
12月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成28年12月21日（水） 午前10時～午前11時03分

２ 場　所 湖西市立中央図書館　学習研修室

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(西川　睦弘) 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 議　案 第 39 号 平成27年度湖西市教育委員会自己点検・評価報告書の作

成及び議会提出について



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12月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

(山下教育長)　それでは審議に入る。議案第 39号「平成27年度湖西市教育委員会自

己点検・評価報告書の作成及び議会提出について」、事務局の説明を求める。

(教育総務課長)　議案第39号「平成27年度湖西市教育委員会自己点検・評価報告書の

作成及び議会提出について」、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26条第１項の規定により、平成27年度湖西市教育委員会自己点検・

評価報告書を別冊のとおり作成し、湖西市議会に提出したいので承認を求める。平成

28年12月21日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　報告書については、本日お手元に配付させていただいた。報告書は、報告書と資料

編の２冊に分かれている。資料編については、平成27年度主要施策成果の説明書から

教育委員会事業を転載して作成したものである。

　それでは、報告書の内容について説明させていただく。この報告書は、１ページに

あるとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定により、

毎年点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出する

とともに、公表しなければならないと定められており、これに基づき平成27年度分の

報告書を作成した。

　報告書２ページには平成27年度の教育委員会の目標、方針、重点事業等を、３ペー

ジには組織体制の一覧表を、４ページには各課の仕事の概要を掲載している。そして、

５ページ目には、10月15日に発行した広報こさい11月号の平成27年度の市の決算概要

を転載している。報告書６ページから８ページまでについては、平成27年度の教育委

員会の活動状況、審議案件、そして事業の概要では資料編に掲載された事業概要につ

いて、簡単に記載している。

　報告書９ページから28ページまでは、各所管課における事業評価の概要を掲載して

いる。９ページからは教育総務課、13ページからは学校教育課である。15ページから

は幼児教育課の事業である。18ページからは社会教育課の事業になっている。そして、

21ページから文化課、23ページからはスポーツ推進課、そして27ページからは図書館

という順番で評価の概要を記載している。

　評価の概要については、毎年作成しているのだが、平成26年度の自己点検・評価報

告書の様式を踏襲した形で平成27年度も作成しており、実績、評価共に平成26年度、

平成27年度が比較できるような形で掲載してある。平成27年度の実績については、少

し字を太くした形で、より分かりやすく載せている。評価については、９ページの

「自己点検・評価の考え方」に基づき、マトリクスにより平成26年度、平成27年度分

の重要度、実現度を星印で示している。事業の詳しい内容については資料編の該当す

るページ番号を掲載し、資料編と対応できる形、より資料編を参照しやすい形で、事

業評価の概要を掲載している。

　29ページから32ページまでは、外部評価委員の意見を掲載している。外部評価委員

については、29ページに掲載した名簿の教育に関する学識経験を有する５名の方々で

ある。外部評価委員会では、10月25日に自己点検・評価報告書の内容説明と若干の質

疑応答を、11月18日には各委員からの意見聴取と質疑応答を行い、頂いた意見を29



ページから32ページまでにまとめている。５名の委員から頂いた意見は、報告書全体

にわたるもの、教育振興基本計画・教育大綱に係るもの、各所管課の事業に係るもの

の順番で掲載しており、各意見の前には意見に係る報告書のページと事業名を括弧書

きで明記し、まとめている。どの事業に対する意見であるのかがよりはっきりするよ

うな形に、今回変更した。

　意見の内容を簡単に申し上げる。報告書全体については、「分かりやすくまとめら

れていて理解しやすかった」という意見を頂いている。一方で、「報告書の事業名が

予算に基づくものであり、教育振興基本計画とのつながりがさらに分かりやすくなる

ような表示方法の検討を」といった指摘も頂いている。また、教育振興基本計画と教

育大綱についても、「訂正箇所の更新」や「計画の推進を期待する」といった意見を

