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令和２年３月静岡市教育委員会臨時会次第 

 

１ 日時 

令和２年３月11日（水） 午後３時 

 

２ 場所 

静岡市役所 静岡庁舎 本館４階 ４１会議室 

 

３ 日程 

（１）開会 

 

（２）会議録署名人の指定 

 

（３）議事 

   議案第35号 専決処分の報告とその承認について 

（新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校及び高等   

学校における一斉臨時休業について） 

議案第36号 通学区域の変更について 

議案第37号 静岡市教育センター処務規則の一部改正について 

議案第38号 静岡市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について 

議案第39号 教育委員会職員の人事について 

議案第40号 教育職員（指導主事）の人事について 

議案第41号 教育職員（高等学校）の人事について 

議案第42号 教育職員（小学校・中学校）の人事について 

 

（４）閉会 



－2－ 

令和２年３月教育委員会臨時会会議録 

 

 

１ 日 時  令和２年３月 11日（水） 午後３時 開会 

 

２ 場 所  静岡市役所 静岡庁舎 本館４階 ４１会議室 

 

３ 出席者  教育委員  教育長 池谷 眞樹  委 員 杉山 節雄 

             委 員 佐野 嘉則  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） 

       教職員課長                 南  雅司 

       児童生徒支援課長              栗田 保孝 

       教育センター所長              岡島  均 

       教育総務課課長補佐兼総務係長        海野 祥吾 

       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  ただいまから令和２年３月教育委員会臨時会を開会いたします。 

本日は、静岡市教育委員会会議規則第２条第３項に基づき、必要があ

ると認めたため、臨時会を招集いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

（２）会議録署名人の指定 

 

池谷教育長  本日の会議録署名人を藤田委員に指定。 

 

 

（３）議事 

 

池谷教育長  それでは、議事に入ります。 

       お手元の資料、会議の流れをごらんください。 

本日は、議案８件の審議を予定しております。 

なお、議案第38号から議案第42号は人事に関する案件ですので、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  皆様にご承認いただきましたので、これらについては非公開の扱いと

いたします。 

 

 

＜議案第35号 専決処分の報告とその承認について（新型コロナウイルス感染症対策の 

ための小学校、中学校及び高等学校における一斉臨時休業について）＞ 

 

  池谷教育長  議案第 35 号についてですが、新型コロナウイルス感染症対策のため、

２月 27 日に内閣総理大臣から学校における全国一斉の臨時休業を要請

する方針が示されたことにより、静岡市立の学校の臨時休業を決定し

たものです。 

         本来ならば教育委員会会議を開催し、教育委員の皆様にご審議いた

だくべき案件でしたが、特に緊急を要するため、教育委員会会議を招

集する時間的余裕がなかったことから、「静岡市教育委員会教育長に
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対する事務委任等に関する規則第６条第１項」に基づき、私が専決処

分したものです。 

         同条第２項では、第１項の規定により専決した場合、次の教育委員

会会議で報告しその承認を求めることとされておりますので、ご審議

をお願いいたします。 

 

児童生徒支援課長  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します。 

 

杉山委員   この件については、教育委員会から全校に一斉に臨時休業を指示した

ものなので、卒業式の執り行い方についても各学校の校長裁量とせずに、

教育委員会の方針を示したほうがいいと思います。 

       近年は、写真やビデオ撮影もしたいので、卒業式にご夫婦二人で出席

するというケースが多いかと思いますが、保護者についても最低限の参

加でお願いしたいということも、通知に付け加えていただきたいです。 

 

教育局次長  できるだけ規模が大きくならないようにと思っております。各学校に

は口頭でも説明を行いますし、これまでも必要最小限でということは重

ねて通知しておりますので、委員からの御指摘を踏まえて、再度の確認

として周知してまいります。 

 

杉山委員   よろしくお願いいたします。 

 

  池谷教育長  そのほかよろしいでしょうか。 

 

各 委 員  意見・質問なし 

 

