
11月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成28年11月24日（火） 午前10時～午後０時08分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

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 36 号 子どものための教育・保育給付等に関する事務の補助執

行に係る地方自治法第180条の２の規定に基づく協議に

ついて

第 37 号 湖西市教育委員会事務局組織規則の一部改正について

第 38 号 平成28年度湖西市一般会計補正予算（第４号）要求につ

いて

５ その他 ・学校教育施設の再編整備計画案について

・市民会館のピアノについて

・市内の就学指導状況について



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11月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　それでは審議に入る。議案第 36号「子どものための教育・保育給付等に関する事

務の補助執行に係る地方自治法第 180条の２の規定に基づく協議について」、事務局

の説明を求める。

(幼児教育課長)　議案第36号「子どものための教育・保育給付等に関する事務の補助

執行に係る地方自治法第180条の２の規定に基づく協議について」、湖西市長から別

紙のとおり、子どものための教育・保育給付等に関する事務の補助執行に係る地方自

治法第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28年11月24日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　健康福祉部子育て支援課から、市長の権限に属する事務の教育委員会の補助執行に

ついての協議を求められた。協議の対象は、「子どものための教育・保育給付」、

「一時預かり」、「認定こども園」に関する事務の補助執行である。「子どものため

の教育・保育給付に関すること」の事務の概要は、支給認定や利用者負担額、施設型

給付費等に関することなど５件である。「一時預かりに関すること」は、一時預かり

事業に関することと教育委員会で必要とする事務である。「認定こども園に関するこ

と」は、認定こども園の設置や保育料、施設の保守管理に関することなど13件である。

執行日はいずれも平成29年１月１日からである。回答期限は11月30日、回答先は健康

福祉部子育て支援課である。

　今回の内容は、これまで補助執行の中で規定されていた「保育園に関すること」の

中で行ってきた事務であるが、より詳細に、より明確にするために協議を求められた

ものである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　実は、今まで補助執行の内容として「保育園に関すること」ということで、大きく

くくって補助執行していたわけだが、実際に補助執行する内容について具体的に明記

したほうがいいだろうということで、今回改めて議案として提案した。今まで幼児教

育課で補助執行してこなかったという話ではない。補助執行の内容をはっきりさせた

方が、子育て支援課と幼児教育課の役割分担、業務が明確になるということである。

(袴田委員)　ここに記載されている事項で全てが網羅されると考えてよいか。

(幼児教育課長)　そのとおりである。現在もやっていることを詳しく記載した。

(山下教育長)　そのため、ここに記載のない事項については、健康福祉部が扱うとい

うことになる。

　一つ尋ねる。それぞれの対象事務の事務の概要の末尾に「その他、教育委員会にお

いて必要と認める事務」とあるが、これは必要と認めれば教育委員会で補助執行をす

るということか。今保育園をこちらで所管しているので、今まで子育て支援課でやっ

ていた保育の事務をできるようにするということか。

(幼児教育課長)　そのとおりである。現在もやっている保育園に関することを具体的

に記載した。

(山下教育長)　その中で「その他、教育委員会において必要と認める事務」というこ

とになると……。

(幼児教育課長)　どこまでやるかということになる。

(山下教育長)　現在、健康福祉部で本来やっている事務を一部補助執行するというこ



となのだが、この規定があっていいのかどうか。なければ事務の分担が明確になるの

だが、この「教育委員会において必要と認める事務」が入ってくると、子育て支援課

との業務分担が不明確になるということはないか。

(幼児教育課長)　現在子育て支援課でやっていることは、就園助成金が絡んでくるの

でその兼ね合いで保育料の未納の有無を確認している程度で、ほとんど幼児教育課で

やっている。これ以上子育て支援課がやっている業務を幼児教育課が行うことはない

と思う。「教育・保育給付に関すること」と「一時預かりに関すること」と「認定こ

ども園に関すること」の中の「必要と認める事務」であるので、これ以外はない。

(山下教育長)　おそらく、教育委員会の一存でできる話ではないので、そういう意味

ではこれがない方がすっきりする気がする。これを割愛するというわけにはいかない

のか。概要に記載した事務以外でもし生じたときは、もう一度協議をして追加する。

それならばそれで、すっきりはする気がする。

(幼児教育課長)　３項目全てについて消しても大丈夫だと思う。今やっていることを

全部挙げてあり、もし今後これ以外に必要になってくればそのときに協議するという

ことで、大丈夫だと思う。

(飯田委員)　その方がすっきりすると思う。

(山下教育長)　今後追加する事項が出てくれば、その都度審議し、改めて追加をする

形になる。

(幼児教育課長)　その都度、子育て支援課から協議を上げてもらわないとできないと

いう形にはなる。

(飯田委員)　関連して伺う。子育て支援課の業務と教育委員会の業務が、一緒にやっ

ている部分もあるとは思うが、どちらが主なのだろうかという思いがある。保育園に

ついてはほぼ教育委員会で執り行っていると思うが、学童保育については今、子育て

支援課がやっている。放課後の子どもの過ごし方や子育て支援に関することについて

も教育委員会に移行されていく中で、学童保育も教育委員会の業務に含めていくとい

う考えはないか。

(山下教育長)　今回の議案とは別の話であるが、それはまた改めて、他の事務も含め

て検討しなければいけない部分かもしれない。ただ、学校教育と放課後との線引きが

非常に難しくなるというところもあるように思う。これについてはまた、意見を伺う

機会を持ちたいと思っている。

　他に質疑がないようであれば、それぞれの対象事務の事務の概要の欄の末尾の「そ

の他、教育委員会において必要と認める事務」については削除した形で、議案第36号

「子どものための教育・保育給付等に関する事務の補助執行に係る地方自治法第180

条の２の規定に基づく協議について」採決を行うがよろしいか。本案を修正案のとお

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36号「子どものための教育・保育給

付等に関する事務の補助執行に係る地方自治法第180条の２の規定に基づく協議につ

いて」は修正案のとおり承認された。

　議案第37号「湖西市教育委員会事務局組織規則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)　議案第37号「湖西市教育委員会事務局組織規則の一部改正につい

て」、湖西市教育委員会事務局組織規則（平成25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28年11月24日提出　湖西市教

