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平成29年８月静岡市教育委員会定例会次第 

 

 

１ 日時 

平成29年８月23日（水） 午後１時30分 

 

２ 場所 

静岡市役所 清水庁舎 ３階 第１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10号 静岡市総合運動場条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定め 

         る規則の制定について 

   議案第11号 静岡市教育委員会の点検・評価について 

   議案第12号 「静岡市立図書館の使命、目的とサービス方針」の改訂について 

   議案第13号 特定事業契約の変更について 

   

 （５）報告 

   報告第６号 委員の委嘱について（静岡市文化財保護審議会） 

   報告第７号 委員の委嘱及び任命について（静岡市立登呂博物館協議会） 

   報告第８号 委員の委嘱について（静岡市立芹沢銈介美術館協議会） 

   報告第９号 静岡市スポーツ推進審議会からの建議について 

   報告第10号 委員の委嘱及び任命について（静岡市スポーツ推進審議会） 

 

（６）その他 

 

（７）閉会 
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平成 29年８月教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日 時  平成 29年８月 23日（水） 午後１時 30分 開会 

 

２ 場 所  静岡市役所 清水庁舎 ３階 第１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  委 員 松村 龍夫 

 

       教育委員会事務局 

       教育統括監                 望月 敬剛 

       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 

       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 

       文化財課登呂遺跡担当課長兼登呂博物館長   伊藤 寿夫 

       参与兼文化振興課長             矢澤 嘉章 

       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29年８月教育委員会定例会を開会いたします。 

 

（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「８月定例会 教育長報告」により報告 

 

（４）議事・（５）報告 

 

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。 

       本日の議案は、議案が４件、そして報告が５件、その他の案件が

１件となっております。 

       本来なら、議案を全て審議してから報告を受けるところですが、

本日はほかの事業との兼ね合いで、静岡庁舎から出席している市

長部局の３課、計５件の案件の審議を先に行いたいと思います。 

       また、議案第13号については、静岡市議会の９月定例会に提案さ

れる議案、その他の案件１件については、検討段階の情報が含ま

れる案件となります。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  皆様に御承認いただきましたので、議案第13号及びその他の案件

１件については非公開の扱いといたします。 

       なお、非公開案件の審議については、公開審議の後に行うものと

いたします。 

 

 

＜報告第６号 委員の委嘱について（静岡市文化財保護審議会）＞ 

 

文化財課長  資料に基づいて報告 
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池谷教育長  この件につきまして御質問等ありましたらお願いいたします。 

 

各 委 員  質問・意見なし  

 

 

＜報告第７号 委員の委嘱及び任命について（静岡市立登呂博物館協議会）＞ 

 

登呂博物館長  資料に基づいて報告 

 

池谷教育長  この件につきまして、御質問等ありましたらお願いいたします。 

 

伊藤委員   構成についてお伺いいたします。今までは学校関係、社会教育関

係、家庭教育関係、学識、市民というところが、五つの区分、そ

れぞれ２人ずつの選出となっておりました。ところが、今回は家

庭教育関係がお一人で、学識経験者の方が２名から３名に１名増

えております。今までとちょっとバランスが違っている理由は何

だったんでしょうか。 

 

登呂博物館長  この学識経験者の中で渋江かさね先生につきましては、先ほども       

申しましたとおり、静岡大学の教育学部で成人教育、社会教育、

生涯学習等に関する研究に取り組んでいらっしゃるといったこと

から、家庭教育あるいは社会教育両方の専門をお持ちだというこ

とで、ここで選出区分としましては、静岡大学の先生ということ

で学識経験者という区分に入れましたが、専門分野としては家庭

教育も含むといったことでございます。 

 

池谷教育長  そのほか、質問等ありましたらお願いいたします。 

 

各 委 員  質問・意見なし 

 

 

＜報告第８号 委員の委嘱について（静岡市立芹沢銈介美術館協議会）＞ 

 

文化振興課長  資料に基づいて報告 

 

池谷教育長  この件につきまして、質問等ありましたらお願いいたします。 

 

各 委 員  質問・意見なし 
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＜議案第10号 静岡市総合運動場条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を 

定める規則の制定について＞ 

 

スポーツ振興課長  議案説明 

 

池谷教育長  ただいまの件につきまして、御意見、御質問等ありましたらお願

いいたします。 

        

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。 

 

 

＜報告第９号 静岡市スポーツ推進審議会からの建議について＞ 

 

スポーツ振興課長  資料に基づいて報告 

        

池谷教育長  ただいまの報告につきまして、御質問等ありましたらお願いいた

します。 

 

伊藤委員   御説明をいただいたこの建議を受けて、これからどういうふうに

されていくことになるのでしょうか。 

 

