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平成28年７月静岡市教育委員会定例会次第 

 

 

１ 日時  

平成28年７月26日（火） 午後２時 

 

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）会議録署名人の決定 

（３）教育長の報告 

（４）議事 

  議案第８号 平成29年度使用静岡市立の高等学校用教科用図書の採択について 

  議案第９号 教職員の人事について 

（５）報告 

  報告第１号 平成29年度静岡市立の高等学校入学者選抜について 

（６）その他 

（７）閉会 
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平成28年７月教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日 時  平成28年７月26日（火） 午後２時 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  委員長 伊藤嘉奈子  委 員 伊澤 三郎 

             委 員 佐野 嘉則  委 員 橋本ひろ子 

             委 員 杉山 節雄  教育長 髙木 雅宏 

 

       事務局 

       教育局長                  望月  久 

       教育局次長                 森下  靖 

       教育局理事（教育環境・権限移譲担当）    髙井  絢 

       教育局理事（学校給食担当）         森下 修一 

       教育局参与                 月見里茂希 

       参与兼教育総務課長             髙津 祐志 

       教育総務課教育力向上政策担当課長      市川 靖剛 

       教職員課長                 仁藤  治 

       教育施設課長                向達  寛 

       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   仁藤 展輝 

       参与兼学事課長               廣瀬  陽 

       教育センター所長              瀧浪  泰 

       中央図書館長                佐野 和宏 

       教育総務課主幹兼調整係長          宮城島清也 

       教育総務課主査               宇佐美亜希 
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４ 日 程 

 

（１）開会 

 

伊藤委員長  ただいまから、平成28年７月教育委員会定例会を開催いたします。 

 

（２）会議録署名人の決定 

 

伊藤委員長  本日の会議に関する会議録署名人を、杉山委員に指定 

 

（３）教育長の報告 

 

髙木教育長  資料「７月定例会 教育長報告」により報告 

 

○６月市議会定例会本会議及び常任委員会における教育関係の質問答弁に関する

質疑応答 

 

伊藤委員長  ６月市議会定例会における教育関係の質問及び答弁の概要につい

て、教育委員には、本日の会議に先立って資料に目を通していた

だいています。御質問や御意見はありますか。 

 

各 委 員  なし 

 

（４）議事 

 

伊藤委員長  本日は、議案２件についての ご審議をお願いします。また、報

告が２件、その他の案件が２件あるとのことです。議案第９号及

びその他の案件２件は、個人情報が含まれるものだということで

すので、旧地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第６

項ただし書の規定により、非公開の扱いとしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし。 

 

伊藤委員長  皆さまに御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。 

 

＜議案第８号 平成29年度使用静岡市立の高等学校用教科用図書の採択について＞ 

 

教育総務課長  議案説明 
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伊藤委員長  各高校で、この教科書を使用したいということで選ばれたものと

いうことですが、原案どおり議決してよろしいでしょうか。 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第９号 教職員の人事について＞（非公開） 

 

教職員課長  議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

（５）報告 

 

＜報告第１号 平成29年度静岡市立の高等学校入学者選抜について＞ 

 

教育総務課長  資料に基づいて説明 

 

伊澤委員   清水桜が丘高校の特別選考枠が、これまでの40パーセントから35

パーセントになることについては、教育委員会協議会において協

議したところですが、その時には、市立高校の科学探究科の特別

選考枠10パーセントを設けることについては説明がありませんで

した。内容を教えていただけますか。 

 

教育総務課長  市立高校の科学探究科に新たに10パーセントの特別選考枠を設け

ることについてですが、定員が40人ですので、４人になります。

新たに設定した理由ですが、科学探究の魅力について更に情報発

信するとともに、科学的・数学的な見識の高い生徒、子どもの頃

から積極的に科学的・数学的な活動をしている生徒を入学させた

いという学校の思いがあり、学校長が裁量枠を設けることを決め

たものです。 

 

伊澤委員   そういう子どもたちについて、中学校から推薦を受けるというこ

とでしょうか。 

 

教育総務課長  試験を行うのですが、学校での主要５教科等の成績に加え、試験

の中で作文があります。その作文での選考、また、過去に科学等

においてどのような活動をしてきたのかという内容を重視すると

聞いております。 

 

伊藤委員長  一般選考では、調査書の数学の成績や当日の試験の数学の点数を

重く見るということはできないと思いますが、学校裁量枠になる
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と、数学や理科の成績の良い生徒を合格させることもできるので

しょうか。 

 

教育総務課長  科学探究科の一般選考の場合、学校での５教科の成績のうち、英

語、数学、理科については通常の倍の点数に換算しています。 

 

伊藤委員長  学校裁量枠の場合は、いかがですか。 

 

