定例教育委員会（4 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 4 月 20 日（金）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
4 月になり、交通事故に一番気を付けていただきたいと思っておりまして、色々な
場でお願いをしておりますが、昨年度 1 年間で小学校 1 年生の交通事故が 2 件市内
でありました。なんとか今年は交通事故を 0 にしたいと思っています。
様々な機会で呼びかけをしていきますが、ご協力を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

風間教育長及び庄司委員署名

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 5 時 15 閉会）

2

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

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 木原慎也
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）
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3／16
4／4
4／2

4／6
4／8
4／9
4／10

交通安全グッツ（ものさし）贈呈
・トヨタ自動車東日本㈱より新小学 1 年生へ物差し贈呈
交通安全協会マスコット贈呈
・交通安全協会より新小学 1 年生へ贈呈
新任式
庁議
・職員によるあいさつ運動啓発放送
・法令順守と服務規律の徹底
・春の交通安全運動（4/6〜4/15）
裾野高校入学式
裾野市子ども会育成連絡協議会定期総会
・市の子ども会は現在西地区のみ
市内校長会
市町教育委員会教育長会
・地域づくりは人づくりであり、教育が中心になる。
・H30 予算
県全体予算では 1.5％減だが、教育関係は通常予算の 8％の伸び
人件費、施設費を除いた額が前年比 8％の伸び
・人事評価制度 来年度上半期に教職員の評価を給与に反映
・人事異動重点事項の達成状況
小学校の英語科導入を見据え、英語科免許保有者を中学校から
小学校へ 10 名異動
女性管理職登用・若手管理職登用を積極的に実施
・教職員の労働状況
・日本語指導が必要な児童生徒への支援体制
・公立学校における教職員の安全衛生管理体制
・静岡県運動部活動ガイドラインの策定

◇部長報告
H30 年度当初予算について
・講師・支援員等の配置
・学校施設大規模改修工事
交通安全について
・春の交通安全運動（4/6〜4/15）
・東小学校にてトラックを使用した交通安全講習を実施

◇出席課長より報告
教育総務課長

学校教育課長

学校給食員の欠員状況について
学校訪問の実施について
・年度当初に各学校から提出された要望書を基に現場確認
・緊急性等を考慮しながら順次対応をしていく
4/5 小中学校入学式
・小学 1 年生 498 名、中学 1 年生 448 名入学
4/17 全国学力・学習状況調査
4/13 西小 3 年が車と接触
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生涯学習課長

鈴木図書館長

保育課長

4/8 市営キャンプ場清掃作業
4/13 富士山型ようかん寄附贈呈式
・300 個贈呈 40 周年記念イベントにて利用予定
5/13 富士山資料館 40 周年記念イベント
・ようかん、缶バッチ、裾野の水等を配布予定
・富士山資料館 40 年のあゆみ展示
・5 月中旬に来館者 50 万人を達成予定
5/13 富士裾野高原マラソン
3,011 名参加予定
4/23〜5/12 こども読書週間
図書館 YA アドバイザー募集
・中高生による図書館ボランティアの募集
4/16 東西公民館・東コミセン会議室の放送設備機器設置完了
幼稚園・保育園就園児数（公私含む）
・幼稚園 653 名
・保育園 1,050 名
・平成 30 年度当初待機児童 0 名
御宿台保育園の指定管理開始
・さくら保育園が御宿台保育園の運営を開始
・御宿台保育園に勤務していた正規職員 9 名が他の保育園、
幼稚園へ異動

＜質疑・意見等＞
委 員
富士山型ようかんを小学校の卒業式の日に子どもが持って帰ってきまし
たが、それは今年だけでしょうか。
事務局
明治食品工業さんが地域貢献活動の一環として配布してくださったもの
になりますので、継続して実施していただける可能性はあると思います。
委 員
東小学校だけだったのですか。
事務局
向田小学校でも配布しております。
事務局
工場長さんが裾野市東地区のご出身だったため、今年度は東地区の学校
へ寄贈されました。
事務局
卒業する子どもたちが、お世話になった方にメッセージと一緒に贈ると
いうコンセプトで取り組みました。

事務局

事務局

5

4 月より生涯学習センターと文化センター図書室において、指定管理が
スタートしております。執務室の中に生涯学習課の職員と指定管理者の
K-mix の職員がいるような形になっています。
今のところ大きなトラブルなく業務を進めております。

報告案件
（1）報告１ 裾野市幼稚園評議員の委嘱について
説明者：保育課長
＜質疑・意見等＞
特になし
（2）報告２ 裾野市小・中学校評議員の委嘱について
説明者：学校教育課長
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＜質疑・意見等＞
特になし

（3）報告３ 裾野市小・中学校各種主任の任命について
説明者：学校教育課長
＜質疑・意見等＞
特になし

（4）報告４ 裾野市地区体育委員の委嘱について
説明者：生涯学習課長
＜質疑・意見等＞
特になし

（5）報告５ 裾野市スポーツ推進委員の委嘱について
説明者：生涯学習課長
＜質疑・意見等＞
特になし

（5）報告６ 裾野市立学校体育施設等管理指導員の委嘱について
説明者：生涯学習課長
＜質疑・意見等＞
特になし

（6）報告７ 裾野市立学校体育施設等運営協議会委員の委嘱及び任命について
説明者：生涯学習課長
＜質疑・意見等＞
特になし
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7

次回定例教育委員会の予定
日時：平成 30 年 5 月 22 日（金）
会場：市役所 402 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 14 号議案 裾野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の
一部改正について
説明者：教育総務課長
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＜質疑・意見等＞
特になし

教育長
委員

(2)

第 14 号議案について承認いただけますか。
承認。

第 15 号議案 裾野市立小中学校余裕教室活用計画策定委員会設置要綱の一部改正に
ついて
説明者：教育総務課長

＜質疑・意見等＞
特になし

教育長
委員

(3)

第 15 号議案について承認いただけますか。
承認。

第 16 号議案 平成 30 年度教育委員会事業について
説明者：教育部長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、鈴木図書
館長、保育課長

＜質疑・意見等＞
委 員
英語の先生の半日研修は小学校教員が対象ですか。
事務局
小学校の教員を対象に、夏休み中に 2 回実施予定です。また、時間外
になりますが、学びの森で希望者を募って ALT と接する機会を 10 回ほ
ど設ける予定です。

教育長
委員

第 16 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 17
号議案は非公開とした。

(1)

第 17 号議案 要保護・準要保護について
説明者：教育総務課
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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 14 号議案

裾野市教育委員会の権限に属する事務の
補助執行に関する規則の一部改正について

承認

平成 30 年 4 月 20 日

第 15 号議案

裾野市立小中学校余裕教室活用計画策定
委員会設置要綱の一部改正について

承認

平成 30 年 4 月 20 日

第 16 号議案

平成 30 年度教育委員会事業について

承認

平成 30 年 4 月 20 日

第 17 号議案

要保護・準要保護の認定について

承認

平成 30 年 4 月 20 日

9

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

平成 30 年

以上をもちまして、4 月度定例教育委員会を閉会します。

月

日
署名
教育長

委

員
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