
５月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成28年５月27日（金） 午前10時～午前11時25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)

学校教育課長代理(鈴木　聖慈) 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 31 号 平成28年度湖西市一般会計補正予算（第１号）要求につ

いて

第 32 号 湖西市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する

規則の一部改正について

５ その他 ・新居関所・史料館、豊田佐吉記念館利用状況

・前回のその他事項等に係る意見交換



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５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31号「平成28年度湖西市一般会計補正予算（第１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31号「平成28年度湖西市一般会計補正予算（第１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５月27日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の要求は、歳出747万5,000円の増額である。10款６項７目、市民会館費、市民

会館管理運営費において、市民会館の解体費用を算出するため、設計委託料を計上す

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。

(飯田委員)　あらかじめ頂いた議案には勤労青少年ホーム費の補正もあったが、これ

がなくなったのはなぜか。

(教育次長)　当初、平成28年度、平成29年度の２か年で１億円をかけて、図書館を除

く教育委員会６課が勤労青少年ホームに移動する予定で補正予算を組んだが、過日、

議会の三役会において１億円もかけて６課が移動するのはいかがなものか、市民会館

解体により移動が必要な社会教育課と文化課の２課だけの移動にとどめ、もう少し経

費を抑えて考えてはどうかという提案があったので、市長部局と相談の結果、急きょ

勤労青少年ホームの補正については今回の議会への提案をやめ、教育委員会としては

市民会館の解体の設計費だけの補正予算とすることとした。

　なお、市民会館が解体されると、今入っている社会教育課と文化課はどこかへ移動

しなければいけないが、その移動先は今後考えていく。

(山下教育長)　補足する。実際には今、市民会館の２階、３階に会議室が幾つかあり、

貸出し業務を行っている。新聞報道にあったように、市民会館についてはアスベスト

の飛散等の危険性があるということで、早急に取り壊した方がよいということである。

ということは、貸出し業務自体もどこかの時点で停止をしなければいけない。そうす

ると、市では現在、市民会館を活用してさまざまな会議等を行っているので、その部

屋がなくなることになる。そのため、市役所庁舎内に入っている教育総務課、幼児教

育課、学校教育課の部分を会議室に充てればメリットがあるだろうということもあり、

それではこの際、教育委員会事務局自体を勤労青少年ホームに移そうかということで

話を進めてきたが、その辺の理解が得られなかった。

　教育委員会だけであれば、社会教育課と文化課の移転先を決定すれば済むわけだが、

会議室の確保という点では市全体としてますます困ることになる。今回は、教育次長

が説明したように断念するということで、補正予算案からこの金額を外したという経

緯がある。ただ、市民会館については、取り壊すことを前提にそのまま動いているの

で、そのまま設計委託料を計上している。

(袴田委員)　設計委託費には、解体費も含むのか。

(教育次長)　解体費用を算出するための設計である。

(山下教育長)　ここで算出をしてもらって、予算を付け、入札をし、見合う金額で業

者を決定して解体に入るという段取りなので、これをやらないと先に進まない。

　他に質疑がないようであれば、議案第31号「平成28年度湖西市一般会計補正予算



（第１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31号「平成28年度湖西市一般会計補

正予算（第１号）要求について」は原案のとおり承認された。

　議案第32号「湖西市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改

正について」事務局の説明を求める。

(教育総務課長)　議案第32号「湖西市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関す

る規則の一部改正について」、湖西市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関す

る規則（昭和31年湖西市教育委員会規則第５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５月27日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第１項では、「教育委員会は、教

