
６月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成30年６月21日（木） 午後３時00分～午後４時10分

２ 場　所 西部公民館 講座室３

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 21 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を改正する条例制定につ

いて

第 22 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 23 号 湖西市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について

第 24 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 25 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 26 号 湖西市青少年問題協議会委員の委嘱又は任命について

第 27 号 湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱又は任

命について

第 28 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 29 号 湖西市立公民館条例の一部を改正する条例制定について

第 30 号 湖西市西部地域センター条例施行規則制定について

５ 議　案 第 13 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

６ その他 ・ 夏季休業期間における学校閉庁日の設定について

・ 湖西市立中学校部活動の在り方に関する総合的なガイド

ライン案（骨子）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30年６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21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

関する条例の一部を改正する条例制定について」、事務局の説明を求める。

(幼児教育課長)　報告第21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を改正する条例制定について」、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30年６月21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

30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

育料に適用するため、地方自治法に定められた専決処分を３月31日で行い、先般開催

された湖西市議会６月定例会で承認された。

　改正の内容は、施設型給付を受ける湖西市立以外の幼稚園、こども園の幼稚園部に

通う園児の保育料について、年収約360万円未満相当世帯に係る保育料を軽減するも

のである。

　保育料の減額は、国の子ども・子育て支援新制度の開始以降、幼児教育無償化の段

階的取組として毎年行われ、昨年度に引き続き専決処分で対応した。

　湖西市立以外の幼稚園、こども園の幼稚園部に通う園児の保育料を規定する表にあ

る、年収360万円未満相当の世帯のうち市民税所得割が課税される世帯である第３階

層その他世帯の保育料「12,900円」を国の基準と同額の「10,100円」に減額するもの

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。

　国に準じた改正である。この内容に該当する湖西市立以外の園は、どこがあるか。

(幼児教育課長)　「しらゆりこども園」「微笑こども園」「岡崎こども園」「二川幼

稚園」がある、今回対象となる園児が10名、年額で30万円減となる。

(渡辺教育長)　続いて、報告第22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)　報告第22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ので報告する。平成30年６月21日提出　湖

西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　この委員会は、湖西地区教科書研究委員会の調査結果をもとに、湖西市内の小中学

校で使用する教科用図書の採択案を建議するために設置されたものである。



　委員は５名で、任期は第１回委員会の日からその年度の３月31日までである。平成

30年度は、名簿にある５名に委員を委嘱又は任命したので報告する。

　なお、互選により、山下宗茂氏が委員長に就任し、吉原靖則氏を副委員長に選任し

た。

　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) 教科用図書とは、何か。教科書とは違うのか。

(学校教育課長)　教科書である。小中学校で使用する教科書の採択ということである。

本年度は、来年度から中学校で使用する「道徳」の教科書の採択を予定している。

(渡辺教育長)　教科書は、教科用図書の略称である。

(河合委員) 授業で使用する副読本でないことがわかった。昨年、小学校で使用する

「道徳」の教科書を選定したが、この採択案のとりまとめを教科用図書選定委員会で

行うという理解でよいか。

(渡辺教育長)　そのとおりである。来年からは、この選定作業が続いていくことにな

る。来年は小学校で使用する全教科の教科書を選定し、再来年は中学校で使用する全

教科の教科書を選定することになる。

(河合委員) 採択案の説明は、この選定委員会の委員が行うのか。

(学校教育課長)　選定委員も、教科書を確認した上で採択案をとりまとめることにな

るが、説明者は教科書研究委員会の委員が行う。教科書研究会は、各学校の教科主任

が集まり調査研究を行っている。調査結果を、湖西地区教科用図書選定委員会に報告

して採択案をとりまとめている。

(河合委員) その採択案を教育委員会が審議するということで理解した。

(渡辺教育長)　続いて、報告第23号「湖西市スポーツ推進審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。

