
３月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成29年３月14日（火） 午前10時～午前11時39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 12 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 13 号 湖西市青少年育成センター設置要綱の一部改正について

第 14 号 湖西市教育委員会傍聴人規則の一部改正について

第 15 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

５ その他 ・平成29年３月市定例議会における質問と答弁内容について

・「湖西市公共施設再配置基本計画（案）」へのパブリックコメント

の結果について



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29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。

　教育委員会２月定例会において承認いただいた議案第９号「平成28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、３月３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。

(山下教育長)　議案第12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）

(山下教育長)　異議なしと認め、議案第12号については、非公開にすることと決定し

た。

（議案第12号　説明・質疑・採決（可決））

(山下教育長)　ここで、暫時休憩とする。

午前10時25分休憩

午前10時29分再開

(山下教育長)　休憩を解いて会議を再開する。

　議案第13号「湖西市青少年育成センター設置要綱の一部改正について」、事務局の

説明を求める。

(社会教育課長)　議案第13号「湖西市青少年育成センター設置要綱の一部改正につい

て」、湖西市青少年育成センター設置要綱（昭和47年湖西市教育委員会告示第１号）

の一部を次のとおり改正したいので承認を求める。平成29年３月14日提出　湖西市教

育委員会教育長　山下宗茂。

　湖西市青少年育成センターは、青少年の保護育成に関する機関及び団体が相互に連

絡協調して青少年の健全育成を図ることを目的に設置されている。湖西市青少年育成

センター設置要綱第２条では、青少年育成センターの位置を規定している。今回の改

正は、平成29年４月から社会教育課が市民活動センターへ移転するため、この位置を

現在の「湖西市古見1046番地」から「湖西市鷲津1293番地の４」へ変更しようとする

ものである。

　なお、この要綱は、平成29年４月１日から施行しようとするものである。

　以上。

(山下教育長)　社会教育課自体が移転することに伴う地番の修正ということである。

　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）



(山下教育長)　質疑がないようであれば、議案第13号「湖西市青少年育成センター設

置要綱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13号「湖西市青少年育成センター設

置要綱の一部改正について」は原案のとおり承認された。

(山下教育長)　続いて、議案第14号「湖西市教育委員会傍聴人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14号「湖西市教育委員会傍聴人規則の一部改正について」、

湖西市教育委員会傍聴人規則（平成13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29年３月14日提出　湖西市教育委員会教

育長　山下宗茂。

　昨年秋に、他市町議会において傍聴者の情報が不適切に取り扱われていたことが問

題となった。その際、湖西市議会の傍聴者の情報の取扱いを確認したところ、平成25

年から傍聴者の個人情報を特に取得することなく、申出があれば傍聴券等を交付して

傍聴していただく取扱いとなっていた。

　現在、当教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、受付簿に氏名、住所、職業

を記入していただくことになっている。そこで今回、議会と同様、特に傍聴者の情報

を取得することなく、申出があれば傍聴券を交付し傍聴していただくよう、湖西市教

育委員会傍聴人規則を改正することとした。具体的には、会議当日に傍聴の申出があ

れば、ただいまお配りした見本のとおり、名刺サイズの傍聴券の入った吊り下げ型の

名札入れを交付し、傍聴終了後これを返却していただくことを考えている。

　なお、改正規則は平成29年４月１日から施行し、同日以後最初の会議となる４月定

例会からこの方法に変更する予定である。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　傍聴券に記載されている番号は、通し番号か。