育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、

又は教育長をして臨時に代理させることができる」と規定している。湖西市教育委員

会の権限に属する事務の委任等に関する規則第２条第１項では、この規定に基づき、

同項各号に掲げる事項を除く教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任している。

　今回の改正は、規則第２条第１項第13号の「条例、規則又は要綱による委員等の任

命又は委嘱を行うこと」を削ってこの事務を教育長に委任し、同条に第３項を設けて

教育長が委員等の任命又は委嘱を行ったときは、次の教育委員会の会議においてその

状況を報告することとするものである。

　前回の４月定例会において、委員等の任命又は委嘱に関する議案の審議の際に混乱

があった。混乱が生じた理由としては、一つには役職者等を委員とする場合に、その

役職者等の交替の時期と教育委員会定例会開催の時期とがうまくかみ合わないことが

挙げられる。その都度臨時会を開催するのも非効率的であるので、この際、教育長に

委任し、機動的に事務を執行してはどうかと提案するものである。また、委員等の委

嘱又は任命は３月、４月に集中する。前回の４月定例会においては、18議案で242名

の委員等の任命又は委嘱が提案されている。委員の負担を軽減するためにも、今回の

改正を提案するものである。

　この改正により具体的に変更される事項は、主に２点である。まず、委員等の任命

又は委嘱の際、交付する辞令の発令者、委嘱状の委嘱者の名称がこれまでの「湖西市

教育委員会」から「湖西市教育委員会教育長　山下宗茂」に変更となる。また、委員

等の任命又は委嘱に関する事項が、教育委員会の会議の議案から報告に変わる。

　なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第２項では、教育長に委任

することができない事務を規定しているが、今回教育長に委任しようとする「条例、

規則又は要綱による委員等の任命又は委嘱を行うこと」については、教育長に委任す

ることができない事務に含まれていないことを申し添える。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　前回の定例会で、委嘱日等の問題から取下げをした議案もある。４月１日から年度

