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平成27年８月静岡市教育委員会定例会次第 

 

 

１ 日時  

平成27年８月26日（水） 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）議案 

議案第21号 教育委員会の点検・評価について 

議案第22号 委員の委嘱について（静岡図書館協議会） 

議案第23号 静岡市立小学校及び中学校通学区域の変更について 

議案第24号 静岡市総合運動場条例の一部改正について 

議案第25号 静岡市体育館条例の一部改正について 

議案第26号 静岡市城北運動場条例の一部改正について 

議案第27号 静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド条例の一部改正について 

議案第28号 静岡市スポーツ広場条例の一部改正について 

議案第29号 静岡市清水庵原球場条例の一部改正について 

（５）報告 

   報告第５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６号 静岡市指定文化財の指定に関する諮問について 

（６）その他 

（７）閉会 
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平成 27年８月教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日 時  平成 27年８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 佐野 嘉則  委 員 伊藤嘉奈子 

             委 員 伊澤 三郎  委 員 髙野 康代 

             教育長 髙木 雅宏  委 員 橋本ひろ子 

 

       事務局 

       教育局長                 池谷 眞樹 

       教育局次長                森下  靖 

       教育局参与                山田 欣也 

       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                月見里茂希 

       教育施設課長               妻木 明仁 

       学校教育課長               小林 文人 

       参与兼学事課長              廣瀬  陽 

       参与兼学校給食課長            森下 修一 

       教育センター所長             瀧浪  泰 

       中央図書館長               矢澤 嘉章 

       歴史文化課課長              丸岡 浩三 

       スポーツ振興課葵・駿河施設係長      望月 啓生 

       スポーツ振興課清水施設係長        福井 秀明 

       スポーツ振興課主査            三矢 次郎 

       教育総務課調整係長            小林以津子 

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

 

（１）開会 

 

佐野委員長  ただいまから、平成27年８月静岡市教育委員会定例会を開催します。 

 

（２）会議録署名人の決定 

 

佐野委員長  本日の会議に関する会議録署名人を、橋本委員に指定 

 

（３）教育長報告 

 

髙木教育長  資料「８月定例会 教育長報告」により報告 

 

（４）議案 

 

佐野委員長  それでは、議事に入ります。本日は、議案９件の御審議をお願いし

ます。また、報告が２件あるとのことです。 

       なお、議案第24号から議案第29号までは、今後、市議会への提案を

予定している議案です。また、報告第６号には、個人情報が含まれて

いるとのことです。 

       これらについては、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。 

 

佐野委員長  皆様に御承認いただきましたので、議案第24号から議案第29号まで

及び報告第６号については、非公開の扱いといたします。 

なお、非公開の案件については、公開案件を審議した後に扱うもの

とします。 

 

＜議案第21号 教育委員会の点検・評価について＞ 

 

教育総務課長  議案説明 

 

髙野委員   点検・評価報告書が完成した後は、議会に報告し、各議員と各学校

に配付していますが、これまでに、報告書について、議員や学校現場

から反応はありましたか。 
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教育総務課長  特に聞いていません。批判や、もっとこうした方が良いという具体

的な意見も特に頂戴していない状態です。 

 

髙野委員   第２期静岡市教育振興基本計画については、議会の常任委員会で報

告しましたよね。毎年、点検・評価に対しての学識経験者からの指摘

が、基本計画を進める上でとても参考になり、ぜひ取り入れたくなる

非常に貴重なアドバイスが多いと思っています。今年度、作成した点

検・評価報告書の、最後の学識経験者お二人の総評の中で、「事業間

の連携」「事業間のヨコの連携」という共通したキーワードが出てき

ています。事業や組織を超えて、各部局でネットワークを作って課題

に対応するということで、このことも今後、基本計画を進めていく上

では、とても大切だと思います。特に、基本計画の重点的に取り組む

事業の中でも、シチズンシップ教育や子どもの貧困対策などは、全市

的に行政の各分野で連携して取り組む必要があると思います。ですの

で、学識経験者の意見などを読んでいただくためにも、議会に対する

報告は、議長報告ではなく、常任委員会で教育総務課長から主なとこ

ろを議員に報告し、今後の各部局を超えた事業間の連携なども大事で

あるということを示していただけるとよいのではないかと思いました。

ぜひ、常任委員会への報告について御検討いただきたいと思います。 

 

佐野委員長  今の髙野委員の御意見については、ぜひ、生かしていただきたいと

思います。 

 

伊澤委員   第２期振興基本計画は、前期のものと比べて、かなりコンパクトな

冊子になりました。そして、点検・評価報告書も、平成24年度事業分、

平成25年度事業分はかなりのボリュームがありましたが、今回の点

検・評価報告書は、ページ数が少なくなっています。それは、昨年度

まで２ページを割いて１事業を載せていたものを、掲載する情報を精

査して１事業を１ページで説明することとしたことなどによるもので

すが、事業がコンパクトになったことを表すものではありません。事

業としては、より充実させていくことが必要ですし、髙野委員の御意

見にありましたように、今後は、教育委員会の中の各課等の連携だけ

でなく、青少年の育成や福祉に関係する市長部局との連携が一層必要

になります。そのようなことを、この点検・評価報告書の中で表現す

ることができるとよいと思いました。教育振興基本計画は、第１期、

第２期と連続して、「たくましく しなやかな子どもたち」を目指す

子どもたちの姿としていますが、これは、教育委員会だけでは、決し

て実現できるものではないと思いますので、議会に報告をする際には、

そのようなことを十分に議員に伝えていただきたいと思いました。 
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髙野委員   行政各分野との連携についての説明は、議員に対しても必要ですが、