育委員会教育長　山下宗茂。



　ただいま議案第36号で幼児教育課の補助執行事務に関し修正案が承認されたので、

関連する湖西市教育委員会事務局組織規則の一部を改正するものである。第10条、幼

児教育係の事務分掌(１)中「保育園」の次に「及び認定こども園」を加え、同係の事

務分掌(４)中「保育園及び」を「保育園、認定こども園及び」に改め、同係の事務分

掌の最後に「(16)　子どものための教育・保育給付に関すること。」、「(17)　一時

預かりに関すること」と加える。

　附則として、この規則は平成29年１月１日から施行する。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　これまで「保育園及び幼稚園」としていたものを「保育園、認定こども園及び幼稚

園」としこれらをまとめて「保育園等」とするとともに、今承認された「子どものた

めの教育・保育給付に関すること」と「一時預かりに関すること」が追加されるとい

う形である。

　質疑がないようであれば、議案第37号「湖西市教育委員会事務局組織規則の一部改

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）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第37号「湖西市教育委員会事務局組織

規則の一部改正について」は原案のとおり承認された。

　議案第38号「平成28年度湖西市一般会計補正予算（第４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38号「平成28年度湖西市一般会計補正予算（第４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28年11月24日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の要求は、歳入要求総額が47万7,000円の減額、歳出要求総額が1,990万3,000

円の増額である。

　初めに、歳出について説明する。

　３款２項３目、保育所費、民間保育所等施設型給付費は127万3,000円の増額である。

平成27年度施設型給付費の国庫及び県負担金の精算に伴い、返還金を計上するもので

ある。

　同じく保育所費、民間保育所助成事業費は73万5,000円の増額である。平成27年度

保育対策事業補助金の国庫及び県補助金の精算に伴い、返還金を計上するものである。

　同じく保育所費、公立保育所総務費は47万9,000円の増額である。幼稚園との正規

職員配置組み換えにより減員となった保育士分の臨時職員の賃金を増額するとともに、

子ども・子育て総合支援システム改修事業業務委託の入札差金による委託料の不用額

を減額するものである。

　10款１項２目、事務局費、事務局関係経費は103万8,000円の増額である。職員産休

に伴う臨時職員２名分の賃金を増額するものである。

　10款１項３目、教育指導費、幼稚園一時預かり事業費は54万7,000円の増額である。

新居幼稚園での緊急一時預かり保育事業の実施に伴い、教育に要する消耗品及び備品

の購入経費を増額するものである。

　同じく教育指導費、教職員育成事業は29万8,000円の増額である。新居小学校が文

部科学省の研究指定校に選ばれたことに伴い、研究に必要な旅費及び消耗品費を増額

するものである。



　10款３項３目、学校管理費、中学校施設整備費は596万5,000円の増額である。鷲津

中学校の消火栓配管が腐食しており、非常時に漏水が発生し水圧が不足するおそれが

あるため、配管修繕のための工事請負費を増額するものである。

　10款４項１目、幼稚園費、私立幼稚園等施設型給付費は12万6,000円の増額である。

平成27年度施設型給付費の国庫及び県負担金、県補助金の精算に伴い、償還金を計上

するものである。

　同じく幼稚園費、幼稚園施設管理運営費は588万1,000円の増額である。新居幼稚園

での緊急一時預かり保育事業の実施に伴い、施設の改修に要する修繕料を増額するも

のである。

　10款６項１目、社会教育総務費、社会教育総務関係経費は26万6,000円の増額であ

る。市民会館の解体に伴い、社会教育課及び文化課が市民活動センターへ移転するた

め、運搬費を計上するものである。

　10款６項６目、文化振興費、文化財保護保存費は209万2,000円の減額である。文化

財保護保存事業の県補助金の減額に伴い、出土品整理事業に係る臨時職員賃金を減額

するものである。

　10款６項７目、市民会館費、市民会館管理運営費は174万6,000円の増額である。市

民会館の解体に伴い事前にＰＣＢ廃棄物を処理する必要があるため、委託料を増額す

るものである。

　10款６項９目、図書館費、中央図書館管理運営費は270万円の増額である。特殊建

築物の各設備の保守点検において不具合を指摘されたため、修繕料を増額するもので

ある。

　10款７項１目、保健体育総務費、運動公園等維持管理費は63万8,000円の増額であ

る。みなと運動公園野球場女子トイレの排水管が樹木の根で閉塞し使用できない状況

にあるため、修繕料を増額するものである。

　10款７項２目、スポーツ推進費、スポーツ活動推進費は30万3,000円の増額である。

新居野球少年団及び湖西男子バレーボール少年団の全国大会出場により予算額が不足

したため、交付金を増額するものである。

　続いて、歳入について説明する。

　国庫支出金の子ども・子育て総合支援システム改修事業費補助金は100万円の減額

である。子ども・子育て総合支援システム改修事業の補助基準額が確定したことに伴

い減額するものである。

　同じく国庫支出金の保育対策総合支援事業費補助金は294万円の増額である。新居

幼稚園の一時預かり事業の実施に伴い計上するものである。

　文化財保存費補助金は国庫支出金100万3,000円、県支出金141万4,000円の減額であ

る。文化財保護保存事業の交付決定により減額するものである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　歳入の公立保育所総務費のところにある「子ども・子育て総合支援シス