いっぱいまでの任期とするのが本来の形であり、こういう形で改正させていただけれ

ばそれが可能になる。ただ、私だけで判断できない部分があった場合には、あらかじ

め教育委員会で皆さんに意見を求めたいと思っている。今のところ、団体等の代表者

にお願いしている委員がかなり多くあるので、このように提案させていただいた。

(袴田委員)　いいと思う。

(飯田委員)　団体等の代表者にお願いする委員以外の委員については、これまでどお



りなのか。

(山下教育長)　それも含めている。

(飯田委員)　委員の任命については全て、議案ではなく報告になるということか。

(山下教育長)　そのとおりである。委嘱・任命をし、事後に報告させていただくこと

になる。ただ、先ほど申し上げたように、難しい判断を迫られる事案については、今

回の改正に縛られることなく、あらかじめ意見をいただくという形にしたいと思って

いるので、その点を了解いただいた上で承認いただきたいと思う。

　他に質疑がないようであれば、議案第32号「湖西市教育委員会の権限に属する事務

の委任等に関する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32号「湖西市教育委員会の権限に属

する事務の委任等に関する規則の一部改正について」は原案のとおり承認された。

　続いて、「その他」事項の「新居関所・史料館、豊田佐吉記念館利用状況」につい

て、事務局の説明を求める。

(学校教育課長代理)　先般、佐吉翁生誕150年に向けて市内の資料館等の児童生徒の

利用状況について質問を頂いたので、まとめてきた。資料には、平成25年度から本年

度までの数を掲載している。特に豊田佐吉記念館については、鷲津中学校で今年、１

年生140人が利用している。これは、３年生が修学旅行、２年生が観音山の宿泊訓練

に行っているときに、１年生が市内のフィールドワークで巡った施設のうちの一つだ

と聞いている。鷲津中学校では既に、佐吉記念館見学について新聞などを作り校内で

掲示して、意識を高めているとのことである。他の数字については、資料をご覧いた

だきたい。

　以上。

(山下教育長)　この件については、前回委員からの意見等もあり、確認の意味で利用

状況について資料を皆さんに配付し、説明をしてもらった。意見のある方は発言をす

るように。

(袴田委員)　今回は白須賀も行っていただいたようだが、佐吉記念館へ行くのはやは

り鷲津ぐらいか。

(学校教育課長代理)　やはり地元である。新居の子が佐吉記念館に行くのは、距離も

あってなかなか難しいだろうと思う。

(袴田委員)　うまく予算を取れるといいのだが。

(山下教育長)　これは、学校の学習活動の一環としての数字である。家族や個人で行

くこともあると思うので、今後どこかでそれも含めて調査、確認をしたいと思う。

(袴田委員)　夏休みに「家族でチャレンジ」というような課題にすることはできない

か。

(学校教育課長代理)　今回の数字は、学校の教育活動の中の数であり、今の委員の提

案の趣旨だと所管が変わってきてしまう。

(山下教育長)　現在、いろいろなところから依頼されて夏休みの宿題という形で幾つ

か選択肢を設けながらやっているものもあるので、その中で家庭に「せっかくの夏休

み、親子で市内のいろいろな所について知識を深めよう」という提案をすることは可

能だろうと思う。学校教育課を中心に少し検討させていただき、家庭に対するお知ら

せ、依頼ができるのであれば、やってみてもよい。

　前にも言ったが、予算措置がないので、予算を付けてもらって行事としてというこ

とになると、予算取りのことも含めて今後協議しなければいけない。前に申し上げた



かもしれないが、基本的には教育委員会や他の部の予算枠が決まっていて、何か新た

なものに予算を回すということになると、今までやっていた事業を削らなければいけ

ないので、そう簡単に「これをやる」という話にはならない。その点を理解いただき、

やれるところからやるというのも一つの手ではないかと思う。

　それから、今小学校３、４年生でやっている地域学習も含めて、湖西市の文化財や

いろいろなものを紹介しているので、どの学校でも当然、子どもたちは勉強している。

新居小学校でも豊田佐吉について勉強しているし、白須賀の甕麿についても勉強して

いるということになる。あとは、フィールドワークの部分をどう落とし込むかという

ことになるのではないか。また少し検討させていただきたい。

(飯田委員)　予算の問題という点だが、全部の小学生が一度は佐吉記念館を訪れると

なると、かかる予算はバス代以外に何かあるのか。

(山下教育長)　基本的に、予算としてはバス代だけだろう。ただ、それに併せて学校

行事を変えなければいけないという学校内部の話が出てくる。

