
３月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成28年３月11日（水） 午後３時～午後４時08分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

３ 出席者 教育長の職務を行う委員 袴田　雄司

委 員 飯田　宣子 佐原　陽子 河合　禎隆

事 務 局 教育次長兼図書館長(落合　　進) 教 育 総 務 課 長(竹上　　弘)

学 校 教 育 課 長(渡辺　宜宏) 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) 教育総務課長代理(三浦　祐治)

４ 議　案 第 ９ 号 湖西市教育委員会事務局職員の人事異動の承認について

第 10 号 湖西市立小・中学校通学区域規則の一部改正について

第 11 号 湖西市社会教育指導員の任命について

第 12 号 湖西市スポーツ推進委員の委嘱について

５ 報　告 第 １ 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改正について

第 ２ 号 湖西市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について

第 ３ 号 湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について

第 ４ 号 湖西市文化財保存費補助金交付要綱の一部改正について



午後３時00分開会

(袴田委員)　本日、山下教育長が病気のため欠席しているので、この会議については、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第２項の規定により、あらかじめ指

名を受けている私が、教育長の職務を行う。

　出席は４名、定足数に達しているので、平成28年３月湖西市教育委員会定例会を開

会する。

　審議に入る前に、事務局から報告の申出があったので、事務局の発言を認める。教

育総務課長。

(教育総務課長)　３月議会で可決された補正予算について、報告させていただく。

　２月の教育委員会定例会において承認いただいた議案第３号「平成27年度湖西市一

般会計補正予算（第５号）要求について」に係る補正予算が、２月29日開催の湖西市

議会３月定例会中日において可決されたので、報告する。

　以上。

(袴田委員)　議案第９号については、人事に関する議案であるので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第14条第７項ただし書の規定により非公開にしたいが、よ

ろしいか。

（異議なし）

(袴田委員)　異議なしと認め、議案第９号については、非公開にすることと決定した。

（議案第９号　説明・質疑・採決（可決））

(袴田委員)　暫時休憩とする。

午後３時18分休憩

午後３時20分再開

(袴田委員)　休憩を解いて、会議を再開する。

　議案第10号「湖西市立小・中学校通学区域規則の一部改正について」事務局の説明

を求める。

(学校教育課長)　議案第10号「湖西市立小・中学校通学区域規則の一部改正につい

て」、湖西市立小・中学校通学区域規則（平成18年湖西市教育委員会規則第４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３月11日提出　湖西市教