テム」とは、どういうシステムか。

(幼児教育課長)　パソコンで保育料の計算等をしているシステムで、多子世帯の軽減

措置等により、昨年度新しいシステムに変えるようにという指示があり、急きょ予算

化したものである。最初は200万円頂けるような話であったが、半額の100万円になっ

たということである。

(袴田委員)　元々あるシステムを、同じ業者が入って改修するということか。

(幼児教育課長)　そのとおりである。マイナンバーや多子世帯の軽減措置等、保育料



を計算するのに違ってきている点があるので、システムを改修しなければいけない。

そのため予算計上したものである。

(袴田委員)　マイナンバーの影響もあるということか。

(幼児教育課長)　そのとおりである。

(飯田委員)　文化振興費で「文化財保護保存事業の県補助金の減額に伴い」とあるが、

対象の事業はどんな事業か。

(文化課長)　これまで発掘した出土品の再整理を行ってきており、その補助金が減額

されたことに伴い、臨時職員の賃金を減額した。

(飯田委員)　全体のうちのどれくらい減額されたのか。

(文化課長)　賃金については、補助金事業として２本上げてあるのだが、全部で約250

万円当初は予定していたが、そのうちのこの200万円が従来の出土品の再整理に伴う

賃金として計上していたものである。残りは、新たに発掘された出土品の洗浄等に使

う補助金として計上していた。従来発掘された出土品を再整理するための県費補助金

が減額されたことに伴い事業をやめたので、それに伴う事業費200万円余りを減額す

ることになる。

(飯田委員)　優先順位としてはそれほど高くないものであったということか。減額に

伴い、不都合は出ないのか。

(文化課長)　当初３年計画で進めていたものを途中から５年に延長していたのだが、

補助がなかなか付かなくなった。今まで発掘した資料がたくさんあり、当然５年間だ

けでは整理しきれないが、とりあえず５年間でと思っていた。しかし、補助金がなか

なか付かないので、今年度についてはその分は削除するという形になっている。

　今後どうしていくかについては、また別の補助金等を考えていきたいが、今のとこ

ろ事業的には大きな問題があるものではない。

(山下教育長)　しかし、整理事業は結局、中断をするということか。

(文化課長)　当分は、そのとおりである。なかなか補助金が厳しくなっており、緊急

性の高いものから補助金が付いてくる。

(飯田委員)　先般、倉庫の中に出土品が積み上げられている状況を見せていただいた。

それが整理されないまま傷んでいかないのかという心配も少しあってお聞きしたが、

優先度はそれほど高くないということか。

(文化課長)　出土品のほとんどが窯跡等から出てきた陶器類であるので、劣化すると

いうことはない。そういったものを整理して、すぐ取り出して活用できるようリスト

を作っていた。全体の事業としては支障があるというものではなく、将来的なことを

考えて計画したものである。

(袴田委員)　「市民会館の解体に伴い、事前にＰＣＢ廃棄物を処理する必要があるた

め、委託料を増額」ということだが、元々解体費の中には入っていなかったのか。

(文化課長)　実はこのＰＣＢについては、廃棄物の中でも特定の有害廃棄物になり、

事業者である市民会館が責任を持って処理することが法律で規定されている。実際の

運搬や処理は許可された業者に委託することになるが、主体としては市がこれを処理

することになるので、そのための委託料を補正で増額する。

(山下教育長)　今までＰＣＢの存在に気が付かなかったということか。

(文化課長)　ずっと保管し、毎年県へ届け出ていた。今まで処理できる所が北九州か

愛知県の豊田市にしかないと言われていたため、順番が詰まっていることもあってそ

のままになっていた。今回市民会館を解体することになり、いろいろ調べたところ、

雄踏に微量のＰＣＢを含むものを処理する所があるということが分かったので、そこ

へ委託をして処理していただこうということになった。



　本来ＰＣＢは、平成33年ぐらいまでには処理しなければいけないことになっている

が、今まではなかなか業者がなかった。今回新たに見つかったということで、解体を

行う前に処理したいということである。

(佐原委員)　図書館の不具合は、どこか。

(図書館長)　中央図書館に入ってすぐ右側に防火シャッターが３基あるのだが、向

かって一番左側のシャッターが途中で止まってしまい、早期に直す必要があるため、

今回補正に上げた。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第38号「平成28年度湖西市一般会

計補正予算（第４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）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第38号「平成28年度湖西市一般会計補

