
４月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成30年４月26日（木） 午後３時00分～午後３時48分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

３ 出席者 教 育 長 渡辺　宜宏

委 員 袴田　雄司 佐原　陽子 河合　禎隆 田中ゆかり

事 務 局 教 育 次 長(鈴木　　徹) 教 育 総 務 課 長(太田　英明)

学 校 教 育 課 長(山田　　忠) 幼 児 教 育 課 長(安形　知哉)

社 会 教 育 課 長(戸田　昌宏) スポーツ・文化課長(岡本　　聡)

図 書 館 長(山本　茂明) 教育総務課長代理(馬渕　　豪)

４ 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運

営に関する基準を定める条例の一部改正について

第 2 号 湖西市社会教育指導員の任命について

第 3 号 湖西市構造改善施設条例の一部改正について

第 4 号 ジュニアスポーツクラブ推進委員会委員の委嘱について

第 5 号 湖西市スポーツ推進委員の委嘱について

第 6 号 湖西市立図書館条例の一部を改正する条例制定について

５ 議　案 第 11 号 市長の権限に属する事務の委任に係る協議について

第 12 号 湖西市立図書館条例施行規則の一部改正について



午後３時00分開会

(渡辺教育長)　出席は５名、定足数に達しているので、平成30年４月湖西市教育委員

会定例会を開会する。はじめに教育長に再任されたので一言挨拶申し上げる。

　このたび３月議会で、教育長任命の人事案件で議会からの同意を頂き再任された。

平成30年４月１日から平成33年３月31日までの３年間の任期である。湖西市教育振興

基本計画にある「明日の湖西を創る“ひと”づくり」のために、引き続き尽力させて

いただくのでよろしくお願いしたい。

　審議に入る前に、教育長の職務を代理すべき教育長職務代理者は、昨年より引き続

き袴田委員を指名する。よろしくお願いする。

　次に、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)　２月の教育委員会定例会において承認頂いた議案第7号「平成30年

度当初予算要求について」、３月23日開催の湖西市議会３月定例会最終日に、一般会

計予算のうち教育委員会関係予算、歳入６億4,686万2,000円、歳出30億4,507万5,000

円が要求どおり可決されたので、報告する。

　以上。

(渡辺教育長)　それでは審議に入る。

　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

運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、湖西市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年湖西市条例第23

号）の一部を別紙のとおり改正したので報告する。平成30年４月26日提出　湖西市教

育委員会教育長　渡辺宜宏。

　この条例は、第15条第１項第２号において認定こども園法第３条を引用している。

認定こども園法第３条に２つ項が追加したことによる項ずれに対応するため、第９項

を第11項に改めたものである。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　認定こども園法第３条に追加された項の内容は。

(幼児教育課長)　認定こども園法第３条で追加された項の内容は、幼保連携認定こど

も園以外のこども園の認可に関する権限や事務が、都道府県から政令指定都市に移譲

されたことに関する項目追加である。

(渡辺教育長)　第９項の前に２項が追加された。

(渡辺教育長)　続いて、報告第２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)　報告第２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ので報告する。平成30年４月26



日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　湖西市社会教育指導員は、湖西市社会教育指導員設置規則により、社会教育指導員

を置くものとし、その指導員については教育一般に関して豊かな見識を有し、かつ、

社会教育に関する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、平成30年３月31日の任期満了に伴い、指導員の任命をしたものである。任

期は、平成30年４月１日から平成31年３月31日までである。任命した指導員５名中３

名が再任、２名が新任である。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　続いて、報告第３号「湖西市構造改善施設条例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)　報告第３号「湖西市構造改善施設条例の一部改正について」、湖西

市構造改善施設条例（昭和57年湖西市条例第１号）の一部を別紙のとおり改正したの

で報告する。平成30年４月26日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　この一部改正は、受益者負担の原則に基づき、統一的な算定基準を定めるよう市内

公共施設全体で検討を重ねた結果、構造改善施設においても使用料を改定するもので

ある。併せて条文の追加と字句の改正も行った。新たな使用料は、周知期間を考慮し、

平成30年10月１日以後の使用に係るものから適用する。

　主な改正点について説明する。この条例で対象にしている施設は、北部多目的研修

集会施設と南部構造改善センターである。第３条、第４条は、これまで規則で規定し

ていた使用時間・休館日を条例で定めるよう追加した。第７条第３号は、北部多目的

研修集会施設の講座室、和室１及び和室２について営利目的での使用ができるよう改

正した。同条第４号は、湖西市暴力団排除条例に従い、暴力団員等の使用を制限する

規定を追加したものである。別表の改正は、10月１日以後の使用に係る料金を規定す

るものである。時間区分の見直しと使用料の算出については、建物の維持管理に係る

原価費用を基に他の公共施設と同様の算出方法によるものである。附則第１項では、

改正条例の施行期日を平成30年10月１日とし、暴力団員等の使用制限は公布の日から

直ちに施行する。附則第２項は、新たな使用料は平成30年10月１日以後の使用に係る

使用料について適用すること、施行日前でも使用料を納付できることを定めている。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　使用料の比較は、新旧対照表で確認できる。市内公共施設全体で使用料を改正する

