
 ５月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成29年5月24日（水） 午後３時～午後３時50分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

３ 出席者 教 育 長 渡辺　宜宏

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(山田　　忠) 幼 児 教 育 課 長(安形　知哉)

社 会 教 育 課 長(朝倉　陽美) スポーツ・文化課長(村田　義治)

図 書 館 長(山本　茂明) 教育総務課長代理(馬渕　　豪)

４ 議　案 第 16 号 平成29年度湖西市一般会計補正予算（第１号）要求につ

いて

５ 報　告 第 16 号 湖西市就学支援委員会委員の委嘱又は任命について

第 17 号 湖西市不登校児等対策連絡協議会委員の委嘱又は任命に

ついて

第 18 号 湖西市チャレンジ教室運営協議会委員の委嘱又は任命に

ついて

第 19 号 湖西市いじめ対策連絡協議会委員の委嘱又は任命につい

て

第 20 号 湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会委員の委

嘱又は任命について

第 21 号 湖西市教科等指導リーダー相談員の委嘱又は任命につい

て

第 22 号 学校評議員の委嘱又は任命について

第 23 号 湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担額に関する条例の一部改正について

第 24 号 湖西市学校支援地域本部運営委員会委員の委嘱又は任命

について

第 25 号 湖西市社会教育委員の委嘱について

第 26 号 湖西市青少年育成センター青少年補導員の委嘱又は任命

について

第 27 号 湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会委員の委

嘱又は任命について

第 28 号 ジュニアスポーツクラブ推進委員会委員の委嘱又は任命

について



午後３時00分開会

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

会定例会を開会する。

(渡辺教育長)　それでは審議に入る。

　議案第16号「平成29年度湖西市一般会計補正予算（第１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16号「平成29年度湖西市一般会計補正予算（第１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５月24日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　今回の要求は、歳入42万3,000円の増額と歳出495万6,000円の増額である。

　歳出は、10款７項２目、スポーツ推進費、スポーツ活動推進費において、2020年東

京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致を契機として、市のスポーツ振興とス

ポーツによる国際交流を推進するため、委託料及び使用料を計上するものである。

　歳入は、20款６項２目、諸収入として、東京オリンピック・パラリンピック事前合

宿誘を契機とするスポーツ振興に関する静岡県市町村振興事業等助成金を計上するも

のである。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　具体的な内容は。

(スポーツ・文化課長)　この案件は、現在、担当職員が県と調整している。これまで

湖西市は、湖西市アメニティプラザを卓球の会場として、昨年より2020年東京オリン

ピック・パラリンピック事前合宿誘致に取り組んでいる。国名は、現時点で公表でき

ないが、希望する国があるようである。湖西市は、アスモに卓球部もあり、卓球競技

が盛んであり、交流できると期待している。

　今後の予定は、７月に覚書を締結し、８月頃、事前合宿を予定している。ただし、

その国は、オリンピックの出場が決定していないので、８月以降は未定である。今回

は、おおむね10～15名が来訪するための費用を委託費として計上し、使用料は、湖西

市までの送迎の高速使用料金である。

(渡辺教育長)　この歳入は、覚書の締結式の費用について県の助成金を活用するとい

うことか。

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。

(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第16号「平成29年度湖西市一般会

計補正予算（第１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）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第16号「平成29年度湖西市一般会計補

正予算（第１号）要求について」は原案のとおり承認された。



(渡辺教育長)　続いて、報告第16号「湖西市就学支援委員会委員の委嘱又は任命につ

いて」、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　報告第16号「湖西市就学支援委員会委員の委嘱又は任命について」、

湖西市就学支援委員会規則（昭和56年湖西市教育委員会規則第１号）第４条の規定に

より下記の者を湖西市就学支援委員会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成29

年５月24日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　この委員会は、湖西市の小・中学校において心身に障害を持つ児童生徒さらには就

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設置

されたものである。

　委員は、25名以内で組織することになっており、その任期は１年である。平成29年

度は、22名を委員として委嘱したので報告する。

　以上。

(渡辺教育長)　各学校から就学指導担当の先生が参加している。質疑のある方は発言

をするように。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　続いて、報告第17号「湖西市不登校児等対策連絡協議会委員の委嘱又

は任命について」、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　報告第17号「湖西市不登校児等対策連絡協議会委員の委嘱又は任命

