
２月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 令和4年2月28日（月） 午後2時00分～午後3時55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 河合　禎隆 西川　倫予

事 務 局 教 育 次 長(岡本　聡 ) 教 育 総 務 課 長(松本圭史 )

学 校 教 育 課 長(鈴木聖慈 ) 幼 児 教 育 課 長(豊田香織 )
スポーツ・生涯学習課長( 尾崎　修 ) 教育総務課長代理(木下靖義 )

4 議　案 第 1 号 教職員の人事異動の承認について

　 第 2 号 令和3年度湖西市一般会計補正予算（第12号）要求に
ついて

第 3 号 令和 4年度当初予算要求について

第 4 号 湖西市学校運営協議会規則の制定について

第 5 号 湖西市公立学校管理規則の一部改正について

第 6 号 湖西市公立学校処務規程の一部改正について

第 7 号 湖西市共同学校事務室の組織及び運営に関する規定の一
部改正について

第 8 号 湖西市公立学校に勤務する県費負担教職員の自家用車の
公務使用に関する取扱要綱の一部改正について

第 9 号 湖西市不登校児童等対策連絡協議会要綱に一部改正につ
いて

第 10 号 湖西市公立学校学籍事務取扱要領の一部改正について

第 11 号 湖西市チャレンジ教室指導員設置要綱等の廃止について



午後２時00分開会

(渡辺教育長)　出席は４名、定足数に達しているので、令和４年２月湖西市教育委員
会定例会を開会する。

(渡辺教育長)　議案第１号については、人事に関する議案であるので、地方教育行政
の組織及び運営に関する法律第14条第７項ただし書の規定により非公開にしたいが、
よろしいか。

（異議なし）

(渡辺教育長)　異議なしと認め、議案第１号については、非公開にすることと決定し
た。

（議案第１号　説明・質疑・採決（可決））

(渡辺教育長)　ここで、暫時休憩とする。

午後２時28分休憩

午後２時30分再開
　
(渡辺教育長)　休憩を解いて会議を再開する。議案第２号「令和３年度湖西市一般会
計補正予算（第12号）要求について」、事務局の説明を求める。
(教育総務課長)　議案第２号「令和３年度湖西市一般会計補正予算（第12号）要求に
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29
条の規定により、市長に別紙のとおり補正予算を要求したいので、教育委員会の意見
を求める。令和４年２月28日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺　宜宏。
　教育委員会の担当課別の要求額の一覧である。教育総務課　歳入3,722万1,000円の
増額、歳出１億562万8,000円の増額、幼児教育課　歳入554万5,000円の増額、歳出
1,261万7,000円の増額、スポーツ・生涯学習課　歳入1,666万2,000円の減額、歳出
1,421万円の減額である。初めに歳出について説明する。詳細について、令和３年度
湖西市一般会計補正予算（第12号）主要事業の概要で説明する。
　３款２項１目 児童福祉総務費の放課後児童健全育成事業費の補正額は、90万4,000
円で、岡崎小学校放課後児童クラブ施設整備について、入札差金により不用となる委
託料を119万1,000円減額し、放課後児童クラブ運営費の精算及び放課後児童支援員等
の処遇改善に伴う委託料209万5,000円を増額するものである。
　３目 保育所費の民間保育所等助成事業費の補正額は、1,044万2,000円で、保育士
等の処遇改善を図る保育所等を補助するため、補助金を347万円増額し、施設型給付
費の国庫・県負担金、及び保育対策事業費の国庫補助金の精算に伴い、返還金を697
万2,000円計上するものである。
　10款２項１目 学校管理費の補正額は、鷲津小学校管理運営費から新居小学校管理
運営費まで、市内全小学校の管理運営費、あわせて810万円で、市内全小学校におけ
る新型コロナウイルス感染症対策等に係る支援のため、消耗品費及び備品購入費を増
額するものである。小学校施設管理運営費の補正額は、473万2,000円で、白須賀小学
校の肢体不自由児童及び岡崎小学校特別支援学級クラスの増加に対応するため、消耗
品費42万1,000円及び備品購入費431万1,000円を増額するものである。
　３目 学校整備費の小学校施設整備費の補正額は、8,604万2,000円で、岡崎小学校
の特別支援学級クラスの増加に伴う工事及び国庫を活用した同校のトイレ改修工事、
を実施するため、工事請負費を増額するものである。
　３項１目 学校管理費の鷲津中学校管理運営費から新居中学校管理運営費まで、市
内全中学校の管理運営費、あわせて585万円で、こちらは市内全中学校における新型
コロナウイルス感染症対策等に係る支援のため、消耗品費及び備品購入費を増額する
ものである。
　４項１目 幼稚園費の幼稚園総務費の補正額120万円は、公立幼稚園における新型コ



