定例教育委員会（10 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 30 年 10 月 23 日（火）午後 3 時～
開催場所
裾野市役所 402 会議室
1 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
10 月になり、気温が随分と下がりました。学校によっては、稲刈りをしていただき
実りの秋を感じます。
8 月 31 日に総合計画等評価委員会という全庁を挙げての、取り組んでいる事業につ
いて、外部の委員の方にご意見をいただくという評価会がございまして、会議の内容
については前回の定例会にて部長よりご報告いたしましたが、
その委員の提言に対し、
各部署がどのように考えているのかという回答書がまとまりました。8 月の会議の際
には、別件がありまして出席できませんでしたが、回答書を読ませていただいたとこ
ろ、第一印象としましては、市役所を離れた方の意見の重要性を感じました。
教育関係では、常葉大学の山本教授より、学力についての考え方が変化している中
で、子供たちの学力についての考え方はもちろん、この新しい流れに教員がついて行
くことができるのかという提言もありましたが、とにかく裾野市では、今の子供たち
の様子を大事にして教育をしています、ということを、お伝えしていくという回答で
した。
生涯学習関係では、高齢者の活用についての提言、図書館では頑張っているという
評価をいただきました。保育関係は全庁を挙げて、保育課長中心に取り組んでいます
が、こども園への意欲等が評価をされておりました。
外部の方の意見を聞くことは、新しい感覚をいただきとても重要だと感じました。
時代の波を感じながら、実りの秋にふさわしい成果を上げていきたいと思います。

前回議事録の承認
前回議事録承認

風間教育長及び杉田委員署名

議事録作成者の指名
教育長より教育総務課 永長璃子を指名

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 10 閉会）
2 出席者の氏名
教育長 風間忠純
教育委員 桃井昭一
教育委員 庄司伸子 教育委員 杉田博道
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教育委員

眞田平芳

3 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 勝又明彦
学校教育課長 荒井賢二
生涯学習課係長 井上英丈
鈴木図書館長 芹澤泰広
健康福祉部保育課長 笠間健男
教育総務課 二ノ宮貴之、永長璃子
傍聴人：0 名

4 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）
9／18
JFA アカデミー福島女子 遠藤選手 表敬訪問
・U-20 女子ワールドカップフランス 2018 優勝報告
9／26
オリンピック・パラリンピック推進特例発令式
9／30
オーストラリアン・フェア
10／1
市内校長会
・教育課程の編成について（4・5 月大型連休）
10／6
裾野吹奏楽フェスティバル
・裾野市、裾野市教委、裾野ライオンズクラブ共催
10／9～ 静東教育事務所人事管理訪問
10／10 市内教頭会
10／11 第 3 回静東教育事務所管内教育委員会教育長会
・教職員の人事評価について
10／13 東部地区中体連駅伝大会
10／14 MOA 美術館裾野市児童作品表彰式
市内小中学校運動会
叙位・叙勲伝達

◇部長報告
総合計画等評価委員会の下記提言について、教育部としての回答を説明
・常葉大学保育学部 山本教授より
① 将来の夢や目標を持つ児童生徒の割合について
② 授業のわかる児童生徒の割合について
③ 文化の振興・保存について
④ 生涯学習の充実について

◇出席課長より報告
教育総務課長

学校教育課長

9/30 台風 24 号による学校施設の被害状況について
樹木の倒木等危険個所は対応済、人的被害なし
・12 月補正について
特別支援学級増設に伴う備品費計上
深良財産区からの寄付による備品費計上
小中学校エアコン設置費計上
9/29 東中 文化の部
10/2 西中 体育の部
来年度の運動会の時期等について検討
9/30 オーストラリアンフェア 東中吹奏楽部出演
10/4.11 就学時健康診断
10/24 市連合音楽会（中）
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生涯学習課長

図書館長

保育課長

10/25 市連合音楽会（小）
10/26 市教委指定研究発表会 富一小
・小学校修学旅行
10/4.5 須山小、10/11.12 富一小・富二小
10/17.18 千小、10/18.19 深良小
9/26 オリパラ推進特命
10/6
吹奏楽フェスティバル 小中高 7 校出場 800 名参加
10/13 深良用水上郷巡り 市内外から 10 名参加
10/20 旧植松家住宅掃除会 8 名参加
米ぬかを使った床磨き等を体験
清掃後、裾野高校茶道部によるお茶会を開催
10/27～11/9 秋の読書週間
図書展示：8・9 月に募集した利用者おすすめの本を展示
リサイクルブック：保存期間の過ぎた雑誌等の無料提供
11/10 ナイトライブラリー
17：00～20：30 映画会、施設見学会等のイベント
11/23 深沢美潮 読書講演会
10/5 富岡第一幼稚園公開保育研修
運動会の練習
10/17 子ども子育て会議
今年度事業
裾野市子ども・子育て支援事業計画について

＜質疑・意見等＞
委 員
エアコンの設置について、市で設置対応する場合とリースでは、ど
ちらが将来的なランニングコストも含め安価なのでしょうか。
事務局
いずれもメリット、デメリットがあり現在検討中ですが、できるだ
け早い設置というものを念頭に置いております。

◇教育委員より報告
桃井委員

5

9/22 南小学校運動会に出席
保護者による組織が用具の設置や撤去を行っていて、先生が子供たち
の対応に集中できる様子で、進行もスムーズでした。改めて保護者や
地域の方が熱心に応援してくれているという印象を持ちました。

報告案件
（1）報告１ 裾野市教育委員会評価委員会委員の委嘱について
説明者：教育総務課長
＜質疑・意見等＞
特になし

6

次回定例教育委員会の予定
日時：平成 30 年 11 月 20 日（火）
会場：裾野市役所 402 会議室

午後 3 時より
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7

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 34 号議案 裾野市就学援助実施要綱の一部改正について
説明者：教育総務課長

＜質疑・意見等＞
特になし

8

議決事項（議案書は別紙による）

議案番号
第 34 号議案

9

内

容

裾野市就学援助実施要綱の一部改正について

議決結果

議決日

承認

平成 30 年 10 月 23 日

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
いじめへの対応について

＜質疑・意見等＞
特になし

（閉 会）
風間教育長

以上をもちまして、10 月度定例教育委員会を閉会します。
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