
５月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成30年５月24日（木） 午後３時00分～午後３時53分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

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 ７ 号 湖西市就学支援委員会委員の委嘱又は任命について

第 ８ 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 ９ 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 10 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 11 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 12 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 13 号 学校評議員の委嘱について

第 14 号 湖西市社会教育委員の委嘱について

第 15 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 16 号 湖西市構造改善施設条例施行規則の一部改正について

第 17 号 湖西市文化財保護審議会委員の委嘱について

第 18 号 新居関所史料館運営委員会委員の委嘱について

第 19 号 特別史跡新居関跡整備委員会委員の委嘱又は任命につい

て

第 20 号 特別史跡新居関跡整備委員会建築専門部会委員の委嘱又

は任命について



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５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７号「湖西市就学支援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)　報告第７号「湖西市就学支援委員会委員の委嘱又は任命について」、

湖西市就学支援委員会規則（昭和56年湖西市教育委員会規則第１号）第４条の規定に

より下記の者を湖西市就学支援委員会委員に委嘱又は任命したので報告する。

平成30年５月24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22名である。

　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

らには未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支援を行う

ために設置されたものである。

　本委員会は、25人以内で組織し任期は１年である。

　以上。

(渡辺教育長)　各小中学校から１名が参加している。

　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　委員の構成は充て職だと思うが、新しい充て職はあるか。

(学校教育課長)　今年度については、充て職の変更はない。検討課題であるが、就学

前の指導をしてきた福祉関係職員にも参加を願うという意見はある。組織する委員定

数に余裕があるため、次年度は検討していきたい。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第８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)　報告第８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

は任命したので報告する。平成30年５月24日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺

宜宏。

　この協議会は、湖西市内の小中学校に在学している不登校児童生徒等の指導の適正

化を図るという趣旨のもとに設置されたものである。所掌事項は、不登校児童生徒の

指導に係る情報交換や指導経過についての情報交換等としている。

　委員の任期は１年で、委嘱又は任命した委員は21名である。

　以上。

(渡辺教育長)　　質疑のある方は発言をするように。

　この協議会も、例年のとおりの充て職であるか。

(学校教育課長)　そのとおりである。構成する関係者で十分な協議が図られていると

思う。



(渡辺教育長)　続いて、報告第９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)　報告第９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

は任命したので報告する。平成30年５月24日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺

宜宏。

　この協議会は、不登校児童生徒の「集団への適応力」を育み、自立支援を通して学

校への復帰を目指す湖西市チャレンジ教室の運営や指導方法について協議するために

設置している。

　委員の任期は１年で、委嘱又は任命した委員は20名である。

　以上。

(渡辺教育長)　この協議会は、湖西市不登校児等対策連絡協議会から幼稚園関係者を

除いただけの組織で充て職の委員は重複している。充て職についての変更はない。

　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　会議の運営は、重複している委員が多いため同日開催という流れである

か。

(学校教育課長)　そのとおりである。協議内容も関連があるため同日開催としている。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第10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)　報告第10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の

で報告する。平成30年５月24日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　この協議会は、要綱に基づき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ねらいとして設置している。いじめ問題に係る各校の状況報告、

及び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協議内容である。

　委員の任期は１年で、委嘱又は任命した委員は17名である。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　この協議会も、湖西市不登校児等対策連絡協議会と湖西市チャレンジ教室運営協議

会の関連性が強く重複する委員も多い、この３つの協議会が同日開催することもある

か。

(学校教育課長)　この協議会は、親の視点も大切にしている。委員には、PTA関係者

にも参加していただいている。PTA関係者が出席いただけるよう日程調整するため、

同日開催できない場合もある。可能であれば３つの協議会を同日開催するが、最近で

は、充実した会議となるよう別の日に開催している。

(河合委員)　いじめの事案が起きたときは、緊急的に臨時会が開催され対策を協議す

るという流れとなるのか。



(学校教育課長)　この協議会は、原則として年２回の開催である。臨時に招集し開催

することはないと考えている。いじめの事案は、その都度、学校と学校教育課等の連

携の中で問題解決を図っている。ただし、重大な事案については、別の第三者委員会

を立ち上げての対応になると思うが検討が進んでいない。第三者委員会となると、弁

護士等の参加を願うことになり、予算面でも課題があり懸案事項である。

　この協議会の役割は、重篤な事案とならないよう、いじめを未然に防ぐ取組を検討

することも含まれている。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第11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)　報告第11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ので報告する。平成30年５月24日

