
９月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成28年９月28日（水） 午前10時～午前10時58分

２ 場　所 湖西市立湖西中学校

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)

学校教育課長代理(鈴木　聖慈) 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 報　告 第 17 号 湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について

５ その他 ・「子育ての基礎「７つの取り組み」」について

・平成28年９月市議会定例会における一般質問と答弁内容について

・学校教育施設の再編整備計画立案に向けた参考資料について



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28年９月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　審議に入る前に、９月議会で袴田委員の再任の同意を頂いたので、辞令を伝達する。

改めて10月１日から引き続き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。

(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34号「平成28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、９月13日開催の湖西市

議会９月定例会本会議において可決されたので、報告する。

　以上。

(山下教育長)　それでは審議に入る。報告第17号「湖西市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定め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17号「湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について」、湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成26年湖西市条例第22号）の一部を別紙のとおり改正したの

で報告する。平成28年９月28日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例が、湖西市議会９月定例会の９月13日の本会議において承認されたので、報告

する。今回の改正は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改

正されたことに伴い、条例の一部を改正したものである。

　改正の内容は、大きく２点ある。１点目は、建築基準法施行令の改正に伴うもので

ある。これは、４階以上に保育室等がある場合、これまでは屋内と階段室との間にあ

る付室に窓若しくは排煙設備の設置義務があったのだが、これを通常の火災時に生ず

る煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できる構造等で良いものとす

る改正である。２点目は、附則に特例を付け加えるものである。小規模事業所Ａ型と

保育所型事業所内保育事業所の保育の担い手確保のため、職員配置に係る特例として

朝夕などの児童が少数となる時間帯に配置する保育士の資格要件の緩和、そして幼稚

園教諭及び小学校教諭などの活用、研修代替要員等の加配人員における保育士以外の

人員配置の弾力化を規定し、また、この場合の保育士以外の人員配置は基準上必要な

保育士の３分の１以内と規定する改正である。

　なお、この条例は公布の日から施行されている。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　保育士の確保については、大分要件が緩和される。ただ、これはそういう可能性が