ロナウイルス感染症対策等に係る支援のため、消耗品費を増額するものである。
　７項１目 保健体育総務費の社会体育施設維持管理費の補正額は、900万円で、大幅
な重油価格高騰により、アメニティプラザの光熱水費等の増加分を補償するため、指
定管理者へ支払う委託料を増額するものである。
　２目 スポーツ推進費のスポーツ活動推進及び大会運営費の補正額は、232万1,000
円の減額で、東京2020オリンピックにおけるスペイン卓球代表選手団の事前合宿の中
止に伴い、委託料を減額するものである。
　最後に人件費、会計年度任用職員報酬である。補正額は、97万5,000円で、国が実
施を決めた保育士・幼稚園教諭等の処遇改善に対応するため、対象となる会計年度任
用職員の報酬を増額するものである。以上、歳出の補正額は、１億403万5,000円の減
額である。続いて歳入について説明する。歳出予算の増減に伴う歳入の増減は要事業
の概要の歳入をご覧いただき説明を省略させていただく。その他の理由での歳入の増
減について説明する。
　16款２項３目 幼児教育・保育無償化推進事業費補助金の補正額50万円については、
幼児教育・保育無償化に対応する県補助金を計上するものである。そのほかの国庫支
出金及び県支出金については、歳出予算の増減に伴うものである。
　10款 教育費寄附金の補正額は、500万円で、市内小中学校の教育施設整備のための
寄附１件分を計上するものである。以上、歳入の補正額は、2,610万4,000円の増額で
ある。以上、教育委員会関係の歳入及び歳出の減額について、審議をお願いするもの
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。
(袴田委員)　岡崎小学校の学校施設整備費において、歳入と歳出に差があるが歳入の
不足分はどう対応するのか。
(教育総務課長)　歳入の不足分については起債等で対応する予定である。
(河合委員)　市内小中学校における新型コロナウイルス感染症対策等に係る支援のた
めの経費が計上されているが消耗品以外ではどのような物品を予定しているのか。
(教育総務課長)　各学校からの要望により整備を進めていく。主なものは、換気をす
るためのサーキュレータや大型扇風機等を予定している。
(河合委員)　各学校間で情報共有をしているのか。
(教育総務課長)　どんな物品を整備するかを共有している。他校も参考にしながら整
備を進める。
(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第２号「令和３年度湖西市一般会
計補正予算（第12号）要求について」を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２号「令和３年度湖西市一般会計補
正予算（第12号）要求について」は原案のとおり承認された。

　続いて、議案第３号「令和４年度当初予算要求について」、事務局の説明を求める。
(教育次長)　議案第３号「令和４年度当初予算要求について 」、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29条の規定により、市長に別紙
のとおり当初予算を要求したいので、教育委員会の意見を求める。令和４年２月28日
提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺　宜宏。
　３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務費について説明する。放課後児童健全
育成事業費である。放課後児童健全育成事業費は、放課後児童クラブの運営経費と施
設整備費である。鷲津小学校区で令和４年度から新たに１単位運営を開始し、岡崎小
学校区と新居小学校区において施設整備事業を実施するため、増額となっている。
　３目保育所費である。保育園等管理運営費は、鷲津保育園、岡崎幼稚園及び新居幼
稚園の管理運営費である。鷲津保育園は４月から新規入園の受入を停止するため、減
額となっている。民間保育所等助成事業費は、民間保育園・こども園への施設型給付
費、民間保育園・こども園が実施する事業及び認可外保育施設の利用料等への扶助費
である。公立保育所・こども園総務費は、鷲津保育園、岡崎幼稚園及び新居幼稚園の
共通経費である。鷲津保育園の縮小に伴い、減額となっている。公立保育所・こども



