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平成28年１月静岡市教育委員会定例会次第 

 

 

１ 日時  

平成28年１月19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）議案 

議案第45号 静岡市博物館条例の一部改正について 

議案第46号 静岡市西ケ谷総合運動場及び静岡市清水総合運動場の指定管理者の指定

について 

議案第47号 静岡市中央体育館、静岡市東部体育館、静岡市北部体育館、静岡市南部

体育館、静岡市長田体育館、静岡市蒲原体育館並びに清水清見潟公園

体育館、室内プール及びトレーニング室の指定管理者の指定について 

議案第48号 静岡市清水ナショナルトレーニングセンター、静岡市清水蛇塚スポーツ

グラウンド、静岡市清水庵原球場並びに清水日本平運動公園球技場及

び庭球場の指定管理者の指定について 

議案第49号 静岡市城北運動場、静岡市清水長崎新田スポーツ広場、静岡市有度山総

合公園運動施設テニスコート及び静岡市有度山総合運動施設ターゲッ

トバードゴルフ・グラウンドゴルフ場の指定管理者の指定について 

議案第50号 静岡市自然の家条例及び静岡市キャンプ場条例の一部改正について 

議案第51号 静岡市立学校設置条例の一部改正について 

議案第52号 静岡市教育職員の給与に関する条例の一部改正について 

議案第53号 静岡市教育職員の給与に関する条例の一部改正について 

議案第54号 静岡市篤志奨学基金条例の一部改正について 

議案第55号 静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業契約の締結について 

議案第56号 平成27年度補正予算案について 

（５）報告 

   報告第９号 静岡市指定文化財（有形文化財）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28年１月教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日 時  平成28年１月19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 

             委 員 橋本ひろ子  教育長 髙木 雅宏 

 

       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 

       教育センター研修係長           澤野  覚 

       中央図書館長               矢澤 嘉章 

       歴史文化課課長              丸岡 浩三 

       歴史文化課登呂遺跡担当課長兼登呂博物館長 伊藤 寿夫 

       文化振興課参事兼芹沢銈介美術館長     岸端  隆 

       スポーツ振興課長             山田 裕才 

       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28年１月静岡市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 

 

佐野委員長  本日の会議に関する会議録署名人を、髙木教育長に指定 

 

（３）教育長報告 

 

髙木教育長  資料「１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12件の御審議をお願いい

たします。また、報告が１件、その他の案件が１件あるとのことです。 

       なお、議案第45号から議案第56号までは、今後、市議会への提案を

予定している議案です。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45号から議案第56号まで

については、非公開の扱いといたします。 

 

＜議案第45号 静岡市博物館条例の一部改正について＞（非公開） 

 

歴史文化課登呂  議案説明 

遺跡担当課長 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第46号 静岡市西ケ谷総合運動場及び静岡市清水総合運動場の指定管理者の

指定について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課長  議案説明 
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各 委 員  承認 

 

＜議案第47号 静岡市中央体育館、静岡市東部体育館、静岡市北部体育館、静岡市

南部体育館、静岡市長田体育館、静岡市蒲原体育館並びに清水清見潟公園体育館、

室内プール及びトレーニング室の指定管理者の指定について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課長  議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第48号 静岡市清水ナショナルトレーニングセンター、静岡市清水蛇塚スポ

ーツグラウンド、静岡市清水庵原球場並びに清水日本平運動公園球技場及び庭球

場の指定管理者の指定について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課長  議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第49号 静岡市城北運動場、静岡市清水長崎新田スポーツ広場、静岡市有度

山総合公園運動施設テニスコート及び静岡市有度山総合公園運動施設ターゲット

バードゴルフ・グラウンドゴルフ場の指定管理者の指定について＞（非公開） 

 

スポーツ振興課長  議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第50号 静岡市自然の家条例及び静岡市キャンプ場条例の一部改正について＞

（非公開） 

 

教育総務課長  議案説明 

スポーツ振興課長  議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第51号 静岡市立学校設置条例の一部改正について＞（非公開） 

 

教育総務課長  議案説明 

 

各 委 員  承認 
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＜議案第52号 静岡市教育職員の給与に関する条例の一部改正について＞（非公開） 

 

教職員課長  議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第53号 静岡市教育職員の給与に関する条例の一部改正について＞（非公開） 

 

教職員課長  議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第54号 静岡市篤志奨学基金条例の一部改正について＞（非公開） 

 

学事課長   議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第55号 静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業契約の締結について＞

（非公開） 

 

学校給食課長  議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

＜議案第56号 平成27年度補正予算案について＞（非公開） 

 

教育局次長  議案説明 

 

各 委 員  承認 

 

（５）報告 

 

＜報告第９号 静岡市指定文化財の指定に関する諮問について＞ 

 

歴史文化課長  報告 

 

髙野委員   この物件は、平成22年の静岡市美術館の開館記念展がきっかけで、

それまで知られていなかったものが出てきたという御説明だったと思
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いますが、他にも埋もれた文化財があるかもしれません。そういった

ものを掘り起こすために、例えば、広報で情報を集めるなど、何かし

ているのでしょうか。 

 

歴史文化課長  まず、指定するに当たっては、候補物件リストに搭載されます。そ

のリストに搭載されるに当たっては、自薦、他薦もありますし、文化

財保護審議会の調査に基づき搭載されることもあります。これから開

催する１月26日の審議会の中でも、そのリストについて、改めて委員

の方々に御審議いただくことになっていまして、今回、御報告しまし

た臨済寺の物件については、昨年のこの審議会の中で報告されたもの

です。 

 

髙野委員   事務局や審議会の委員がアンテナを高くして、そのリストが適切で

あるかどうかを常に見ているということでしょうか。 

 

歴史文化課長  それもありますし、こちらの方からも資料を提供して、委員の方に

も実際見ていただくという形をとっております。 

 

佐野委員長  この件は、以上でよろしいでしょうか。 

 

各 委 員  了承 

 

（６）その他 

 

○市民スポーツ情報の提供について（スポーツ振興課） 

 

スポーツ振興課長  報告 

 

佐野委員長  実際に、子どもたちが非常にいい経験をさせていただいたようです

が、感想は聞いていますか。 

 

スポーツ振興課長  まず、ＮＥＣバレーボールの件ですが、まず、選手の大きさで、小

学生ですので、身長２メートルを越えるような方を見たことがないと

いうのが感想でした。それから、指導については、非常に基本的な体

の動かし方を一から丁寧に教えていただいたということで、子どもた

ちも非常に喜んでいました。また、子どもたちと一緒にいらした保護

者の皆さん、特にお母さんたちからは、大竹選手に憧れていたという

話もあり、また、ぜひ、こういう機会を設けてほしいという感想があ

りました。 

       それから、中学生のバドミントン部の台湾代表との交流ですが、こ
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ちらは、やはり世界の一流のプレイを間近で見られたということで、

スピードの速さにびっくりしたと聞いています。また、子どもたちに

も本物に触れていただきたいということで、試合に使うようなよいシ

ャトルコックを用意しましたので、そういうことにも感激したという

ことでした。外国の方と身近に接するということについても、子ども

たちは、最初は、はにかんだ様子でしたが、スポーツは万国共通の言

語ということで、最後の方は交流が進んだと思っています。 

 

（７）閉会 

 

佐野委員長  以上で、平成28年１月静岡市教育委員会定例会を閉会します。 

 

 

 午後５時 

 


