
４月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成29年４月21日（金） 午後３時～午後４時00分

２ 場　所 市民活動センター　大会議室

３ 出席者 教 育 長 渡辺　宜宏

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(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) 教育総務課長代理(馬渕　　豪)

４ 報　告 第 7 号 湖西市都市公園条例施行規則の一部改正について

第 8 号 湖西市北部地区運動広場条例施行規則の一部改正につい

て

第 9 号 湖西市新居スポーツ広場公園条例施行規則の一部改正に

ついて

第 10 号 湖西市勤労者体育センター条例施行規則の一部改正につ

いて 

第 11 号 湖西市梶田多目的運動広場条例施行規則の制定について

第 12 号 特定非営利活動法人湖西市体育協会補助金交付要綱の改

正について 

第 13 号 湖西市青少年スポーツ育成補助金交付要綱の改正につい

て 

第 14 号 湖西市スポーツ推進委員の委嘱について 

第 15 号 湖西市社会教育指導員の任命について



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29年４月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　３月23日の３月議会で、教育長任命の同意人事に承認いただき、４月２日から教育

長を拝命した。大変重い職であることから、身の引き締まる思いでいる。

　昭和56年４月に、当時、浜名郡でありました可美村立可美中学校に教諭として赴任

して以来、36年間、主に中学校教育に携わってきた。その間、鷲津中学校、新居中学

校、岡崎中学校が開校する前の湖西中学校、白須賀中学校、学校教育課と市内すべて

の地区に赴任した。それぞれの地域で、特色ある取り組みがなされ、「地域の子供た

ちは地域で育てる」との思いの高さから、地域の皆様に多くの助けをいただいた。

  今後は、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、尽力していきたい。現時点での課題等についてはしっかり把握し、教育委員の

方々や職員の皆さんと力を合わせて、課題解決に向け努力して参りたいと思っている。

これから精一杯勤め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委員を指名させていただく。教育長職

務代理者として、先任の順により、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いただいた議案第10号「平成

29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７億3,442万7,000円、歳出33億2,718万

7,000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7号「湖西市都市公園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。

(スポーツ・文化課長)　報告第７号「湖西市都市公園条例施行規則の一部改正につい

てについて」、湖西市都市公園条例施行規則（昭和56年湖西市規則第５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４月21日提出　湖西市教育委員会教育

長　渡辺宜宏。

　今回の改正は、４月１日からの指定管理者制度の導入に伴い、改正したものである。

　改正後の第13条は、市長に代わって、指定管理者が管理を行う必要が生じた場合の

読み替え規定を別表第１で示しいる。規則第２条第１項及び第２項並びに第４条第１

項及び第２項中の「市長」は「指定管理者」と読み替えるものである。

　規則第５条第１項及び第２項中の「法第５条第１項若しくは法第６条第１項又は条

例第２条第１項」は「条例第２条第１項」と読み替え、「市長」は「指定管理者」と

読み替えるものである。

　規則第６条第１項及び第２項中の「第２条、第３条又は前条第１項」は「第２条又

は前条第１項」と読み替え、「市長」は「指定管理者」と読み替えるものである。

　第14条は、指定管理者による管理が行われた場合の利用料金の還付について規定し

たものである。

　以上。



(渡辺教育長)　別冊に参考資料として規則の改正後の条文があるので比較されたい。

主なものは、「市長」を「指定管理者」と読み替えたものである。質疑のある方は発

言をするように。

(袴田委員)　アメニティプラザの指定管理者制度と同じものと理解してよいか。

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。　

(渡辺教育長)　続いて、報告第８号「湖西市北部地区運動広場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。

(スポーツ・文化課長)　報告第８号「湖西市北部地区運動広場条例施行規則の一部改

正について」、湖西市北部地区運動広場条例施行規則（昭和60年湖西市規則第７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４月21日提出　湖西市教育委