広がったという話だけで、実際にそうするかどうかというのはまた別の話である。民

間や企業関係に該当してくる。国の基準に合わせてこのように改正したということで

ある。

(飯田委員)　今、湖西市内には該当する保育所はあるのか。

(幼児教育課長)　家庭的保育事業をやっているところはない。

(山下教育長)　今後のことを考え、市内でもしそういう事業所が出てきたときに、国

の要件と市の要件が食い違うということがないようにした。

(幼児教育課長)　病院やアスモさんで事業所内保育所をやっているが、それはこの中

には入らない。ここで規定する事業所内保育所というのは、地域枠を設け、従業員の



子だけではなく地域の人たちも受け入れる保育所が対象である。

(河合委員)　これが、認可される条件ということか。

(幼児教育課長)　保育士ばかり集めようとしても集まらないので、枠を広げるという

ことである。

(河合委員)　無認可の保育所には関係ないということか。

(幼児教育課長)　家庭的保育事業は市で認めることになっており、その際この要件を

満たしていることが必要となる。

(山下教育長)　よろしければ、続いて「その他」事項に移る。

　平成18年度から湖西市教育委員会では、小・中学校で「学びの基礎づくり」、「学

びの基礎「７つの取り組み」」を始めた。実際には幼稚園児、小学校１・２年生にス

テッカーとレジュメを配布して、家庭でこういう取組をしていただきたいというお願

いを続けてきた。これはいいことだということで、私が教育長になってからも続けて

きた。

　ただ、いつも見るたびに、幼稚園児には向かないのではないかということと同時に、

小・中学生が同じ取組内容、同じタイトルというのは成長過程が違う子にとってどう

だろうかと考えていた。たまたま、社会教育課で平成26年度に「すくすく子育て　マ

マ応援読本」を作成した。その関わりの中でこの「学びの基礎「７つの取り組み」」

についても見直しをし、新たに幼児版を別枠で設定し、同時に小学生バージョンと中

学生バージョンとで少し内容を変え、最終的には幼児版、小学生版、中学生版と成長

に合わせてステップアップできるような形の取組内容にしていこうと考えた。第１弾

として幼児版ができたので、皆さんに紹介をすると同時に、近隣の保護者の方にもこ

ういうものが今度配布されるという話を伝えていただければありがたいと思っている。

　今まではステッカーだったが、ステッカーではタイトルだけになってしまう。具体

的な取組内容は別刷りの紙を見ないと分からない状態だったので、今回思い切ってス

テッカーをやめ、一番身近にあっていつでも取り出して見られるクリアファイルにし

た。今回は「愛情と思いやりあふれる家庭づくり」をキーワードにして、裏面に「７

つの取り組み」を設定した。また、表面の下に「すこやかチェック」を付け、幼児を

持つ保護者の皆さんに時折チェックしてもらって家庭の状態を振り返ってもらえる形

にするとともに、子どもたちが見て楽しめるように、「ママ応援読本」と同じ挿絵を

使って絵をかわいらしくした。

　これについては、今までは公立の幼稚園だけ配布をしていたが、今回は市内の全て

の幼稚園、保育園、こども園に配布する。私立の保育園、こども園の園児にも配布す

る。

　ちなみに、これは社会教育課で予算を取り、幼児教育課と学校教育課と社会教育課

が相談をし合いながら作った。

　補足説明があればお願いする。

(社会教育課長)　ブックスタートでも配布していく。せっかく作ったので、なるべく

小さいうちから取組を進めていった方がいいと考え、ブックスタートで本と併せてク

リアファイルも一緒に配布していきたいと思っている。

(山下教育長)　それは、図書館に頼んであるのか。

(社会教育課長)　頼んである。

(山下教育長)　分かった。よろしくお願いする。

　幼児教育課長から何かあるか。

(幼児教育課長)　全員に話ができる所で園長から説明をしてもらいたいと思っている

ので、この11月、12月の発表会の時に、挨拶の際に言っていただき、レジュメを入れ



込んだ状態で渡したいと思っている。

(山下教育長)　今後しばらくはこれを続けていきたいと思っているので、よろしくお

願いする。

　小・中学校についても、これと同じようなクリアファイルに変える。全く違う絵を

使うので、楽しみにしている。予定はどうなっているか。

(学校教育課長代理)　鋭意努力している。

(山下教育長)　幼稚園バージョンができたので、本年度中にはお願いしたい。

(飯田委員)　とてもすてきなデザインで、内容がよく分かる。このまま開いて冷蔵庫

に貼っておきたいぐらいである。常に見ることができるようにして、お母さんだけで

はなく家族で取り組むことが成果につながるのではないか。

(山下教育長)　よろしければ、２点目に移る。

　９月の湖西市議会定例会は、最終日を残すだけになり、一般質問は全て終わった。

一般質問で出された質問内容と答弁内容について簡単にまとめたのでご覧いただき、

