
４月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成27年４月23日（木） 午後４時～午後５時15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 大林　裕子 柴田　隆夫 袴田　雄司 飯田　宣子
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 20 号 湖西市就学指導委員会委員の委嘱又は任命について
第 21 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 22 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 23 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 24 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 25 号 湖西市立学校教育施設適正化検討委員会委員の委嘱又は

任命について
第 26 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 27 号 学校評議員の委嘱又は任命について
第 28 号 湖西地区教科用図書選定委員会規約の制定について
第 29 号 湖西地区教科用図書選定委員の委嘱又は任命について
第 30 号 湖西市社会教育委員の委嘱又は任命について
第 31 号 湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員の委嘱又は

任命について
第 32 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 33 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 34 号 湖西市生涯学習推進協議会委員の委嘱について
第 35 号 湖西市スポーツ推進委員の委嘱について
第 36 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

５ 報　告 第 10 号 湖西市子育て相談事業実施要綱の一部改正について
第 11 号 湖西市立保育所延長保育事業実施要綱の一部改正につい

て
第 12 号 湖西市民間保育園延長保育事業実施要綱の廃止について
第 13 号 湖西市保育所広域入所取扱要綱の一部改正について
第 14 号 湖西市民会館運営委員会委員の委嘱又は任命について
第 15 号 湖西市専決規則の一部改正について



午後４時00分開会

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　出席は５名、定足数に達しているので、平成27年４月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　審議に入る前に、教育長の職務を代理すべき委員を指名させていただきたい。制度

改正により、教育長の職務代理者を置くこととなった。代理者は、委員の中から教育

長が指名をするという形になっている。ただし、非常勤の委員では、全ての職務を執

行するということが困難であるので、代理者から事務局の職員に委任することが可能

である。それを踏まえて指名をしたい。教育長職務代理者として、先任順により、大

林委員を指名する。よろしくお願いする。

　それでは審議に入る。議案第20号「湖西市就学指導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。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第20号「湖西市就学指導委員会委員の委嘱又は任命について」、

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）第３条の規定に

より下記の者を湖西市就学指導委員会委員に委嘱又は任命したいので承認を求める。

平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、22名である。任期については、平成27年４月１日から平

成28年３月31日までとする。

　この委員会については、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

ために制定されたものである。委員25名以内で組織することになっており、その任期

は１年となっている。委員については、名簿のとおりである。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第20号「湖西市就学指導委員会委員の

委嘱又は任命について」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

挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第20号「湖西市就学指導委員会委員の

委嘱又は任命について」は原案のとおり承認された。

　議案第21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。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第21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

又は任命したいので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長

山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、21名である。任期は、平成27年４月１日から平成28年３

月31日までである。

　この会の趣旨については、湖西市内の小・中学校に在籍している不登校児童生徒の

指導の適正化を図るということである。所掌事項としては、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が挙げられる。任期は、１年となっ

ている。なお、委員については、名簿のとおりである。



　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第21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」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承

認する方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第21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」は原案のとおり承認された。

　議案第22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。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第22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

又は任命したいので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長

山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、20名である。任期については、平成27年４月１日から平

成28年３月31日までである。

　チャレンジ教室の運営協議会については、不登校児に関わる一つの対策として開設

しているものである。集団への適応力を高める、あるいは自立への支援を行うことを

目的として、教育方法の検討を行うという会である。チャレンジ教室の目的とすると

ころは、不登校児の学校への復帰ということである。月曜日から金曜日までの午前中

に開設をし、教員ＯＢ２名が指導に当たっている。委員の任期は、１年となっている。

委員については、名簿のとおりである。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第22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」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承

認する方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第22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」は原案のとおり承認された。

　議案第23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。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第23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

いので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、17名である。任期は、平成27年４月１日から平成28年３