(スポーツ・文化課長)　報告第23号「湖西市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命

について」、湖西市スポーツ推進審議会条例（平成５年湖西市条例第22号）第４条の

規定により、下記の者を湖西市スポーツ推進審議会委員に委嘱又は任命したので報告

する。平成30年６月21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11名で、任期は平成30年６月１日から平成32年３月31日ま

での約２年間である。　

　湖西市スポーツ推進審議会は、「市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与する」ことを目的に設置した組織である。この審議会ではスポーツ推進

計画とスポーツ推進に関する重要事項の調査審議を行うこととなっている。

　審議会は18人以内の委員で組織し、委員はスポーツに関する学識経験のある者及び

関係行政機関の職員の中から教育委員会が委嘱又は任命をするものである。

　今回委嘱又は任命をした委員のうち再任は４名、新任委員は７名である。委員は、

体育協会役員・スポーツ推進委員のほかは各種団体・学校の代表で構成している。

　以上。

(渡辺教育長)　それぞれの団体の代表が委員となっている。

　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員) 審議会の委員が18人以内とあるが、今回は11名となっている。これは、

それぞれの団体が減ってきているということか。



(スポーツ・文化課長)　そのように理解している。スポーツ推進委員を増やすことな

ど、今後検討していきたい。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第24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24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30

年６月21日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　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ものであ

る。平成30年６月30日の任期満了に伴い、新たに委員を委嘱又は任命するものであり、

任期は平成30年７月１日から平成32年６月30日までである。今回、委嘱又は任命をし

た委員は９名うち２名が新任である。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(佐原委員) 湖西市放課後子どもプラン推進事業とは、どのような事業か。

(社会教育課長)　文部科学省が管轄している放課後子ども教室推進事業と厚生労働省

が管轄している放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラブがある。

　委員の構成にあるように教育委員会と福祉部局と事業を調整し運営することを目的

にしている。

(袴田委員) 具体的に実施している内容はどのようなものか。

(社会教育課長)　放課後子ども教室で実施する活動や講座などを、放課後児童クラブ

の子どもにも参加できるように交流を図るなどの連携をしている。

(渡辺教育長)　それぞれ参加している子どもの目的が違うため、課題が多いと聞いて

いる。放課後子ども教室に興味を持って取り組む子どもと時間があるから取り組む子

どもでは、意欲が違う。課題はあるが、試験的な取組として始めている。

(社会教育課長)　昨年度から知波田小学校ではじめている。

(渡辺教育長)　放課後子ども教室の開催回数はどの程度か。

(社会教育課長)　６月から２月まで月２回程度。夏休みなどの長期休暇もあるため年

間で14回である。

(佐原委員) 放課後子どもプランとは。

(社会教育課長)　国がとりまとめた計画で、放課後子ども教室と放課後児童クラブを

一体的な取組として進めていこうというプランとなっている。

(佐原委員) 放課後児童クラブの子どもの安全な居場所として、放課後子ども教室を

活用しようとしているが、課題が多いということか。

(渡辺教育長)　放課後子ども教室の指導員の負担が大きいと聞いている。この委員会

では、これらの課題を踏まえより良い運営方法等について検討している。

　



(渡辺教育長)　続いて、報告第25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25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30年６月21日提出　湖西市教育委員会　教育長

渡辺宜宏。

　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、

運営委員会を置いている。

　委員の任期は２年で、教育委員会が委嘱又は任命することとなっている。

　平成30年６月30日の任期満了に伴い、新たに委員を委嘱又は任命するものであり、

任期は平成30年７月１日から平成32年６月30日までとなる。

　今回、委嘱又は任命する委員は８名で、うち３名が新任である。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　地域コーディネーターが、知波田小学校、白須賀小学校、白須賀中学校の３校に配

属しているため、実施校の代表が委員となっている。

(佐原委員) 会議の開催回数は。

(社会教育課長)　年２回である。　

(渡辺教育長)　この他に、静西教育事務所の研修会などにも参加している。

(渡辺教育長)　続いて、報告第26号「湖西市青少年問題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。