正予算（第４号）要求について」は原案のとおり承認された。

　続いて、「その他」事項に移る。まず、１つ目である。

　前回、時間がなく、一方的に説明させていただき本当に申しわけなかったが、市内

の教育施設の再編整備計画として事務局案「教育施設地域拠点構想」を提出した。少

し意見交換等はできたが、改めて意見交換、協議をしたい。それをもって28日の総合

教育会議で市長、同席されると聞いている次期市長と協議するという流れで持ってい

きたい。どの部分でも構わないので、意見をお願いしたい。

(飯田委員)　公共施設との複合化はどのように複合化していくのか、それに伴い今あ

る施設をどのようにしていこうとしているのか伺いたい。

(山下教育長)　教育委員会所管の施設以外の施設ということになると、公共施設マネ

ジメント推進室等と協議をしながら、どんな施設を複合化するかという話になる。こ

れから子どもが減っていくという予想がある。そうすると、改めて一体化の施設を

造ったにしても、また何十年経つと空き教室が出てくる。そのまま繰り返し縮小とい

う話になっていくのでは、せっかく造った施設の有効活用ができない。できれば、将

来的な空き教室も含めて、地域の方々が活用できるような施設というイメージを持っ

ている。

(飯田委員)　教育施設に、例えば公民館的な要素を取り入れたり、図書館的な要素を

取り入れたりといったことは可能なのか。

(山下教育長)　複合といっても、どういう形で造るかという問題は当然ある。現在で

も、学校の施設のすぐ横に子育て相談施設を持っているような小学校もあるし、いろ

いろな複合的な施設がたくさんできてきているので、具体的には今後計画していくこ

とになるが、可能だろうと判断している。

　先ほど話のあった学童保育の施設を設置するのが今難しい状況にある中で、あらか

じめ学校と隣接した形で独立した施設があれば、もっと活用度が広がるのではないか。

理想から言えば、赤ちゃんからお年寄りまで皆がそこに集い、いろいろな活動を共有

していくことがこれから求められてくるのではないか。そうすると、子育ての部分や

年配の人たちの集会施設といったものも整備し、地域の核となるような拠点にしてい

くことが求められてくる。建て直すのであれば、将来的なこともにらみながら建設し

ていくことが必要になってくるだろう。それがひいては、公共施設の削減にもつな

がっていくと思っている。

　公共施設マネジメント推進室と意見交換等をしており、公共施設マネジメント推進

室でも複合施設にしたいという思いは持っているようだ。では、具体的にどんな施設

を一緒にするかということは今後の協議だと思っている。



(河合委員)　新聞記事では、「そんなお金はない。複合施設にすると単体で30億円掛

かるところが50億円ぐらいになってしまう。そんなものはできない」というような趣

旨の公共施設マネジメント推進室のコメントが載っていた。今、教育長が言われた

「複合施設も考えている」というのとずいぶん矛盾する気がする。

(山下教育長)　今考えているのは、子どもたちが今の施設の中で教育活動をしながら、

新しい施設を造って、できたらそちらに移っていき、今までの施設を潰していくとい

う段取りである。当然、一体型の施設、複合化、全ての工事が１回で収まるというこ

とにはならない。何期かに分けて工事をしていくということであれば、財政的にも可

能ではないかという話はしている。例えば40億円掛かるところを、年間15億円の建設

費で３期に分けて工事をしていき、３期分合わせて複合施設が完成する形をとるので

あれば、財政的には施設の建設は可能ではないか。今後、どういう形でその施設を建

設していくかという具体的な話を詰めていく中で、実現の方策が見つかるだろうと

思っている。

(河合委員)　基本的に、こういう施設を建てるという予算立てをした場合に、議会へ

は、単年度予算を提出しなければならないのか、それとも複合施設なので継続年度で

お願いしたいと言って出すのか。それによって、議会にしても、公共施設マネジメン

ト推進室にしても、対応が変わってくるのではないか。

(山下教育長)　一体型施設建設の全体計画の承認を得ながら、とりあえず何年度はこ

の１期の部分について、議会の承認を得て工事を進めるということになるだろうと思

う。おそらく、そうしていかないと今後何も進まないのではないか。「何十億円掛か

るのでとてもできない」と言われてしまうと、大きなものは造れない。給食センター

についても、中身を合わせると何十億円か掛かるので、市として何もできないという

話になると、公共施設のコストダウン、削減が全然進まないという話になる。必要な

ものを造りながらスリム化を図っていくという流れの中で、造っていかざるを得ない

のではないか。

(河合委員)　私たちは、教育長から小中連携や一体化の話を聞くわけだが、一般市民

の皆さんは、「小中一貫がいい」、「それには反対だ」という会話がどこかでなされ

ているのか。

(山下教育長)　具体的にはこれからである。流れとしては、小１ギャップ、中１ギャ

ップといったいろいろな問題が出てきている中で、模索や実施を始めているところが

ある。子どもを育てるというのはなだらかに進めていく形が理想として求められてい

る以上、そういう教育をきちんと後押しするハード面が求められてくるだろう。その

中で具体的にどうしようという議論は、今後していかなければいけないと思う。

　市民の方々の全員が了解しなければ、そういう小中一貫教育が進められないという

話ではないと私は思うが、当然周知し説明する必要はある。

(河合委員)　新聞紙上で「小中一貫」と見出しだけ出ていると、もう子育てを終わっ

てしまっている人は全然関係ない話だが、これからの人たちにとっては「いつなるの

か」、「本当になるのか」、「湖西市がやっていくのか」と、そんなことを聞いたこ

ともないのにいきなり出ているというのが市民の一般的な感じ方だと思う。

(山下教育長)　このことは教育委員会への提案の段階であり、方向性がある程度見え

てきた段階で、説明なり、具体策の提示になっていくと考えている。小中連携教育に

ついて、施設一体型について、一貫校について、小学校から中学校まで９年間一貫し

た形でやっていくのか、小学校６年、中学校３年という枠は基本として残しながらう

まく連携させていくのか、これから教育委員会を中心に議論を進めなければいけない

と思う。それと同時に、一貫教育はしていきながら、ハード面として連携型にするか、



一貫型にするか、それはエリアによってまた今後検討していかなければいけないこと

だと思う。

(河合委員)　この前、教育長の私的な意見として中部エリアを先にやりたいという話

も聞いたが、白須賀については同一地域に小・中学校が建っており、児童生徒が行き

来できる状態であり、顔の見える教育として１人の子どもの名前を先生全員が知って

いるという状態が小学校から中学校へ上がっていくという部分で、湖西市の小中連携

や小中一貫のモデル校とすることはできないか。

(山下教育長)　それは可能だと思う。白須賀の場合は今でも先生方が行き来しながら、

授業を行っている。それは隣接しているから、白須賀の場合は今の状態でもできる。

ただ、子どもたちが減っていく中で、白須賀の小中を施設一体にして、今後どのくら

い存続していけるかどうかを検証しなければいけない。一貫教育をしていくことは、

非常にやりやすい、メリットのある所だと思うが、改めてあそこに施設を造って今後

子どもたちが従来どおり確保できるのかどうかという点については、難しいところが

あると思う。

(河合委員)　教育長は施設として建て直す、一体化するという話をされているが、私

が先ほどから言っているのは、現状の建物を利用した小中一貫、連携の話である。現