意見、質問等があれば言っていただきたいと思っている。

　この中で、学校に関連する内容ではあるが、危機管理課が答弁したものも一部入っ

ている。例えば、災害時の学校のトイレについての質問があり、避難所として学校の

トイレも使うのだから整備をした方がいいという話の中で、災害の場合に学校のトイ

レは使用できなくなる可能性、基本的には使用禁止になる可能性があり、防災用の簡

易トイレを設置して対応するのが基本であるという話も、危機管理課の方から答弁さ

れている。

　基本的には学校のトイレの改修、子どもの貧困対策、子育てしやすい環境整備のた

めの教育施設の改善、女性の視点を生かした安心な避難所運営の主にこの４点の質問

があった。この中で今、至急実施したいということで検討しているのが、岡崎小学校

のグラウンドにあるトイレの改修である。これについては、大至急やりたいというこ

とで今、取り組み始めている。今年度中にはできそうか。

(教育総務課長)　その方向で考えている。

(山下教育長)　外のトイレは一般の方も使い、校舎内のトイレの開放がいつもできる

わけではなく、どうしても必要なものだと考えているので、今年度中には設置をした

い。ただし、場所は移動することになる。グラウンドを利用する方が使用できる外ト

イレを設置する。

　子どもの貧困対策の就学援助制度については、現在も教育総務課が担当して行って

いるが、内容について質問があったので見直しを図り、子どもたちが直接関わるよう

な教育活動を行う場合に必要となる項目については、できるだけ支援したいと考えて

いる。今回、生徒会費と体育実技用具費については、追加で支給するように検討して

いる。次年度からはその方向でいきたい。ただし、今までその他の費目等で上限を決

めて全て支給するだけというようなものもあったので、今回ほかの費目についても内

容を精査し、限りある予算の中で本当に必要な多くの人たちにできるだけ支給したい。

実際に必要で購入した保護者の方に費用を支払いたいと考えている。また、入学準備

金の支給時期についても聞かれたので、検討する旨回答した。入学準備金は、４月に

入学するまでに子どもにとって必要なものを買いそろえるという準備に対するお金で

あるので、できれば３月中に渡せるような手立てを講ずることができないかというこ

とを、今担当と検討している状況である。

　見ていただいて何か気付いたこと、質問等があれば今でも次回でも構わないので

言っていただきたい。

　実は、インターネット等を見ると、全国的に学校のトイレがとてもきれいになって



いて、近くでは豊川の小学校も載っていた。手を洗う所がトイレの前の廊下の部分に

あり、だ円形である。周りで皆、顔を見合わせながら手を洗うという洗面台がある。

鏡や壁を見ながら手を洗う形から、大分変わってきた。そういう環境も含めて改善し

ていくことになると大規模改修となる。和式トイレを洋式に変えたというだけでは、

子どもたちが明るく楽しくトイレを使うという状況にはなかなかならないと感じてい

るので、できれば施設の大規模改修等に合わせてやっていきたい。ただ、そうすると

10年先になるという学校が出てくる可能性があるので、そこら辺をどうしたらいいか

と思案している。

　今のところ、洋式トイレは半数ぐらいか。

(教育総務課長)　そのとおりである。小学校が20数パーセントしかないが、中学校は

半分が洋式化されている。

(山下教育長)　毎回いろいろな質問が出されるが、何とか誠意をもってできるところ

はやっていきたいと考えている。ただし、教育委員会の予算は、いつも言うように決

まっているので、その割り振りでなかなか苦労しているというのが実情である。

　よろしければ、３点目に移る。

　学校教育施設適正化検討委員会のまとめを提言として頂き、その後教育委員会の中

で具体的にどういう再編整備計画を立案していくかということについて、担当課が集

まって検討をしているが、この前、飯田委員からそれに向けての資料の提供をという

話があったので、委員の皆さんに資料をお配りした。一つは提言の関係する部分を抜

き出して印刷したものであるので、もう一度、提言の内容について確認していただき

たい。もう一つは私が作った資料である。内容はまず、小中連携教育と小中一貫教育

が今２つ大きな方向であるが、この違いは何かということ。また、施設の形態として、

施設一体型、施設隣接型、施設分離型がある。実際には、既存の校舎を使いながら一

貫教育や連携教育を進めていく所がかなりの数ある。一貫教育を標榜しながら施設を

一体として新しく造るというのは、なかなか難しい。財政的にも難しい状況にあるけ

れども、そういう方向で動いている所が出てきている。それから、小中一貫教育推進

の主な狙い、小中一貫教育の制度と課題といったものを載せている。

　よく話題になるのが、小中一貫教育になったときに教職員定数がどうなるかという

