
２月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成31年２月22日（金） 午前10時～午前11時21分

２ 場　所 中央図書館 学習研修室

３ 出席者 教 育 長 渡辺　宜宏

委 員 袴田　雄司 佐原　陽子 河合　禎隆 田中ゆかり

事 務 局 教 育 次 長(鈴木　　徹) 教 育 総 務 課 長(太田　英明)

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(戸田　昌宏) スポーツ・文化課長(岡本　　聡)

図 書 館 長(山本　茂明) 教育総務課長代理(馬渕　　豪)

４ 報　告 第 3 号 平成30年度湖西市一般会計補正予算（第５号）専決処分

について

５ 議　案 第 １ 号 湖西市公立学校管理規則の一部改正について

第 ２ 号 湖西市共同学校事務室の組織及び運営に関する規程制

定について

第 ３ 号 湖西市公立学校処務規程の一部改正について

第 ４ 号 湖西市公立学校文書取扱要領の一部改正について

第 ５ 号 湖西市立図書館条例施行規則の一部改正について

第 ６ 号 平成30年度湖西市一般会計補正予算（第6号）要求につ

いて

第 ７ 号 平成31年度当初予算要求について



午前10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31年２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。報告第３号「平成30年度湖西市一般会計補正予

算（第５号）専決処分について」、事務局の説明を求める。

(教育総務課長)　報告第３号「平成30年度湖西市一般会計補正予算（第５号）専決処

分について」、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、別紙のとおり補正予算を専決処分したので報告する。平成31年

２月22日提出。湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　この補正予算は、平成31年１月15日に専決処分したので報告する。

　補正内容は、小学校、中学校と幼稚園の空調設備整備に係る事業費を導入調査の結

果を踏まえ、小学校と幼稚園の事業費を減額し、中学校の事業費を増額する予算の組

替えである。空調設備整備の事業費は、平成30年12月湖西市議会定例会にて補正予算

の承認をいただいているが、事業費においては、エアコン整備導入調査中であり、先

行事例をもとに１教室当たり330万円とした。12月補正では、規模の小さい幼稚園も

校舎が３棟ある中学校などの大規模校も受電設備増設の有無を考慮せずに教室数で算

定したものである。昨年12月末にエアコン整備に係る導入調査が完了し、受電設備の

増設の有無など附帯する工事費を詳細に把握することができたことから、調査結果に

基づき予算を組替えたものである。

　以上。

(渡辺教育長)　導入調査を行った結果、事業費を組換えたということである。質疑の

ある方は発言をするように。

(袴田委員)　施工業者は決定したのか。

(教育総務課長)　先般、１回目の入札実施したところ不調となった。再度、２月20日

に公告して３月の中旬に入札を行う予定である。

(袴田委員)　完成時期が決まっているので、施工業者を早く決定して欲しい。

(教育総務課長)　分かりました。

(渡辺教育長)　続いて、議案第１号「湖西市公立学校管理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１号「 湖西市公立学校管理規則の一部改正について」、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）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31年２月22日提出。湖西市教育委員会　教育長

渡辺宜宏。

　この規則は、湖西市内の小学校及び中学校の組織及び運営について必要な事項を定

めている。この一部改正は、共同学校事務室を設置するために第31条の次に第31条の

２を加えるものである。

　平成29年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正があり共同学

校事務室の設置が法制化された。平成30年９月に県教育委員会では、共同学校事務室



の設置に関する指針を制定した。これにより、各校一人づつ配置してある県費負担の

学校事務職員が集まり、複数校の事務を共同で行う体制を導入することになった。共

通の事務を集中して処理することで事務の効率化や事務職員のスキルアップになると

考えている。さらに、教員の事務処理の一部を共同学校事務室で受け持つことで教職

員の負担を軽減できるため、教員が子どもと向き合う時間が拡大できることを期待し

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)　共同ということであるが、小学校の県費負担事務の職員はどこかの小学