園施設管理運営費は、旧内山保育園の解体に係る設計業務委託を実施するため、増額
となっている。
　３目保育所費については以上である。
　10款教育費について、１項教育総務費から説明する。
　３目教育指導費である。教育指導関係経費は5,212千円ほど減額となっている。減
額の主な理由は、２学校教育運営事業において、令和３年度は、中学校用として新し
い教科書に合わせた教師用教科書と指導に必要な指導書等の購入費用の経費を計上し
ていたが、令和４年度からは必要なくなったため、7,024千円の減額となったもので
ある。４外国人児童生徒支援事業は1,190千円の増額となっているが、これは、会計
年度任用職員の報酬が見直されたためで、指導員や通訳員の人数は変わっていない。
また、８特別支援教育推進事業は790千円の増額となっている。これは、白須賀小学
校の肢体不自由学級に特別支援教育支援員を１名増員することによるものである。学
校保健衛生費は288千円の増額となっている。教職員が実施する健康診断や人間ドッ
ク等の負担金の増額が主な理由であり、令和３年度から、検査項目の中の「便潜血」
「クレアチニン」「ヘモグロビンＡ１Ｃ（エーワンシー）」の検査については、公立
学校共済組合から学校設置者が負担するように変更となったことによるものである。
幼稚園教育指導関係経費は、幼稚園における幼児教育の支援・充実を図るための経費
で、幼児ことばの教室の指導員及び特別支援教育推進事業における特別支援員への報
酬が主なものである。
　４目教育施設整備費である。教育施設整備費は、学校給食センター整備事業を官民
連携によるＰＦＩ事業として進めるため、民間事業者の選定に係る資料作成などを実
施するものである。
　２項小学校費について説明する。
　１目学校管理費である。小学校施設管理運営費は、ＧＩＧＡスクール構想を推進す
るためＩＣＴを活用した校務システム等の整備を図るため、増額となっている。
　３目学校整備費である。小学校施設整備費は、新居小学校トイレ改修工事の設計を
実施する。令和３年度と比べて工事請負費が減額となっている。
　３項中学校費について説明する。
　１目学校管理費である。中学校施設管理運営費は、小学校と同様に、ＧＩＧＡス
クール構想を推進するためＩＣＴを活用した校務システム等の整備を図るため、増額
となっている。
　３目学校整備費である。中学校施設整備費は、鷲津中学校校舎の長寿命化改修工事
の設計、岡崎中学校武道場天井落下対策工事の設計・工事、新居中学校体育館天井落
下対策工事の設計を実施するため、増額となっている。
　４項幼稚園費について説明する。
　１目幼稚園費である。幼稚園管理運営費は、公立幼稚園４園の管理運営費である。
幼稚園総務費は、公立幼稚園４園の共通経費で、会計年度任用職員の報酬や教諭の研
修、人形劇の観劇の経費などである。幼稚園施設管理運営費は、公立幼稚園４園の施
設管理の経費である。
　６項社会教育費について説明する。
　１目社会教育総務費である。社会教育総務関係経費は、社会教育委員及び社会教育
指導員にかかる経費と、ふたば学級・家庭教育学級など家庭教育サポート事業の企画
運営などの経費である。
　２目生涯学習費である。西部地域センター管理運営費は、施設の維持管理とセン
ターまつりにかかる経費であり、センターの夜間管理業務委託が包括管理業務から移
行したことにより、全体で1,696千円の増額となっている。
　８目多目的研修施設費である。北部地区多目的研修施設管理運営費は、施設の維持
管理とセンターまつりに係る経費であり、多目的ホールのカーテン取替え修繕などに
より全体で1,344千円の増額となっている。
　９目図書館費である。中央図書館管理運営費は、スマホやパソコンなどで電子書籍
を借りて読むことができるサービスの導入と、学校図書館の支援として会計年度任用
職員の学校司書を１名増員するため、増額となっている。新居図書館管理運営費は、
再任用職員から会計年度任用職員へ配置替えのため報酬を増額し、そのほか開架室・
事務室をＬＥＤ照明へ取替修繕するため、増額となっている。
　７項保健体育費についてである。
　１目保健体育総務費である。社会体育施設維持管理費は、勤労者体育センターのＬ
ＥＤ照明への取替、新居スポーツ広場公園庭球場の人工芝整備、アメニティプラザの
中央監視装置・主照明制御装置の更新及び事務室マルチエアコンの修繕などに伴い、
全体で58,475千円の増額となっている。



