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平成30年３月静岡市教育委員会定例会次第 

 

１ 日時 

平成30年３月26日（月） 午後１時30分 

 

２ 場所 

静岡市上下水道庁舎 ７階 ７１会議室 

 

３ 日程 

（１）開会 

（２）会議録署名人の指定 

（３）教育長の報告 

（４）議事 

議案第 49号 静岡市スポーツ施設配置適正化方針の策定について 

議案第 50号 静岡市教育委員会働き方改革プランの策定について 

議案第 51号 静岡市立高等学校定時制課程の在り方について 

議案第 52号 静岡市文化財資料館条例施行規則の一部改正について 

議案第 53号 静岡市図書館条例施行規則の一部改正について 

議案第 54号 地方自治法第 180条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属する 

事務の補助執行に関する規則の一部改正について 

議案第 55号 静岡市教育委員会事務局事務専決規則の一部改正について 

議案第 56号 静岡市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について 

議案第 57号 静岡市教育委員会公印規則の一部改正について 

議案第 58号 静岡市教育委員会事務局等職員職名規則の一部改正について 

議案第 59号 静岡市立学校職員職名規則の一部改正について 

議案第 60号 静岡市立小学校及び中学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規則 

の一部改正について 

議案第 61号 静岡市立の高等学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改 

正について 

議案第 62号 静岡市教育職員の給与に関する条例施行規則の一部改正について 

議案第 63号 静岡市立高等学校管理規則の一部改正について 

 （５）報告 

報告第19号 平成30年度静岡市立の高等学校における入学者選抜の結果について 

（６）その他 

 

 （７）閉会 
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平成 30年３月教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日 時  平成 30年３月 26日（月） 午後１時 30分 開会 

 

２ 場 所  静岡市上下水道庁舎 ７階 ７１会議室 

 

３ 出席者  教育委員  教育長 池谷 眞樹  委 員 橋本ひろ子 

             委 員 伊藤嘉奈子  委 員 佐野 嘉則 

             委 員 杉山 節雄 

 

       教育委員会事務局 

       教育局長                  望月  久 

       教育統括監                 望月 敬剛 

       教育局次長                 髙井  絢 

       教育局理事（学校給食担当）         森下 修一 

       参与兼教育総務課長             秋山  健 

       教育総務課教育力向上政策担当課長      岡山 卓史 

       教職員課長                 寺部  晃 

       教職員課厚生・給与担当課長         鈴木 寿享 

       教育施設課                 村上 徹真 

       学校教育課長                川島 広己 

       学校教育課特別支援教育センター担当課長   鈴木 崇正 

       学事課長                  坂井 義則 

       参与兼教育センター所長           瀧浪  泰 

       中央図書館長                堀川  仁 

       文化財課長                 岡村  渉 

       スポーツ振興課長              稲葉  光 

       教育総務課課長補佐兼総務係長        宮城島清也 

       教育総務課主査               澤野 倫世 
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４ 日 程 

 

（１）開会 

 

池谷教育長  ただいまから平成30年３月教育委員会定例会を開会いたします。 

松村委員が欠席となりますが、会議の定足数は満たしております。 

   さて、本日は平成29年度最後の教育委員会定例会となります。 

 毎回、教育局長をはじめ、関係所属長の皆様の出席をもって会議

を開催してきましたが、今回の会議の出席者の中に、３月末をも

って退任・退職される方がお二人いらっしゃいますので、ご紹介

します。 

文部科学省に戻られる 髙井絢 教育局次長と、定年退職される 

森下修一 教育局理事です。 

 

（教育局次長・教育局理事 退職の挨拶） 

 

池谷教育長  ありがとうございました。４月以降もお体に気をつけて、今後の

お立場から、これからも静岡市の教育行政にお力添えをいただけ

たらうれしく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）会議録署名人の指定 

 

池谷教育長  本日の会議に関する会議録署名人を橋本委員に指定 

 

（３）教育長の報告 

 

池谷教育長  資料「３月定例会 教育長報告」により報告 

続きまして、３月 20 日まで行われた市議会２月定例会の本会議

及び常任委員会における質問答弁等の内容についてです。 

委員の皆様には、前もって資料が配付されておりますが、ご質問

やご意見があればお願いします。 

     

    各 委 員  意見・質問なし 

   

 

（４）議事 

 

池谷教育長  それでは、議事に入ります。 

       お手元の資料、会議の流れをごらんください。 

       本日は、議案15件の審議を予定しています。また、報告が１件、

その他の案件が３件あります。 
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     なお、その他の案件３件については個人情報が含まれます。これ

らについては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条

第７項ただし書きの規定により、非公開の扱いとしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  皆様にご承認いただきましたので、これらの案件については非公