校に集まり、中学校は中学校で集まるということか。

(学校教育課長)　具体的には、小中学校の県費負担事務職員13名、全員が鷲津中学校

に集まり、月４回集中して事務処理を行うことになる。

(河合委員)　月４回集まるということであるが、その他の日、15日位は配属された学

校で勤務するという理解でよいか。

(学校教育課長)　そのとおりである。

(河合委員)　時間的には、１日中集まって行うということか

(学校教育課長)　そのとおりである。月４回の業務は事前に計画して、その日に限っ

ては出張扱いで朝から鷲津中学校に常駐して作業する。

(河合委員)　市費負担事務職員もいると思うが、現在、その職員は各学校に１名配置

されているか。

(学校教育課長)　配置している。市費負担事務職員は、これまでとおり学校で事務を

行うが、県費負担職員が月４回抜けることになり業務的に負担をかけることになるが

理解はいただいている。

(渡辺教育長)　市費負担職員は各学校１名配置しているので問題はないと考えている。

これまでは、各学校ばらばらで物品購入していたものを共同で集中して行うことで全

体の仕事量を減らし、その時間を先生方の仕事を助けることで、子ども達に費やす時

間を確保できると期待している。

　他に質疑がないようであれば、議案第１号「湖西市公立学校管理規則の一部改正に

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）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第１号「湖西市公立学校管理規則の一

部改正について」は原案のとおり承認された。

(渡辺教育長)　続いて、議案第２号「湖西市共同学校事務室の組織及び運営に関する

規程制定について」、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　議案第２号「湖西市共同学校事務室の組織及び運営に関する規程制

定について」、湖西市共同学校事務室の組織及び運営に関する規程を別紙のとおり制

定したいので承認を求める。平成31年２月22日提出。湖西市教育委員会　教育長　渡

辺宜宏。

　この規程は、湖西市公立学校管理規則第31条の２の規程に基づき共同学校事務室の

組織及び運営に関して必要な事項を定めるため、新たに制定する。議案１号でも説明



したが共同学校事務室は、学校運営等への支援、事務処理の効率化・適正化、学校事

務職員の人材育成等を目的に設置するものである。

　湖西市共同学校事務室の組織及び運営に関する規程では、組織、職務、共同学校事

務室の業務等を定めている。第２条では、共同学校事務室の執務室は鷲津中学校に設

置し、その構成は設置する学校の校長と市内の小学校及び中学校の事務職員である。

第４条２項では、共同処理する事務を効率的に行うためにチームを置くことを定めて

いる。別表には、給与チーム、教員支援チーム、総務チームに分かれ業務にあたるこ

とを定めている。第７条では共同学校事務室推進協議会を置き、共同学校事務室の組

織、運営方針、活動内容や課題等について協議することが定めてある。　

　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)　チームを作って事務を行うことで効率が図られることは理解できる。事

