
６月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成28年６月20日（月） 午前10時～午前11時34分

２ 場　所 湖西市立中央図書館　学習研修室

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 ７ 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 ８ 号 湖西市青少年問題協議会委員の委嘱又は任命について

第 ９ 号 湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱又は任

命について

第 10 号 湖西市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について

第 11 号 湖西市立図書館運営協議会委員の委嘱又は任命について

５ その他 ・中学校教諭の無免許運転事故について

・湖西中学校の校務用パソコンのウィルス感染について

・平成28年６月市議会定例会における一般質問と答弁内容について



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６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)　６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。

　５月の教育委員会定例会において承認いただいた議案第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」に係る補正予算が、６月17日開催の湖西市

議会６月定例会本会議において可決されたので、報告する。

　以上。

(山下教育長)　それでは審議に入る。報告第７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７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６月20日提出　湖西市教育委員会教

育長　山下宗茂。

　市長が専決処分し、４月20日に公布された湖西市特定教育・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６月定

例会の６月２日の本会議において承認されたので、報告する。なお、本条例は４月分

の保育料から適用するため、平成28年４月１日に遡って適用している。

　今回の改正は、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令及び子ども・子

育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令が平成28年３月31日に公布されたこと

に伴う改正である。改正の内容は、保育園や幼稚園等に通う利用者負担額について、

年収約360万円未満相当世帯における多子軽減の年齢制限撤廃及び「ひとり親世帯

等」の負担軽減措置として第１子を半額、第２子以降を無料化するもので、利用者負

担額表の階層区分、負担額が変わっている。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　これにより湖西市として見込まれる効果は、具体的にはどういうことか。

(幼児教育課長)　湖西市としてというよりも国として今、幼稚園、保育園の無償化に

向けた取り組みをしている。消費税率が上がらず財源がない中で無償化に向けてどう

するかということで、貧困家庭の救済のため、まず年収が少ない方から無償化する段

階的な取り組みとなっている。市としては、持ち出しが多くなるのでつらい部分であ

るが、無償化に向けて幼稚園、保育園のときにはお金が掛からない仕組みとすること

で、少子化対策となる取り組みだと思う。

(山下教育長)　子どもを預けることを奨励するということか。

(幼児教育課長)　保育園だけではなく幼稚園も無償化に向けて動いているので、安心

して子どもを産み育てるための取り組みだと思う。

(山下教育長)　そうすると、就学前も言ってみれば義務教育に準じた形になるという

ことか。

(幼児教育課長)　義務教育とは言わないまでも、そのような形である。

(山下教育長)　国、県、市の負担割合はどうなっているか。



(幼児教育課長)　国が半分、県が４分の１、市が４分の１である。今年度の４月の時

点での対象者は、保育園は35世帯、37人、32万9,400円、幼稚園の方が17世帯、18人、

４万9,050円、両方合わせて37万8,450円の12か月分、約454万円である。この金額は、

５月、６月に入ってきた方の中に対象の方がいれば変わるし、９月でまた保育料を算

定し直すので、そこでまた増えるかもしれない。

(山下教育長)　国も県も市も、財政的に厳しくなっていく。

(幼児教育課長)　厳しくなる。ひとり親世帯が増えてきているので、対象者も増えて

いくのではないかと思っている。

(袴田委員)　今回の改正は、国の方針に沿ったものということか。

(幼児教育課長)　国の方針に合わせて改正した。

(袴田委員)　国も市も財源が少なくなっていく。子どもを産んで、預けて、働いてい

ただき、税金を納めていただくという側面もあるのか。

(幼児教育課長)　預けて、働いていただき年収が上がれば、その分の保育料は上がる

見込みはある。

(山下教育長)　これに関連して、保育園の施設の拡充などいろいろな話が市の課題と

して当然のように出てくる。これだけで済むという話ではないので、なかなか難しい。

(飯田委員)　幼稚園、保育園が入りやすくなれば、今度はその後の学童保育などいろ

いろな課題が出てくる。そこだけということではなく、全体でサポートをお願いした

いと思っている。

(山下教育長)　よろしければ、委員の委嘱、任命の報告に移る。委員の委嘱、任命に

ついては、前回の定例会で協議いただき、認めていただいたとおり、今までは議案と

して上げられていたものを、今回から報告という形で上げさせていただくものである。

　では、報告第８号「湖西市青少年問題協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８号「湖西市青少年問題協議会委員の委嘱又は任命につい