員会教育長　渡辺宜宏。

　今回の改正は、４月１日からの指定管理者制度の導入に伴い、改正したものである。

　改正前の第２条は、施設の供用日について規定していたが、昨年６月の条例改正で

第４条に規定したので、全文を削除した。これに伴い、以下の条番号が繰り上がって

いる。改正後の第２条は、改正前の第２条の削除に伴い、「運動広場」を「湖西市北

部地区運動広場（以下「運動広場」という。）」に改正したものである。第２条及び

第３条は、指定管理者の管理に移行したことに伴い、「市長」を「指定管理者」に、

また、改正後の第４条の「使用料」を「利用料金」に改正したものである。改正後の

第２条第２項及び第５条第１項第４号は、字句の変更によるものである。改正後の第

６条は、指定管理者に代わって、市長が運動広場の管理を行う必要が生じた場合の準

用規定を設けたものである。

　以上。

(渡辺教育長)　この報告も、「市長」を「指定管理者」と読み替えたものである。質

疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　「使用料」を「利用料金」と読み替えている理由は。　

(教育次長)　条例の用語として、市に収めるものは「使用料」、指定管理者に収める

ものは「利用料金」という言葉の使い分けをしている。

(飯田委員)　許可申請書の提出は持参であるか。ファックスなどの受付もしているの

か。

(スポーツ・文化課長)　原則として持参である。　

(教育次長)　これまで、市の対応も運動公園にある事務所へ申請書を持参して受け付

けていた。

(飯田委員)　今後は、ファックスなどの利用申込みも検討してもよいのではないか。

時間外でも申し込めるようにできないか。

(スポーツ・文化課長)　書類の不備等があると、受付事務が煩雑になり、対応してい

ない。

(教育次長)　ウェブ申込みなどのシステムを導入している市町もある。今後、利用者

の要望があれば検討したい。

(渡辺教育長)　続いて、報告第９号「湖西市新居スポーツ広場公園条例施行規則の一



部改正について」、事務局の説明を求める。

(スポーツ・文化課長)　報告第９号「湖西市新居スポーツ広場公園条例施行規則の一

部改正について」、湖西市新居スポーツ広場公園条例施行規則（平成26年湖西市規則

第15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４月21日提出　湖西

市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　今回の改正は、４月１日からの指定管理者制度の導入に伴い、改正したものである。

　第２条第２項、第４条第１項及び第２項、第８条第１項及び第３項、第９条第１項

及び第３項、第10条第２項並びに第11条の改正は、指定管理者に管理を移行したこと

に伴い、「市長」を「指定管理者」に改正したものである。また、同じ理由により、

第４条第３項は、「使用料」を「利用料金」に、見出しを含む第10条、第11条の「使

用料」を「利用料金」に改正したものである。

　第８条第１項中の「若しくは条例第10条第１項後段」及び「又は条例第11条第１項

後段の規定による許可を受けた事項の変更」は、公園施設の設置等及び公園の占用を

規定するもので、これらについては、市長の固有の権限によるものであるため、削除

した。これに伴い、市長の固有の権限による許可を受けた事項の取消し若しくは変更

についての条文を第２項に追加したものである。

　第９条第１項中の「第５条第１項、第６条第１項又は前条第１項」及び第10条第２

項中の「第５条第１項若しくは第６条第１項」は、第８条第１項と同じ理由により、

市長の固有の権限によるものであるため、削除した。これに伴い、市長の固有の権限

による許可書の交付についての条文を第９条第２項及び第12条に追加したものである。

　第10条第１項は、利用料金の減免について規定しているが、昨年６月の条例改正で

第12条が改正されたことに伴い改正したものである。

　第４条第３項、第５条第１項、第６条第１項、第７条及び第８条第３項中の条番号

は、昨年６月の条例改正にあわせて改正したものである。

　第13条は、占用料等の還付についての条文を追加したものである。

　第14条は、指定管理者に代わって、市長が公園の管理を行う必要が生じた場合の準

用規定を設けたものである。

　以上。

(渡辺教育長)　この報告も、「市長」を「指定管理者」に「使用料」を「利用料金」

に読み替えたものである。質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　第13条の占用料等の還付について追加した理由は。