頂いたところである。各所管課の事業については、要望を含めて今後への期待を込め

られた意見が大半を占めた内容になっている。

　教育総務課の教育委員会関係経費については、「教育委員会に関する積極的な情報

公開で、今後も開かれた教育委員会を目指してほしい」、「平成27年度から始まった

総合教育会議で、これまで以上に市長との連携を深めて迅速な事業の推進を期待す

る」といった意見を頂いている。豊田佐吉翁記念奨学金事業費については、「運営が

厳しい状況にあるようだが、支援が必要な人に手を差し伸べる良策はないだろうか」

という意見も頂いている。育英奨学資金貸付事業費については、「ますます厳しい時

代のなか、学びたい子どもたちのためにぜひ継続してほしい」、そして教育扶助費に

ついては、「子どもの貧困が問われているなかで、さらなる支援の充実を望む」と

いった意見があった。小学校・中学校施設整備費については、「各地で大地震が発生

している現状をふまえ、施設整備には多くの予算が必要であるが、施設のさらなる充

実を希望する」というような意見を頂いた。

　学校教育課の教育指導関係経費については、「魅力ある学校づくりの基盤として教

職員の資質向上にはどのような全体構想を持って臨むかということを明確にしてほし

い」という意見、「不登校対策のチャレンジ教室の実施場所について、より良い環境

の確保をお願いしたい」、「特別支援教育については、継続とさらなる充実を期待す

る」といった声がある。また、外国人児童生徒適応指導教室事業においては「外国人

が孤立しないように支援を希望する」、教育指導関係事業では「幼稚園・小中学校の

安定運営を図るためにも特別支援教育支援員・通訳員等の支援と充実を望む」といっ

た意見があった。そして、小中学校指定「特色ある学校づくり」推進事業については、

「学びの基礎７つの取り組みは、成果の検証に基づき啓発方法の改善が必要だと思

う」、「教育大綱の内容を反映した良い事業である。学校も地域社会とのかかわりが

必要で、この事業の充実・子どもたちと社会とのかかわりの後押しを希望する」と

いった意見があった。

　幼児教育課の民間保育所等施設型給付費については「入所待ち児童数が100名を超

えているという状況のなかで、今後もできるだけ減らしていく努力を続けてほしい」、

そして幼稚園一時預かり事業については「今後もますます利用者増加が想定されるの

で、今後の継続と充実を期待する」、幼稚園教育指導関係経費については「言葉の指

導は早い働きかけが必要であり、幼児ことばの教室事業の充実を期待する」、「幼稚

園語らい読書推進事業を幼稚園親子読書推進事業に名称変更したことは良い。読み聞

かせを通して親子関係をいっそう深める一助となることを期待している」ということ

である。そして「童歌導入推進事業は情操教育に役立つもので、伝統文化を後世に伝

えていくうえでも必要である」という意見を頂いている。

　社会教育課の生涯学習推進費については、「学校支援本部事業では、さらなる連携



が図られるように期待する。児童生徒は、地域に見守られていることをうれしく感じ

ていると思う」という意見も頂いている。そして青少年健全育成費については、「市

内全地域で明湖会加入の呼びかけをお願いしたい」、続いて西部公民館等の管理運営

費については、「市内の社会教育施設で行う講座について検討や市民へのＰＲをし、

講座への参加者増に向けて取り組んでほしい」というような要望も頂いている。

　文化課の文化財保護保存費については、「湖西中学校での歴史資料の展示は、教育

大綱に対応した取り組みであり、今後の活用を期待する」という意見を頂いている。

　スポーツ推進課の保健体育総務関係経費については、「新居地区のウォーキング

コースについて、市民に活用されるようＰＲを進めてほしい」、そしてスポーツ大会

費については、「国内のトップアスリートが集ったスポーツ大会は、子どもたちが一

流の競技を間近で観戦することができ、スポーツを身近に感じることができるので、

将来の励みになるものと思う」という意見を頂いている。

　図書館の中央図書館運営事業については、「学校司書の配置は学校図書館を充実さ

せ、子どもの読書習慣の向上・定着に結びついている。今後も学校と図書館の連携・

充実をお願いしたい」ということである。そして図書館施設維持管理については、

「図書館施設は老朽化が目立ってきているが、安全で安心して過ごせる場となるよう

希望する」といった声を頂いている。

　最後になるが33ページに総合評価という項目を設けており、外部評価委員から頂い

た意見に対して、教育委員会としての総合評価を記載している。内容としては、「教

育委員会で作成したさまざまな計画との整合状況など、より分かりやすい報告書とな

るような見直しをしていき、頂いた意見等を尊重しながら湖西市教育振興基本計画の

基本理念である『明日の湖西を創る“ひと”づくり』にまい進していく」とし、「積

極的な情報公開と説明責任に努めていく」として締めくくって、教育長名で報告する

という形になっている。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　去年もそうだったと思うのだが、会議当日に配られるのでは短い時間で