(社会教育課長)　報告第26号「湖西市青少年問題協議会委員の委嘱又は任命につい

て」、湖西市青少年問題協議会条例（昭和37年湖西市条例第17号）第３条の規定によ

り、下記の者を湖西市青少年問題協議会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成

30年６月21日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　湖西市青少年問題協議会条例では、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総

合的施策の樹立並びに適正な実施を期するため、地方青少年問題協議会法第１条の規

定に基づき、湖西市青少年問題協議会を置いている。

　委員の定数は25人以内、任期は２年で、市長が委嘱又は任命するとされている。

　平成29年６月１日に委嘱又は任命した委員のうち８名の委員が変更したことに伴い

新たに委嘱又は任命したものである。委員の任期は、委嘱の日から前任者の残任期間

である。

　以上。

(渡辺教育長)　それぞれの団体の代表が変更している。

　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27号「湖西市青少年育成センター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。

(社会教育課長)　報告第27号「湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱又は

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５条及び第６条の規定により、下記の者を湖西市青少年育成センター運

営協議会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成30年６月21日提出　湖西市教育

委員会　教育長　渡辺宜宏。

　湖西市青少年育成センター設置要綱では、青少年の保護育成に関係する機関及び団

体が相互に連携協調して、青少年健全育成を図るため、湖西市青少年育成センターを

設置し、その適正な運営を図るため、運営協議会を置いている。

　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することとなっ

ている。

　平成29年６月１日に委嘱又は任命した委員のうち５名の委員が変更したことに伴い、

新たに委嘱又は任命したものである。委員の任期は、委嘱の日から前任者の残任期間

である。

　以上。

(渡辺教育長)　それぞれの団体の代表が変更しており前任の残任期間となっている。

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28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28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30年６月21日提出　湖西市教育委員会　教育長

渡辺宜宏。

　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

青少年補導員を置いている。

　委員の定数は60人以内、任期は２年で、教育委員会が委嘱又は任命することとなっ

ている。

　５月定例教育委員会で報告した新任委員８名のうち１名が変更となり報告するもの

である。委員の任期は、委嘱の日から前任者の残任期間である。

　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)　続いて、報告第29号「湖西市立公民館条例の一部を改正する条例制定

について」、事務局の説明を求める。



(社会教育課長)　報告第29号「湖西市立公民館条例の一部を改正する条例制定につい

て」、湖西市立公民館条例（昭和52年湖西市条例第26号）の一部を別紙のとおり改正

したので報告する。平成30年６月21日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　今回の改正は、他の公の施設と同様に、市の統一的な算定基準に基づく使用料の見