(教育次長)　平成28年６月の条例改正で、占用料の還付をする場合もあると考えて改

正したものであり、これに伴い規則でも定めたものである。

(飯田委員)　占用料とは。

(教育次長)　公園などに看板や施設の設置を許可した者に対して、占有することから

規定に基づいて料金を請求するものである。使用するのではなく、占用する場合にお

金を徴収する。

(スポーツ・文化課長)　事例として自動販売機などがある。　

(渡辺教育長)　新居スポーツ広場公園では、自動販売機に対して占用料をもらってい

る、という理解でよいか。

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。

(飯田委員)　これまで、還付した事例はあるか。

(スポーツ・文化課長)　たとえば、年間で占用料1,000円を支払ったが、年度途中で

撤去した場合は、還付の対象となる。今は、指定管理者制度であり、指定管理者の場

合は、管理しているので許可を受けなくてもよい。



　私の経験では、還付した経験はない。

(渡辺教育長)　そのような事例を想定して規定したということでよいか。

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。

(袴田委員)　整理すると、これまで、自動販売機を置く場合は、市に申請して許可を

得ていたが、今後は、市の申請しなくともよいのか。

(スポーツ・文化課長)　市長宛てに申請してもらうことになる。

(飯田委員)　参考資料にある改正後の規則にある様式についてだが、様式の中にある

語句の表現が、それぞれ違いがあり、統一することが望ましいのではないか。

(スポーツ・文化課長)　今後、検討させていただく。

(渡辺教育長)　続いて、報告第10号「湖西市勤労者体育センター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。

(スポーツ・文化課長)　報告第10号「湖西市勤労者体育センター条例施行規則の一部

改正について」、湖西市勤労者体育センター条例施行規則（昭和58年湖西市規則第４

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４月21日提出　湖西市教

育委員会教育長　渡辺宜宏。

　今回の改正は、４月１日からの指定管理者制度の導入に伴い、改正したものである。

　改正前の第２条は、職員について規定しているが、現在は、勤労者体育センターに

職員を配置していないので、その実態に合わせて全文を削除したものである。

　改正前の第３条及び第４条は、開館時間及び休館日について規定していたが、昨年

６月の条例改正で第４条及び第５条に規定したので、全文を削除したものである。こ

れに伴い、以下の条番号を繰り上げている。

　改正後の第２条は、改正前の第２条の削除に伴い、「センター」を「湖西市勤労者

体育センター（以下「センター」という。）」に改正したものである。

　改正後の第２条、第３条及び第４条は、指定管理者の管理に移行したことに伴い、

「市長」を「指定管理者」に改正したものである。

　改正後の見出しを含む第５条及び第６条は、指定管理者の管理に移行に伴い、「使

用料」を「利用料金」に改正したものである。改正後の第８条は、指定管理者に代

わって、市長が湖西市勤労者体育センターの管理を行う必要が生じた場合の準用規定

を設けたものである。

　改正前の第11条、第12条及び第14条は、使用権の譲渡禁止、原状回復の義務及び委

任について規定しているが、昨年６月の条例改正で第13条、第14条及び第18条に規定

したので、全文を削除したものである。改正前の第13条は、立入りについて規定して

いるが、条文の内容から不要と判断し、全文を削除したものである。

　以上。

(渡辺教育長)　この報告も、「市長」を「指定管理者」に「使用料」を「利用料金」

に読み替えたものである。質疑のある方は発言をするように。

　開館時間の改正は。

(スポーツ・文化課長)　平成28年６月の条例改正で改正している。その他として、規

則の第13条にある立入りについてとは、職員を想定していたため、指定管理者制度の

導入に伴い、不要と判断した。



(渡辺教育長)　続いて、報告第11号「湖西市梶田多目的運動広場条例施行規則の制定

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11号「湖西市梶田多目的運動広場条例施行規則の制定

について」、湖西市梶田多目的運動広場条例施行規則（平成29年湖西市規則第31号）

を制定したので報告する。平成29年４月21日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜

宏。

　今回の規則は、昨年の９月に制定された条例に基づく施行規則として新規制定した

ものである。

　第１条から順に説明する。第１条、趣旨については、条例第14条規定により、この

規則を定めたものである。

　第２条、使用許可の手続等ついては、使用しようとする場合は、指定管理者に申請

し、指定管理者は許可書を交付すると規定したものである。

　第３条、使用許可の取消しについては、許可を受けた者が使用を取り消し又は変更

するときは、取消・変更願いを提出することと規定したものである。

　第４条、遵守事項については、使用するに当たり遵守しなければならないことを規

定したものである。

　第５条、市長による管理については、指定管理者に代わって、市長が管理する必要

が生じた場合の準用規定を設けたものである。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。平成28年に新規制定したものか。