教育長、教育局長も出席する局長会議などで、何か機会があれば、点

検・評価に限らず、いろいろな事業について、各分野の協力を求める

ことを随時発信していただきたいと思います。 

       先日の移動教育委員会でも、地域連携についての区役所の話や学習

支援をしている大学生の話などがありました。福祉部局で委託して実

施していることもあると思いますので、福祉や他の行政分野に対して

情報発信することも心がけるようにすると、点検・評価の際に学識経

験者のお二人のおっしゃっていた事業間の連携やネットワーク化のき

っかけの一つになると思います。 

 

髙木教育長  とてもよい意見をいただきました。まさしく、そのとおりだと思い

ますし、これまでも、委員の皆さんからは、作成した点検・評価報告

書をいかに活用するのかについての御意見をいただいています。今日

は、議員、議会への働きかけ、それから、髙野委員がお話しされた局

長会議等を通じての局間連携という御意見をいただきました。教育局

長も、日頃から、局間での連携が必要だということを盛んに言ってい

ますので、次の局長会議では、点検・評価報告書の冊子を活用して、

このように取り組んでいるので、連携をお願いしたいと言うことがで

きる体制をつくりたいと思います。併せて、各学校の校長に対してで

すが、私も繰り返し、教育振興基本計画の下に教育を推進しているこ

とを説明していますが、さらに、点検・評価について説明したいと思

います。 

 

伊藤委員   この点検・評価報告書についてではありませんが、関連することで

すので、お話させていただきます。 

第１期教育振興基本計画は、今回、平成26年度事業についての点

検・評価を行って終わりますが、本年度から第２期教育振興基本計画

がスタートしています。そうすると、来年度に向けて、第２期教育振

興基本計画に基づく事業の点検・評価をどのように行うのかを考えな

ければなりません。第１期と第２期では、点検・評価の方法も変わる

と思いますので、その方法について確認したいと思います。先ほど、

他の課との関係性も大事だという御指摘がありましたので、来年度か

らの点検・評価は、そういう視点でも評価することができるとよいと

思います。また、４月定例会でアクションプランについての報告を受

けた時に、この時期から来年度のアクションプランを検討しなければ

ならないという話をしました。今年度のアクションプランは、あっと

いう間に作ったように思います。アクションプランの作成は、この点

検・評価につながる作業だと思いますので、私たち委員に投げかけて

いただきたいと思います。 
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佐野委員長  それでは、議案第21号については、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22号 静岡市図書館協議会委員の委嘱ついて＞ 

 

中央図書館長  議案説明 

 

佐野委員長  今後は、市立図書館と学校図書館の連携がより重要になるというこ

とが点検・評価でも言われていますが、そのような議論は、この協議

会の場で行われているのでしょうか。市立図書館と学校図書館の連携

について、協議会では、どのようなことを議論されているのか、簡単

に説明をお願いします。 

 

中央図書館長  学校図書館との連携については、この協議会の中でも御意見をいた

だきました。図書館としては、毎年、学校司書の研修会に講師を派遣

して、選書の仕方や読み聞かせの方法など基本的なことについて、お

話をさせていただいています。今年度も、２回ほど研修に出席をさせ

ていただきました。そのほか、図書館の使い方の冊子を毎年作成して、

年度当初に各学校に配付して、協力貸出しや団体貸出しという貸出し

の方法についての説明をさせていただいております。 

 

佐野委員長  議案第22号については、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23号 静岡市立小学校及び中学校の通学区域の変更について＞ 

 

学事課長   議案説明 

 

佐野委員長  議案第23号については、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24号 静岡市総合運動場条例の一部改正について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課  議案説明 

清水施設係長 
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各 委 員  承認 

 

＜議案第25号 静岡市体育館条例の一部改正について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課  議案説明 

清水施設係長 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第26号 静岡市城北運動場条例の一部改正について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課  議案説明 

清水施設係長 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第27号 静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド条例の一部改正について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課  議案説明 

清水施設係長 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第28号 静岡市スポーツ広場条例の一部改正について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課  議案説明 

清水施設係長 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第29号 静岡市清水庵原球場条例の一部改正について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課  議案説明 

清水施設係長 

 

各 委 員  承認 

 

（５）報告 

 

＜報告第５号 静岡市スポーツ推進審議会からの建議について＞ 
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スポーツ振興課  報告 

葵・駿河施設係長   

 

各委員    了承 

 

＜報告第６号 静岡市指定文化財の指定に関する諮問について＞（非公開） 

 

歴史文化課長  報告 

 

    各委員    了承 

 

（６）その他 

 

○学校給食での家康公献立の提供について 

     

学校給食課長   先週の８月19日に開催された総合教育会議の中でも情報提供させ

ていただきましたが、本年実施されている家康公顕彰400年記念事業

の中で、家康公が愛した静岡の味を学校給食で提供して、子どもた

ちにも味わっていただくという企画をしまして、間もなく、９月中

に市立の全小中学校で実施されます。９月17日の木曜日には、中吉

田の学校給食センターから給食が提供される安西小学校において、

市長にも加わっていただいて、子どもたちと一緒に給食を食べてい

ただくこととなりましたので、報告させていただきます。繰り返し

になりますが、９月17日木曜日、安西小学校でございます。安西小

学校の６年生は２クラスあります。６年２組の方に市長に加わって

いただき、６年１組の方に教育長に加わるという形で実施を考えて

います。 

        本日、その情報を報道に提供しましたので、９月17日当日は、報

道の方にも来ていただいて、いろいろな形で市内に情報発信ができ

たらと思っています。 

 

各 委 員  了承 

 

（７）閉会 

 

佐野委員長  以上で、平成27年８月教育委員会定例会を閉会します。 

 

 午後４時58分 

 

 


