
７月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成28年７月27日（水） 午前10時～午前11時27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 報　告 第 12 号 湖西市立公民館運営審議会委員の委嘱又は任命について

第 13 号 湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会委員の委

嘱又は任命について

第 14 号 湖西市学校支援地域本部運営委員会委員の委嘱又は任命

について

第 15 号 社会体育施設等への指定管理者制度導入のための関係条

例の整備に関する条例制定について

５ その他 ・小中学校ネットワークのウイルス感染対応について

・市民会館解体に伴う市教委２課の事務所移転について

・留学支援について



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７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。報告第12号「湖西市立公民館運営審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。

(社会教育課長)　報告第12号「湖西市立公民館運営審議会委員の委嘱又は任命につい

て」、社会教育法（昭和24年法律第207号）第30条第１項及び湖西市立公民館条例

（昭和53年湖西市条例第26号）第15条第２項により、下記の者を湖西市立公民館運営

審議会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成28年７月27日提出　湖西市教育委

員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命をした委員は６名、任期は平成28年７月１日から平成30年６月30日ま

での２か年である。

　湖西市立公民館条例第15条では、公民館に公民館運営審議会を置くとされ、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こととされている。委員の定

数は10人以内で、任期はに２年となっている。本件は、本年５月10日に前任の委員の

任期が満了したことに伴い、委員を委嘱したものである。委嘱した委員６名中２名が

再任である。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　備考欄に「家庭教育の向上に資する活動を行う者」と書いてある委員がいるが、具

体的にはどういう活動をされているのか。

(社会教育課)　現在、北部地区多目的研修集会施設で毎週水曜日に放課後の子どもの

預かり事業をやっている中で、この方が中心になって子どもたちの見守りをしていた

だいている。

(山下教育長)　子どもたちとは、小学生か。

(社会教育課長)　小学生である。小学生の放課後の子どもの預かり事業、居場所づく

りの活動を行っている。

(山下教育長)　放課後の居場所づくりの責任者ということか。

(社会教育課長)　そのとおりである。

(山下教育長)　今回６名のうち４名が新しい方ということになる。

(飯田委員)　公民館ということは、対象は西部公民館と考えてよろしいか。

(社会教育課長)　今、市内では公民館と言われる公民館は西部公民館だけである。た

だ、社会教育課で所管している北部地区多目的研修集会施設、南部地区構造改善セン

ターについても、公民館に準ずる施設として扱っているので、３館について審議させ

ていただいている。

(山下教育長)　続いて、報告第13号「湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会

委員の委嘱又は任命について」事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　報告第13号「湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会委員の

委嘱又は任命について」、湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会設置要綱

（平成19年湖西市教育委員会告示第21号）第３条の規定により、下記の者を湖西市放

課後子どもプラン推進事業運営委員会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成28

年７月27日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命をした委員は９名、任期は平成28年７月１日から平成30年６月30日ま



での２か年である。

　放課後子どもプラン推進事業運営委員会設置要綱では、放課後子ども教室推進事業

及び放課後児童健全育成事業の運営方法等を検討するため、湖西市放課後子どもプラ

ン推進事業運営委員会を置くとされている。委員の定数は15人以内、任期は２年で、

教育委員会が委嘱又は任命をすることになっている。本件は、本年４月30日に前任の

委員の任期が満了したことに伴い、委員を委嘱したものである。委嘱した委員９名中

５名が再任である。

　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)　放課後子ども教室推進事業というのは、具体的には毎週水曜日などに行