提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　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。主な協議内容は、外国人児童

生徒の学校生活や学習状況に係る情報交換、指導方法の検討などである。

　委員の任期は１年で、委嘱又は任命した委員は16名である。

　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)　これまでは、６月と10月に年２回開催していたと思う。今年度の開催予

定は。

(学校教育課長)　今年度は、５月29日に第１回を開催する予定である。協議会は、年

度始めに年１回は開催しており、通訳員の配置状況や外国人の転出入の状況など、そ

の年の体制としての評価や改善要望などの意見集約を含めて開催している。

(袴田委員)　教育委員会全体の委員会がわかる一覧資料があるか。

(渡辺教育長)　別の資料にある「湖西市教育委員会設置の委員会等（開催予定）」で

確認いただきたい。この一覧にある教育委員会が設置した委員会等は23ある。さらに、

開催後に随時、教育委員協議会の場で会議内容を報告している。

　今年度、外国人児童の適応指導として新居小学校に教員を１名増加したが、その経

緯を説明願う。

(学校教育課長)　外国人児童は、新居小学校への転入が増加傾向にあり、逆に岡崎小

学校への転入が減少傾向にある。この状況に対応すべく新居小学校に教員を１名加配

して、外国人の児童への取り出し授業を行い適応指導に取り組んでいる。今年度は、

去年に比べると転入する児童数は少ないため、この体制で対応できていると思う。

(佐原委員)　市内に、新居小学校の他に適応指導を目的にした取り出し授業を進めて

いる学校はどの程度あるか。

(学校教育課長)　小学校では、鷲津小学校、岡崎小学校。今年度から新居小学校。中

学校では、鷲津中学校がある。

(渡辺教育長)　４校である。

(佐原委員)　他の学校にも外国人児童生徒がいるが、適応指導できているか。

(学校教育課長)　小学校の段階で全く話せないということが解消される場合が多い。



転入する段階で、適応指導のある学校を選んでいる傾向がある。

(渡辺教育長)　通訳員が３人いる。通訳員を他の学校へ派遣するなどで対応している。

(佐原委員)　湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会という取組が最初の1回

のみということで心配していたが個別に対応するということで理解した。

(渡辺教育長)　この協議会の目的は、「外国人児童生徒適応指導教室運営について意

見交換し相談しやすい体制を整える」ということである。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第12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)　報告第12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

53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

は任命したので報告する。平成30年５月24日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺

宜宏。

　湖西市教科等指導リーダー相談員は、自らが各種研修会に参加し、専門性や指導力

を高めるとともに、各校・園からの要請に応じて訪問指導を行い市内教職員の資質向

上並びに教育の振興を図ることを目的に配置している。

　任期は原則として３年で、新任の相談員10名を委嘱したので報告する。

　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)　教科書等指導リーダーは、リーダーとしての教育を受けているか。

(学校教育課長)　過去には、県主催の研修会が開催されていたが、現在はない。各学

校ごとで、浜松市の研修などを活用して出張扱いで参加するという仕組みはある。指

導者は、各校校長が推薦した教員であり学校内でも積極的に自主研修に取り組んでる

ことから、湖西市教育委員会として研修などの機会は設けていない。

(渡辺教育長)　選出された相談員は、中堅以上の先生方で、これまでの実績もある。

(袴田委員)　校長からの推薦で選出されているということでよいか。

(渡辺教育長)　校長会で話し合い選任している。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第13号「学校評議員の委嘱について」、事務局の説明を

求める。

(学校教育課長)　報告第13号「学校評議員の委嘱について」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）第37条の規定により下記の者を学校評議員

に委嘱したので報告する。平成30年５月24日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺

宜宏。

　委嘱した評議員は、55名である。

　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

広く取り入れることを目的に配置している。

　各学校に置く学校評議員の定数は５人以内で、その任期は１年である。

　以上。



(渡辺教育長)　定数は５人以内である。この５人はそれぞれ地域性があるため校長の

推薦により、教育委員会が委嘱している。

　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　東小学校と鷲津中学校は、評議員全員が新任である。引継ぎ等なされて

