定例教育委員会（11 月度）議事録（要点筆記）
●

日時及び開催場所に係る事項
開催日時
平成 29 年 11 月 24 日（金）午後 3 時～
開催場所
裾野市役所 第一委員会室
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開会および閉会に関する事項
（1）開会
風間教育長あいさつ
11 月 14 日にいずみ幼稚園で静岡県国公立幼稚園・こども園教育研究会東部支部
指定の研究発表会が行われました。昨年度と今年度の 2 箇年度の継続した研究を、
県東部の幼稚園の先生方を集めて発表をするという大変大きな研修会で、100 人を
超す先生方が集まりました。とても素晴らしい発表をしていただき、幼稚園の先生
方が、まずは自分達が変わることから始めよう、つまり子ども達と同じ視線の高さ
に立ち、子ども達が感じることを自分達も感じ取れるように、まずは自分達の感性
を磨こうというところから、研究を始めてくださいました。園長をはじめ、先生方
全員が一枚岩になって研修を進めてくださったことが大変ありがたいと思いました。
子ども達の教育環境の第一は、まず教員であるとよく言われますので、そのこ
とからしても大変ありがたいことであると感じました。
前回議事録の承認
前回議事録承認

風間教育長及び渡邉委員署名

議事録作成者の指名
教育長より教育総務課

二ノ宮貴之を指名

議事録署名人の決定
風間教育長及び庄司委員

（2）閉会
会議終了により閉会（午後 4 時 00 分閉会）
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出席者の氏名
教育長 風間忠純
教育委員 庄司伸子

教育委員 桃井昭一
教育委員 杉田博道

教育委員

渡邉すみ枝

教育長、委員および傍聴人を除く外、議場に出席したものの氏名
教育部長 杉山善彦
教育総務課長 鈴木則和
学校教育課長
生涯学習課長 木原慎也
鈴木図書館長 芹澤泰広
健康福祉部子ども保育課長 篠塚俊一
1/4

朝倉和也

教育総務課

二ノ宮貴之・永長璃子
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教育長その他の報告の要旨
◇教育長報告（詳細は配布資料による）
１０/２６ 裾野市小・中学校連合音楽会
・裾野では先生が指揮を行なっている
１１/1
裾野市民芸術祭
１１/７
部課長会議
・ワークライフバランスと言われる中での管理職の動き方
・組織の業績の向上、仕事と私生活を楽しむ
駿東 3 市 3 町幹部職員研修会
・高齢者層をターゲットにした起業
第 2 回青少年補導センター運営協議会
・年末に向けて一斉指導を実施予定
１１/８
いじめ問題対策連絡協議会
・各委員の立場から意見交換
１１/１３ 教育長等教育行政幹部セミナー
・学習指導要領のポイントについて
１１/１４ 東部支部指定研究発表会

◇部長報告
12 月定例会 11/27～12/13 で 17 日間の開会
・生涯学習センター、文化センター及び文化センター図書室の指定管理者の指定
について
・深良中学校校舎改修工事の変更契約について
・学校教育課、生涯学習課、鈴木図書館の補正予算について
◇出席課長より報告
教育総務課長
学校教育課長

生涯学習課長

鈴木図書館長

平成 30 年度予算要求について
・経常経費 6％減
11/8 いじめ問題対策連絡協議会
・全国でのいじめ件数最多 32 万件
・市内のいじめの実態、早期発見や効果的な連携
11/11 中体連 駅伝県大会
・西中男子 3 位
文化センターへのベンチの寄贈 10 月に 2 件
11/11～11/12 裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル
・2 日間で 3,000 人が来場
11/18 富士山資料館星空観察会
・3 組 7 名が参加
12/2
しずおか市町対抗駅伝
12/16 青少年育成市民会議主催講演会
11/11～11/12 ナイトライブラリー
・図書館に泊まる企画、12 組 33 名が参加
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子ども保育課長

11 月
児童虐待防止強化月間
11/14 いずみ幼稚園研究発表
12/2
保育生活展
西幼稚園園路の安全対策について
・鈴木医院付近交差点に横断歩道の設置

＜質疑・意見等＞
委 員
保育生活展は幼稚園では行わないのでしょうか。
事務局
今のところ実施予定はありませんが、当市では 30 年近くこの
取り組みを行っており、他市町では実施しておらず沼津市が新
たに始めたそうです。また、幼稚園の先生にも PR したいと思い
ます。
委 員
いずみ幼稚園の研修発表の内容については、とても素晴らしい
ものでしたので、保護者にもこの取り組みを参考にしていただ
ければと思いました。
事務局
今回父兄が様子を見ることは叶いませんでしたが、参観等でこ
の成果を出していければと思います。職員も子ども目線で、ワク
ワクすること、楽しいことはなんだろうということを話し合うこ
とができて、とても勉強になったということでした。
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報告案件
特になし

次回定例教育委員会の予定
日時：平成 29 年 12 月 19 日（火）
会場：東西公民館 第 1・2 会議室

午後 3 時より

議題および議事の大要、質問または討論をした者の氏名および要旨
(1)

第 40 号議案 公の施設の指定管理者を指定することの議会提案について
説明者：生涯学習課長

＜質疑・意見等＞
委 員
議会に提出し、否決された場合には第二候補に決定するのでしょ
うか。
事務局
改めて手続きを仕切り直すことになり、再度選考を行うことに
なると思われます。
教育長
委員

第 40 号議案について承認いただけますか。
承認。
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(2)

第 41 号議案 建設工事請負変更契約を締結することの議会提案について
説明者：教育総務課長

＜質疑・意見等＞
特になし
教育長
委員
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第 41 号議案について承認いただけますか。
承認。

議決事項（議案書は別紙による）

議案番号

内

容

議決結果

議決日

第 40 号議案

公の施設の指定管理者を指定するこ
との議会提案について

承認

平成 29 年 11 月 24 日

第 41 号議案

建設工事請負変更契約を締結するこ
との議会提案について

承認

平成 29 年 11 月 24 日
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その他
（1）学校教育課報告
説明者：学校教育課長
生徒指導状況について
＜質疑・意見等＞
委 員
交通事故の児童については、今は退院しているのですか。
事務局
退院しております。

（閉 会）
風間教育長

以上をもちまして、11 月度定例教育委員会を閉会します。
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