
７月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成30年７月23日（月） 午前10時00分～午前11時00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)

学校教育課主任主査 (宮下　智亘) 学校教育課主任主査 (辻村　文子)

説 明 員 選定委員会委員長(吉原　靖則) 「道徳」説明員 (西川　睦弘)

４ 議　案 第 14 号 平成 31年度湖西市立中学校において使用する教科用図

書の採択について

第 15 号 湖西市教育委員会事務局組織規則等の一部改正等につい

て

第 16 号 湖西市青少年健全育成表彰要綱の一部改正等について

５ 報　告 第 31 号 湖西市構造改善施設を利用する減免団体の取扱要綱の廃

止について

第 32 号 湖西市専決規則の一部改正について

第 33 号 湖西市職員のうち特殊な勤務に従事する者の勤務時間等

に関する規程の一部改正について

第 34 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

第 35 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



午前10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７月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

(渡辺教育長)　まず、議案第14号「平成31年度湖西市立中学校において使用する教科

用図書の採択について」であるが、採択期限が８月31日となっているので、情報が漏

れることや、各委員の率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれないよう地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項ただし書の規定及び湖西市教育委員

会会議規則第14条第１項ただし書の規定により、本議案の審議については非公開とす

る。これに異議はないか。

（異議なし・傍聴者なし）

(渡辺教育長)　異議なしと認め、本議案の審議については非公開に決定した。

　それでは審議に入る。議案第14号「平成31年度湖西市立中学校において使用する教

科用図書の採択について」事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　議案第14号「平成31年度湖西市立中学校において使用する教科用図

