
２月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成28年２月17日（水） 午後３時～午後４時34分

２ 場　所 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 議　案 第 ３ 号 平成27年度湖西市一般会計補正予算（第５号）要求につ

いて

第 ４ 号 市長の権限に属する事務の教育委員会の補助執行に係る

協議について

第 ５ 号 湖西市教育委員会事務局組織規則の一部改正について

第 ６ 号 行政不服審査法の施行に伴う関係教育委員会規則の整備

に関する規則制定ついて

第 ７ 号 平成28年度当初予算要求について



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28年２月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　それでは審議に入る。

　議案第３号「平成27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３号「平成27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28年２月17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78万5,000円の減額及び歳出1,482万8,000円の減額である。

　まず、歳入について説明する。

　一般諸経費は、就園奨励費の減額に伴い、国庫支出金を79万2,000円減額するもの

である。

　育英奨学資金貸付事業費は、育英奨学基金利子の確定に伴い財産収入を7,000円増

額するものである。

　続いて、歳出について説明する。

　10款１項２目、事務局費、育英奨学資金貸付事業費は7,000円の増額である。育英

奨学基金利子の増額に伴い、育英奨学基金会計への繰出金を増額するものである。

　10款１項３目、教育指導費、教育指導関係経費は477万9,000円の減額である。新居

小学校、鷲津小学校の給食業務委託の入札差金による不要額を減額するものである。

　10款３項１目、中学校費、中学校施設管理運営費は80万3,000円の増額である。新

年度における岡崎中学校と新居中学校の特別支援教室・生徒数増に備え、必要な物品

を購入するため、消耗品費を７万7,000円、備品購入費を72万6,000円それぞれ増額す

るものである。

　10款４項１目、幼稚園費、一般諸経費は400万円の減額である。私立幼稚園就園奨

励事業の補助対象者数の減少に伴い、補助金を減額するものである。

　10款６項３目、公民館費、西部公民館等管理運営費は32万3,000円の増額、10款６

項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は21万1,000円の増

額で、12月の保守点検において消防法で定められた設備の不良箇所を指摘されたため、

それぞれ改修するための修繕料を増額するものである。

　10款６項９目、図書館費、新居図書館管理運営費は150万7,000円の減額である。新

居図書館窓ガラス飛散防止フィルム施工工事の入札差金による不要額を減額するもの

である。

　10款７項１目、保健体育総務費、アメニティプラザ管理運営費は588万6,000円の減

額である。重油単価と電気料の下落により委託料を減額するものである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(河合委員)　アメニティプラザでの事故で樹木が破損したが、補正予算で対応はせず、

補償等を対象者に請求するのか。

(スポーツ推進課長)　補正予算には入っていない。その件に関しては、本人に会い、

保険で手続をするよう話をした。そのうち保険会社から話があると思う。

(山下教育長)　物損ということか。



(スポーツ推進課長)　そのとおりである。

(飯田委員)　幼稚園費が400万円減額と金額が大きいが、どういう理由か。

(幼児教育課長)　就園奨励費というのは、新制度に移行していない幼稚園に通ってい

る方への就園奨励ということで、私立幼稚園へ通っているお子さんたちの保育料を、

公立幼稚園の人たちと同じように補助をするというものである。湖西市内の民間幼稚

園は、しらゆりこども園しかない。こども園は新制度に移行しており、施設型給付費

により運営費補助の形で助成するので、湖西市内の幼稚園に通われているお子さんた

ちは対象外である。今ここに挙げているのは、湖西市外の新制度に移行していない昔

ながらの幼稚園へ通っているお子さんたちの保護者の収入に合わせて、保育料を補助

するものである。市外の幼稚園へどのくらい通われるか、予測は難しい。事前にこど

も園化する、新制度に移行するという情報もあったが、明確ではなかったので、ある

程度の予想で少し減額して予算を組んだ。実際に今年度対象になったのは、仔羊幼稚

園、文教幼稚園、二川幼稚園、浜名幼稚園の４園に通われているお子さんで、保護者

の収入が少ない方である。少し大きな額ではあるが、実際これだけ使わなかったので、

減額することとした。年々、新制度に移行したり、こども園になったりすると、この

助成をしなくてもよくなるので、減っていく傾向である。

(山下教育長)　現在、湖西市の子どもが通う市外の私立幼稚園で、新制度に移行して

いないところは何園あるのか。

(幼児教育課長)　今の４園だけである。二川幼稚園のこども園化の意向は聞いている

ので、今後少なくなるのではないか。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第３号「平成27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３号「平成27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。