取組である。

(佐原委員)　使用時間について確認したい。例えば、南部構造改善センターの使用料

の表にある時間区分では、午後５時から午後６時までの１時間、この時間帯が抜けて

いる。使用できないという解釈でよいか。

(社会教育課長)　旧の使用料表では、使用時間を３つの区分で時間帯を分けて、全日

単位と半日単位で規定していた。今回の改正では、午前と午後、夜間という３つの時

間で区分した。午前と午後の間、午後０時から午後１時まで、午後と夜間の間、午後



５時から午後６時までについては、施設貸出しの準備時間とし、利用者の片付けや職

員の次の使用に当たっての準備時間という時間帯とした。

(佐原委員)　午後５時から午後６時までは使用できないのか。

(社会教育課長)　そのとおりである。その時間帯の使用は想定していない。

(教育次長)　使用時間の区分については、他の施設でも議論になる。実情をみると、

使用時間内で片付けを含めて使用することが難しいことから、このような時間区分と

したという経過がある。この時間帯の使用を空白とした。

(佐原委員)　もし、午後４時から午後７時までの使用を希望した場合は、どのように

なるのか。

(教育次長)　午後４時から午後７時まで使用したいという希望があれば、時間区分で

いう午後と夜間の２つの時間区分を使用申請すれば可能である。改正した時間区分は、

時間単位での貸出しではない。さらに、午後０時から午後１時までの時間帯も使用し

たいということであれば、丸１日の使用を申請すれば可能である。

(佐原委員)　時間単位の貸出しはできないことは理解した。丸１日という場合は、３

つの時間区分の使用料を加算した額でよいのか。

(教育次長)　そのとおりである。

(佐原委員)　この改正内容の周知はどのような対応を考えているか。

(社会教育課長)　使用する団体については、申込時に口頭で10月からの料金改正の周

知を始めている。社会教育関係団体については、年１回２月から３月にかけての団体

登録の更新時期に合わせ平成30年10月から使用料金を改正するチラシの配布と口頭で

の説明で周知に努めている。

(袴田委員)　この改正内容は、ホームページの掲載については検討されているか。

(社会教育課長)　３月議会における議会説明では、この定例教育委員会への報告後、

掲載する旨で説明した。この後、掲載する。

(渡辺教育長)　この内容については、３月議会でも審議を経て可決されている。

新聞にも掲載されていたが、引き続き周知に努める。

(渡辺教育長)　続いて、報告第４号「ジュニアスポーツクラブ推進委員会委員の委嘱

又は任命について」、事務局の説明を求める。

(スポーツ・文化課長)　報告第４号「ジュニアスポーツクラブ推進委員会委員の委嘱

又は任命について」、ジュニアスポーツクラブ推進委員会設置要綱（平成６年湖西市

教育委員会告示第11号）第４条の規定により、下記の者をジュニアスポーツクラブ推

進委員会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成30年４月26日提出　湖西市教育

委員会教育長　渡辺宜宏。

　委嘱又は任命した委員は名簿のとおり17人で、任期は平成30年４月１日から平成31

年３月31日までの１年間である。

　ジュニアスポーツクラブは、地域のスポーツ指導者が、中学生を対象に学校の枠を

外したスポーツクラブを開設し活動することにより、生涯スポーツの基礎を確立しよ

うとする組織である。

　この要綱の第３条、第４条及び第５条のとおり、委員は、20人以内で組織し教育委

員会が委嘱又は任命し、任期は１年である。名簿にある11番・17番が新任の委員で、

他の15人の委員は再任である。委員は、スポーツ関係団体の役員、各種目の指導者、

中学校教頭先生と学校教育課、スポーツ・文化課の職員で構成している。



　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　鷲津中学校教頭とスポーツ・文化課長の２名が新任である。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　続いて、報告第５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・文化課長)　報告第５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ので報告する。平成30年４月26日提出　湖西市教育委員