育委員会教育長職務代理者　袴田雄司。

　現在の湖西市立小・中学校通学区域規則では、特別支援学級の通学区域について、

別に定めておらず、通常学級と同じ通学区域であるとしている。第２条で「学校の通

学区域は、別表第１及び別表第２のとおりとする」となっている。特別支援学級につ

いてどうするということは、この文言の中には入っていない。現状、全ての学校に知

的障害学級や自閉症・情緒障害学級を開設しているわけではない。開設していない学

校の児童・生徒が、湖西市就学指導委員会で特別支援学級相当であると判定された場

合には、その時々、個々に応じて柔軟に対応してきたのが現状である。本人あるいは

保護者、学校、教育委員会で話し合いを持つ中で、特別支援学級を新設するか、ある

いはその学校でそのまま通常学級に通級するか、あるいは指定校変更して隣接学校の

特別支援学級へ通学するかというふうに、臨機応変に対応してきた。

　湖西市では、教育振興基本計画において、「地域の子どもを地域で守り育てる」と



いう理念の下、「一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育環境の整備」に努め、人づ

くりを進めているところである。特別支援学級の新再設は、県の教育委員会の同意が

必要になる。勝手に市で作るわけにはいかない。しかし、その学区で生まれて育った

子どもは学区にある学校へ通うべきであると考えるので、第２条に第２項を加えたい

ということである。

　加える第２項は「特別支援学級の通学区域は、学校の通学区域に準ずるものとする。

この場合において、学校に特別支援学級が開設されていないときは、湖西市就学指導

委員会規則（昭和56年湖西市教育委員会規則第１号）に規定する湖西市就学指導委員

会の判断を受け、保護者の入級申請により教育委員会が検討し、新設の申請を行

う。」というものである。この申請を行う先は、県の教育委員会である。この第２項

を加えさせていただき、新しく特別支援学級相当であると判定された子どもが出たと

きには、その学区の学校に知的の学級や情緒障害の学級などを開設するという形にし

ていきたい。

　以上。

(袴田委員)　質疑のある方は発言をするように。

(河合委員)　現状として、この特別支援学級がどこの小学校、どこの中学校にあると

いうことは、教えていただけるか。

(学校教育課長)　どこの学校にもあるのだが、知的学級はあって情緒学級はないとい

う学校もある。今年度、白須賀小学校に知的の子が１人入りたいという話があるが、

知的学級がない。そのため、県へ知的学級の開設の申請をしたい。その際、１人なら

ば隣の学校でもいいのではないかということも考えられるが、やはりその地域の子は

地域で育てたいので、白須賀小学校にも知的の学級を作っていただきたいということ

を県にお願いしたい。規則でこういうふうになっているので、話し合いを持って申請

させていただきたいと言うために、改正を行いたいということである。

(河合委員)　新設する特別支援学級の経費は、県費で賄われるのか。

(学校教育課長)　そのとおりである。

(河合委員)　湖西市が特別に予算を付けるということもないのか。

(学校教育課長)　人件費は県費負担であるが、ただ、その教室の教卓や机などは市で

用意しなければいけない。

(佐原委員)　この文言がないと、隣接学校の特別支援学級への通級を指導されるとい

うことか。

(学校教育課長)　そのとおりである。実は来年度白須賀小学校で新設したいというと

きに、１人で開設するのかという話になる。では今までどうしていたのかと言われる。

隣接学校へ行くことができるのならば隣接学校へ行けばいいと、人件費がかかるので、

当然、県はそういう言い方をする。しかし、湖西市としては、こういう基本の下で子

どもの教育をしているのでぜひお願いしたいと頼みたい。

　交通の便がすごくいい浜松などは、１つの学校に周りの学校から全部集めてしまう

ということがあるが、例えば白須賀から隣の学校へ行くとなったらバスに乗って行く

こともできないので、そういう地域のことも考えると、やはり通学区域の中にあった

方がいい。

(飯田委員)　一人ひとりに合わせた環境を整えるということはいいと思う。これにつ

いて、何か心配されるようなことがなければ、いいのではないかと思う。

(佐原委員)　これで、県の教育委員会に申請した際に、隣接学校に行くように言われ

る可能性もあるのか。

(学校教育課長)　この改正がされれば、市の規則に規定があるということで、通して



もらえると思う。

(袴田委員)　開設されたときには専門の先生を県から派遣していただけるのか。

(学校教育課長)　専門の先生ということではないが、例えば特別支援学校を経験され

てこちらに来ている先生がそこへ配属されるといった形を考えていく。

(袴田委員)　他に質疑がないようであれば、議案第10号「湖西市立小・中学校通学区

域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）

(袴田委員)　挙手全員である。よって、議案第10号「湖西市立小・中学校通学区域規

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11号「湖西市社会教育指導員の任命について」事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　議案第11号「湖西市社会教育指導員の任命について」、湖西市社会

教育指導員設置規則（昭和47年湖西市教育委員会規則第４号）第３条第１項の規定に

基づき、下記の者を湖西市社会教育指導員に任命したいので承認を求める。平成28年

３月11日提出　湖西市教育委員会教育長職務代理者　袴田雄司。

　湖西市社会教育指導員設置規則では、第１条の規定により指導員を置くこととされ

ており、その指導員については「教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、指導技

術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する」ものである。

　本件は、本年３月31日任期満了に伴い指導員を任命するもので、任期は平成28年４

月１日から平成29年３月31日まで、任命しようとする指導員は５名である。５名中４

名については、再任である。

　以上。

(袴田委員)　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(袴田委員)　質疑がないようであれば、議案第11号「湖西市社会教育指導員の任命に

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）

(袴田委員)　挙手全員である。よって、議案第11号「湖西市社会教育指導員の任命に

ついて」は原案のとおり承認された。

　議案第12号「湖西市スポーツ推進委員の委嘱について」事務局の説明を求める。

(スポーツ推進課長)　議案第12号「湖西市スポーツ推進委員の委嘱について」、ス

ポーツ基本法（平成23年法律第78号）第32条第１項の規定により、下記の者を湖西市

スポーツ推進委員に委嘱したいので承認を求める。平成28年３月11日提出　湖西市教

育委員会教育長職務代理者　袴田雄司。

　委嘱する委員は25名、任期は平成28年４月１日から平成30年３月31日までの２年間

である。

　スポーツ推進委員は、スポーツの推進のため、教育委員会規則の定めるところによ

り、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツ

の実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うことを職務としている。任

期は規則で２年としており、今年度で全委員の任期が切れるので、今回全委員の委嘱

について承認を求めるものである。25名のうち３名が新任で、他の方は継続というこ

とになる。

　以上。

(袴田委員)　質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　新任の３名の方は、日頃どういうスポーツの活動をされているのか。