(飯田委員)　市長が以前、「バス代がかかるのであれば、市のバスがあるからそれを

使って１クラスずつでも行ってはどうか」ということをおっしゃっていた。そういう

ことは難しいのか。

(山下教育長)　今、小学校に限らず、中学校、高校とも、授業はかなりのボリューム

が学校に求められている。学力保障ということも厳しく言われている中で、学校行事

や学習活動以外のところに注ぎ込む時間が減っていることは確実である。これから英

語も入ってくる、道徳も強化される。１クラスずつと言うが、１クラスやったときに

そのクラスの授業時間が最少でも２時間は削られるということになる。では、その２

時間をどこで確保するのか。２時間を豊田佐吉記念館に行ったことでクリアできるの

ならばいいが、クリアできないので、それは別途どこかでやらなければいけない。そ

うすると、その２時間をどこでやるのかという話になってくる。今までと違う学校の

年間計画を立てなくてはいけないことになるので、そう簡単にできる話ではない。先

ほど袴田委員から提案されたような形、こちらから紹介して呼び掛けをしながら、市

内の子どもたちにフィールドワーク的なものを親子で楽しんでもらうという形であれ

ば、予算や学校の年間計画などに支障はないのではないかとは思う。

(飯田委員)　豊田佐吉生誕150年に先駆けて市長の提案で集められた企画委員の話し

合いの中では、総合的な学習でそれぞれいろいろな地域の偉人や防災などのことを学

ぶ時間が年間で何十時間もあるので、例えばその時間のうち数時間を佐吉記念館を見

に行って学習するというような時間に充てることはできないものか、そういう形で市

内の全小学生に行ってもらうことはできないのかという質問が出た。その辺はいかが

か。

(山下教育長)　総合的な学習の時間の使い方、計画についても、実際には前年度の段

階で、何年生はどういう学習をしようかということを決めていくので、ではこれを間

に入れようというのは学校現場としてはなかなか難しいのではないかと思う。その辺

も含めて、次年度以降になると思うが、校長会に諮りながら検討させてもらうという

形にしたいと思う。

　ただ、地域学習は、白須賀の子たちが白須賀のことを中心に学んでいくというのが

やはり基本ではないかと思う。その中でどれだけの時間を割いて湖西市内のものを学

ぶかというのは、やはり年間の計画の中で趣旨と目的に合致した内容にならざるを得

ないので、何が何でも中心は豊田佐吉という話にするのは難しい。学校によって温度

差は当然出てくる。そういう意味では、新居の子たちが今まで豊田佐吉について知ら

ないし、フィールドワーク等もしてこなかったというのも当然の話である。その部分



についてどの程度踏み込んでいくかということは、また少し検討させていただきたい。

(佐原委員)　これは学校で行った人数が出ているが、小学校１年生のときには家庭教

育学級があり、また各学校には放課後子ども教室があり、そういうところでも行って

いるのではないか。行っている人数は多分、もう少しあるとは思う。

(社会教育課長)　放課後子ども教室では、新居関所は行っている。豊田佐吉記念館に

ついては、放課後子ども教室の開催日の水曜日が休みの日である。今年度も話はした

のだが、ここへ行くために放課後子ども教室の開催曜日を変えるとなると、全員そろ

うことができないという話であった。白須賀は月曜日開催なので、行けるかもしれな

い。白須賀だけが月曜日である。新居関所については、東小学校、鷲津小学校等が行

く予定になっている。新居小学校は、小松楼に行くことになっている。

　併せて、トヨタ産業技術記念館については、発明クラブの夏休みの研修として150

年記念の意味も含めて計画はしている。そのために発明クラブも、開講式は記念館で

行い、見てもらうことを意識した事業は行っているというのが現状である。

(山下教育長)　先ほど申し上げたように、今後検討させていただく部分もあるが、こ

れで説明を終わらせていただく。

　続いて、前回の定例会で披露だけさせていただき、時間の都合で委員の皆さんから

意見を頂けなかった事項について、今回継続で行う。最初に、委員からもう少し詳細

な説明が欲しいという話があったので、「第２次湖西市子ども読書活動推進計画」に

ついて事務局の説明を求める。

(図書館長)　まず、計画書について説明する。

　第２次計画は、第１次計画の検証等を行った上で策定した。「第１次計画における

取り組み状況」として、各セクションから実施状況等を全て出していただき、それを

まとめた。「家庭における子どもの読書活動の推進」、「地域における子どもの読書

活動の推進」等、セクションごとにまとめた内容を掲載している。これを基にして、

「第２次計画の位置づけ」を考えた。ここでは、基本的に子ども読書活動の推進に関