(教育総務課長代理)　１から10までの番号である。

(山下教育長)　最大10人までしか傍聴を認めないということか。

(教育総務課長)　物理的に入ることは難しい。

(山下教育長)　会議の場所によっても違うと思うが、市長公室の場合であれば20人は

入れるのではないか。人数は、場所によって適宜決定するのか。

(教育総務課長)　会場によって対応したいと思う。

(山下教育長)　今まで住所、氏名、職業を記載してもらって傍聴していただいていた

が、これは何か意味があってのことなのか。

(教育総務課長代理)　基本的には、市議会のやり方にならっていたのだと思う。市議

会の方式の簡易版ということで、傍聴券や傍聴証を渡すことなく、署名だけをもらっ

ていた。市議会はこの署名をもらう方法をずっとやっていたのだが、平成25年から方

法を変更し、個人情報を取得することをやめたということであったので、今回、この

年度替わりのタイミングで改正していこうというものである。

(山下教育長)　今までも別に、情報を活用したり、署名させることに対する効果を期

待したりすることはなかったということか。要するに、人物確認のためにしていたと



いうことか。

(教育総務課長代理)　人物確認と言えばそのとおりである。活用としては、人数だけ

は主要施策成果の説明書に毎年記載させていただいている。性別、職業等の情報は一

切活用していないという状況である。そもそも、傍聴者がほとんどいないという状況

であった。

(山下教育長)　これからは、基本的に人数さえ分かればいいということで、こういう

形の改正となったと理解する。

　ちなみに、議員が傍聴する場合も傍聴者の数には入れているということでよろしい

か。

(教育総務課長)　そのとおりである。

(袴田委員)　傍聴希望者が何も書かなくても、傍聴券が交付されるということでよろ

しいか。

(山下教育長)　希望すれば傍聴券を渡し、傍聴券を持った人だけが傍聴できる。

　他に質疑がないようであれば、議案第14号「湖西市教育委員会傍聴人規則の一部改

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14号「湖西市教育委員会傍聴人規則

の一部改正について」は原案のとおり承認された。

(山下教育長)　続いて、議案第15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。

(教育総務課長)　議案第15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29年３月14日提出　湖西市教

育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の改正は、主に市の組織改編により、スポーツ推進課と文化課が統合されス

