平成２８年度
磐田市教育委員会
点検・評価報告書

磐田市教育委員会

Ⅰ 点検・評価の趣旨
平成 19 年 6 月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
（以下、
「地教行法」とい
う。
）が改正されました。この法律改正により、
「教育委員会の責任体制の明確化」を目的
として、地教行法第 26 条に「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等」
が規定されました。
これにより、平成 20 年 4 月から、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及
び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し議会に提出
するとともに公表することが義務付けられました。
点検・評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るも
のとすることとされています。
磐田市教育委員会では、教育委員会活動について自己点検・評価することにより、教育
委員自らが活動を振り返り、改善策を探していくことと市民に対して行政の説明責任を充
実させ、教育行政に対する市民の信頼の向上を図ることを目的に点検・評価会を行ってい
ます。

Ⅱ 点検・評価の対象及び方法
１ 点検・評価の対象
点検及び評価は、平成 28 年度における教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行
の状況について実施します。「項目１ 教育委員会の活動」「項目２ 教育委員会が管理・
執行する事務」ごとに点検・評価を行います。
２ 点検・評価の方法
(1)評価の観点
項目１については、達成度によるＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階評価としています。
Ａ：達成している
Ｃ：あまり達成していない

Ｂ：ほぼ達成している
Ｄ：達成していない

達成度の客観性を向上させる観点から、項目１については、平成 27 年度から新たに
「年度当初目標」を設定することとしました。年度当初目標を設定することにより、
年度末の自己点検・評価会において年度当初目標に対する達成度のレベルを測ること
が可能となりました。達成度は年度当初目標に対する取り組みに関する評価を中心に、
その 他の要素も加味しながら、当該項目の総合的な達成度を決定する方式としまし
た。
なお、項目２については達成度を測るものではないことから評価は行わず、実施内
容に関する点検を行っています。
(2)点検・評価の主体及び方法
教育委員会が自己評価を実施したうえで、平成 29 年３月 15 日（水）に点検・評価
会を開催し、外部の学識経験者である島田桂吾静岡大学講師に御意見・御助言をいた
だきました。この点検・評価会の結果を踏まえ、本点検・評価報告書を作成しました。
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Ⅲ 平成２８年度 磐田市教育委員会の自己点検･評価シート
評 価 の 指 標
達成度
Ａ・・・達成している
Ｂ・・・ほぼ達成している
Ｃ・・・あまり達成していない
Ｄ・・・達成していない

自己点検・評価の考え方
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により、平成20年度から教育委員会の権
限に属する事務の管理及び執行の状況について、自己点検・評価を行うこととなった。
自己点検・評価の内容等については、各自治体の裁量に委ねられていることから、磐田市教育委員
会では、「教育委員会の活動」及び「教育委員会が管理・執行する事務」について自己点検・評価を
行い、「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」については、「磐田の教育」の教育行政
の目標の中で、各方針の重点項目ごとに現状に関する点検・評価を行う。
※目標のうち、★は28年度新規項目である

【項目１】教育委員会の活動
項目
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【1−1】
教育委員会の会議
の運営改善

【１−２】
教育委員会の情報
発信

目標
達成度
点 検 ・ 評 価
○教育委員懇談会の設置
教育委員会会議は、月１回の定例会及び、臨時会として書面採決と人事案件で２回開催し
定例教育委員会とは別に、教育委員による論議の活
ました（計14回）。会議は原則午後５時30分からの開始とし、教育委員が出席しやすく、
性化の観点から、教育委員同士のフリートークによる
かつ傍聴しやすい時間設定としました。
懇談会を設け、教育委員からのアイディアの生み出し
会議の運営については、資料を事前送付することにより、報告事項を簡略化したため、会
や相互の意見交換の場とする。
議時間の短縮と共に、焦点化された話し合いがなされるようになりました。
○教育委員による提案
教育委員懇談会は、教育委員会会議前後の時間を活用してフリートークで行いました。ま
上記、懇談会を次回の定例教育委員会での教育委員
た、会議終了後に夕食をとりながらの懇談や、委員宅での学習会も数回実施しました。
側からの提案内容について相談する場としても位置付
教育委員からの提案については、「教育の本質」や「新たな学校づくり研究会報告書」等
け、事務局側からの報告・提案を受けるに留まらず、
について、懇談会での検討を基に提案することができました。
教育委員側からも提案を行うなど教育委員会会議の活
性化を図ることとする。

Ａ

○教育委員による情報発信
教育委員による各種会議や行事への参加の機会の際
に、教育委員会活動及び施策等の情報発信に努める。
○ＨＰ上の「教育委員の活動」のページを充実
教育委員会制度における教育委員の活動を周知する
観点から、市教委ＨＰ内に「教育委員の活動」を紹介
するページの内容を充実させる。