われている放課後に児童を預かり、遊ばせるような事業のことか。

(社会教育課長)　放課後子ども教室は、水曜日に月２回、各学校において活動を行っ

ている。現在全６校で行っており、鷲津と岡崎については２講座実施している。この

プラン推進事業については、それに併せて学童保育の事業とうまくすり合わせなさい

という国の事業であり、放課後子ども教室と学童保育とを合わせた推進に係る運営協

議会を実施している。

(飯田委員)　学童保育は子育て支援課が所管しているが、子育て支援課の担当者の方

も入って、学童保育の事業内容と子ども教室の運営などについて話し合われるという

ことか。

(社会教育課長)　そのとおりである。

(飯田委員)　教育委員会の方から学童保育の運営、内容等について話をするようなこ

とはあるのか。

(社会教育課長)　教育委員会の方からは学童保育のことについて話をすることはない

のだが、国の施策として放課後子ども教室と学童保育を一体化、連携をして進める方

針が出ており、それに基づいて実施しているものである。

(山下教育長)　この２つの事業を一緒にして運営委員会を開くのは、なかなか難しい

話である。私も毎回出席しているが、具体的にはその事業内容が全く違うものを一つ

にしようというのは、なかなか難しい話である。放課後児童クラブの方は、放課後家

に帰っても親御さん等がおらず、居場所に困るという子どもたちを預かる事業である。

これは毎日。それに対して放課後子ども教室というのは、月２回様々な活動を提供し

ながら子どもたちにいろいろな体験、活動をしてもらうという事業であるので、私自

身は本質的に全く違う事業だと思うのだが、対象者が一緒ということでひとくくりに

している。実際に委員の名簿を見ていただくと分かるように、それぞれ実質的に担当

されている代表の方が出てくださって、そこで説明をしていただく、それからそれぞ

れの市の行政担当が出て、そこで意見交換をするという場であるので、お互いの内容

は理解できる部分ではある。しかし、先ほど社会教育課長から話があったように、そ

れを国レベルからの要請に従って連携、協力を密にしていくということまではなかな

かいかないというのが実情ではないか。ただし、放課後児童クラブに入っている子ど

もたちが、希望して放課後子ども教室の方に隔週水曜日、参加しているという実態は

ある。

(佐原委員)　放課後の子どもたちのあり方を考えるということでもないのか。

(山下教育長)　そういう大きなテーマになってくると、もう少し充実した形になると

思うのだが。

(佐原委員)　放課後子ども教室というのは、親子で「今年どうする。あれ行く」、

「行かない」、「じゃあ終わり」という「行く」か「行かない」かというもの、学童



は、親御さんが子どもが帰ってくる時間にいないので、「今日は学童へ行っていて

ね」というようなものなので、これをどうするかというのは本当に難しい。これが放

課後の子どもたちのあり方を考える方向になっていくと、きっといいのではないかと

思う。

(山下教育長)　古い話で少し脱線するかもしれないが、学校が完全土日休みの週５日

制になったときに、土日のうちの片方、土曜日はとにかく社会で子どもたちを受け入

れて、様々な体験活動をさせるという話であった。ところが、その頃できた受け皿と

いうのはあまりにもパイが小さくて、子どもたち全員が土曜日に学校を離れて社会へ

出て活動するような状況にはなかなかならなかった。それ以降も、年々増えていくは

ずであったのに増えなくて、結局土日が休みになった。親御さんから、土日２日も家

にいたのではというような声も聞こえるようになり、学習指導要領も今の形にだんだ

んと変わってきたという経緯があるので、これ自体も根本的な部分で協議をしていか

ないと解決しない問題ではないか。そうするためには、この運営委員会ではなく、も

う少し組織として大きな協議会を持たない限りは、なかなか難しいという感じはして

いる。また、そこら辺を運営委員会の方でも提案しながら、そういう方向で実現でき

れば意見を言わせていただく。

　続いて、報告第14号「湖西市学校支援地域本部運営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。

(社会教育課長)　報告第14号「湖西市学校支援地域本部運営委員会委員の委嘱又は任

命について」、湖西市学校支援地域本部設置要綱（平成24年湖西市教育委員会告示第

６号）第４条の規定により、下記の者を湖西市学校支援地域本部運営委員会委員に委

嘱又は任命したので報告する。平成28年７月27日提出　湖西市教育委員会教育長　山

下宗茂。

　委嘱又は任命をした委員は８名、任期は平成28年７月１日から平成30年６月30日ま

での２か年である。

　湖西市学校支援地域本部設置要綱では、地域本部の活動を効果的に実施するため、

湖西市学校支援地域本部運営委員会を置くとされている。委員の任期は２年とし、教

育委員会が委嘱又は任命をすることになっている。本件は、本年４月30日に前任の委

員の任期が満了したことに伴い、委員を委嘱したものである。委嘱した委員８名中３

名が再任である。

　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)　地域のコーディネーターさんとかボランティアの方の集まりはいいのか。

