平成３０年第６回定例教育委員会会議
１ 日

時

平成３０年６月２７日（水曜日）
午後１時３０分～午後３時００分

２ 場

所

南畑公民館 会議室

３ 出席委員

教育長 山口 武士
委 員 小野寺 巧
委 員 簑輪 菊雄
委 員 五十嵐 洋太
委 員 渡部 利枝子

４ 署名委員

委 員 簑輪 菊雄

５ 説明職員

教 育 部 長 北 田 裕 一

鶴瀬公民館長 冨 塚 一 資

教育部長事務代理 林

みどり

南畑公民館長 荒 居 良 宏

誠

水谷公民館長 和 田 晋 治

生涯学習課長 鳥 海 謙 一

水谷東公民館 山 﨑 哲 正

学校教育課長 小 林 正 剛

学校給食センター所長

教育政策課長 鈴 木

６ 傍聴者

小 泉

1人

７ 議題及び議事の大要
日程第一 議事事項
議案第１６号 教職員等の人事について
[顛末] 原案のとおり議決した。
議案第１７号 富士見市公民館運営審議会委員の委嘱について
[顛末] 原案のとおり議決した。
議案第１８号 富士見市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について
[顛末] 原案のとおり議決した。
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肇

議案第１９号 富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会委員の委嘱及び任命
について
[顛末] 原案のとおり議決した。
議案第２０号 富士見市立市民総合体育館指定管理者の候補者の選定について
[顛末] 原案のとおり議決した。

日程第二 報告事項
（１）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施について
（２）平成３０年６月定例市議会一般質問要旨について
（３）富士見市体育協会補助金交付要綱の一部改正について
（４）富士見市スポーツフェスティバル開催事業補助金交付要綱の一部改正について
（５）富士見市スポーツ大会出場選手等激励金交付要綱の一部改正について

その他
（１）富士見ガーデンビーチの開場について
（２）川の探検隊及び第２６回やなせ川いかだラリーの開催について
（３）ピースフェスティバル２０１８について
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会議の進行状況
教育長

開会宣言（午後１時３０分）

事務局

前回の会議録朗読

教育長

署名委員に簑輪菊雄委員を選任します。

教育長

「議案第１６号 教職員等の人事について」につきましては、個人情報
及び人事にかかわる案件のため、
すべての議事事項等が終了した後に、
非公開として取扱いたいと思いますが、ご異議ございませんでしょう
か。
〔各委員賛同〕

教育長

「議案第１６号 教職員等の人事について」は非公開とし、本日の最後
に審議することとします。

日程第一 議事事項
議案第１７号 富士見市公民館運営審議会委員の委嘱について
【説明】
教育長

教育部長事務代理から提案理由をお願いします。

教育部長事務代理

提案理由を説明。

生涯学習課長 資料に基づき概要を説明。
【質疑内容概要】
教育委員

各校長先生の委員候補者については、居住地ではなく学校の所在地で
はないのでしょうか。

生涯学習課長 ご指摘のとおり学校の所在地です。
教育委員

公募委員については、人数や区割りなどが選定規則等に規定されてい
るのでしょうか。

生涯学習課長 規程については特段ありません。公募委員の選考については、富士見
市教育委員会審議会等公募委員選考委員会設置要領の選考委員会に
おいて、応募動機や意欲、地域での活動実績、知識や経験、委員構成
などを考慮し決定しています。
教育委員

公民館運営審議会委員については、公募委員を必ず選考する必要があ
るのでしょうか。

教育部長事務代理

公民館条例等の中には公募委員の規定はございませんが、後に制定さ
れた自治基本条例に審議会等の委員については、全部又は一部を公募
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により選任するよう努めなければならないという努力義務規定がで
きたため、人数等の規定もございませんが、公募委員の選任に努めた
ところです。
教育委員

