定例教育委員会（2 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 2 月 26 日（月）午後 3 時～
開催場所
裾野市役所 402 会議室

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
先日は教育論文・優秀教職員表彰式にお越しいただきましてありがとうござい
ました。
また、3 月 6 日に市長表彰式がありまして、スポーツや文化関係で優秀な成績
を収めた子どもたちの表彰式が行われます。これで 29 年度の主な行事が終わる
ようになります。
学校も 3 月 20 日が卒業式になりますので、ご足労をお掛けしますがよろしく
お願いいたします。
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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

二ノ宮貴之を指名

議事録署名人の決定
風間教育長及び桃井委員

（2）閉会
会議終了により閉会（午後 4 時 30 分閉会）
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出席者の氏名
教育長 風間忠純
教育委員 眞田平芳
教育委員 桃井昭一
教育委員 渡邉すみ枝
教育委員 庄司伸子
教育委員 杉田博道
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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課長代理 歌崎克文
教育総務課 二ノ宮貴之・永長璃子
傍聴人：2 名
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朝倉和也

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）
1／25～27 おんかつ
1／ 26
文化財防火デー
1／29
アスルクラロスルガ㈱とのパートナーシップ協定
1／30
児童生徒アイデア審査会
1／31
裾野市青少年補導センター運営協議会
2／2
市内校長会
2／5
防災会議
・法律の改正に伴う裾野市防災計画の見直し
・災害対策本部編成の変更
2／16
寿太郎みかん贈呈式
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◇部長報告
市議会 3 月定例会について
・2/20 開会 市長施政方針の報告
・2/22 厚生文教委員会 3 月補正予算審査
・9 名の議員による教育部に関する一般質問
・3/1～厚生文教委員会 30 年度予算審査
◇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

＜質疑・意見等＞
委 員

事務局

2/16 寿太郎みかん贈呈式
・JA 南駿より 3,220 個の寿太郎みかん贈呈
・小学校 9 校の給食にて提供
2/22 教育論文表彰式
優秀教職員表彰式
7 名受賞
3/20 卒業式
1/25～27 公共ホール音楽活性化事業（おんかつ）
・1/27 市民文化センターにてフルコンサート 120 名参加
1/26 文化財防火デー
・植松家住宅防火訓練 西中 2 年生参加
1/29アスルクラロスルガとの協定締結
2/13市内在住在学在勤者への市史無償頒布開始
・小中学校等への配布も含め、2,359冊配布済
・4月～市外の方に向けても配布予定
2/23富士山の日講演会 78名参加
2/24ボールで遊ぼう指導者講習会 32名参加
3/4 ゆうあいプラザ祭

防災会議の件で、最近ではヘリコプター等の墜落が相次いでい
ますが、裾野市の市街地の上でも自衛隊のヘリコプターが飛んで
いるかと思います。学校の上空は飛行しないといった協定等はな
いのでしょうか。
確認いたします。
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委

員

事務局

委

員

事務局

委

員

事務局
事務局

裾野市史の残りの冊数が 2,515 冊とのことですが、何冊かセッ
トなのでしょうか。
全 9 巻ですが、8・9 巻は好評のため既に配布を終了しており
ます。
富士山資料館の入館者数が減ってきていますが、対応策を検討
していますか。
旅行会社の富士山すそ野ぐるり一周ウォークというツアーの行
程に組み入れてもらっています。忠ちゃん牧場からスタートし、
途中富士山資料館へ立ち寄っていただくというものがあります。
残念ながら富士山の世界遺産登録の時期からすると入館者が減
少している状態です。
外国の方がイエティやぐりんぱに観光の際に、立ち寄っていた
だければと思うのですが。
英語で記載のパンフレットは現在在庫切れですが、来年度に
現在の内容を更新して作成を行う予定です。
県東部地域の施設が主になりますが、パンフレットを置かせて
いただいています。また、富士山世界遺産センターの中でも、タッ
チパネルで関連施設として富士山資料館を紹介しています。

報告案件
特になし
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次回定例教育委員会の予定
日時：平成 30 年 3 月 15 日（木） 午後 3 時より
会場：生涯学習センター 学習室 2
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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
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 8 号議案は非公開とした。
(1) 第 8 号議案

平成 29 年度末裾野市立小中学校県費負担教職員人事異動内申の承認
について
説明者：学校教育課長
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議決事項（議案書は別紙による）

議案番号
第 8 号議案

内

容

平成 29 年度末裾野市立小中学校県費
負担教職員人事異動内申の承認につ
いて
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議決結果

議決日

承認

平成 30 年 2 月 26 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
いじめへの対応について

＜質疑・意見等＞
委 員

事務局

教室へ行けなくなってしまい保健室に登校をしている生徒へ
の対応をもっと迅速に行ってほしいと思います。まだ保健室に
来ることができるうちに、解決をしていただいて、小学 6 年生
であれば、中学に進学する前に教室へ戻ってこられるような対
応が大切だと思います。
おっしゃるとおりで、不登校は初期対応がとても重要です。
保健室への登校は十分教室への復帰が可能ですが、保健室にも
来ないようになると難しくなってきます。ありがとうございま
す。

（2）その他
委

員

教育長

（閉 会）
風間教育長

部活の顧問の先生の件で、保護者が他の学校の部活練習の状
況などを共有していて、顧問の先生にこうしてほしい、と要求
をしている現状があるようです。どこかで線引きをして、顧問
の先生が対応できる事とできない事をはっきりとさせておかな
いと、そういった保護者からの要求が次第に大きくなっていく
ことがあると思います。
部活のガイドラインというものを作る動きがありまして、生
徒を守るという観点から作られるものですが、同様に先生方を
守るという趣旨も必要であると思いますので、そのあたりを徹
底するところから進められればと思います。

以上をもちまして、2 月度定例教育委員会を閉会します。
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