告第３号「湖西市青少年問題協議会委員の委

嘱について」、事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　報告第３号「湖西市青少年問題協議会委員の委嘱について」、湖西

市青少年問題協議会条例（昭和37年湖西市条例第17号）第３条の規定に基づき、下記

の者を湖西市青少年問題協議会委員に委嘱したので報告する。平成29年２月22日提出

湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱した委員は２名、任期は前任者の残任期間で平成29年２月１日から平成29年５

月31日までである。

　湖西市青少年問題協議会条例では、青少年の指導、育成、保護に関する総合的施策

の樹立及び適切な実施を期するため、地方青少年問題協議会法第１条の規定に基づき

青少年問題協議会を置くとされ、委員は25人以内、任期は２年で市長が委嘱又は任命

をするとされている。平成27年６月１日付けで委嘱した委員について、組織役員の改

選により一部変更となった２名が新たに委嘱されたので、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)　こうしていろいろな組織の代表が集まっている場合、それぞれの組織の

役員の改選の時期が異なるため、その度にこうして委嘱し、報告するのか。

(社会教育課長)　そうである。青年会議所は１月１日に改選になるし、民生委員も何

年に１回改選の時期があるので、その都度委嘱し直すことになる。学校の校長先生に

ついても毎年４月１日で変わり、平成29年については現在の任期が５月31日までなの

で同時期になると思うが、途中の時期についてはその都度委嘱し、報告させていただ

く形になる。

(飯田委員)　今回委嘱して、また４月１日に委嘱し、６月１日にまた再編ということ

になるのか。

(社会教育課長)　４月１日の変更については、他の委員の改選が出そろったときにま

とめて報告させていただきたいと思う。

(山下教育長)　団体が、新年度になってそこで総会等を開き代表者を選出する。それ

を待たないと正式に決まらないので、一応任期の始めを６月にしている。それまでの



方がずっと５月31日までやってくだされば、途中での変更はないということになるが、

なかなかそういうわけにもいかない。

(山下教育長)　続いて、報告第４号「湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委

嘱について」、事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　報告第４号「湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱につ

いて」、湖西市青少年育成センター設置要綱（昭和47年湖西市教育委員会告示第１

号）第５条第３項の規定により、下記の者を湖西市青少年育成センター運営協議会委

員に委嘱したので報告する。平成29年２月22日提出　湖西市教育委員会教育長　山下

宗茂。

　委嘱した委員は１名、任期は前任者の残任期間で平成29年２月１日から平成29年５

月31日までである。

　湖西市青少年育成センター設置要綱では、青少年の保護育成に関係ある機関及び団

体が相互に連絡協調して、青少年の健全育成を図るため、青少年育成センターを設置

し、その適正な運営を図るため、湖西市青少年育成センター運営協議会を置くとされ

ている。委員は15人以内、任期は２年で、教育委員会が委嘱又は任命をすることに

なっている。平成27年６月１日付けで委嘱した委員について、組織役員の改選により

一部変更となった１名が新たに委嘱されたので、報告するものである。

　以上。

(山下教育長)　この方については、先ほどの青少年問題協議会委員と同じである。

　ちなみに、この青少年育成センター運営協議会の委員は、協議する内容が同じなの

で、全員青少年問題協議会の委員でもある。

　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(山下教育長)　続いて、報告第５号「湖西市民会館条例の廃止について」、事務局の

説明を求める。

(文化課長)　報告第５号「湖西市民会館条例の廃止について」、湖西市民会館条例

（昭和48年湖西市条例第30号）を別紙とおり廃止したので報告する。平成29年２月22

日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　湖西市民会館の用途廃止、解体に伴い、湖西市民会館条例を廃止するための条例を

制定したので報告するものである。

　なお、この条例は、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。

　ちなみに、新しい市民会館ができた場合は、条例をまた制定するということか。

(文化課長)　そうなる。

(山下教育長)　続いて、報告第６号「湖西市民会館運営委員会規則及び湖西市民会館



条例施行規則の廃止について」、事務局の説明を求める。

(文化課長)　報告第６号「湖西市民会館運営委員会規則及び湖西市民会館条例施行規

則の廃止について」、湖西市民会館運営委員会規則（昭和48年湖西市規則第21号）及

び湖西市民会館条例施行規則（昭和48年湖西市規則第22号）を別紙とおり廃止したの

で報告する。平成29年２月22日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　湖西市民会館の用途廃止、解体に伴い、湖西市民会館運営委員会規則と湖西市民会

館条例施行規則を廃止するための規則を制定したので報告するものである。

　この規則は、平成29年４月１日から施行する。

　また、附則では、湖西市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規

則のうち、別表の湖西市民会館条例施行規則の項を削ることを併せて定めている。こ

れは、市民会館の使用申請等をしようとする場合、押印をしないで申請の手続をする

ことができることを定めたものであるが、市民会館の用途廃止に併せて、その規定を

削除するものである。

　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)　市民会館には今、社会教育課と文化課が入っているが、引っ越しが終

わっていつから市民会館が全く使われなくなるのか。

(山下教育長)　４月１日からである。

(飯田委員)　３月中に引っ越しを完了するということか。

(文化課長)　近々広報こさいや市役所だよりで予定をお知らせする。

(山下教育長)　公的には全く使用されておらず、職員がそこにいるだけの状態である。

(飯田委員)　長く使われて親しまれた市民会館だと思うが、セレモニーのようなもの

は全く考えられていないのか。

(文化課長)　引っ越しの準備、館内整理で精一杯である。

(山下教育長)　地震等によって屋根が落ちる危険性がある。アスベストも含めて落ち

たときの他に対する悪影響があるということで、できるだけ早く取壊しをした方がい

いという結論になり、動きが加速した。

(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２月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午前11時36分終了