状の建物で子どもが減って空き教室が出れば、白須賀幼稚園がそこへ入っていけるの

ではないか。

(山下教育長)　それは可能だと申し上げている。是非進めていきたいと考えている。

ただ、中部エリアを先にという話との関連では、将来的に白須賀が学校として存続で

きるのかということも、議論をしなければいけないと思っている。地域住民の方々と

もきちんと話をしないといけないと思っている。ただ、今の時点では、一貫教育をす

るには非常によいところで、本来ならば小学校と中学校の職員室が一つになって、先

生方が常に話合いができるような環境を造ってあげられれば、より進んでいくと思う。

そのためには、次期市長が白須賀に住民を呼び込むような施策をセットで作ってくれ

ないと、一体型施設を造る話がなかなかできないのではないか。

　今、鷲津地区、岡崎地区については子どもたちが増えている。今後何十年か経って

も、おそらく極端に減ることはないだろう。そうすると、やはり今と同じような規模

の施設が鷲津には必要になる。正直な話、鷲津小学校についてはもう、これ以上増設

する余地がないので、今後も子どもたちが増えることになると、早急にプレハブ等い

ろいろな対応をしなければいけないことになる。そういう点からすると、保育園の部

分も含めて、中部エリアが一番最初に手を着けなければいけないところではないかと

は思っている。

(佐原委員)　老朽化により手を着けなければいけない建物の優先順位はあるのか。

(山下教育長)　耐用年数があるので、優先順位はある。

(佐原委員)　どこの学校が早急に手を着けなければいけないのか。

(山下教育長)　実際には、例えば鷲津小学校は南棟、中棟、北棟と分けて建設してい

る。そのため、学校全体がというのではなく、校舎ごとに改修、建て直しをしなけれ

ばいけない。そういう中で、もう手を着けなければいけな部分はいっぱいあるのだが、

一つ一つ手を着けていくということになると……。

(佐原委員)　大変ということか。それは鷲津だけではなく、どこの学校も大体同じか。

(山下教育長)　小さな学校は１棟という所もあるが、岡崎小学校、新居小学校、鷲津

小学校については幾つかの棟が複合化されている。

(佐原委員)　構想として幼児から生涯学習まで一つの教育拠点にしていくというのは

すごく魅力的であるし、おもしろいので、是非そういう形の所を造ってほしいとは思



うのだが、一から施設を造っていくとなると大変である。その方向で話を持っていっ

ていただけるといいとは思うが、例えば以前話のあった学校の図書室を市民に開放す

るということなどは、今の時点でも可能な範囲のことではないかと思う。施設が完成

しないことには、そうはできないのか。空き教室に生涯学習のためにお年を召した方

が集まるというふうに使うといったこともしつつ、器も造っていくというわけにはい

かないのか。

(山下教育長)　図書室はどの学校も単独ではない。当然、入るには玄関からスリッパ

に履き替えて図書室へ行くことになる。図書室には誰も常駐していない。実際に鍵が

掛かっている所が非常に多い状況の中で、これを開けると、そこに司書が常駐するこ

とになる。あるいは一般の方が学校の玄関から自由に出入りすることに対する抵抗感

というのもあるのではないか。

(佐原委員)　学校、それから学校も使える図書施設と生涯学習施設がそれぞれ独立し

た形を構想しているということか。土地的には同じ所にあるけれども、施設の役割と

しては独立しているものが同じ区画にあるようなイメージということか。

(山下教育長)　そのとおりである。

(袴田委員)　大学のような感じか。

(佐原委員)　最初聞いた時には、例えば同じ建物の中で皆が集うのかとイメージして

いた。

(山下教育長)　子どもたちの教育部分は教育部分として確保しなければいけないと思

う。一般の方がいつもそこに入って来られるという状態にはならない。例えば教室な

どの授業をする所はやはり確保しなければいけない。ただ、図書室や子育ての部分、

年配の方の集会の部分といったものが施設の一部に確保されていて、そこは子どもた

ちも共用できるというスペースであるべきではないかと思っている。そこは、学校の

玄関から入らなければいけないような形ではなく、自由に行き来できるスペースとし

て設定をすればいい。今、大学とおっしゃったが、敷地の中にそれぞれの棟があると

いうイメージではない。一つの施設の一部分が共用できる形になるというイメージで

ある。

(河合委員)　建物が１棟あり、その１階部分はフリースペース、オープンスペースに

し、２階以上は教育施設として児童生徒が使用するというイメージを考えればよいか。

(山下教育長)　そのとおりである。

(河合委員)　最初に聞いた感じは、大学形式で棟が幾つもできるようなイメージを

持って、心配になった。

(幼児教育課長)　今、新所幼稚園のホール等が自治会との共用部分になっている。幼

児教育部分と自治会部分とが鍵でしっかり区別できるようになっている。また、岡崎

保育園が学童保育を行っているが、玄関を別にしている。中での交流はできるが、必

要とあらば学校や幼稚園の部分を独立させることができる。そういうイメージではな

いか。

(河合委員)　学校施設には、相矛盾する考えがある。一般の人が勝手に入って来ると

不審者扱いしなければならない現状があり、地域に開かれた学校でありたいという考

えとせめぎあう。学校施設のどこまでを地域に貢献できるスペースにできるか、突き

詰めていくのは難しい。

(山下教育長)　池田小学校の事件以来、敷地内に関係者以外を入れないというスタン

スである。門扉を閉めて、入って来る人についてはチェックをするという状況である。

子どもたちを預かっている施設については、やはり安全を確保しなければいけない。

ただ、敷地内でも子どもたちと交流ができる状況は、これから必要になってくるだろ



う。今のように、教育施設の敷地全体から排除する形ではなく、施設として安全が確

保できる形で交流が進むようになるのが一番いい。これは、皆さんの理解が進まない

とうまくいかない。新たな施設を造ることによって、交流と同時に安全を確保する施

設形態を造っていかなくてはいけない。今の学校では無理だろう。先ほど河合委員か

ら話があったように、一貫教育を進めていくについては不十分だけれども、隣接して

いれば何とかなる。しかし、それをより推進するためには一体型の施設の方が望まし

い。また、地域と一緒に子どもたちを育てていくということになると、今の施設では

不十分だろう。そういう意味でも、一体型の施設に造り直していくことにより、市民

の意識を変えていくことが求められている。同時に、施設が老朽化していく中で、効

率よく公共施設を運営していくためには、どうしても複合化するのは避けられないだ

ろう。

(飯田委員)　そこは少し心配なところもある。地域ごとで学校施設内に造るとなると、

一つずつの施設の規模は当然小さくなっていくと思う。

(山下教育長)　子どもたちが活動するのに必要なスペースは当然確保しなければいけ

ないし、今後の予想も含めて現在ある必要な施設を確保しながらという話になる。

(飯田委員)　例えば学校施設の中にそういう公共的なスペースが出来ていくとなると、

具体的には公民館も図書館もそこに吸収されていくという形が考えられると思うが、

ある程度の規模の集会、講演ができる施設になるのか、ある程度の図書、資料の量の

確保ができるのかということが心配になる。

(山下教育長)　例えば今、中央図書館と新居図書館があるが、パソコンで検索して新

居図書館にある図書を予約すれば、水曜日と土曜日に中央図書館に持ってきてくれる。

それぞれの小学校、中学校の図書室に全ての本をそろえる必要がない時代になってく

るだろう。大きな保管庫、閉架の図書を置くスペースがあれば、必要な所に持って行