書の採択について」湖西市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（昭

和31年湖西市教育委員会規則第５号）第２条第１項第15号の規定により、平成31年度

湖西市立中学校において使用する教科用図書を別冊のとおり採択したいので承認を求

める。平成30年７月23日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

  湖西地区では、静岡県の基本方針に沿って「教科用図書選定委員会」及び「教科書

研究委員会」を立ち上げ、調査研究を行ってきた。選定委員会の委員には、湖西市小

中学校ＰＴＡ連絡会の会長、岡崎中学校ＰＴＡ会長、湖西市校長会会長、校長会代表、

学識経験者の５名の方を委嘱した。

　６月７日から３回の湖西地区教科書研究委員会を開催し、７月18日に行われた第２

回湖西地区教科用図書選定委員会では、研究委員会からの調査報告を受け、採択案を

まとめた。

　本日は選定委員会での採択案をもとにご審議をいただき、平成31年度から使用する

中学校「特別の教科道徳」の教科書を決定していただきたい。なお、本日の決定事項

については、採択期限が８月31日となっているので、それまでは口外しないようお願

いする。

　以上。

(渡辺教育長)　ここでお諮りする。

　「道徳」教科の調査研究に関する報告を行うため、湖西地区教科用図書選定委員会

委員長、説明員及び補助員の入室の許可について申出がある。これを許可することに

異議はないか。

（異議なし）

(渡辺教育長)　異議なしと認める。選定委員会委員長、説明員及び補助員の入室を許

可する。



（説明員入室・準備）

(渡辺教育長)　それでは、まず湖西地区教科用図書選定委員会の経過について、委員

長である鷲津小学校の吉原校長に報告を求める。

(選定委員会委員長)　それでは、教科用図書選定委員会の経過報告をさせていただく。

　まず、６月４日に第１回の湖西地区教科用図書選定委員会を開催した。採択の流れ、

調査研究の観点などについて、その場で確認をした。委員は、学識者として元湖西市

教育委員会教育長の山下宗茂様、保護者代表として湖西市小中学校ＰＴＡ連絡会会長

の白井幸倫様、岡崎中ＰＴＡ会長の藤原則子様、校長会代表・新居中尾崎美子校長と

私、以上５名であった。

　７月18日には、第２回の湖西地区教科用図書選定委員会をこの場で開催した。代表

者から調査研究報告を受け、採択案について協議をした。採択案については、お手元

の資料にまとめている。ご審議をよろしくお願いする。

(渡辺教育長)　続いて、教科用図書の採択に関する全体的な説明を、事務局に求める。

(学校教育課主任主査（宮下）)　小中学校で使用する教科書は、「義務教育諸学校の

教科用図書の無償措置に関する法律」第14条とその施行令により、４年間同一のもの

を採択することになっている。採択の流れは、表を確認願いたい。なお、通常であれ

ば、４年間同一の教科書を使用するが、中学校については平成33年度より次期学習指

導要領の教育課程となるため、今回採択される教科書の使用期間は、平成31・32年度

の２年間である。

　次に「中学校特別の教科道徳における教科用図書の採択替え」について説明する。

静岡県は、11の採択地区に分かれ、湖西地区はその一つとなっている。湖西地区では、

「静岡県教科用図書の採択指導基本方針」に沿い「湖西地区教科用図書選定委員会」

及び「湖西地区教科書研究委員会」を立ち上げ、調査研究を行ってきた。本日は選定

委員会での採択案をもとに審議をすすめ、平成31年度から使用する「中学校特別の教

科道徳」の教科書を決定願いたい。

以上。

(渡辺教育長)　これまでの報告及び説明について、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、調査研究の報告を、説明員に求める。