務の内容が分からないため教えて欲しい。例えば、給与計算などは各学校で事務処理

してきたが、共同事務することで各学校の給与データや資料を持ち寄ることになり、

これがの紛失や盗難などの事件につながらないか。

(学校教育課長)　確かに給与データなどの管理は厳格かつ適正に扱うべきものである。

今回は、共同事務を行うために給与データをサーバーで集中管理を行い共同事務室に

ある事務用パソコンを用いて事務処理を行うことで、適正な事務が行うことができる

と考えている。給与の他に旅費の計算などは、１人の事務職員で行うとなると点検作

業など行き届かないことがあり、これを複数人で読合せなどすることで適正な処理が

できると考えている。さらに、大規模校の事務職員は、常勤日は電話対応等外部の対

応に追われ休日出勤することもある。共同で集中して行うことで、事務の滞りもなく

なり効率化できると考えている。

(河合委員)　昨年ぐらいから、浜松市でも共同事務をはじめたようであるが、そのノ

ウハウなどは取り入れることはできるのか。

(学校教育課長)　浜松市は、政令市であるため共同事務の取組みの情報提供はないが、

県教育委員会内で先行的に今年度から取組んでいる市はある。その市からは、実施内

容やノウハウの提供は受けているので成果は期待できると考えている。

(河合委員)　教員支援チームの事務内容には、教員免許管理などがあるが運転免許管

理なども支援チームが担っていくのか。これまでとおり校長が管理するのか。

(学校教育課長)　運転免許管理は、学校ごとに校長や教頭が責任を持って確認する。

管理台帳などの事務のとりまとめは、支援チームが補うことになる。

(渡辺教育長)　運転免許管理は、４月当初に校長が原本を確認し一覧を作成する。事

務職員は、出張命令にも影響することから二重のチェックをしている。

　他に質疑がないようであれば、議案第２号「湖西市共同学校事務室の組織及び運営

に関する規程制定について」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２号「湖西市共同学校事務室の組織

及び運営に関する規程制定について」は原案のとおり承認された。



(渡辺教育長)　続いて、議案第３号「湖西市公立学校処務規程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３号「湖西市公立学校処務規程の一部改正について」、湖西

市公立学校処務規程（平成14年湖西市教育委員会規程第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31年２月22日提出。湖西市教育委員会　教育長

渡辺宜宏。

　この規程は、湖西市内の小学校及び中学校の校務処理及び執務要領について必要な

事項を定めている。この一部改正は、事務処理の効率化を図るために改めるものであ

る。改正する箇所は２点である。

　１点目は、平成30年４月に静岡県教育委員会では私傷病特休における報告が簡略化

された。これに伴い湖西市教育委員会でも、第20条第５項において様式第37号の「療

養経過報告書・副申書」、様式第38号の「観察報告書」、様式第39号の「休暇日数計

算書」の提出を求めないことにするため、第３号から第５号を削除する。

　２点目は、これまで宿泊を求める出張、県外への旅行用務、職務遂行上特に重要な

用務において復命書を求めていたが、県外への用務は、遠足や受検の出願等、軽易な

ものが多いこと、研修による出張に関しても県内外の区別の必要がないことから、第

43条に係る様式第64号の復命書にある但書きを「校長の指示がある場合は、この様式

によらず、口頭によることができる。」に改めるものである。

　以上。

(渡辺教育長)　大きく２点の改正である。はじめに、復命書の様式にある但し書きに

「校長の指示がある場合は、この様式によらず、口頭によることができる。」に改め

た。次に、私傷病による特別休暇において県の審査会が来年度からなくなり医者の判

断があれば復帰できることになったため、不要な箇所を削除するものである。

　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　復命書の「校長の指示がある場合は」とあるが、通常は校長に報告する

