
12月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成29年12月19日（火） 午後２時～午後２時42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(落合　　進) 教 育 総 務 課 長(岡本　　聡)

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(朝倉　陽美) スポーツ・文化課長(村田　義治)

図 書 館 長(山本　茂明) 教育総務課参事(三浦　祐治)

教育総務課長代理(馬渕　　豪)

４ 議　案 第 23 号 湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則の一部

改正について

５ 報　告 第 36 号 湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例の一部改正につ

いて

第 37 号 平成28年度湖西市教育委員会自己点検・評価報告書の作

成及び議会提出について



午後２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29年12月湖西市教育委員

会定例会を開会する。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)　議会12月定例会で可決された補正予算について、報告させていただ

く。11月の教育委員会定例会において承認いただいた議案第21号「平成29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、12月８日開催の湖西

市議会12月定例会本会議おいて可決されたので、報告する。

　以上。

(渡辺教育長)　それでは審議に入る。

　議案第23号「湖西市立幼稚園一時預かりに関する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。

(幼児教育課長)　議案第23号「湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則の一

部改正について」、湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則（平成29年湖西

市教育委員会規則第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12月19日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺　宜宏。

　今回、審議いただく湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則は、先般行わ

れた湖西市議会12月定例会において議決された湖西市立幼稚園一時預かりに関する条

例改正に合わせた改正である。改正の内容として４点ほどある。１点目として一時預

かりに関する登録申請書等の提出期日の明確化、２点目として一時預かりを実施する

幼稚園及び時間を記した別表の見直し、３点目として開園日一時預かりに関する様式

の変更、４点目として新様式追加に伴う様式番号の変更である。

　この後の規則の改正の説明の中で非在籍児一時預かりという言葉が出るので、補足

説明させていただく。後ほど報告させたいただく湖西市立幼稚園一時預かりに関する

条例改正において、非在籍児一時預かりを新たに規定させていただいた。非在籍児一

時預かりとは、保護者の海外勤務に伴い国外転出している未就学児が長期休暇等で一

時帰国した際に、湖西市立幼稚園の一時預かりを利用できるようにしたものである。

　第５条は、幼稚園一時預かりに関する登録申請書等について規定している。第１項

から第３項については、従来から行っている開園日一時預かり、長期休園日一時預か

り、緊急一時預かりの登録申請書等の提出期日について、文言を追加し明確化したも

のである。第４項は、新たに規定された非在籍時一時預かりに関する登録申請等につ

いて定めたものである。

　別表では一時預かりを実施する幼稚園及び時間を定めているが、これに非在籍時一

時預かりの区分を追加し、実施幼稚園、実施時間、定員を定めた。

　次に、開園日一時預かり登録申請書に係る様式を変更した。これは、旧様式中段の

「⑤一時預かりコース」を削除するものである。当該様式の変更は、条例改正におい

て、開園日一時預かりに関する利用コースについて、月額利用を削除したことによる

様式の変更である。

　また、非在籍児一時預かり関する項目を追加し、様式番号を変更し、登録者一覧表

に非在籍児に係る項目を追加した。

　なお、この規則は、条例改正に合わせ、平成30年４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。

　今年の非在籍児一時預かりの実態はどうか。

(幼児教育課長)　鷲津幼稚園の４歳の子が１人、６月19日から７月の22日までの24日