(社会教育課長)　今、学校支援地域本部を実施しているのは、白須賀小学校、白須賀

中学校、知波田小学校である。地域コーディネーターをしていただいているのは知波

田小学校で１名、白須賀小学校、白須賀中学校の２校で１名の計２人である。この

コーディネーターについては２人とも、本年４月から新たに委嘱された。コーディ

ネーターを選定するときに、やはり学校との連携ができる人、地域との連携ができる

人というようにいろいろな問題があり、社会教育課が委嘱するのだが、学校側に推薦

をしていただいて実施している。ボランティアについては、コーディネーターさんに

募集等をしていただき、今いろいろなボランティアの活動をしているのが現状である。

(山下教育長)　実際には、この３つの学校だけではなく市内の全ての学校でも同じよ

うなボランティアの方あるいはＰＴＡの方にお願いして、様々な支援活動をしていた

だいている。この前も話があった子どもたちへの読み聞かせボランティアもある。学

校では朝読書の時間が当然15分ぐらいあるので、例えば小学校１年生、２年生という



低学年に対して、時折読み聞かせのボランティアの方が教室に行って読み聞かせをし

てくださるというような形もあるし、図書館整理もあるし、清掃とかいろいろなボラ

ンティアの方がいらっしゃる。

　問題は、そのコーディネーターを必要とするかしないかというところで、なかなか

コーディネーターの方の育成が難しい。手を挙げてくださるコーディネーターが、な

かなか出てこない。コーディネーターをやってもいいという方が出てきた所について

は、この学校支援地域本部事業というのが当てはまることになる。コーディネーター

の方がいらっしゃらないと、各学校の教頭さんとか教務さんとかという方々が、その

代わりにコーディネーター役をしながらボランティアを募るというのが実情になって

いる。そういう意味では、コーディネーターを育成するというのはこれから大事な部

分になるのではないかと思う。

　ただ、この運営委員会でも少しお話をしたのだが、次年度以降はおそらく、今の国

の方の案で地域学校協働本部という形に変わる。システムとしてはこの地域本部と同

じ、コーディネーターがいてボランティアを募るのは同じである。違うのは、単に学

校の活性化のために働くのではなく、学校を活性化すると同時に地域も活性化しよう

ということである。支援をするだけではなく一緒になって頑張ることで学校も良くな

るし、地域も良くなるというような狙いがある。今ある事業がこれに変わることにな

るとすれば、コーディネーターの育成というのは喫緊の課題になってくる。おそらく

３校だけではなく、全ての学校で同じような形でやっていくような方向になる可能性

がある。

(佐原委員)　地域コーディネーターの養成講座のようなものは、県の方でやっている

のか。

(山下教育長)　県の方でやっている。

(社会教育課長)　今年度、知波田小学校の方が１人、８月にその５回講座の方へ参加

していただき、その講座を受け、社会教育課、実施校の教頭先生、コーディネーター

で、コーディネーターのあり方、ボランティアのあり方というのを勉強する勉強会を

９月以降に計画しているのが現状である。

(佐原委員)　私も受講した。放課後子ども教室の先生をやっていた時に、それに関わ

る人たちに、県のコーディネーター講座に出てほしいという依頼が来て、何人かで受

講した。かなり前のことである。

　結局このコーディネーターがいろいろな窓口になって、例えば学校で大根を育てる

とか大豆を育てるといったときに、大根を作っている方にボランティアでコツみたい

なものを話してもらうといったパイプ役をしてもらいたいということである。しかし、

それだけのパイプを持った人を探すのは難しい。隣が何をしているか分からないとい

うこういう御時勢なので、特に鷲津、岡崎などは人口も多く、学校でコーディネー

ターをつくるのは難しい。だから、昔ながらの知波田、白須賀という地域の方がコー

ディネーターが出やすいということで、今の状態になっている。白須賀も、ボラン

ティアの範囲はほとんど図書ボランティアにとどまっている。

(袴田委員)　たしかに、こういったものも教頭先生が旗を振るよりは、コーディネー

ターの方が旗を振ってくれた方がやりやすいとは思う。学校から強制されて何かやら

されている感があるので、コーディネーターの方に旗を振っていただくと、融合でき

る。

(佐原委員)　その辺がうまくいくといい。この事業自体は、もっと地域と学校とで皆

が顔が分かるようになるのが理想としてある。

(山下教育長)　ＰＴＡの活動と少し重複する部分があり、そこら辺をどうすみ分けて



いくかが難しい。教頭先生も、地域の方が教頭先生をやっていらっしゃると顔のつな

がりというのがあって、いろいろなことをお願いしやすい。教頭という立場ではなく、