月31日までである。

　この審議会については、要綱により、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。委員の任期は１年と

なっているので、委嘱又は任命をお願いするものである。委員については、名簿のと

おりである。各学校の全般的な情報交換の場、それから個別のケースに対する情報交



換や指導方法の検討が主な内容となっている。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第23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」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認す

る方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第23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」は原案のとおり承認された。

　議案第24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。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第24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いので承認を求める。平成27年

４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、16名である。

　この協議会は、湖西市在住の外国人児童生徒の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。委員の任期は１年となってい

る。委員は、名簿のとおりである。主な内容としては、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。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第24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」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お願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第24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」は原案のとおり承認された。

　議案第25号「湖西市立学校教育施設適正化検討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。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第25号「湖西市立学校教育施設適正化検討委員会委員の委嘱又

は任命について」、湖西市立学校教育施設適正化検討委員会要綱（平成22年湖西市教

育委員会告示第38号）第３条の規定により下記の者を湖西市立学校教育施設適正化検

討委員会委員に委嘱又は任命したいので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西

市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、８名である。任期は、平成27年４月１日から平成28年３

月31日までである。

　この委員会は湖西市立幼稚園、小・中学校の管理運営に関する諸問題を調査し、適

正な規模及び配置について検討するものである。委員の任期は、１年となっている。

委員は、名簿のとおりである。要綱では、15名以内で組織することになっており、検

討委員会の開催が決定した時点で、検討内容を考慮して委員の追加を行う。

　以上。



((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　小・中学校のＰＴＡ連絡会長と幼稚園のＰＴＡ連絡会長が委員となって

いる。保育園の連絡会長というものがあるかどうか分からないが、保育園の保護者の

意見は反映されないのか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　組織はない。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　その代わりに幼児教育課長が入って、その意見を反映していきたい

と思っている。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　検討委員会なので、今後は入れていった方がいいのではないかと思うが、

どうか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　組織はない。それぞれの園の保護者会、父母の会はあっても、ＰＴ

Ａではないので保護者だけで活動している。また、保育園には学区がなく、市内どこ

からでも入ってくる。この委員会の趣旨にはそぐわないと思われるので、入っていな

い。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　先ほどの事務局の説明にあったように、検討内容によって委員を増や

す可能性もある。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　そのとおりである。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　もし、保育園に関連する内容についての検討であれば、保育園のどな

たか代表者を選定するという方向も考えてはどうか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　保育園のそれぞれの保護者会は、幼稚園や学校のように連携した組

織ではない。保育士会の会長は、出られると思う。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　保育士会の会長だと私立も入る。これは、湖西市立の学校教育施設が

対象であるので、難しいところだ。それでは、検討内容が明確になったところで委員

についてまだ追加が可能だということであるので、また検討させていただく。

　他に質疑がないようであれば、議案第25号「湖西市立学校教育施設適正化検討委員

会委員の委嘱又は任命について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認

する方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第25号「湖西市立学校教育施設適正化

検討委員会委員の委嘱又は任命について」は原案のとおり承認された。

　議案第26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。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第26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33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

又は任命したいので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長

山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、18名である。

　湖西市教科等指導リーダー相談員が各校、各園からの要請に応じて訪問したり、各

種研修会へ参加したりすることで、市内教職員の資質向上及び教育の振興を図るとい

う目的がある。任期は、原則として３年としている。委員については、名簿のとおり

である。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第26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」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認す

る方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第26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」は原案のとおり承認された。

　議案第27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。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第27号「学校評議員の委嘱又は任命について」、湖西市立公立

学校管理規則（昭和44年湖西市教育委員会規則第１号）第36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いので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西

市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、55名である。任期は、平成27年４月１日から平成28年３

月31日までである。

　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、校長が地域の方々の意見を幅

広く聞くために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名以内に

なっており、その任期は１年となっている。学校評議員については、名簿のとおりで

ある。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第27号「学校評議員の委嘱又は任命に

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お願いす

る。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第27号「学校評議員の委嘱又は任命に

ついて」は原案のとおり承認された。

　議案第28号「湖西地区教科用図書選定委員会規約の制定について」事務局の説明を

求める。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第28号「湖西地区教科用図書選定委員会規約の制定について」、