(スポーツ推進課長)　１人は、陸上の長距離をやっていた方で、毎年行われている静

岡県市町駅伝競走大会にも当時の新居町の選手として参加したこともあり、今はス

タッフとしてお手伝いしていただいている方である。１人は、娘さんが同じように市

町駅伝競走大会に選手として出場しており、そのお手伝いで参加され、本人も娘さん

に影響されてか、普段は長距離をやっているという方である。もう１人については、

情報を今持っていない。

(河合委員)　各地区に全体的にまんべんなく配置されているのかと思ったら、鷲津地

区だけが１人という格好になっている。

(スポーツ推進課長)　これが今の課題である。各地区に均等に配置できればいいのだ

が、鷲津地区が１人ということで、一番人口の多い地区が１人では寂しいということ

が、このスポーツ推進委員の委員会の中でも話題として挙がっている。今後増えるよ

うに努力していきたい。

(河合委員)　人材を発掘する努力をしていこうということか。

(スポーツ推進課長)　定員が25名と決まっているので、誰か抜けるときに発掘すると

いうことになる。

(佐原委員)　基本的に、地区を担当するというよりは、普及活動を行うときには皆さ

んで手助けするという感じか。

(スポーツ推進課長)　特にその地区だからということはない。全体で班を作ったり当

番を作ったりして普及に努めている。

(袴田委員)　スポーツの行事があるときに、この委員の方が皆さん協力し合ってやっ

ていただくのがメインになるのか。

(スポーツ推進課長)　ニュースポーツ講習会を毎月行っているが、３人、４人でグ

ループを作り、当番の班を決めてやっている。湖西市駅伝大会等も手伝っていただい

ている。

(袴田委員)　例えば鷲津の方が１名しかいないというときに、その人が鷲津の情報を

入手しながら、人を推薦するようなこともするのか。そういうことは特にないのか。

(スポーツ推進課長)　地域からは、出前講座でデカスポテニスなどのニュースポーツ

を教えてほしいという依頼がある。例えば、入出の出前講座に入出の人が行くという

わけではない。これも班を組んで行くようにしている。

(袴田委員)　委員の人数が少ない地区の参加者が少ないといったことも、あり得るの

か。

(スポーツ推進課長)　特に影響しないと思う。

(袴田委員)　他に質疑がないようであれば、議案第12号「湖西市スポーツ推進委員の

委嘱について」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）

(袴田委員)　挙手全員である。よって、議案第12号「湖西市スポーツ推進委員の委嘱

について」は原案のとおり承認された。

　報告第１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

関する条例の一部改正について」事務局の説明を求める。

(幼児教育課長)　報告第１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改正について」、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28年３月11日提出　湖西市教育委員会教

育長職務代理者　袴田雄司。



　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が、湖西市議会３月定例会の２月19日の本会議において可決され、

同月22日に平成28年湖西市条例第１号として公布されたので、報告する。

　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に

ついては、子ども・子育て支援法の施行に伴い昨年３月に制定したものだが、条例の

規定中、所得割非課税世帯の利用者負担額に対する規定の誤りがあったことから、今

回、一部改正を行ったものである。改正の内容は、政令において、市町村が定める利

用者負担額は政令で定める上限額を超えることはできないと規定されているが、現規

定により所得割非課税世帯（均等割のみ課税世帯）の利用者負担額を算定すると、政

令で定める利用者負担の上限額を超えてしまうため、所得割非課税世帯を第２階層、

市民税が非課税である世帯に含めるよう規定したものである。

　これは、保育園の保育料ではなく、幼稚園の保育料である。

　以上。

(袴田委員)　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(袴田委員)　報告第２号「湖西市立幼稚園保育料等徴収条例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)　報告第２号「湖西市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正につい