地域住民の一人としてお願いしやすいという部分はあるが、やはり転勤、異動等が

あって地域にずっといらっしゃるというわけではない。そういう地域の顔になるよう

なコーディネーターの方が、それぞれの所にいらっしゃると、もっと良くなるのでは

ないかと思った。

(飯田委員)　大きいエリアになると、１人でというのも大変だと思う。複数の人が必

要ではないか。

(社会教育課長)　これは県と国の事業であり、コーディネーターさんには時間幾らで

お金が出ている。そのため、ボランティアをやってくれている人と同じ内容のものを

やるとなると、すり合わせが必要になってくる。やはり先ほど申し上げたコーディ

ネーターとしてのあり方を研修していかなければいけないということがあり、９月に

勉強会を行うことになった。

(佐原委員)　勉強会は、市が行うのか。

(社会教育課長)　湖西市としてやる。県の講座に１人参加するので受講した上で、国、

県への要望をしながら皆で勉強する会を持ちたいと考えている。

(袴田委員)　県の研修の講師の先生に来ていただくということは難しいのか。

(社会教育課長)　難しくはないが、うちの体制をどうするか、本来のコーディネー

ターの仕事はどういうものかということで、今回コーディネーターも代わったので、

勉強しながら次の段階として県の講座へ行ってもらう。やはり、来てもらうよりも

行って他の市町村のコーディネーターとの関わりを持つというのも、一つ大事なこと

だと思うので、市として講師を呼ぶのではなく、県の講座に参加するような動きをし

ていきたいと考えている。

(佐原委員)　地域コーディネーターの県の講座に出た人の名簿みたいなものはないと

いうことか。出た人が分からないから頼めないということではないか。

(山下教育長)　佐原委員のところへ話はないのか。

(佐原委員)　地域コーディネーターの依頼が来たことはない。

(山下教育長)　社会教育課には名簿があるのか。

(社会教育課長)　名簿はない。

　今、また新たな地域本部の形になっており、先ほどの放課後子ども教室、この学校

支援地域本部、家庭教育支援事業、いろいろな事業が一つの事業として地域と学校を

結ぶ事業というのを国が考え始めた。今は地域コーディネーターだけなのだが、新た

に放課後子ども教室の全てをコーディネートしなさいというようなものまで出ている

のが今の形である。先ほど教育長が言ったように、放課後子どものあり方、学校、地

域のあり方、地域の関わり方を全て合わせた事業をやらなければいけないという部分

も今後出てくる予定である。そういう形も含めた、先ほどの地域学校協働本部という

事業が出てくるのではないかという予想がされている。

　コーディネーターの名簿については、個人情報であるので難しいかもしれないが、

県に聞けば基本的にはもらえると思う。

(山下教育長)　個人情報だからといって、渡さないということはないと思う。

(佐原委員)　せっかく出てもらった人たちなので、生かしていただきたい。実はでき

る人たちが隠れているというのは、もったいない話ではないか。

(山下教育長)　また県に問合せをしてみていただきたい。

(社会教育課長)　問い合わせる。

(山下教育長)　続いて、報告第15号「社会体育施設等への指定管理者制度導入のため



の関係条例の整備に関する条例制定について」事務局の説明を求める。

(スポーツ推進課長)　報告第15号「社会体育施設等への指定管理者制度導入のための

関係条例の整備に関する条例制定について」、社会体育施設等への指定管理者制度導

入のための関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり制定したので報告する。平成

28年７月27日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の制定は、地方自治法第244条の２第３項の規定に基づき、湖西運動公園他５

施設の管理運営を指定管理者に行わせることができるように、湖西市北部地区運動広

場条例、湖西市勤労者体育センター条例、湖西市都市公園条例、湖西市新居スポーツ

広場公園条例の４条例の字句の改正及び条項の追加を行ったものである。指定管理者

には、湖西運動公園、北部地区運動広場、梶田多目的運動広場、新居スポーツ広場公

園、みなと運動公園、勤労者体育センターの６施設を一括して管理運営を行わせよう

とするもので、今後応募者を受け付け、選定委員会にて候補者の選定を行い、12月定

例議会において議決を頂いたら、正式に指定となる。

　なお、指定管理期間は平成29年４月１日から５年間の平成34年３月31日までとして

いる。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　市としては、これからは指定管理者制度導入の方向に動いていくのか。