(「道徳」説明員)　採択案について説明する。国の検定を受けた教科書発行者、８者

から採用候補を数者に絞るところから検討した。湖西地区教科書研究委員会は、市内

中学校の道徳主任、湖西市の道徳の教科等指導リーダー相談員に私を加えた６名によ

り構成され、６月７日、６月26日、７月２日の３回を開催した。委員が分担をして、

８者について調査研究を行い、最終的に教科書調査研究報告書を作成した。調査研究

の視点としては、「特別の教科道徳」の目標の達成に向けて重要となる、次の３点に

焦点をあてて検討した。

　１点目は、道徳的価値を含んだねらいを達成するために適切な内容であるか。また、

教科書構成上どのような工夫がなされているか。２点目は、生徒が、系統的・発展

的・主体的に学習できるように教材が配列されているか。また、発達の特性や、地域

の実情等を考慮した、多様な教材が用意されているか。３点目は、生徒の発達段階を

考慮し、その学年の生徒にとって、共感できる教材になっているか。また、文字、用



語、挿絵、図表等は、適切で鮮明であるか。以上の３点である。

　その後、７月18日に開催した湖西地区教科用図書選定委員会において、研究報告書

をもとに、報告と検討を行い、採択希望１者の絞り込みを行った。

　８者ともに、読み物資料のみならず、新聞記事や漫画などバラエティに富んだ教材

が用意され、教師が「考え、議論する」授業を構想しやすく、また、生徒が興味関心

をもって授業に臨めるよう工夫がなされていた。また、「いじめ」「生命の尊厳」

「防災」「情報モラル」など現代的な課題についても積極的に扱っていた。

　これらのうち評価が高かったものは、「東京書籍」「学校図書」「日本文教出版」

である。

　「東京書籍」は、AB版サイズを採用しており、教科書全体にわたり、本文やイラス

ト、写真等がバランス良く配置されている。表紙裏の目次にあるとおり、30教材を35

時間扱いに加え、付録として５教材を配列することで、実態に応じて柔軟に対応でき

るよう配慮されている。また、現代的な課題に丁寧に対応しており、目次にも網掛け

により示され、特に「いじめ問題」と「いのちの大切さ」をユニット教材として、複

数の教材を通して、様々な角度から考えられるよう工夫されている。

　「学校図書」は、表紙裏の目次にあるとおり、35教材が用意され、各教材の冒頭に

は内容項目、主題が明示されている。教材の最後には、発問や考える視点として、

「考えよう」「見つめよう」「意見交換」からなる「学びに向かい合うために」が配

置され、教材を通して問題を見つけ、見方や考え方を深め、自分のこととして考えら

れるよう工夫している。また、自分の考えを発表することや他者の考えを聞くことを

促す発問も用意されている。さらに、本教材とは別に22の内容項目について「心の

扉」を設け、それぞれの内容項目を端的に捉え道徳的価値を深め、多面的・多角的な

見方や考え方を促すことができる配慮がある。

　「日本文教出版」は、35教材が収められており、重点的に扱っている内容項目につ

いては複数の教材が掲載されている。教材冒頭の帯には、教材名に加え、４つの視点

を示す色分けとマーク、主題と主な登場人物が示されていて、学習にスムーズに入れ

るよう工夫されている。また、教材の最後には、考え、議論し、扱う道徳的価値に迫

るための発問例として「考えてみよう」が、また、授業で学んだことをこれからの自

分にどのように生かしていくかを考えるための発問例「自分に＋１」が配置されてい

る。「いじめ」「安全」「情報モラル」など重要なテーマについては、複数の教材や

コラムをユニット化して配列し、それぞれの教材に関連性をもたせながら多面的、多

角的に学習できるよう工夫されている。例えば「いじめ」については、直接的・間接

的に扱った教材に、｢友情や信頼｣｢公平、公正、社会正義｣など様々な指導内容を組み

合わせて集中して学習できるようになっている。別冊の「道徳ノート」は、１教材１

ページで構成されており、教科書と対応しているため使いやすいと考えている。また、

友達の考えを書き込めるようにもなっているため、自己理解と他者理解を深められる

よう工夫されている。

　これら３者のうち、フォントサイズや行間、レイアウトの工夫による文章の読みや

すさ、１教材当たりのページ数、総ページ数、学びの振り返りや評価のための記録の

蓄積なども考慮に入れながら検討した結果、選定委員会において、別冊ノートが用意

されている「日本文教出版」が最も良いと選定した。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　事前に教科書８者については、確認いただけているので感想などでも構わないので