Ｂ

各種審議会・委員会での情報発信だけでなく、学校運営協議会、学府の交流活動、ＰＴＡ
研修会等に積極的に参加し、磐田市教育大綱や「磐田の教育」道しるべの啓発に努めまし
た。
教育委員会会議は、人事案件等により非公開とした場合を除き、公開しています。教育委
員会会議の詳細な議事録を市教委ＨＰに掲載しており、会議における議論を公開するととも
に、地域住民への説明責任を果たしています。
市教委ＨＰ上の「教育委員のページ」では、教育委員の年間の活動記録の一覧を掲載しま
した。「教育委員会のトピックス」でも、定例教育委員会の様子をお知らせするなどスピー
ディーな情報発信がなされました。
ホームページでは限られた人にしか情報発信ができないため、より多くの市民に対してど
う情報発信していくかが課題となっています。事務局は情報発信できる機会を早めに示し、
教育委員が積極的に参加し情報発信していくことが大切だと感じます。

項目

【1−3】
教育委員会と事務
局との関係

【1−4】
教育委員会と市長
部局の連携

-3【1−5】
教育委員の研修活
動

【１−６】
学校及び教育施設
に対する支援・条
件整備
①学校、給食セン
ター、図書館及び
文化財施設訪問
②幼稚園等補助執
行所管施設の訪問

目標
達成度
点 検 ・ 評 価
○教育委員によるチェック機能の充実
事前に資料をチェックする観点から、定例教育委員会開催１週間前に会議資料を確認し、
定例教育委員会などで教育委員が教育長の事務執行の
会議におけるチェック機能の充実を図っています。
チェックを行うとともに、教育長・事務局ですくい取
教育委員会会議での予算説明などに関して、例年と同様の内容については簡潔な説明に留
れない市民ニーズなどを踏まえ、教育委員側から提案
め、前年度との大幅な相違・新規事業、現在抱えている課題や今後の懸案事項については、
していく。
事務局に詳細な説明を求めました。このことにより、会議では議案の承認に留まらず、大局
的な見地から教育行政課題について議論し、審議の充実を図りました。
教育委員からの問題提起に対し、事務局が迅速に対応することで、教育委員活動の充実を
図っています。
市民ニーズをより一層収集していくための方策が、今後の課題となります。

Ａ

○総合教育会議の活用
総合教育会議の場を活用し、市長との定期的な協議
の場として位置付け、相互に意見交換を行い、市長部
局との連携を一層密にしていく。
★補助執行機関等との連携強化
市長部局において補助執行されている教育関連事業
について、必要に応じて定例教育委員会において事
前・事後報告を行う。

○教育委員研修の充実
教育委員研修を教育委員活動の基盤となる学習とし
て位置付け、小中一貫校の視察研修の実施とともに、
コミュニティ・スクールなどの研修会に参加するな
ど、本市の重点となる教育施策を学ぶ機会とし、教育
委員会会議の審議の質向上を図る。
○所管施設訪問の取組の拡充
教育委員が現場の実情を把握し教育委員会会議の審
議や総合教育会議での議論の活性化のため、従前のと
おり市内の幼稚園・こども園、小・中学校への訪問を
計画的に行うことに加え、社会教育施設、スポーツ施
設、文化施設についても、訪問できるように努めてい
く。

Ｂ

Ａ

Ａ

毎月、教育長が三役会、経営会議、政策会議に参加し、市長・副市長との情報共有、意見
交換を行うなど連携を密にしています。
総合教育会議は、教育大綱の周知などについて、年２回開催されました。市長の教育行政
に関する考え方を聞くことができ、教育委員も自らの意見を積極的に伝えることができまし
た。フリートークの話し合いだけでなく、共通課題について議論し、連携して動いていくこ
とも必要だと思います。
補助執行されている事業についての報告が増えましたが、事後報告だけでなく、事前・中
間の報告が充実するとよいと思います。
平成29年度は教育委員会事務局の組織が変更されるため、より的確な連携が必要となりま
す。
本市の教育施策の重点である小中一貫教育、コミュニティ・スクールなどの研修会を中心
に参加しました。特に、教育委員会視察研修では、施設一体型小中一貫校を訪問し、学府一
体校を進めていく上での参考としました。
教育委員活動の基盤となる学習として、積極的に研修に参加しました。教育委員としての
在り方を具体的にイメージできるようになったと共に、今まで気が付かなかった「磐田のよ
さ」を感じることができました。
これまで教育委員会としては訪問していなかった竜洋体育センターへの訪問を行いまし
た。
市内小・中学校、幼稚園、こども園の学校訪問を行いました。（12小学校、４中学校、９
幼稚園、１こども園）教育委員が自主的に学府交流会や学校運営協議会、ＰＴＡ研修会等の
機会を利用して学校訪問し、より深く学校現場を視察することができました。
より多くの学校・園、交流センターなどの各種施設に訪問できるように、計画していくこ
とが大切です。

【項目２】教育委員会が管理・執行する事務
項目

議案・協議件数

平成28年度:定例･臨時教育委員会の実施回数14回
議

H26年度 H27年度 H28年度

案

学校教育及び社会教育に
関する一般方針を定める
こと

11件

7件

14件 ■「平成28年度 磐田の教育」
■子ども読書活動推進計画の策定
■遠江国分寺跡整備基本計画の策定
■平成29年度磐田市の教育の概要
■磐田市新たな学校づくり研究会報告
■ながふじ学府一体校基本構想（案）

