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令和元年８月静岡市教育委員会定例会次第 

 

１ 日時 

令和元年８月21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）会議録署名人の指定 

  

（３）教育長の報告 

  

（４）議事 

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 令和元年度補正予算について 

 

 （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 委員の委嘱について（静岡市スポーツ推進審議会） 

 

（６）その他 

 

 （７）閉会 
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令和元年８月教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日 時  令和元年８月 21日（水） 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  教育委員会 教育長 池谷 眞樹  委 員 杉山 節雄 

委 員 松村 龍夫  委 員 川村 美智 

委 員 藤田 三佐子 

 

       教育委員会事務局 

       教育局長                  遠藤 正方 

       教育統括監                 望月 敬剛 

       教育局次長                 甲  猛志 

       教育局理事（教育政策担当）         加納 弘敏 

      （教育総務課長事務取扱） 

       教育総務課教育力向上政策担当課長      西島 弘道 

       教職員課長                 南  雅司 

       学校教育課長                櫻井  守 

       児童生徒支援課長              栗田 保孝 

       参与兼教育施設課長             村上 徹真 

       学校給食課長                坂井 義則 

       教育センター所長              岡島  均 

       中央図書館長                市川 智章 

       参与兼文化振興課長             草分 裕美 

       参与兼文化財課長              岡村  渉 

       文化財課登呂遺跡担当課長兼登呂博物館長   宮本 博之 

スポーツ振興課長              長澤 秀紀 

       教育総務課課長補佐兼総務係長        海野 祥吾 

       教育総務課総務係主査            澤野 倫世 
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４ 日 程 

 

（１）開会 

 

池谷教育長   ただいまから令和元年８月教育委員会定例会を開会いたします。 

      本日は佐野委員が欠席となりますが、定足数を満たしております。 

 

 

（２）会議録署名人の指定 

 

池谷教育長   本日の会議録署名人を松村委員に指定 

     

 

（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 

 

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」をご覧ください。 

本日は議案２件、報告４件、その他の案件が１件です。 

なお、議案第12号につきましては、今後、市議会への提案を予定し

ている案件です。これにつきましては、「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12号については、非公開

の扱いといたします。 

 

 

＜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   議案説明 

教育力向上政策担当課長 

 

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します。 



－4－ 

 

各 委 員   質問・意見なし 

 

池谷教育長   よろしいですか。これにつきましては、今までに協議会と意見交換

会での議論を経て、委員の皆さんに点検していただいた結果が反映さ

れています。そして学識経験者からいただいた御意見についても、引

き続き対応していくということになります。 

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 

 

＜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   資料に基づき報告 

 

池谷教育長   ただいまの報告につきまして、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、以上といたします。 

 

 

＜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  資料に基づき報告 

 

池谷教育長   ただいまの報告につきまして、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、以上といたします。 
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＜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  資料に基づき報告 

 

池谷教育長   ただいまの報告につきまして、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、以上といたします。 

 

 

＜報告第９号 委員の委嘱について（静岡市スポーツ推進審議会）＞ 

 

スポーツ振興課長  資料に基づき報告 

 

池谷教育長   ただいまの報告につきまして、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、以上といたします。 

 

川村委員    ただいまの報告第６号から報告第９号に関しての意見ということで

発言させてください。これらについては新委員の委嘱ということです

ので、それぞれの名簿を並べて見たときに、毎回で申し訳ないですが、

やはり最初の文化財保護審議会委員については女性比率が異常に低く

て、やはり文化財保護というと専門職ということもあるかと思います

けれども、ほかの審議会は比較的３割とか、４割という割合になって

います。今回の委嘱について特に改善をお願いするものではないんで

すけれども、次期改選のときには男女構成比も視野に入れていただき

たいと思います。 

 

池谷教育長   ただ今の御意見に関しては、議案第６号静岡市文化財保護審議会委

員についてということでよろしいですかね。もちろん市としても、ど

の審議会についても、委員の女性登用率40パーセントを目標に掲げて

いるところですので、男女比については配慮しているところですけれ

ども、特に文化財保護審議会に関しては低かったということですので、



－6－ 

その点についてどうですか。 

 