する計画の基本等を掲載し、これを基に位置付けをした。「第２次計画の施策の方

向」では、３つのセクションごとに目標を掲げ、いろいろ考えていこうという形に

なっている。「第２次計画の期間」は、平成28年度から平成32年度までの５年計画に

なる。

　「家庭における子ども読書活動の推進」について、まずは家庭でどんなことができ

るだろうという委員の意見を基に、取組内容を確定した。

　その後には、策定委員会の委員の名簿、会議録も掲載している。

　リーフレットも作成し、５月16日付けで全戸配布した。リーフレットはできるだけ

分かりやすいものにしたいという委員の意見があり、本当に分かりやすいものをＡ３

の両面でということで計画した。リーフレットでは、家庭における読書活動の推進を

取り上げた。家庭における読書活動の推進については、家族が理解していないとなか

なか推進できるものではないので、これをメインに掲げ、こんなことができるという

ことを掲載した。

　以上。

(山下教育長)　具体的な計画の策定経過については、計画書に掲載されている会議録

を見ていただければ、こういう委員の意見交換に基づいてこの計画が策定されたとい

う方向性が分かる。

　今回の中心は、「施策の方向」にもあるように「乳幼児への働きかけ」、「就学期

への働きかけ」、「成人への働きかけ」ということで、「本に出会い、本を知る」、

「本に親しみ、本を活かす」、「本と生き、本を伝える」という３つの時期に分けた



本とのつながりを大事にしていくことが基本である。これに基づいて、どのような具

体的な施策をするかということを中心に考えた。

　読書習慣を形成するためには、できるだけ早い時期がいいだろう。小さいときに絵

本の読み聞かせなどを行い、常に自分の周りに本があるというところから入っていか

ないと、大人になってから本を読もうとしても読書習慣が身に付いておらず、本を手

に取ること自体が難しいのではないか。おじいちゃん、おばあちゃんがお孫さんにと

いうこともあるだろうし、近所の子どもにということもあるだろうし、いろいろな形

で子どもに読書習慣を身に付けさせるということが一番大事だということを理解して

いただくために、このリーフレットを作り、小さなお子さんがいる家庭だけではなく

全戸に配布した。リーフレットを作る際には、やはり子どものために家庭等でどのよ

うに取り組めばいいかというところだけを特出ししてお願いするという形にした。

　そういう意図を持って、この第２次子ども読書活動推進計画を策定した。そういう

意味では、第１次計画とは計画自体も異なっているが、子どもの読書習慣を付けるた

めに一番大事なことは何かということを委員の皆さんに真剣に考えていただき、出来

上がった推進計画だということを理解いただきたい。そのための活動がたくさん掲載

されているが、計画を読んで「こういうこともできるのではないか」というものがあ

れば、また意見を頂けるとありがたい。

　意見のある方は発言をお願いする。

(飯田委員)　ちょうど私の子どもが１年生になり、学校の宿題の中で、毎週本を読ん

で書かせたり、読んだ本をとにかくたくさん年間で書いていくシートをもらってきて

やっていたりと、かなり読書に関する取り組みが行われていることを実感している。

しかし、家で読むとどうしてもやっつけ仕事になってしまうこともある。新居小学校

の場合には、毎週水曜日に読書ボランティアが学校へ行って朝、本を読んで聞かせる

という活動が行われている。親と子どもが一緒に本を読む時間ももちろん大事なのだ

が、ボランティアで読み聞かせができる人が学校に出向いて読んで聞かせる時間とい

うのは、とてもいい取り組みだと思う。この取り組みは、他の学校でもやられている

のか。

(山下教育長)　やっている。私もボランティアで朝、年休を取って仕事の前に鷲津小

学校にときどき行った。ただ、学校によってボランティアで手を挙げてくれる方が多

い、少ないというのがあり、多いところだと例えば全ての１年生、２年生のクラスに

行って読み聞かせができるのだが、数が少ないとどうしても難しいので、その場合は

当然、朝読書という形で各自が本を読むという形態を取っている。新居小だけではな

く、ほぼ全ての学校がやっているので、ぜひ行っていただけるとありがたい。

(佐原委員)　私も、子どもが１年か２年ぐらいのときからやっている。

(飯田委員)　地域の人が学校に行くいい機会になる。

(山下教育長)　ただ、基本的には８時過ぎの朝読書の時間なので、仕事をしている方

はなかなか難しい。それでも、趣旨に賛同してやってくださる方がいればありがたい。

(佐原委員)　学校で、学年ごとに回す図書があるが、あれは湖西市独自のやり方か。

(学校教育課長代理)　独自のものである。学校教育課でやらせていただいている。