ポーツ・文化課となることに伴い、教育委員会事務局の事務分掌等を改めるものであ

る。この組織改編は、湖西運動公園外５施設への指定管理者制度導入や市民会館解体

により、各施設の管理運営業務等の縮減と人員の削減が可能となったことによるもの

で、それぞれの課が実施していた事業の連携と応援体制の強化を図ろうとするもので

ある。また、併せて分掌事務の見直し、字句の整理等も行っている。

　第１条の改正は、字句を整理するものである。

　第２条第１項の表の改正は、スポーツ推進課と文化課を統合してスポーツ・文化課

とし、同課にスポーツ推進係と文化係を置くこととするものである。

　第２条第２項の表の改正は、湖西市勤労青少年ホームの所管替え及び用途廃止に伴

いこれを社会教育課に所属する施設から削除し、スポーツ推進課と文化課の統合によ

りそれぞれの課に所属していた施設のうち廃止する湖西市民会館を除く施設の所属を

スポーツ・文化課とするものである。併せて施設の名称を条例で規定する名称に改め

るとともに、これまであまりに明らかであるため規定されていなかった湖西市立中央

図書館と湖西市立新居図書館の所属を図書館と改めて規定することとした。

　第５条第８項及び第９項の改正は、字句を整理するものである。

　第８条の教育総務課総務係の事務分掌(4)の改正は、字句を整理するものである。



また、幼児教育課幼児教育係の分掌事務であった保育園の設置の事務のうち市立保育

園の設置事務について教育総務課総務係に移管するとともに、今後予定される幼稚園

のこども園化及び給食センターの建設を見越し、これらの施設の設置に関する事務に

ついても教育総務課総務係が所管することを明記する。

　同係の事務分掌(6)の改正は、就学援助に類する事務として明記していなかった特

別支援教育就学奨励費に関する事務を、その比重が増加したことに伴い明記しようと

するものである。

　同係の事務分掌(9)の改正は、第９条の学校教育課学校教育係の分掌事務の「教育

の調査統計に関すること」との違いを明確にしようとするものである。

　第８条の教育総務課総務係の事務分掌(12)の改正は、教育総務課で給食センター建

設計画に取り組むため、学校教育課学校教育係の分掌事務であった学校給食に関する

事務のうち食育に関するものを除いた事務についても、教育総務課総務係で所管しよ

うとするものである。これに伴い、「総合教育会議に関すること」の番号を繰り下げ

る。

　第８条の教育総務課施設係の事務分掌(5)の改正は、字句を整理するものである。

　第９条の学校教育課学校教育係の事務分掌(16)の改正は、先ほど申し上げたように、

学校給食に関する事務のうち食育に関するものを除いた事務について教育総務課総務

係に移管し、これに伴い「学校防災に関すること」から「学校保健及び安全に関する

こと」までの番号を繰り上げるものである。

　第９条の学校教育課学校教育係の事務分掌(20)の改正は、２月定例会において学校

教育課長から説明があったように、「就学指導」を「就学支援」に改め、字句を整理

するとともに、この事務以後の番号を繰り上げるものである。

　第10条の幼児教育課幼児教育係の事務分掌(1)の改正は、市立保育園の設置事務を

教育総務課に移管することに伴い、残る事務の内容を精査して規定するものである。

　同係の事務分掌(4)の改正は、字句を整理するものである。

　第11条の社会教育課社会教育係の事務分掌(13)及び(14)の改正は、勤労青少年ホー

ムの所管替え及び用途廃止に伴い、同係の分掌事務から除くとともに、これらの事務

以後の番号を繰り上げるものである。

　同課公民館係の事務分掌(2)の改正は、字句を整理するものである。

　同係の事務分掌(3)から(6)までの改正は、施設の名称を条例で規定する名称に改め

るものである。

　第12条の改正は、スポーツ推進課と文化課の統合に伴い、文化課の事務分掌を削る

ものである。また、これに伴い、これ以後の条を１条ずつ繰り上げる。