直しのほか、他の公の施設の条例との整合性を図るため条文の追加と字句の改正も

行っている。

　新たな使用料は、平成30年10月１日以後の使用に係るものから適用する。

　施設の名称は、「湖西市立西部公民館」から「湖西市西部地域センター」に改称す

る。西部公民館は、昭和60年４月に公立社会教育施設整備費補助金（国庫）を受けて

社会教育法に規定される「公民館」として開館したが、今回、公民館の利用者拡大を

図るため「財産処分」を行うものである。

　国の補助金を受けて開館した西部公民館は、開館後10年以上経過し、補助の目的を

達成したとみなされ、他の目的の施設に転用することが可能な財産処分が認められた。

これにより、今まで禁止されていた営業、政治、宗教目的での施設利用が可能となる。

施設の使用制限は緩和されるが、同時に社会教育法上の「公民館」でなくなり、「公

民館」の名称が使用できなくなるため、施設名を変更するものである。　

　この条例の改正では、名称を「湖西市立公民館条例」から「湖西市西部地域セン

ター条例」に改称する。第２条以降の「公民館」の字句は「地域センター」に、「教

育委員会」は「市長」に改める。第６条の休館日については、これまで規則で規定し

ていたものを他の公の施設の条例と同様に条例で定めることとし追加した。旧条例第

９条第２項を使用料の減免とし、第11条に規定した。第13条は、目的外使用及び使用

権の譲渡禁止について、他の公の施設の条例と同様に定めている。別表の改正では、

新たな使用料を規定し、営業目的等を含めた使用料を追加している。この条例の施行

期日は平成30年10月１日である。

　なお、財産処分後も、条例第４条第２号により「生涯学習の推進に関する事業」を

行うことが施設の目的であるため、社会教育関係団体等には、今までどおり活動拠点

として利用することができる。

　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) 使用料にある「屋外イベント広場」の大きさは。

(社会教育課長)　実測していない。

　屋外イベント広場の区域は、施設入口インターロッキングの部分である。

(河合委員) 施設東側の舗装されていない駐車場は、貸し出さないのか。

(社会教育課長)　施設利用者の駐車場として考えている。

(袴田委員) 施設南側にある広場は、貸し出しするのか。

(社会教育課長)　施設南側の広場は、南上ノ原公園である。都市公園条例で管理する

公園で西部公民館の所管ではない。イベント等で利用する場合は、公園管理者に申請

することになる。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第30号「湖西市西部地域センター条例施行規則制定につ

いて」、事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　報告第30号「湖西市西部地域センター条例施行規則制定について」、

湖西市西部地域センター条例施行規則（平成30年湖西市告示第172号）を別紙のとお



り制定したので報告する。平成30年６月21日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺

宜宏。

　今回の規則制定は、湖西市立公民館条例の一部改正に伴い、条例施行規則を制定す

るものである。これまで公民館条例施行規則は教育委員会規則であったが、公民館条

例の一部改正で改称後の施設は市長の権限に属する施設となったことにより、改称後

の施設名である「湖西市西部地域センター」条例施行規則として制定した。

　第１条は、本条例施行規則の趣旨を規定するものである。第２条は、使用許可申請、

第３条は使用許可の取消しを規定している。第４条は、使用料の減免及び減免申請に

関する規定である。減免については、別表で規定している。この減免基準は、４月定

例教育委員会議案であった図書館条例施行規則と同様に、市全体で統一的に見直して

いる。第５条は、条例のただし書きにより還付をする場合の還付額を規定している。

第６条は、施設備付けの図書・視聴覚資料の利用時間、貸出量、貸出期間等について

図書館条例施行規則を読み替え、規定した。第７条は使用者等の遵守事項、第８条は

係員の入室、第９条は損傷亡失の届出について、それぞれ規定している。この規則の

施行期日は、平成30年10月１日で、施行日以降の使用に係る特定の手続については、

平成30年７月１日から施行する。なお、本条例施行規則のように公民館条例の一部改

正により影響を受ける、教育委員会所管の規則、要綱等については、来月以降の定例

会で取りまとめ審議いただく予定である。

(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、議案第13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。

(社会教育長)　議案第13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、湖西市西部地域センターの運営管理に

関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30年６月21日提出　湖

西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　報告案件のとおり西部公民館は、社会教育法に基づく施設として教育委員会が運営

管理してきたが、今回の「湖西市立公民館条例の一部を改正する条例」により「湖西

市西部地域センター」と改称され、当施設の運営管理は、市長の権限に属する事務と

なった。市は、施設名は変わっても引き続き社会教育の拠点としての利用を進める方

針であるため、教育委員会への補助執行に係る協議があった。

　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、これらの執行機関の

管理に属する機関の職員に委任し、補助執行させることができる」とある。

　今回の協議は、この規定に基づき、市長の権限に属する湖西市西部地域センター運

営管理事務を、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。

(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)　質疑がないようであれば、議案第13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）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第13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。