間利用した。アメリカ在住の方である。

　次に、新居幼稚園でも５歳児が、６月12日から29日間活用している。もう１園、岡

崎幼稚園でも４歳児が７月６日から11日間在籍している。以上３名の利用が、実績と

してある。

(渡辺教育長)　今後、少しずつ拡大していく可能性はあるということである。

(佐原委員)　非在籍児の対象に関して、今のところは外国から一時帰国している方が

使われることが多いというこことだが、幼稚園対象年齢の３歳から６歳までの子ども

だが幼稚園に行っていないという方も非在籍児扱いになるのか。

(幼児教育課長)　今回の非在籍児という表現は、海外からの一時帰国のみに限定して

いる。実際に、３歳から６歳までの国内にいても幼稚園に就園していない子が利用さ

れる場合には、一般型の一時預かりを活用できるので、今回の非在籍児からは除外さ

せてもらっている。

(佐原委員)　どこに書いてあるか。

(幼児教育課長)　条例の中で、非在籍児の規定をしている。

(佐原委員)　そこに、一時的に帰ってきている子どもという表現になっているのか。

(幼児教育課長)　そうである。

(河合委員)　国内の方は別だということだが、出産のために湖西市に帰郷したという

場合も除外されるのか。

(幼児教育課長)　里帰り出産等の場合についても、もし利用したいとの声があったと

きには、一般型の一時預かりを案内させていただいており、この非在籍児には入れて

いない。非在籍児は、海外からの一時帰国のみという形とさせていただいている。

(河合委員)　この非在籍児一時預かりのＰＲはどうするのが。たぶん実家に帰ってく

るのだろうが、どうやって知らせるのか。

(幼児教育課長)　実際に今年も３件あったわけだが、まず海外からメールで、たとえ

ば体験入園をしたいといった問合せがある。一般的には、長期休園のときなども親子

で過ごしたいという家庭が多いかと思うが、なかには日本の幼稚園教育を体験させた

いという考えで、事前に、帰ってくる前にメールで調整される方が多い。こちらから

積極的に周知することは、今のところ考えていないが、いろいろな問合せに対しては

細かく説明していきたいと考えている。

(袴田委員)　「希望する日の２日前までに」を「希望する日を当該日の２日前まで

に」に改めているが、どう違うのか。

(幼児教育課長)　意味合いは変わっていないが、改正前の表現は考え方がぼけてしま

うので、基準日を限定したような形の表現にした。かえって分かりにくいのかもしれ

ないが、構文上はこうした書き方がいいのではないかということである。

(袴田委員)　開園日一時預かり登録申請書に係る様式から一時預かりコースの金額が

なくなったのは、一時預かりの費用をなくしたというイメージで良いか。

(幼児教育課長)　条例施行当初、一時預かりの随時利用というのは通常１時間250円

という料金で、それと１か月ずっと継続して使う場合は月額１万円という２通りの設

定があった。今回、月額利用を削除し、随時利用のみにしたということで、一時預か

りコースを指定する必要がなくなった。料金としては、随時利用の１時間250円はそ

のまま発生している。



(渡辺教育長)　月額利用をなくした理由の説明をお願いする。

(幼児教育課長)　年度の最初にこの一時預かりの登録をするときに、月額利用と随時

利用のどちらかを選択してもらうのだが、月額利用の申込みがなく、随時利用ばかり

である。利用者にとっても、２つのコースがあることが分かりづらい。実際には１か

月１万円というコースを利用する人はないということで、今回削除させていただいた。

(袴田委員)　預けたい人のニーズが随時利用しかなかったということか。

(幼児教育課長)　そうである。

(田中委員)　私も言い回しが気になった。一般の市民にとって分かりやすさが大事だ

と思う。難しい表現にすることで、職員の負担にはならないか。

(幼児教育課長)　一般の方が見て、普通に頭に入ってくるイメージが一番大切だと思

うが、一方で細かな部分をつかれる場合がある。そういうときには、起算日をしっか

りうたったような形の表現が、事務を執行するサイドとしては必要ではないかと思う。

担当としては、読み込んで、市民の方から問合せがあったときには、うまく説明でき

るようにしていきたいと思っている。

(渡辺教育長)　言い回しとしては難しいが、より明確にということである。

　他に質疑がないようであれば、議案第23号「湖西市立幼稚園一時預かりに関する条

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23号「湖西市立幼稚園一時預かりに

関する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)　続いて、報告第36号「湖西市立幼稚園一時預かり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36号「湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例の一部改正に