　改正前の第13条、改正後の第12条の改正は、スポーツ推進課と文化課の統合に伴い、

スポーツ推進課の事務分掌をスポーツ・文化課の事務分掌に改めるものである。

　同課スポーツ推進係に追加される事務分掌(6)から(12)までについては、これまで

明記していなかった同係の分掌事務を明記しようとするものである。

　同係の事務分掌(6)、(8)及び(9)の改正は、施設の名称を条例で規定する名称に改

めるものである。また、(6)から(12)までに分掌事務を追加したことに伴い、(6)から

(13)までを(13)から(20)までに繰り上げる。

　スポーツ・文化課文化係の事務分掌として、文化課の事務分掌であったものを字句

を整理して規定し、湖西市民会館に係る事務については解体に関するものに限定する。

　改正前の第14条、改正後の第13条の図書館図書館係の事務分掌(3)及び(4)の改正は、

施設の名称を条例で規定する名称に改めるものである。

　同係の事務分掌(6)及び(7)の改正は、字句を整理するものである。



　改正前の第15条、改正後の第14条第２項教育総務課長専決事項(3)の改正は、字句

を整理するものである。また、追加する(4)の「学校給食の計画及び献立に関するこ

と」は、学校給食業務の学校教育課からの移管に伴い、教育総務課長専決事項として

規定するものである。これに伴い教育総務課長専決事項(4)を(5)に繰り下げる。

　同項学校教育課長専決事項(3)の改正は、 学校給食業務の学校教育課からの移管に

伴い、「学校給食の計画及び献立に関すること」を削るものである。これに伴い、学

校教育課長専決事項(4)を(3)に繰り上げる。

　同項社会教育課長専決事項(3)から(5)までは、湖西市勤労青少年ホームの所管替え

及び用途廃止に伴い、字句を整理するもので、これに併せて(6)についても字句の整

理を行う。また、スポーツ推進課と文化課の統合に伴い、同項文化課長等専決事項を

削る。

　スポーツ推進課と文化課の統合に伴い、スポーツ推進課長専決事項を字句を整理し

てスポーツ・文化課長専決事項とするとともに、文化課長等専決事項であったものの

内容を精査しスポーツ・文化課長専決事項とするものである。

　改正前の第17条第３号、第18条及び第19条、改正後の第16条第３号、第17条及び第

18条の改正は、字句を整理するものである。

　改正前の第21条、改正後の20条の改正は、これまで教育長決裁により運用していた

一般文書の記号を、この際この規則に規定しようとするものである。教育総務課、学

校教育課、幼児教育課、社会教育課及び図書館の文書記号はこれまでどおりとし、ス

ポーツ推進課と文化課の統合により新設されるスポーツ・文化課の文書記号を「湖教

ス文」とするものです。「湖教ス」及び「湖教文」はこれまでのスポーツ推進課及び

文化課の文書記号であったので、新たな組織の文書記号としてこれらとは異なる文書

記号とする。また、「・」で表記しているとおり、「スポーツ」と「文化」とは対等

の位置付けと考えているので、両方の要素を入れることとした。

　これらの改正は、平成29年４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。

　学校給食に関することで、食育に関することは学校教育課に残してその他の業務に

ついては所管替えをするという話であったと思う。残す食育に関することに係る事務

は、どこに表現されていることになるのか。今までは当然、学校給食に関することの

中に食育も含んでいたという解釈だと思う。これがなくなったことで、食育にかんす

ることはどこに包含されたと判断すればよいか。教育活動の指導に関することでよい

か。

(学校教育課長)　教育総務課と協議したときに、指導の部分については学校教育課が

今後も担当することとしたので、食育も教育活動の指導に含まれると考える。

(山下教育長)　公民館係の事務分掌で、「講座の企画運営」から「講座の運営」に変

えたことによって企画業務がここから削られるが、企画業務はどこがやるのか。