て」、湖西市立幼稚園保育料等徴収条例（平成27年湖西市条例第14号）の一部を別紙

のとおり改正したので報告する。平成28年３月11日提出　湖西市教育委員会教育長職

務代理者　袴田雄司。

　湖西市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例が、湖西市議会３月定例会

の２月29日の本会議において可決され、３月１日に平成28年湖西市条例第10号として

公布されたので、報告する。

　今回の改正は、幼稚園における一時預かり事業について、夏季休園日等の長期休園

日における一時預かり事業を平成28年度から実施するため、その保育料を１日1,000

円と定めたものである。

　以上。

(袴田委員)　質疑のある方は発言をするように。

　これは、元々は金額が決まっていたのか。

(幼児教育課長)　長期休園日の一時預かり事業は、来年度から初めて行うものである。

今年度までは、幼稚園の教育要領に従って、幼稚園が終わった後、午後２時30分以降

午後４時30分まで一時預かりをしている。これは、幼稚園が開園している日、幼稚園

がある日だけである。それは、１時間250円と決まっているのだが、来年度から夏休

み、冬休み、春休みにも一時預かり事業を行おうとしている。その日は特に幼稚園の

教育課程終了後ではなく、保育園の一時預かりと同じように保育が必要なお子さんに

ついて保育的一時預かりをするということであるので、別途1,000円ということに決

めさせていただいた。

(袴田委員)　この長期休園日の一時預かり事業に出てくる先生は、幼稚園の中で順番

を決めてやるのか。

(幼児教育課長)　どの園もやるのではなく、来年度から手始めに白須賀幼稚園でセン

ター方式で、どの園からも申出があれば受けるという形にさせていただく。通常の一

時預かりをやっているのは鷲津、岡崎、白須賀、新居の４幼稚園で、そこでは正規職

員１名ずつと預かり保育のための非常勤職員１名ずつの計８名の職員がいるので、そ

の８名が長期休園日は白須賀幼稚園へ出向いて、交替で勤務するという形になる。



(飯田委員)　この新しい制度については、ウェブサイトでも公表されるのか。

(幼児教育課長)　一時預かり事業を始めるということは、各園のウェブサイトでも出

せると思う。ただ、保育園の一時預かりは保育園に入っていない方や地域の人、外部

の人も入るのだが、今回の事業は在園児対象で、あくまでも市立幼稚園に在園してい

る子の預かりということである。幼稚園に入っていても、働いていらっしゃる方はい

る。今までは就労のための一時預かりではないのでということで、普段も午後４時30

分まで、最長で午後５時30分まで預かってはいるが、こういう夏季休園日などは家庭

でみてもらうようお願いしていた。長期休園日の一時預かりを行うことによって、保

育園のように午後５時、６時まで働いている方は無理かもしれないが、短時間の働き

方であれば、これを使って働きながらでも幼稚園へ通わせることができる。

　今年度、保護者にも説明してアンケートを取っているし、実施が決まったので、来

年度の入園式の後のＰＴＡ総会や保護者説明会で広く話をしていくつもりである。そ

の次の平成29年度に当たっては、入園説明会のときに制度の話ができると思う。更に

市のウェブサイトにも載せていくつもりでいる。

(飯田委員)　短時間で保護者が働いている方も、保育園とまではいかなくても幼稚園

へ預けながら仕事を続けることができるようになるということか。

(幼児教育課長)　そのとおりである。ただ、兄弟の関係で小学生や中学生がいるので

いいという方もいらっしゃるし、そういう長期休園日は仕事をお休みでもいいという

働き方をしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、全員が全員利用するとは

限らない。そういう機会の保障ができるということで、保育園に入らなくても幼稚園

でいけるという人たちを増やしていきたいと思っている。

(佐原委員)　これは、何時から何時までと決めて実施するのか。

(幼児教育課長)　要綱で決めている。

(佐原委員)　何人までともう決めているのか。

(幼児教育課長)　今も１クラス30人までであり、長期休園日についても同様とする。

(佐原委員)　年少、年中、年長それぞれ30人ということか。

(幼児教育課長)　全部で30人である。

(佐原委員)　センター方式で30人というと、結構すぐに埋まってしまいそうである。

(幼児教育課長)　ただ、長期休園日の一時預かりの条件として保育が必要という点が

あるので、保護者に就労証明書を出していただいたり、祖父母の状況を聞いたりして

選考させていただく。実施していって徐々にそういう要望や必要性があったら、その

都度考えていき、センターの白須賀だけではなくもう少し広げていくことを考えてい

る。最初から広げても、それだけ来るかどうかも分からない。また、幼稚園には給食

はないのでお弁当持ちであること、保育料が1,000円であること等の条件があり、15

人ぐらい来ればいいのではないかと思っているところである。拡大は、状況を見なが

ら今後考えていく課題である。

(河合委員)　白須賀幼稚園でセンター方式ということで、湖西市じゅうの人たちが車

で白須賀幼稚園に送っていく時間が重なることになるが、駐車場や乗降場所の確保が

できるのか。

(幼児教育課長)　白須賀幼稚園を選んだことについては、いろいろ言われる。市の中