ことである。分かりやすく表にしたが、例えば校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職

員等で18人配当されている小学校と、同じ数配当されている中学校があると仮定した

場合に、小中一貫校にした場合はどうなるのかというのをそこに数字として挙げた。

基本的には、校長が１人になる。校長が１人減った分は、教諭にその数が回される。

そのため、小中一貫校にした場合は、既存の小学校、中学校の場合よりも教諭の数が

１人増える。校長の分が教諭として１人増える形になる。後は変わらないのだが、実

は養護教諭と事務職員については１校１人の配置になってしまう。そのため、小さな

小学校と小さな中学校があり、隣接しているから施設一体型の一貫校にしてしまおう

といった場合に、今までは小学校に養護教諭１人、中学校にも養護教諭が１人という

状態であったが、一貫校で一つの学校になってしまうので、養護教諭が１人になって

しまう。同じく事務職員も１人になってしまう。その辺りの差し引きで、教員は校長

が１人になった分だけ１人増えるが、養護教諭や事務職員が１人減るというマイナス

を良しとするかどうかという部分が出てくる。これは、教職員定数だけの話である。

　今いろいろな形態があり、施設は一体だが一貫校ではなく小学校と中学校が別々で

「小・中学校」というような言い方をしている学校もある。あるいは一貫校だけれど

も隣接しているというのもあるし、１つの中学校に対して小学校が３つあって一貫校

で、３つばらばらの小学校が今までのように少し離れているが設置されているという



分離型もあるというような状況である。

　もう一つの資料は、平成26年７月29日の湖西市議会福祉教育委員会の勉強会の際に、

小中一貫教育について説明してほしいと言われたので、私が作って配布した資料であ

る。先ほどの資料の成果や課題については、文部科学省が言っているような内容やア

ンケートなどいろいろなものをピックアップした。勉強会の資料は、私が検討した内

容等を入れてあるので、若干ずれが生じているかもしれない。

　一つだけ補足するが、小中一貫教育の課題に子どもの成長の機会を奪うことになる

ということを入れておいた。幼稚園の年長になって、今度は小学校に入って、また学

年が上がって小学校６年生になり、卒業をして今度は中学校に入って中学３年生にな

る。こういうステップを今踏んでいるのだが、こういうステップを踏みながら子ども

たちは最年長になるに従って、最年長だという意識の下に、自分たちが下級生に対し

て、また学校生活等に対しても、自分なりの考え等を持って生活をする。ところが、

これがなくなってしまうと、子どもたちの自立に向けてのステップアップがなくなっ

てしまうのではないか。見ていると、年長さんは年長さんなりにかなり成長して、一

番上だからということで背伸びをしながらも下の子たちを何とかまとめたり、引っ

張っていったりする様子が見える。そういう経験を少しずつ積んでいくことがやはり

大事なのではないかと考えて、課題として挙げた。

　最後の資料については、文部科学省が出している小中連携、一貫教育の推進の目的

と効果の部分だけ拾い出した。また、この前飯田委員から話のあったコミュニティス

クール等についても、文部科学省の説明をそこに載せた。

　次回は再編整備に関する内容等について意見を聞かせていただきたいと思っている

ので、参考に読んでおいていただければありがたい。

　以上。

(飯田委員)　小中一貫校になると、養護教諭と事務職員が１人ずつになるという話で

あったが、施設が分かれていてもどちらかに１人いて、どちらかにはいないというこ

とになるのか。

(山下教育長)　施設が別で一貫校という場合は、基本的には連携型の一貫校という扱

いになるのではないかと思う。施設が分かれていれば当然そこに配置をしなければい

けないので、養護教諭等を配置するということになると思う。

(飯田委員)　事務職員はどういう仕事をしているのか。

(山下教育長)　会計処理や帳簿等の整備等である。

(学校教育課長代理)　お金と書類の関係である。

(山下教育長)　湖西市の場合は市からも事務職員を付けている。正規職員でない学校

もあるが、基本的には全ての学校に市から事務職員を付けているという状況であるの

で、それぞれの学校に複数配置されている。県からの事務職員と市の事務職員、後は

用務員等が事務室にいるという形態である。

(佐原委員)　一貫教育と連携教育の違いというか、例えば白須賀で小学校と中学校が

隣り合わせているが、一貫となることもできるのか。

(山下教育長)　一貫となることもできる。

(佐原委員)　建物が別々で一貫ということもできるのか。

(山下教育長)　隣接であるので、できる。

(佐原委員)　一貫となると、何が変わるのか。

(山下教育長)　一貫となると、小学校、中学校という垣根を取り払って９年間の教育

課程を編成する。

(佐原委員)　７年生、８年生、９年生という形になるのか。