(社会教育課長)　社会教育係の事務分掌の生涯学習の企画推進に関することの中に入

れ、一括した生涯学習の推進を公民館と連携して行うこととし、公民館係からは企画

業務を除いた。

(山下教育長)　この中に入っており、重複している公民館係の講座の企画業務につい

ては、削除したということか。

(社会教育課長)　予算上でもまとめ、生涯学習推進計画の下に一本化したので、こち

らは削った。

(山下教育長)　市民会館の解体に関することが付け加えられたが、解体業務が終わっ



てしまえば、これをまた削除するということか。

(文化課長)　その予定である。

(山下教育長)　１年後にはまた一部改正があるということか。

(文化課長)　そうである。

(袴田委員)　スポーツ推進課と文化課が統合されスポーツ・文化課となるが、課長の

席はどこになるのか。

(山下教育長)　スポーツ・文化課全体が市民活動センターに入る。指定管理者制度導

入に伴って、今まで常駐していた運動公園の事務所には、指定管理者が入ることにな

る。

(佐原委員)　市民会館のピアノは、文化係の所管になるのか。

(山下教育長)　そうである。スポーツ・文化課の所管ということになる。

(文化課長)　文化係で芸術文化と文化財を担当することになるので、芸術文化業務に

なる。

(河合委員)　社会教育課長専決事項に公民館図書の館外貸出しに関することがあるが、

先月の会議の際には図書館長から、北部多目的センターも椅子や机を入れて整備し、

十分その機能を果たせるようにする旨の話を頂いたと思う。設備の部分と図書の部分

とは、社会教育課と図書館に分かれると理解すればよろしいか。

(山下教育長)　貸出しに関することであり、図書館の職員が公民館等に常駐している

わけではないので、貸出業務については委託のような形でそれぞれの公民館等にいる

職員が代替をする命令を意味する。

(河合委員)　本自体は図書館のものを、公民館等に置いて、公民館等の職員が貸し出

すということか。

(山下教育長)　そうである。本来は、貸出業務は図書館の職員がやらなければいけな

い業務であるので、ここでお願いをしている形である。公民館等に置いてもらう図書

であるとか、図書の場所であるとか、そういったものの整備は図書館で行う。

(河合委員)　公民館等に置いてある図書については、社会教育課が整備するのではな

く、図書館が整備するということか。部屋割りなり面積割なりで分担するということ

か。

(山下教育長)　その場所を図書館が借りているという状況である。そのため、その場

所については図書館が責任を持つ。

(飯田委員)　幼児教育課の事務分掌の「保育園の設置に関すること」が変更となった

のは、新たに保育園を設置することはないということか。また、変更後の「保育園、

幼稚園及びこども園の認可、認可に係る意見等に関すること」の「意見等」は、誰か

ら誰への意見なのか。

(幼児教育課長)　幼児教育課では、民間の保育園やこども園も扱っている。「設置」

というと、設置者は誰かが問題となる。民間であれば社会福祉法人等である。新たに

幼稚園、保育園、こども園を設置する場合には、県へ意見書を出さなければいけない。

民間で設置を計画する場合に、その設置が妥当であるかどうかの意見書を県に提出す

る。それは教育総務課ではなく幼児教育課で扱っているので、そこをはっきりと分け

させていただいた。

(山下教育長)　要するに、今までの「保育園の設置に関すること」というのは紛らわ

しい表現であったということである。

(幼児教育課長)　そうである。建物の設置の部分と認可の部分があるので、分けたと

いうことである。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第15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15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。