　議案第４号「市長の権限に属する事務の教育委員会の補助執行に係る協議につい

て」事務局の説明を求める。

(教育総務課長)　議案第４号「市長の権限に属する事務の教育委員会の補助執行に係

る協議について」、湖西市長から別紙のとおり、市長の権限に属する事務の補助執行

に係る地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の２の規定に基づく協議があった

ので、教育委員会の意見を求める。平成28年２月17日提出　湖西市教育委員会教育長

山下宗茂。

　今回の補助執行対象事務は、小松楼まちづくり交流館の管理に関する事務とパーキ

ングパークの管理に関する事務である。これらはこれまで、市長の権限に属する事務

として新居支所が所管していたが、市の組織機構の見直しの一環として、小松楼まち

づくり交流館については建物が国の登録有形文化財であることから、パーキングパー

クについては新居スポーツ広場公園に隣接するという位置関係による管理の効率性か

ら、それぞれ文化課とスポーツ推進課に移管する方針が出された。

　地方自治法第180条の２では、「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務

の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の

委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執

行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に

委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管

理に属する機関の職員をして補助執行させることができる」とされている。今回の協



議はこの規定に基づき、市長の権限に属するこれらの事務を、教育委員会事務局職員

に補助執行させようとするものである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　補助執行に当たり、人員は増えるのか。

(文化課長)　小松楼まちづくり交流館の直接の管理については指定管理者が行ってお

り、事務局が行うのは指定管理者に委託する手続上の事務であるので、特に人員が必

要になることはない。

(スポーツ推進課長)　パーキングパークについては、光熱水費と緑化の維持管理費の

予算を引き継ぐ。それらの業務に係る人件費は僅かであるので、特に人員の補充はな

い。

(山下教育長)　パーキングパークの方については、これからスポーツ推進課の職員が

管理していくのか。

(スポーツ推進課長)　委託して行う。

(飯田委員)　パーキングパークのエリアは、消防署南分署の前の駐車場の辺りと、隣

接するタワー、公園か。

(スポーツ推進課長)　消防署南分署の東側の駐車場は、消防署の管理になる。それよ

り南の円形の駐車場、南の駐車場、東の駐車場がパーキングパークである。「明日の

塔」というタワーがあるところについては、パーキングパークとは呼び方が違うが、

既にスポーツ推進課の管理となっている。

(山下教育長)　タワーのあるところは、スポーツ広場公園には入っていないのか。

(スポーツ推進課長)　入っている。

(山下教育長)　基本的に、スポーツ広場公園がスポーツ推進課管轄であるため、それ

に隣接しているパーキングパークについても所管してほしいという話である。本来担

当課の所管内容ではないと考えたが、隣接であり、人員が要るような内容でもないと

いうことであったので、スポーツ推進課で引き受けることとした。

(飯田委員)　そこを利用するに当たっては、特に特定の施設を利用する人でなければ

いけないという制限はないということでよろしいか。

(スポーツ推進課長)　特に制限はない。

(山下教育長)　結局、駐車場の管理自体はないと考えてよいか。

(スポーツ推進課長)　今の状態ではない。

(山下教育長)　光熱水費の負担だけということか。

(スポーツ推進課長)　今後、駐車場に穴が空いたときなどには、別に支出が必要にな

る。

(飯田委員)　「小松楼まちづくり交流館の管理に関すること」とあるが、「管理」に

は建物の維持や運営に関すること含まれるのか。指定管理者が管理を行うということ

だが、同じ指定管理者の管理が行われているアメニティプラザについては、教育委員

会事務局が維持管理及び運営に関する事務を行うことになっている。

(文化課長)　新居支所から話を伺った中では、通常の軽微な維持管理や運営について

は指定管理者への委託料の中でやっていただいているとのことである。ただ、修繕に

ついては、市が予算を付けて執行するということになっているので、開け閉めなどの

日常的な管理運営については指定管理者にお願いし、特別な修繕が必要な場合には予

算を計上して市が執行する。

(飯田委員)　「市が執行」というのは、教育委員会事務局が執行するということか。

(文化課長)　そのとおりである。



(山下教育長)　窓口が新居支所から文化課に変わるということである。

　先ほど事務局から説明があったように、次年度からの組織機構の見直しがあり、今

まで新居支所が持っていた様々な業務については、関連する部署に移管されることに

なった。湖西市全体としては、適切な業務運営を行う所管の部署に業務を配置すると

いう形になる。今回は、文化課とスポーツ推進課でこれを受け取るという形になった。

　他に質疑がないようであれば、議案第４号「市長の権限に属する事務の教育委員会

の補助執行に係る協議について」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４号「市長の権限に属する事務の教