（２）

教育委員会の所管に属す
る法第30条に規定する学
校その他の教育機関の設
置及び廃止を決定するこ
と

0件

0件

0件

（３）

人事の一般方針を定め及
び懲戒を行うこと

4件

4件

3件 ■平成28年８月１日付け人事異動（教育委員会関係）

（４）

県費負担教職員以外の課
長、館長その他教育機関
の長の任免を行うこと

0件

1件

0件

（５）

県費負担教職員たる校長
の任免その他の進退につ
いて内申すること

2件

1件

1件 ■平成28年度末県費負担教職員人事異動の内申

（６）

県費負担教職員の勤務評
定を行うこと

0件

0件

0件

県費負担教職員の服務の
監督の一般方針を定める
こと
（８） 学校その他の教育機関の
敷地を選定すること

0件

0件

0件

0件

0件

0件
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（１）

（７）

（９）

教育委員会規則その他教
育委員会の定める規程等
の制定又は改廃を行うこ
と

・

協

議

事

項

【協議事項】
■全国学力学習状況調査の結果公表
■磐田市「新時代の新たな学校づくり」中間報告
■磐田市「新時代の新たな学校づくり」中間報告
■平成29年度磐田市の教育の概要
■教育委員会視察研修の総括と今後の学府一体校への示唆
■新時代の新たな学校づくり研究会報告書
■平成29年度磐田市の教育の概要
■新時代の新たな学校づくり研究会報告書

■平成29年4月1日付け人事異動(教育委員会関係)

■平成28年度末県費負担教職員人事異動の内申

16件 11件

9件 ■磐田市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則
■磐田市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の一部を改正
する規則
■磐田市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則
■磐田市学校給食条例施行規則の一部を改正する規則
■磐田市教育委員会公印規程の一部改正

■磐田市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する規
則の一部を改正する規則
■磐田市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の一部を改正
する規則
■磐田市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則
■磐田市放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則

項目

議案・協議件数
H26年度 H27年度 H28年度

（10）

（11）

教育予算その他議会の議
決を要する議案について
意見を申し出ること

条例又は規則による委員
等の任命又は委嘱を行う
こと

平成28年度:定例･臨時教育委員会の実施回数14回
議

-5（12）

校長、教頭、教員その他
の教育職員の研修の一般
方針を定めること

（13）

教科書の採択に関するこ
と

1件

1件

0件

（14）

通学区域の設定又は変更
を行うこと

0件

0件

0件

磐田市文化財保護条例
(平成17年磐田市条例第
108号)の規定に基づく文
化財の指定及び解除に関
すること
（16） 重要な請願、陳情及び争
訟に関すること

0件

3件

0件

0件

0件

0件

教育に関する事務の管理
及び執行の状況に関する
点検及び評価に関するこ
と

1件

2件

2件 ■平成27年度磐田市教育委員会の点検及び評価

（15）

（17）

案

・

34件 23件 15件 ■平成28年度磐田市一般会計補正予算（教育費関係）の要
求
■平成27年度磐田市一般会計歳入歳出決算（教育費関係）
の認定
■平成28年度磐田市一般会計補正予算（教育費関係）の要
求
■平成28年度磐田北幼稚園･磐田北小学校プール再築工事
（建築）請負契約の締結に係る書面採決
■財産の取得について（豊田学校給食センターラウンドベ
ア）
■平成28年度磐田北幼稚園･磐田北小学校プール再築工事
（建築）請負契約の締結
■平成28年度磐田市一般会計補正予算（教育費関係）の要
求
■磐田市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担
額を定める条例の一部を改正する条例
23件 18件 17件 ■学校体育施設利用運営協議会委員の委嘱
■学校体育施設利用管理指導員の委嘱
■磐田市公立幼稚園等防火管理者の辞令発令
■教務主任等の辞令発令
■産業医の委嘱
■学校運営協議会委員の任命
■結核対策委員会委員の委嘱及び任命
■磐田市社会教育委員の委嘱
■磐田市立学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命
0件 0件 0件

協

議

事

項

■磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例
■磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の一
部を改正する条例の制定
■平成29年度磐田市立小学校及び中学校の給食費
■平成29年度磐田市立幼稚園及び認定こども園の給食費
■平成29年度磐田市一般会計予算（教育費関係）の要求
■平成28年度磐田市一般会計補正予算（教育費関係）の要求
■磐田市少人数学級編制の実施及び小中一貫教育の推進に係る市
費負担教員の任用等に関する条例の一部を改正する条例
■平成28年度中学校スポーツ部活動外部指導者の委嘱
■磐田市立図書館協議会委員の委嘱
■磐田市旧見付学校協議会委員の委嘱
■磐田市歴史文書館運営審議会委員の任命
■磐田市社会教育委員の委嘱
■磐田市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命
■磐田市スポーツ推進委員の委嘱
■学校(園)医、学校(園)歯科医及び学校(園)薬剤師の委嘱