(山下教育長)　「その他」ということで、私の方から２点説明させていただく。

　１点は、「平成29年３月定例議会における質問と答弁内容について」である。この

前も話したかもしれないが、大きく分けて４つの一般質問があった。「運動公園野球

場バックネット裏トイレ整備について」、「新居体育館南テニスコート整備について」、

「湖西市スポーツ推進計画の進捗状況について」、「市長の施政方針について」で教

育委員会に関することの大きく分けて４つで、今回はほとんどがスポーツ推進課絡み

であり、老朽化して修繕が必要な施設等について、質問、指摘を頂いた。財政的に厳

しい状況の中で、担当の教育委員会事務局としても十分承知をしながらもなかなか修

繕、改修等に踏み切れない、事務局としては財政当局に毎年予算要求をしているのだ

が優先順位ということでなかなか改修等を実施できないという状況にある。スポーツ

推進計画では、身近な所にウォーキングコースを設置しようということと、もう一つ

はいろいろな所に市民がラジオ体操が毎日できるような放送機器等の設置をしようと

ということを重点として取り組んできているが、次年度の予算要求に上げたラジオ体

操用の放送機器約15万円も削られてしまうという状況になっている。新居体育館のテ

ニスコートの整備についても全面改修すれば1,000万円単位の金が掛かる、あるいは

野球場のトイレについても整備するとなると、1,000万円単位で金が掛かるという状

況の中で、なかなか見通しが立てられない。利用者には不便を掛けるが、今のところ

はこういう説明をせざるを得ないということである。

　３つ目のスポーツ推進計画については、平成26年度から７年計画ということで、既

にこれで３年が過ぎようとしている。次年度は、ちょうど中間地点の４年目に入るの

で、これまでも毎年、スポーツ推進審議会に諮って進捗状況等については確認してい

ただき、意見等を頂いているが、後半に向けてまた意見を頂きながら見直すべきもの

は見直すということで回答させていただいた。

　一番最後の市長の施政方針についての中で、子育てと教育との合致した政策案とい

う話があった。最近は、それぞれの市町で「こども部」、「こども未来部」などさま

ざまな名称で子育てと教育を融合させたような組織の設置がたくさんあるのだが、ど

の市町の組織を見ていても、全体の中でどこをくっ付けて「こども部」にするかとい

うことがどうしても求められる。なかなか難しいところがあって、幼稚園部門につい

ても例えば「こども部」で管轄すると言ったときに、教育の部分も当然はいってくる

ので、幼稚園については教育の部門も連携して管轄するという形にならざるを得ない。

幾ら組織再編をしても結局は今と同じで、どこかと連携、協力をしながら教育行政を

担っていかなければいけない。湖西市としてどういう組織にするのが一番いいかを考

えていかなければいけない。

　吉田町の教育改革に関する話も出た。これについては、湖西市としても、小学校で

授業時間が増えるという関係があり、平成32年度から完全実施ということになるので、

平成29年度に学校教育課を中心に案を作成し、この教育委員会、それから総合教育会

議に案を示し、それについて意見を頂きながら、そこで了解された内容について翌30



年度、更に31年度の２年間試行し、不便なところや見直し点があれば改善して、平成

32年度の全面実施に向けてやっていきたいと答弁した。吉田町の教育プランを見たが、

良い面もあるし、なかなか難しい面もあると思う。それをそのまま湖西市でやるわけ

にはいかないので、改めて次年度１年間かけて協議していただけるとありがたい。

　以上だが、これについて何か質問があればお願いする。

(飯田委員)　吉田町の教育プランはどういうものか。

(山下教育長)　吉田町のプランは、基本的には授業時間を延ばして220日ぐらいにす

るというものである。現在湖西市は来年度203日の予定でいるが、それを毎年少しず

つ延ばしていき、最終的には220日にするということが大きい事項である。単純計算

をすると、夏休みが２週間削られる。８月の初めからおそらくお盆過ぎまでが夏休み

で、あとは全て登校するという形になる。その代わり、毎週水曜日の午後の授業をや

めて職員研修に充てる。それによって職員の多忙化を解消するという話だが、現在も

基本的には全ての市町で水曜日の午後は職員の研修に充てているので、そこでどのく

らいメリットがあるのか。他にも幾つかあるが、あとは施設関係だと、吉田町は中学

校が１つ、小学校が３つあるはずだが、その４校についてエアコンを設置する。夏休

みが２週間しかないので、暑い中で教育活動をしなければいけないということで、施

設についてもそういった整備を行う。こうしたことが主な内容であった。あとはＡＬ

Ｔを増やすであるとか、実際の英語教育に関していろいろなことがあった。

　ただ、そこに教員の多忙化の解消とかいろいろな名目があるが、これらのものが今

回の吉田町の教育プランで解消されるかどうかは非常に難しい。働いている家庭が増

え、子どもが家にいると困る、夏休みがない方がいいと思われる方も増えているのか