くことは可能になる。子どもたちが教育活動をするのに必要な図書はそれぞれになけ

ればいけない。それが原則で、今それぞれの図書室にあるはずである。それを中心に、

一般の方々に読んでいただける本をそろえていく。ただ、全ての施設に同じ本がなけ

ればいけないという発想はない。もっと機能的、効率的に、施設の中で収容するよう

な形がとれるのではないか。

　公民館施設についても、大勢が集まるような大きな部屋が本当に必要だろうか。学

校であれば体育館、会議室等大きなスペースがある。だから、今あるような人々が寄

り合い、集まる公民館のスペースについては共用できるところも出てくると思う。

　また、以前市長が言っていたが、各学校に設置されているプールも、今後検討して、

学校教育の水泳の授業で使える市営プールがあれば、それぞれの学校のプールをやめ

るという選択肢も出てくると思う。

　複合化することによって、今までそれぞれの所に設置していた施設がカットできる

という部分も出てくる。今ある施設が全てくっついて一つの施設になるとは思ってい

ない。必要な部分はそれぞれ設置しないといけないと思うが、集合化することによっ

て削減できるところも出てくる。そういったスペースが、地域の方々や子育て等いろ

いろな共用施設として使えるようになる。

(河合委員)　新聞記事を見ると、教育委員会が所管する施設は、市全体の施設の40な

いし45パーセントあり、それには市民会館は含まれていないと書かれていた。教育委

員会が所管していない公共施設については、どこが所管しているのか。市のそれぞれ

の所属が所管しているということになるのか。

(山下教育長)　そうである。

(河合委員)　他の所属とのすり合わせは、これから先やっていかなければならないと



思うが、それは公共施設マネジメント推進室が単独でやるのか。例えば教育委員会で

あれば、教育委員会と公共施設マネジメント推進室がすり合わせを行うのか。防災セ

ンターも教育施設に入れたいというような意見は、どこかが提案しなければ出てこな

いのか。表鷲津、鷲津には防災センターが建っているが、北部、白須賀にはない。学

校施設が構想的には避難所として機能することになっているので、そこに防災セン

ター機能を持たせた施設が欲しいということは、誰も言わないのか。

(山下教育長)　地域の方々が欲しいと言うということか。

(河合委員)　地域の方々が、あるいは市の防災を所管する課や教育委員会が。

　子どもたちも学校から帰れない場合があるので、食糧の備蓄が必要になる。倉庫は

建っているが、一般住民に開放するものについては教育委員会の所管ではないので、

教育委員会はそこにはタッチしないのか。

(山下教育長)　基本的には、それぞれの所管課が必要とするものを要求することにな

る。小・中学校等の非常食については、保護者の方が購入する形ではなかったか。

(学校教育課長)　そのとおりである。ミネラルウォーター、乾パンといった非常食に

ついては、入学と同時に用意させていただき、中学校の場合には卒業式近くにお返し

する形にしている。

(山下教育長)　おそらく、地域の方々が避難してくるときの食糧については、本来自

己負担で、持ち寄るというのが今の基本だと思う。学校施設が避難所になるからと

いって、そこに備蓄をするという話はなかなかない。毛布など倉庫の中に入れてある

ものもあるが、これについては危機管理課等が管理するシステムだと思う。防災セン

ターがどこの地域にも必要かどうかはまた別の話である。

　公共施設マネジメント推進室が事業計画として一本化していくということになるが、

教育委員会の中で話し合われた案については公共施設マネジメント推進室も了解して

いて、今後具体的な部分については協議し、すり合わせをしていくことになる。ただ、

複合部分については、他の所管等いろいろな部分があるので、それは今後それぞれの

地域によってどういう形で複合化するのか検討が必要になる。複合化できないという

話も出てくるかもしれない。今後の話である。

　自治会が持っている公会堂等については、これは自治会の持ち物であり、基本的に

は公共施設ではない。そういうものを公共施設として取り入れるという話ではない。

地域の年配の方々が集え、憩えるような場所が図書館とセットであるべきだろうと思

うが、今の公会堂等がなくなり、学校施設と一体になるという発想ではない。

　避難地については、多くの人々が集まって雨露がしのげ、避難できる所というと、

学校が基本になってくるとは思う。ただ、基本的には体育館が避難所となる。教室等

の施設ではなく、基本は体育館である。地域の方がずっと避難されていると教育活動

が再開できないので、本来は緊急一時的な避難先であり恒久的な避難先にはならない

ということを考えると、避難施設だからといってそこにいろいろなものを付けるとい

うのは、逆効果ではないかと思う。本来なら、公会堂などいろいろな所に地域の方が

避難するのがベストだと思う。

(河合委員)　実際にはなってみなければ分からないが、私が住んでいる知波田地域だ

と、私の町内は３年２組を使うという指定がある。教育長が言うように体育館が基本

だとしても、地元の人間は地区ごとに教室が割り振られている。

(山下教育長)　それは、学校が割り振ったということか。

(河合委員)　地域としてその学校施設を、避難所を想定してクラス分けしてある。

(山下教育長)　教室を含めて学校施設全体が避難施設だと思われているとすれば、地

域の方々との認識の相違があるのではないかと思う。



(学校教育課長)　その点について、補足する。県教育委員会から、中学校区を単位と

した防災連絡協議会を開くよう指示があり、最低１回、地区でやっている。学校とし

ても、避難地になっている場合については受け入れなければいけない。自治会と協働

して受け入れるということであるので、それに基づいて案を作っている。まず、学校

の避難場所はグラウンドである。つまり、施設の安全が確認できて初めて地域住民を

招き入れられる。そして、一次避難場所は体育館になっているはずである。体育館に

なっているのだが、そこでは収容しきれない場合や長期になる場合については、多分

学校に行くと、入っていただいて構わない、ここは立ち入らないでほしいということ

がそれぞれの教室に必ず明記してあり、学校としては例えば横山地区であれば地域住

民は何人ぐらいなのでここの教室で収めていこうというような案は作ってあると思う。

しかし、あくまでもグラウンド、体育館、その後教室という順序である。そこら辺が、

年１回の会議であり、自治会の役員の方も毎年入れ替わりがあり、なかなか浸透して

いない。東日本のときも、神戸のときもそうであったが、声の大きな人が勝ってしま

うということが度々起こったので、それではいけないからということで会合を開いて

いるのだが、学校の職員も入れ替わるし、地域の役員の方も入れ替わるということで、

なかなかそこら辺が定着していない地域ももしかしたらあるかもしれない。

(河合委員)　実際に防災を少しかじった人間なので、建物の危険度判定が済まない限

りは体育館にも教室にも入れず、普通に考えたら３日ぐらいグラウンドで過ごさなけ

ればいけないというのは、理解している。しかし、その理解を超えた部分で、そうい

う指定があると、なかなか難しいところがあるのだろうと思う。

(山下教育長)　トイレについてもそうである。避難してきたら学校施設のトイレを使

えると皆さん思われるが、学校施設のトイレは使えないというのが基本である。水関

係や電気関係を考えると、当然仮設トイレを使うことになる。そこら辺の混同がなか

なか抜けない、周知徹底できないところはあると思う。

(袴田委員)　学校施設の老朽化が大分進んできているが、同じようなものをまた建て