(佐原委員)　とてもいい取り組みだと思う。読まなければと思いながら放置してしま

うことがよくあるが、期間が決まっていて、次の学校に回すためにも早く読まなけれ

ばいけない。半強制ではあるが、小学校ぐらいの時期は、強制されながらでもやはり

良いものは読んでほしいと思う。

(山下教育長)　高校では、グループ読書をするために１クラスの生徒数分の本を学校

図書館で買いそろえ、それをクラスに一斉に貸し出し、活動をする場合もある。こう



して学校間を回すやり方も、いろいろな本を購入できていいのではないかと思う。

(社会教育課長)　ふたば学級でも図書館からの紹介を受け、毎回始まる前に本を読む

機会を設けている。また、図書館で２回、ふたば学級の講座も開催させていただき、

最後は図書館で終わる形としている。毎回読む本は、グループごとに本を読むので、

十数冊の本を回す形を取っている。

(山下教育長)　次は、社会教育委員会から出された「生涯学習推進に向けた提言書」

を読んでの意見をいただきたいと思う。内容的には、「新たな生涯学習講座のしくみ

づくりと開設」の要望、「生涯学習情報の充実」ということで広報等の充実の要望、

それから現在「達人録」という人材の登録バンクがあるが「生涯学習にかかる人材の

確保・活用」ということでこの「達人録」を含めてもう少し人材の活用の推進を求め

る話が中心だと思う。

　最初に、これを受けた社会教育課での取り組み、予定、計画等の説明を求める。

(社会教育課長)　４月の初めに、社会教育委員から教育長に提言書が提出された。そ

れを受け、６月７日に社会教育委員会を行う。社会教育関係課の社会教育課、図書館、

文化課、スポーツ推進課の４課が社会教育委員会のメンバーに入っているので、その

際にもう少し具体的な内容を説明していただき、その内容等について生涯学習推進協

議会で意見をいただいて、検討していきたいと考えている。

　また、社会教育委員から教育委員との懇談会を行っていただきたいという話も出て

いるので、できればお願いしたい。

(山下教育長)　何か意見があれば、６月７日に本年度第１回の社会教育委員会が予定

されているので、この提言書に対する教育委員会委員の意見として説明させていただ

くこともできると思う。意見のある方は発言をお願いする。

(飯田委員)　「生涯学習情報の充実」で、たくさん講座があるので一概には言えない

ところがあるが、今のウェブサイトへその都度情報を見にいくという形よりも、登録

しておくとその関連の情報が携帯電話、スマートフォンのメール等に送られてくるよ

うな形の方が、年代にもよると思うが、だんだんと主流になってきているのではない

かと私は感じる。多分、ウェブサイトでは詳しく情報が載っていると思うが、そこに

たどり着く取っ掛かりとして、「今度こういう情報が更新された」、「今度新しいこ

ういう講座が始まった」、「募集をしている」、「こういうことをやってくれる人は

いないか」というようなことも含めて、何か関心のある人が登録しておくと情報が

やってくるようなシステムが導入できないかと思った。

(山下教育長)　以前、社会教育委員の皆さんが、豊川市へ視察に行った。豊川市では、

市の組織としてやっているのではなく、市民団体というか民間が受け皿になり、生涯

学習を推進する組織が出来上がっている。湖西市でもそういう組織が出来上がれば、

そこから情報を発信できると思う。非常にいい提案だが、市の行政組織としてそこま

でやるのはなかなか難しい。

(飯田委員)　携帯電話でもウェブサイトは見られるので、受け取る情報には詳細は入

れないで、ウェブサイトへつなぐリンクだけを入れる。希望者からは名前とアドレス

だけ頂いておいて、導入部分だけを送信するということであれば、個人情報等の管理

もあるので大変になるとは思うが、有効ではないかと思う。図書館で新書が入った場

合や、例えば読み聞かせや講座のお知らせにも利用できる。詳しくは、ウェブサイト

や図書館の掲示を見ていただくというような形でもいけるのではないかと思った。

(社会教育課長)　第２次子ども読書活動推進計画を作るときにも、そういう話があっ

た。ツイッター等を含めた話の中で、やはり職員がやるには少し量的に困難という話

が出てきた。行政のコスト面を考えるばかりではいけないが、それに対して１人雇う



のか、今もホームページ上には毎回講座等の情報を必ず掲載しているというところか

ら、いろいろな情報が１枚ずつバラバラに出ているのをまとめることができないかと

いう話が出てきた。視察に行った豊川市では、１冊の冊子になっていて、半年以上前

から計画して募集するという形になっているということであった。経費も結構かかっ

てくる。往復はがきで申し込み、先着順ではない。先ほど教育長が言ったようにシス