見きれない。前回も終わった後に、当日配付では見きれないという話をした記憶があ

る。

(山下教育長)　実は、平成26年度までは報告として上げていて、自己点検、外部評価

について報告書を作成したので、これを議会に提出し、公表すると報告していた。し

かし、昨年度から議案として意見を頂いた上で、修正も図りながら提出、公表という

流れにしたのだが、本当は自己点検・評価をしたところで教育委員会に議案として提

出し、自己点検・評価について諮らなければいけなかった。その際には各課長の、そ

れぞれの事業について具体的な説明に対して議論をして、その自己評価が決定した段

階で外部評価を受ける。外部評価委員の意見については、これに手を加えるというこ

とはあり得ない話であるので、報告書が出来上がった段階では、報告としてもいいの

ではないかと考えている。次年度から、平成28年度の自己点検・評価報告書を作る際

には、今言ったような議案と報告という２段構えで出したいと思っている。

　また、外部評価委員の皆さんには、課長から全て説明し、質疑応答、意見交換、意

見聴取という形を採っているので、結果的に外部評価委員の方々からこのような率直

な意見を頂き、改善できることは既に改善し、今後改善しなければいけない部分につ

いてはできるだけ早く改善していこうと考えている。ただ、概ね教育委員会の取組等

についていい評価をしていただいている。

　外部評価委員の意見の２つ目に、「教育振興基本計画の基本目標・方針とのつなが



りもわかるように表示方法を検討してほしい」というのがあったが、実はこれは変更

してあり、それぞれの事業名の下に目標、方針、概要とあるのは教育振興基本計画に

のっとった形で入れ込んである。ただ、これだけでは分かりにくい、関連性が不足し

ているということであれば、再度検討しなければいけないと思う。

(袴田委員)　去年も「課題及び今後の取り組み」という意見があったと思うが、取組

が実行され、課題は解消されたのか。

(山下教育長)　それが反映されているかということか。当然、平成26年度に課題とし

て挙げられたものについては、できるだけ早く改善すべきところは改善し、あるいは

改善に時間が掛かるものについては時間を掛けて改善し、その結果の評価だと思う。

ただ、これは平成27年度事業の評価であり、今はもう平成28年度の後半に入っている。

決算が出てから評価を行うため、どうしてもこうなってしまうのではないか。本来は、

お金の問題ではなく内容の問題なので、自己点検にしても外部評価にしてももっと早

くやってもいいのではないか。そうしないと少しタイムラグがある。平成27年度とい

うことは、３月からはもう既に９か月ぐらい経ってしまっている。更に１年前の時点

からずっとであるので、なかなか難しい。これで外部評価委員の方々から意見や改善

要望を頂いても……。

(佐原委員)　平成28年度にはもう間に合わない。

(山下教育長)　すぐに手直しできるところはいい。例えばもう既にやっているが、簡

単な話で、変更された箇所があったら随時更新してほしいと言われて、一部訂正、更

新をしてなかった部分をすぐに更新することはできる。ただ、事業全体の見直しと

いったことになると、あと３か月ぐらいしかないので、改善が１年間を空けて次の年

度になってしまう。平成27年度事業の外部評価で改善要望があっても、それを実施で

きるのが平成29年度になる可能性がある。その辺が歯がゆい。決算ありきという話以

前の問題として、事業内容であるので、終わった段階で、平成28年度当初に平成27年

度の評価をしなければいけないのではないか。当然、課の方でも年度末には１年間の

点検をしているはずであるので、中ではそういう形を採った方がいいのではないかと

いう気がする。

(袴田委員)　その方がタイムリーに改善できる。

(山下教育長)　それは可能か。

(教育総務課長)　早くやろうとするならば……。

(山下教育長)　今言ったように決算が出ないことにはという話があるので、決算が出

た時点で修正をかければいいと思うが、内容等については基本的には変わらない話で

ある。検討する。

　この自己点検・評価の根底にあるのはお金の話である。ずっと見てるとお金の話ば

かりである。具体的な事業内容についての点検ではなく、これだけの予算でこれだけ

のことをしたというお金の話が多い。だからどうしても遅れ遅れ、決算が出てからと

いう状態になるのではないかという気がしていた。本来は、お金の話ではなく具体的

な事業内容、予算が付いてその予算を執行するわけだが、執行するについて充実した