文化財課長   ただいまの御指摘ですけれども、確かに、文化財保護審議会委員に

つきましては、女性比率が非常に少ない、これはもう毎回御指摘いた

だくところです。ただ、ほかの審議会等と違いまして、これは市民委

員が入っていない専門的なものということになります。そうした中で、

私たちのほうでは、男女比率についても配慮した上で、あくまでも学

術的実績ということで選任しており、まだこの分野で活躍されている

女性自体も少ないという部分もございます。今、女性の研究者も増え

ておりますので、そうした中で徐々に目標に近づくような構成にでき

ればと考えております。 

７月までは民俗専門の松田委員に７期お勤めいただき、女性は２名

でしたが、今回民俗専門では男性の久保田委員に委嘱いたしましたの

で、女性は１名となりました。今後も市の目標を意識した形での選考

をいたしますけれども、そうした事情もあるということだけ御了承い

ただきたいと思います。 

 

池谷教育長   よろしいですか。 

 

川村委員    御説明ありがとうございました。 

 

池谷教育長   そのほかよろしいですか。 

 

各 委 員   質問・意見なし 

 

池谷教育長   では、この件につきましては以上といたします。 

 

 

 

（６）その他 

 

＜その他① 平成31年度全国学力・学習状況調査の結果について＞ 

 

学校教育課長  資料に基づき報告 

 

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します。 

 

杉山委員    ４ページの学校質問紙調査の結果についてですが、先ほどＩＣＴの

活用については若干劣っているという説明をいただいたのですが、こ

れは機器が揃っていないということでしょうか。それとも、まだ活用

方法を模索中なのでしょうか。 
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学校教育課長  小学校におきましては、コンピューター室の整備を前期校、後期校

ということで、２期に分けて実施しております。後期校が今年の11月

で完了し、それに伴い全ての小中学校で環境が整うということになり

ますので、児童生徒がタブレットパソコン等を授業の中で使用し、ま

た大型モニターも活用しながら、この実績も今後伸びていくかなと期

待しているところです。同時に、研修会を通してこの教育機器の活用

の仕方について全校に周知してまいります。 

 

杉山委員    常に機器を使わなければいけないということではなくてですね、や

はりその進捗度合いを少し確認したかったということでございます。 

 

川村委員    成績については学力向上に向けいろいろ取り組みができるんですけ

ど、３ページの「自分にはよいところがあると思う」とか、「将来の

夢や目標を持っている」というところは、どういうかかわりをしたら

この割合が高くなるかというところが難しいと思うんですよね。これ

はやはり、生徒さんの今の状況を知るというような目的ということで

しょうか。 

 

学校教育課長  この質問紙項目につきましては、当然各学校で、子どもたちの素直

な気持ちで選択しているものですから、学校差があるということもあ

ろうかと思います。この結果を踏まえまして、市としても、例えば１

番の「自分にはよいところがあると思う」というところが、もっとも

っと伸びてほしいなと思うところでありますので、この結果をもとに

機会をもって各校にも周知し、取り組んでいきたいと思います。 

 

川村委員    ありがとうございます。逆に子どもたちにとってこれがプレッシャ

ーになってもいけないなとも思うし、先生にとってもです。「自分に

はよいところがあると思う」というのは、表面的なところでなく、子

どもたちが実感として感じられるということが一番だと思うので、あ

まり意識し過ぎないということも必要かもしれないんですよね。なの

で、どのように受けとめていらっしゃるかのなというところを知りた

かったわけですけれども、今のお答えでわかりました。 

 

池谷教育長   そのほか、よろしいですか。 

        

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、以上といたします。 
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＜議案第 12号 令和元年度補正予算案について＞（非公開） 

 

教育施設課長  議案説明 

 

各 委 員   承 認 

 

   

（７）閉会 

 

池谷教育長   以上で、令和元年８月教育委員会定例会を閉会いたします。 

        

 

午後２時43分 