について」、湖西市不登校児等対策連絡協議会要綱（昭和56年湖西市教育委員会告示

第56号）第３条の規定により下記の者を湖西市不登校児等対策連絡協議会委員に委嘱

又は任命したので報告する。平成29年５月24日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺

宜宏。

　この協議会は、湖西市内の小・中学校に在学している不登校児等の指導の適正化を

図るために設置されたものである。所掌事項は、不登校児等の指導についての情報交

換や、指導経過についての情報交換等である。

　委員の任期は１年となっており、平成29年度は、21名を委員として委嘱したので報

告する。

　以上。

(渡辺教育長)　各学校から生徒指導主任、生徒指導主事が参加している。質疑のある

方は発言をするように。

(袴田委員)　委員の任期は１年であるが、教職員の異動に伴う指導対応はどのように

引き継がれるか。

(学校教育課長)　各学校では、生徒指導主任、生徒指導主事が異動する場合は、十分

な引継ぎをしている。同時に、各学校で毎週１回、生徒指導部会を実施しており、そ

の会議の場でも情報交換が図られている。このような取組で、生徒の状況を把握して

おり、指導や対応は引き継がれてる。



(渡辺教育長)　続いて、報告第18号「湖西市チャレンジ教室運営協議会委員の委嘱又

は任命について」、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　報告第18号「湖西市チャレンジ教室運営協議会委員の委嘱又は任命

について」、湖西市チャレンジ教室運営協議会要綱（平成９年湖西市教育委員会告示

第16号）第３条の規定により下記の者を湖西市チャレンジ教室運営協議会委員に委嘱

又は任命したので報告する。平成29年５月24日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺

宜宏。

　この協議会は、不登校児等の集団への適応力を育み、自立への支援を行い、学校へ

の復帰を目指す湖西市チャレンジ教室の教育方法について協議するために設置された

ものである。

　委員の任期は１年となっており、平成29年度は、20名を委員として委嘱したので報

告する。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(河合委員)　チャレンジ教室運営協議会の委員には、湖西市不登校児等対策連絡協議

会の委員、佐藤委員と田中委員の２名が重複している。この不登校児等対策連絡協議

会の委員に任命されなければ、チャレンジ教室運営協議会の委員にも任命されないと

いう理解でよいか。

(学校教育課長)　この２名は、湖西市チャレンジ教室運営事業の専任講師として採用

している。採用した２名の講師は、湖西市不登校児等対策連絡協議会に出席し、チャ

レンジ教室での指導状況と学校での不登校時状況を相互に情報共有している。さらに、

湖西市チャレンジ教室運営協議会にも出席し、意見や情報提供をしていただいて、適

正な就学指導を行う流れとなっている。

(河合委員)　チャレンジ教室の専任講師に採用されれば、湖西市不登校児等対策連絡

協議会の委員となるということか。

(学校教育課長)　そのとおりである。

(河合委員)　チャレンジ教室運営協議会委員の任命があって、湖西市不登校児等対策

連絡協議会の委員となるということか。委員の委嘱又は任命の順番が逆ではないか。

(学校教育課長)　チャレンジ教室運営協議会と不登校児等対策連絡協議会は、それぞ

れ委員の委嘱又は任命をするものである。ただし、チャレンジ教室の専任講師は、採

用されれば、湖西市チャレンジ教室運営協議会委員と不登校児等対策連絡協議会の委

員を併せて委嘱される。

(渡辺教育長)　今年度のチャレンジ教室の会場はどこか。

(学校教育課長)　これまで会場は青少年ホームとしていたが、建物の耐震の問題で、

今年度から西部公民館に変更している。

(佐原委員)　不登校児等対策連絡協議会は、年２回開催されている。チャレンジ教室

運営協議会は「会長が必要であると認めたとき」とあるが、開催されているのか。

(学校教育課長)　今年度も、チャレンジ教室運営協議会は、第１回の不登校児等対策

連絡協議会の後に開催する予定である。例年、この流れで年２回の開催が、定例化し

ている。

(渡辺教育長)　会議の開催順序は、先に幼稚園、保育園の担当者が参加する不登校児

等対策連絡協議会、その後幼稚園、保育園の担当者が抜けて、チャレンジ教室運営協

議会を開催する。



(渡辺教育長)　続いて、報告第19号「湖西市いじめ対策連絡協議会委員の委嘱又は任

命について」、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　報告第19号「湖西市いじめ対策連絡協議会委員の委嘱又は任命につ

いて」、湖西市いじめ対策連絡協議会要綱（平成８年湖西市教育委員会告示第４号）

第３条の規定により下記の者を湖西市いじめ対策連絡協議会委員に委嘱又は任命した

ので報告する。平成29年５月24日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　この協議会は、要綱に基づき、湖西市の小・中学校におけるいじめ問題に対する指