教育総務課長  一般選考以上に特定の科目に加点をするということは聞いていま

せん。５教科については、一般選考と同様に評価し、さらに作文

や過去の活動などから人物を重視して選考することとなります。 

 

伊藤委員長  例えば、数学検定で級を取得していることなども評価の対象とな

るのでしょうか。 

 

教育総務課長  そのようなことも評価の対象となります。 

 

髙木教育長  市立高校の特別裁量枠の選抜方法の概要ですが、改めて普通科と

科学探究科を見比べてみると、途中までは同じですが、少し文言

が違います。科学探究科は、「調査書の諸活動の記録・特記事項

及び作文の結果に優れた者を合格者とする」とあり、「特記事項

及び作文の結果」を評価することが普通科との違いです。具体的

にどういうことかというと、例えば、科学に関係するクラブで活

動をして受賞したというようなことです。理科に関する活動を奨

励するものはいくつか例があり、静岡倶楽部や静岡科学館などで

行われています。科学に関する活動を応援する活動も、いろいろ

なところで行われていて、そのようなところで研究推進をしたと

いうことを重要視していくということだと思います。また、作文

がありますので、科学探究に対する受験者の思いが如実に表れて

いたら、加点をしたいと、学校としては考えていると受け止めま

した。 

 

佐野委員   清水桜が丘高校の特別選考枠は、40パーセントから35パーセント

に減るわけですが、受験者に対しての説明はどのようにしますか。

この枠で清水桜が丘高校に入学したいという生徒は、必ずいます。

門戸が狭くなったのはなぜかと尋ねられた場合、どのように答え

ますか。 

 

教育総務課長  そこまでは、学校に確認をしていません。 

 

髙木教育長  そのようなことは想定されるので、清水桜が丘高校に、問い合わ
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せがあった場合に、きちんと答えられるように準備をしておくよ

うに指示をします。 

 

伊藤委員長  この報告についての質疑は以上でよろしいでしょうか。 

 

各 委 員  了承 

 

＜報告第２号 全国学力・学習状況調査の公表について＞ 

 

学校教育課長  資料に基づいて説明 

 

伊藤委員長  国の公表が８月25日の夕方だという御説明でしたが、この８月25

日に、静岡市全体の結果がこちらに届くということでしょうか。 

 

学校教育課長  毎年、国の公表の日に結果が届いていたのですが、今年は、文部

科学省で配慮して、８月17日には静岡市教育委員会に結果が届き

ます。各学校には、その翌日、文部科学省から結果が直送されま

す。全国で報道が解禁になる１週間前には教育委員会に結果が届

いているという状況になります。 

 

伊藤委員長  それでは、８月24日開催予定の教育委員会定例会で結果を報告し

ていただけるのでしょうか。 

 

髙木教育長  ９月２日の教頭会で伝える前に、教育委員の皆様に結果をお伝え

します。具体的な日付まではこの場で申し上げることができませ

んが、まずは、教育委員の皆様にお伝えします。 

 

伊藤委員長  報告の方法等も御配慮いただきたいと思います。報道前には秘密

を守る必要がありますので。 

 

髙木教育長  全国学力・学習状況調査の結果の公表ですが、基本的には昨年度

と同様です。学校別の点数や個人の点数は、教育委員会からは発

表をしないということです。学校では、自校の成果・課題をしっ

かりと把握し、それを学校ごとに公表します。さらに10月末まで

には、対策についても、学校ごとに公表します。教育委員会によ

る公表、学校による公表と段階を経ながら、使命を果たしていき

たいと思います。 

 

橋本委員   これまでも行ってきたことだと思いますが、現在、小中一貫教育

を進めているところですので、小学校と中学校で課題を共有しな

がら、一緒に何ができるのかということを考えていくことができ
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るような働きかけをお願いしたいと思います。 

 

髙木教育長  今後、小中一貫教育を進める中で、小学校・中学校両方の研修主

任が集まってお互いに課題を確認し合うような場を意図的に設け

るように事務局から働きかけていきたいと思います。 

 

伊藤委員長  今年度は、難しいかもしれませんが、将来的には、学校だより等

で保護者に結果等を知らせるときには、小中一貫教育の視点も盛

り込んでいただくようにお願いします。 

 

髙木教育長  心がけます。 

 

各 委 員  了承 

 

（６）その他 

 

〇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 

 

各 委 員  了承 

 

〇教職員の行き過ぎた指導について（非公開） 

 

教職員課長  資料に基づいて説明 

 

各 委 員  了承 

 

（７）閉会 

 

伊藤委員長  以上で、平成28年７月静岡市教育委員会定例会を閉会します。 

 

 午後３時14分 

 