事業展開ができたかどうかというところになるのではないか。だから、事業名に対し

ての説明が、もう少し具体的な事業内容になった方がいいのではないかという感じが

する。もう、事業名自体が事業ではなく全部経費名になっている。議会に出すには、

お金の話が最優先ということになるのか。

(教育総務課長)　これらもやはり実績になる話であるので、そうせざるを得ないとい

う状況である。

(山下教育長)　その辺りについても、見ていただくのが遅くて申しわけなかったと思



うが、もう少し手直しをしなければいけないと思っているので、また意見を頂きたい。

(袴田委員)　お金だと、お金だけになってしまう。これを買いたい、この修繕をした

い。それに対して、それができれば結果はオーケーとなってしまう。各課のこういっ

た問題をこういうふうに解決してこういうふうに良くなったという部分の方が、結構

重要なのではないか。

(山下教育長)　そのとおりだと思う。ということはやはり、各事業項目の実績につい

てもう少し具体的な事業内容の成果等について記載してもらうということが一つと、

あとは「課題及び今後の取り組み」についてもお金だけの話ではなく、その辺りにつ

いて突っ込んだ形でもう少し具体的にコメントしてもらうというのがもう一つであろ

う。

(佐原委員)　評価の中で「重要度」というのがあるが、なぜこれが必要なのか。

(山下教育長)　優先順位である。結局、お金に係る話は全て優先順位が必要になる。

修理にしても、補修にしても、何か購入するにしても、教育委員会の予算枠は決定さ

れてくるので、その中で１年間何とかやりくりしていかなければいけない。学校等か

らの要望はもっとたくさんあるけれども、その年の内にやれるのはというと、やはり

優先順位を付けて順番にやっていかざるを得ない。それが重要度という形になる。

　どれも重要である。重要でないものがあるという話ではないが、重要度が低ければ、

やめればいいというふうに思ってしまう。このマトリクスについては、以前からずっ

と重要度と実現度を縦軸と横軸にしてこの形か。

(教育総務課長)　そうである。このままの形できている。

(飯田委員)　この自己評価は、市の他の課も全部作って出すのか。

(教育総務課長)　こちらは教育委員会独自である。他の課については、皆様のお手元

に９月に配付させていただいた主要施策成果の説明書という製本されたものが、実際

の実績という形になっている。

(河合委員)　スポーツ大会費（静岡県市町対抗駅伝大会）の実現度、重要度について、

マトリクスのちょうど真ん中に平成26年度と平成27年度の星印が並んでいるが、平成

26年度に17位だった成績が平成27年度は１つ上がって16位になっている。上がってい

るのに実現度は同等という評価になるのか。

(スポーツ推進課長)　17位から16位、その辺の順位が１つというところをどうとらえ

るかということになろうかと思う。平成28年度の実績では10位に上がったように大き

く順位が上がった、ランクアップしたということになればＡ評価ということになるか

と思うが、横ばいだというふうに考えて同じ評価とした。

(河合委員)　スポーツ大会費（湖西市駅伝大会）については、参加チームが増え、参

加者も増えているのに評価が一緒である。

(スポーツ推進課長)　これは、平成26年度の参加チームは90チームであったが、当日

棄権があって86チームになったものであるので、現実的にはそう変わっていないとい

う評価である。

(河合委員)　スポーツ大会費（室内棒高跳湖西大会）についても、参加人数等が増え

ている。

(スポーツ推進課長)　記録会の参加者は増えているが、大会の方が当日になって調子

が悪い、スケジュールが合わなくなったといったことで結構欠席者が増え、人数が

減ったので、その辺はあまりよろしくないと思い、同じ評価にさせてもらった。

(河合委員)　目的にある中・高校生へ大会、記録会を普及するという部分では、記録

会の参加者が増えていることに対して評価をしてもいいのではないかと思ったのだが、

大会自体への参加人数が減ったので同等だということか。



(スポーツ推進課長)　記録会の参加者が増えてくれたことはうれしいことだが、やは

りトップジャンパーを見ていただきたい、それを見ていただいて参考にし、競技力の

向上につなげるというところがあるので、中間評価ということである。

(河合委員)　そこら辺の判断で、これがそのまま一般に出たときに、「良くなってい

るではないか」と言われないか。今回の県の駅伝のように「10位だよ、すごいね、実