て」、湖西市青少年問題協議会条例（昭和37年湖西市条例第17号）第３条の規定に基

づき、下記の者が湖西市青少年問題協議会委員に委嘱又は任命されたので報告する。

平成28年６月20日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命された委員は６名。任期は、前任者の残任期間である平成28年６月１

日から平成29年５月31日までである。

　青少年問題協議会は、青少年の育成に関する総合的施策を話し合う場として設置さ

れている。市長を会長とし、委員25名以内で組織している。今回の委嘱又は任命は、

平成27年６月１日に任命された委員について、所属組織で異動があったため行うもの

である。明湖会代表については、この協議会の委員である自治会連合会長が会長を務

めており、会長職も多忙であるため、組織の中で仕事を分けるとともに、多くの役員

がいろいろな役職に就くことによってより活発に明湖会の活動ができるのではないか

という意見の下、会長以外の役員を選任させていただいている。

　以上。

(山下教育長)　一つ確認する。委員である自治会連合会長は、明湖会会長でもある。

明湖会から委員が２人出ているような形となるので、明湖会代表を選出しなくてもい

いのではないかという意見はなかったのか。

(社会教育課長)　なかった。それぞれの組織の目的が違い、それぞれの代表が必要だ

と考えている。

(山下教育長)　年度変わりで、それぞれの所属団体等の役職者が替わられたというこ

とである。



　質疑のある方は発言をするように。

(河合委員)　ＰＴＡ代表の委員は、湖西市ＰＴＡ連絡協議会の会長か。

(社会教育課長)　ＰＴＡの代表も、ＰＴＡに依頼する事項が多くあるので、役割を振

り分けている。

(河合委員)　学校の回り当番という形ではないということか。

(社会教育課長)　ＰＴＡ連絡協議会に推薦を依頼し、協議会から推薦されてきた方で

ある。

(飯田委員)　商工会代表の委員は、湖西市商工会と新居町商工会のどちらの代表か。

何年かで交替するのか。

(社会教育課長)　この方については、湖西市商工会に推薦を依頼して、平成27年に選

任させていただいた。高校の校長については、新居高校と湖西高校とで交替でお願い

している。市長から新居と湖西の人数振り分けの指示があるので考えてはいるが、商

工会と協議しながら推薦を依頼している。

(飯田委員)　今は湖西市商工会に推薦を依頼しているが、何年か後には新居町商工会

に推薦を依頼するかもしれないということか。

(社会教育課長)　そのとおりである。

(山下教育長)　よろしければ続いて、報告第９号「湖西市青少年育成センター運営協

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９号「湖西市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱又は

任命について」、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）第５条第３項の規定により、下記の者を湖西市青少年育成センター運営協

議会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成28年６月20日提出　湖西市教育委員

会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命した委員は４名。任期は、前任者の残任期間である平成28年６月１日

から平成29年５月31日までである。

　青少年育成センターは、青少年育成センター設置要綱第１条の目的にあるように、

青少年の保護育成に関する活動を効果的に推進するために設置され、委員15名以内で

組織されている。今回の委嘱又は任命は、平成27年６月１日に任命された委員につい

て、所属組織で異動があったため行うものである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　湖西市青少年育成センターには、所長と運営協議会委員のほかにどんな

方がいるのか。

(山下教育長)　青少年補導員46人がいて、日々補導、指導の活動をしている。そのセ

ンターの運営方法等について協議をするのがこの協議会である。そこで協議した具体

的内容について、報告第８号の青少年問題協議会で協議をしていただく構造になって

いる。そのため、構成員もほぼ一緒であり、青少年育成センター運営協議会を更に大

きくしたのが青少年問題協議会という形である。青少年問題協議会と青少年育成セン

ター運営協議会とは不即不離の関係で、具体的な話が青少年育成センター運営協議会

から出てこないと何も始まらないという状況であるので、基本的には同時開催をし、

一緒に話をしていただくために、構成員を部分的にあえて同じにしている。

　今回の委嘱又は任命については、先ほどと同じように年度変わりで、それぞれの所

属団体等の役職者が替わられたため、任期途中ではあるが変更させていただいたとい

う形である。

　続いて、報告第10号「湖西市スポーツ推進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。

(スポーツ推進課長)　報告第10号「湖西市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命に

ついて」、湖西市スポーツ推進審議会条例（平成５年湖西市条例第22号）第４条の規

定により、下記の者を湖西市スポーツ推進審議会委員に委嘱又は任命したので報告す

る。平成28年６月20日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命した委員は12名である。任期は平成28年６月１日から平成30年３月31