(渡辺教育長)　続いて、「その他」事項の「夏季休業期間における学校閉庁日の設定

について」、事務局から報告する。

(学校教育課長)　「夏季休業期間における学校閉庁日の設定について」説明する。

　各小中学校長に通知した書面のとおり、本年度は、８月13日から８月15日までの３

日間、学校を閉庁する。これは、「児童生徒を家庭・地域に帰すこと」と「職員の働

き方改革の推進」という大きく２点を目的としている。この間の緊急連絡は、学校教

育課で対応し、保護者・関係機関宛てにも周知することで協力願いたいと考えている。

補足となるが、平成29年12月の中央教育審議会の中間まとめでは、「新しい時代の教

育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に

関する総合的な方策について」の中に「勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑

制のための必要な措置」のうち「長期休業期間において年次有給休暇を確保できるよ

うに一定期間の学校閉庁日の設定を行うことを促す。」とある。これを受けて、静西

教育事務所管内のほとんどの市町では、学校閉庁日を実施する。

　以上。

(渡辺教育長)　静西教育事務所管内のほとんどが、８月13日から８月15日までのの３

日間である。浜松市は、学校ごとで、閉庁日の３日間を設定することとしている。

　過去、学校週５日制を導入する際に学校閉庁日というのを設定したことがある。そ

の場合も、保護者へ周知することで問題はなかったと思う。

　今回は、職員の働き方改革の推進ということで学校閉庁日を実施する。

　意見のある方は発言をするように。

(佐原委員) 次年度以降はどのようになるのか。

(渡辺教育長)　曜日によって変更となる。

(袴田委員) ８月13日から15日までの中で土日があると、16日、17日が閉庁日となる

のか。

(渡辺教育長)　16日、17日は、先生方も出張があるため、閉庁日が１日若しくはは２

日となることもあると思う。今年度は、この日程で設定している。

　学校への問合せ等は、教育委員会で対応する。

(佐原委員) 閉庁日でなければ、先生は出勤するのか。

(渡辺教育長)　日直というのがあるので、最低でも２人は出勤する。

(河合委員) 日直は、土日の出勤もあるのか。

(渡辺教育長)　日直は、平日のみである。閉庁日であれば職員は出勤しない。

(佐原委員) 閉庁日の日数について、国からの指示はあるか。

(渡辺教育長)　指示はない。



　今後、保護者への周知を進める。

(渡辺教育長)　続いて、「その他」事項の「湖西市立中学校部活動の在り方に関する

総合的なガイドライン案（骨子）について」、事務局から報告する。

(学校教育課長)　「湖西市立中学校部活動の在り方に関する総合的なガイドライン案

（骨子）について」説明する。

　学校教育課では、国・県から示された部活動指導のガイドラインをもとに、「湖西

市立小中学校部活動の在り方に関する総合的なガイドライン案」を作成している。そ

のガイドライン案について説明する。

　これまでの部活動運営との大きな相違点は、休養日の設定についてである。平日の

うち少なくとも１日は活動を休止、土日等の休業日のうち少なくとも１日は活動を休

止とする。ただし、大会等で土曜・日曜日に休養日を設定できない場合が想定される

ため、翌週に調整するか、それが困難な場合は後４週の中で調整するとしている。さ

らに、長期休業中のまとまった活動休止日の設定や、市としての「一斉休養日の設

定」等を盛り込んでいる。

　活動時間ついては、平日２時間程度、休業日は３時間程度と定め、これまでと比べ

て休業日の活動時間を短くする。さらに、朝練習は実施しないこととしている。

　保護者・地域との連携については、これまでの考え方を踏襲しつつ、それらを強化

する内容としている。

　運用については、周知・試行期間を設け、平成31年９月完全実施を目指している。

　以上。

(渡辺教育長)　この内容は、国、県、浜松市からもガイドライン案が出ているので、

これらに準じたものとなっている。

　中体連などの関係で浜松市とは連携を図る。浜松市と同様に試行期間を設けて来年