(山下教育長)　そのとおりである。どういう形でカリキュラム、教育方針を含めて９

年間を見通してどうやってやっていこうかということを考える。今、小･中だと６・

３という分け方になるが、そこを４・２・３にするとか中で変えていくことができる。

(佐原委員)　連携というと、今までと変わらないということか。

(山下教育長)　小学校と中学校が分かれているので、それぞれに教育課程があって教

育方針があるのだが、連携という場合は小学校６年間とその上に積み上がる中学校３

年間をきちんとギャップなしにつなげていく、教育内容等について連携をしていく。

小学校の先生方と中学校の先生方が研修やいろいろな意見交換、議論、協議をしなが

ら、９年間をどういう形で過ごさせたいかという協議をした上で、カリキュラム等を

作るということになる。

(佐原委員)　両方とも９年間ということで考えるのか。

(山下教育長)　そのとおりである。

(佐原委員)　今はそれぞれ、卒業した後は中学校に任せるところを、どういう形で中

学校に来るかということまでを考えるようになるということか。

(山下教育長)　そのとおりである。今、実際に白須賀の小・中学校ではお互いに先生

方が交流して授業を行っている。

(佐原委員)　理科の授業などを行っている。既に連携が始まっているのではないかと

思ったのだが、連携ではないのか。

(山下教育長)　連携ではないのだが、白須賀は廊下でつながっているという利点もあ

るので、まず先生方の交流を促進して、中学校の先生方にも小学生の実態をきちんと

理解してもらい、小学校の先生方にも中学校へ行ったらどうなるのかということをき

ちんと理解してもらった上で、子どもたちの育成に当たってもらう。連携の先駆けの

ような形である。

(佐原委員)　白須賀では、小学生が中学校の理科室で理科の授業を受けることもある。

(山下教育長)　その発展形として、連携という形になるのか一貫という形になるのか、

今後いろいろ検討した上で、進めていく必要があると思う。その方向にもう行かざる

を得ない、行くのが教育の流れとしてはいいのではないか。本当は、幼・小・中が一

つになれば一番いいという思いはあるが、幼稚園の場合はこども園や保育園などいろ

いろな形態があってなかなか難しい。

(佐原委員)　白須賀は隣同士だが、一貫となったときに離れた場所でも一貫という形

になるのか。

(山下教育長)　そのとおりである。小学校を卒業した子たちが基本的にはその中学校

に入ることになるので、一貫校にしようと思えば当然できる話だと思う。

(河合委員)　現状として、磐田は先駆けで一貫の方針を進めて、掛川も今年一貫教育

を取り込むという形になっている。湖西市において一貫教育を始めると言ったときに、

具体的に今言われたように白須賀は一貫校扱いでやるが、少し離れているので新居は

分離型の一貫校にする、また湖西中学校の場合は知波田小学校、東小学校が離れてい

るので一貫校にはしないという判断をした場合、新居や白須賀は９年制の同じような

カリキュラムにするけれども、北部の方は６年制と３年制と分けたカリキュラムを作

るということになると、ずいぶん作業内容が変わってくるし、２つカリキュラムを作

らなければいけないことになるので大変ではないか。

(山下教育長)　今もそれぞれカリキュラムを作っている。

(河合委員)　現状は各学校で作っているが、一貫校となった場合、９年制カリキュラ

ムの白須賀、９年制カリキュラムの新居、地域性を伴ってカリキュラムが違ってくる

ということか。



(山下教育長)　基本的には、市内統一のカリキュラムが望ましいとは思っている。た

だ、やはり地域の特色が当然あるので、そういう意味では地域の特色を生かしつつ子

どもたちを育てていくというのは大事なことではないか。今話に出た磐田も形態が

いっぱいある。学校を一つにするかどうかというのもまだはっきりしない。一つにす

ると言いながらも磐田は30年先のことを言っているので、一貫教育をするけれども施

設については、例えば昔の豊岡村、北部の方は中学校が１つで小学校３つで一つにす

るというような言い方をしている。湖西と大して変わらない。そこら辺はやはり、地

域の特性に合わせてやっていかざるを得ないのではないか。

　地元の皆さんがこぞって施設一体型の一貫教育がいいと言うのであれば、それに基

づいてもう一度学校等の再配置をしていくという話である。今の状態であれば、河合

委員が言ったようにそれぞれの地域によってそれぞれの、若干形態の変わった一貫教

育という形になるのではないかと思う。

(河合委員)　簡単に言えば、湖西市は一貫教育を目指すという宣言を出してしまって

も、形態が今とあまり変わらなくてもいいということか。

(山下教育長)　こういう形態の地域、こういう形態の地域というふうになっていくの

だろうと思う。小学校と中学校と分かれているが、今でもそうだがこれからはやはり

教育内容自体は９年間を見通していかないと、子どもたちの成長に合わせた教育活動