(山下教育長)　今、アメニティプラザが指定管理で５年経ち、また新たに指定管理者

を決めてやり始めた。社会体育施設等についても、近隣の市町村でも既にやられてい

る事例がたくさんあるし、一括管理をしながら市民の利用に資するという点では、

やってくださるところがあれば、それはそれでプラスに働くのではないかと思ってい

る。

(スポーツ推進課長)　スポーツ推進課としては、教育長がおっしゃるとおり、アメニ

ティプラザの次でこの指定管理を行いたい。

(山下教育長)　指定管理者制度にすることによって、市としてプラスに働く、指定管

理者も公共施設をうまく活用することによってプラスに働く、市民の方の利用につい

てもプラスに働くという、三者がそれぞれうまくいく状況になれば、この指定管理者

制度を導入するメリットは大きいと思っている。

(袴田委員)　確かにアメニティプラザは非常に来客が多いので、ああいう体制で指定

管理をできるところに出てきてもらえれば、どんどん活用されると思う。非常にいい

と思う。

(山下教育長)　ただ、今回の施設は分散をしているということと、無料の所もあれば

有料の所もあるといういろいろな形態であるので、アメニティプラザのようにすっき

りというわけにはいかないのではないかという感じはしている。

(飯田委員)　たとえば、指定管理者が施設を運営しながら何か事業をやりたいという

ときに、公共施設として事業がそぐわないかどうかというのは、担当課と調整するの

か。

(スポーツ推進課長)　もちろん、体育施設を利用したスポーツに関する自主事業を

やっていただければ、こちらとしては当然承認するものである。指定管理者からそう

いう提案があれば、書類等を出していただき審査し、できるものかできないかを判断

して決めたいと思っている。

(飯田委員)　指定管理を受ける事業者は、指定管理料だけである程度運営ができて、

事業者自体もやはり団体として存続していかなければいけないわけなのだが、なかな

かそういう収入を得られるような事業を公共施設を使ってやっていくということに対



しては、抵抗があるのではないか。事業者の方にもそういうことをやってはいけない

のではないかというふうに自制しているような感じが少しする。例えば、自主事業を

やって収入を得るという場合に、収入を得過ぎると指定管理料を減らされるといった

こと。市の事業を指定管理に移行することによって、市はある程度経費を減らせると

思うが、事業者もやはりそこで事業をやりながら管理運営が続けていけるような形に

うまくなっていけばいいと思う。

(スポーツ推進課長)　募集要項や業務仕様書に、自主事業は認めるとしている。当然、

自主事業によって得た収入は指定管理者の収入とするとしている。ただし、自主事業

によって掛かった経費は、それは指定管理料には含まないとしている。それは、自主

事業で得た収入から支出していただくというふうにしている。当然、指定管理料だけ

では大きな収益は得られないと思う。自主事業というものをうまくできる事業者が収

益を上げられるのではないかと考えている。

(山下教育長)　今のアメニティプラザの自主事業は、アリーナ等が空いている時に有

料の講座を開き、市民に講座を提供しながら収入を得るという形をとっているので、

そういう点ではプラスの部分が大きいのではないか。公共施設の空いている時間帯を

有効に使いながら自主事業を展開するということは、指定管理者にとっては大きなメ

リットということになる。同じように考えれば、今回の社会体育施設についても、例

えば新居の体育館であるとか運動公園の様々な競技場であるとか、いろいろな施設で

空いている時間帯等に自主事業を展開できれば、かなり収入が見込めるのではないか

とは思っている。ただ、これは５年間という制約があり、途中でやめるわけにはいか

ないので、赤字にならないように指定管理を引き受けた所が頑張るしかない。

(飯田委員)　指定管理料というのは、５年間契約でも毎年見直されるのか。

(スポーツ推進課長)　基本的には応募の提案の中で、指定管理料の提案もある。それ

を基本として指定管理料を決めていくが、やはり年度年度で大きな情勢の変動、借り

上げ料がどうしても必要になった等の事情があれば指定管理料も変動がある。しかし、

基本的には変動はない。

(飯田委員)　指定管理を受けている団体から聞くと、指定管理料も年々見直されてい

て、年々減額をされていっているというようなこともある。

(スポーツ推進課長)　それがどこの事例か分からないが、アメニティプラザの場合だ

と基本的に指定管理料に変更はない。

(河合委員)　防災面で、現在でも熊本の震災等で避難住民が公園あるいは体育館施設

等を占用しているが、そういう状態にもし湖西市がなった場合に、この施設等が優先

的に使えるのかどうか。

(スポーツ推進課長)　陸上競技場などは自衛隊の活動拠点にもなるので、その辺は要

項にも業務仕様書にも当然明け渡すようにうたってある。

(山下教育長)　アメニティプラザも避難施設になっているので、社会体育施設だけで

はない。全て公共施設については同じような形になると思う。

(河合委員)　今回のように長期化して、競技場にもいっぱいテントが並んでいる、あ

るいは車が駐車場並みに置いてあるという状態になったときに、指定管理者が「そろ

そろ空けて」という話になっていく場合もあるのではないか。市がまだ使っているか

らだめという拒否権のようなものが発動できるのならば、全然関係ない。

(スポーツ推進課長)　協議をして決めることになると思うが、災害対応が優先される