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。

(渡辺教育長)　これも指定管理者制度の導入に伴うものである。

(渡辺教育長)　続いて、報告第12号「特定非営利活動法人湖西市体育協会補助金交付

要綱の改正について」、事務局の説明を求める。

(スポーツ・文化課長)　報告第12号「特定非営利活動法人湖西市体育協会補助金交付

要綱の改正について」、湖西市特定非営利活動法人湖西市体育協会補助金交付金交付

要綱（平成20年湖西市告示第53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４月21日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺宜宏。

　この要綱は、市内における体育及びスポーツの振興を図るとともに市民の健康の増

進に資するための活動ができるよう、湖西市体育協会に対し、その事業費及び運営費

の一部を補助するもので、一部改正の内容は、体育協会の活動が次年度以降も活発に

継続されると見込まれることから、今年度限りである効力の期限を、平成32年３月31

日まで延長したものである。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。3月31日に期限となるため、3年間

延長したということか。

(スポーツ・文化課長)　そのとおりである。

(渡辺教育長)　続いて、報告第13号「湖西市青少年スポーツ育成補助金交付要綱の改

正について」、事務局の説明を求める。



(スポーツ・文化課長)　報告第13号「湖西市青少年スポーツ育成補助金交付要綱の改

正について」、湖西市青少年スポーツ育成補助金交付要綱（平成20年湖西市告示第26

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４月21日提出　湖西市教

育委員会教育長　渡辺宜宏。

　この要綱は、スポーツを通じて青少年の体力や技術の向上、仲間づくりに資するた

めの事業を実施する組織に対し、その活動費の一部を補助するものである。一部改正

の内容は、現在、唯一交付しております特定非営利活動法人湖西ＦＣの活動が次年度

以降も活発に継続されると見込めることから、今年度限りの効力の期限を、平成32年

３月31日まで延長したものである。

　以上。

(渡辺教育長)　湖西ＦＣの活動に対しての補助が、３月31日で期限となるため、３年

間延長したということである。質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　スポーツ活動する団体は、他にもあるが、なぜ、湖西ＦＣだけなのか。

(教育次長)　スポーツ少年団は、体育協会から活動助成されている。

(飯田委員)　他のスポーツ活動団体も助成対象になるのか。

(教育次長)　体育協会も湖西ＦＣも、特定非営利活動法人である。この要綱は、ス

ポーツ育成に取り組む特定非営利活動法人に対する活動助成の制度であり、他に同等

の特定非営利活動法人があれば、対象になるであろうと思われる。

(渡辺教育長)　続いて、報告第14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14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29年４月21日提出　湖西市教育委員

会教育長　渡辺宜宏。

　スポーツ推進委員は、湖西市スポーツ推進委員規則第３条の規定により、25人以内

の委員をもって構成することとなっている。平成28年度、25人の委員によって活動を

行っていたが、平成29年３月31日をもって２名の委員が退任した。そのため、新任委

員の補充について検討していたところ、スポーツ推進委員会の会議の中で委員として

ふさわしい人材を推薦いただいたので、委員の委嘱について報告するものである。

　以上。

(渡辺教育長)　残任期間の１年間となる。２名辞めて、１名任命したものである。も

う１名は、ふさわしい人材を探している。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15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15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29年４月21

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設置規則では、社会教育指導員を置くとされており、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、本年

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り、任期は平成29年４月１

日から平成30年３月31日までで、任命した指導員５名中４名が再任である。

　以上。

(渡辺教育長)　表にある５番目の方が、新規に任命した指導員である。質疑のある方

は発言をするように。

（質疑なし）

(渡辺教育長)　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４月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後４時00分終了