を提供できないのではないか。そういう流れに持っていって、小学校を終わって中学

校へ行ったら全然知らない先生方ばかりで、またそこで仕切り直しというような形で

はなく、９年間顔を知った先生方に面倒を見てもらうという形になれば一番いいと思

う。

(河合委員)　現状としては白須賀がそうである。小学校の児童が帰るときに中学校を

通って帰って行きながら、中学校の先生が「さようなら」という挨拶をしているとい

う状態。

(山下教育長)　今、白須賀でやっている先生方の授業交流等についても、隣接してい

る所であれば可能である。ただ、休み時間10分の中で行き来をするというのは大変で、

白須賀はたまたま渡り廊下でつながっているからすぐに行けるのだが、例えば湖西中

学校から知波田小学校まで行くとなると、10分どころの話ではない。そうすると例え

ば午前中は湖西中学校でやっておいて、午後は知波田小学校へ行くということであれ

ばいいが、なかなか限られる部分があるので、それを検討しなければいけないと思う。

(河合委員)　磐田では、スクールバスを導入して子どもたちを移動させる取組が始

まっている。小中一貫でクラスごと小学校から中学校へ連れて来てしまうとか、今教

育長が言われたように先生が移動する場合もある。施設一体型にすると校区が広くな

るという部分でも、スクールバス方式で集めるなどいろいろな対応に使えるのではな

いかと思う。

(山下教育長)　実際に今、知波田小学校、白須賀小学校、新居小学校にバス通学の子

どもたちがいる。それは、コーちゃんバスとか普通のバスを使って来ているのだが、

最終的にはどの学校にもスクールバスがあれば授業にしても、どこかへ行くにしても、

通学にしても、いろいろな形で利活用できるのではないかと思う。ただ、スクールバ

スを持つとなると、やはりそれなりの費用が当然掛かる。その費用に見合った効果、

活用ということをまず前提に考えていけば、今河合委員が言ったような内容も当然、

実現性があるのではないかと思う。

(河合委員)　どうしてもスクールバスというイメージだと、山間へき地の孤立集落を

集めて回るというようなイメージが強いのだが、そういう都会型のスクールバスとい

うのも考えるべきではないか。



(山下教育長)　あるいは市でスクールバスを何台か持っていて、必要に応じて各学校

で使えるようにしていくというのも一つの手ではないか。今、湖西市には１台大型が

あり、いろいろな部署が借りて使っている。専用の運転手がいるので、運転手も借り

ることになる。借りて活用するという形をとっているので、それがもう少し広がって

いけば、もう少しうまくいく可能性があるのではないかと思う。

(佐原委員)　スクールバスが可能になると、中学校の部活動の問題などももう少しよ

くなるのではないかと思う。入りたい部活動が自分の学校にないというときに、例え

ば野球部がない所は野球部のある所に行ってやるということを磐田では始めたそうだ

が、送り迎えはどうしているのか聞いたら、保護者に任せているということであった。

(山下教育長)　それも一つの手かもしれない。

(袴田委員)　そういうときは、磐田市内大会はなくなるのか。

(佐原委員)　中体連の大会には中学校ごとに出るので、それが問題だとは言っていた。

(山下教育長)　上の大会につながらないところもネックである。一時期、湖西中学校

と白須賀中学校が一緒にやっていた部活動があった。

(学校教育課長代理)　ソフトボール部である。出場できるのは、県大会までである。

勝ち上がっていっても全国大会には出られない。

(佐原委員)　白須賀中学校もソフトボール部が３人だった時に、浜松の中学校と合同

でやったのだが、やはり大会には出られないということであった。浜松市長杯などで

あればいいのだが、その先につながるものはだめであった。湖西市と浜松市は別なの

で湖西市内でつくらなければいけないのだが、ソフトボール部は白須賀中学校にしか

なかったので、音楽部や他の部から借りて出たことがあった。

(山下教育長)　おそらく再編整備計画立案の時に、それも当然検討材料にはなる。要

するに通学区の問題で、通学区域を少し柔軟にするなどの条件整備というのも当然出

てくる可能性はあるのではないか。部活動等で許容するということも一つのやり方か

もしれない。

　よろしければ、またよく読んでいただいて、次回話を聞かせていただくなり、こち

らから総合教育会議に提案する計画についての検討をするということになろうかと思

うので、よろしくお願いする。

　この後、少し授業等を見ていただきながら、文化課で南校舎に今セッティングして

いる郷土学習室の展示等の見学をしていただきたいと思っている。

　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９月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午前10時58分終了