会教育長　渡辺宜宏。

　委嘱した委員は名簿のとおり24人で、任期は平成30年４月１日から平成32年３月31

日までの２年間である。

　スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第32条第１項の規定により市町村の教育委員

会が委嘱する。湖西市スポーツ推進委員規則では、第２条でその職務が、第３条、第

４条で、25人以内の委員をもって組織し任期を２年とすることが規定されている。

　名簿にある24番の方が新任の委員で、他の23人の委員は再任である。委員の内訳は、

鷲津地区１人、白須賀地区４人、岡崎地区５人、新所地区１人、入出地区２人、知波

田地区４人、新居地区７人で構成している。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　規則では、委員は25人以内であるが、現在24人である。まだ、１人余裕がある。

(スポーツ・文化課長)　平成29年度末の任期では、24名で委員を構成していたが、委

員の内１名が退任した。２名が欠員となるため、２月時に市役所だよりにて公募した

が応募がなく、再任する委員内の紹介で新任委員１名に委嘱することになった。

(佐原委員)　昨年の報告でも、鷲津地区の委員が地域の大きさに比べ少ないという意

見があった。この点についての改善は難しいのか。

(スポーツ・文化課長)　過去、自治会からの推薦で委員を委嘱していたようだが、自

治会への負担も大きいようで、現在は行っていない。引き続き、鷲津地区で委員を選

出できるよう委嘱した委員にも働きかけていく。

(渡辺教育長)　続いて、報告第６号「湖西市立図書館条例の一部を改正する条例制定

について」、事務局の説明を求める。

(図書館長)　報告第６号「湖西市立図書館条例の一部を改正する条例制定について」、

湖西市立図書館条例（平成元年湖西市条例第13号）の一部を別紙のとおり改正したの

で報告する。平成30年４月26日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　今回の一部改正は、図書館施設を効率的に運用するため、広く一般の方々が施設を

使用することができ、その使用に当たっては使用料を徴収できるよう、使用料の額と

その他必要な事項を規定していた。また、併せて条文を追加し、字句も改正している。

　新たに追加する第４条は、図書館施設を３つの時間帯区分で貸し出すため、開館時



間との関係が明確となるよう、これまで教育委員会規則で規定していた開館時間を条

例で定めるよう追加した。

　第６条は、これまで使用の制限をかけていたものを、広く一般の方々が使用できる

ように改めるとともに、使用を許可しない場合や使用許可に条件を付すことができる

ことを規定した。第７条は、使用料に関する規定で使用料は原則前納とし、特別な理

由があるときには減免できることとした。第８条は使用料の還付に関する規定で、原

則還付しないこととした。第９条は目的外使用、使用権譲渡等の禁止、第10条は造作

等の制限、第11条は使用許可の取り消し等、第12条は原状回復の義務に関する規定で

ある。別表は、使用許可を必要とする施設及びその使用料の額を規定している。使用

料は２時間30分ごとの３つの時間帯ごとに規定し、市外料金を割増しとすることとし

た。附則第１項は施行期日の規定で、この改正条例の施行期日を平成30年10月１日と

した。附則第２項及び第３項は経過措置に関する規定である。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。この一部改正も先ほどの構造改善

施設と同様の主旨である。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　続いて、議案の案件に入る。報告第６号に関連した案件である。議案

第11号「市長の権限に属する事務の委任に係る協議について」、事務局の説明を求め

る。

(図書館長)　議案第11号「市長の権限に属する事務の委任に係る協議について」、湖

西市長から別紙のとおり、市長の権限に属する事務の委任に係る地方自治法（昭和22

年法律第67号）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30年４月26日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　この案件は、湖西市長からの協議により、市長の権限に属する事務の委任の承諾を