育委員会の補助執行に係る協議について」は原案のとおり承認された。

　議案第５号「湖西市教育委員会事務局組織規則の一部改正について」事務局の説明

を求める。

(教育総務課長)　議案第５号「湖西市教育委員会事務局組織規則の一部改正につい

て」、湖西市教育委員会事務局組織規則（平成25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28年２月17日提出　湖西市教

育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の改正は、主に市の組織機構の見直しにより出された方針に従い、教育委員会

事務局の事務分掌等を改めるものである。

　保育園、幼稚園、小学校、中学校の施設整備、維持管理については現在、保育園、

幼稚園については幼児教育課、小学校、中学校については教育総務課が担当している。

この一元化を図るため、教育総務課総務係の事務分掌から「小学校及び中学校の施設

の保守管理に関すること」を、幼児教育課幼児教育係の事務分掌から「保育園及び幼

稚園の保守管理に関すること」を削り、教育総務課施設係の事務分掌に「学校等の施

設の保守管理に関すること」を加え、これらに伴い字句を整理し、事務分掌の番号を

繰り上げるものである。

　次に、社会教育課社会教育係の事務分掌「女性活動、高齢者教育に関すること」の

うち、「女性活動に関すること」については既に市民協働課に移管されているので、

今回の改正に合わせて改めるものである。また、これまで勤労青少年ホームで行って

いた講座を４月からは公民館等で開催することになるため、「勤労青少年ホームの企

画運営に関すること」及び「勤労青少年ホーム利用者協議会に関すること」を社会教

育課社会教育係の事務分掌から削り、これに伴い事務分掌の番号を繰り上げるもので

ある。

　次に、先ほど議案第５号において、市長の権限に属する事務の教育委員会の補助執

行について承諾いただいたので、これらの事務のうち「小松楼まちづくり交流館の管

理に関すること」を文化課文化財係の事務分掌に、同じく「パーキングパークの管理

に関すること」をスポーツ推進課スポーツ推進係の事務分掌に加えるものである。

　また、条例で規定された公の施設である小松楼まちづくり交流館を、文化課に所属

する施設として位置付けるものとする。なお、パーキングパークについては、施設と

しての特段の位置付けがないことから、あえて所属施設としては位置付けないことと

した。

　これらの改正は、平成28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。

　一つ確認する。これまでの規則の中に「学校等」についての説明があるか。そこに



保育園も含まれていたか。保育園、幼稚園、小学校、中学校を含めて「（以下「学校

等」という。）」という表記になっているか。

(教育総務課長)　第５条第８項に「湖西市立学校、幼稚園及び保育園（以下「学校

等」という。）」とあるので、これを受けて、先ほどの改正も「学校等」という形で

統一させていただいている。

(山下教育長)　もう１点、パーキングパークについては施設としての特段の位置付け

がないから、課に所属する施設の表には入れないという話があったが、実際にはス

ポーツ推進課スポーツ推進係の事務分掌に「パーキングパークの管理に関すること」

を加えるので、条文と表との整合性を考えると、例えば表中の「湖西市新居スポーツ

広場公園」の後に「（隣接のパーキングパークを含む。）」といった表現は要らない

か。

(教育総務課長)　確かに、そちらの方が分かりやすい。

(教育総務課長代理)　状況を説明させていただく。新居支所が所管していたときから、

パーキングパークについては事務分掌には含まれていたが、附属する施設、管理する

施設としての位置付けは特になかった。また、湖西市教育委員会事務局組織規則の表

に列挙されている施設は、全て条例で規定された公の施設となっている関係で、パー

キングパークについては表に規定しないこととしたものである。

(山下教育長)　別件で一ついいか。社会教育課の勤労青少年ホームに関し、「企画運

営に関すること」及び「利用者協議会に関すること」を削除したが、運営協議会につ

いてはそのまま残すのか。

(社会教育課長)　今のところ、このまま残してある。条例に運営協議会の規定があり、

まだ改正されていないので残した。開催するかどうかは、今後検討していくつもりで

ある。

(山下教育長)　貸館業務は残るという解釈でよろしいか。

(社会教育課長)　方針が決まるまでは、貸館を行うつもりである。

(飯田委員)　先ほどの質問と重複するところがあるが、加えられる事務分掌の「小松

楼まちづくり交流館の管理に関すること」について、新居関所史料館や新居宿紀伊国

屋資料館については「維持管理及び運営に関すること」となっている。小松楼まちづ

くり交流館についても「維持管理及び運営に関すること」としなくてもよいか。

(文化課長)　「小松楼まちづくり交流館の管理に関すること」については、これまで