現度としては最高ランクだよね」という簡単に誰が見ても与えられるような評価なら

ばはっきりして分かるのだが、この少しの積み重ねも評価していくべきではないか。

かき集めて、拾って拾って評価を上げていくという部分も大切ではないかと思う。

(山下教育長)　静岡県市町対抗駅伝大会については、この年も10位以内が目標であっ

た。しかし、結局順位は１つしか上がらなかった。何秒かという記録、全体を通して

前年のタイムを上回るかどうかということも含めて考えると、これは仕方がないので

はないかと思う。あとは人数や参加チームをどう評価するかという話だが、市の駅伝

は上限を90チームと決めてあり、毎年上限以上の応募があって抽選しているので、そ

ういう意味ではこの辺の評価は難しい。おそらく県の駅伝以上に市の駅伝は、実現度

が上がる成績というのは難しいと思う。

(飯田委員)　参加人数とか順位とか、具体的に目標をある程度最初から持って取り組

むのが大事ではないかと思うので、目標を持って取り組んだ場合にはその目標に対し

てどうであったのかというところまで書かれていると、何に対する評価なのかが分か

りやすい。

(山下教育長)　実績のところに予定人員、目標にしていた人員、タイム、成績に対し

てこういう実績であったということを書かなければいけない。

(佐原委員)　例えば県の大会で今年は10位であったが、では来年それ以上の人たちが

そろうのかというと、人によっても違う。スポーツだと結局、結果が順位やタイムと

して出てしまうので、それが基準になってしまうのかもしれないが、いい成績のため

にやっているわけではないので、いい成績を目標にしてそれを実現度の評価にするの

はおかしいのではないか。こういうことがあって、それに湖西市はこういうメンバー

が出るよという周知は既にやっているとは思うのだが、それに対して市民が皆大会に

向かって盛り上がるといったことができたかどうかというのが実現度なのではないか。

例えば棒高跳びでも、棒高跳びをやっている人とそれに興味のある人しか来ず、あと

は知らん顔というのは、たとえ人数が１人、２人増えていたとしても、実現度的には

低いのではないか。中身としては、これを湖西市で盛り上げるために予算を取って、

そうしたジャンパーを呼んでやっていることなので、市として盛り上げたかどうかと

いうのがスポーツ推進課としてできたかどうかというところではないかと思う。

(袴田委員)　目的ごとに。この費用対効果でどういう目標を持ってどういう結果が出

たのか、どう盛り上げたのか、そういったものがあるといい。

(佐原委員)　そこも考えるべきではないかと思う。

(山下教育長)　おっしゃることはよく分かる。ただ、それの根拠となるデータという

のが、おそらくアンケートといったものでしか測れないというのがたくさんあり、数

字で表されるもので評価せざるを得ないという流れになっている。

　また、スポーツ推進課で数字に頼らない実現度の物指しを考えてみていただきたい。

(河合委員)　市駅伝大会では、今年も消防団に警備をお願いすると聞いた。昨年度、

大会の後に消防団の中でも反省を行い、「あそこの交差点が危ない」という話を反省

として出しているのに対して、また今年も同じような警備箇所しか出てこなかった。

「去年言ったではないか」という話で少しもめるような場面があったと聞いた。例え

ばそういう警備を強化したという部分で評価が与えられるべきだと思う。そういう部



分も評価対象にしていくことをお願いしたいと思う。

(山下教育長)　本年度は更に大変である。コースも変わり、道を横切らなければいけ

ない所が増えている。

(飯田委員)　この評価報告書は公開されるのか。

(山下教育長)　公開される。

(飯田委員)　ホームページで公開するのか。

(教育総務課長)　ホームページで公開する。

(飯田委員)　公開されるのならば、湖西市総合計画の将来像が「市民協働で創る『市

民が誇れる湖西市』」であるので、地域の民間の団体やいろいろな団体との連携がど

んなふうに進んだのかというところも評価に織り込んでもいいのではないか。

(山下教育長)　そうすると、範囲が広くなり過ぎて評価が非常に難しくなるかもしれ

ない。基本的にはこれは、それぞれの事業の予算をどういう形で、充実した形でその

事業に投入して運営したかという話であるので、それ以上でもそれ以下でもない。そ

の範囲の中でどういうふうなデータを収集するかという話である。そういう意味から

いくと、地域に事業として非常に密接な関わりを持つということであれば、それは当

然評価対象ということになるのだろう。