ので、市は指定管理者にお願いする。しかし、実際になってみないと分からないが、

使えない期間というのは指定管理者にとってはやはり収益がなくなるので、そういっ

た何らかの補償は出てくるかもしれない。



(山下教育長)　続いて、「その他」事項の「小中学校ネットワークのウイルス感染対

応について」、事務局から報告する。

(教育総務課長)　先月20日の定例会の折には、６月15日に学校ネットワークのウイル

ス感染が発生したというところまでを、新聞報道を基に報告させていただいた。それ

以後の状況について、今回報告させていただく。

　被害自体は、ランサムウェアというウイルスを検知し、データの暗号化が見られた

ということである。対応状況としては、６月20日月曜日の週からインターネット接続

復旧に向けた対応の検討ということで、今回初めてインターネット接続を切断したと

いうこともあり、学校教育課、市の情報政策課と相談、連携を図りながらどういった

対応で臨むかということを手順を追い、確認していきながら進めていき、それに１週

間ほど費やしている。そして、６月27日月曜日から、全校の学校の先生が使っておら

れる校務用パソコンの復旧作業ということで、市内11校の384台について作業をして

いる。作業内容については、まず全てのパソコンからぜい弱性のあるソフトウェアを

消去した。そして、ウイルス対策ソフトの最新パターンファイルでパソコン及びサー

バ内のスキャンを実施した。また、ウインドウズアップデートの強制配信ということ

で、更新プログラムを強制的に配信して、セキュリティの強化に努めた。こうした作

業を６月27日月曜日から土日を含めて７月６日水曜日まで、サポート業者、教育総務

課が、市の情報政策課に協力していただきながら進めた。その後、ひとまずパソコン、

サーバ内にウイルスがいないということが確認できたので、７月８日には全学校のイ

ンターネットの接続を復旧したところである。

　６月15日の発生から７月８日まで３週間と少しの期間、インターネットの接続が切

断したことにより、ウェブサイトの閲覧、それからメールの送受信ができなかったと

いう負担も掛けたが、何とか７月８日の時点をもって、一応このウイルス感染の対応

が終了したので、報告をさせていただく。

　なお、「インターネット接続再開へ」ということで７月８日の静岡新聞朝刊に記事

が掲載されている。また、議会の議員の皆さんには７月７日に今回と同様の内容の情

報を提供させていただいている。

　以上。

(山下教育長)　校務用パソコンのウイルス感染については、以前に中間報告をさせて

いただいたが、このような形になって、一応市内の全小・中学校のインターネットに

ついては復旧したという状況である。

　情報の流出もなかったということか。

(教育総務課長)　ウィルスがどういったものであったかということをウイルス対策業

者の方で調査をしているのだが、今のところ受け取っている報告の中では、及ぼす影

響については「ない」という報告はないため「低レベル」という報告を受けている。

更にその詳細について再度ウイルス対策業者の方にレポートをまとめていただくよう

求めてはいるが、それがいつになるかというのははっきりしていないので、ほぼ「な

い」ということで理解を頂きたい。

(山下教育長)　基本的に庁舎内のネットワークと学校のネットワークとは質等が違っ

ており、学校の方のシステムのウイルスチェックの部分が市のものよりも若干低かっ

たということで感染したという話があったので、そういう点で復旧については強化し

たということである。

　この期間、学校も学校教育課も、やり取りを頻繁にするということもあり、学校の

方にも様々な所から情報が入ってくるが、それを確認できないという形が続いていた。

その間、手書きの文書でやり取りをするとか、本当に必要なものだけＵＳＢで取り込



んで処理をするなど、なかなか現代社会というのは便利なようでいて非常にもろいも

のだということが再確認できたという感じがしている。今後、こういう形にならない

ように強化していくということで、今動いている。

(佐原委員)　ＵＳＢを介してウイルスがうつるのではないか。

(山下教育長)　うつる可能性はある。

(佐原委員)　個人のパソコンの確認はされたのか。学校のパソコンについてはシャッ

トアウトしたが、ＵＳＢでデータを持ち帰り自宅で作業をすることは、基本的にない

のか。

(山下教育長)　今回のＵＳＢによる処理については、教育総務課の担当があらかじめ

チェックしたＵＳＢを持って動いて、取り込むという形でやってきた。それと同時に

今、ＵＳＢから移そうとする場合も、アラームが出るようになっている。ただ、追い

かけっこの状態なので、同じような状況になることは100パーセントないとは言えな

い。

　続いて、「市民会館解体に伴う市教委２課の事務所移転について」、事務局の説明

を求める。

(教育次長)　本日の静岡新聞の朝刊に掲載されたので、読まれた方もいらっしゃると

思う。教育委員会には５月の定例会の際に移転の話をさせていただき、当初は勤労青

少年ホームの方に移転するということで補正予算を考えていたところだが、移転費が

高額になるということで断念した。その後教育委員会としては北部地区多目的研修集

会施設、南部地区構造改善センターといった教育委員会所管施設を考えていたが、関

係部署の企画部、市民経済部、教育委員会で話し合いを行った結果、企画部から市民