湖西地区教科用図書選定委員会規約を別紙のとおり制定したいので承認を求める。平

成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　平成26年６月13日の第186回国会において、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律」が成立し、６月20日に公布された。法律の改正点の一

つに、教育委員長と教育長の一体がある。それを受けて、従来のように本委員会で教

育長が委員として職務を行うことは、委員会の趣旨において公平性を欠くおそれがあ

る。以上のことで、湖西地区教科用図書選定委員会規約について、新たに制定したい

ので審議をお願いする。

　なお、これまで教育長を充てていた委員には、学識経験者を充てる。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　委員の数も変わっている。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　保護者の方については、今までＰＴＡ連絡会長だけであったが、会

長と副会長の２名とした。校長については、昨年度と同様、校長会長と小学校あるい

は中学校の教科書を決める小学校部長であるとか中学校部長ということで、校長２名

をお願いし、学識経験者を合わせ計５名で構成をする形にしていきたい。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。



((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　この委員の人たちが各教科の教科書を選ぶということか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　そうではない。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　この人たちが直接選びようがないので、国語なら国語の先生たちが集

まって候補の教科書を挙げるのだと思うが、どうか。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　そのとおりである。国語などそれぞれの教科ごとで審議した事柄を、

まずこの選定委員会に上げ、説明をする。それを通してこの教育委員会の方に話を

持っていくという段取りになっている。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　今までは、候補に挙げられた教科書を教育委員会が選ぶ形になっている。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　２段階で選定をするということになっているが、今回、まず教科研究

委員会の方で各教科の教科用図書について調査研究をしていただいた上で、この選定

委員会の方に、こういうのがいいのではないかということで上げていただく。選定委

員会の方で、実際には、ではこの教科についてはこれがいいというふうに選定してい

ただくのだが、最終的にはこの教育委員会の方で報告を聞き、どの教科用図書にする

かという採択をするので、もし、不採択の場合、採択時期が後にずれてしまうと困る。

そこで、実際には、選定委員会の方で、１番この教科書がいいというものと、それに

劣らずこの教科書もいいというものを選んでいただこうかと考えている。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　今までもそうではなかったか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　今までは、これがいいという話はあったが、それが不採択となったと

きに次点のものはなかった。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　この組織は、今までなかったのか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　あった。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　教科書選択のときに、この委員の人たちを通って、最終的に教育委員会

が判断するということであったということでよろしいか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　そのとおりである。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　それに変わりはないか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　変わらない。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　昨年も思ったのだが、教育委員会が任命した人たちが上げてきたものを

不採択とすると、この組織に意味がないということになってしまわないか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　昨年度も実は、３対２で採択されたという教科用図書があったので、

不採択という方向も、実際には可能なのだろう。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　多分あると思う。しかし、それならばこの組織はあまり意味がないので

はないか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　研究委員会の方で調査をし、検討していただいて推薦していただいた

教科書について、この選定委員会の方でもう一度、検討をして選定されたものが、基

本的にはベストであってほしいと思うが、メンバーが変わり、視点が変わってくると

また、選定の条件が変わる場合はあるのではないかと思う。不採択になる可能性もあ

るということを踏まえて、選定委員会から上げていただくということも必要かと今回

思っている。最上位のものだけではなく、その最上位に匹敵する次点のものについて

も、選定委員会の方で選定していただくという方法はどうだろうかと思っている。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　順番を付けてもらえるのならばいいが、不採択とする場合には、教育委

員会でいきなり不採択とするのではなく、教育委員会でこういう意見があったからど

うかという形でもう一度戻してあげないと、この人たちを何のために選んだのか、意

味がなくなってしまう。自分たちが良いと思って選んだものが、意見もなく不採択と

されては、困ってしまうのではないか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　日程はどうなっているか。