新居支所の事務であった項目をそのまま移したものである。先ほども申したとおり、

直接の管理自体は指定管理者にお願いし、文化課では小松楼まちづくり交流館全体の

総合的な管理を所管するという意味で、こういう表現にさせていただいた。

(山下教育長)　同じ指定管理者の管理が行われているアメニティプラザについては

「維持管理及び運営に関すること」となっているが、指定管理者が行う内容は同様か。

(スポーツ推進課長)　大半の業務は指定管理者が行い、指定管理者が行うことのでき

ない部分を市が行う場合もある。

(山下教育長)　先ほどの文化課長の説明のときにも、細かな部分については委託料の

中で、それ以外の補修等についてはという話であった。そうすると、「維持管理」も

ここに入れ、「小松楼まちづくり交流館の維持管理及び運営に関すること」とした方

がいいのではないか。

(スポーツ推進課長)　そうすると、パーキングパークについても「維持管理」を入れ

る必要があるか。

(袴田委員)　そもそも、事務分掌に「パーキングパーク」の項目が必要か。先ほど教

育長が言われたように括弧書きとする方がすっきりする。



(山下教育長)　あえて市長部局からの補助執行協議の文書の中に「パーキングパーク

の管理に関する事務」とあるにもかかわらず、載せるところと載っていないところが

あるというのは変ではないかと感じる。小松楼まちづくり交流館とパーキングパーク

に関する事務分掌については、他の施設に関する事務分掌と同じように「維持管理及

び運営に関すること」という表記にした方が、統一性があるのではないか。同時に、

パーキングパークの表中の表記をどうするか。今、袴田委員が発言されたように、

「湖西市新居スポーツ広場公園」の後に「（隣接のパーキングパークを含む。）」と

加えて、「パーキングパークの管理に関すること」を事務分掌に加えることをやめ、

先ほど私が言ったように、表の方も「湖西市新居スポーツ広場公園」の後に「（隣接

のパーキングパークを含む。）」というように入れておけば、統一性があるのではな

いか。きちんとした単体の施設ではないという意識であれば、あえて事務分掌に項目

として加えず、括弧書き程度にして収めた方がいいのではないか。

(河合委員)　パーキングパークという呼称自体をやめてしまって、単に「スポーツ施

設隣接駐車場」としてはどうか。基本的に先ほどの説明の中でも、消防署の方の駐車

場、スポーツ広場公園に含まれるタワー部分、パーキングパークの部分という線は引

かれていない。利用者は、体育館の横の駐車場という認識でしかない。僕も文書をも

らって初めて、パーキングパークというのはどこにあるのか、料金を取っている駐車

場なのかと悩んだ。今日教えていただいて、やっと理解した。僕は北部の人間だから

余計、スポーツ広場公園の駐車場だという感覚になる。新居に住んでいる方は、パー

キングパークと呼称して利用しているのかという疑問を持つ。ただ単に、そこは駐車

場という認識である。運動公園でも、駐車場を含めた全体が運動公園であるという感

覚だと思う。パーキングパークという呼称にこだわる必要はないのではないか。

(山下教育長)　ただ、ここ自体がパーキングパークという名称の下に、どこにも属さ

ない駐車場である。今、河合委員がおっしゃったように、スポーツ広場公園の駐車場

としても使っているのでそこに含まれているというのであれば、何もこんな話はない

のだが、公園でもない、消防署の管轄でもないというエリアである。そこにパーキン

グパークという名称を付けて、ずっと使ってきているという話である。

(河合委員)　実際、新居支所で管轄しているときには、予算が付いて、樹木管理やせ

ん定を行っていると思うが、パーキングパークの維持管理費用として計上されていた

のか。

(スポーツ推進課長)　そのとおりである。

(山下教育長)　元々パーキングパークという名前だった。将来的には、パーキング

パークの位置付けがもっと明確になればと考える。

(河合委員)　先ほどの協議で、教育委員会の補助執行を承諾したのだから、今年度か

ら変えるということにはできないのか。

(山下教育長)　きっと、一度はパーキングパークを教育委員会の所管にしたという表

記が欲しいのではないかと思う。最終的にスポーツ広場公園の一部の駐車場だという

形にしてしまい、その後で改正するということはあり得る。ここで受け取っておきな

がら、その文言が何も出てこないのはいかがかと思う。

(河合委員)　受け取って、駐車場という呼称にするという感覚でもいいのではないか。

(山下教育長)　パーキングパークについてはスポーツ広場公園の一部とするというよ

うな表現が入れられれば、それはそれでもいいのではないかと思うが、それではだめ

なのか。事務局の見解はどうか。

(教育総務課長代理)　スポーツ広場公園の区域は、国の補助金の関係で指定されてい

るので、その区域に含まれていないパーキングパークをスポーツ広場公園の駐車場と



明記してしまうことは、なかなか難しいのではないか。

(山下教育長)　新居体育館の建設に当たって、国の補助金をもらった。補助金は、ス