導の適正化を図ることを狙いとして、開催するものである。湖西市内の小中学校のい

じめの状況を把握し合うとともに、個別のケースに係る情報交換や指導方法の検討が

主な内容となっている。

　委員の任期は１年となっており、17名を委員として委嘱したので報告する。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　続いて、報告第20号「湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会

委員の委嘱又は任命について」、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　報告第20号「湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会委員の

委嘱又は任命について」、湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会要綱（平成

８年湖西市教育委員会告示第10号）第３条の規定により下記の者を湖西市外国人児童

生徒適応指導教室運営協議会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成29年５月24

日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　この協議会は、湖西市在住の外国人児童生徒が、学校生活への円滑な適応を図り、

教育の振興を促進するために設置されているものである。主な協議内容は、外国人児

童生徒の教育の推進、各学校の情報交換、指導方法の検討などである。

　委員の任期は１年となっており、16名を委員として委嘱したので報告する。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　続いて、報告第21号「湖西市教科等指導リーダー相談員の委嘱又は任

命について」、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　報告第21号「湖西市教科等指導リーダー相談員の委嘱又は任命につ

いて」、湖西市教科等指導リーダー相談員設置要綱（平成22年湖西市教育委員会告示

第53号）第３条の規定に基づき、下記の者を湖西市教科等指導リーダー相談員に委嘱

又は任命したので報告する。平成29年５月24日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺

宜宏。



　湖西市教科等指導リーダー相談員は、自らが各種研修会に参加し、専門性や指導力

を高めるとともに、各校、各園からの要請に応じて職員に対する訪問指導を行うこと

で、市内教職員の資質向上並びに教育の振興を図るという目的の下に設置している。

　委員の任期は、原則として３年である。平成29年度は、右端に米印が付いている新

任の相談員６名を委員として委嘱したので報告する。

　以上。

(渡辺教育長)　相談員の任期は、原則３年で、名簿の米印がある方が新任の相談員、

ない方は相談員の継続である。質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　先生を選任する基準はあるのか。各学校の教科の先生への研修成果の周

知はどのような方法によるものか。

(学校教育課長)　教科等指導リーダー相談員の選任は、各学校で教科主任を務めた実

績やこれまでの研究論文等々を考慮し、各校長の推薦を学校教育課が意見を集約して

適任者を選出している。この相談員は、多くて年間５回、少なくても年間２回ぐらい、

各学校の要請を受けて訪問指導を行っている。指導内容は、授業方法の相談や職員研

修の講師として招かれるなど、様々である。各校、各園では、効率的に資質の向上が

図られるよう相談員との連携を工夫している。

(渡辺教育長)　続いて、報告第22号「学校評議員の委嘱又は任命について」、事務局

の説明を求める。

(学校教育課長)　報告第22号「学校評議員の委嘱又は任命について」、湖西市公立学

校管理規則（昭和44年湖西市教育委員会規則第1号）第37条の規定により下記の者を

学校評議員に委嘱又は任命したので報告する。平成29年５月24日提出　湖西市教育委

員会教育長　渡辺宜宏。

　学校評議員は、地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域

と連携しながら、特色ある教育活動を展開するために、校長が幅広く地域の方々の意

見を聞く目的で配置するものである。

　各学校に置く学校評議員の定数は、５名以内である。評議員の任期は、１年である。

平成29年度は、54名を委員として委嘱したので報告する。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(河合委員)　５名の選出方法は、各学校長の選出か。前年度から役職により引き継い

でいるものなのか。

(学校教育課長)　各学校の校長が選出するものである。校長は、学識者や保護者の代

表、自治会の役員など、なるべく広範囲に評議員を選出している。

(河合委員)　各学校５名のところ、湖西中学校は、４名となっている事情は。

(学校教育課長)　湖西中学校は、学識経験者の候補者の交渉がまとまらず、この時期

までに選出できなかった。引き続き、候補者を選出し年度途中での委嘱も考えている。

幅広く意見を求められるよう、５名になるよう努力している。

(渡辺教育長)　学校評議員設置要綱の第３条では、各学校の人数を５名以内としてい

る。湖西中学校のように４名でも問題はないが、極力５名の方を選出していきたいと

いうことである。



(渡辺教育長)　続いて、報告第23号「湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の利用者負担額に関する条例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)　報告第23号「湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額に関する条例の一部改正について」、湖西市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例（平成27年湖西市条例第13号）の一部