((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　そうすると、１か月採択が遅れてしまうことになる。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　教育委員会に上がってきたときに不採択となっても、この人たちには、

なぜだめになったのか分からないので、同じことの繰り返しになってしまう。せっか

く任命しておいて、全部任せて上げてもらったものを不採択とすると、この人たちも

非常に困るのではないか。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　昨年度はぎりぎりであったので、今年度については１か月早め、７

月の教育委員会に諮ろうと思っている。もし、不採択という事態が生じれば、一度返

して、次の８月に再度教育委員会に諮ることも可能な日程にはなっている。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　戻してもやはりこちらの方が良いということになれば、またその意見を

参考にして審議すればいい。任せておいていきなり不採択というのでは、この人たち

の立場がない。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　今年度は、もしそうなっても戻す時間がある形で、教科書採択の手

続を進めていきたい。昨年度より１か月早めに、教育委員会に諮ることになると思う。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　他に質疑がないようであれば、議案第28号「湖西地区教科用図書選定

委員会規約の制定について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認する

方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第28号「湖西地区教科用図書選定委員

会規約の制定について」は原案のとおり承認された。

　議案第29号「湖西地区教科用図書選定委員の委嘱又は任命について」事務局の説明

を求める。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　議案第29号「湖西地区教科用図書選定委員の委嘱又は任命につい

て」、湖西地区教科用図書選定委員会規約第３条の規定に基づき、下記の者を湖西地

区教科用図書選定委員に委嘱又は任命したいので承認を求める。平成27年４月23日提

出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、５名である。任期については、平成27年５月１日から平

成28年３月31日までとする。

　この委員会については、湖西地区の義務教育学校における教科用図書の採択に関す

る事務を管理し、執行することを目的としている。委員は、学識経験者、湖西地区内

の公立小・中学校の校長である者及び保護者である者を充て、委嘱又は任命は教育委

員会が行うことになっている。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　この保護者代表の方というのは、中学の子どもを持つ保護者の方なのか。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　これは、ＰＴＡ連絡会の会長、副会長である。岡崎小学校のＰＴＡ

会長と湖西中学校のＰＴＡ会長ということで、小学校、中学校の会長が入っている。

((((大林委員大林委員大林委員大林委員))))　今回の採択は、中学校の教科書であるので、もちろん小学生の保護者で

あっても兄弟が中学校にいらっしゃることもあるので一概には言えないが、どんなも

のかと思う。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　実際は、小学校の会長のお子さんが使われる教科書を検討すること

になる。小学校６年生のお子さんが中学校に入って使う。次年度ということはそうい

うことである。これから使う方と現在使っている方ということで、会長ならばいいの

ではないか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　他に質疑がないようであれば、議案第29号「湖西地区教科用図書選定

委員の委嘱又は任命について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認す



る方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第29号「湖西地区教科用図書選定委員

の委嘱又は任命について」は原案のとおり承認された。

　議案第30号「湖西市社会教育委員の委嘱又は任命について」事務局の説明を求める。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　議案第30号「湖西市社会教育委員の委嘱又は任命について」、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又は任命

したいので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗

茂。

　委嘱又は任命する委員は、１名である。任期は、平成27年５月１日から平成28年４

月30日までである。

　社会教育法では、市に社会教育委員を置くこととなっている。その委員については、

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、任期は２年となっている。平成26年５月１日付けで委嘱

した社会教育委員のうち１名について、本年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。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　前任の方が途中でやめられた理由は。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　図書館からボランティアのトップの方を、１年任期で推薦いただい

ており、今回その方が交代になると連絡があった。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　他に質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第30号「湖西市社会教育委員の委嘱又

は任命について」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

お願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第30号「湖西市社会教育委員の委嘱又

は任命について」は原案のとおり承認された。

　議案第31号「湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員の委嘱又は任命につい

て」事務局の説明を求める。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　議案第31号「湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員の委嘱又