いるか。

(学校教育課長)　各学校の対応は様々だが、１回目の学校評議委員会で前年度の学校

評価の結果や評議員の意見をとりまとめたものを学校長から報告することで、引き継

がれている。委員を数名、再任している学校もあるが、それぞれの委員の事情で全て

新任になったと思われる。支障がないように意見を頂けているものと判断している。

(袴田委員)　学校評議委員会では、校長も参加するということか。

(学校教育課長)　学校評議委員会は、校長が評議員から意見を聞くものなので、必ず

同席する。評議委員会は、協議というよりも意見を聞くものである。その意見を参考

に校長が学校を運営するという流れである。

(佐原委員)　再任が継続されて長い期間任用している委員もいるのか。その判断は、

校長に委ねられているという理解でよいか。

(学校教育課長)　評議員の委嘱は、校長が意見を求めたいという方なので選任は校長

が行っている。長い期間委員を務めている方は、それだけ地域の事情に精通している

と推測する。

(渡辺教育長)　充て職、役職で就任した委員も多い。役職でも複数いる場合は、年番

で交代もある。役職で委嘱した委員は、役職内で引継ぎがされている。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第14号「湖西市社会教育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)　報告第14号「湖西市社会教育委員の委嘱について」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、下記の者を社会教育委員に委嘱したので報告する。平成30

年５月24日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　社会教育法では、市に社会教育委員を置くことができるとされ、湖西市社会教育委

員条例で、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してい

る。委員の定数は15人以内、任期は2年である。今回は、任期満了に伴う委員を委嘱

する。任期は、平成30年5月1日から平成32年4月30日までで、委嘱する委員９名中３

名が再任、６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。

　それぞれの役職の中から選出されているのか。

(社会教育課長)　充て職の委員には、校長会や図書館運営協議会などがあるが、推薦

された委員である。その他の委員は、社会教育事業の関係団体からの適切な人材であ

る者を選出した。

(河合委員)　社会教育委員には、社会教育主事はいるか。

(社会教育課長)　主に教員となるが、資格を有する委員が数名いる。



(渡辺教育長)　続いて、報告第15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15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５月24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、育成セン

ターに青少年補導員を60人以内で置き、任期は２年とし教育委員会が委嘱又は任命を

するとある。委嘱した補導員について、本年度一部異動があったので、改めて８名を

委嘱又は任命した。任期は前任者の残任期間の平成31年4月30日までである。

　以上。

(渡辺教育長)　　質疑のある方は発言をするように。

　任期である２年の内、残任期間１年ということか。

(社会教育課長)　そのとおりである。更新した委員は、ほとんどが学校から推薦され

た教員である。一部、地区からの推薦もある。

(渡辺教育長)　続いて、報告第16号「湖西市構造改善施設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。

(社会教育課長)　報告第16号「湖西市構造改善施設条例施行規則の一部改正につい

て」湖西市構造改善施設条例施行規則（昭和57年湖西市規則第2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５月24日提出　湖西市教育委員会　教育長

渡辺宜宏。平成30年５月24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、湖西市構造改善施設条例の一部改正に合わせた施行規則の改正で

ある。この構造改善施設とは、「北部地区多目的研修集会施設」と「南部地区構造改

善センター」のことである。主に、構造改善施設の使用料の減免や申請書等の書式を

定め、条文の削除と字句の改正である。

　第２条「使用時間」と第３条「休館日」は、条例で定めたため削除した。このため、

それ以降の条が２条ずつ繰上げとなる。第４条第１項は、使用料の減免に関する規定

で別表に規定した。この減免規定は、公共マネジメント推進室が策定した「公の施設

に関する使用料の設定基準」の「減免規程の見直し」に基づくものである。同条第２

項で「使用料減免申請書」、同条第３項で「使用料減免通知書」を追加した。第10条

第２項は、北部地区多目的研修集会施設での視聴覚資料の貸出し冊数、貸出し期間の

規定である。その他の条の改正は、条例の字句を改正したものを修正している。この

規則の施行は、条例と同じく平成30年10月1日からである。

　以上。

(渡辺教育長)　　質疑のある方は発言をするように。

　４月定例会で報告した条例の改正に伴う規則の改正である。

（質疑なし）

　



(渡辺教育長)　続いて、報告第17号「湖西市文化財保護審議会委員の委嘱について」、

事務局の説明を求める。

(スポーツ・文化課長)　報告第17号「湖西市文化財保護審議会委員の委嘱について」

湖西市文化財保護条例（昭和52年湖西市条例第33号）第45条第１項、第46条第１項及

び同施行規則（昭和54年湖西市教育委員会規則第２号）第32条の２の規定により、下

記の者を湖西市文化財保護審議会委員に委嘱したので報告する。平成30年５月24日提

出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　委嘱した委員は６名で、任期は平成30年５月１日から平成32年４月30日までの２年