　２目スポーツ推進費である。スポーツ活動推進及び大会運営費は、スポーツ教室や
各種大会の運営費等のほか、静岡県市町対抗駅伝競走大会への出場並びにリレーマラ
ソンの開催にかかる経費と、令和３年度より導入した公共施設予約システムの運用・
保守にかかる経費である。東京2020オリンピック・パラリンピックのスペイン卓球
チームの受け入れと聖火リレーの出発式にかかる経費などの減額により、全体で
29,891千円の減額となっている。こちらは、教育委員会各課の歳入・歳出予算案をま
とめた一覧表である。右側の歳出で、教育総務課は放課後児童クラブやＧＩＧＡス
クール構想に関する事業、小中学校の施設整備事業などの計画により、令和３年度比
125％の予算となっている。幼児教育課は、民間保育園２園の施設整備費の支援が終
了したことにより、令和３年度に比べて減額となっている。スポーツ･生涯学習課は、
アメニティプラザなど施設の修繕を計画したため、増額となっており、図書館は電子
書籍のサービスを導入するため増額となっている。歳入は、教育総務課で放課後児童
クラブや学校整備事業にかかる国県補助金などにより大幅な増額となっており、図書
館では新居図書館のＬＥＤ照明へ取替の助成金により増額となっている。教育委員会
に関する令和４年度予算の概要は、以上のとおりである。
　なお、予算に関する質疑については、担当課長から答えさせていただく。
　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)　鷲津保育園の新規受入を中止したが、新しく開園する私立保育園を受け
皿にすることで充足するか。
(幼児教育課長)　鷲津保育園から希望どおりに私立保育園への転園が決まっている。
待機児童はほぼ０となる見込みである。
(袴田委員)　ＧＩＧＡスクール構想の推進として小中学校ではどのように活用してい
くのか。
(学校教育課長)　教員が徐々に使い方に慣れてきているので、活用する機会が増えて
きている。令和４年度は持ち帰りも視野に入れながら活用を進めていく。
(西川委員)　ＧＩＧＡスクール構想は新型コロナウイルス感染症の対応として活用を
進めているのか。
(学校教育課長)　授業の１つのツールとして日常的に活用していく。
(西川委員)　各家庭のＷｉ－Ｆｉ環境は整備されているのか。
(教育総務課長)　要保護・準要保護の家庭には、Ｗｉ－Ｆｉルータを貸出しする。そ
れ以外の家庭ついてはそれぞれ準備していただくようお願いしている。ただ、整備さ
れていない世帯は少ないと思う。
(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第３号「令和４年度当初予算要求
について」を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３号「令和４年度当初予算要求につ
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４号「湖西市学校運営協議会規則の制定について」、
事務局の説明を求める。
(学校教育課長)　議案第４号「湖西市学校運営協議会規則の制定について」、湖西市
学校運営協議会規則を別紙のとおり制定したいので承認を求める。令和４年２月28日
提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺　宜宏。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律47条の５の規定に基づき設置する学校運
営協議会に関し必要な事項を定めたものである。協議会の目的は、保護者及び地域住
民等が、学校の運営への参画を促進し、学校運営の改善及び児童生徒の教育活動の充
実を図ることにある。協議会では、教育目標及び運営方針に関することや、教育課程
の編成に関することを協議し承認を行う。委員は、地域住民、保護者、学識経験者な
どから、教育委員会が任命することとしている。任期は、１年とし協議会に会長、副
会長を各１人置くこととする。会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、
過半同数のときは、会長の決するところによるものとする。
　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)　新しく規則を制定するのか。
(学校教育課長)　そのとおりである。令和４年度から学校運営協議会を開始するため
である。令和３年度は施行期間であった。
(袴田委員)　学校評議員から切り替わるのか。
(学校教育課長)　そのとおりである。
(河合委員)　委員はどのように決めるのか。
(学校教育課長)　地域と相談して学校が決める。
(河合委員)　任期は１年だが、成果をどのように評価するのか。
(学校教育課長)　委員は再任もあるため、１年で終わりの場合は少ないと予想してい
る。
(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第４号「湖西市学校運営協議会規
則の制定について」を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４号「湖西市学校運営協議会規則の
制定について」は原案のとおり承認された。

