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 29 年 9 月 21 日（木）午後 3 時～
開催場所
裾野市立南小学校

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
秋の全国交通安全運動が 9 月 21 日から 9 月 30 日まで実施されます。
今回は「安全をつなげて広げて事故ゼロへ」をスローガンに、運動の重点とし
て 5 項目が掲げられています。特に子どもと高齢者の安全な通行の確保につきま
して学校としても注意をしていかなければならない事項であると考えています。
また「止まる・見る・待つ」の安全確認が裾野市の重点事項となりますので、そ
の点を重視していかなければならないと認識しています。
なお、子ども達への交通安全の取組としまして、黄色い傘、黄色い帽子、鞄に
つける防犯用の鈴を配布するなど、交通安全に対する配慮に感謝しています。
今後も子ども達を大切にする旨の施策を進めていかなければと思います。
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

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 5 時 30 分閉会）

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 鈴木則和
学校教育課長
生涯学習課長 木原慎也
鈴木図書館副参事 多田純子
健康福祉部子ども保育課長 篠塚俊一
教育総務課 二ノ宮貴之・永長璃子
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朝倉和也

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）
８/２６ 社会を明るくするふれあいコンサート 2017
・東中学校・西中学校・富岡中学校が出場
９/１０ 裾野牧水祭の実施
８/２３ 静岡県教育委員会事務局の訪問
・多忙化対策
未来の学校「夢」プロジェクトを実施（時間の見える化）
・外国語活動、外国語科の教育準備
・幼児教育の教員育成
教員研修計画を任命権者が作成する
年度末までに幼稚園の教員研修計画を作成する必要がある
・スマートフォン対策
９/９
平成 29 年度裾野市敬老会
９/４
校長会
・人事評価について説明

◇部長報告
８/２８～

９/２２～

市議会 9 月定例会開催
・杉田委員 Ｈ29.10.1～継続任命
[一般質問・代表質問]
・ICT 機器の整備
・教員の多忙化解消
・学習指導要領の改正
・学びの森の機能状況について
厚生文教委員会開催

◇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

鈴木図書館
副参事
子ども保育課長

給食の異物混入について
小中学校運動会の開催について
Ｊアラートによる情報伝達時の対応について
8/23 滝頭遺跡発掘調査現場見学会の開催 約 30 名が参加
8/29 指定管理者に対する評価委員会の開催
9/13 十里木付近で熊の目撃情報
11/11～11/12 ラグビースポーツフェスティバルの開催
9/10 牧水祭の開催
10 月下旬 読書週間開始
幼稚園入園手続き開始。3 歳児で定員を上回る。

＜質疑・意見等＞
特になし
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5

報告案件
委 員

事務局

6

中学校の運動会に出席した際に、卒業生が本部席に座っている
様子を確認しました。応援席と本部席の間にはロープが張られて
おり、保護者はそれより内側には入らず応援をしますが、そのよ
うな状況にも関わらず、誰も何も言わないことに違和感を感じま
した。
以前は、先生から生徒指導の点から卒業生と在校生が接触す
ることを避けたいために、卒業生には用事のない限り学校へは来
ないように言われていたことがありました。そのため、お世話に
なった先生が異動する際にも会いに行けないということが、以前
にはありましたが、今ではその認識が中途半端になってしまって
いると思いました。
また、本人の体調等の状況により特別に配慮されている児童生
徒もいるように聞いています。色々な児童生徒がいて大変なこと
はご理解できますが、普通に取り組んでいる児童生徒にも意識を
向けてあげることも大事であると思いました。
機会をみて学校とも話をしたいと思います。

報告案件
（1）報告１ 裾野市教育委員会評価委員会委員の委嘱について
説明者：教育総務課長
＜質疑・意見等＞
特になし

（2）報告 2 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

（3）報告 3 平成２８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、鈴木図書館副参事、
子ども保育課長
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、子ども保育
課長より、平成 28 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
借地料について記載がありますが、金額の改定はありますか。
事務局
昨年度の改定はありませんでした。
委 員
全国的に奨学金の返済が大変という報道を目にします。裾野市
で滞納者されている方はいますか。
事務局
現在、滞納されている方はおりません。
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委

員

生涯学習課の決算資料 47 ページに東中学校夜間照明撤去工事
とあります。照明は新設されるのでしょうか。
今のところ新設の予定はありません。照明灯の支柱自体が腐食
しているなど、危険な状態であったため、先ずは撤去を行いまし
た。
夜間に照明を使用して活動する団体があるかと思いますが。
学校開放で夜間使用している団体につきましては、深良中学校、
西小学校に照明がありますので、そちらを紹介させていただきま
した。
東中学校の学校開放での夜間利用は、消防団の訓練や公文名地
区の方のソフトボールでの利用が主であると思います。

事務局

委 員
事務局

事務局

７

８

次回定例教育委員会の予定
日時：平成 29 年 10 月 24 日（火）
会場：裾野市役所 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 34 号議案 裾野市民文化センター条例施行規則の一部を改正について
説明者：生涯学習課長

＜質疑・意見等＞
特になし
教育長
委員

第 34 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
35 号議案は非公開とした。
(1)

第 35 号議案 要保護・準要保護について
説明者：教育総務課

９ 議決事項（議案書は別紙による）
議案番号
第 34 号議案

内

容

裾野市民文化センター条例施行規則
の一部を改正について

第 35 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

承認

平成 29 年 9 月 21 日

承認

平成 29 年 9 月 21 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
＜質疑・意見等＞
委 員
事務局

委 員
事務局

委

員

事務局
委 員
事務局

委 員
事務局

（閉 会）
風間教育長

東小学校の児童が交通事故に遭いドクターヘリで搬送された
という話を聞きましたが、大丈夫だったのでしょうか。
下校途中に市民体育館西側道路の白線の内側を歩いていた際
に、対向車のドアミラーが頭に当たり、ドクターヘリが出動し
ました。児童は病院で治療を受けましたが、異常はなく、一昨
日から学校に登校しています。運動制限もなく、9 月 30 日に行
われる運動会にも出られるということです。
毎年 11 月に教育委員の研修が開催されると思いますが。
本年も開催されると思いますが、詳細日程についての通知が
まだありません。通知が届きましたら、ご案内させていただき
ます。
給食センターでフロン漏洩点検とありますが、どのようなも
のにフロンを使っているのでしょうか。
エアコン等の冷媒になります。法改正により一定規模以上の
機器について定期的に漏洩検査をするよう義務付けられました。
学校施設でも行うのですか。
設備の規模によって決まっています。一定規模以上の冷蔵
庫や冷凍庫、空調設備などの機器を保有している施設の所有者
や管理者に義務付けられた制度になります。
放射能測定とありますが、どのようなものですか。
福島での事故があってからになりますが、食材が汚染され
ていないかということを専門の機関で調査してもらうものにな
ります。放射能が出たことはありませんが、定期的に行われて
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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