日まで。

　湖西市スポーツ推進審議会は、スポーツ基本法第31条の規定に基づき、湖西市ス

ポーツ推進計画やその他スポーツの推進に関する重要事項の調査審議をするため、条

例で規定された組織である。審議会は18人以内の委員で組織し、委員はスポーツに関

する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から教育委員会が委嘱又は任命を

するものである。今回委嘱又は任命をした委員のうち再任は７人、新任委員は５人で

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)　知っている方ばかりではないので、委員がどういう組織のどういう役職

に就いている方か、明示してほしい。

(山下教育長)　人物が分かるような形で記載するようにする。

　委員のうち、スポーツ推進委員の２名は実際にスポーツの推進活動を実際にしてく

ださっている。審議会では、そういう活動内容について、活動報告をし、審議してい

ただく。また、スポーツ推進計画の立案に携わっていただくとともに、立案した計画

についての実際の活動状況の報告を受けて、今後についての意見を頂く。重要度とし

てはかなり高いと思っているので、いろいろな団体の代表の方に委員になっていただ

いている。老人クラブ、体協、自治会など、市のあらゆる分野での代表の方が委員に

なっている組織である。

(袴田委員)　新居の方が少ないのではないか。新居には結構スポーツが盛んなイメー

ジがあるので、そういう盛んにスポーツをやられている方を委員に入れてはどうか。

(山下教育長)　新居の方は12名中４、５名である。これを少ないと考えるかどうか。

比率のことを言えばきりがない。ただ、新居、湖西という話よりも、それぞれの地域

のことをよく知っている方に委員となっていただくのが一番いいのではないか。同じ

湖西市に住んでいても、その地区で生活をしていないと知らない部分がたくさんある

ので、そういう意味では新居と湖西のバランスという話よりも、いろいろな地域から

いろいろな人が出ているという方がいいと思っている。

　よろしければ続いて、報告第11号「湖西市立図書館運営協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。

(図書館長)　報告第11号「湖西市立図書館運営協議会委員の委嘱又は任命について」、

図書館法（昭和25年法律第118号）第15条及び湖西市立図書館条例（平成元年湖西市

条例第13号）第９条の規定により、後任の委員として、下記の者を湖西市立図書館運

営協議会委員に委嘱又は任命したので報告する。平成28年６月20日提出　湖西市教育

委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命委員は１名、任期は平成28年６月７日から平成29年５月31日までであ

る。

　湖西市立図書館条例においては、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるととも

に意見を述べることができるとされており、委員の数は10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となっている。平成27年６月１日付けで委嘱又は



任命をした委員について、本年度４月の異動により一部変更が生じたので、改めて１

名を委嘱又は任命をしたものである。任期は、前任者の残任期間である。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(佐原委員)　委員のうち、利用者代表はどうやって決めたのか。