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に委嘱又は任命したいので承認を求める。平成27年４月23

日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、２名である。任期は、平成27年５月１日から平成28年４

月30日までである。

　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26年

５月１日付けで委嘱した委員のうち２名について、本年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。



((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　氏名の入っていない団体がある。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　自治会連合会長を充てさせていただくもので、４月30日に決まる予

定である。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　他に質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第31号「湖西市放課後子どもプラン推

進事業運営委員の委嘱又は任命について」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お願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第31号「湖西市放課後子どもプラン推

進事業運営委員の委嘱又は任命について」は原案のとおり承認された。

　議案第32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。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　議案第32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

嘱又は任命したいので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育

長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、６名である。任期は、平成27年５月１日から平成28年４

月30日までである。

　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26年５月１日付けで委嘱した委員のうち６名について、本年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。実施校代表につ

いては、今まで校長先生が選出されていたが、実際に実施しているのは教頭先生であ

るので、校長会の話合いの中で、全ての実施校について教頭先生を選出するよう変

わった。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　今後もずっとそういう形になるのか。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　なると思う。実際に会議に出てきていただいているのは校長先生で

はなく、教頭先生に出ていただいているので、代理ではなく委員として正式にという

話があった。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　他に質疑のある方は発言をするように。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　去年も聞いたような気がするが、この組織はどういう活動、運営をする

のか。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　現在、白須賀小学校、白須賀中学校、知波田小学校の３校が実施し

ているのだが、地域のボランティアのコーディネーター役を実施していただいている。

コーディネーターを置き、地域と学校をつないでいただいている。多分、他の学校で

も地域のボランティアをお願いしていると思うが、全学校にアンケートを行った結果、

他の学校については自分たちでボランティアをお願いするということであった。学校

と地元との連絡をする地域本部活動である。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　実際には、学校がいろいろ地域の人や保護者の方にボランティアをお

願いしたいというときがよくある。普通は、保護者や地域の方に、ボランティア等で

お願いすると言って引き受けていただき、学校に協力してもらうのだが、この事業は、

その間にコーディネーターを置くということである。学校からボランティア等を募る



場合に、このコーディネーターの方に頼んでボランティアを探していただく。要する

に、学校とボランティア活動をされているような地域の方々とを結び付けるような

コーディネート役を置くという形である。コーディネート役を置くことによって、さ

まざまな報告とかいろいろな手続等がそこに発生をする。なかなかこのコーディネー

トをしてくださる方も限定されていて、非常に難しく、それならば置かなくても実際

にはやれるという所が結構ある。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　他の学校はないわけか。

((((学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長))))　例えば白須賀中学校で職業体験をやろうとしたときに、なかなかお

店などがない。その方がいろいろな所へ出向き職業体験の打診をするなど、そういう

つながりを作ってくれるようなことがあったり、白須賀の探検をするというときに一

緒に付いて行くボランティアを地域で集めてくれたりというような形で、活動してい

ただいている。図書館ボランティアといったものもある。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　学校の規模が小さいからということか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　正直に言うと、コーディネーターをやってくださる方がいるかいない

かということである。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　大小ではなく、間に入る人がいるかいないかということか。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　そういうことである。コーディネーター役に適した人で、手を挙げて

くださる方がいれば、この事業が成立していく。ただ、こういう人がいないと成立し

ないので、学校が直接、保護者や地域の方にボランティアをお願いしなくてはいけな

いというような状況である。

((((柴田委員柴田委員柴田委員柴田委員))))　湖西市だけの事業か。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　当初は国の委託事業的な形でやっていたのだが、市の方に実施を任

されてやるような形になった。白須賀については、現在、学習ボランティアなども探

し出していただいている。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　本当は、こういうコーディネーターの養成をやっていくことで、市全

体に広がっていく可能性はあると思うのだが、現在、これよりもコミュニティスクー

ルという方向にシフトされ始めているので、なかなか難しい部分があると思っている。

　他に質疑がないようであれば、議案第32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」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認する