ついて」、湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例（平成29年湖西市条例第３号）の

一部を別紙のとおり改正したので報告する。平成29年12月19日提出　湖西市教育委員

会　教育長　渡辺　宜宏。

　今回、報告させていただく湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例の一部改正の主

な改正点は、２点ある。

　１点目として、保護者の海外勤務に伴い国外転出している未就学児が、長期休暇等

で一時的に帰国した際に、湖西市立幼稚園の一時預かりを利用できる非在籍児一時預

かりを新たに規定した。これまでは、一時帰国中の未就学児が幼稚園への通園を希望

した場合、体験入園として幼稚園への通園を許可していた。体験入園ということで、

保育料は無料であったが、利用者の多くが１か月以上利用しており、保護者の収入に

応じた保育料を納めている在園児との公平性を欠くことから、非在籍児一時預かりと

して定め、幼稚園保育料を基準に１日500円として設定するものである。

　２点目としては、市立幼稚園で行っている教育時間終了後の開園日一時預かり保育

料について、月額利用コースを削除した。開園日一時預かりの利用登録において、あ

らかじめ月額利用又は随時利用のいずれかを選択するが、月額利用を選択するケース

がなく、今後も利用する見込みがないことが予想されることから削除するものである。

また、条例制定当初は、幼稚園の教育時間終了後に預かる開園日一時預かりについて

のみ定めたものであったが、その後、長期休園日一時預かり、緊急一時預かり、そし



て本日報告させていただいた非在籍児一時預かり等、預かり保育の種類が増えるなか

で、開園日一時預かりのみ月額利用の料金設定をすることが、運用上、混乱を招く点

も挙げられる。

　なお、条例は、平成30年４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。

　非在籍児一時預かりの料金を１日500円にした算定基準の説明をお願いする。

(幼児教育課長)　幼稚園の保育料自体が、保護者の所得、収入によって算定され、所

得別に基準がある。一番高い１か月の保育料は、8,900円である。幼稚園の年間保育

日数は190日強あるので、１月当たりに換算すると17日ぐらいになるので、１日500円

という設定をした。

　この計算をもう少し詳しく説明する。

　徴収基準額表の第５階層が月額8,900円である。幼稚園の年間保育日数が196日であ

る。196日を12で割ると、１月当たり17ということになるので、8,900円を17で割ると

523になるので、500円という形で料金設定をさせていただいている。

(渡辺教育長)　そういうことで、非在籍児一時預かりは１日につき 500円という形で

算定しているということである。

　続いて、報告第 37号「平成28年度湖西市教育委員会自己点検・評価報告書の作成

及び議会提出について」、事務局の説明を求める。

(教育総務課長)　報告第37号「平成28年度湖西市教育委員会自己点検・評価報告書の

作成及び議会提出について」、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年

法律第162号）第26条第１項の規定により、平成28年度湖西市教育委員会自己点検・

評価報告書を別冊のとおり作成し、湖西市議会に提出するとともに公表する。平成29

年12月19日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺　宜宏。

　事前に配布してある「平成28年度湖西市教育委員会自己点検・評価報告書」は、本

年９月にも説明した平成28年度の点検・評価の概要に、11月に２回開催した外部評価

委員会での委員の意見を加えたものである。報告書には10月15日発行の『広報こさ

い』11月号に掲載された「平成28年度の市の決算概要」を転載しているので、確認を

お願いする。本日の報告では、自己点検・評価の概要についての説明は割愛させてい

ただき、外部評価委員からの意見について説明させていただく。

　外部評価委員は、教育に関し学識経験を有する５名の委員にお願いした。外部評価

委員会は、11月８日に自己点検・評価報告書の内容説明と若干の質疑応答を行い、11

月28日には各委員からの意見聴取と質疑応答を行い、頂いた意見をまとめている。

　５名の委員から頂いた意見は、報告書全体にわたるもの、各所管課の事業に係るも

のの順番で掲載しており、意見に係る報告書ページと事業名を意見の前に括弧書きで

明記し、どの事業に対する意見であるのかをよりはっきりするようにしている。

　報告書全体については、分かりやすくまとめられていて事業概要と評価が分かりや

すい、教育振興基本計画の基本目標・方針とのつながりが分かりやすい表示に改善さ

れているという意見を頂いているが、一方で、教育委員会開催のイベントについて開

催方法の工夫などで多くの集客を目指してほしいとの検討要望なども受けている。

　続いて、各所管課の事業に対する意見である。奨学金の継続と選考に関する意見や

教育扶助費に係る支援の充実、教育施設の老朽化に対し子どもたちの安心安全を最優

先にといった意見を頂いている。学校・幼稚園の教育指導に係る意見では、特別支援

教育支援員や相談員の充実、幼稚園一時預かり事業の充実、先生方の研修制度の充実、

スマホやパソコンに関する指導についての意見、給食費についての意見を頂いている。



このほか、学校の先生方の健康面についての学校現場の改善や精神的な支援について

の意見、子育て相談事業や民間保育所への助成、家庭教育学級の開催についての工夫

や青少年育成団体への支援の継続、青少年の相談活動についての意見、スポーツに親

しむ場の提供と充実、参加者の増加への期待と子どもの読書習慣の向上、司書の研修

の場の確保などの意見を頂いている。

　このように、全体的には改善の検討や要望も含め、今後への期待が込められた外部

評価委員の意見となっている。

　そして、最後には総合評価という項目を設けている。ここでは、外部評価委員から

頂いた意見を通して、教育委員会としての今後の目標も含めた総合評価を示しており、

「諸般の財政事情のなか、積極的に事業に取り組む姿勢」などを評価していただいた

ことを記載している。そして、頂いた意見等を尊重しながら、湖西市教育振興基本計

画の基本理念である「明日の湖西を創る“ひと”づくり」にまい進していくとし、教

育委員会の事務内容の点検と積極的な情報公開・説明責任に努めるとして、締めくく

り、教育長名で報告することとしている。

　この「平成28年度湖西市教育委員会自己点検・評価報告書」は、平成28年度主要施

策成果の説明書を転載して作成した「資料編」とともに、12月中に市議会に提出する

予定であり、あわせて、市のウェブサイトでも公表する。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(河合委員)　事業名には「費」という文字が使われている。金銭面がはっきりと記載

