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10 月 定例教育委員会会議録 

   （進行委員：杉本憲司委員） 

１ 開会 

２ 教育長あいさつ・教育長報告 

本日は定例教育委員会にお集まりいただきましてありがとうございます。教育委員の皆様方には、

総合教育会議に続き、定例教育委員会となりますがよろしくお願いいたします。  

先ほどの総合教育会議の中で、幼稚園・保育園教育のあり方や、小学校との連携についての話が

ありました。今、日本では８歳までの育ちが大切であることが改めて見直されています。 

脳科学をもとにした、８歳までの脳の構造や、前頭連合野などについて書かれた本があります。

人の脳を猿やチンパンジーと比較すると、前頭連合野は 10倍の量があり、脳全体では３倍ぐらい

の重さの違いがあるそうです。まだはっきりとわかっていないのですが、前頭連合野の 46野の部

位が発達し、その部位に社会関係という分野が備わっているそうです。つまり、人間の人間たる由

縁はどこかというと、この前頭連合野の 46 野の部位が発達したことにより、社会関係、人間関係

が形成できるということであると思います。今、磐田市が求めているのは、人と人との繋がりや関

わりなどの、人間的な繋がりそのものです。そのことは社会関係性であり、人間の本質的な進化の

正体であるかもしれません。 

 先日、千葉県柏市にある麗澤大学、高校、中学校、幼稚園、モラロジー研究所を見学させていた

だきました。皆さん楷の木を御存じでしょうか。孔子廟から日本の国へ移した学問の木と言われて

いますが、その楷の木や、目薬の木など珍しい植物がたくさんあり、とてもうれしい気持ちになり

ました。私立の学校になりますが、ここに通う子どもたちはそのような環境の中で生活していまし

た。学校では、子どもたちの食事の様子などを見させてもらいましたが、大変落ちついていて、素

晴らしい子どもたちだと改めて思いました。この地域は、私立の幼稚園を希望する方々が多いそう

です。幼稚園の施設環境は大変よく整備されていて、遊び場にはトランポリンも設置されており、

公立とは違った環境に大変驚かされました。 

視察をする中で、磐田市の教育大綱をもとにした、人間教育が行われていたことが伺えました。

その教育を行うに当たり、こころのドリルというものがあり、さまざまな項目が記載されていて、

具体的には、教育大綱や子ども憲章などが記載されているものになります。また、「ごめんなさい

はどうやって言うのか」や「素直に謝るときにはこうですよ」などということも、先生たちが読み

聞かせを行い、そのことは、ある面では、人間関係プログラムやライフスキルの教育を具体化した

１ 日  時 平成 30年 10 月 25 日（木） 午後５時 30分から午後６時 23 分まで 

２ 会  場 磐田市役所 西庁舎３階 特別会議室 
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校推進室長、加藤計吾児童青少年政策室長、木野吉文学校給食課長、小澤一則学
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ようなものでした。公立、私立にかかわらず、人間教育の原点を示していくことが大切な事だと感