開の扱いといたします。 

       なお、非公開案件については、公開審議の後に行うものとします。 

       では、審議に入ります。 

 

 

＜議案第 49号 静岡市スポーツ施設配置適正化方針の策定について＞ 

 

スポーツ振興課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

 

各 委 員  質問・意見なし  

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

     

 

＜議案第50号 静岡市教育委員会働き方改革プランの策定について＞ 

 

教職員課長  議案説明 

        

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

伊藤委員   本日の議案について、先日の教育委員会協議会で議論となりまし  

       た部分、５ページの最下段「⑤保護者からの時間外の問い合わせ 

を減らす取組」ということを項目で特出ししていただいて、電話

の対応を考える、あるいは６ページの最上段の、そのことを地域

の皆様、保護者の皆様にご理解いただく、ということをきちんと
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明記していただいたことがとても良かったと思いました。 

ありがとうございました。 

そこで、質問が２点あります。私が探せなかっただけかもしれま

せんが、表紙の次にありますグランドデザインのシート中、「事

務業務の軽減」の中の市教委の４つ目「給食費の公会計化の検

討」と書かれています。これは来年度ご検討くださるということ

を私たち教育委員にもご説明いただいていて、いいことだと思っ

ておりますが、本文にも書かれていますか。 

 

    教職員課長  これは本文には書かれておりません。 

 

    伊藤委員   本文にも説明があったほうが、きっとわかりやすいのではないか

と思います。 

     

    教職員課長  そうですね。追加で記載させていただきたいと思います。 

 

    伊藤委員   説明があったほうが、きっとわかりやすいですし、検討していた

だくことは大事なことですので、もし書き加えることが可能であ

ればお願いしたいと思いました。 

           それから、もう１点。６ページの「⑥日課表の見直し」というと

ころです。焼津市の小学校の取組が紹介され、午前５時間制授業

はメリットがあるということが書かれています。 

           そこの最後の二行ですが、「そこで、教育委員会では、こうした

日課表の見直しによる授業時間確保の取組を支援し、始業・終業

時間を各学校で設定できるよう努めていく。」とあります。 

           質問としては、始業・終業時間というのは、現状では各学校で設

定できるようにはなっていないということでしょうか。夏期休暇

などは、各学校独自で決めているとうかがっていたので、日々の

時間はどうですか。 

 

    教職員課長  基本的に、教育委員会から始業時間は何時、終業時間は何時とい

うように指示をしているということはありません。学校が決める

ようなかたちになっております。山間地にある学校については、

バス通学の児童生徒が多いという現状がございまして、来年度は

バスの時刻に合わせた始業・終業にするという話を聞いておりま

す。それについて、教育委員会として否定するものではありませ

ん。 

午前５時間制授業についてデメリットもあります。出張など、午

後に会議がある場合、会議が16時30分や16時45分に終了すること

が多いものですから、その際は時間外勤務となってしまいますの

で、関係諸機関と調整が必要になるかと思います。 
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伊藤委員   この二行を読みますと、今まで学校独自では決められなかったん

だ、縛りがあったんだ、と読み取ってしまいました。教育委員会

では支援し、努めていくということなので、ルールを改正しなけ

ればいけないのかなと、少し分かりにくい気がしました。 

       各学校が自主的に、始業・終業時間や夏期休暇を設定するという

ことは当然必要なことだと思いますので、分かりやすい文章にし

ていただけるとよいかと思います。 

 

教職員課長  再度検討させていただきます。 

 

池谷教育長  いまの二点について、対応をお願いいたします。 

 

橋本委員   ４ページ「（１）時間管理の徹底」中、「②長期休業中の学校に日

直を置かなくてもよい期間の設定」については、本当に有り難い

と思います。これは徹底的に進めていただきたいと思うところで

す。 

私の教員時代の記憶を思い起すと、ここに書かれている夏休みの

お盆期間についてですが、毎年この期間に開催される「全国少年

少女草サッカー大会」について、事務局から各学校あてに、会場

校としての受入れについて依頼が来ていた覚えがあります。受入

れる学校については、開催期間中、放送設備の使用等があるので、

教頭先生や職員が出勤して対応していると思います。サッカーの

まち静岡ですから、全国大会の受入れを断ることはなかなかでき

ません。この学校は教頭先生が出てきてくれたけど、こっちの学

校は自分たちでやってくださいと言われたというような、学校ご

と対応が異なるようではよろしくないと思います。 

もし静岡市として受入れるとするならば、学校の対応も統一し、

調整していかないと、一斉に「日直を置かなくてもよい期間」が

実施できないのではないかと心配しています。実施に向けて、ぜ

ひ考慮していただきたいと思います。 

 