発言願いたい。



(河合委員)　道徳教科の年間授業数は。

(「道徳」説明員)　年間35時間を標準時数としている。いずれの教科書も標準の授業

数を満たす教材となっている。35時間分以上の教材数があるものは、指導者の裁量で

取捨選択され授業が進むと思う。

(袴田委員)　私なりに、事前に確認させていただいた教科書の中では「日本文教出

版」は内容もまとまっており、高い評価であった。選定した教科書と同じであるため、

特に意見はない。

(佐原委員)　私は、別冊ノートについて、紛失することや家に置き忘れるということ

を憂慮して教科書に直接書き込めないかと思っていたが、調査研究の報告を受けて、

別冊ノートの内容が１ページに１授業数というように、まとまりが良く効率的である

と理解した。生徒のかばんは重くて大変そうである。教科書の大きさもバラバラで、

重いものもある。その点も考慮して比較してみたが、「日本文教出版」のサイズは大

きくもないので負担がないと思う。

(田中委員)　初めて教科書選定に立会うが、調査研究の報告は分かりやすかった。

私も「日本文教出版」は読みやすさを感じていた。中学男子の母親目線では、子ども

が別冊ノートを紛失しそうで心配である。

　選定の意見ではないが、自分自身の経験で教科書の発行者が進級時に変更となり、

戸惑った記憶がある。教科書は３年間同じ発行者が良いと思う。

(渡辺教育長)　私も、全部の教科書を確認した。１教材の文章の長さで評価すると

「日本文教出版」は、全て１教材の長さが４ページと読みやすさを実感した。他の教

科書は、１教材６ページと長いものや字が小さいなど、内容によってばらつきを感じ

た。１教材のページ数が長いと内容の読み取りで授業が終わってしまうことも考えら

れる。読みやすさという観点では、「日本文教出版」は良いと評価している。

(「道徳」説明員)　選定した３者の比較で話題となったのが、ノート有りかノート無

しかという点である。道徳も教科となったことで、数値の評価ではないが文書による

評価が求められている。この評価において、学びの蓄積ということが必要であるとい

うことでノート有りという選定に至った経緯がある。ノート無しの教科書を比較して

みると、教育長の意見のとおり１教材が長くなっており厚い教科書となっている。教

科書の重さも530ｇと他と比べ重くなっている。その中で軽い教科書というものと、

ノート有りの教科書と比較すると、学びの蓄積が評価できるノート有りを選定した。

これらの経緯を経て「日本文教出版」を選定している。

(河合委員)　選定に当たり各学校の道徳主任が調査研究したという説明であったが、

道徳教科の授業は、誰が行うのか。道徳という専科の教員が配置されるのか。国語の

教員により道徳が行われるのか。

(「道徳」説明員)　道徳授業は、クラス担任が行う。クラス担任が授業を行うという

取決めはないが、現状、そのようになっている。

(河合委員)　小学校の教員であれば、問題ないように思うが、中学校だと、専門教科

で先生が配置されているので、道徳という専門の先生が配属されると思い質問した。

　クラス担任では、専門が数学や理科の教員が授業を行うには大変だと思う。この観

点からも、ノート有りで学びの蓄積により成績を評価する方法は良いことと思う。

(佐原委員)　事前に教科書８者を確認したが、教科書によっては意図的に答えを誘導

しているような内容や生徒が考えることによって価値を見出すような内容もあった。

　自分としては、答えを方向づけるような内容の教科書は良くないと評価していたが、

選定された「日本文教出版」は、生徒に考えさせる内容であり良いと思う。

(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第14号「平成31年度湖西市立中学



校において使用する教科用図書の採択について」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14号「平成31年度湖西市立中学校に

おいて使用する教科用図書の採択について」は原案のとおり承認された。なお、本日

配付した資料については、回収させていただき、事務局で処分させていただく。なお、

本日の決定事項については、採択期限が８月31日となっているので、それまでは口外

しないようお願いする。

（説明員退室）

(渡辺教育長)　続いて、議案第15号「湖西市教育委員会事務局組織規則等の一部改正

等について」、事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　議案第15号「湖西市教育委員会事務局組織規則等の一部改正等につ

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）

等の一部を別紙のとおり改正等したいので承認を求める。平成30年7月23日提出　湖

西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　６月の定例教育委員会で報告した「湖西市立公民館条例の一部改正」によって、そ

の影響を受ける４規則について、一部改正又は廃止をするものである。

　初めに、「湖西市教育委員会事務局組織規則」である。新旧対照表のとおり、条文

中、「公民館係」を「センター係」に、「湖西市立西部公民館」を「湖西市西部地域

センター」に、「公民館」を「センター」に改める字句の改正と、社会教育法の適用

を外れたことにより、公民館運営審議会を事務分掌から削るよう改正する。次に「湖

西市立公民館条例施行規則」である。６月定例教育委員会で報告した「西部地域セン

ター条例施行規則」の制定により本規則を廃止する。次に「湖西市教育委員会規則で

定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則」である。新旧対照表のとおり、

「湖西市立公民館条例施行規則」と、既にこの取扱いの特例からはずれている「湖西

市立幼稚園保育料及び入園料徴収規則」を、別表の項から削除する。最後に「湖西市

スポーツ推進委員規則」である。新旧対照表のとおり、条文中の「公民館」を削除す

る。附則として、これらの規則は平成30年10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。

10月１日から施行する湖西市西部地域センターへの変更に伴うものである。

(袴田委員) これで、湖西市内には公民館施設はないという理解でよいか。

(社会教育課長)　そのとおりである。社会教育法で規定された公民館施設はなくなる。

ただし、湖西市西部地域センターは、公民館類似施設ということで、北部多目的セン

ターや南部構造改善センターと同様に社会教育課で管理運営を行う。

(渡辺教育長)　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

組織規則等の一部改正等について」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15号「湖西市教育委員会事務局組織

規則等の一部改正等について」は原案のとおり承認された。

　