湖西市長に回答するというものである。

　地方自治法第180条の２では、「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務

の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の

委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執

行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に

委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管

理に属する機関の職員をして補助執行させることができる」とある。今回の協議はこ

の規定に基づき、市長の権限に属するこれらの事務を教育委員会が委任を受けようと

するものである。

　今回の委任を受けようとする市長の権限に属する事務は、報告第６号で報告した湖

西市立図書館条例第７条第２項の使用料の減免に関する事務である。湖西市立図書館

条例第７条第２項には、「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額

し、又は免除することができる。」とあるが、使用料の減免に関する事務については、

事務の効率性を図る上で教育委員会が行うことが適当と考え、湖西市立図書館条例施

行規則で事務規定を定め事務執行する。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。



　第７条第１項にある「ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を

後納できる。」との違いは何か。

(教育総務課長代理)　この案件は、この後審議される「湖西市立図書館条例施行規則

の一部改正」で「使用料の減額し、又は免除」を規定するに当たって、本来、市長が

行うべき事項を教育委員会が委任を受けて事務執行するためのものである。

(渡辺教育長)　今回は、「使用料の減額」を教育委員会で規定するためである。

(田中委員)　「特別な理由」とあるが、どのような理由か。

(図書館長)　使用料の減免の関係は、図書館条例施行規則に規定する。団体が減免す

る「特別な理由」がわかりにくいので、明確にするために規則に規定するものである。

(袴田委員)　減免の規定を明確にするために、教育委員会が委任を受けるという理解

でよいか。

(図書館長)　そのとおりである。

(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第11号「市長の権限に属する事務

の委任に係る協議について」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）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第11号「市長の権限に属する事務の委

任に係る協議について」は原案のとおり承認された。

(渡辺教育長)　続いて、議案第12号「湖西市立図書館条例施行規則の一部改正につい

て」、事務局の説明を求める。

(図書館長)　議案第12号「湖西市立図書館条例施行規則の一部改正について」、湖西

市立図書館条例施行規則（平成元年湖西市教育委員会規則第６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30年４月26日提出　湖西市教育委員会教育長

渡辺宜宏。

　この規則の一部改正は、図書館施設を使用するに当たり、使用料の減免や申請書等

の書式を定めるもので、併せて条文の追加と字句の改正も行っている。

　第７条は、資料の貸出冊数と期間を定めているが、視聴覚資料の貸出冊数等につい

て団体も個人と同等とするものである。第13条は、使用許可の申請と取消しに関する

規定で、申請できる期間を規定している。第14条は、使用許可の取消しに関する規定

で、申請できる期日を規定している。第15条は、使用料の減免に関する規定で、別表

で規定する。この減免の規定については、公共マネジメント推進室が策定した「公の

施設に関する使用料の設定基準」の「使用料の減免の基本方針」に基づいている。

　様式の改正について説明する。様式第１号は、個人の登録申請書、湖西市在住と在

勤者の登録申請書、団体の登録申請書である。様式第２号は、貸出カードの書式を規

定している。様式第４号は、資料複製申込書を規定した。様式第５号以降は、施設使

用に係る書式等を定めている。様式第８号からは減免に関する書式、様式第10号から

は資料寄贈等に係る書式を定めている。

　なお、この規則は条例に合わせ平成30年10月１日から施行するものであり、改正後

の第13条から第15条までの規定は７月１日から施行する。　

　以上。



(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　先ほど減免の規定を明確にするというのは、施行規則第15条で規定する

別表のことか。

(図書館長)　そのとおりである。

(河合委員)　様式第５号の様式には、申請書に「入場料及び徴収金」の欄があるが、

図書館施設を営利目的で使用することを考えているのか。例えば、視聴覚室等で映画

上映などを実施して、入場料を徴収する金額を記入することを考えているのか。

(図書館長)　図書館の使用においては、営利目的の使用はできないこととなっている。

しかしながら、委員ご指摘のとおり、映画会を企画した場合、映画会社へ支払う経費

を参加者へ負担を求める場合は考えられる。この場合、入場料で必要経費を賄えるの

であれば、「営利とはみなさない」という判断になる。この他にも、講演会を開催し

たいが、講師の謝礼を聴講者に負担してもらうという事例はあると思う。これは、市

内にある他の施設とも同様である。既に、そのような判断で対応していると聞いてい

る。もし、差金が出て利益がある場合、社会福祉協議会等への寄附等で対応するので

あれば営利とはみなさない。申請書に記入いただいて営利でないことを審査するため

のものである。

(袴田委員)　入場者が多く、収入が増える場合もあると思う。この場合は、どうする

のか。

(図書館長)　具体的に図書館の視聴覚室の定員は70名である。高額な収入を見込める

施設ではないと考えている。

(佐原委員)　使用した団体には、会計報告を求めるということか。

(図書館長)　利用申請時は、事業計画も確認する。事業計画の内容で判断し、実施後、

会計報告で確認する。

(河合委員)　事業報告するということか。

(図書館長)　そのとおりである。

(渡辺教育長)　事業報告の様式は。

(図書館長)　任意である。

(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第12号「湖西市立図書館条例施行

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）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第12号「湖西市立図書館条例施行規則

の一部改正について」は原案のとおり承認された。

(渡辺教育長)　本日の案件については、これをもって全て終了した。これにて、平成

30年４月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後３時48分終了