教職員課長  ありがとうございます。関係機関といろいろな調整、連携が必要

になると思います。また御意見いただけたらと思います。 

 

池谷教育長  そのほかいかがでしょうか。 

先ほど伊藤委員からご意見いただいた二点について、事務局の方

で修正を行うということでありますが、その点も含めて本日議決

をいただきたいと思います。修正後につきましては、改めてお渡

しするということで、この件については、原案どおり承認という

ことでよろしいでしょうか。 



－7－ 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

     

     

＜議案第51号 静岡市立高等学校定時制課程の在り方について＞ 

 

教育総務課教育力  議案説明 

向上政策担当課長 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

伊藤委員   情報がないので、もし分かれば教えていただきたいです。 

       今年の４月に静岡市立高等学校定時制に入られる生徒さんは何人

いらっしゃいますか。 

 

教育総務課教育力  後程ご説明させていただきますが、御質問いただきましたので 

向上政策担当課長  お答えさせていただきます。 

       今回、第一次希望者は７名、うち合格者は５名でした。その後追

加募集を行ったところ希望者が２名いらっしゃいましたが、合格

には至りませんでしたので、結果４月の定時制入学者は５名とな

ります。 

 

伊藤委員   パブリックコメントの回答の中で、「平成30年度に受検希望の中

学生に対しても個別に説明し、御意見をいただいているところで

す。」とあります。今回合格された５名の方についても、この手

続きを経ているということでよろしいでしょうか。 

 

教育総務課教育力  ここに記載の、平成30年度に受検希望の中学生に対しての個別説 

向上政策担当課長  明ですが、当初受検を希望された方が９名いらっしゃいました。 

そのうち受検された方が７名、合格者が５名ということで、いず 

れも当初に説明をさせていただいた方であることを学校にも確認 

済です。 

     

    池谷教育長  そのほかよろしいでしょうか。 

 

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 
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各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第52号 静岡市文化財資料館条例施行規則の一部改正について＞ 

 

文化財課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第53号 議案第53号 静岡市図書館条例施行規則の一部改正について＞ 

 

中央図書館長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします 

 

 

＜議案第54号 地方自治法第180条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属す 

る事務の補助執行に関する規則の一部改正について＞ 
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教育総務課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第55号 静岡市教育委員会事務局事務専決規則の一部改正について＞ 

 

教育総務課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第56号 静岡市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について＞ 

 

教育総務課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 
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各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第57号 静岡市教育委員会公印規則の一部改正について＞ 

 

教育総務課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第58号 静岡市教育委員会事務局等職員職名規則の一部改正について＞ 

 

教育総務課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第59号 静岡市立学校職員職名規則の一部改正について＞ 

 

教職員課長  議案説明 
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池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

 

＜議案第60号 静岡市立小学校及び中学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規 

則の一部改正について＞ 

 

教職員課   議案説明 

厚生・給与担当課長 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第61号 静岡市立の高等学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部 

改正について＞ 

 

教職員課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ
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しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第62号 静岡市教育職員の給与に関する条例施行規則の一部改正について＞ 

 

教職員課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第63号 静岡市立高等学校管理規則の一部改正について＞ 

 

教育総務課長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、原案どおり承認ということでよろ

しいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし 

 

池谷教育長  それでは、原案どおり承認といたします。 

 

 

（５）報告 
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＜報告第19号 平成30年度静岡市立の高等学校における入学者選抜の結果について＞ 

 

教育総務課長  資料に基づいて報告 

 

池谷教育長  この件につきまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

        

各 委 員  質問・意見なし 

 

池谷教育長  それでは、この件については、以上といたします。 

 

 

池谷教育長  以上で、公開案件が終了しました。 

ここからは非公開となりますので、関係職員以外はご退出くださ

い。 

また、傍聴されている方につきましては、恐れ入りますが、御退

室をお願いいたします。 

 

 

（６）その他 

 

〇その他① 平成２９年度 校長の人事評価結果について（非公開） 

 

教職員課長  資料に基づいて説明 

 

各 委 員  了承 

 

 

〇その他② 体罰に関する調査の結果について（非公開） 

 

教職員課長  資料に基づいて説明 

 

各 委 員  了承 

 

 

〇その他③ 教職員の人事について（非公開） 

 

教職員課長  資料に基づいて説明 

 

学校教育課長  資料に基づいて説明 

 

教育総務課長  資料に基づいて説明 
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各 委 員  了承 

 

 

（７）閉会 

 

池谷教育長  以上で、平成30年３月教育委員会定例会を閉会します。 

 

 

 午後３時25分 

 

 

 