【協議事項】
■平成28年度磐田市教育委員会の自己点検・評価における目標設
定

Ⅳ 総合評価
トピック：教育委員会とコミュニティ･スクールとの関係構築のあり方
学校運営協議会を傍聴し、協議会委員の皆さんがそれぞれの立場で子どもたちのこ
とを考えてくださっていることが分かりました。地域の皆さんの熱い思いを感じるこ
とができました。
コミュニティ･スクール ディレクターの関わりが、今後重要になってくると感じま
した。

平成 28 年度教育委員会活動の振り返り
様々な研修会に参加させていただき、大変勉強になりました。
会議の運営について、簡略化が進められ、会議時間の短縮と共に、焦点化された話し
合いがなされるようになりました。

平成 29 年度における教育委員会活動方針と取組
◆教育委員による情報発信
より多くの市民の方に教育委員会活動を知っていただくためにも、事務局は情報
発信できる機会を早めに示し、教育委員が積極的に参加し、自ら情報発信していく
ことが大切だと感じます。
◆コミュニティ･スクールとの関わり
平成 28 年度は、学校運営協議会を傍聴する機会が増え、意見交換をすることがで
きました。コミュニティ･スクール ディレクターと深く関わることで、コミュニテ
ィ･スクールの理解がより進むと思います。さらに活発な関わりがもてるよう、学府
協議会の傍聴も考えていきたいと思います。
◆市長部局との連携
市長部局と連携し、テーマを決めるなど総合教育会議でより深い議論ができるよ
うに努めます。また、補助執行されている事業についても、これからも十分な報告
を求めていきたいと思います。
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Ⅴ 磐田市教育委員会の自己点検評価に関する意見

島田桂吾（静岡大学教育学部講師）
磐田市教育委員会の権限に属する事務の管理および執行の状況について、平成 29 年３月
15 日（水）に教育委員会の自己点検・自己評価会に参画し、聞き取りおよび意見交換を行
った。それをふまえ、磐田市教育委員会の自己点検評価に関する意見を以下に述べる。
【教育委員会の活動およびその評価について】
平成 28 年度の磐田市教育委員会自己点検・評価の方法は、大項目として「教育委員会の
活動」と「教育委員会事務局が管理・執行する事務」から構成されているが、自己点検・
自己評価会では「教育委員会の活動」の６項目（①教育委員会の会議の運営改善、②教育
委員会の会議の公開、保護者や地域住民への情報提供、③教育委員会と事務局との関係、
④教育委員会と市長部局の連携、⑤教育委員の研修活動、⑥学校及び教育施設に対する支
援・条件整備）に絞って評価が行われた。昨年度と同様に、年度当初に掲げた各項目の目
標を確認し、事前に提出された教育長・教育委員の自己評価結果をふまえて、教育委員会
の活動をふり返りながら評価を決定するというスタイルで行われた。
さて、磐田市教育委員会の活動について、特に指摘すべき事項として２点あげる。第１
に、教育委員会定例会とは別に、教育委員同士のフリートークを行う「教育委員懇談会」
を設置した点である。特に、
「教育の本質」のようなテーマを扱ったことは、教育政策を審
議する上でも重要な機会であると思われる。第２に、教育委員の研修活動を活発に行って
いる点である。特に、磐田市が進める小中一体校の視察だけではなく、他自治体の教育委
員との交流等も積極的に行っており、教育委員としての資質能力を向上させようとする意
欲が感じられる。
【今後の改善に向けた示唆】
自己点検・自己評価会では、各項目について評価・改善に向けた意見交換が行われ、い
ずれの課題についても積極的に改善の方向性が検討された。今後、さらなる改善を図る観
点からも、以下の２点についてご検討いただきたい。
第一に、教育施策の形成過程に関わるチェックの工夫である。定例会では多くの場合、
時間の制約等もあり教育施策の最終局面での審議になりがちであるが、「地域住民の代表」
という側面を持つ教育委員の役割として、教育施策の形成過程をチェックすることも重要
であると思われる。例えば、
「教育委員懇談会」のテーマとして取り上げるなど、教育委員
会としてより質の高い審議の工夫をご検討いただきたい。
第二に、教育委員会の活動について、一般教員に対する広報の工夫である。すでに学校
訪問等により学校へ教育委員が出向く機会が多いことは見受けられるが、管理職ではない
一般教員が教育委員会の活動を十分に理解しているとは言い難い。学校現場が主体的に教
育施策の趣旨等を理解できる手立てを講じていくためにも、教育委員会の活動を、一般市
民だけではなく、一般教員に対する広報の在り方についても検討する余地があると考えら
れる。
今後の磐田市教育委員会の諸活動のさらなる発展に期待したい。
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【資料１】平成28年度教育委員会等実施状況