(渡辺教育長)　続いて、議案第16号「湖西市青少年健全育成表彰要綱の一部改正等に

ついて」、事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　議案第16号「湖西市青少年健全育成表彰要綱の一部改正等につい

て」、湖西市青少年健全育成表彰要綱（平成12年湖西市教育委員会告示第28号）の一

部を別紙のとおり改正等したいので承認を求める。平成30年7月23日提出　湖西市教

育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　議案第15号と同様に、湖西市立公民館条例の一部改正によって、その影響を受ける

教育委員会告示の３要綱について、一部改正又は廃止をするものである。

　初めに、「湖西市青少年健全育成表彰要綱」については、一部改正である。新旧対

照表のとおり、第５条中、「第３条及び第４条」を「前２条の規定」に改め、別表中、

「湖西市ＰＴＡ連絡協議会」を「湖西市小中学校ＰＴＡ連絡会」に改め、「湖西市立

西部公民館」を削除し、以下を繰り上げるものである。次に「湖西市立公民館を利用

する減免団体の取扱い要綱」である。こちらは湖西市立公民館条例施行規則について

必要な事項を定めている要綱で、議案第15号で承認いただいた「湖西市立公民館条例

施行規則の廃止」により本要綱を廃止する。最後に「湖西市教育委員会要綱で定める

様式における押印の取扱いの特例に関する要綱」である。「湖西市立公民館を利用す

る減免団体の取扱い要綱」に規定された様式の押印を省略できることを定めている要

綱であるが、減免団体の取扱い要綱の廃止により、本要綱を廃止する。なお、附則と

して、これらの要綱の施行日は、平成30年10月１日である。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(佐原委員) 「湖西市ＰＴＡ連絡協議会」が「湖西市小中学校ＰＴＡ連絡会」に変っ

た経緯は。

(社会教育課長)　名称が変更となった経緯は定かではないが、現在、「湖西市小中学

校ＰＴＡ連絡会」の組織名である。字句の改正については、他の改正に合わせて改正

するよう考えていた。

(渡辺教育長)　湖西市ＰＴＡ連絡協議会は、「あいさつ標語」を掲示するなど取組が

あったが、これらの取組をやめ、情報を連絡するのみを目的にしたことから名称の変

更となったと思う。時期は、10数年前だと思うが不明である。

(河合委員) 当初から小中学校であったか。幼稚園は含まれていなかったか。

(渡辺教育長)　小中学校だけである。

　他に質疑がないようであれば、議案第16号「湖西市青少年健全育成表彰要綱の一部

改正等について」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16号「湖西市青少年健全育成表彰要



綱の一部改正等について」は原案のとおり承認された。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第31号「湖西市構造改善施設を利用する減免団体の取扱

要綱の廃止について」、事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　報告第31号「湖西市構造改善施設を利用する減免団体の取扱要綱の

廃止について」、湖西市構造改善施設を利用する減免団体の取扱要綱（昭和60年湖西

市告示第79号）を廃止したので報告する。平成30年7月23日提出　湖西市教育委員会

教育長　渡辺宜宏。

　本要綱は、構造改善施設条例施行規則で規定する使用料全額免除の農業組織、公共

的団体を明記している要綱である。

　４月、５月の定例教育委員会でも報告したとおり、構造改善施設条例及び同条例施

行規則は、「公の施設に関する使用料の設定基準」に基づき、市内公共施設統一の基

準で改正され、10月１日から施行される。新基準による運用については、新たに内規

を制定し、本要綱に明記してある内容を含めて定めることとしている。

　よって、本要綱を廃止する。附則として、この要綱は平成30年10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。

　　　　　　（質疑なし）

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第32号「湖西市専決規則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32号「湖西市専決規則の一部改正について」、湖西市専決規

則（昭和59年湖西市規則第３号）の一部を別紙のとおり改正したので報告する。平成

30年7月23日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　湖西市立公民館条例の一部改正によって、その影響を受ける規則の一部改正である。