スポーツ振興課長  既にこの提言を受けるといいますか、話し合いの段階で着手して

いる事業もございますし、これをさらに広げていこうと、具体的

な施策のところで着手できるところについては進めてまいります。 

       それから、来年度、スポーツ推進計画の中間見直しを行いますの

で、その中にはこの建議の内容も踏まえて、必要な計画の見直し

等も行って、それを具体的な施策にさらに反映させていこうと考

えております。 

 

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 
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＜報告第10号 委員の委嘱及び任命について（静岡市スポーツ推進審議会）＞ 

 

スポーツ振興課長  資料に基づいて報告 

 

池谷教育長  この件につきまして、質問等ありましたらお願いいたします。 

 

各 委 員  質問・意見なし 

 

 

＜議案第11号 静岡市教育委員会の点検・評価について＞ 

 

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  今まで、内容については何回か教育委員会協議会等でご議論いた

だきました。160ページの大作という、これが最終案ですけれど

も、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。 

 

佐野委員   ようやく完成になったということで、いろんな変更を本当に加え

ていただいてありがとうございます。すばらしいものができ上が

ったんじゃないかと思います。 

       あと、これを活用していくことも十分にやっていかなきゃいけな

い中で、ぜひ学校の先生方に目を通していただきたいという希望

も非常にあります。そうしますと、自分が子どもに接している中

で、大局観を持ちながら教えることができていくんじゃないかな

と思う中で、学校の先生方もお忙しいから、見てごらんという回

覧という形じゃなくて、ちょっと研修センターなんかで30分とか

１時間とって説明をしていただくとか、そういった手法も若干考

えながらやっていくことが、今後、必要かなというふうに思いま

す。これだけいいものをお作りいただいたんで、そういう活用の

方法をぜひ深めていただけたらという、これは希望です。 

 

池谷教育長  ありがとうございました。この点について、コメントをお願いし

たいと思います。 

  

教育総務課教育力  御意見ありがとうございます。私ども係にも主席管理主事が教頭

先生から来てくれてるんですけど、学校の現場での活用について、

これまでのも発刊してますから、聞いていみました。やっぱり校

長、教頭、管理職系はかなり意識があるんですけど、なかなか教

員までは･･･というのが実態の声としてありましたので、今年は

丁寧な文章も添えて学校に送るとともに、その研修の面で何かう
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まく説明をという御意見もいただきましたので、検討してまいり

たいと思います。 

 

池谷教育長  そのほかご意見等いかがでしょうか。 

 

伊藤委員   感想です。先ほど佐野委員もおっしゃられたとおり、とてもいい

ものができて、ありがとうございましたという感謝の気持ちです。 

       私、委員が長いので、この点検・評価は私たち委員にとってもい

つもなかなかのハードワークで、苦労が多かったと思います。 

でも、今年は途中で書式変更をお願いしたりして御迷惑をおかけ

したところもあったのですが、それにもかかわらず、私たちの作

業量も大分少なく、スムーズにできたし、かつ、でき上がったも

のも完成度が高いものにしていただいて、本当によかったな、あ

りがたかったなと思っております。ですから、ぜひ、来年度以降

もこのような感じでうまく作っていただいたらありがたいなと思

いました。 

 

池谷教育長  いただいた御意見について、また来年度に向けて反映してきなが

らやっていきたいと思います。 

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。 

 

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12号 「静岡市立図書館の使命、目的とサービス方針」の改訂について＞ 

 

中央図書館長  議案説明 

 

池谷教育長  この件につきまして、御意見、御質問等ありましたらお願いいた

します。 

 

伊藤委員   形式のことなのですが、改訂案の最終案というところを見ている

と、今までのもとのものとの対比だとは思うのですが、サービス

方針というところの①から⑩までのところで、ところどころ、四
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角がブランクのまま残っている場所が２カ所ほどございます。こ

れはこのフォーマットが最終案ということになるのか、このブラ

ンクに四角は何か意味があるのかどうのかなというのを伺いたい

のですが。 

 

中央図書館長  対照表の形で空欄にしておりますけれども、実際は、ここは詰め

て、空欄がない形に致します。 

 

伊藤委員   わかりました。 

 

池谷教育長  今は見やすく、対照する形にしているということです。 

       そのほかどうでしょうか。 

 

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。 

 

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。 

 

       以上で、公開案件である議案３件、報告５件を終了いたします。 

       ここからは非公開の案件となりますので、関係者でない方は御退

室ください。 

       また、傍聴されている方につきましても、恐れ入りますが、御退

室をお願いいたします。 

 

 

＜議案第13号 特定事業契約の変更について＞（非公開） 

 

教育局理事  議案に基づいて説明 

（学校給食担当） 

 

各 委 員  承認 

 

 

（６）その他 

 

   ○平成30年度の組織機構改正への局要望等について（非公開） 
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教育総務課長  資料に基づいて説明 

 

各 委 員  了承 

 

 

（７）閉会 

 

池谷教育長  以上で、平成29年８月教育委員会定例会を閉会します。 

 

 

 午後２時44分 

 