心ではないし、場所も分かりにくいが、選んだ理由としては、平成22年に新築したば

かりであり、預かり用の部屋が特別に造ってあること、エアコンが完備していること、

隣の敷地に駐車場があり、十分空きがあること、環境が良いことが挙げられる。鷲津

では木陰がないし、暑いし、滑り台は熱くなって使えない。白須賀はすぐ横が小ぶり

なプールで遊びやすく、木陰もあり、ちょうどいい環境ではないか。現在も午前８時



30分から午後２時30分までの状況で働くことが可能な保護者の方たちであるが、自分

の園だから午前８時30分に送っていくことが可能ということもあるので、長期休園日

だけは、送迎の時間を考えて開始時間を午前８時とすることを考えている。ただ、午

前８時から開いているからそのまま全部どうぞではなく、就業時間と送迎時間を考え

て受入れをする。

(袴田委員)　報告第３号「湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例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)　報告第３号「湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について」、湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成26年湖西市条例第22号）の一部を別紙のとおり改正したの

で報告する。平成28年３月11日提出　湖西市教育委員会教育長職務代理者　袴田雄司。

　湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例が、湖西市議会３月定例会の２月29日の本会議において可決され、３月１日に

平成28年湖西市条例第11号として公布されたので、報告する。

　今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正された

たため、これに合わせて、家庭的保育事業等の事業所に勤務する保育士の数の算定に

ついて、準看護師も保育士とみなすことができることを追加するものである。

　以上。

(袴田委員)　質疑のある方は発言をするように。

　准看護師を保育士とみなすことができるようになったということは、緩和されたと

いうことか。

(幼児教育課長)　そのとおりである。保健師や正看護師だと募集してもなかなか応募

がない。今、保育士の不足も言われており、小規模保育事業や家庭的保育事業だと余

計人材確保が難しいので、准看護師も保育士とみなすこととしたものである。

(飯田委員)　今、湖西市に家庭的保育事業所はあるのか。

(幼児教育課長)　現在はない。だが、規定として作っておかないと、もし手を挙げて

やっていただけることになったときに困るので定めた。

(袴田委員)　報告第４号「湖西市文化財保存費補助金交付要綱の一部改正について」

事務局の説明を求める。

(文化課長)　報告第４号「湖西市文化財保存費補助金交付要綱の一部改正について」、

湖西市文化財保存費補助金交付要綱（平成４年湖西市告示第88号）の一部を別紙のと

おり改正したので報告する。平成28年３月11日提出　湖西市教育委員会教育長職務代

理者　袴田雄司。

　この要綱については、文化財保護法及び湖西市文化財保護条例の規定に基づき指定

された市の区域内に所在する文化財の保存及び活用に要する経費について、予算の範

囲内で補助金を交付することを定めたものである。この要綱は、３年ごとに見直しを

行うことになっており、今回の一部改正は、今年の３月31日でこの要綱の効力が失わ

れるということで、その適用の期限を平成31年３月31日に改めたものであり、この場

で報告するものである。

　なお、その他の内容については、変更はない。

　以上。

(袴田委員)　質疑のある方は発言をするように。

　３年に一度改正されるということか。

(文化課長)　そのとおりである。３年に一度、内容等の見直しを行っている。

(飯田委員)　この助成金は毎年、何かしら申請して交付されているのか。



(文化課長)　例えば無形の民俗文化財の保存伝承については、少額で定額だが、毎年

実施内容に応じて補助を行っているが、例えば指定した建造物を修復する場合では、

多額な費用がかかるので、あらかじめ計画を出していただき、予算要望をし、予算が

確保されれば補助金の交付をして修理をしていただく形になる。予算の範囲内なので、

申請すれば必ずということではない。予算がある分だけしか補助をすることができな

いので、多額の金額を要する場合には、ある程度前もって要望をしていただくことに

なる。

(袴田委員)　少額の補助の額は変動するのか。

(文化課長)　基本的には経費の２分の１以内になる。ただ、そこで予算の範囲内とい

う定めがあるので、予算で決められた枠で補助するということになる。

(袴田委員)　ちなみに、幾らぐらいか。

(文化課長)　少額のものについては、３万円ぐらいのものがある。無形の民俗文化財

は、基本的には３万円である。10万円の経費がかかったとしても、本来２分の１であ

るので５万円だが、予算的には３万円ということで補助をしている。

(袴田委員)　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３月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後４時08分終了