新旧対照表のとおり、第13条の教育委員会へ補助執行させる事務に「西部地域セン

ターの運営管理に関すること」を追加し、第15条第１項中「第14条」を「前条」に改

めるものである。

　附則として、この規則は平成30年10月１日から施行するものである。

　以上。

　　　　　　（質疑なし）

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第33号「湖西市職員のうち特殊な勤務に従事する者の勤

務時間等に関する規程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33号「湖西市職員のうち特殊な勤務に従事する者の勤務時間

等に関する規程の一部改正について」、湖西市職員のうち特殊な勤務に従事する者の



勤務時間等に関する規程（昭和56年湖西市規程第3号）の一部を別紙のとおり改正し

たので報告する。平成30年7月23日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺宜宏。

　湖西市立公民館条例の一部改正によって、その影響を受ける規程の一部改正である。

新旧対照表のとおり、規程の別表中「西部公民館に勤務する職員」を「西部地域セン

ターに勤務する職員」に改めるものである。附則として、この規程は平成30年10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。

(河合委員) 本案件ではないが、幼稚園の勤務時間にある休憩時間が45分となってい

るのはなぜか。

(幼児教育課長)　休憩時間45分は、勤務のあり方として、まとまった休憩が難しいの

が実情であるため、このような時間で設定している。今後検討していきたい。

(河合委員) 幼稚園の先生は、食事時間中も勤務となるので、休憩時間を確保するよ

う配慮願いたい。今後の職員確保にも影響を及ぼすことにもなるので、十二分に検討

願いたい。

(渡辺教育長)　学校の教員も同様である。職員の休憩時間を確保できるように配慮し

ていきたい。

　

(渡辺教育長)　続いて、報告第34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34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14条の規定により、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30年7月23日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡

辺宜宏。

　図書館法では、第14条の規定により市に図書館運営協議会を置くことができるとあ

る。湖西市立図書館条例では、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、図書館運営協議会の設置が位置づけられてい

る。その委員は、学校及び社会教育の関係者や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、教育委員会が委嘱又は任命する。委員の定数は10

人以内、その任期は２年となっている。

　平成29年６月１日付けで委嘱した委員の内、本年度４月の異動により、一部変更と

なるので、改めて３名を委嘱又は任命をしたものである。任期は、平成30年６月６日

から平成31年５月31日までの残任期間である。

　以上。

(渡辺教育長)　それぞれの組織の代表が変更になったことによるものである。

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35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35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30年7月23日提出　湖西市教育委

員会　教育長　渡辺宜宏。

　社会教育法の規定により、湖西市立公民館条例で設置されている湖西市立公民館運

営審議会は、委員の定数10人以内、任期は２年で、教育委員会が委嘱又は任命するこ

ととなっている。

　平成30年６月30日の任期満了に伴い、新たに委員を委嘱又は任命したものである。

湖西市立公民館条例の一部改正により、西部公民館が10月１日から社会教育法におけ

る公民館施設ではなくなるため、公民館運営審議会の設置の必要がなくなる。これに

より任期は、平成30年７月１日から平成30年９月30日までの３ケ月である。

　委嘱又は任命した委員は、６名で内４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。

(佐原委員) 公民館運営審議会の委員が、10月１日以降も引き続き、西部地域セン

ターの運営委員を引き継ぐのか。

(社会教育課長)　北部多目的センターと南部構造改善センターには、それぞれ運営協

議会という組織がある。委員の定数は20名以内、その任期は１年である。委員は、地

元自治会、地元の市議、施設利用者団体の代表者、地域内の学校関係者、社会教育関

係団体の代表で構成している。年１回の会議を開催している。会議内容は、それぞれ

のセンターの利用状況や貸館状況報告、その他意見交換を行っている。

　10月１日以降、西部地域センターにも同様な運営協議会を発足させる予定である。

したがって、公民館運営審議会の委員がそのまま引き継ぐものではないと考えている。

運営協議会として、改めて組織を立ち上げる。

　

(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７月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午前11時00分終了