と思うがどの様な場合のことか。

(学校教育課長)　 一般的な出張については、校長から命令を受けて出張し口頭で報

告している。これまで、県外や宿泊を伴う出張は文書で復命することになっていた。

この場合、湖西市は県境にある市であるため愛知県などへの受験願書の提出でも県外

出張となり復命書を作成する必要があった。このため事務改善として、校長の判断で

口頭による復命で良いと判断すれば作成しないというものである。

(袴田委員)　明確な出張内容であれば必要ないということでよいか。

(学校教育課長)　そのとおりである。

(佐原委員)　「場合による」というのが気になる。宿泊の場合も口頭であるか。

(渡辺教育長)　宿泊訓練や修学旅行など、校長も参加している行事の出張は口頭の復

命でよいということである。教諭が単独で参加する県外視察などは、復命書を作成す

ることになる。

(学校教育課長)　そもそも近年、宿泊が伴う出張というものがない。ほとんど日帰り

の出張となることが多いため、復命書を作成する必要がないという理由もある。

(袴田委員)　東京で重要な出張がある場合は、復命書を作成するのか。

(学校教育課長)　作成することになると思うが、その様な出張は研修内容や資料等が

あるので口頭による報告で内容が確認できれば復命しない場合もある。

(袴田委員)　事務を簡素化したいということか。

(学校教育課長)　そのとおりである。

(河合委員)　出張を口頭で許可するということか。



(学校教育課長)　出張においては、出張命令があり口頭での指示ではない。

(河合委員)　学校には公用車がないので、自家用車を使用すると思われる。ガソリン

代等の旅費は支払われると思うがどの様に確認しているのか。

(学校教育課長)　出張命令簿という書類を作成している。その書類には、出張する内

容、同行者がいるのか、電車もしくは自家用車を使用するのか、出張先までの距離を

具体的に記入し自家用車の使用も含めて許可を受ける内容となっている。

(河合委員)　分かりました。

(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第３号「湖西市公立学校処務規程

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）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第３号「湖西市公立学校処務規程の一

部改正について」は原案のとおり承認された。

(渡辺教育長)　続いて、議案第４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４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31年２月22日提出。湖西市教育委員会

教育長　渡辺宜宏。

　この規程は、湖西市内の小学校及び中学校の文書事務の適性かつ効率的な処理を図

るため、必要な事項を定めている。改正する箇所は４点である。

　１点目は、文書を廃棄するにあたり実態に即して効率に処理するために、第16条中

の「保存文書廃棄簿により、校長の決裁を受け」を削除する。２点目は、別表中の大

分類1庶務　中分類1庶務の下の欄に「２文書」を加える。３点目は、学年学級経営案

は作成にあたり法的な規定がないこと、次年度以降は使用しないことから、別表中の

「大分類２教務・中分類１総括・小分類２」の学年学級経営案の保存年数を５年間か

ら１年間にする。４点目は、別表中の「大分類４経理・中分類１市費・小分類１」の

予算書の下の欄を削除する。

　以上。

(渡辺教育長)　４点の改正である。質疑のある方は発言をするように。

(学校教育課長)　これまでの表記の誤りを訂正する改正となっている。

(袴田委員)　廃棄文書は、廃棄する文書ごとに校長に確認していたのか。また、校長

の判断で破棄しないこともあるのか。

(学校教育課長)　その様なことはなく保存年限で廃棄している。延期するということ

もない。校長は、溶解処分など適切な方法で破棄していることは確認している。この

年限をもって破棄しているため、廃棄簿に決裁を受ける必要がないことから改正する

ものである。

(袴田委員)　保存期間が決まっているということは、その文書はその期間のみ保存す

ればよいことが決まっているということか。

(学校教育課長)　その文書の年限を持って破棄しているため、それ以降に文書がない



ことに責任は問われないということである。

(袴田委員)　適正な方法で廃棄していることは理解した。廃棄する方法を確認するの

が校長の役割であるということでよいか。

(佐原委員)　誰が、いつ、どのようにこの文書は廃棄したということがわかるものが

あるか。

(学校教育課長)　それが廃棄簿となるが、廃棄簿については、各校に保存してある。

市と同様な処理をしている。

(渡辺教育長)　各学校、年度ごとにダンボールに保存してある。年限となれば廃棄す

るよう整理されているため、事務職員が廃棄するときに校長に確認を受けて廃棄して

いる。

(袴田委員)　その都度確認するとなると校長によって廃棄しない文書もあるのか。

(学校教育課長)　ここ数年、教育委員会では大型のシュレッター車を毎年手配するこ

とになったので、保存年限ごとに処分できていると思う。

(袴田委員)　分かりました。

(佐原委員)　この保存年限が１年とある。例えば、平成30年度の文書は１年間保存さ

れるということか。

(学校教育課長)　そのとおりである。翌年１年間という意味である。

(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第４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）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第４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。

(渡辺教育長)　続いて、議案第５号「湖西市立図書館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。

(図書館長)　議案第５号「湖西市立図書館条例施行規則の一部改正について」、湖西

市立図書館条例施行規則（平成元年湖西市教育委員会規則第6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31年２月22日提出。湖西市教育委員会　教育