委員候補者の選考については、現在も各公民館長の推薦により行われ
ているのでしょうか。

鶴瀬公民館長 公募委員以外の候補者については、各公民館を中心に選考を行ってい
ますが、校長会からの推薦や学識経験者として社会教育に関する専門
家の方にお願いしたケースもございます。
教育長

「議案第１７号 富士見市公民館運営審議会委員の委嘱について」を議
決してよろしいでしょうか。
〔各委員賛同〕

教育長

「議案第１７号 富士見市公民館運営審議会委員の委嘱について」は議
決されました。

議案第１８号 富士見市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について
【説明】
教育長

教育部長から提案理由をお願いします。

教育部長

提案理由を説明。

学校給食センター所長

資料に基づき概要を説明。

【質疑内容概要】
教育委員

３校の学校から候補者が選考されていません。すべての学校からお一
人ずつ入っていただいた方が良いと思うのですがいかがでしょうか。

学校給食センター所長

運営委員会の規則では、２５名以内で組織することになっています。
そのため、同じ学校から委員が選考されないように校長会や教育研究
会にお願いをさせていただいています。また、下部組織の献立検討委
員会では、全１７校の給食主任に参加いただいていますので情報交換
を別途行うことができるものと考えています。

教育委員

運営委員会と献立委員会とでは役割が異なります。何かあったときに
運営委員会に入っていない学校があるといろいろと問題があると思
われますので、来年度については、すべての学校が入るように工夫を
してください。

教育委員

推薦枠や単独依頼の調整により、２５名以内に全学校が入ることが可
能であると思われますので、次回からは全学校から出ていただけるよ
うに調整をしてください。
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学校給食センター所長

次回からの調整について検討してまいります。

教育委員

学校給食センター運営委員会規則第３条第８号に学識経験者が規定さ
れていますが、各号に掲げられている役職者のすべてを委員に入れる
必要があるのでしょうか。

学校給食センター所長

以前は、学識経験者にお願いしていた経過もありますが、すべての役
職から選考しなければならないものではありません。

教育長

「議案第１８号 富士見市学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ
いて」を議決してよろしいでしょうか。
〔各委員賛同〕

教育長

「議案第１８号 富士見市学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ
いて」は議決されました。

議案第１９号 富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会委員の委嘱及び任命
について
【説明】
教育長

教育部長事務代理から提案理由をお願いします。

教育部長事務代理

提案理由を説明。

生涯学習課長 資料に基づき概要を説明。
【質疑内容概要】
教育委員

体育協会からスポーツ協会に名称が変わっていますが、いつから変わ
ったのでしょうか。

生涯学習課長 平成３０年４月１日付けで「公益財団法人日本体育協会」が「公益財
団法人日本スポーツ協会」に名称が変更されました。富士見市体育協
会におきましても、平成３０年６月の評議委員会総会において変更さ
れています。
教育委員

具体的な会議や審査の進め方について教えていただけますでしょうか。

生涯学習課長 業者を公募し、応募業者によるプロポーザルを行います。そのプロポ
ーザルにおいて各委員から応募業者にヒアリングを行い、市民総合体
育館に相応しい候補者の選考を行ってまいります。
教育長

「議案第１９号 富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会委員
の委嘱及び任命について」を議決してよろしいでしょうか。
〔各委員賛同〕

教育長

「議案第１９号 富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会委員
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の委嘱及び任命について」は議決されました。
議案第２０号 富士見市立市民総合体育館指定管理者の候補者の選定について
【説明】
教育長

教育部長事務代理から提案理由をお願いします。

教育部長事務代理

提案理由を説明。

生涯学習課長 資料に基づき概要を説明。
【質疑】
なし
教育長

「議案第２０号 富士見市立市民総合体育館指定管理者の候補者の選定
について」を議決してよろしいでしょうか。
〔各委員賛同〕

教育長

「議案第２０号 富士見市立市民総合体育館指定管理者の候補者の選定
について」は議決されました。

日程第二

報告事項

（１）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施について
【説明】
教育政策課長 資料に基づき概要を説明。
【質疑内容概要】
教育委員