(図書館長)　旧新居町立図書館の職員であり、図書館使用者でもある人にお願いした。

(飯田委員)　いろいろな世代の方が図書館を利用していると思うが、本のリクエスト

以外に、利用者からの意見、要望を聞く仕組みはあるか。

(図書館長)　中央図書館も新居図書館も、入口の近くに意見箱のようなものを置いて

おり、運営、施設関係などいろいろなことについて自由に意見を書いていただき、10

日以内に館としての回答を館内に貼り出すという運営をしている。

(飯田委員)　そういった意見は、この協議会の会議でも紹介されているのか。

(図書館長)　運営に関する大きな問題に関しては当然、運営協議会の意見を聞くこと

になる。小さな問題については、運営協議会の意見を求めず、図書館として対応して

いる状況である。

(飯田委員)　簡単に直せることなどについては館内で対応しているが、予算が伴うよ

うな大きな問題については協議会で協議されるということか。

(図書館長)　予算的にクリアできるものであれば、予算計上の前に運営協議会に諮る

ことになる。小さな問題に関する意見についても、集約して運営協議会に諮る方がよ

いか。

(飯田委員)　掲示の依頼を断られたなど、窓口での対応についての話を聞くことがあ

る。苦情にも、自分勝手な苦情と改善すべき提案となるものとがあると思う。そうい

うことがしっかり伝わっているのかという思いがあったので質問した。

(山下教育長)　それは具体的に、掲示の依頼をしたら断られたということか。

(飯田委員)　断る態度がひどかったということである。

(山下教育長)　依頼した掲示物の問題ではなく、対応の問題ということか。

(飯田委員)　依頼したときの対応の問題である。

(図書館長)　了解した。

(飯田委員)　今、地方の図書館は多様化している。例えば喫茶店を置いてほしい、パ

ソコンを増やしてほしいといったいろいろな要望がどのくらい出ているのか。

(図書館長)　数年前までは対応が悪いなどの意見が多かったが、ここ１、２年ぐらい

は運営に対する提案も上がってはきている。Ｗｉ－Ｆｉ環境をつくってほしいという

意見もある。６月からビデオルームを自宅のパソコンを持ち込んで資料を作る部屋に

変えたが、まだＷｉ－Ｆｉ環境が整備されていない。Ｗｉ－Ｆｉとセットになった自

動販売機がメーカーから提供されているということも聞く。「自動販売機があるか」

とカウンターで聞かれることも結構ある。Ｗｉ－Ｆｉとセットになった自動販売機を

導入していけば、市の負担なしで利用者サービスの拡大ができるので、早めに導入し

ていきたいと考えている。

(山下教育長)　なかなか難しい問題である。図書館が市民にどういう内容を提供する

のかということにもよると思うのだが、パソコンを持ち込んで仕事をする場所を提供

することが図書館の役割かどうかということも、本当は議論しなければいけないと思

う。資料を見てそれを自分でパソコンに打ち込むなど、図書館の資料を活用して何か

を作成するのであればいいのだが、そこにＷｉ－Ｆｉが必要かというと、それは図書

館の役割から外れるのではないか、それは自宅でやればいい話で、なぜ図書館を活用

してやらなければいけないのかという気もする。



(飯田委員)　図書館を個人の事務所のような形で貸出しをするのは問題がある。

(山下教育長)　当然、市民サービスという点では教育委員会も大きく関わっており、

図書館もその一部であるが、では、どこまで提供するのが適当なのか。蔵書のリクエ

ストについても、リクエストした人しか読まないようなマニアックな図書のリクエス

トもないわけではない。だが、それを購入することが広く市民の方々にとってのサー

ビスの提供になるかどうかというと、なかなか難しい。そこら辺をきちんとしないと、

公共の図書館としての役割が果たせなくなってしまうのではないかという気がする。

　今、指摘いただいた部分については検討させていただき、必要であれば検討結果を

報告して意見を伺いたい。

(袴田委員)　今、自動販売機の話があったが、自分の会社に置いている自動販売機は

災害時に無料で飲料を提供するものである。図書館に置く自動販売機についても、同

様のものを考えているのか。

(図書館長)　当然、有事の際の飲料の無料提供は、最低条件として話をしている。そ

ういう対応をしていかないと困るという話は、メーカーにしている。

(山下教育長)　現時点で図書館に自動販売機を設置する場合は、設置主体はどこにな

るのか。

(図書館長)　市役所であれば互助会が設置主体となっている。図書館では過去、図書

館ボランティア連絡協議会に申請していただき、自動販売機を設置する場所の使用料

をいただいていた。やり方としては、市で自動販売機を設置し占用料を入札で決める

方法もある。

(山下教育長)　市として自動販売機を公共施設に設置できるように制度を変更すると

いう話が前に出たように思うが、どうか。今、いろいろなところに市役所として自動

販売機を設置することができないようになっており、別の団体、組織が設置する形を

とっている。自動販売機で上がった利潤についても団体に入るという形になっている。

その辺も含めて、市役所が設置して、利潤も市の会計に入れそれを活用する、中間の

団体の部分をなくす話が前にあったのだが、最近聞かない。図書館の場合、自動販売

機を置くとなると、設置団体が難しいという気がしている。図書館ボランティア連絡

協議会が図書館に自動販売機を設置する理由がよく分からない。図書館を利用される

市民の方々に提供するために自動販売機を設置するというのであれば、本来、図書館

が設置すればいい話である。そこら辺の趣旨がはっきりしなくなってしまうというの

が今の状況ではないか。

(教育次長)　ただ、市には、先ほど図書館長が言ったように、Ｗｉ－Ｆｉの設備、環

境を整えたいという意向がある。だから、自動販売機を置く場合には積極的にそうい

うものを置くことをお願いされている。

(山下教育長)　よろしければ、「その他」事項に移る。

　まず、中学校教諭の無免許運転事故について、事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　６月４日正午過ぎ、岡崎中学校に勤務する教諭が自家用車を運転中、