てしまうと、全く意味がないと私も思う。その時代に合った建て方に改善してやって

いかなければ、これからはやっていけなくなってしまうのではないかとは思う。複合

化というのは非常にいいのではないか。プールにしても、先ほどの話だとプールをな

くしてしまえば、そこのスペースが空くので活用できる。

　小中一貫でやれれば、先生の数も減らせるということも多少はあるのか。

(山下教育長)　減らせるわけではない。教員の定数は国で決まっているので、市や県

で何とかなるという話ではない。小中一貫になれば先生が減るのか増えるのかという

と、基本的には変わらない。小学校に10人の先生、中学校に15人の先生がいて、これ

が小中一貫校になった場合には、基本的には先生の数は25人である。人数の問題では

なく、子どもたちが使いやすく、先生方も教育活動がしやすいということを考えると、

一体型の施設が今後は望ましいと思う。近ければ、今白須賀が行っているように、先

生方が小学校も中学校も授業をすることができるようになる。白須賀はできるけれど

も、鷲津はできない。玄関から靴を履き替えて、例えば中学校から小学校へ行くとい

うと、グラウンドを通っていかなければならず、幾ら急いでもやはり10分ぐらい掛か

る。そうすると、次の授業に間に合わない。白須賀は、たまたま校舎が隣接し、渡り

廊下が付いているからすぐに行ける。だから、やはりそういう物理的な部分、時間的

な面でもうまくいくような施設を、今後は追求していかなければいけないと思う。

(河合委員)　次回の総合教育会議までは日にちが足りないかもしれないが、学校の棟

別の耐用年数に応じた改修時期の一覧表を出していただけると、私たちも直さなけれ

ばいけない施設が具体的に把握できると思う。



(山下教育長)　直さなければいけない施設はたくさんある。

　一体型の施設を造っていくという話としては、市も了解している。ただ、いつ、ど

ういう形で、どういう順番で造っていくかということについては、今後協議しなけれ

ばいけない。そういう中で、後回しになるエリアについては、当然補強や改修をして、

長寿命化を図っていかなければいけない。基本的に今手を着けなくてもいいのは、岡

崎中学校だけである。あとは全部、どこかで手を着けなければいけないので、どうい

う順番で手を着けていくか、まずは一体化する所をどこのエリアにし、他の所につい

ては順次耐用年数を見ながら補修をしていくということを、今後やらなければいけな

い。

(佐原委員)　それと同時に給食センターも造っていく方向で進めるというわけか。

(山下教育長)　給食センターを造ることについては、一応公共施設マネジメント推進

室も了解している。これをやらないと、公共施設の簡素化ができない。今、それぞれ

の学校に調理場があるので、そうするとランニングコストがかかる。保守点検、改修、

施設整備等を常に繰り返さなければならない。

(佐原委員)　新しく複合施設として建てる学校施設には、給食設備は考えないでいく

という方向だということか。

(山下教育長)　そうである。そのための先行投資ということになる。それと同時に、

今アレルギーの子どもたちが増えており、そういう子どもたちの給食の安全というこ

とを考えると、センターを造るということが基本になる。

(佐原委員)　給食センターが一つあると、新しい複合施設の生涯学習的要素も兼ねた、

お年を召した方々も集え、憩える施設で、そういう方への給食の提供もできるのでは

ないか。

(山下教育長)　何らかの時に給食センターで調理をして配給するということは可能に

なるだろうと思うが、そこまでは考えていない。

(佐原委員)　しかし、そういうこともできるようになると、一人で食べていらっしゃ

る方が減る等の効果が期待でき、それにも対応できる規模の給食センターにしておく

のもいいのではないか。難しいか。

(山下教育長)　おそらく、調理業務を委託することになる。給食センターを建てるが、

市で給食員を確保する形は難しいのではないかと思う。今岡崎中学校等でやっている

ような調理業務委託をしながら、やっていくことにならざるを得ないのではないか。

そうすると、定期的に、常に、毎日作るということがベースになるので、お年寄りの

方のデイサービスのようなものをそこに入れるのは、なかなか難しいかもしれない。

実際には、小学校、中学校、幼稚園、それから保育園の基礎調理というところが給食

センターの担う業務になるだろうと思う。

(佐原委員)　給食センター一つで全てを賄えるのか。

(山下教育長)　そうである。食数はどれだけであったか。

(教育総務課長)　7,000食を想定している。

(袴田委員)　鷲津を最初にやるとした場合、中学校で校舎が３棟、小学校でも何棟か

あるが、棟数はそれなりに必要にはなってくるのか。

(山下教育長)　そうである。

(袴田委員)　その中に幼稚園、図書館といったものをはめ込んでいくのか。

(山下教育長)　こども園については、隣接型になると思う。専用の園庭が必要になる

し、子どもたちのための小さなプールも必要になる。だから、小・中学校と一体化の

施設にはしにくい。ただ、幼稚園、保育園を合わせたこども園として共用部分に隣接

した形で設置する。



　小・中学校の部分については、教室の数、職員室、特別教室など必要なものは当然

盛り込まなければいけない。いかにコンパクトにまとめられるかということだろう。

　今、子どもたちが生活する学校施設をそのままにして建てるということになると、

グラウンドなどに建てざるを得ない。エリアによっては施設の形状などいろいろなも

のが変わっていくと思う。空きスペースに合わせた形で施設を検討していくことにな

る。出来上がれば子どもたちがそちらへ移って、今までの施設を潰してグラウンドに

する、あるいは別の隣接した施設を造る形で工事を進めていかないといけないだろう。

(飯田委員)　小中一貫教育は、施設と一体で進めるのか。

(山下教育長)　幼稚園から小学校、中学校という一貫教育を進めていかなければいけ

ない時期に入っている。例えば中学校の先生が小学校の教育活動についてもっと理解

を深め、小学校の先生方が幼稚園や中学校の教育活動についてもっと理解を深める。

まずは、お互いに理解を深め合うというところから始めて、うまくつながるような教

育をしていくということが、これからの基本になる。それは、施設が出来る出来ない

の問題ではなく、していかなければいけないと思っている。

(飯田委員)　一貫校にするということは、施設は一体型になると考えていいか。それ

も、施設とは別に考えるということか。

(山下教育長)　個人的な考えではあるが、例えば鷲津の場合は小・中学校を合わせる

と1,500人規模の学校になり、1,500人の子どもたちを見る責任者が果たして１人でい

いかというと非常に難しい。白須賀の場合は規模としては実際には300人ぐらいで、

300人であれば普通の小・中学校と同規模であるので、もしこれを一体化の施設にし

た場合は、一貫校として校長１人で運営するということも物理的には可能だろう。し

かし、1,500人となったときには非常に難しいと思う。そうすると、施設は一つでも

小学校と中学校は別々になると思う。今後検討しなければいけない部分だろう。

(飯田委員)　では、教育委員会として「小中一貫校にしていく」というような言葉で

はなく、「一貫教育はしていく」がそれぞれの学校の形や規模に合わせてやっていく

という形ということか。

(山下教育長)　湖西市内の学校の規模、児童生徒数が全てフラットであれば、全て同

じような形にすることは可能だと思う。地域によって、学校によって規模もいろいろ

違う中で、方向性として幼保小中一貫教育を推進するのは基本にあるが、ではその形