長　渡辺宜宏。

　この一部改正は、平成30年５月定例教育委員会において承認いただいいたの湖西市

立図書館条例施行規則の一部改正である。前回の一部改正では、第３条の開館時間を

湖西市立図書館条例に移行したことで以降の条文を繰上げたが関連する第10条にある

条文が繰上げられていないため、字句の修正を行うものである。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第５号「湖西市立図書館条例施行

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）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第５号「湖西市立図書館条例施行規則

の一部改正について」は原案のとおり承認された。

(渡辺教育長)　続いて、議案第６号「平成30年度湖西市一般会計補正予算（第6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６号「平成30年度湖西市一般会計補正予算（第6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31年２月22日提出。湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　今回の要求は、歳入要求総額1,119万4,000円の減額、歳出要求総額が2,841万8,000

円の減額である。

　初めに、歳入について説明する。幼稚園施設整備費の1,119万4,000円の減額は、岡

崎幼稚園園舎の耐震補強事業の地質調査と耐震改修・増築工事設計業務の事業費の減

により、県補助金及び市債を減額するものである。

　続きまして、歳出の説明をする。

　10款２項１目学校管理費の小学校施設管理運営費の補正額は、521万7,000円の増額

である。

　新年度において鷲津小学校、岡崎小学校、知波田小学校、新居小学校の４つの小学

校で特別支援学級がそれぞれ１クラス増えることに伴い、必要な物品を購入するため

消耗品費及び備品購入費と不足が見込まれる光熱水費を増額する。３項１目学校管理

費の中学校施設管理運営費の補正額は、48万6,000円の増額である。新年度において

白須賀中学校の特別支援学級が１クラス増えることに伴い、必要な物品を購入するた

め消耗品費及び備品購入費を増額する。４項２目幼稚園整備費の幼稚園施設整備費の

補正額は、3,180万円の減額である。岡崎幼稚園こども園化事業及び新居幼稚園こど

も園化事業の入札差金による不用額を減額する。６項６目文化振興費の文化財保護保

存費の補正額は、746万円の減額である。浜名湖西岸土地区画整理事業予定地の埋蔵

文化財について、県との協議により、試堀調査を先行して実施することになったため

不用額と本興寺本堂茅葺屋根保存修理工事の事業確定に伴い補助金を減額する。７項

１目保健体育総務費の社会体育施設維持管理費の補正額は、513万9,000円の増額であ

る。指定管理しているアメニティプラザにおいて、電気及び重油料金の値上がりに伴

い委託料を増額する。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　小学校施設管理運営費であるが、新年度において鷲津小学校、岡崎小学

校、知波田小学校、新居小学校の４つの小学校で特別支援学級がそれぞれ１クラス増

えるということだが、そのような児童が増加傾向にあるのか。

(学校教育課長)　特別支援学級は、８名を上限として１クラスが構成される。１名増

えて９名となると１クラスが増となり複数のクラスが設置されることになる。特別支

援へ要する子どもは増加の傾向にあるので、新設や増設する学校が多くなっている。



(渡辺教育長)　２、３人増えることで、クラスが増える学校もある。

(袴田委員)　分かりました。もう一つ、幼稚園施設整備費は減額しているが、先般の

教育委員の現場視察で説明があった給食室のエレベーター設備はどうか。

(教育総務課長)　給食室のエレベーター設備は耐震補強する施設にあり、再来年度の

施工箇所である。平成31年度は、保育部となる南園舎施設を新設する。この設備の状

況は把握しているが、財源も含め検討中である。

(幼児教育課長)　補足であるが、今年度は設計業務を委託中で、改修を要する箇所は

工事手法を検討している。改修は、入札差金などで予算内に収まるようであれば対応

したい。

(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第６号「平成30年度湖西市一般会

計補正予算（第6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６号「平成30年度湖西市一般会計補

正予算（第6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、議案第７号「平成31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７号「平成31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31年２月22日提