を別紙のとおり改正したので報告する。平成29年５月24日提出　湖西市教育委員会教

育長　渡辺宜宏。

　「湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

の一部改正」は、「子ども子育て支援法施行令の一部を改正する政令」等が、平成29

年３月31日に公布、４月１日施行されたことによる改正である。４月１日からの保育

料に反映させるため、地方自治法に定められた専決処分を３月31日に行い、先般開催

された湖西市議会臨時会で承認された。

　改正の内容は、保育園や幼稚園等の利用者負担額について、年収約360万円未満相

当のひとり親世帯に係る利用者負担額の軽減措置の拡充、市民税非課税世帯の第２子

無償化、及び関係法令の改正に伴うものである。

　参考資料にあるように、年収約360万円未満相当に係る軽減措置の拡充に該当する

区分は、保育園等保育料徴収基準額表の第４－２階層から第４－１層、第３階層まで

の「ひとり親世帯等」となる。資料に示した枠の中の金額が改正後の金額である。

　市民税非課税世帯の第２子無償化に該当する区分は、第２階層「その他世帯」とな

る。資料にあるとおり、第２子の半額分が無料に変更となる。

　次に、幼稚園等保育料についても第３階層及び第２階層が、保育園と同様の改正と

なる。

　以上。

(渡辺教育長)　国の法令に準じた改正である。質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　続いて、報告第24号「湖西市学校支援地域本部運営委員会委員の委嘱

又は任命について」、事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　報告第24号「湖西市学校支援地域本部運営委員会委員の委嘱又は任

命について」、湖西市学校支援地域本部設置要綱（平成24年湖西市教育委員会告示第

６号）第４条の規定により、下記の者を湖西市学校支援地域本部運営委員会委員に委

嘱又は任命したので報告する。平成29年５月24日提出　湖西市教育委員会教育長　渡

辺宜宏。

　委嘱又は任命した委員は、３名である。委員の任期は、平成29年５月１日から平成

30年６月30日までの残任期間である。

　湖西市学校支援地域本部設置要綱では、地域本部の活動を効果的に実施するため、

湖西市学校支援地域本部運営委員会を置いている。委員の任期は２年とし、教育委員

会が委嘱又は任命をすることとなっている。平成28年７月１日付けで委嘱した委員の

うち３名が、平成29年４月に異動したことに伴い改めて委嘱するものである。

　以上。

(渡辺教育長)　新たに委嘱又は任命した委員３名の任期は、残任期間となるため１年



となる。次年度は、全員の委員を改めて委嘱又は任命することとなる。質疑のある方

は発言をするように。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　続いて、報告第25号「湖西市社会教育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25号「湖西市社会教育委員の委嘱について」、社会教育法

（昭和24年法律第207号）第15条及び湖西市社会教育委員条例（昭和30年湖西市条例

第27号）第１条の規定により、下記の者を湖西市社会教育委員に委嘱したので報告す

る。平成29年５月24日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　委嘱した委員は、１名である。委員の任期は、平成29年５月1日から平成30年４月

30日までの残任期間である。

　社会教育法では、第15条の規定により市に社会教育委員を置くこととなっている。

　その委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う

者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱するとされている。

　湖西市社会教育委員条例では、委員の定数は15名以内、委員の任期は２年となって

いる。　

　平成28年５月１日付けで委嘱した社会教育委員のうち１名が平成29年４月に異動し

たことに伴い、改めて委嘱するものである。委員の任期は、前任者の残任期間である。

　以上。

(渡辺教育長)　社会教育委員の１名が交替するということである。質疑のある方は発

言をするように。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　続いて、報告第26号「湖西市青少年育成センター青少年補導員の委嘱

又は任命について」、事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　報告第26号「湖西市青少年育成センター青少年補導員の委嘱又は任

命について」、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９条の規定により、下記の者を湖西市青少年育成センター青少年補導員に

委嘱又は任命したので報告する。平成29年５月24日提出　湖西市教育委員会教育長

渡辺宜宏。

　委嘱又は任命する委員は、46名である。委員の任期は、平成29年５月１日から平成

31年４月30日までの２年間である。

　湖西市青少年育成センター設置要綱では、青少年の補導活動を行うため、センター

に青少年補導員を置くこととされている。その数は60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となっている。この報告は、平成29年４月30日任期満

了に伴い、補導員の委嘱をするものである。委嘱しようとする補導員46名のうち25名

が再任である。

　以上。



(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(河合委員)　補導員の地域分布は、鷲津地区、東と西を合わせて13名、岡崎地区が９