活動センターはどうかと申出があり、市民の方の利便性を考えると本庁から余り離れ

るのも不便ということで、新聞報道のとおり、文化課と社会教育課が鷲津駅前の市民

活動センターに移転し、市民会館に入っているハローワークは新居地域センターに移

転することとなった。市民活動センターを今管理しているコラボりん湖西についても、

新居地域センターへ移転する。昨日の議会の全員協議会でその旨のお話をさせていた

だき、ほぼそれでいいだろうと返事をいただいたので、今後これに向けて、移転費に

ついては12月の議会にお願いしていく。委員会にも補正予算について審議していただ

くということになる。

　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)　国際交流協会はどうなるのか。

(教育次長)　今、コラボりん湖西と国際交流協会の２団体が、市民活動センターの事

務所を共有している。国際交流協会については、やはり駅前が活動しやすいので残り

たいという話があり、玄関を入った左の相談室でも大丈夫だということであるので、

文化課と社会教育課は今までコラボりん湖西等が使っていた事務所を使わせていただ

き、国際交流協会はそこへ残り、コラボりん湖西は新居地域センターへ移動する。２

階の会議室等は、従来どおり使える。

　もう一つ、学校教育課で所管しているチャレンジ教室が勤労青少年ホームで活動し

ているが、できれば社会教育課と文化課の移動に合わせ、来年度から勤労青少年ホー

ムを抜け、２階の会議室を使って開催していけるよう今準備している。

(佐原委員)　そこでは運動ができなくなってしまわないか。

(山下教育長)　運動が必要であれば、表鷲津コミュニティ防災センター前、鷲津漁港

の東側のグラウンドが使用できるのではないかと思っている。今までのように室内で

運動するというのは難しくなる。



　ただ、今回チャレンジ教室が市民活動センターに移ると、メリットとしては、電車

でも通ってこられるので、新居の子どもたちや岡崎の子どもたちが今まで以上に参加

しやすくなるという部分はあるのではないか。

　続いて、総合教育会議で市長から再度提案のあった「留学支援について」。実は次

回開催する総合教育会議にまた、基本的には市長から提案される予定である。もう一

度概要と、事務局として市長からの提案を受けてシミュレーションをした部分を説明

させていただき、それについて意見交換をさせていただきたい。最終的には総合教育

会議の場でまた市長からの提案等を含めて協議をしていただくことになるので、本日

は事前に説明だけさせていただく。事務局から説明する。

(教育総務課長)　市長から提案のあった内容について説明する。11項目の提案があり、

所得制限は900万円が基準、留学期間の基準は１年、語学研修を含めた幅広い目的可、

対象は高校生から大学院生までで勤労者も可、経費は渡航費20万円、授業料20万円、

その他月５万円を月数分で、１年ならば計100万円、無利子貸付けで就職後月１万円

ずつ返済、他の支援金との併用可、新たな基金を設け市の拠出の他市民の寄附やふる

さと納税も募集、返済は本人が原則だが親兄弟の連帯保証が必要、成績は中学又は高

校の成績のどちらかが５が３つ以上、選考は毎年実施という内容である。

　これを基に資金のシミュレーションをした。留学実施時期を高校１年時、留学期間

を１年間、支援対象者数を湖西市の人口規模から市長が考える６人、貸与金額を１人

100万円、償還開始時期を高校１年で貸与された場合大学を卒業することとなる７年

後、償還金額を市長の構想どおり月１万円と想定すると、10年間の貸付総額は6,000

万円で返済額を控除すると5,568万円が必要な基金額になると考え、定期預金での運

用を当面10年間シミュレートした。

　また、全国の地方公共団体では、こういった留学支援をどういった部署が所管して

いるかを調査した。教育委員会では教育総務課、学校教育課、高校教育課といった部

署が、市長・知事部局では国際課、市民参画課といった部署が窓口になっているよう

な状況である。

　以上。

(山下教育長)　これは、基本的には無利子で貸与するということか。

(教育総務課長)　無利子貸与である。

(山下教育長)　100万円貸与するが、その原資である100万円については、期限がきた

ら毎月償還してもらう。基本的に100万円貸すと毎月１万円の償還であるので、償還

し終わるまでに８年ぐらい掛かる。

　これは、市長がこういう思いで留学支援を行いたいということで具体的に提案され

た条件である。事務局としては、この条件に従ってシミュレーションをした。償還金

額が少額であるので、基本的には10年間の貸付額6,000万円が必要となる。20年にな

れば、おそらく１億1,000万円ぐらい基本的には必要になるのではないか。

　おそらく、総合教育会議の中でこうした具体的な提案が市長からされるのではない

かと予想されるので、こうした内容、条件等について意見を頂きたい。ここをこうい

うふうに変えたらこの支援制度がより実現に向かうのではないかなど、どんなことで

も構わない。

　ただ、今まで言っていたような豊田佐吉翁記念奨学金、湖西市が持っている育英奨

学資金とのセットにはしない。要するに、新たに創設するものだというのが基本にな

るだろうと考えている。

　まず、説明に対する質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　この予算というのは、前はお金はないという話だったと思うが、今回は