湖西市吉美の信号のないＴ字路交差点、湖西市役所から西へ向かっていく途中のかつ

て簡易郵便局があった箇所の反対側の細い道から出てきたところ、坂を下ってきた白

須賀在住の高校３年生の子の自転車と接触し、事故が起こった。当人が消防及び警察

に連絡をし、初期対応は万全だったのだが、実際警察が取調べをした結果、その教諭

の免許証が失効状態にあったということで、自動車運転処罰法違反、無免許過失運転

致傷の疑いで現行犯逮捕された。今後のことはまだはっきりしていないところである。

　湖西市教育委員会としては、週明け早々に湖西市の臨時校長会を開催した。その段

階で分かっていた状況を各校長に伝えると同時に、公務に自家用車を使用する申請の



手続に問題点があったことを再確認し、今後の方法について検討した。まずは年度当

初に複数の目で現物をしっかりと確認すること、そして免許証、任意保険等について

は年度中途で更新されるケースもあるので、年度中途に更新されたものについても必

ず確認するということで、現在その通知の下案を作って検討しているところである。

７月４日に市の校長会があるので、そこで案を示し、もう少し検討した上で正式な通

知として作り上げていきたいと考えている。

　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)　年度当初に確認することになっていたと思うが、発見できなかったのか。

(学校教育課長)　前任校においてはコピーで確認したが、確認しきれなかった部分が

あった。現任校においては、年度当初に確認が遅れた。当該教諭のものについては、

提出がなく、確認作業から取り残された状態にあった。そこが反省すべき点である。

(袴田委員)　記載されている期限を確認しなかったのか。

(学校教育課長)　その点については、確認がとれていない。現物が警察に押収された

状態であり、何とも言えない。はっきりしたところでまたお伝えしたい。

(佐原委員)　新聞報道では、以前に一度注意を受けたがそのままになっていたと書か

れていたが、どういう状況か。

(学校教育課長)　2015年９月、豊橋市で同じようなことがあり、その際は、警察署か

らは失効状態にあるから早く更新をするようにという指摘をされたと掲載されていた

ので、湖西警察署に問い合わせたのだが、県警が違うのでどういう状態か分からない

ということであった。

(山下教育長)　最善の方法は、免許証がなくなってしまったので自宅から一番近い学

校に変えてほしい旨を自ら申し出ることであった。とにかくしばらくの間は養生しな

がら自転車又は徒歩で通勤し、出張のときは公共交通機関を用いるという形で話をす

れば解決する部分は多く、本人が免許を再度取得するかどうかは別の話である。そう

いう点では、もう少し冷静にいろいろな判断をして、今のような状況を回避すること

は十分にできたのではないかとは思う。

(学校教育課長)　我々が一番保障しなければいけないのは、子どもの授業である。当

該教諭は、現任校で２年生の授業を持ち、学級担任もしていた。その対策として現在、

急きょ授業を他の教諭に担当させ、学年主任に担任をお願いしている。

(飯田委員)　本当に怖いと思った。皆で気を付けて、こういうことをなくしていかな

ければいけない。体調不良などによる事故が最近増えているのではないか。

(佐原委員)　それもそうだが、この方はずっと悩んでいた状態で、それをずっとひと

りで抱えていたということなので、自分はこういうことがあって不満を持っている、