もしれないが、そうすると子どもは年中親との接点が希薄になっていくということが、

これからの家庭教育にどう作用するのかという検証が何もないまま、果たして女性の

活躍の機会を増やすということで１年中子どもを預けるということが子どもの成長、

情操にいいかどうか、私自身は判断が付きかねるし、難しいところだと思う。そうい

うことも含めて、子どもを家に帰すということはどういうことなのか、やはり考えな

いと難しい。数字だけの話で済ませるわけにはいかないのではないかと思っている。

　それともう一つ、先生方は夏休みには部活動等のいろいろな大会もあるし、夏休み

に研修が計画されている。県の研修、市の研修、さまざまな研修が計画されているの

で、２週間に減らされた場合、先生方の多忙化に拍車が掛かるのではないか。資料を

お示しし、他市の状況等も参考にして、湖西市としてはどういう形が一番いいのかを

協議していただきたい。

　資料等については学校教育課で用意し、提案していただきたい。

(学校教育課長)　吉田町のプランといっても、新聞の記事に載ったものから拾ったも

のということで、それほど詳しいものが提示されているわけではない。プラン自体は

外国語活動や英語の導入だけではなく、非常に幅広い内容になっている。その中で外

国語活動をピックアップして、その授業時数をどう確保するのかということで今の教

育長の話のような内容が掲げられているということだろうと思う。また、資料をお分

けしたいと思う。

(山下教育長)　できるだけ早くお渡しするので、資料についてはまた事前にお読みい

ただきたい。

　もう１点は、「「湖西市公共施設再配置基本計画（案）」へのパブリックコメント

の結果について」である。パブリックコメントで頂いた意見の集約やそれに対する市

の考え方の一覧が出てきた。こうした意見に基づいて案が少し修正されたので、資料

としてお渡しする。教育委員会以外の部分もたくさんあるが、こうした意見があった



ということである。

　特に、教育委員会関係では、「学校、幼児教育を行う施設」の順番の問題、教育施

設地域拠点構想では中部を最初にやった方がいいという提案を総合教育会議等でさせ

ていただいたが、再配置基本計画（案）では北部等が先で中部が後になっているとい

う順序の違いについて整合性がとれるのかという意見に対し、市の考え方として、最

終的な再配置基本計画では順序が教育委員会で示した中部が先という形に修正がされ

ている。

　多かったのはやはり、市民会館の問題である。既に文化課の所管を離れているので、

これについての説明は省略する。それから、白須賀宿歴史拠点施設「おんやど白須賀」

が再配置基本計画（案）では更新しない計画であったので、これについてのクレーム

があった。また、学校教育施設に対し、統廃合の問題、小中一貫教育の問題等の幅広

い事柄について意見を頂いている。これらについては、個別の問題も含めて今後教育

委員会、総合教育会議等で更に具体的な内容を詰めていかなければいけない部分では

ないかと思っている。

　「文化財仮倉庫」は、北部多目的センターの敷地にある倉庫の話か。

(文化課長)　民俗倉庫も含めた形の表現である。

(山下教育長)　職業訓練センターの所にある倉庫も含むということか。

(文化課長)　そうである。ここに出ている意見は、民具等のことよりも公文書の取扱

いに対する意見である。

(山下教育長)　あとは、全般的な統廃合に関する意見等も載っている。この意見、市

の考え方、そしてウェブサイトに載っている湖西市公共施設再配置基本計画に目を通

していただいて、教育関係の部分についてはこの委員会、それから総合教育会議等で

議案として上げさせていただき、意見交換、協議をしていただけるとありがたいと思

う。特に、次年度は個別の計画を作成する年になっており、学校関係も含めて教育委

員会の所管する施設についても個別の計画を立てることになるので、よろしくお願い

する。

(飯田委員)　議論した上で意見を出すことはできても、最終的な決定はどこがするの

か。

(山下教育長)　難しいところがある。要するに、金の問題がある。また、今まで教育

委員会としては、教育委員会の所管する施設についてどうするかということで考えて

きた。それ以外の例えば消防署であるとか、市民会館であるとかもろもろの施設につ

いて考えることはやめて、建設年度や順番も決めてきた経緯がある。次年度は、個別

計画を立てていく際に、市の他の公共施設等とのすり合わせということも必要になっ

てくるのではないかと思う。そうしないと、個別計画がなかなかできない。中部エリ

アの小・中学校、幼稚園、保育園の複合施設を目指しているという話をまずしている

のだが、では具体的にはいつ頃、どうやるかというところまで個別計画をもし立てる

とすると、では市民会館はいつ建てるのかとか、消防署は10年後と言ってもうあと８

年後ぐらいになったが、これと競合する期間になってくるのではないかとか、財政状

況と絡めて、では２つ一緒に建てるという話になるのか、少し時期をずらしてお金の

ことを勘案しながらやるという話になるのか、市長部局との協議、その前に総合教育