ポーツ広場公園の一部だという形でもらっている。スポーツ広場公園のエリアについ

ては国に届け出ているので、パーキングパークをスポーツ広場公園の一部とするわけ

にはいかないということは分かった。

(飯田委員)　湖西市内に駐車場がない中で、どこの施設にも属さない駐車場は割と必

要だと思う。例えば、イベントを行うに当たって駐車場がたくさん必要となることが

想定される際に、他の施設の駐車場を案内することはなかなか難しい。あそこには、

体育館、地域センター、老人福祉センター、子育て支援センターと施設がたくさんあ

る中で、何かイベントを行うときにどこにも属さない駐車場としてパーキングパーク

があるので、パーキングパークが使えるという案内がしやすい。そういう駐車場があ

る方がありがたいと思う。

(山下教育長)　どこにも属さない駐車場はない。どこかが管轄しなくてはならない。

(飯田委員)　特定の施設の駐車場とされてしまうと、使いにくくなるという側面はあ

ると思う。

(山下教育長)　そうすると、しばらくパーキングパークのまま置くのが適当であると

思われる。

　他の部分の表記については了解されていると考え、文化課文化財係の事務分掌に加

える事務分掌の表記については「小松楼まちづくり交流館の維持管理及び運営に関す

ること」とし、スポーツ推進課スポーツ推進係の事務分掌に「パーキングパークの管

理に関すること」という事務分掌を加えることはやめ、同係の事務分掌の「湖西市新

居スポーツ広場公園の維持管理及び運営に関すること」を「湖西市新居スポーツ広場

公園（隣接のパーキングパークを含む。）の維持管理及び運営に関すること」とし、

第２条第２項の表中の「湖西市新居スポーツ広場公園」の後に同じように「（隣接の

パーキングパークを含む。）」を加える形にした方が、整合性がとれていいのではな

いかと思うがいかがか。

　よろしければ、今の案を修正案として採決をする。議案第５号「湖西市教育委員会

事務局組織規則の一部改正について」の修正案を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「湖西市教育委員会事務局組織

規則の一部改正について」の修正案は承認された。

　議案第６号「行政不服審査法の施行に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則

制定ついて」事務局の説明を求める。

(教育総務課長)　議案第６号「行政不服審査法の施行に伴う関係教育委員会規則の整

備に関する規則制定ついて」、行政不服審査法の施行に伴う関係教育委員会規則の整

備に関する規則を別紙のとおり制定したいので承認を求める。平成28年２月17日提出

湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　行政不服審査法の全部改正により、新しい行政不服審査法が平成28年４月１日から

施行される。これにより、これまで「異議申立て」と「審査請求」の２種類あった不

服申立てが「審査請求」に一元化され、また、請求期間が「60日以内」から「３か月

以内」に改められることになったので、教育委員会規則のうち該当する規則の字句を

改正するものである。

　湖西市公立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の改正は、第２条

第５号中「不服申立人」とあるのを「審査請求人」に改めるものである。

　湖西市立幼稚園規則の改正は、様式第３号中「60日以内」とあるのを「３か月以



内」に、「異議申立て」とあるのを「審査請求」に改めるものである。

　附則第１項は施行期日に関する規定で、改正後の行政不服審査法の施行期日である

平成28年４月１日から施行しようとするものである。

　附則第２項は経過措置に関する規定で、改正前の行政不服審査法の規定に基づいて

された異議申立て等に係るものについては、これまでどおりとするものである。

　なお、教育委員会事務局が所管する例規で市長が定めるものについては、別途市長

部局で「整備に関する」例規を制定する予定である。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(山下教育長)　質疑がないようであれば、議案第６号「行政不服審査法の施行に伴う

関係教育委員会規則の整備に関する規則制定ついて」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「行政不服審査法の施行に伴う

関係教育委員会規則の整備に関する規則制定ついて」は原案のとおり承認された。

　議案第７号「平成28年度当初予算要求について」事務局の説明を求める。

(教育次長兼図書館長)　議案第７号「平成28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28年

２月17日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　平成28年度の予算編成は、市の予算編成基本方針である市民が将来に向かって夢と