  池谷教育長  それでは議案第35号について、ご承認いただけますでしょうか。 

 

  各 委 員  異議なし。 

 

池谷教育長  ありがとうございました。皆さんにご承認いただきましたので、臨時

休業は３月15日までとし、感染拡大防止に注意を払いながら、３月16

日からの学校再開を目指したいと思います。 

 

 

＜議案第36号 通学区域の変更について＞ 

 

児童生徒支援課長  議案説明 
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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。 

 

佐野委員   特別支援学級が増えることによって、非常にきめ細やかな対応が可能

になり、通学する児童生徒の皆さんも利便性が高まるということで、大

変喜ばしいなと感じます。 

実際に、知的障害や自閉症・情緒障害のある子どもさんが増えている

から学級を増設するということですが、どのくらい増加しているのでし

ょうか。 

 

児童生徒支援課長  具体的な状況については、改めて特別支援教育センターからご説明さ 

せていただきたいと思います。 

 

  佐野委員   お願いします。実際に自閉症・情緒障害特別支援学級を希望する子ど

もさんが増加しているから、このようなきめ細やかな教育行政サービス

を行うということなので、ぜひ今後もこのようにお願いしたいと思いま

す。 

 

川村委員   ２月定例会でも御説明いただきましたが、既存の特別支援学級に在学

中のお子さんが新たに指定になった学校に転校するかどうかは、希望を

優先するということも明記されておりますので、保護者の御希望に沿っ

たかたちで配慮していただきたいと思います。 

 

藤田委員   川村委員の御意見と同じ気持ちですが、保護者の希望と子どもさん本

人の希望も大事にしていただいて、配慮をお願いしたいと思います。 

 

児童生徒支援課長  これにつきましては、御家庭から御希望をうかがう際には、申請書

一枚を提出していただければいいということではなく、それがきちん

と子どもに伝わるように、各学校で対応してまいります。 

 

杉山委員   これだけの学級数を増やすということですから、それに合わせて教員

の数も確保できていると思いますが、教員研修についてはどのような計

画をしているのでしょうか。 

 

教育統括監  これにつきましても、特別支援教育センターで新任教員の研修を計画

しておりますので、改めて御報告させていただきます。 

 

杉山委員   わかりました。 

 

  池谷教育長  本日は臨時会ということで、特別支援教育センターが出席しておりま

せんので、申し訳ありませんが改めて御説明させていただくということ
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でお願いいたします。 

         そのほかいかがでしょうか。 

 

各 委 員  意見・質問なし 

 

池谷教育長  この件につきましては、原案どおり承認としてよいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし。 

 

池谷教育長  議案第36号は、原案どおり承認といたします。 

 

 

＜議案第37号 静岡市教育センター処務規則の一部改正について＞ 

 

教育総務課長  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します。 

 

各 委 員  意見・質問なし 

 

池谷教育長  この件につきましては、原案どおり承認としてよいでしょうか。 

 

各 委 員  異議なし。 

 

池谷教育長  総合教育会議で議論した成果である、学校図書館支援室の設置に伴う

改正です。議案第37号は、原案どおり承認といたします。 

       以上で公開案件が全て終了いたしました。特に報告等ないようでした

ら、非公開案件に移ります。議案第38号の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38号 静岡市教育委員会事務局事務分掌規則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 

 

 

＜議案第39号 教育委員会職員の人事について＞（非公開） 
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＜議案第40号 教育職員（指導主事）の人事について＞（非公開） 

 

教育総務課長   議案説明（一括） 

 

各 委 員   承 認 

 

 

＜議案第41号 教育職員（高等学校）の人事について＞（非公開） 

＜議案第42号 教育職員（小学校・中学校）の人事について＞（非公開） 

 

教職員課長   議案説明（一括） 

 

各 委 員   承 認 

 

 

（４）閉会 

 

池谷教育長  以上で、令和２年３月教育委員会臨時会を閉会します。 

 

 

 午後４時46分 


