定例教育委員会（12 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 12 月 21 日（金）午後 3 時～
開催場所
裾野市役所 401 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
本日は市内小中学校の終業式になります。22 日から冬休み、1 月 7 日に始業式という
スケジュールになっております。
11 月の定例会から今日までの間に、子どもたちが活躍してくれた場面がいくつかあり
ました。県大会で優勝した東中学校男子駅伝チームは、全国大会で 28 位という結果を残
しました。大変すばらしい頑張りだと思います。また、今年も市町対抗駅伝が開催され
まして、裾野市は総合 7 位という順位でした。特に東小学校の勝呂さんは区間賞で大活
躍ということでした。さらに、須山中学校の卓球部も地区大会を勝ち上がって、県大会
に出場しました。どれも大変すばらしく、慌ただしい中でも元気づけられる出来事でし
た。
本日は今年最後の教育委員会になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

前回議事録の承認
前回議事録承認

風間教育長及び眞田委員署名

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
風間教育長及び渡邉委員

（2）閉会
会議終了により閉会（午後 4 時 30 閉会）
2 出席者の氏名
教育長 風間忠純
教育委員 杉田博道

教育委員

眞田平芳

教育委員

渡邉すみ枝

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
生涯学習課長代理 古谷伸導
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
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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）
11／22
裾野市技能功労者表彰式
・3 名が表彰
11／23
親守詩裾野市大会
11／28
外国語活動研修会
・ALT との活動など授業の進め方について
・2020 年度から実施される新学習指導要領に向けた取り組み
11／28
給食センター運営委員会
12／1
しずおか市町対抗駅伝
12／3
市内校長会
12／8
市民活動の集い
・20 団体が参加
12／13
市長感謝状贈呈式

◇部長報告
エアコンの設置について
・冷暖設備対応臨時特例交付金を利用し、直接建設方式により設置していく
・12/26 に臨時会補正予算を提案予定
・できるだけ早く設置が完了するような方法を検討中
来年、夏前に設置できるようリース方式で準備を進めていたが、市として行財政
構造改革を進める中、国の交付金を活用し、市民の負担を最小にかつ可能な限り
早期に設置完了することを求める市議会の決議を受け、直接方式で進めていくこ
ととした
Y-CITY アルミ缶回収委員会様からの寄附について
・東中学校通学路照明灯の LED 化の工事を実施中
・入札差金は、図書館内照明の LED 化及び図書館新設駐車場の照明設置に利用
＜質疑・意見等＞
委 員
教育部長
委 員

◇出席課長より報告
教育総務課長

学校教育課長

当初は 6 月中の設置ということでしたが、6 月中に設置できるよう
な分割発注を検討していただきたいのですが。
現在方法について検討しております。どの教室に優先的に設置して
いくかということも含めて、今後細かく見ていきます。
できるだけ早い設置完了をお願いします。

11/28 給食センター運営委員会
・給食費について協議し、2019 年度は据え置き
・2020 年度については今後改めて運営委員会にて検討
・給食員 6 名欠→民間委託の必要性
11/22 清水町「夢」プロジェクト実践発表会
・教職員の働き方改革に向けた効率化への取り組み
①スクールサポートスタッフの導入
②教頭サポーターの導入
③出退勤管理のタイムカード、留守番電話等
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生涯学習課長代理

図書館長

保育課長

12/12「夢」プロジェクト県報告会
12/16 第 26 回全国中学校駅伝競走大会 東中出場 28 位
12/21 2 学期終業式【冬季休業 12/22～1/6】
11/24 富士山世界遺産セミナー
12/ 1 市町駅伝大会 市の部 7 位入賞
12/15 青少年育成関係者研修会（テレビ寺子屋収録）
12/18 県内一斉冬季少年補導
12/28 市史本編無償配付終了
1 / 7 市史本編以外無償配付開始
・市内各区・小中高等学校→市内個人・企業→すべての方
の順で配布予定、冊数の制限は設定しない
1 / 8 文芸すその第 38 号販売開始
1 /13 新成人者祝賀駅伝・成人式
11/22-1/20 文化センターエレベーター工事
・1/13 の成人式には稼働予定
公民館講座「歴史探訪講座①～③」
①12/ 1『裾野文学ウオーキング』
②12/ 9『深良 大森氏史跡』
③12/16『旧街道「佐野」の史跡』図書館駐車場の整備事業について
1/26-1/27 公民館講座
12/ 1 保育生活展
12/ 4 保育園長会
12/ 5 幼稚園協議会・子ども子育て会議
幼稚園教諭 9 名欠→閉園の懸念がある

＜質疑・意見等＞
委 員
給食員は募集をしても集まらないのでしょうか。
事務局
なかなか集まらない現状があります。
委 員
事務局

委 員
事務局
教育部長
事務局
教育部長
教育長
事務局

5

給食員は夏休みの期間は給料がないのですか。
8 月の勤務はありませんが、8 月にも給料は支給されます。11 か月
分の年間給料を 12 回に分けて支給するという方法をとっています。

市史本編はすべて配布が終了したということでしょうか。
まだ在庫がありまして、600 冊ほどあります。
配布開始時は何冊ほどありましたか。
配布期間中に 4,200 冊程度配布しましたので、5,000 冊近くあった
かと思います。巻によってはすべて配布をしたものもあります。
配布が終了した巻については、本をスキャンしてホームページ上で
公開をしております。
本編以外の書籍は、文化センターの展示室にありますか。
展示室にはありませんが、図書館にはあります。

報告案件
（1）報告１ 裾野市青少年問題協議会委員補欠委員の委嘱について
説明者：生涯学習課長代理
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＜質疑・意見等＞
特になし
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次回定例教育委員会の予定
日時：平成 31 年 1 月 24 日（木）
会場：富岡第二小学校
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午後 2 時 30 分より

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 38 号議案 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について
説明者：教育総務課長

＜質疑・意見等＞
特になし
教育長
委員

第 38 号議案について承認いただけますか。
承認。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 7 項ただし書きに基づき、第 39 号
議案は非公開とした。

(1)

8

第 39 号議案 平成 30 年第 2 回臨時会補正予算の議会提案について
説明者：教育総務課長

議決事項（議案書は別紙による）

議案番号
第 38 号議案
第 39 号議案

9

内

容

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検
及び評価について
平成 30 年第 2 回臨時会補正予算の議会提案に
ついて

議決結果

議決日

承認

平成 30 年 12 月 21 日

承認

平成 30 年 12 月 21 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、12 月度定例教育委員会を閉会します。
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