方の挙手をお願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第32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」は原案のとおり承認された。

　議案第33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。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　議案第33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

委嘱又は任命したいので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教

育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、54名である。任期は、平成27年５月１日から平成29年４

月30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。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54名のうち27名が再任である。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第33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」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お願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第33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」は原案のとおり承認された。

　議案第34号「湖西市生涯学習推進協議会委員の委嘱について」事務局の説明を求め

る。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　議案第34号「湖西市生涯学習推進協議会委員の委嘱について」、湖

西市生涯学習推進協議会設置要綱（平成26年湖西市教育委員会告示第21号）第３条の

規定により、下記の者を湖西市生涯学習推進協議会委員に委嘱したいので承認を求め

る。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、11名である。任期は、平成27年５月１日から平成28年４

月30日までである。

　湖西市生涯学習推進計画を総合的かつ効果的に推進するため、湖西市生涯学習推進

協議会を置いている。委員の定数は15人以内、任期は１年で、教育委員会が委嘱する

こととなっている。４月30日任期満了に伴い、委員の委嘱をするものである。委嘱し

ようとする委員11名中８名が再任である。委員選出団体については、26年度と同じよ

うな形でもう１年行いたいと思う。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　委員の方のお住まいの地域が、11人中７人が新居と偏っているが、地域

の課題などを話すことができるのかと心配になった。

((((社会教育課長社会教育課長社会教育課長社会教育課長))))　昨年初めて協議会を実施したので、もう１年間、同じ団体の代表者

で協議会を構成し、問題点を挙げ、28年度に委員選出団体について検討していくとい

う形になっている。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　この生涯学習推進協議会については、昨年度、生涯学習推進計画を

作ったときに、それを実質的に推進をするため、生涯学習の受け手と提供する方が年

間何回か定期的に協議をし、生涯学習の提供内容等について改善をしようということ

で立ち上げた。そのため、地域性ということを考えていない。結果的に新居が多く

なって、白須賀の方がいらっしゃらないという形だけで、また年を追うにしたがって

今度は新居の方が一人もいないということが起きるかもしれない。まずは、地域性よ

りも生涯学習を推進していくためのいろいろな活発な議論をしていただける方を選ぼ

うというのが趣旨である。

　他に質疑がないようであれば、議案第34号「湖西市生涯学習推進協議会委員の委嘱

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お願い

する。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第34号「湖西市生涯学習推進協議会委

員の委嘱について」は原案のとおり承認された。

　議案第35号「湖西市スポーツ推進委員の委嘱について」事務局の説明を求める。



((((スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長))))　議案第35号「湖西市スポーツ推進委員の委嘱について」、ス

ポーツ基本法（平成23年法律第78号）第32条第１項の規定により、下記の者を湖西市

スポーツ推進委員に委嘱したいので承認を求める。平成27年４月23日提出　湖西市教

育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱する委員は、２名である。任期は２年だが、他の23人の委員の任期の残任期間

と同じ平成27年５月１日から平成28年３月31日までとする。

　湖西市スポーツ推進委員規則第３条の規定により委嘱をしているところであり、25

人以内の委員をもって構成することとなっている。現在23名の委員により、活動を

行っていただいているところであるが、この度、委員会より新たに委員候補の推薦を

いただき、委員として適正であると認められるため、委員の委嘱についての承認を求

めるものである。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　スポーツ推進委員の方というのは、皆さん少年団などスポーツの代表か

何かであるのか。

((((スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長))))　そういう方もおられるが、スポーツ推進委員は、昔の言い方を

すれば体育指導委員であり、皆さん体育指導委員を湖西、新居で長くやっておられた

方である。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　どういうことをやられるのか。

((((スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長))))　市民のスポーツの振興に関し、実技の指導、組織の育成、学校、

公民館等で行うスポーツの行事の協力等である。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　他に質疑がないようであれば、議案第35号「湖西市スポーツ推進委員