１

定例会
開催日

回数

時

傍聴
者数

間

内

容

1 平成28年

4月22日 金 15:30〜17:00

90分

0人

議案数 7件

協議事項 0件 各課からの報告

2 平成28年

5月26日 木 17:30〜19:15

105分

2人

議案数 7件

協議事項 0件 各課からの報告

3 平成28年

6月30日 木 17:30〜18:50

80分

0人

議案数 1件

協議事項 1件 各課からの報告

4 平成28年

7月26日 火 17:00〜18:30

90分

0人

議案数 2件

協議事項 1件 各課からの報告

5 平成28年

8月25日 木 17:30〜20:45

195分

1人

議案数 5件

協議事項 1件 各課からの報告

6 平成28年

9月29日 木 17:30〜20:10

160分

0人

議案数 1件

協議事項 1件 各課からの報告

7 平成28年 10月27日 木 17:30〜19:00

90分

0人

議案数 8件

協議事項 0件 各課からの報告

8 平成28年 11月28日 月 17:30〜19:45

135分

0人

議案数 2件

協議事項 2件 各課からの報告

9 平成28年 12月22日 木 15:45〜16:50

65分

0人

議案数 1件

協議事項 1件 各課からの報告

10 平成29年

1月20日 金 15:00〜17:15

135分

1人

議案数 5件

協議事項 2件 各課からの報告

11 平成29年

2月22日 水 17:30〜19:30

120分

0人

議案数 3件

協議事項 0件 各課からの報告

12 平成29年

3月23日 木 17:30〜18:30

60分

0人

議案数 7件

協議事項 0件 各課からの報告

1325分

4人

議案数 49件

計

２
回数

臨時会
開催日

1 平成28年

2 平成29年

時

回数

8月26日 金 書面採決

0分

3月1日 水 17:30〜18:35

懇談会・検討会・勉強会
開催日

1 平成28年

傍聴
者数

間

計

３

協議事項 9件

0人

内

平成28年度磐田北幼稚園・磐田北
議案数 1件 小学校プール再築工事（建築）請
負契約の締結について
平成28年度末県費負担教職員人事の内

65分 −

議案数 1件 申

65分

議案数 2件

0人

内

会議名

12月9日 金 教育委員懇談会

容

容

ながふじ学府たな学校づくり検討会

計

４

総合教育会議

1 平成28年

9月29日 木 16:00〜17:00

傍聴
内
容
者数
60分 0人 磐田市教育大綱の周知について

2 平成29年

2月22日 水 16:00〜17:00

60分

回数

開催日

時

計

間

120分

0人 平成28年度の振り返り
0人
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【資料１】平成28年度教育委員会等実施状況
５
1

学校、園、所管施設訪問
開催日
出席
平成28年 5月17日 火 教育長・田中委員

豊田南中学校

2

平成28年 5月19日 木 教育長・秋元委員

大藤こども園・大藤小学校

3

平成28年 5月24日 火 教育長・杉本委員

東部幼稚園・東部小学校

4

平成28年 5月26日 木 教育長・杉本委員

福田小学校

5

平成28年 5月31日 火 教育長・田中委員

磐田北幼稚園・南御厨幼稚園

6

平成28年

6月3日 金 教育長・杉本委員

城山中学校

7

平成28年

6月7日 火 教育長・秋元委員

岩田幼稚園・岩田小学校

8

平成28年 7月12日 火 教育長・田中委員

豊岡南幼稚園・豊岡南小学校

9

平成28年 7月14日 木 教育長・秋元委員

青城幼稚園・青城小学校

回数

訪問先

10 平成28年 10月17日 月 教育長・青島委員

磐田北小学校

11 平成28年 10月18日 火 教育長・青島委員

長野幼稚園・長野小学校

12 平成28年 10月20日 木 教育長・青島委員

富士見小学校

13 平成28年 10月21日 金 教育長・青島委員

神明中学校

14 平成28年 10月24日 月 教育長・杉本委員

豊田北部幼稚園・豊田北部小学校

15 平成28年 10月25日 火 教育長・秋元委員

南部中学校

16 平成28年 10月27日 木 教育長・田中委員

福田中幼稚園・竜洋東小学校

17 平成28年 10月28日 金 教育長・杉本委員

竜洋北小学校

教育長・杉本委員・青島委員

18 平成28年 12月22日 木 田中委員・秋元委員
６

竜洋体育センター

1

校長会・着任式等への出席
開催日
出席
平成28年 4月1日 金 教育長・田中委員

2

平成28年

4月1日 金 教育長・杉本委員・青島委員 新規採用教職員着任式

3

平成28年

4月1日 金 教育長・杉本委員・青島委員 市費負担教員辞令伝達式

4

平成28年

4月7日 木 教育長

定例校長会

5

平成28年 5月20日 金 教育長

定例校長会

6

平成28年 7月13日 水 教育長

定例校長会

7

平成28年 8月31日 水 教育長

定例校長会

8

平成28年 10月12日 水 教育長

定例校長会

9

平成28年 11月16日 水 教育長

定例校長会

回数

10 平成29年

1月8日 日

内容
市内転入教職員着任式

教育長・杉本委員・青島委員
田中委員・秋元委員

成人式
定例校長会

11 平成29年 2月15日 水 教育長
教育長･杉本委員･青島委員
田中委員
教育長･杉本委員･青島委員
13 平成29年 3月28日 火
田中委員
12 平成29年 3月28日 火
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転退職教職員離任式
磐田市費負担教員離任式

