定例教育委員会（7 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 7 月 19 日（木）午後 3 時〜
開催場所
裾野市立東中学校 図書室

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
大変厳しい暑さで、外にいても家の中にいてもどのように過ごそうか考えさせら
れる日が続いております。岐阜県多治見市では 40 度を超えたことが報道されていま
した。子どもたちは背が小さいため、地面からの輻射熱を浴びやすいということを
今朝のニュースで大学教授も話されておりまして、そのようなところにも配慮が必
要だと思います。
学校では熱中症、不審者、ブロック塀の倒壊等、様々な安全管理上の問題が出て
おりますので、学期末ではありますが改めて組織としてどのように対応していくか
検討し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
風間教育長及び桃井委員

（2）閉会
会議終了により閉会（午後 4 時 50 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
鈴木図書館副参事 多田純子
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）
6／26
交通安全対策委員会
・夏の交通安全運動 7/11〜7/20
6／28
裾野警察署交通規制審議会
・平成 29 年度実績報告
ⅰ信号の LED 化：須山、岩波駅北
ⅱ横断歩道新設：向田小東側、西幼稚園南側、富一小西側、
今里バス停東側
ⅲ歩行者用道路規制時間変更：深良小校区
・平成 30 年度実施計画
ⅰ横断歩道廃止：富一小
ⅱ横断歩道新設：いずみ幼稚園
ⅲ横断歩道移設：御宿
6／29
第 2 回静東教育事務所管内教育長会
・人事評価制度の運用
・共同学校事務室の設置
裾野市がモデル市として選定、西小に設置し試験的に運用中
6／29 他
まちづくり懇談会
・5 地区で実施（ワークショップ、懇談会形式）
6／30
富士山世界遺産 5 周年記念講演会
7／1
裾野市立水泳場安全祈願祭
7／10
第 2 回裾野市夏まつり実行委員会

◇部長報告
6 月定例会について
・一般質問：今後の裾野市の人口推移等を踏まえた小中学校のあり方について
・教育振興基本計画の見直しについて
裾野市夏まつり実行委員会
・陸上競技場の使用許可について
陸上競技場トラック内部の一部を桟敷席としての利用するにあたり、トラック
を傷つけないよう対策し、使用を許可

＜質疑・意見等＞
委 員
事務局

◇出席課長より報告
教育総務課長

学校教育課長

競技場を開放して、何か傷がついてしまった場合の負担というの
は実行委員会になるのでしょうか。
はい。ただ、そのようなことがないよう、バーやコーンを置き、
緩衝地帯も設けていただくようお願いをしております。

通学路安全点検（ブロック塀等）の情報の共有化について
・学校へ通学路の再度点検を依頼中
・ブロック塀の位置や大きさを測定し把握
・危機管理課、まちづくり課と情報を共有
東・南小学校修学旅行実施
・契約していた旅行会社が破産（14 学校中 10 校契約）
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・別業者で実施し無事終了、金銭面でも問題なし
・2 学期実施予定の学校 2 校も他業者に依頼し実施予定
6/30〜中体連地区大会
7/21〜陸上競技場県大会
熱中症対策について
不審者情報について
生涯学習課長
6/30 富士山世界遺産登録 5 周年記念講演会 81 名参加
7/1 市営水泳場安全祈願祭
7/2 青少年の非行・被害防止強調月間街頭キャンペーン
7/7 フロアボールフェスティバルマッチ 2018
・37 チーム 約 300 人参加
7/14〜富士山資料館特別展「江戸時代の富士山南口登山道と御師」
鈴木図書館副参事 6/21〜蔵書点検の実施について
・94 冊不明（内 50 冊一般図書）
7/1 東西公民館利用申請書リニューアル
夏休み延長開館（土曜日 4 回）
保育課長
ブロック塀の点検について
9/3〜 公立幼稚園入園募集

＜質疑・意見等＞
委 員
鈴木図書館の駐車場整備についてはどのような状態ですか。
事務局
設計が終了したため、今後入札にて業者を決定し工事を進めてい
きます。工期は 11 月末までとなっています。第一段階として、新し
く取得した土地に駐車場を整備し運用を開始します。その後、既設
の駐車場についてアスファルトの舗装や区画線等の引き直しを行な
います。
委 員
事務局
委 員
事務局

図書館の本を購入する業者は決まっているのでしょうか。
現在市内では、多数の図書を購入、配達ができるような業者がな
いため、東京の会社と随意契約をして購入をしております。
市内書店で購入はしないのですか。
緊急で必要な図書や子供たちの夏休みの課題推薦図書、雑誌など
は近くの書店から購入しております。

5

報告案件
特になし

6

次回定例教育委員会の予定
日時：平成 30 年 8 月 23 日（木）
会場：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
第 26 号議案 裾野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について
説明者：保育課長

(1)

＜質疑・意見等＞
特になし
教育長
委 員

第 26 号議案について承認いただけますか。
承認。

第 27 号議案 平成 31・32 年度使用の中学校用「特別の教科 道徳」の教科用
図書の採択について
説明者：学校教育課長

(2)

＜質疑・意見等＞
特になし
教育長
委 員

第 27 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 28
号議案、第 29 号議案は非公開とした。

8

(1)

第 28 号議案 平成 30 年度 9 月補正予算の議会提案について
説明者：学校教育課長、教育総務課長、生涯学習課長

(2)

第 29 号議案 要保護・準要保護について
説明者：教育総務課

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 26 号議案

裾野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の
一部改正について

承認

平成 30 年 7 月 19 日

第 27 号議案

平成 31・32 年度使用の中学校用「特別の教科
道徳」の教科用図書の採択について

承認

平成 30 年 7 月 19 日

第 28 号議案

平成 30 年度 9 月補正予算の議会提案について

承認

平成 30 年 7 月 19 日

第 29 号議案

要保護・準要保護の認定について

承認

平成 30 年 7 月 19 日
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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＞
委 員
何人かの保護者から相談を受けたのですが、部活の顧問の先生に
嫌な思いをさせられることがあり、学校に相談をしても改善がされ
ないということでした。他の先生に相談をしてサインを出している
にも関わらず、納得できるような改善がされないことがあるようで
す。生徒や保護者からそのような話があった場合には、早急に対応
をして助けてあげてほしいと思います。
事務局
いじめの関係も含めてアンケートを毎月とっていますが、子ども
たちは「嫌な思いをした出来事」について子ども同士の関係の中で
起こったことを想定していて、大人対象の出来事を声に出す場がな
いと感じていたり、声を挙げても解決されないと考えることがある
のかなと思います。子どもたちの悩みの中に教師自身が絡むような
ことがあるのであれば、それは解決をしていかなければならないと
思います。教師を含んだ人間関係のうまくいっていない部分につい
ても表に出せるような環境づくりを考えていきたいと思います。

（閉 会）
風間教育長

以上をもちまして、7 月度定例教育委員会を閉会します。
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