度の新人戦以降からはじめる。

　湖西市内の中学校は、部活動が盛んで保護者も熱心であるため批判はあると思う。

　意見のある方は発言をするように。

(袴田委員) 短時間集中の部活動になると思われる。ガイドライン案には、科学的ト

レーニングとあるが、検討されているか。

(学校教育課長)　国や県からも各部活動の指導法については、示されている。

　今後、科学的トレーニング等についても、順次、国や県から提供されることになる

と思う。

(袴田委員) 運用当初は、混乱もあり大変だと思う。試行錯誤となるのでは。

(佐原委員) ガイドライン案とあるが、目安のようなものか。遵守しなくてもいいの

か。先生の判断に委ねられるものとなるのか。

(学校教育課長)　校長会では、ガイドラインを遵守することは申し合わせている。

　校長からの指導のもと、各校の足並みが揃っていくと思われる。課題は多いと思う

が、校長会での協議を重ねながら、確実に実施できるように進める。

(渡辺教育長)　ないがしろにならないように、校長の許可を得るなどの対応をしてい

きたい。

(佐原委員) 活動時間は、平日２時間程度、土日３時間程度とあるようだが、学校で

の練習なら問題ないように思うが、練習試合などを想定すると移動時間などもあるの

で３時間というのが難しいように思う。この場合は、校長の判断というようなことに



なるのか。

(渡辺教育長)　そのような解釈は、校長の判断になると思う。

　この活動時間は、子どもの体への安全を配慮している。移動時間を制限するもので

はないと思う。

(佐原委員) 朝練習は実施しないのか。

(渡辺教育長)　子どもの健康に配慮している。「朝練習は実施しない」と「週当たり

２日以上の休養日」は、静岡県内の中学校の統一事項である。静岡市は、週当たり３

日以上の休養日としている。

　今後は、社会体育に活動の場が広がると思われる。

(佐原委員) 部活動の顧問となる先生への負担を減らすために外部指導員を導入する

ことは考えているか。

　白須賀地区などでは、ソフトボール部など人数がそろわない部活もあるようである。

磐田市では、学校を跨いでの部活動などの取組もあるように聞いたが、湖西市内でも、

そのようなことも考えているのか。

(学校教育課長)　湖西市内でも一部の学校では、保護者と校長との話し合いで保護者

の責任の下、他校へ練習参加に行くという事例はある。

　部活動に所属はするが、外部のクラブに所属して活動する生徒もある。

　将来的には、県では部活動指導員というのを検討している。これは、時給1,600円

程度で非常勤講師、準公務員扱いで顧問を配属するという取組である。

　例えば、退職したバスケットの指導技術のある教員が、非常勤講師となり外部指導

員となるということは近い姿なのかもしれない。

　予算や人材確保の課題があり実現が難しいようである。

　ボランティアを導入するという考えもある。例えば、小学校のミニバスケットのよ

うにボランティアで教員が指導にあたるということはある。

　来年からすぐに取り組むような内容ではないが、いろいろな可能性を考えていきな

がら先生方の技能も踏まえながら対応することになる。

(佐原委員) ジュニアスポーツの加入数が少ないという問題もある。部活動もあり、

ジュニアスポーツもあり、子どもの人数も減っている。部活動の運営そのものが難し

くなっている。今後は、適切な数の部活動を設置することは重要である。

(渡辺教育長)　部活動とジュニアスポーツの所属は兼ねることは可能である。実情は、

ほとんど兼ねている。

　適切な数の部活動を設置するというのは、今後の重要な課題であり、この議論も進

んでいくことになろうかと思う。

　このガイドライン案で実施されることになるが、教育委員の方々にも、様々な意見

が寄せられると思う。この取組は、先生の負担減ということもあるが、子どもが健康

と勉学に励むことにも配慮していることを理解願いたい。

　

(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

30年６月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後４時10分終了