困っているということを、校長も、教頭も、同僚の誰も知らなかったというのがやは

り問題ではないか。今も、もしかしたらそういうことを持っている先生が、他にもい

るかもしれないという点を何とかしてほしい。

(山下教育長)　今回の件と一般の先生方がいろいろ相談するというのとは、また少し

状況が違うのではないか。

　全てまだ推測の域を出ない話なので、またはっきりした時点で、改めて報告をさせ

ていただきたい。

　次に、新聞報道された湖西中学校の校務用パソコンのウィルス感染について、事務

局の説明を求める。

(教育総務課長)　６月15日水曜日午後、湖西中学校の学校事務職員が仕事をするため

にファイルを開けようとしたところ、ファイルの一部が開けなくなる症状が発生した。



他のファイルも確認したところ、開けないファイルが少しあるという不具合が確認さ

れた。サポート業者に連絡し、サポート業者が学校を訪れて確認したところ、どうも

ウィルスに感染しているのではないかという疑いが認められた。そのため、６月15日

の16時10分の時点で、校務用のサーバとそれぞれの先生方のパソコンとの接続を切断

し、ウィルス感染拡大の防止に努めた。

　その時点では、どういうウィルスに感染しているのかという事情が分からなかった

ので、ひとまず、６月15日の17時以後はメールの送受信、ＵＳＢメモリでのデータの

受渡しを禁止する旨を電話、ファックスで市内の各学校に、学校教育課から伝えてい

ただいた。その時点で、まず湖西中学校でパソコンで仕事ができない、また各学校で

メールの受渡しができない、ＵＳＢメモリの使用もできないという状況になった。

　その後、市の情報政策課にも入っていただき、証拠保全のためそのパソコンを情報

政策課へ持ち込み、情報政策課でウィルスの状態を確認していただいたところ、昨今

よく見られるランサムウェアという身の代金要求型のウィルスに感染しているのでは

ないかというところまでたどり着いた。その後、どういった形でウィルスに感染した

のか、学校へ出向いて関係者からのヒアリングを行った。正確な原因の特定は、今の

ところできていない。どんな動きをするウィルスなのかは現在不明であり、サポート

業者とともにそのウィルスについて調査中である。したがって、事実のみを発表し、

新聞記事にはそれまでのことしか書かれていない。

　情報政策課で調べていただく中で、６月16日木曜日に、更なる感染の拡大防止のた

め、市内全小・中学校のインターネットの接続を切断した。そのため、現在小・中学

校では電話、ファックス以外で外との連絡が取れていない状況である。そして、ネッ

トの検索もできないということで、かなり支障がある状態になっているかと思われる。

　市の行政ネットワークと学校のネットワークはつながっていないので、市役所の事

務への影響は全くない。

　一刻も早く、学校の事務に支障のないようにサーバとの接続を進めたいが、現在調

査中ということで理解いただきたい。

　学校は現在学期末を迎え、成績処理等の事務に多少なりとも支障が出ているような

状態である。詳細については、明らかになった時点でまたお伝えしたいと考えている。

発生が６月15日であったが、いろいろなことを調べている中で、マスコミへの発表は

６月17日の夕方となってしまい、６月18日の朝刊に掲載されたということである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(河合委員)　このウィルスの感染は、事務系のパソコンだけで、子どもたちが授業で