の委嘱について」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

お願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第35号「湖西市スポーツ推進委員の委

嘱について」は原案のとおり承認された。

　議案第36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。

((((スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長スポーツ推進課長))))　議案第36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」、スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第32条第１項の規定によ

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したいので承認を求め

る。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命する委員は、18名である。任期は、平成27年４月１日から平成28年３

月31日までの１年である。

　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

外して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。本年度は、従来からの種目、野球、サッカー、ソフトテニス

に加えて陸上長距離、バドミントンの２種目を追加した。

　委員は、ジュニアスポーツクラブ推進委員会設置要綱に基づき、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、今回提

案させていただいた委員は、18名である。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）



((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑がないようであれば、議案第36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」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お願いする。

（挙手全員）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　挙手全員である。よって、議案第36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」は原案のとおり承認された。

　報告第10号「湖西市子育て相談事業実施要綱の一部改正について」事務局の説明を

求める。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　報告第10号「湖西市子育て相談事業実施要綱の一部改正について」、

地湖西市子育て相談事業実施要綱（平成21年湖西市告示第69号）の一部を別紙のとお

り改正したので報告する。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗

茂。

　今回の改正は、別表中の子育て相談事業の実施施設である「しらゆりこども園幸保

育園部」が、平成27年４月１日をもって「しらゆりこども園」に名称変更することに

よるものである。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　事業委託料はどのぐらいで、どういうことに使われているのか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　子育て家庭などの育児不安、保護者の方が自分の子どもを育てるに

当たって悩んでいることに対しての相談、助言を行うなどの育児支援を、子育て相談

事業としている。各園の保護者だけではなく、地域の子育て家庭についても、土曜日

の午後からという日にちを設定してある。これは、公立も民間も、全ての保育園が

やっているが、委託事業として委託料を払っているのは、民間にだけである。公立は

市営であるので、勤務の中でやっている。委託料は、各園年間10万円で、全部で50万

円である。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　利用者は結構あるのか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　月１回の相談日だけではそこまではいかないが、日々の相談や連絡

帳での相談も受けている。園庭開放や子育て支援事業で地域の方たちが来園したとき

に相談に乗ることも全て含んでいるので、年間結構な数の相談になる。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　ホームページの中では、子育て相談事業について書かれていなかったよ

うに思う。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　社会教育課の出す冊子の方にも入れ込んでおり、各園のホームペー

ジにも入っていると思う。パンフレットには全園入っている。

((((袴田委員袴田委員袴田委員袴田委員))))　民間保育園に通っている方が、しらゆりこども園に相談に行くというこ

とは可能なのか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　自分の園で相談をするとは思うが、地域の方たちの相談も受けると

いう形になっているので、可能である。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　いい制度なので、広く知ってほしいし、活用してほしいと思う。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　幼児教育課のウェブサイトに、私立の保育園も含めて事業をやってい

る旨を載せてはどうか。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　準備はしていたので、もう一度確かめてみる。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　ホームページに関連して、良いページが各園できているが、子育て支援

課のページから入ると、保育園の一覧は出るのだが、各園のページにリンクが貼られ

ていない。幼児教育課のページから開く人もいるかもしれないが、子育て支援課の

ページから入る人たちもいるのではないかと思うので、一覧にリンクを貼れば、各保



育園のページにたどり着けるのではないかと思った。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　幼児教育課ができて、幼稚園、保育園は全てこちらでというふうに

してきたので、子育て支援課のページから入るよりも幼児教育課のページを案内して

きてはいる。

((((飯田委員飯田委員飯田委員飯田委員))))　リンクを貼るだけのことである。子育て支援課のページから幼児教育課

が作った一覧のページには跳べている。一覧の保育園名の部分に各園のページへのリ

ンクを貼っていけば、探している人がそのページにたどり着きやすくなるのではない

か。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　検討をする。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　報告第11号「湖西市立保育所延長保育事業実施要綱の一部改正につい