出。湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　平成31年度当初予算要求の概要について説明する。

　はじめに、３款民生費、２項児童福祉費、３目保育所費について説明する。

　保育園管理運営費は、公立保育園３園それぞれの管理運営に要する経費である。

　民間保育所等施設型給付費の増額理由は、小規模保育所の新設及び2019年10月から

の幼児教育無償化によるものである。こども園への施設型給付は、９月まではこども

園が徴収している保育料との相殺分を支出するが10月からは保育料の徴収がなくなる

ため増額する。民間保育所助成事業費の増額理由は、民間こども園の新築に伴う施設

整備費補助金の増額と湖西市子育て相談事業委託料の減額である。子育て相談事業は、

地域の子育て支援を行うという機能を有するこども園においては必須の事業であるこ

とから、平成30年度をもって委託事業としては終了する。なお、子育て相談業務は、

保育園・こども園の行う子育て支援業務において継続する。公立保育所施設管理運営

費の減額理由は、平成31年４月から包括施設管理業務の導入により、公立保育園３園

の施設保守業務の一部を資産経営課に事務移管することに伴う委託料の減額である。

こども園化準備費は、2020年４月にこども園として開園する新居幼稚園に必要となる

消耗品や保育・給食備品を購入するために新規に予算計上している。幼児教育無償化

事業費は、2019年10月からの幼児教育無償化に伴い認可外保育施設を利用する３歳か

ら５歳の子ども及び住民税非課税世帯の０歳から２歳の子どもについて、利用料を補

助するために新規に予算計上してある。

　つぎに、10款教育費、第１項教育総務費について説明する。



　教育指導関係経費は、教師用教科書及び指導書の購入費を減額している。

　平成30年度は小学校６学年分の指導に必要な指導書等を購入する必要があったが、

平成31年度に必要となる指導書等は中学校３学年分となることから差額分を減額する

ものである。

　学校保健衛生費の増額理由は、児童及び生徒の定期健康診断に耳鼻科検診を加えた

ことに伴うものである。研究指定事業費の減額理由は、小中学校指定「特色ある学校

づくり」推進事業の見直しにより必要経費を削減したことに伴うものである。

　幼稚園一時預かり事業費は、開園日一時預かり、長期休園日一時預かり、緊急一時

預かり及び非在籍児一時預かりを実施するための経費である。開園日一時預かりは、

鷲津・白須賀・岡崎・新居の各幼稚園においてその幼稚園の開園日に園児を預かる保

育である。長期休園日一時預かりは、白須賀幼稚園において夏期・冬期・春期の長期

休園日に園児を預かる保育を実施している。緊急一時預かりは、新居幼稚園において

保育園・こども園への入所が決定するまでの間に児童を預かる保育である。非在籍児

一時預かりは、全公立幼稚園において日本に一時帰国している未就学児の預かり保育

を実施している。この事業費の増額理由については、再任用職員の退職によるもので

新たに非常勤職員を雇用するために増額する。

　幼稚園教育指導関係経費は、幼稚園における幼児教育を支援・充実させることを目

的として、幼児ことばの教室、特別支援教育推進、幼稚園研究指定、幼稚園教育振興

及び幼稚園親子読書推進の各事業を実施するための経費である。

　つぎに、10款教育費２項小学校費について説明する。

　小学校管理運営費及び小学校施設管理運営費の減額理由は、平成31年４月から包括

施設管理業務の導入により、市内小学校６校の施設管理保守業務の一部を資産経営課

に事務移管することに伴う委託料の減額である。

　つぎに、10款教育費３項中学校費について説明する。

　中学校管理運営費及び中学校施設管理運営費の減額理由は、小学校同様に平成31年

４月から包括施設管理業務の導入により、市内中学校５校の施設管理保守業務の一部

を資産経営課に事務移管することに伴う委託料の減額である。

　中学校施設整備費の増額理由は、新居中学校の中校舎に渡り廊下棟も含んで外壁補

修を実施するために増額となる。