出してもらえるのか。

(山下教育長)　前には、お金がないということもあるし、もし教育委員会でやるとす

るとその原資となるお金についてはもっと喫緊の課題の方に使うべきものだろうとい

うことで、現実的には教育委員会でこういう支援制度を設定できないという回答をさ

せてもらったのだが、お金についてはやはり市長部局の方で何らかの形でセッティン

グしてくれない限りは、こちらの方では当然運用できない。そういう意味でこういう

試算をさせていただき、10年で最低でも6,000万円必要で、それだけのお金について

まず、市長部局の方で確保できるのかどうかというのが、総合教育会議の中での話に

なるのではないかと思う。

(飯田委員)　対象の範囲が広がったのではないかという印象である。ただ、いろいろ

社会が不安定な時勢に、卒業後確実に就職ができて返済ができるかが心配である。

(山下教育長)　それよりも、就職後月１万円ずつ返すという条件なのだが、そうする

と就職しない間は返済の責務を負わないという話になってくる可能性もあるので、こ

れでは原資を食いつぶすばかりでいつまで経っても運用資金が回転していかないとい

う状況になりかねない。おそらくこの条件では難しいのではないかということは、事

務局で検討はした。留学して、例えば５年なら５年後には確実にその償還を始める、

それも運用できる範囲の中なので、月額の部分について１万円ではなくもう少し増や

す等何らかの形をとらない限りは実現は難しいのではないか。

　また、勤労者も含まれるという話になってきたときに、これを教育委員会として所

管をするのが適切かどうかということも考える必要があるのではないかと思う。

(佐原委員)　中学又は高校の成績のどちらかが５が３つ以上ということだが、高校で

行きたいといった場合、中学の成績が良かったら行けるのか。どう解釈していいのか。

(袴田委員)　どちらか良かったときの成績ということではないか。

(山下教育長)　これは、市長でなければ分からない。

(佐原委員)　また、高校の成績は10段階評価ではなかったか。５が３つでは結構いろ

いろな人が行けてしまうのではないか。

(山下教育長)　高校も、基本的には５段階である。内部の評価については10段階で

行っているが、正式の成績は５段階である。各学校のウェブサイトに、成績の基準等

もアップされている。

(佐原委員)　学生で行くのであれば、推薦状等が欲しい。

(山下教育長)　そこら辺の部分については、今後、当然選考ということになって、選

考委員会等も設定しなければいけないし、選考基準等ももっと細部にわたって詰めて

いくということになるので、成績とか推薦書とかいろいろな部分については今後精査

することになるのではないかと思っている。そこら辺はいろいろなやり方が当然考え

られるだろう。ただ、今言ったように、まずその原資を確保すること、それから何年

後からはやはりそれを基にして運用していくということが当然考えられているので、

そこら辺のことが非常に大きな部分を占めるのではないかということ、もう一つは先

ほど言ったように、対象が高校生、専門学校生、大学生、大学院生、勤労者という話

であるので、目的、趣旨等とも絡むが、どこで所管をしていくのがふさわしいのかと

いうことも一つ、議論の対象になるのではないかと思う。

(佐原委員)　やはり、戻ってきて湖西で生かしてほしいというところも、以前の話で

はあった。

(袴田委員)　行かれた方というのは市のお金を使って行って、帰ってくる。帰ってき

たときは、報告会か何かされるのか。

(山下教育長)　分からない。それについては全く市長の方も触れていないので、どう



するのか分からない。

(飯田委員)　どういうイメージを描いているのかが知りたい。

(山下教育長)　逆に質問するが、元々豊田佐吉生誕150年の記念事業の一つとして、

留学支援制度が出てきて、今に至っているわけだが、企画委員会の方でこの留学支援

制度がどういうふうに取り上げられて、どういう意味合いで委員の方々が了解をされ

たのか。

(飯田委員)　ほとんど「市長がやりたい」という内容であった。何人かがいろいろな

事業提案をし、事務局の方である程度ふるい落とされてきているのだが、最後まで

残った。他にもいろいろな事業があったと思うし、それについて教育委員会にお願い

するという話もあったと思うが、それは総合教育会議の中で話されることは全くなく、

留学支援制度だけが採り上げられ議題に上げられてくるというのが、私は一企画委員

としてはどうなのだろうかと思う。

(山下教育長)　教育委員会としては、例えば佐吉翁の生誕150年記念事業だからとい

うことでこの留学支援制度、「障子を開けてみよ、外は広いぞ」という言葉を具現化

するという意味では、単発で、単年度で募集して、手を挙げてくださった方々を選考

し、留学支援をするということであれば、非常に実現可能なタイムリーなものだろう

とは思う。

　ただ、これをずっと継続して行うとなると、やはり今言ったように資金の問題とか

運用の問題とか、様々な部分をきちんと精査した上でこちらの方で判断しないと、な

かなか難しい。推測の域もかなり入るので、実際には８月末の総合教育会議の中で、

不明な部分については市長の方と意見交換をしていただいて、その上で判断、決定を

していただくということになろうかと思う。

　今回は、ある程度この市長の条件に合致する形でシミュレーションをした場合はこ

ういう形になるというのを参考として出させていただくと同時に、他市・県でもこう

いう形でやらているという調査結果を示させていただいた。幾つかの所では同じよう

な形でやられている部分もある。決して湖西市だけが手を挙げるという話ではないと

いうことは、了解していただければと思う。

　ただ、具体的な内容は示しておらず、おそらく条件とかいろいろな部分がまた違っ

てきているので、単純な比較だけでは比べられない。

(飯田委員)　青少年育成というだけではなく、どういう目的を持ってやりたいのかと

いうところと、それをやったことによってどういう成果を期待するのか、求めるのか

というところを付けて、こういう案を出していただければ、もう少し納得できる、考

えることもできると思うのだが、そこが分からない。

(河合委員)　資料として、各高校の留学に対する対応を収集してほしい。湖南高校で

もやっている。

(山下教育長)　留学というよりも語学研修に特定の学年を対象にして毎年行っている。

(河合委員)　市長の提案によると８日間からというような期間の指定があるので、そ

ういう語学研修も入るのではないか。また、私立であれば、イギリス留学１年という

高校もある。そういう資料があると分かりやすいのではないか。

(山下教育長)　豊田佐吉翁記念奨学金のように支給ということであれば、また違って

くると思う。無利子ではあるが原資については返還しなければいけないという条件の

中で、実際に留学をするにしてもどれだけの方がこれを利活用するかというと、非常

に難しい部分があるのではないか。

(河合委員)　高校生の考えでいけば、そのお金で１年間なり１か月なり遊びに行ける

くらいな感覚で、その場ではいいのだが、その後８年間も返済をすることをどう本人



が理解できるか。今、大学生でもずいぶん奨学金の返済に困っているという部分があ

る。東京で就職して借金が800万円あるというのでは、もうお先真っ暗の生活になっ

てしまう。

(山下教育長)　また、前回・今回の市長の資料を基に市長の真意をもう一度確認して

いただき、更に不明な部分、ここはどうなのかということがあれば、事務局の方に問

合せをしていただければ、総合教育会議の前にできるだけ早く回答できる部分は回答

して、考える参考にしていただくという形にさせていただきたい。

　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７月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午前11時27分終了