会議に提案してそこで市長と協議をするということが必要になる。

　先ほど出てきた「おんやど白須賀」についても、実は一般質問の中で話があった。

せっかくウォーキングを推奨しているのに、トイレが不足しているのではないかとい

うことである。新居町駅を降りて二川まで新居、白須賀、二川と宿が３つある。そこ

をウォーキングしていくのに、本当にトイレは大丈夫なのかということである。そう



すると、「おんやど白須賀」をなくしてしまうと、トイレ休憩施設としての利便性も

失われていく可能性もある。そういう複合的な視点で考えなければいけない部分もあ

る。

(袴田委員)　結構歩いている。

(山下教育長)　歩いている、最近は。そう言えばこの前、「愛LOVEウォークin白須賀」

で白須賀から新居の関所まで歩いた方は何人いたのか。

(文化課長)　40人近くはいたと思う。結構午後、思ったよりもたくさんの方が参加さ

れた。

(山下教育長)　あとはＪＲの方でも最近、駅を拠点にしたウォーキングコースを推奨

している。たくさんの方が歩かれている。

(飯田委員)　宿場に到達した時に、「到着した」という実感を持つことができる。地

域の人たちにそれほど使われていなくても、外部から来た人たちに使われるというこ

とも考慮されるべきではないか。全体的に市民にばかりアンケートを取っているが、

交流人口が増えてこなければ活性化にはつながっていかないと思うので、そういう拠

点施設としては、「おんやど白須賀」はなくすにはあまりにも惜しい施設だと私は思

う。

(山下教育長)　また、意見交換をしたいと思う。

(佐原委員)　「会議室が減っている。ネットで空き状況を確認したり、予約するシス

テムがほしい」という意見がある。浜松市ではそういうふうにできている。やるとし

たら、対象は教育委員会の施設ということか。やるとしたら、どこがやるのか。

(文化課長)　電子申請のことか。

(佐原委員)　電子申請ができるように、どこが検討していくのか。教育委員会で検討

していくものなのか。どこがやるのか分からないが、市長部局で検討していくのか。

(文化課長)　市民会館の例で申し上げると、今までも電子申請ができた。ただ、いき

なり予約表がウェブサイトで見られるわけではなく、あらかじめ施設に連絡していた

だいて空き状況を確認した上で仮予約を入れていただき、それからウェブサイトから

電子申請をするということになっていたので、完全なウェブサイトでのシステムでは

ない。それくらいであれば、情報政策課等でウェブサイトを管理しているので、その

辺はできないことはない。教育委員会が直接関わることではないとは思う。そういう

システムを構築する部署が、情報政策課等の部署になると思う。

(山下教育長)　有料で一般貸出しをするのはなかなか難しい公民館もあるし、新居地

域センターなどは有料で一般貸出しをする。施設にもいろいろな種類があるので、そ

こら辺を含めてどういう形で情報を出していくかということになると、市全体でどこ

か管轄をするということになるのではないか。

(佐原委員)　どういう施設が使えて、どういう施設が使えないのかが分からない。湖

西病院の脇の教育会館も、普通に使えるのか。

(山下教育長)　使えない。あそこは市の施設ではない。

(佐原委員)　あれは違うのか。

(山下教育長)　あれは、湖西市の教職員が金を出して建設した施設である。

(佐原委員)　自分たちの研修のための施設ということか。

(山下教育長)　そうである。

(佐原委員)　湖西市内にどういう施設があるのかが分かりにくい。おぼとやふれあい

交流館も、普通の人はなかなか借りられない。どこの施設がどういうふうに借りられ

るのかが分からない。

(社会教育課長)　今、来年度に向けて、公共施設マネジメント推進室が、全ての人が



使えるようにできないかということで検討会をやっている。公民館にしてもそうなの

だが、どういう人に貸出しをするのかということは、平成29年度中に検討することに

なっている。公民館は地元の人、サークルが優先という形になっているが、広く公表

してしまうと一般の方が先に押さえてしまうケースも出てくる。施設によって使うこ

とができる組織などの条件があるので、それを今、まとめようという動きはある。

(山下教育長)　市民会館の会議室が使えなくなって、もう半年ぐらいである。そろそ

ろ検討が必要だと感じる。教育委員会等へ情報提供をお願いする。

　定例会については、私自身これが最後になる。本当に５年間ありがたく思う。振り

返ると新居体育館の問題、全国学力・学習状況調査の問題などいろいろなことがあっ

たが、何とかやってくることができた。これも教育委員の皆さんの協力のお陰だと

思っている。まだまだ積み残した部分はたくさんあるので、４月から新たな教育長の

下、是非協力をお願いしたい。

　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29年３月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午前11時39分終了