テムができれば、情報の発信は少し改善されるのではないかという部分はある。

(飯田委員)　やはり、更新したタイミングで見てもらいたいと思うと有効ではないか。

防災情報や、警察から出る犯罪の情報がそういう形である。「今度新しい講座が始

まった」、「今度こういう募集をしている」、「詳しくはこちらへ」という本当に短

い文章で発信できないか。

(社会教育課長)　単発の講座についても必ず、広報こさいか市役所だよりに載る。そ

のときにウェブサイトも併せて掲載するという形になっている。広報こさいでは、長

い文章では見てもらえないので簡単な内容とし、詳しい内容をウェブサイトに載せて

いる。

(山下教育長)　「達人録」については、活用しやすいように、登録をしていただける

人にあらかじめ個人情報の公開の有無、講師の有無を明確にして、無料講座の開設の

ような仕組みを作りたいと思っている。社会教育課で考えているので、そのことは理

解いただきたい。ただ、市民の方の興味、関心というのは非常に広くなってきている

部分があるので、なかなか市で行う生涯学習講座だけでは難しくて、浜松や豊橋で

行っている民間の有料の講座も含めて考えなければいけないと思う。

　６月７日に社会教育委員会があるので、これにプラスした情報、提言等があれば、

事務局から報告させていただく。

　続いて、湖西市立学校教育施設適正化検討委員会を昨年度１年間開催し、幼稚園、

保育園、小学校、中学校を含めて検討をしたまとめについて、前回報告した。更に具

体的で詳細な資料等があればという委員からの要望等もあったので、別途また資料を

用意させていただいた。この資料の内容について事務局の説明を求める。

(学校教育課長代理)　これは、全部で５回行われた適正化検討委員会の第１回目に

配った資料である。この会の目的、話し合う内容を示した資料になる。したがって、

検討委員会の委員の氏名、設置要綱も載っている。開催日程も書かれている。その後

には、現在の市内の状況はどうなっているか、学校教育施設がどのようになっている

かというようなことが資料、数字として挙げてある。参考までに、小学校に入学する

児童数がどのように変容していくかということも、一覧表にまとめてある。幼稚園、

保育園の現状についても、同様にまとめてある。また、児童生徒数が昭和55年からこ

のように変わってきているという状況について、その数を表やグラフにまとめてある。

小・中学校の通学区域も掲載している。湖西市では、通学区域規則があるので、その

地区に住んでいる子どもはその学校に行くことになっている。

　以上。

(山下教育長)　子どもの数の推移や校舎等の状況、今後の推移、現在の教育施設の設

置場所、幼稚園、小学校、中学校については通学区域が決まっているのでその通学区

域の中での学校等の位置といったものを示した第１回目の検討委員会の資料を配付さ

せていただいた。これらも含めて、意見を頂きたいと思っている。

　この適正化検討委員会を昨年度半年かけて行ったが、これで終わりではなく、教育

委員会の事務局としてこの適正化検討委員会のまとめを受けて、今後どういう形で学

校教育施設を再編整備していくかという計画を作っていくことになる。その計画につ

いてはまた教育委員会に示すことになるが、まだスタートし始めたばかりであるので、



教育委員の皆さんから意見をいただければ、再編計画を策定する上での参考になると

思う。細かな部分でも結構なので、意見を頂きたい。

　幼・保・小・中というと広範囲なので、なかなか難しいが、湖西市内の公共施設の

方向性としては、財政規模から考えて、現有の20パーセント減を確保するという基本

方針的なものが出ていることは間違いない。これは既に発表されているが、将来的に

は単純計算で20パーセント減らしていかないと、公共施設を維持管理することができ

なくなるということである。その中に学校教育施設も含まれているので、どうするこ

とが子どもたちにとって一番いいのかということを考えていかなければいけない。

　その焦点になっていることとしては、例えばよく出される知波田小と東小の統合と

いった北部地域の問題がまず一つある。また、保育園を希望される家庭が増えてきて

いて、幼稚園へ通う子どもたちの減少と保育園の不足ということがあり、では幼稚園

をどういう形にしていくのかという問題がある。基本的にはこども園にするといって

も、新居幼稚園しか調理場が併設されてないので、こども園にする場合でも、ゼロ、

１、２を収容することができない。では、幼稚園をこども園に改変していくときに、

全ての園に調理場を設けるのかという話になる。そうすると、給食センターはどうす

るのかという話ともバッティングしてくるというところがあり、その辺りを整理して、

再編計画を作らざるを得ないと考えている。