名である。湖西市の人口分布からすれば、人数のばらつきがあり、岡崎地区には、指

導員の増員が必要ではないか。地域の配分の考えはあるか。

(社会教育課長)　補導員は、自治会単位ごとの人数になっている。鷲津東地区は、自

治会単位で割り振った人数より多く選任している。表鷲津は、青色防犯パトロールと

の関係で役員がまとめて選任されるためである。他の地区の実情は、指導員を選出す

ることが難しい状況であるため、指導員を増加することに理解が得られない。

(渡辺教育長)　地区ごとで決まっておらず、過去の経緯から、自治会単位で選出され

てきた。

(河合委員)　地域が問題ないのなら構わないが、市内の人口分布からすれば岡崎地区

の６自治会には、補導員を増やすことが可能であることを伝えたらどうか。

(社会教育課長)　自治会単位の補導員の選出には、人数の制限をしていない。しかし、

現状は補導員の選出が難しく、地域よっては補導員の数を減らしたいという相談もあ

る。自治会の希望で人数を増加することは可能であるが、こうした現状から補導員の

数を増加するよりも維持することを考えている。

　補導員は、自治会長が役員を兼任したり、再任したりする補導員も多く担い手が少

ない。補導員の他にも、明湖会の青少年育成など様々な活動があるので、地域の中で

対応することも可能である。

(渡辺教育長)　今後、自治会ごとで補導員を増員することは可能である旨を伝えて様

子を見ていきたい。

(渡辺教育長)　続いて、報告第27号「湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会

委員の委嘱又は任命について」、事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　報告第27号「湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会委員の

委嘱又は任命について」、湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会設置要綱

（平成19年湖西市教育委員会告示第21号）第３条の規定により、下記の者を湖西市放

課後子どもプラン推進事業運営委員会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成29

年５月24日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　委嘱又は任命する委員は、４名である。委員の任期は、平成29年５月１日から平成

30年６月30日までである。

　湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会設置要綱では、放課後子ども教室推

進事業及び放課後児童健全育成事業の運営方法等を検討するため、湖西市放課後子ど

もプラン推進事業運営委員会を置いている。委員の定数は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となっている。平成28年７月１日付けで委嘱し

た委員のうち４名について、平成29年４月の異動に伴い改めて委嘱するものである。

任期は、前任者の残任期間である。

　以上。

(渡辺教育長)　委員の任期は、残任期間である。質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）



(渡辺教育長)　続いて、報告第28号「ジュニアスポーツクラブ推進委員会委員の委嘱

又は任命について」、事務局の説明を求める。

(スポーツ・文化課長)　報告第28号「ジュニアスポーツクラブ推進委員会委員の委嘱

又は任命について」、ジュニアスポーツクラブ推進委員会設置要綱（平成６年湖西市

教育委員会告示第11号）第４条の規定により、下記の者をジュニアスポーツクラブ推

進委員会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成29年５月24日提出　湖西市教育

委員会教育長　渡辺宜宏。

　委嘱又は任命する委員は、17名である。委員の任期は、平成29年４月１日から平成

30年３月31日までの１年間である。

　ジュニアスポーツクラブは、地域のスポーツ指導者が、中学生を対象に学校の枠を

外したスポーツクラブを開設し活動することにより、生涯スポーツの基礎を確立しよ

うとする組織である。

　平成29年度は、野球、サッカー、ソフトテニス、陸上長距離、柔道の５種目、８ク

ラブである。

　委員は、ジュニアスポーツクラブ推進委員会設置要綱第４条に基づき、関係のある

機関の職員及びスポーツ組織役員のうちから教育委員会が委嘱又は任命するものであ

る。名簿にある、丸数字の10番、14番、15番、16番、17番の方は新任の委員で、その

他の方は再任である。

　このジュニアスポーツクラブ推進委員会は、年間を通して活動した内容を把握する

ために２月、３月に会議を開催し、各クラブの活動状況や問題点などを話し合い、課

題への解決策などを話し合っている。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(佐原委員)　ジュニアスポーツクラブ対象者は、中学生か小学生か。

(スポーツ・文化課長)　中学生である。

(佐原委員)　学校区域を外してということであるが、鷲津や白須賀など地域で活動す

るということは、部活動とは別のものか。　

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。

(渡辺教育長)　野球は、人数が多いので各校ごとの地域に振り分けている。この経緯

は、過去、第３日曜日を家庭の日の受け皿として始めた活動である。現在では、家庭

の日という制度がなくなり、組織だけが継続し月１回、第３日曜日に活動している。

(佐原委員)　湖西市では、月１回、野球とサッカー、テニスと陸上、柔道の活動を部

活動以外で取り組んでるのか。それ以外はないということか。

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。

(渡辺教育長)　本日の案件については、これをもって全て終了した。

　これにて、平成29年５月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後３時50分終了


