定例教育委員会（8 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 8 月 22 日（火）午後 3 時～
開催場所
裾野市役所 402 会議室
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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
夏休みも終盤に差し掛かり、間もなく新学期が始まる時期となりました。この
場をお借りして教員免許状講習に関することをお話したいと思います。免許制度
は平成 21 年から始まった制度となりますが、これまでの経過から夏休み中の先
生方の行事となっている感じがしています。講習は 10 年ごとに指定の大学に行
き受講しなければならない制度で、今年度東部地区では 581 人の方が講習の対象
者になっているようです。また、全国では 26 万人の方が対象と聞いています。
当然、教員免許状の期限が切れてしまい失効してしまうことは、教員が出来ない
ことになってしまいます。
以前にお話しさせていいただきましたが、30 年問題というものがあります。
これは、この講習を 10 のグループに分けて受講させており、最後の 10 番目のグ
ループが、通年の倍の人数に相当する先生方が対象となっているという問題です。
通常の年では概ね 3,000 人が対象ですが、平成 30 年は約 6,000 人が該当してい
ます。
また、このことに加え従前の免許状は各先生方の生年月日で 10 年ごとの講習
のサイクルが確認できるのですが、平成 21 年以降の新しい免許状では、これ以
降に発行された最初の免許状発行年を基準に 10 年ごとの受講となります。した
がいまして、どの先生が受講対象となるかに関しては、その免許状を保有してい
る本人しか把握ができないことから周囲でのチェックがなかなか困難となり、平
成 30 年度を迎えた際に免許状講習を受講していない先生が出てしまうことを大
変心配しており、そのようなことが生じないよう準備を進めていきたいと思って
おります。

前回議事録の承認
前回議事録承認

風間教育長及び杉田委員署名

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
風間教育長及び眞田委員
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（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
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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
鈴木図書館長 芹澤泰広
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
傍聴人：1 名

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）
シビックプライドの醸成について
・ふるさと裾野を大事にする人づくりをテーマに市民の意識を高める施策を進め
たい
夏休みに行われている学校の大規模工事について
夏休みの行事について
・宗祇法師の会「国際連句」
・障がい者野球大会ドリームカップ
・オーストラリアの短期留学
・中学生の広島派遣
・大阪府泉佐野市立中学校とのサッカー交流
・裾野市を学習する日
・中体連全国・東海大会出場者市長表敬訪問
・イングリッシュ・サマー・ディ・キャンプ
静岡県南駿地域総合防災訓練について

◇部長報告
スポーツツーリズムについて
・市内での陸上合宿の実施

◇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

夏休み中に学校で施工している大規模工事の進捗について
中学校総合体育大会全国大会について
7/31 東京五輪・パラリンピック フラッグツアー
7/31～8/3 大阪府泉佐野市との交流事業
8/2～8/6 日本サッカー協会主催 12 歳以下のサッカー選手の
2/5

研修会開催
8/5・19 特別補導の実施
8/23 滝頭遺跡発掘現場の見学会開催
7/26・8/5 夏休み子ども一日図書館員の実施
7/31・8/7 夏休み特別開館の報告

鈴木図書館長

＜質疑・意見等＞
特になし
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報告案件
特になし
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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 31 号議案 裾野市民文化センター条例の一部を改正する条例の議会提案に
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 31 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
32 号議案、第 33 号議案は非公開とした。

(1)

第 32 号議案 平成２９年度９月補正予算の議会提案について
説明者：教育総務課・学校教育課・生涯学習課・鈴木図書館

(2)

第 33 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 31 号議案

裾野市民文化センター条例の一部を
改正する条例の議会提案について

承認

平成 29 年 8 月 22 日

第 32 号議案

平成２９年度９月補正予算の議会提
案について

承認

平成 29 年 8 月 22 日

承認

平成 29 年 8 月 22 日

第 33 号議案 要保護・準要保護の認定について
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その他教育長または会議において必要と認めた事項
■次回定例教育委員会の予定
日時：平成 29 年 9 月 21 日（木）午後 3 時より
会場：裾野市立南小学校 会議室

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
中学校の学習向上ボランティアをされている方から伺った話で
すが、生徒に学習を教えた成果というものが、何らかの形で示し
ていただけたら嬉しいということでした。当然、生徒の点数といっ
た個人情報に関わるところは教えられないと思いますが、今まで
の成績がどのくらい上がったといったことや、学習を教えたこと
による成果を目に見えるような形で示していただくと、教え甲斐
があるということのようです。このような話を受けましたが、他
のボランティアの方も同様に感じている方もいるかと思いますの
で、何か対応を考えていただけることは出来ないでしょうか。
また、それぞれの学校では、どのくらいの方が学習ボランティ
アとして活躍されているかといった情報につきましても合わせて
教えていただきたいという要望を受けました。
事務局
各学校での人数や回数、どのような形で実施しているかという
ことに関しましてはお答えできるのですが、見える成果を数値と
してお示しすることは難しいかと思います。しかし、学習ボラン
ティアの方々から、教えていただいたことの感想や今まで分から
ない点が分かることで非常に勉強が楽しくなったといった感想に
つきましては可能かと思います。
委 員
文章でも構わないと思いますので、何らかの形で伝えていただ
ければと思います。
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（閉 会）
風間教育長

以上をもちまして、8 月度定例教育委員会を閉会します。
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