希望を持てる社会の実現のために「安全・安心」と「少子化対策・子育て」に着目し、

事業の見直しや費用対効果等を多角的に検討し、経費の圧縮に努めたが、必要なもの

は積極的に予算付けするよう努力した。

　平成28年度の一般会計当初予算は218億3,000万円であり、そのうち教育委員会が所

管する歳出予算額は30億6,940万4,000円で、一般会計に占める教育委員会予算は、

14.1パーセントとなった。ちなみに前年対比では、１パーセント減となった。減額の

主な理由は２点ある。１点目は、教育総務課が所管する新居小学校の体育館及び新居

中学校の武道場の天井落下防止事業が平成27年度に完了したためである。２点目は、

文化課が所管する市民会館の耐震補強事業の事業費が思いの外増額することがが判明

したため、事業を白紙に戻し、市内の公共施設全体の中で、市民会館のあり方につい

て検討を行っていくこととしたためである。

　続いて、平成28年度の教育委員会の重点事業である。新規事業の新居小学校ガラス

飛散防止事業に2,100万円を計上し、教育総務課が事業を実施する。拡充事業として

小中学校特別支援教育推進事業に2,688万円を計上し、学校教育課が事業を実施する。

新規事業として一時預かり事業を幼稚園の長期休園中もセンター方式で実施するため

に755万円を計上し、幼児教育課が事業を実施する。新規事業として中央図書館児童

開架室の照明をＬＥＤ照明に変え、和式トイレを洋式トイレに変更し、読書環境の整

備を推進するため183万円を計上し、図書館が事業を実施する。

　もう少し詳細に、各課の事業を紹介する。

　３款２項３目、保育所費、民間保育所等施設型給付費は、国の規定に合わせ、保育

対策事業の一部が加算されること等により増額となっている。民間保育所助成事業費

の減額は、保育対策事業の一部が民間保育所等施設型給付費へ移行したことによるも

のである。



　10款１項３目、教育指導費、教育指導関係経費の減額の主な理由は２点ある。小学

校において平成27年度、新しい教科書や指導書を購入した。中学校においては、平成

28年４月から新たに使用する教科書に合わせて、教師用教科書と指導書を購入する。

小学校と違い、中学校は教科担当制になっていることと、学年が小学校の半分であり、

使用する指導書が少ないことが要因で、減額となっている。また、学校給食推進事業

では、鷲津小学校と新居小学校の給食業務委託を平成27年度から新規に実施し、軌道

に乗った。委託契約は３年ごとで、契約時の入札差金が生じ、減額となった。

　特別支援教育推進事業は、年々、普通学級に特別支援を必要とする児童生徒が増加

しており、特別支援教育の一層の充実を図ることを目的に特別支援教育支援員を２名

増員するため増額とした。

　幼稚園一時預かり事業費は、白須賀幼稚園において、公立幼稚園在園児の長期休園

日の一時預かり事業を実施するため、非常勤職員報酬等の経費を増額するものである。

　10款２項３目、学校整備費は小学校施設の整備のための経費で、新居小学校のガラ

ス飛散防止対策を実施する経費である。

　10款３項３目、学校整備費は中学校施設の整備に要する経費で、使用していない白

須賀中学校屋外トイレの撤去を実施する経費である。

　10款４項１目、幼稚園費、幼稚園総務費の減額は、修繕料や施設管理委託料等を幼

稚園施設管理運営費に組み替えたことによるものである。なお、幼稚園施設管理運営

費については、幼児教育課から教育総務課へ所管換えをした。

　私立幼稚園等助成事業費は、私立幼稚園等で幼稚園型の一時預かり事業を実施する

園に補助するものである。

　10款６項２目、生涯学習費、生涯学習推進費の増額は各事業の見直し等によるもの

で、発明クラブ補助金を青少年育成費の補助金から生涯学習費の委託金に組み直し、

事業の充実を図るものである。また、勤労青少年ホームで実施していた講座を、規模

や内容を検討し、西部公民館などに会場を移して生涯学習講座として開催する。

　10款６項３目、公民館費、西部公民館等管理運営費の増額は、２階講座室の間仕切

り、空調機の修繕料の計上と、事業見直しにより北部地区多目的研修施設と南部地区

構造改善センターの講座講師料を組み直したことによるものである。

　10款６項５目、勤労青少年ホーム費、勤労青少年ホーム管理運営費の減額は、事業

見直しにより、勤労青少年ホームで講座を開講しなくなることによるものである。

　10款６項６目、文化振興費、文化振興関係経費の増額は、豊田佐吉翁生誕150年事

業に伴う散策コースマップの作成及び説明看板設置に係る経費の計上によるものであ

る。

　文化財保護保存費の増額は、国特別史跡新居関跡の保存整備事業として行う裏御門

整備に伴う工事及び監理、関所構内の消防設備計画策定に係る経費の計上によるもの

である。

　小松楼まちづくり交流館管理運営費は、先ほども説明したように、新居支所からの

業務移管により新たに追加された経費である。

　10款６項７目、市民会館費、市民会館管理運営費は、市民会館の耐震補強計画を白

紙に戻して見直すため、減額となっている。