【資料２】平成28年度各種協議会･研修会等参加状況

回数

開催日

1 平成28年

出席者

4月8日 金

件

名

教育長 市町教育委員会委員長・教育長会

備考
静岡県庁西館

2 平成28年 4月12日 火

教育長 第１回静西市町教育委員会教育長連絡協議会 静岡県総合教育センター

3 平成28年 4月26日 火

教育長 静岡県市町教育委員会連絡協議会総会

ホテルセンチュリー静岡

4 平成28年

教育長 静岡県都市教育長協議会総会

沼津リバーサイドホテル

教育長 関東地区都市教育長協議会総会

埼玉県さいたま市

5 平成28年

5月9日 月
5月12日 木
5月13日 金
杉本委員・田中委員

6 平成28年 5月27日 金 秋元委員
7 平成29年

6月8日 水 杉本委員・田中委員

関東甲信越静市町村教育委員会
連合会総会・研修会
教育長 竜洋学府大交流会

東京都八王子市
竜洋海洋公園

8 平成28年 7月11日 月

教育長 第２回市町教育委員会教育長連絡協議会 静岡県総合教育センター

9 平成28年 7月14日 木

教育長 静岡県都市教育長研修会
杉本委員・青島委員

静岡市上下水道局庁舎

10 平成28年 7月22日 金 田中委員・秋元委員 教育長 三遠南信教育サミット

長野県阿南市

11 平成28年 7月28日 木

教育長 教育行政トップリーダーセミナー

愛知県名古屋市

教育長 広島平和祈念式典

広島県広島市

教育長 平和祈念式

磐田市市民文化会館

12 平成28年

8月5日 金
8月6日 土

13 平成28年 8月15日 月
杉本委員・青島委員

14 平成28年 8月26日 金 田中委員・秋元委員 教育長 コミュニティ・スクールフォーラム

アミューズ豊田

15 平成28年 8月31日 水

イーステージ浜松

教育長 静岡県市町教育長研修会
杉本委員・青島委員

16 平成28年 10月4日 火 田中委員・秋元委員 教育長 袋井市･森町･磐田市教育委員懇談会
17 平成28年 10月13日 木
18 平成28年

教育長 第２回市町教育委員会委員長・教育長会 静岡県総合教育センター

11月3日 木 杉本委員・田中委員
11月4日 金 秋元委員
杉本委員・青島委員

19 平成28年 11月7日 月 秋元委員
20 平成28年 11月10日 木
21 平成28年

11月21日 月
11月22日 火

磐田市役所

教育長 教育委員視察
静岡県市町教育委員会研修会
教育長 教育行政トップリーダーセミナー

杉本委員・青島委員

22 平成28年 11月25日 金

市町村教育委員会研究協議会
（第１ブロック）

大槌町立大槌学園
ホテルクラウンパレス浜松

愛知県名古屋市
石川県金沢市

教育長 第２回市町教育委員会委員長・教育長会 静岡県総合教育センター

23 平成28年 12月6日 火 田中委員

はまぼう学府教育協議会

福田中学校

24 平成28年 12月7日 水 田中委員

メディアリテラシー講演会

竜洋北小学校

25 平成27年 1月27日 金 杉本委員

豊岡北小学校運営協議会

豊岡北小学校

26 平成28年

2月1日 水 杉本委員

とよおかっ子委員会

豊岡南幼稚園

27 平成29年

2月7日 火

杉本委員・青島委員
秋元委員
杉本委員・青島委員

28 平成29年 2月17日 金 秋元委員

教育長 小中一貫教育実践報告会
市町村教育委員研究協議会
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磐周教育研究所
文部科学省

【資料３】平成28年度教育委員会議案

月日

年番 種類

平成28年4月22日

22 ⑪

平成28年4月22日

議案

結果

所管課

学校体育施設利用運営協議会委員の委嘱について

承認

スポーツ振興室

23 ⑪

学校体育施設利用管理指導員の委嘱について

承認

スポーツ振興室

平成28年4月22日

24 ⑪

磐田市公立幼稚園等防火管理者の辞令発令について

承認

幼稚園保育園課

平成28年4月22日

25 ⑪

教務主任等の辞令発令について

承認 学校教育課

平成28年4月22日

26 ⑪

産業医の委嘱について

承認 学校教育課

平成28年4月22日

27 ⑪

学校運営協議会委員の任命について

承認 学校教育課

平成28年4月22日

28 ⑪

結核対策委員会委員の委嘱及び任命について

承認 学校教育課

平成28年5月26日

29 ⑪

磐田市社会教育委員の委嘱について

承認

平成28年5月26日

30 ⑰

平成27年度磐田市教育委員会の点検及び評価について

承認 教育総務課

平成28年5月26日

31 ⑪

平成28年5月26日

32 ⑪

磐田市立学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命につ
いて
平成28年度中学校スポーツ部活動外部指導者の委嘱に
ついて

