定例教育委員会（9 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 9 月 19 日（水）午後 3 時～
開催場所
生涯学習センター 学習室 2
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
運動会のシーズンになりまして、この 3 連休でも小中学校で運動会が開催されまし
た。運動会については、7 月が猛暑でしたので、暑さ対策としてプログラムを短くし
て計画をしていましたが、9 月になってからは涼しい日が続くようになりました。そ
の一方で今度は雨の心配をしなければならない状況で、土曜日の開催予定が日曜日に
延期されました。裾野市の小中学校では日曜日に開催をしましたが、日曜日も開催が
できなかった近隣市町の学校もあるとのことでした。
今回の運動会では学校毎に工夫をしていただいた部分がたくさんありまして滞りな
く運営することができました。中にはもっと多くの種目を見たかったという保護者の
ご意見もありましたが、ご理解をいただいたところです。まだ運動会を実施していな
い学校もありますので、しばらくは暑さ対策を心がけ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

風間教育長及び渡邉委員署名

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
風間教育長及び杉田委員

（2）閉会
会議終了により閉会（午後 5 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

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 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 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）
8／23
静岡リトルシニア表敬訪問
8／30
私募債発行に伴う教材備品贈呈式
・富岡中学校へテレビ設備の寄贈
8／31
総合計画等評価委員会結果報告
9／3
市内校長会
・31 年度教育計画について
・裾野市部活動ガイドライン策定
・事務の共同実施の現状報告等
9／7～
静東教育事務所地域支援課指導訪問
9／7～
校長・教頭面談
9／8
敬老会
・小学生の作文発表
9／9
第 43 回裾野牧水祭

◇部長報告
総合計画等評価委員会について
・第 4 次裾野市総合計画における教育分野の目標
【成長するよろこびと地域のつながりで 心の豊かさを育む「すその」】
・平成 32 年度が総合計画の最終年であるため、それに対しての目標達成の
進捗状況を確認
・教育分野についての評価は「Ｂ評価」、市全体でも「Ｂ評価」

◇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

図書館長

保育課長

・学校給食員の欠員について 欠員 4 名
給食調理業務の一部を民間委託化できないか検討中
8/27 2 学期始業式
9/16
運動会（富二小、須山小・中、東中） ＊雨天のため順延で実施
9/22
運動会（東小、深良小、向田小、南小、富岡中）
9/30
運動会（西中）
9/1
阿波踊り補導
9/8-9 裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル
9/8 800 名、9/9 2,350 名参加（8 日が悪天候）
9/18 JFA アカデミー福島女子遠藤選手、
FIFA U-20 女子Ｗ杯フランス大会優勝報告
・夏休みこども一日図書館員
本の貸出・返却処理、施設見学等
7/25 28 名 2 時間体験
8/1 8 名 中高生を対象に 1 日体験
・夏休み特別延長開館（8 月中毎週土曜日） 295 冊貸出
8/29
幼稚園全体研修
9/3
始業式
9/20
裾野高生の教育実習受け入れ
9/20
3 歳児西幼稚園入園の抽選会
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＜質疑・意見等＞
委 員
事務の共同実施というのは、どのようなものなのでしょうか。
事務局
各小中学校には、県と市からそれぞれ 1 名ずつ事務員が配置され
ておりまして、県事務の行っている業務を全員でまとまって行うこ
とで、ミスが減り効率的に業務が進められるであろうということ、ま
たそれにより先生が担っている業務の一部を県事務が負担できるよう
にするという目的の元、始まったものです。今年度は裾野市と小山町
が静岡県東部のモデル地区として実施しております。静岡県全体とし
ては、来年度以降各地区で実施するという方針が出ております。

◇教育委員より報告
渡邉委員
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9/16 須山地区運動会に出席
幼稚園から老人会まで参加しており、地域力を感じた。
小中学生の競技に真剣に取り組んでいる姿を見ることができた。