　10款６項９目、図書館費、新居図書館管理運営費の減額は、平成27年度事業で執行

された新居図書館の窓ガラス飛散防止フィルムの貼付工事が完了したことによるもの

である。

　10款７項１目、保健体育総務費、保健体育総務関係経費の増額は、湖西運動公園管

理事務所の電話機の更新によるものである。



　運動公園等維持管理費の増額は、湖西運動公園野球場にトイレを増設してほしいと

いう要望があり、これを平成28年度に執行することとしたものである。

　アメニティプラザ管理運営費では、指定管理業務関連経費を減額している。また、

平成28年度には宮崎、牧野顕彰祭が行われる予定であるので、関連経費を増額してい

る。また、ほたるの里の水車が壊れて動かなくなっているので、修繕料を増額してい

る。これらを合わせて減額となっている。

　10款７項２目、スポーツ推進費、スポーツ活動推進費の減額は、平成27年度に健康

づくり事業のウォーキングコースＰＲ用看板を設置しており、それが完了したためで

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)　宮崎、牧野顕彰祭は１回だけで終了するものか。

(スポーツ推進課長)　４年前に初めて行ったものだと聞いている。その際に、オリン

ピックの年にという話が市長からあったので、今回市長に相談したところ、来年度や

ろうということになった。

(教育次長兼図書館長)　委員には宮崎、牧野が分からないのではないか。

(袴田委員)　僕は分かるが、他の委員はご存じないかもしれない。

(山下教育長)　昔の水泳選手で、オリンピックでメダルを取った湖西市出身の宮崎さ

ん、牧野さんという２人の方がいらっしゃるのだが、ぜひ顕彰をしようということで

平成24年の夏にアメニティプラザの入口ホールのところで顕彰祭を行った。親族の方

に来ていただき、そこで宮崎、牧野についてお披露目をすると同時に、パネルを設置

し、顕彰祭の記念として優秀な水泳選手の表彰を行った。その後は、先ほどスポーツ

推進課長から話があったとおり、４年に１回顕彰祭を開くということになっている。

(袴田委員)　４年に１回では忘れてしまいそうだ。４年間に水泳で結果を残された方

を表彰するのか。

(スポーツ推進課長)　そのとおりである。記録を調べる。

(山下教育長)　毎年というと、基本的にやることが限定されてしまうので、なかなか

難しい。

(飯田委員)　スポーツの振興に結び付いていくといい。

(山下教育長)　青少年健全育成大会のときの表彰とタイアップして、そういう冠を付

けて表彰をするという手もある。水泳選手に限って牧野、宮崎顕彰記念の表彰だとい

う形の推進の仕方もあるのではないか。あえて顕彰祭を開くとなると、親族の方は毎

年来てくれないと思う。東京から来られる方もある。毎年となると参列される方も難

しいのではないか。今回もう一度、４年に１回ということで２回目をやってみて、委

員の皆さんにも出席の要請があるのでその様子をぜひ見ていただいた上で、今後どう

いう形にするかこの委員会の中で意見交換をさせていただきたい。

(飯田委員)　総合教育会議の中で、教育委員会の予算が枠で配分される旨の説明が

あった。今回、全体の枠としては前年度に比べて99パーセントということだが、大体

同じということか。小松楼まちづくり交流館の事業が入ったり、減額されたりしてい

る部分もあると思うが、それも含めてプラスマイナスゼロということか。

(教育次長兼図書館長)　本当からいくと、プラスマイナスゼロではなく、全体では下

げられていた。ただ、最終的には、施設をたくさん持っているということで修繕料を

付けていただき、ぎりぎり現状維持という形にしていただいたところである。会計全

体に占める教育費の比率がもっと高くてもいいのではないかと思うが、大型事業があ

るので今しばらくは我慢しなければいけない。



(飯田委員)　市民会館は今、全くの白紙ということか。

(山下教育長)　白紙にはなっているが、今後どうするかについては、庁内のプロジェ

クトチームで今、幾つかの課題について検討している段階で、最終決定はまだ出てい

ない。

(飯田委員)　今年度中ぐらいには目途が立つのか。

(山下教育長)　今年度中には最終決定は出ないのではないか。次年度には出ると思う。

(飯田委員)　造ることになると大きな金額になると思うが、積立て等はしないのか。

(山下教育長)　造るとなれば、おそらく１年、２年で造るという話にはならない。場

所の問題、大きさの問題、設置施設の問題、お金の問題等いろいろな問題があるので、

おそらく何年後かに造るように検討するといった話になると思う。新しく造るとなる

と、いつ造るにしてもかなり時間がかかる。

(飯田委員)　ＰＴＡ会費等は会の運営等に使われていると思うが、年度末に余った予

算で備品を購入したり、設備を付けたりというようなことが行われているのか。昔、

社会的に話題になったことがあったと思うが、今どうなっているか。

(山下教育長)　ＰＴＡ等については、市の管轄ではなく、各学校等のＰＴＡ等の管轄