平成３０年度スケジュールでは、平成３０年３月１６日に評価シート
各課作成となっていますが、既にシートの記入が終わっているという
ことでしょうか。

教育部長事務代理

評価シートの「課題と改善策」欄までを担当課で記入し、外部評価を
踏まえ教育委員会として「今後の対応」欄を記入するスケジュールと
なっています。

教育委員会

評価シートの記入は、終わっているということでよろしいのでしょう
か。

教育部長事務代理

現時点では「課題と改善策」欄までの記入は終わっています。

教育委員

平成３０年６月５日の評価シート各課最終確認までの間は期間が開い
ていますが何か理由があるのでしょうか。

教育部長事務代理

３月までにシートを作成する趣旨につきましては、人事異動を考慮し
て、その年度内に担当者が作成することが一つあります。また、３月
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中では、事業実績がすべて把握できないものもありますので、新年度
に入ってから時点修正などを行っています。その他さまざまなスケジ
ュール調整を行っていますが、シートについては、今年度に入ってか
らは、実質、最終的な確認のみを行っています。
（２）平成３０年６月定例市議会一般質問要旨について
【説明】
教育政策課長 資料に基づき詳細を説明。
【質疑内容概要】
教育委員

今までに校庭全体の土の入替えを行ったことはあるのでしょうか。

教育政策課長 平成２３年度に諏訪小学校の改修実績があります。
教育委員

大規模な改修工事だったのでしょうか。

教育政策課長 ２，６５０万円ほどかけまして、校庭全体の土の入替えを行っていま
す。
教育委員

改修期間はどれくらいだったのでしょうか。

教育部長事務代理 明確ではありませんが、夏休みを中心に施工しています。また、補足
となりますが、諏訪小学校の校庭については、砂利が露出してしまい、
怪我の危険性に繋がることや水はけが悪かったことなどの観点から、
全体的な土の改良を行ったもので、砂埃という観点からではありませ
ん。
（３）富士見市体育協会補助金交付要綱の一部改正について
（４）富士見市スポーツフェスティバル開催事業補助金交付要綱の一部改正について
（５）富士見市スポーツ大会出場選手等激励金交付要綱の一部改正について
生涯学習課長 （３）から（５）までの交付要綱の一部改正については、関連があり
ますので一括して報告してよろしいでしょうか。
教育長

（３）富士見市体育協会補助金交付要綱の一部改正について、（４）
富士見市スポーツフェスティバル開催事業補助金交付要綱の一部改正
について、（５）富士見市スポーツ大会出場選手等激励金交付要綱の
一部改正については、関連がありますので一括して報告します。

【説明】
生涯学習課長 資料に基づき詳細を説明。
【質疑】
なし
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その他
（１）富士見ガーデンビーチの開場について
【説明】
生涯学習課長 資料に基づき概要を説明。
【質疑】
なし
（２）川の探検隊及び第２６回やなせ川いかだラリーの開催について
【説明】
水谷東公民館長

資料に基づき概要を説明。

【質疑内容概要】
教育長

川の探検隊では、市外の方もいらっしゃったのでしょうか。

水谷東公民館長

朝霞市の方が１名参加されました。

（３）ピースフェスティバル２０１８について
【説明】
鶴瀬公民館長 資料に基づき概要を説明。
【質疑内容概要】
教育委員

ピースフェスティバルの正式な名称は、「富士見市」が入るのでしょ
うか。

鶴瀬公民館長 正式名称に「富士見市」は入らないと認識していますが、確認して違
った場合は、別途ご報告いたします。
教育長

教育長

暫時休憩します。
休憩

午後２時２９分

再開

午後２時３３分

再開します。

日程第一 議事事項
議案第１６号 教職員等の人事について
＜非公開案件につき内容は省略＞

教育長

閉会宣言（午後３時００分）
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