(渡辺教育長)　続いて、議案第５号「湖西市公立学校管理規則の一部改正について」、
事務局の説明を求める。
(学校教育課長)　議案第５号「湖西市公立学校管理規則の一部改正について」、湖西
市公立学校管理規則（昭和44年湖西市教育委員会規則第１号）の一部を別紙のとおり
改正したいので承認を求める。令和４年２月28日提出　湖西市教育委員会教育長　渡
辺　宜宏。
　この規則は、湖西市内の小学校及び中学校の組織及び運営について必要な事項を定
めている。第４条の学年末休業日に定めることができる期間を３月20日から３月15日
に変更する。また、第37条第１項を一部改正し、学校運営協議会を置く学校は、学校
評議員を置かなくてよいこととする。
　なお、施行日は令和４年４月1日とする。
　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)　質疑がないようであれば、議案第５号「湖西市公立学校管理規則の一
部改正について」を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５号「湖西市公立学校管理規則の一
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、議案第６号「湖西市公立学校処務規程の一部改正について」、
事務局の説明を求める。
(学校教育課長)　議案第６号「湖西市公立学校処務規程の一部改正について」、湖西
市公立学校処務規程（平成14年湖西市教育委員会規程第１号）の一部を別紙のとおり
改正したいので承認を求める。令和４年２月28日提出　湖西市教育委員会　教育長　
渡辺　宜宏。
　この規程は、湖西市内の小学校及び中学校の校務処理及び執務要領について必要な
事項を定めている。第12条「申請、届出等」において、県の通知の名称にそろえ、
「補充教材使用届」を「補助教材使用届」に変更する。様式についても８種類変更す
る。主には、押印を廃止するもの、県の規則が変更されたため、それに伴う様式の変
更となる。押印を廃する様式は、様式第31号、第44号、第51号その２、第60号その１、



その２である。県の規則の変更に合わせるものは、様式第33号の注２において、「半
日勤務時間の割振り変更」から「４時間勤務時間の割振り変更」とする。また、様式
第34号「その他の特別休暇」において出生サポートを追加する。これは、県に合わせ、
不妊治療に係る通院等のための休暇を取得できるようにするためである。
　なお、施行日は令和４年４月１日とする。
　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)　申請は各学校長となっているが、署名はするのか。
(学校教育課長)　例でいうと「鷲津中学校長」というように表記し署名はしない。
(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第６号「湖西市公立学校処務規程
の一部改正について」を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６号「湖西市公立学校処務規程の一
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、議案第７号「湖西市共同学校事務室の組織及び運営に関する
規程の一部改正について」、事務局の説明を求める。
(学校教育課長)　議案第７号「湖西市共同学校事務室の組織及び運営に関する規程の
一部改正について」、湖西市共同学校事務室の組織及び運営に関する規程（平成31 
年湖西市教育委員会規程第1 号）の一部を別紙のとおり改正したいので承認を求める。
令和４年２月28日提出　湖西市教育委員会　教育長　渡辺　宜宏。
　この規程は、共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項を定めている。別表
を実態と合わせるため、「非常勤職員」を「会計年度任用職員」と改める。
　なお、施行日は公布の日とする。
　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)　質疑がないようであれば、議案第７号「湖西市共同学校事務室の組織
及び運営に関する規程の一部改正について」を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７号「湖西市共同学校事務室の組織
及び運営に関する規程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、議案第８号「湖西市公立学校に勤務する県費負担教職員の自
家用車の公務使用に関する取扱要綱の一部改正について」、事務局の説明を求める。
(学校教育課長)　議案第８号「湖西市公立学校に勤務する県費負担教職員の自家用車
の公務使用に関する取扱要綱の一部改正について」、湖西市公立学校に勤務する県費
負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱（平成11年湖西市教育委員会告示
第５）の一部を次のように改正したいので承認を求める。令和４年２月28日提出　湖
西市教育委員会　教育長　渡辺　宜宏。
　この要綱は、湖西市公立学校に勤務する県費負担教職員が、公務のため職員の自家
用車を使用するときの取扱いを定めている。第４条の「使用承認の制限」において、
県教育委員会の要綱の改正に合わせるため、「１日の走行距離が概ね200キロメート
ル又は」を削り、同号に「ただし、所属長が合理的な理由があると認めた場合はこの
限りではない」を加える。また、第５条の「使用承認の手続き」で、現行の湖西市公
立学校処務規程にあわせるため、第41条第２項を第42条第１項とする。
　なお、施行日は令和４年４月１日とする。