報告案件
（1）報告１ 全国学力学習状況調査について
説明者：学校教育課長
＜質疑・意見等＞
特になし

（2）報告 2 平成 29 年度教育委員会各課事業報告について
説明者：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
教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、鈴木図書館副参事、保育課長より、
平成 29 年度の主な事業についての実績報告を行った。
＜質疑・意見等＞
委 員
生涯学習課の成人教育事業における各種団体の活動状況で、婦人
学級の 28 年度補助金額が 0 円ですが、29 年度の新規事業ではない
ですよね。
事務局
はい。こちらは補助金の要綱が改正となっておりまして、28 年度
には婦人学級は委託事業としていましたが、それを各種団体の活動
の補助事業としました。また、それを活動内容によって分類し、地
域活動に関することは地域女性活躍推進事業、自己研鑽に関する部
分は婦人学級と、活動の内容で補助金を分けております。
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次回定例教育委員会の予定
日時：平成 30 年 10 月 23 日（火）
会場：裾野市役所 402 会議室

午後 3 時より
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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
(1)

第 32 号議案 裾野市教育長職務代理者の指名について
説明者：教育総務課長
風間教育長から、桃井昭一委員が教育長職務代理者に指名された。

＜質疑・意見等＞
特になし

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 31 号
議案は非公開とした。

(2)
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第 33 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

第 32 号議案

裾野市教育長職務代理者の指名について

第 33 号議案

要保護・準要保護の認定について
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議決結果

議決日

桃井 昭一

平成 30 年 9 月 19 日

承認

平成 30 年 9 月 19 日

その他
（1）学校教育課報告
説明者：学校教育課長
裾野市部活動ガイドラインについて
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
部活動について
「原則として、週あたり 2 日以上の休養日を設ける。」
とありますが、すでに各学校で実施されているのでしょうか。
事務局
基本的には土日のどちらかは休みにしていまして、平日にも 1 日部
活動なしの日を設定していますので、実施できているのではないかと
思います。
委 員
事務局

このガイドラインは、先生方にも配布されているのでしょうか。
配布する予定です。

委 員

この内容を守れていない状況があると思うのですが、学校はどのよ
うな対応をするでしょうか。
部活動そのものが、教員の勤務時間を外れた部分の活動になります
ので、校長は教員に対して指導をして、協力を呼びかけることはでき

事務局
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ますが、強制をすることが難しい部分があります。協議しながら進め
ていかなければならないと思います。
委 員
事務局

活動の日数が多すぎる場合についてはいかがでしょうか。
このガイドラインを策定するにあたって、校長からも様々な意見が
ありまして、当初は全員一致という訳にはいきませんでしたが、協議
を重ねてガイドラインが策定されました。今後は、この内容を目安に
しながら、
部活動に取り組んでいっていただきたいと思っていますが、
特例などにつきましては、各家庭や生徒たちの事情もありますので、
生徒と保護者の理解と協力の下、進めてもらいたいと考えています。

委 員

以前にお話しした、部活動の先生の部活動を強制するような対応に
関する件は、その後いかがでしょうか。
7 月定例会の翌日に、お話しいただいた内容については各学校の校
長へ周知し、子どもが負担を感じることや過度な指導がないようにと
いうことで依頼をしました。具体的な内容についてお伺いができれば、
校長に直接話をしながら聞き取りを行いたいと思います。

事務局

委 員
事務局

（閉 会）
風間教育長

以前に体罰アンケートがあったと思いますが、アンケートが書きや
すいように提出方法や文面について検討していただきたいと思います、
体罰アンケートは年度末に行っていますが、それ以外の時期にその
ようなことがあった場合も学校へ報告をしていただきたいと思います。
また、体罰というと思い浮かべることが限られてしまう可能性があ
りますので、少しでも嫌な思いをしたという件についても、子どもた
ちが発信できるよう文面等を工夫したいと思います。また、それを学
校がしっかりと把握し改善ができるようにしていきたいと思います。

以上をもちまして、9 月度定例教育委員会を閉会します。
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