定例教育委員会（11 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 11 月 20 日（火）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
お手元に配布しましたのは、裾野市立東中学校男子駅伝チームが県大会で優勝した
という日刊静岡の 11 月 13 日の記事になります。この記事の中にもありますが、東部
大会が行われまして、その時のレースでは、最後に富士宮市立富士根南中学校に 1 秒
差まで追い込まれて何とか逃げ切っての優勝でした。その時の経験が良い刺激になっ
たのかもしれませんが、県大会では圧勝であったということです。
12 月 16 日に滋賀県で開催される全国大会に出場するということで、市教委でも横
断幕を作成しまして、市役所の正面、小柄沢公園、東中学校、市民体育館に掲げて、
応援を盛り上げて参ります。ぜひ応援をよろしくお願いします。

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
風間教育長及び眞田委員

（2）閉会
会議終了により閉会（午後 4 時 30 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 眞田平芳
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
生涯学習課長代理 古谷伸導
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
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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）
10／24～ 静東教育事務所人事管理訪問
・市内全小中学校訪問、事務員との面接等
10／24-25 小中学校連合音楽会
10／25
青少年補導センター運営協議会
・夏季行事に関する補導活動反省
・不審者情報等意見交換
10／26
平成 30 年度県幼児保育研究会
裾野市指定研究発表会
児童生徒アイデア展表彰式
10／30
学校改革委員・市教委懇談会
10／31
裾野市市民芸術祭開会式
10／31～ 裾野市市民芸術祭
11／1
市内校長会
・教員の年齢別構成（30 歳代後半～40 歳代の年齢層が少ない）
11／12
評価委員会
11／14-15 指定研究発表会

◇部長報告
市議会 12 月定例会について（11/26～12/12）
・一般質問
①就学援助の新入学用品費支給時期の前倒しについて
②政治を身近なものにしていくための教育の取り組みについて
③いじめ通報システム ストップイットアプリの導入について
④スポーツ推進計画について（陸上競技場・野球場の使用について等）
＜質疑・意見等＞
特になし

◇出席課長より報告
教育総務課長
学校教育課長

生涯学習課長代理

11/12 第 2 回評価委員会
・12 月定例会にて報告予定
10/24 市連合音楽会（中）
10/25 市連合音楽会（小）
10/26 市教委指定研究発表会（富一小）
・発達段階に応じた充実した教育ついて
11/7-8 向田小修学旅行
11/8-9 西小修学旅行
11/10 深良中「いのちの用水」発表会
11/14 市教委指定研究発表会（西中）
11/15 市教委指定研究発表会（富二幼）
10/31-11/11 市民芸術祭
11/1-9 裾野市の文化財展示
・深良用水「せぎ」、絵葉書の展示
11/6
チームブリヂストンサイクリング自転車教室
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図書館長

保育課長

11/8 JFA アカデミー福島・富二幼稚園交流事業
11/11 壮年男女混合バレーボール大会 16 チーム参加
11/11 十里木キャンプ場閉場作業
11/17-12/8 ぐるりんコンテスト巡回展
11/18 サイエンス教室 59 名参加
11/24 富士山世界遺産セミナー
11/25 市町対抗駅伝壮行会
12/1
市町対抗駅伝
12/8
市民活動の集い
12/9
富士山資料館 冬の野鳥観察会
12/15 青少年育成市民会議研修会「テレビ寺子屋公開収録」
図書館駐車場の整備事業について
・新設駐車場 8/15～整備 工事が完了し 18 台分を確保
・既設駐車場 今後整備を進める予定
11/15 富岡第二幼稚園指定研究発表会
・小規模園の特色を活かした保育の実践

＜質疑・意見等＞
特になし

◇教育委員より報告
渡邉委員
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須山地区意見発表会に出席
中学生の「一人で食事をとることの危うさと現代社会への投げかけ」
の意見がとても印象に残り、現代の環境に対し非常に考えさせられる
内容でした。

報告案件
（1）報告１ 裾野市青少年補導センター運営協議会委員補欠委員の委嘱について
説明者：生涯学習課長代理
＜質疑・意見等＞
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 12 月 21 日（金）
会場：裾野市役所 401 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 35 号議案 裾野市立学校教職員の評価結果に対する意見の申出及びその取扱
いに関する要領の全部を改正することについて
説明者：学校教育課長

＜質疑・意見等＞
委 員
審査会の委員長は、教育委員会委員のうちから選出されるというこ
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事務局
教育長
事務局

とですが、このような議案が上がってきた場合に選出をするのでしょ
うか。
そのようになります。
人事評価が給与や昇進に影響がありますので、今後審査会を設ける
ことがあるかもしれません。
これまでは人材育成や組織の活性化を目的に活用されてきましたが、
教育長からの話もありました通り、今回からは給与や人事に関係する
部分にも活用していくという方向に変わってきまして、今までこの制
度を運用したことはありませんでしたが、今後は対応が必要になる可
能性があります。

委 員
事務局

調査員は一人で行うのでしょうか。
申出者からの意見を聞き、整理をする役割で複数人になる可能性も
あります。

委 員
事務局

評価を実施することで、職場の雰囲気に影響はないのでしょうか。
現在、この制度について学校で周知を行なっております。実際には
上半期からこの新しい制度が運用されておりまして、給与への反映は
まだされておりませんが、今年度より施行している状況です。

教育長
委員

第 35 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 36 号
議案、第 37 号議案は非公開とした。
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(1)

第 36 号議案 平成 30 年度 12 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、生涯学習課長代理

(2)

第 37 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 35 号議案

裾野市立学校教職員の評価結果に対する意見
の申出及びその取扱いに関する要領の全部を改
正することについて

承認

平成 30 年 11 月 20 日

第 36 号議案

平成 30 年度 12 月補正予算の議会提案について

承認

平成 30 年 11 月 20 日

第 37 号議案

要保護・準要保護の認定について

承認

平成 30 年 11 月 20 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＞
特になし

（閉 会）
風間教育長

以上をもちまして、11 月度定例教育委員会を閉会します。
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