され、このようにお金を使ったと書いてある部分もあるが、事業名に「費」が使われ

ている割に、金額の記載がない事業が多くある。事業内容は分かりやすいが、それぞ

れの事業の項目で幾ら使ったかが一切分からない。決算書を見ながら追ってみたのだ

が、評価はあっても、予算としてこれだけもらってこれだけ使ったという決算の反省、

対費用効果が見られないように思う。

(教育総務課長)　経費については、資料編に書かせていただいている。それと対比す

るため、表の右肩に資料編のページ数を載せさせていただいている。金額を載せてい

る事業については、金額も含めないとなかなか評価もしづらいものである。

(河合委員)　外部評価委員の方々は、資料編ももらって評価をされ、それに対して十

分な評価を頂いていると思う。これは、一般市民にも公表するのではなかったか。

(教育総務課長)　公表する。資料編も公表する。

(袴田委員)　全体的に統一することはできないのか。

(教育総務課長)　意見として受け止める。

(袴田委員)　今後の課題として検討していただきたい。

(佐原委員)　各年度の目標というのは、今もう29年度が始まっているので、次に出て

くるときには29年度のこれが出てくるのだが、この時点であれば、今度は30年度の目

標を立てる段階にあるのではないか。30年度のそれぞれの目標は、どの時点で出るの

か。せっかく頂いた外部評価委員からの意見は、どの時点でどう反映され、生かされ

るのか。たとえば外国人児童生徒適応指導教室事業で、児童生徒のみならず保護者の

方に学ぶ場を提供してほしいといったことも言ってくれている。こうした意見は、30

年度の目標に反映されると考えてよろしいか。

(教育総務課長)　年度の目標については、こちらも公表されているが、別に市役所全

体で事務事業評価があり、これを取りまとめる際に各所管課の方で目標を定めている。

30年度の目標を立てる際には、ここに書いてある意見は反映されていくと考えている。

この評価報告書自体がかなり時間がかかって遅れているので、基本的にはその事務事



業評価の中で、こういった意見も含めて目標が設定されると理解いただきたい。

(渡辺教育長)　目標を立てるのは５月頃か。

(教育総務課長)　事務事業評価は４月頃に提出を求められ、その時点では目標が立て

られていることになるので、当然その際に意見が反映されると思う。

(渡辺教育長)　立てた目標を、委員の皆さんのところへ流しているか。

(教育総務課長)　皆さんのところへは特に流れていない。ホームページでは見ること

ができる。

(渡辺教育長)　また来年度、流せるのなら流していただきたい。

(教育総務課長)　その辺りも対処する。

(河合委員)　しかし、その事業に対して予算要求をするのは秋ではないか。

(教育総務課長)　予算は当然、影響してくるが、予算が出来上がって、どういう形で

その事業に取り組んでいくかをその年度の頭に検討していくという形である。

(河合委員)　今、委員が言われた父母に対する言語の講習といった意見が外部評価委

員から出ているが、予算としては秋に要求しているのだから、それが事業に反映され

るのは31年度からということになるのではないか。

(教育総務課長)　その辺りもうまく回るように努めていきたいと思う。

(佐原委員)　たとえば中学校教育振興費、小学校教育振興費の目標が、図書の購入冊

数前年度比100パーセントとなっている。実際にこの事業は、本を買うためだけの事

業ではなく、教材用消耗品や教材用備品も購入するはずである。たとえば28年度の実

績で、前年度比87パーセント、991冊で、目標は達成できなかったということには

なっているが、目標の立て方がおかしくないか。教材や消耗品も必要だから買ってい

るわけで、どちらに重きを置いて目標を立てているのか。本の購入を目標にするので

あれば、まず本を買ってから、その後消耗品を買うのではないか。少し疑問に思った。

(教育総務課長)　意見として伺っておく。

(河合委員)　図書の話が出たのでついでに、事業所等から図書の購入に使っていただ

きたいという寄附を、今年に限らず頂いている。その寄附は、ここの数字に反映され

ているのか。

(渡辺教育長)　ここには反映されていない。

(河合委員)　学校図書の購入は、事前に予算化されたものだけがここに反映されてい

て、新聞で読んだ何とか文庫という形で表されているものについては、それ以外にま

だ図書が入るということか。

(渡辺教育長)　そうである。この報告書の中の数字には含まれていない。別に、たと

えばライオンズ文庫といった形で設置している。この報告書の数値は、市の財源で

買った本ということである。

　一応、この形で議論いただき、意見を頂いたということである。来年度に向けて、

今の意見を参考に改善していきたい。

(佐原委員)　報告書は、以前に比べ、本当に分かりやすくなった。

(渡辺教育長)　また、目標についても委員の方に分かりやすいように出していただき

たいと思う。

(渡辺教育長)　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12月湖西市教育委員会定例会を閉会する。



閉　会　　　午後２時42分終了