　つぎに、10款教育費４項幼稚園費について説明する。

　一般諸経費の増額理由は、就園奨励事業の増額で2019年10月からの幼児教育無償化

によるものである。子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園に就園す

る園児の保育料は、９月までは園児の保護者の所得に応じて保育料を補助するが10月

からは所得による制限がなくなり月額25,700円を限度に補助することになることから

増額している。

　私立幼稚園等施設型給付費の増額理由は、民間保育所等施設型給付費と同じく2019

年10月からの幼児教育無償化によるものである。９月までは徴収している保育料との

相殺分を支出するが10月からは保育料の徴収がなくなることから増額している。

　幼稚園施設管理運営費の減額理由は、平成31年４月から包括施設管理業務の導入に

より、公立幼稚園６校の施設管理保守業務の一部を資産経営課に事務移管することに

伴う委託料の減額である。

　幼稚園施設整備費の増額理由は、岡崎幼稚園をこども園として2021年度の運用開始

に向け、静岡県耐震基準に合わせる耐震補強工事及び園舎改修工事を実施するととも

に新居幼稚園をこども園として2020年度の運用開始に向けた園舎改修工事及び給食備

品等の整備に伴う事業費の増額である。



　つぎに、10款教育費、６項社会教育費について説明する。

　生涯学習推進費の減額理由は、生涯学習講座の報償費の減額とおちばの里親水公園

の設備検査業務を包括施設管理業務に移管することに伴う委託料の減額である。

　西部地域センター管理運営費は、予算科目の移動により生涯学習費に計上してある。

この管理運営費の減額理由は、修繕、施設維持管理に係る設備検査業務及び委託業務

を包括施設管理業務に移管することに伴う減額である。

　青少年健全育成費の減額理由は、青少年育成団体の補助金見直しによるものである。

　文化振興関係経費の減額理由は、小学校５年生を対象に実施していた県巡回劇場公

演をとりやめたことによるものである。

　文化財保護保存費の増額理由は、女改之長屋復元整備工事にかかる工事請負費と展

示ケース等の備品購入費、関所構内の消防設備等の改修にかかる実施設計料、来館者

に関所全体を知ってもらうためＣＧを取り入れたアプリ作成委託料、また浜名湖西岸

土地区画事業予定地内と市有地内に所在する遺跡の試掘・確認調査にかかる調査費を

計上したことで増額する。

　白須賀宿歴史拠点施設管理運営費と新居関所史料館管理運営費は、委託料の設備保

守点検業務と樹木管理業務が資産経営課の包括施設管理業務委託へ移管することによ

り減額する。

　紀伊国屋資料館管理運営費の減額理由は、シロアリ防除作業の完了による手数料の

減額と委託料の設備保守点検業務と植栽管理業務が資産経営課の包括施設管理業務委

託へ移管することに伴う減額である。

　北部地区多目的研修施設管理運営費及び南部地区構造改善センター管理運営費の減

額は、修繕、施設維持管理に係る設備検査業務及び委託業務の包括施設管理業務に移

管することに伴う委託料の減額である。

　中央図書館管理運営費及び新居図書館運営費の減額理由は、修繕、施設維持管理に

係る設備検査業務及び委託業務の包括施設管理業務に移管することに伴う委託料の減

額である。

　つぎに、10款教育費、７項保健体育費について説明する。

　社会体育施設維持管理費の増額理由は、複合運動施設の光熱水費の単価上昇に伴う

指定管理委託料、勤労者体育センターの卓球室へ遮光カーテンを設置するための工事

請負費、勤労者体育センターの卓球台、複合運動施設の掃除機と25ｍプールで使用す

る幼児・児童用の補助台プールフロアーの備品購入費を計上したことによる増額であ

る。

　スポーツ活動推進及び大会運営費は、東京2020オリンピックに向けたスペイン卓球

チームの事前合宿の受入れにより増額する。

　以上。なお、質問については各課長が答える。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(佐原委員)　文化振興関係経費の小学校５年生を対象に実施していた県巡回劇場公演