　以上。
(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。
(西川委員)　市負担教員はいるのか。
(学校教育課長)　湖西市にはいない。
(渡辺教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第８号「湖西市公立学校に勤務す
る県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱の一部改正について」を採
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８号「湖西市公立学校に勤務する県
費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱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、議案第９号「湖西市不登校児等対策連絡協議会要綱の一部改
正について」、事務局の説明を求める。
(学校教育課長)　議案第９号「湖西市不登校児等対策連絡協議会要綱の一部改正につ
いて」、湖西市不登校児等対策連絡協議会要綱（昭和56年湖西市教育委員会第56号）
の一部を別紙のように改正したいので承認を求める。令和４年２月28日提出　湖西市
教育委員会　教育長　渡辺　宜宏。
　この要綱は、湖西市の小中学校に在学している不登校児等に対する指導の適正化を
図るために湖西市不登校児等対策連絡協議会を置くことを定めている。第２条第１項
ア中の「指導のための関係行事等についての情報交換」を、関係行事は実施されてい
ないため、「指導のために必要な関係事項についての情報交換」と変更する。また、
第２条第２項ア中の「登校拒否」を「不登校」とする。
　なお、施行日は公布の日とする。
　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)　質疑がないようであれば、議案第９号「湖西市不登校児等対策連絡協
議会要綱の一部改正について」を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９号「湖西市不登校児等対策連絡協
議会要綱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、議案第10号「湖西市公立学校学籍事務取扱要領の一部改正に
ついて」、事務局の説明を求める。
(学校教育課長)　議案第10号「湖西市公立学校学籍事務取扱要領の一部改正につい
て」、湖西市公立学校学籍事務取扱要領（平成14 年湖西市教育委員会告示第14 号）
の一部を別紙のとおり改正したいので承認を求める。令和４年２月28日提出　湖西市
教育委員会　教育長　渡辺　宜宏。
　この要領は、湖西市内の小学校及び中学校の学籍事務の取扱いに関し必要な事項を
定めている。第４条の「指導要録」において、県から新たな通知があったため、「平
成22年11月発行」から「令和元年12月発行」に変更する。第10条「特別支援学級への
入級」において、実態と合わせるため、「就学指導委員会資料」から、「就学支援委
員会資料」とする。
　なお、施行日は令和４年４月1日とする。
　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)　質疑がないようであれば、議案第10号「湖西市公立学校学籍事務取扱
要領の一部改正について」を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10号「湖西市公立学校学籍事務取扱
要領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、議案第11号「湖西市チャレンジ教室指導員設置要綱等の廃止
について」、事務局の説明を求める。
(学校教育課長)　議案第11号「湖西市チャレンジ教室指導員設置要綱等の廃止につい
て」、湖西市チャレンジ教室指導員設置要綱（平成26年湖西市教育委員会告示第11
号）等を別紙のとおり廃止したいので承認を求める。令和４年２月28日提出　湖西市
教育委員会　教育長　渡辺　宜宏。
　この要綱は、湖西市チャレンジ教室指導員、湖西市外国人児童生徒適応指導教室指
導員、湖西市研修指導員の設置要綱の廃止を定めたものである。令和３年度より、湖
西市の会計年度任用職員となったため、設置要綱を廃止する。
　なお、施行日は公布の日とする。
　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)　すべて指導員が会計年度任用職員に移行したため要綱を廃止するという
ことか。
(学校教育課長)　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「湖西市チャレンジ教室指
導員設置要綱等の廃止について」を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「湖西市チャレンジ教室指導員
設置要綱等の廃止について」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、令和４年２月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後３時55分終了