態ということになるとそれぞれの特色に合った形にせざるを得ないのではないかと思

う。フラットにできればそれは一番楽な話で、そうなると自治会の再編ということが

当然起こってくる。

(飯田委員)　言葉が独り歩きしないように、順を追って、すぐにやり始めるものと、

もう少し後である程度の年度を目指してやっていくものと、もっと後になるものと整

理が必要である。

(山下教育長)　具体的な計画案については、まずは岡崎幼稚園と、緊急一時預かり事

業を始める新居幼稚園のこども園化、その後給食センターの建設。ここまでの流れに

ついては、公共施設マネジメント推進室でもほぼ了解していると判断している。給食

センターは平成38年開設という話をしているが、ＰＦＩでなければ何年か前倒しでき

るので、平成35年までには開設できるのではないか。その後に小中の一体型施設の建

設という方向で考えているが、この後については市の他の公共施設も当然建て直し、

改修が必要になってくるし、市民会館の話もあるので、その辺りとどういうふうに順

序を付けてやっていくかを今後協議しなければいけない。消防署についても10年後に

は造るという話を市長が議会で言った。そうすると、給食センターの後に消防署を造

る時期になる可能性がある。やはり他の公共施設と絡めて検討しなければいけないと



ころだろう。

　教育施設については今後こういう形で再編をしたいと思っているので、総合教育会

議は今後市長に協議の場を設けてもらう発端になるだろう。公共施設マネジメント推

進室だけが分かっていて市長は知らないという話では困るし、お金の件についても財

政当局に了解してもらいながら、今後どうするか検討するということである。前回私

から説明させていただいたこの構想について、総合教育会議ではまた最初に説明させ

ていただいて、後は意見交換と協議という形で進めていきたいと思うので、いろいろ

な意見、話を出していただきたいと思う。

　２つ目に入らせていただく。

　市民会館を取り壊すに当たって、現在所有しているピアノについて、早急の問題と

して総合教育会議で市長、次期市長に意見を伺わなければいけない。それについて説

明を求める。

(文化課長)　市民会館のピアノについては、平成23年度に新しいピアノを12月の補正

で購入したものである。ヤマハのフルコンサート用のピアノということで、非常にレ

ベルが高く、附属品を含めて1,000万円強で購入している。その後、皆様ご存じのよ

うに平成25年７月にホールの耐震不足ということでホールを閉鎖し、ピアノが使われ

ない状況になっている。

　維持管理については、現在ホールのステージ横に専用の保管庫を造ってあり、そこ

で常時空調をかけて管理をしているという状況である。年１回、５万4,000円ほどか

けて保守点検を行っている。

　現在は、閉鎖をしてから使われる場面がないという状況であり、今回市民会館を解

体するという話になり、ではピアノをどうすればいいのかということで、市内の他の

施設で保管してはどうかという話もあったが、保管スペースがなかなかない。今後の

新しい建物の計画がまだ分かっていない状況なので、いつまで保管するのかという問

題もあり、また、その間に使う頻度、回数についても、新しいホールがないとコン

サートといったものも開催できないので限られてくる。

　来週の総合教育会議には次期市長も見えるということであるので、その中で今後ど

うしていくかについていろいろ意見を伺いたいということである。皆さんからも何か

意見があれば伺いたい。

(山下教育長)　１回だけ、新居地域センターのホールでそのピアノを使った。

(文化課長)　閉鎖した直後である。文化協会が音楽の祭典で使った。往復の運搬費は

30万円である。

(山下教育長)　新居地域センターには、保管庫を設置するだけのスペースがなかなか

とれない。また、今、センターにもいいピアノがある。ピアノの保管場所も難しいし、

活用も難しいという状況にある。買ったばかりではあるが、売却ということも話とし

て出るかもしれない。

(佐原委員)　売却した場合は、幾らぐらいの値が付くのか。

(文化課長)　買った所に聞いたところによれば、買った所であるので少し低めに抑え

ていると思うが、400万円ということである。ピアノはやはり新しい方がいいので、

古くなれば当然値段は下がっていくということである。

(山下教育長)　ただ、10年間ずっと保管庫の中に置くのも、もったいない話である。

緊急を要する決断もあるので、総合教育会議に出したい。

　もう１点は、就学指導の関係である。

　この５年間の就学指導委員会での指導判断をした子どもたちの中には、「発達等の

観察継続」が非常に多いので合計人数ほどではないと考えているが、特別支援学級対



象児童生徒の数は増えてきている。それに合わせて、市長にお願いをして支援員も増

やしていただいているという状況である。おそらくこの数は今後減らないだろうと予

想されている。その要因としては、一つには医学の技術等の進歩によって子どもたち

が生を受ける確率が非常に高くなってきたこと、もう一つは脳科学等も含めた科学の

進歩によってある程度明確に診断できるようになってきたことである。今後も増える

だろうと予想している。

　一番問題になっていることは、幼稚園、保育園等で、小・中学校のような学級指導

体制というものができていないということがあり、このまま支援員を増やし続ければ

いいというものではないと思っている。他市の事例では、教育委員会とは別の組織と

してこども未来部という部署が市長部局にあり、こども未来部の中にこども家庭相談

課があり、発達障害児支援等いろいろなことを行っている。湖西市でも、そうした業

務を担う部署をもう少し明確にしなければいけないという思いがある。できれば発達

支援センターがあり、そこと連携しながら幼稚園、保育園の保育・教育ができるよう

になれば、今の状況より一歩進むと思っている。

　時間があれば、これも総合教育会議の中で現状を理解していただくために少し説明

させていただきたいと考えている。次期市長がどう考えているのか聞きたいと思って

いる。また、他市でも「こども部」や「こども未来部」などいろいろな形で市長部局

に子どもの育成に関する部局ができつつあり、教育委員会と切り離すのではなく、連

携しながらやっていく体制ができつつあるので、湖西市としてももう一度、教育委員

会の中にあってもいいのだが、組織の見直しの時期が来ているということも含めて、

提案したいと思っている。

(佐原委員)　実際には今は、学校単位で対応しており、子育て支援センターが対応し

ているわけではないということか。

(山下教育長)　子育て支援課の子育て支援センターでは、「つくしんぼ教室」と「か

るがも教室」を行っている。就園前の子どもについては「つくしんぼ教室」で発達障

害を持った親子にいろいろアプローチをして、対応等の支援をしてくださっている。

また、昨年度から「かるがも教室」を立ち上げて、「つくしんぼ教室」を経て幼稚園、

保育園に入った子どもたちを対象に、継続して発達支援をしてくださっている。しか

し、今なおやはり湖西市内には障害を持った園児たちを支援するようなシステムはで

きていないので、結局市外の施設に通う人が多いのだが、それもなかなか難しくなっ

ている。そういう子どもたち、あるいはお母さん方の相談窓口として、そういうセン

ターがどこかに出来れば、幼稚園、保育園にとってもプラスになるし、小学校、中学

校にとってもプラスになるのではないかとは思っている。

　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11月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後０時08分終了