であるので、必ず年度当初に総会を開いて、そこで１年間の予算について承認を得て

いる。承認を得た内容について執行していくのが基本である。余ったから急きょ使う

という場合には、また総会を開くなり、役員会を開くなりして諮っていく形になると

思う。

(飯田委員)　余った場合にはどうするのか。

(山下教育長)　余れば繰越しをする。予算のときからそういうふうになっていると思

う。

(飯田委員)　それがそうでもない。

(学校教育課長)　学校から備品の購入等のお願いはしない。例えばＰＴＡの方が、運

動会が暑そうだからテントを廃品回収のお金で買ってはどうかということで、ＰＴＡ

の備品としてテントを買うようなことはある。

(飯田委員)　幼稚園、保育園も同じか。

(幼児教育課長)　園によって違うとは思うが、施設整備費という項目が最初からう

たってあり、子どもたちが快適になるようにストーブを買ったり、子どもたちの保育

がもっと十分にできるようにおもちゃを買ったりというふうなことは、最初から計画

の中で話をしてもらってあって買っていると思う。

(河合委員)　ずいぶん昔にＰＴＡの役員をやったことがあるが、私のときには第一に

ＰＴＡ会費の予算取りをする時点で学校側の要望を聞き、市の予算で執行できない部

分について要望があれば、それに対応するＰＴＡ会費の予算項目があったと思う。

(山下教育長)　市の予算で買う備品等とＰＴＡで買ったものとがごちゃごちゃになる

ということは、基本的にはないので、そこは間違えないでいただきたい。管理上、Ｐ

ＴＡで購入したものはＰＴＡ，市の予算で購入したものは市というふうに明確に、備

品台帳等も別扱いになっているはずである。市の予算で購入できなかったものをＰＴ

Ａの方で買うというのもいかがなものかと思う。もしあるとしても、きっとそれはＰ

ＴＡで管理しているものだと思う。

(袴田委員)　小学校、中学校、幼稚園等の建物が大分老朽化してきていると思う。以

前、建物の調査等をするという話があったが、そうした予算を付けないのか。

(山下教育長)　実際には、市長部局で全体の公共施設白書を作り、各公共施設の内容

を把握し、それに基づいて総合管理計画を市長部局で作る。その中には教育施設も含

まれているという形になっている。かなり老朽化している部分もあるので、教育委員



会としては今、幼稚園、保育園も含めた学校教育施設適正化検討委員会を立ち上げ、

今年度５回開催する中で市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校について、現状の確

認、今後の再配置も含めた計画の立案という段階に入っている。そういう計画をまず

作った上で、市長部局に要望していく形になる。おそらく、今後10年、20年という長

期の計画の中で、実際に学校を一つ建て直すにしてもすごいお金が掛かるので、積立

てをしながらそのお金で一つずつやっていくという綿密な計画をまず立てて、市の別

の公共施設のリニューアルとバランスを取りながら造っていかざるを得ないのではな

いか。実際には、話題になっている保育園の入所待ちに関する保育園の新設・拡充の

問題もあり、できるだけ早く計画を立てて、市長の了解を得ながら計画を確定してい

く作業をしなければいけない。ただ、それが全然反映されないというのがジレンマで

ある。

(飯田委員)　反映されないというのは、どういうことか。

(山下教育長)　財政上の問題で、なかなか教育施設自体の改修、建て替えといったと

ころにお金が回ってこないという状況である。だからこそ、長期の計画をきちんと立

てた上で要望していくしかない。先ほど教育次長からも説明があったように、教育委

員会の重点事業は４点あるが、新しいものはガラスの飛散防止、一時預かりぐらいで

ある。小中学校特別支援教育推進事業2,688万円は、今までもずっと継続していて、

２名増員のため200万円増額になったというだけの話である。そういう意味では、子

どもたちに快適な教育環境を提供したい思いとは程遠い感じである。ここら辺につい

ては、教育委員会で改めて、先ほどの適正化検討委員会等の話が出てきた段階で、意

見交換をさせていただきたいと思う。

　白須賀中学校の屋外トイレについては、撤去をするだけか。そこへ新設することは

ないのか。

(教育総務課長)　そのとおりである。撤去をするだけである。

(山下教育長)　代替施設はあるのか。

(教育総務課長)　今のところ、プールの使用時には仮設トイレで賄っている。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第７号「平成28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７号「平成28年度当初予算要求につ

いて」は原案のとおり承認された。

　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28年２月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後４時34分終了