使うパソコンには一切関係ないということか。

(教育総務課長)　そのとおりである。

(河合委員)　では、授業に支障はないということか。

(教育総務課長)　授業に支障はないと思う。

　１点お伝えする。このパソコンには各校ともにウィルス対策ソフトが入っているの

だが、今回のウィルスについてはウィルス対策ソフトの最新版で検索したところ検知

できなかった。現在、このウィルスをウィルス対策ソフト業者にサポート業者から

送っていただき、調査を進めている。

(山下教育長)　今調査中の状況ばかりで、はっきりとした事実が解明されていないの

で、とりあえずは学校とのやりとり等で支障を来すが切断をせざるを得ないという状

況が続いている。

(飯田委員)　最悪、全部のパソコンを買い換えなければいけないのか。



(教育総務課長)　買い換える事態にはならないと思う。

(山下教育長)　パソコンはリースで整備している。

　これについてもまた、はっきりした段階で報告をさせていただくが、今はこんな状

況だということで了解いただきたい。

　最後に、６月の市議会の一般質問の質問内容と教育委員会としての答弁内容につい

て説明する。

　「『女性の活躍』について」という見出しで、女性が活躍するために必要な保育園

等の整備はどうなっているかという質問があった。今検討中であるということ、また

再質問等の中で、総合教育会議で協議し新聞に掲載された岡崎幼稚園のこども園化等

さまざまな検討をしているが、まだ細部について具体的に詰めてはいないので、今後

計画を立てて進めていくという話をした。

　２つ目は「湖西市の安全・安心なまちづくりについて」というタイトルで、この前

の小学校３年生の交通死亡事故と絡めた安全対策という話があった。学校で行ってい

る交通安全教室はどうなのか、また児童生徒の自転車利用に対する安全対策はどうか、

併せて通学路の安全点検と登下校時の安全対策といった質問があり、現在行っている

状況等について説明した。

　３つ目は「市民会館の早期再開に向けた取り組みについて」というタイトルで、今

までも何度も質問があり、何度も答弁してきた市民会館のここ３年半ぐらいの状況に

ついて質問された。実際に市民会館の使用停止をして、その後耐震補強及びリニュー

アルということで進んだが、結局県の評定委員会の審査が通らないということで断念

し、市で立ち上げた検討チームで半年間、今後の市民会館について検討した。その中

で、地震が発生したときにホール天井が落下すると、実は今使用を認めている会議室

等にも影響があり、特にホールの天井部分にはアスベストが残っているのでそれが飛

散してしまうと周辺への影響も計り知れないという話があり、では市民会館をこのま

ま放置しているよりも、お金は掛かるが取り壊す方が市民にとって安全ではないかと

いうことになった。特に今回、熊本の地震等もあり、思いがけない大きな地震が発生

する可能性もないわけではないので、検討チームが取壊しを市長に進言した。そうし

た状況の中で今回、市民会館を所管している文化課から、取壊しの設計委託料の補正

予算を出した。その関係で、こういう形の質問があったということである。今後はど

うするのかという質問もあったが、今後のことについては所管の文化課及び教育委員

会で回答できることではない。公共施設マネジメント推進室が中心になって再配置計

画を進めていく中に、市民会館も入ってくるという状況である。

　４つ目は「老朽化した幼稚園、保育園の建て替え計画について」という話があった。

ターゲットになっているのは、岡崎幼稚園と鷲津保育園である。鷲津保育園は昭和52

年、岡崎幼稚園は昭和56年の建設ということで、耐用年数はまだあるのだが、大規模

改修や長寿命化対策としての工事・改修はしていないということで、少し老朽化が進

んできている。実は、岡崎幼稚園は国の耐震基準は満たしているが、県の耐震基準は

満たしていない唯一の幼稚園であり、他の幼稚園が県の耐震基準を満たしている中こ

こだけが残っている状況なので耐震・改修が必要になるという話をする中で、この際

入所待ち児童の解消とセットで大規模改修や建て直しのきちんとした計画を立てて市

と協議するという話をさせていただいた。

　最後に「地球温暖化対策及び省エネ対策について」ということで、小・中学校の空

調設備の導入という話がまたあった。熱中症対策については、危険性がある時期にな

れば、小・中学校で対策をとっている。気温、湿度、風の有無等も考慮して、先生方

が配慮しながら子どもたちに熱中症対策をとっている状況にあるので、子どもたちが



学校にいる間に熱中症になることはほとんどない状況である。子どもたちは教室の中

だけで教育活動をするわけではなく、体育館に行ったり、グラウンドに出たり、特別

教室に行ったり、学校の敷地内を動きながら活動しているという状況を考えると、教

室にだけエアコンを入れるということが果たして子どもたちにとっていいことかどう

か、体調を整えるという点ではエアコンが入っている教室から外に出て暑いグラウン

ドや体育館などいろいろなところを行き来することが逆に子どもたちの体調を悪くす

るおそれもあると思っている。そのため今回は、難しい旨を伝えた。ちなみに、湖西

市内の幼・保・小・中の中では、保育園だけは各部屋にエアコンが設置されている。

保育園の場合は子どもたちが１日いるし、昼寝もするし、非常に暑い夏の時期も保育

園だけは夏休みがないので、保育園だけは完備しているという状況である。ただ、い

つも入れっ放しというわけではなく、子どもの体調管理を考えてどうしても必要だと

いうときにはエアコンを入れるというような状況である。

(幼児教育課長)　子どもたちは保育園で１日過ごす。食べられない、寝られないと即、

子どもたちの体調が悪くなるので、給食から午睡にかけて、概ね午前11時から午後３

時までの時間帯にエアコンをかけている。四六時中はかけていない。

(山下教育長)　この答弁内容については、今後更にその後の進捗状況を聞かれること

もあるので、教育委員会、総合教育会議等で協議させていただきたいと思っている。

資料を読んでいただいて意見があれば、頂きたい。

　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６月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午前11時34分終了