をとりやめた理由を伺いたい。今後は実施しないということか。

(スポーツ・文化課長)　県の巡回劇場公演は、毎年、小学校５年生を対象にアメニ

ティプラザを会場にして古典芸能とかを鑑賞する機会を提供してきたが、各学校から

バス等の移動に伴う借上料の予算確保が難しいため、教育委員会で予算を負担して欲

しいという話があり検討したところ、各小学校予算において同様な催物の予算もある

ことから事業を見直すこととなった。この巡回劇場は、県内でも３箇所でしか実施し

ていないことから廃止することとした。

(渡辺教育長)　各小学校にアンケートを取り現状を把握したうえで判断している。再



来年度からは、学習指導要領も改訂され授業数も増えるため時間に余裕がなくなるこ

とや学校でも同様な取組みを実施しているというのが理由である。

(学校教育課長)　補足であるが、他の芸術公演はSPACなどの演劇関係や小規模な音楽

演奏者などからも案内があるため、巡回劇場に代わる活動を充実させようと学校で検

討している。費用面でも、校内のリサイクル活動による収入などを充てるなど工夫し

ている。

(佐原委員)　小規模の音楽団体を招く費用を各学校で負担するということだが、県の

巡回劇場の費用はどこで負担していたのか。

(スポーツ・文化課長)　県の巡回劇場の経費は、県も一部負担するが主な経費は教育

委員会で負担していた。

(佐原委員)　県と市が子ども達に文化的なものを提供していたものを廃止し、今後は、

各学校ごとで必要と思えるものを学校が負担して実施するという理解でよいか。

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。

(学校教育課長)　補足だが、例えば知波田小学校の５年生19人で巡回劇場に行く交通

手段を考えた場合は、バスだと割高であるし電車となると歩く距離も長くなる、タク

シーという手段なども検討することになるが、この経費を学校内の別に予算に充てる

ことが有効であるという判断もある。

(渡辺教育長)　他に校長会では、浜松フィルハーモニー楽団やSPACなどの出張公演や

無償で行う公演を紹介している。学校が公演に対し支払う経費は定額であり、児童数

などは反映しないため学校側の視点では児童１人当りの経費も考え、工夫した取組み

をしている。

(佐原委員)　私は、このような芸術公演に触れる機会が減ってしまうことを懸念して

いる。今年は、予算が不足するから見送るということで先送りすることにならないで

欲しい。

(学校教育課長)　その様なことにならないように学校には啓発する。

(渡辺教育長)　「特色ある学校づくり」推進事業の予算もあり、学校独自の取組みも

可能であり期待したい。

(佐原委員)　直ぐに対応することは難しいがよろしくお願いする。

(渡辺教育長)　他にあるか。平成31年度予算全体を把握することは難しいことである

が、予算の特徴としては包括管理という手法を導入するために委託費、手数料や修繕

などの経費が減額としている事業があるということである。

(佐原委員)　修繕などの経費が教育委員会ではなく別の部局で実施するということか。

(教育次長)　そのとおりである。備品の修繕、高額な修繕やその他に特命で管理して

いる予算は残している。一般的な修繕費は、資産経営課で一括管理する。

(佐原委員)　分かりました。

(渡辺教育長)　教育費としては、エアコン等の空調設備の導入も含めて予算を考えれ

ば、多少減額した事業もあるが全体的には良い予算要求だと考えている。

　他に質疑がないようであれば、議案第７号「平成31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）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第７号「平成31年度当初予算要求につ

いて」は原案のとおり承認された。



(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31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21分終了