(飯田委員)　評価されるべきことがなければ仕方がないが、助成金等も出していると

思うので、そういったことに対してはどうなのかと思う。

(山下教育長)　では、また事務局の方でも今意見があったような部分については、も

う一度内容の改善を少し協議していきたいと思う。

　それでは、議案第39号「平成27年度湖西市教育委員会自己点検・評価報告書の作成

及び議会提出について」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）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第39号「平成27年度湖西市教育委員会

自己点検・評価報告書の作成及び議会提出について」は原案のとおり承認された。

　次年度については、先ほど申し上げたように、自己点検・評価の部分については議

案として提出し、意見を頂く。修正等があれば修正した上で外部評価委員による外部

評価を受けるということにしたいと思う。外部評価の内容については、修正はできな

いということがあるので、報告という形で提出させていただきたいと思う。

(飯田委員)　それについて、できれば事前に資料を頂くか、当日一つ一つ説明をして

いただきたいと思う。

(山下教育長)　現在も外部評価委員への説明の際には、事業の内容について各課長か

ら説明しているので、同じ形で教育委員の皆さんにも説明させていただくのが筋だろ

うと思う。できればその前に、資料を送付させていただき、事前に見ていただくとい

うことにしたいと思う。

(山下教育長)　議案は終わったが、１件だけ報告させていただく。実は、12月の議会

が始まった。今回は市長が新しくなったということで市長の所信表明があり、その所

信表明の内容に対しての一般質問を受け付けるという、普通とは少し違う変則的な状

態になった。所信表明の原稿があるので、次回には印刷をしてお渡ししたいと思うが、

選挙で５点公約を掲げられており、基本的にはそれに対してできるだけ早く実現して

いきたいという話が所信表明の中であった。



　１つ目が、「子育て・教育への支援による、幸福度日本一のまち」である。これに

対しては、保育の受け皿整備、子ども医療費の無料化、市内の産婦人科医師、出産の

場の確保、給付型奨学金の拡充などが挙げられている。

　２つ目は、「人口減少に歯止めをかけ、活気あるまちづくり」をするということで

ある。具体的には、市街化区域と調整区域の線引きの見直しをしたいということであ

る。それから、市民会館について、市民会館の建設に向け早急に取り組むというのが

あった。また、湖西病院について医師を確保し、施設・設備を充実させ、安心して病

院にかかれる体制を整えるということである。そんなことが２つ目として具体的に挙

げられていた。

　３つ目は、「福祉の充実による、日本一思いやりのあるまち」づくりということだ

ろうか。コーちゃんバス等の改善、その改善による利便性の向上、在宅医療・在宅介

護の体制整備、障害者の就労支援といったものがあった。

　４つ目は、「いのちを守る、防災対策」で、命山や防潮堤の整備、非常食や水の備

蓄、地震や津波の対策が挙げられている。

　５つ目が、「産業の振興によるエネルギッシュなまち」ということで、工業用地の

確保、研究・開発施設の誘致、浜松三ケ日・豊橋道路の早期実現、観光資源の活用・

ＰＲ、農水産物のブランド化、インターンシップ事業による移住・定住の促進といっ

たものが、所信表明でうたわれた。

　教育委員会に関わることとしては、１番の保育の受け皿整備であるとか、給付型奨

学金の拡充とかが入っている。今回の12月議会の方でのこの所信表明に対する議員の

一般質問は、教育委員会関係については保育の受け皿整備の具体的内容、この事業を

進めるための支援体制の整備はどうかという質問、また、市長に対して保育の受け皿

整備の具体的な４年間の計画と国の補助の活用があった。これらについては、市長と

検討し答弁調整を図っている。承知置きいただきたいと思う。

　ちなみに、一般質問と答弁は、来週の月曜日と火曜日、26日と27日の２日間で行わ

れる予定である。

　あとは、いつも教育委員会の定例会の議事録と総合教育会議の議事録をウェブサイ

トにアップしているので、内容等の確認をよろしくお願いしたい。

　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12月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午前11時03分終了