間である。

　文化財保護審議会委員については、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活

用に関する重要事項について調査審議し、教育委員会に建議するために設置されるも

のである。委員は８人以内で任期は２年である。

　委嘱した委員は、新任の委員が１名で他の５名の委員は再任である。

　なお、文化財保護審議会委員は、次の報告にもある新居関所史料館運営委員会委員

を兼ねている。

　以上。

(渡辺教育長)　　質疑のある方は発言をするように。

　新任委員は、元市職で内容を熟知している。

（質疑なし）

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第18号「新居関所史料館運営委員会委員の委嘱につい

て」、事務局の説明を求める。

(スポーツ・文化課長)　報告第18号「新居関所史料館運営委員会委員の委嘱につい

て」新居関所史料館条例（平成22年湖西市条例第16号）第11条第１項、第２項及び第

13条の規定により、下記の者を新居関所史料館運営委員会委員に委嘱したので報告す

る。平成30年５月24日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　委嘱した委員は６名で、任期は平成30年５月１日から平成32年４月30日までの２年

間である。

　新居関所史料館運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、史料館における各種の事

業の企画実施につき、調査審議を行うとある。委員は、知識経験のある者８人以内で

組織し教育委員会が委嘱するとしている。

　委嘱した委員は、新任の委員１名で他の５名は再任である。

　以上。

(渡辺教育長)　　質疑のある方は発言をするように。

　報告第17号で委嘱した委員と重複している。

（質疑なし）

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第19号「特別史跡新居関跡整備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・文化課長)　報告第19号「特別史跡新居関跡整備委員会委員の委嘱又は任

命について」特別史跡新居関跡整備委員会要綱（平成22年湖西市教育委員会告示第13

号）第３条第１項、第２項の規定により、下記の者を特別史跡新居関跡整備委員会委

員に委嘱又は任命したので報告する。平成30年５月24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５名で、任期は平成30年５月１日から平成32年４月30日ま

での２年間である。

　特別史跡新居関跡整備委員会は、新居関跡整備事業に係る基本計画の策定及び基礎

的調査、資料収集を行うため設置する。委員は、10人以内で組織し教育委員会が委嘱

又は任命するとしている。

　委嘱又は任命した委員５名は全て再任である。

　以上。

(渡辺教育長)　　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第20号「特別史跡新居関跡整備委員会建築専門部会委員

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20号「特別史跡新居関跡整備委員会建築専門部会委員

の委嘱又は任命について」特別史跡新居関跡整備委員会要綱（平成22年湖西市教育委

員会告示第13号）第６条の規定により、下記の者を特別史跡新居関跡整備委員会建築

専門部会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成30年５月24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４名で、任期は平成30年５月１日から平成32年４月30日ま

での２年間である。

　特別史跡新居関跡整備委員会には、建築専門部会を設置している。この建築専門部

会は、特別史跡新居関跡保存整備事業の女改之長屋の復元建築を専門的見地に基づき

指導、助言を頂くとしている。

　委嘱又は任命した委員４名は全て再任である。

　以上。

(渡辺教育長)　　質疑のある方は発言をするように。

　昨年度の開催実績は。

(スポーツ・文化課長)　昨年度は、10月に１回開催した。

(渡辺教育長)　女改之長屋の復元建築の設計内容について審議している。

(袴田委員)　１回で大丈夫か。

(スポーツ・文化課長)　昨年度は、女改之長屋と呼ばれる復元建築の実施設計をコン

サルタントに委託した。詳細な仕様をまとめるに当たっては、歴史的な資料からは判

断できないものもある。例えば、屋根の形状や塗装の評価など、歴史的な考察を専門

家から意見を頂きとりまとめた。必要に応じて会議は開催している。

(袴田委員)　昨年度は、たまたま１回であるが、必要に応じて開催できるという理解

でよいか。

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。専門部会としては、平成23年度から開催



している。当初は、年４回開催している。基本的な方針や資料解析が進んできたこと

から年１回の開催となってきている。メール等での意見聴取をしていることから年１

回となった。今年度は、４月に開催している。

　

(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５月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後３時53分終了