て」事務局の説明を求める。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　報告第11号「湖西市立保育所延長保育事業実施要綱の一部改正につ

いて」、湖西市立保育所延長保育事業実施要綱（平成21年湖西市告示第59号）の一部

を別紙のとおり改正したので報告する。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教

育長　山下宗茂。

　今回の改正の主な内容は、字句の整理と、子ども・子育て支援法施行規則第４条の

規定により、それぞれの認定時間を超えた時間を延長保育と定義するため、改正をす

るものである。

　第２条第１号は、保育標準時間、11時間の認定を受けた子どもの延長保育時間を、

第２号は、保育短時間、８時間の認定を受けた子どもの延長時間を定めるものである。

　第７条の延長保育料については、改正をした湖西市立保育所条例に規定したので、

根拠法令を明示し、別表１を本要綱から削除するものである。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　報告第12号「湖西市民間保育園延長保育事業実施要綱の廃止につい

て」事務局の説明を求める。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　報告第12号「湖西市民間保育園延長保育事業実施要綱の廃止につい

て」、湖西市民間保育園延長保育事業実施要綱（平成21年湖西市告示第60号）を別紙

のとおり廃止したので報告する。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長

山下宗茂。

　民間保育園の延長保育事業については、民間保育園各園で実施要領を定めており、

事業実施に係る補助金については、湖西市保育対策事業費補助金交付要綱で定めてい

るため、廃止するものである。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　報告第13号「湖西市保育所広域入所取扱要綱の一部改正について」事

務局の説明を求める。

((((幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長幼児教育課長))))　報告第13号「湖西市保育所広域入所取扱要綱の一部改正について」、

湖西市保育所広域入所取扱要綱（平成16年湖西市告示第156号）の一部を別紙のとお

り改正したので報告する。平成27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗

茂。

　今回の改正は、湖西市保育の実施に関する条例等の廃止に伴い広域入所取扱要綱に

関する根拠法令が変更となったことによる条文の改正と、様式の変更、字句の整理で



ある。

　特に第10条第２項の受託入所に係る請求書は、それぞれの市町の様式で請求するこ

とから削除したものである。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　報告第14号「湖西市民会館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。

((((文化課長文化課長文化課長文化課長))))　報告第14号「湖西市民会館運営委員会委員の委嘱又は任命について」、

湖西市民会館条例（昭和48年湖西市条例第30号）第16条並びに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）第２条及び第３条の規定により、下記の者が湖

西市民会館運営委員会委員に委嘱又は任命されたので報告する。平成27年４月23日提

出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命された委員は、１名である。任期は、平成27年４月１日から平成28年

４月30日までで、前任者の残任期間である。

　湖西市民会館運営委員会については、条例第16条により、知識経験を有する者を市

長が委嘱することとなっている。また、市民会館運営委員会規則では、委員の定数は

８人以内と定められており、現在７名の委員の委嘱又は任命をしている。今回、７名

の委員のうち１名の委員の異動に伴い、後任の委員を委嘱したので、報告するもので

ある。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　報告第15号「湖西市専決規則の一部改正について」事務局の説明を求

める。

((((教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長))))　報告第15号「湖西市専決規則の一部改正について」、湖西市専決規

則（昭和59年湖西市規則第３号）の一部を別紙のとおり改正したので報告する。平成

27年４月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　改正内容について、説明させていただく。

　新教育長が誕生したことにより、教育長の補助執行ができなくなったので、第12条

及び第13条のにおいてその部分を削除している。それに伴い、教育長の専決事項につ

いても、専決することができなくなったので、削除している。また、前回の臨時会で、

総合教育会議に関することの補助執行について承認をいただいているので、第13条に

教育委員会事務局が補助執行する事務として「総合教育会議に関すること」を加えた。

　以上。

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

((((山下教育長山下教育長山下教育長山下教育長))))　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

27年４月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後５時15分終了