(袴田委員)　うちはちょうど、岡崎と白須賀の学区の境にいる。うちの実家の隣の隣

の道から白須賀になる。多分、あの近辺の子どもたちだと、岡崎の方が歩いていくの

に近いのではないかと思う。道が１本違うだけで学校が変わってしまう。

(山下教育長)　それは、市内どこでも一緒である。たまたまその周辺にいた人たちが

なかなか苦しい思いをするということは、どこで線引きしてもある話である。通学区

を自由にするという選択肢もあるが、学校の規模もあるので、希望する学校へ行けな

い子が出てくる。そのときにその子を他の学校に持っていくには、問題がある。

(飯田委員)　いつ頃を目途に計画を取りまとめるのか。

(山下教育長)　基本的には今年度まとめたいと思っている。今年度から市長部局の企

画部に公共施設マネジメント推進室ができて、動き始めている。学校教育施設につい

ても対象にしながら、公共施設マネジメント推進室で今後どうしていったらいいか、

30年後、40年後を視野に入れながら検討しているので、次年度には更に大きな組織に

なるのではないか。それまでには、教育施設については教育委員会で「こういう方向

でやっていきたい」という話を持っていきたいと思っている。やはり、出さない限り

は他の公共施設と同一視されてしまい、こちらの思いが伝わらないということになる。

(袴田委員)　こういう計画には、宅地造成の計画も反映されるのか。

(山下教育長)　その辺の問題もあるので、随時視野に入れながらという話になる。今

もＥＶエナジーの南側で、大規模な開発が行われている。それからソニーの北側も今、

宅地造成を行っている。また、新所原駅の南北の通路ができれば、更にあの辺りも開

発されるのではないか。今度は岡崎地区の巨大化が問題になってくる可能性がある。

　今、懸念するのは、新居地区が津波浸水区域ということで徐々に減っていくのに対

して、鷲津地区と岡崎地区が交通の利便性などいろいろな理由から増えていき、北部

と白須賀についてはだんだんと自然に減っていく状況があるので、更に規模の差が拡

大するのではないかということである。鷲津も岡崎もこれ以上増えていくと、施設と

して難しくなる。

　これからも意見を頂く機会は何度もあるので、今回の資料も含めて見ていただき、

こういうことについて検討してくれないか、考えてくれないかということを提案して

いただきたいと思う。



(飯田委員)　計画作りをして、実際に着工されいろいろ変わってくるのには５年、10

年、もっとそれ以上の年数がかかると思うが、その頃のおよその人口の統計的な予想

は持っているのか。

(山下教育長)　ない。出生をしたゼロ歳児のところまでは分かるという状況である。

小学校１年生については６年後までは確定している。

(学校教育課長代理)　６年後までは推計できる。推計は毎年やっている。６年後まで

は数としては持っているが、もちろんその生まれた子が全部必ず小学校に上がるとは

限らない。何人生まれて何人入ったという過去のデータを踏まえた計算式に入れて算

出し、それを県に報告している。湖西市はこういう動向があるということを、毎年報

告している。

(山下教育長)　その後ということになると、市としてどういう施策を今後行うのか、

子育て世帯に対してどういう手当をするのか、あるいは他市町からの人口流入という

部分でどの程度積極的にやるのかなど、やはりこれは教育委員会だけではなく、市の

施策との絡みというのが非常に大きい。ただ、全体としては少しずつ減ってきている

し、減っていくという予想は当然立つのではないかと思う。今、中学生が１学年全体

で600人ぐらいだが、今の小学校１年生は１学年500人ぐらいである。やはり10年ぐら

いで１学年100人ぐらい減っていくということを考えると、今後も増えるということ

は当然ないので、減っていく状況の中で、施設をもう一度建て直すについてはどうい

う形がいいのだろうかと。ただ、場所については非常に難しいと思う。今の場所で、

校舎をグラウンド側に建てて校舎のあったところをグラウンドにするという形でいか

ざるを得ないのではないか。新たな土地を探すことは非常に難しい。

　ただ、財政的なことを考えれば、今、ほとんどが小・中隣接しているので、小学校

と中学校を一体型の施設にして、共有できる部分については共有しながら使っていく

ことも考えざるを得ないと思う。その際に、小・中一貫にするかどうかもまた、検討

には入るのではないかと思っている。

　できれば、毎回定例会のときに資料を持ってきていただき、その都度意見をいただ

ければと思う。

　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５月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午前11時25分終了