平成28年5月26日

33 ⑪

磐田市立図書館協議会委員の委嘱について

承認 中央図書館

平成28年5月26日

34 ⑪

磐田市旧見付学校協議会委員の委嘱について

承認 文化財課

平成28年5月26日

35 ⑩

平成28年度磐田市一般会計補正予算（教育費関係）の
要求について

承認 学校教育課

平成28年6月30日

36 ①

「平成28年度磐田の教育」について

承認 教育総務課

平成28年7月26日

37 ③

平成28年８月１日付け人事異動（教育委員会関係）に
ついて

承認 教育総務課

平成28年7月26日

38 ⑪

磐田市歴史文書館運営審議会委員の任命について

承認 文化財課

平成28年8月25日

39 ⑩

平成27年度磐田市一般会計歳入歳出決算（教育費関
承認 教育総務課他
係）の認定について

平成28年8月25日

40 ⑩

平成28年度磐田市一般会計補正予算（教育費関係）の
要求について

平成28年8月25日

41 ⑩

平成28年度磐田北幼稚園･磐田北小学校プール再築工事
承認
（建築）請負契約の締結に係る書面採決について

幼稚園保育園課
教育総務課

平成28年8月25日

42 ⑩

財産の取得について（豊田学校給食センターラウンド
承認
ベア）

学校給食管理室

平成28年8月25日

43 ①

子ども読書活動推進計画の策定について

平成28年8月26日

44 ⑩

平成28年度磐田北幼稚園･磐田北小学校プール再築工事
承認
（建築）請負契約の締結について

平成28年9月29日

45 ⑨

磐田市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則に
ついて

承認 中央図書館

平成28年10月27日

46 ⑩

平成28年度磐田市一般会計補正予算（教育費関係）の
要求

承認 教育総務課他

平成28年10月27日

47 ⑩

磐田市子どものための教育・保育給付に係る利用者負
承認
担額を定める条例の一部を改正する条例について
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承認

市民活動推進課

学校給食管理室

承認 学校教育課

承認 教育総務課他

承認 中央図書館
幼稚園保育園課
教育総務課

幼稚園保育園課

【資料３】平成28年度教育委員会議案
月日

年番 種類

平成28年10月27日

48 ⑨

平成28年10月27日

結果

所管課

磐田市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の一部を改
正する規則について

承認

幼稚園保育園課

49 ⑩

磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例について

承認

幼稚園保育園課

平成28年10月27日

50 ⑨

承認

幼稚園保育園課

平成28年10月27日

51 ⑨

磐田市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則につい
て
磐田市学校給食条例施行規則の一部を改正する規則に
ついて

承認

幼稚園保育園課

平成28年10月27日

52 ⑨

磐田市教育委員会公印規程の一部改正について

承認

幼稚園保育園課

平成28年10月27日

53 ⑩

磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条
例等の一部を改正する条例の制定について

承認 教育総務課

平成28年11月28日

54 ⑩

平成28年11月28日

55 ⑩

平成28年12月22日

56 ⑪

平成29年1月20日

1⑩

平成29年度磐田市一般会計予算（教育費関係）の要求
承認 教育総務課他
について

平成29年1月20日

2⑩

平成28年度磐田市一般会計補正予算（教育費関係）の
要求について

承認 教育総務課他

平成29年1月20日

3⑨

磐田市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に
関する規則の一部を改正する規則

承認

平成29年1月20日

4⑩

磐田市少人数学級編制の実施及び小中一貫教育の推進
に係る市費負担教員の任用等に関する条例の一部を改
正する条例について

承認 学校教育課

平成29年1月20日

5①

遠江国分寺跡整備基本計画の策定について

承認 文化財課

平成29年2月22日

6 ⑪

磐田市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命につい
て

承認

平成29年2月22日

7 ①

平成29年度磐田市の教育の概要について

承認 教育総務課

平成29年2月22日

8 ①

磐田市新たな学校づくり研究会報告について

承認 教育総務課

9 ③ ⑤ 平成28年度末県費負担教職員人事異動の内申について

承認 学校教育課

平成29年3月1日

議案

平成29年度磐田市立小学校及び中学校の給食費につい
承認
て
平成29年度磐田市立幼稚園及び認定こども園の給食費
承認
について
磐田市社会教育委員の委嘱について

承認

学校給食管理室
幼稚園保育園課
市民活動推進課

幼稚園保育園課

スポーツ振興室

平成29年3月23日

10 ⑪

磐田市スポーツ推進委員の委嘱について

承認

平成29年3月23日

11 ③

平成29年4月1日付け人事異動(教育委員会関係)につい
て

承認 教育総務課

平成29年3月23日

12 ⑨

磐田市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の一
部を改正する規則について

承認 教育総務課

平成29年3月23日

13 ⑨

磐田市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規
則について

承認 教育総務課

平成29年3月23日

14 ⑨

磐田市放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正す
る規則について

承認 教育総務課

平成29年3月23日

15 ①

ながふじ学府一体校基本構想（案）について

承認

平成29年3月23日

16 ⑪

学校(園)医、学校(園)歯科医及び学校(園)薬剤師の委
嘱について

承認 学校教育課
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スポーツ振興室

学府一体校推進室

【資料４】平成28年度教育委員会協議事項

日時

番号 種類

協議事項

内容

平成28年度磐田市教育委員会の自己点検・ 自己点検評価 年度当初の目標

平成28年6月30日

3 ⑰ 評価における目標設定について

平成28年7月26日

全国学力・学習状況調査の結果
4 ① 全国学力学習状況調査の結果公表について 公表に係る本市の方針決定

平成28年8月25日

5 ① 報告について

平成28年9月29日

6 ① 報告について

中間報告書の検討

平成28年11月28日

7 ① 平成29年度磐田市の教育の概要について

教育委員会の目標及び教育施策
（方針）の決定

平成28年11月28日

8 ① 今後の学府一体校への示唆について

平成28年12月22日

9 ① ついて

平成29年1月20日

1 ① 平成29年度磐田市の教育の概要について

平成29年1月20日

2 ① ついて

設定

磐田市「新時代の新たな学校づくり」中間 「新時代の新たな学校づくり」
中間報告書の検討

磐田市「新時代の新たな学校づくり」中間 「新時代の新たな学校づくり」

11月３、４日教育委員会視察研修の総括と 11月3,4日の視察研修の振り返り
と今後への示唆検討

新時代の新たな学校づくり研究会報告書に 「新時代の新たな学校づく
り」報告書の検討

新時代の新たな学校づくり研究会報告書に
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前回指摘事項の修正案の提示
前回指摘事項の修正案の提示

【資料５】平成28年度教育委員会告示

番号

月日

告示

担当課

12 平成28年4月15日

定例教育委員会招集

教育総務課

13 平成28年4月27日

平成28年度資料点検期間

中央図書館

14 平成28年5月20日

定例教育委員会招集

教育総務課

15 平成28年5月26日

磐田市磐田スポーツ部活指導者の委嘱等に関する要綱

スポーツ振興室

16 平成28年6月23日

定例教育委員会招集

教育総務課

17 平成28年7月19日

定例教育委員会招集

教育総務課

18 平成28年7月26日

平成28年度図書館システム更新に伴う休館

中央図書館

19 平成28年8月18日

定例教育委員会招集

教育総務課

20 平成28年8月25日

ながふじ学府新たな学校づくり検討会設置要綱の制定

教育総務課

21 平成28年8月25日

磐田市費負担臨時的任用教員の勤務条件に関する要綱の
学校教育課
一部改正

22 平成28年8月25日

磐田市特別支援連携協議会設置要綱の廃止

学校教育課

23 平成28年8月26日

臨時教育委員会招集

教育総務課

24 平成28年9月21日

定例教育委員会招集

教育総務課

25 平成28年9月29日

図書館休館日変更

中央図書館

26 平成28年10月21日

定例教育委員会招集

教育総務課

27 平成28年10月27日

図書館休館日変更

中央図書館

28 平成28年11月22日

定例教育委員会招集

教育総務課

29 平成28年11月28日

図書館休館日変更

中央図書館

30 平成28年12月16日

定例教育委員会招集

教育総務課

31 平成28年12月19日

磐田市教育委員会公印規程の一部改正

幼稚園保育園課

32 平成28年12月22日

平成28年度資料点検期間

中央図書館

1 平成29年1月13日

定例教育委員会招集

教育総務課

2 平成29年1月20日

磐田市立小・中学校施設開放実施要綱の一部改正

教育総務課

3 平成29年2月15日

定例教育委員会招集

教育総務課

4 平成29年2月22日

臨時教育委員会招集

教育総務課

5 平成29年3月16日

定例教育委員会招集

教育総務課

6 平成29年3月27日

磐田市少年補導センター要綱の廃止

市民活動推進課

7 平成29年3月27日

磐田市生涯学習出前講座実施要綱の廃止

市民活動推進課

8 平成29年3月27日

磐田市教育委員会公印規程の一部改正

教育総務課

9 平成29年3月27日

磐田市立小･中学校処務規程の一部改正

学校教育課

10 平成29年3月27日

磐田市公立学校に勤務する県費職員の自家用車の公務使
学校教育課
用に関する取扱要綱の一部改正
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【資料６】平成28年度教育委員会規則

番号

月日

7 平成28年9月29日

規

則

磐田市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則

所管課
中央図書館

8 平成28年12月19日 磐田市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則 幼稚園保育園課
9 平成28年12月19日

磐田市立幼稚園管理規則及び磐田市学校給食条例施行規則の一部 幼稚園保育園課
学校給食管理室
を改正する規則

1 平成29年3月27日

磐田市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の一部を改正す
教育総務課
る規則

2 平成29年3月27日

磐田市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則
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教育総務課
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