じました。 

廣池千九郎先生の足跡にも触れることができ、深い勉強ができたと思うと同時に、自分自身まだ

まだ勉強不足であるということを痛感しました。いろいろなものを見ながら、幼稚園と小学校の連

携のあり方を、教育委員会の場、または子どもとの触れ合いの中で勉強しながら、本当に必要な８

歳までの教育を、作り上げることができたら良いと改めて思いました。 

 本日もよろしくお願いいたします。 

３ 前回議事録の承認

９月 27 日定例教育委員会 

・修正の意見なし 

・原案のとおり承認 

４ 教育部長報告 

 ９月議会につきましては、10 月 11 日が最終日となり、平成 29 年度決算や補正予算などの 25 議

案について、原案どおり承認・可決されましたことを報告します。 

 次は 11 月議会になりまして、11 月 27 日から 12 月 21 日までの 25 日間となります。教育委員会

関係の議案につきましては、補正予算や条例改正の提出を予定しており、のちほど関係課から報告

させていただきますので、御審議の程よろしくお願いいたします。 

＜質疑・意見＞ 

 なし 

５ 議事 

（１）議案第 45 号 磐田市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

（２）議案第 46 号 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 

（３）議案第 47 号 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 

（４）議案第 48 号 磐田市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について 

○議案第 45 号から第 48号までの４議案でございますが、４議案ともに改正の趣旨は同じであるこ

とから、一括して説明させていただきます。平成 31 年３月 31 日で磐田市立磐田西幼稚園及び磐田

市立磐田中部幼稚園の２園が閉園し、平成 31 年４月１日から新たに定員 285 人の幼稚園型認定こ

ども園が１園開園することにより、関係例規を今回改正するものです。 

 新たに開園するこども園の園名は磐田市立磐田なかよしこども園です。園名の選定についてです

が、園名募集は６月の定例教育委員会の場において説明させていただきましたとおり、磐田中部幼

稚園と磐田西幼稚園両園の園児と保護者、磐田中部小学校と磐田西小学校の両校の児童、中泉地区

にお住まいの方、ふれあい交流センター、中泉交流センター御利用の方を対象にして、条件として

は中泉地区には中泉保育園があることから、中泉こども園また市内にある園名と同様、または混同

しやすい名称等は対象外とすることなどを付して募集しました。結果として、多くの方がさまざま

な思いを込め、計 188 人の方から 196 案の御応募をいただきました。196 案の中から市内の園名と

混同しやすい園名を除き、また、市内の教育施設、教育機関等に同様の名称がないかなどを確認し

た上で、幼稚園・保育園内で選考し、５案に絞り、その後自治会連合会長、教育長、磐田中部幼稚
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園のＰＴＡ会長に御意見をそれぞれ伺い、最終的に磐田市立磐田なかよしこども園が最もよいとい

うことになり、その後市長までの決裁をもって決定いたしました。 

 なお、この磐田なかよしこども園に込めた思いとしては、２つの園が１つになる子ども、保護者、

先生、地域、みんなが仲よしになって温かなこども園をつくっていけるようにということが主なも

のでした。 

 議案それぞれの改正内容は、議案第 45号は、現在の２幼稚園の園名を削除し、新こども園の名

称を追加するもの、議案第 46 号は２幼稚園をこども園に改めて合わせて 285 人の定員設定をする

もの、議案第４7号は小学校の調理場から２幼稚園を削除し、こども園の調理場を自園調理場とし

て新たに追加するもの、議案第 48号は２幼稚園の関係公印をこども園関係の公印に改めるものと

なっております。施行期日は全て平成 31年４月１日となります。全議案ともに今月 18 日の例規審

査委員会での審議を受けています。なお、議案第 45 号の磐田市立学校設置条例の一部を改正する

条例につきましては、本日の教育委員会での承認後、11 月議会への上程を予定しています。 

＜質疑・意見＞ 

○定員人数 285 人は今の建築面積数などから算出した最大の人数ということですか。 

○定員人数の基準に基づいた最大人数を算出すると 315 人になっていますが、現在の磐田西幼稚園

と磐田中部幼稚園の合計園児数が 210 人程などの現状や面積要件等を勘案して、285 人で設定して

います。 

なお、285 人の内訳として、幼稚園枠が 255 人、保育園枠が 30 人となります。 

＜議案の承認＞ 

一同同意 

審議の結果、議案第 45号、議案第 46 号、議案第 47 号、議案第 48 号は原案どおり承認された。 

（５）議案第 49 号 平成 30 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 30年度磐田市一般会計補正予算要求の教育費関係については、教育総務課・学校教育課・

中央図書館・文化財課の４課に係るものになりますが、教育総務課が一括で説明させていただきま

す。なお、質疑は最後に一括してお受けし、担当課から回答させていただきます。 

 今回の補正額につきましては、歳入補正総額１万 8,000 円の増額と歳出は補正総額 829 万 5,000

円の減額になります。 

 初めに歳入から説明いたします。20 款５項５目、臨時職員雇用保険料については、教育総務課分

と図書館分を合わせて１万 8,000 円の増額補正で、増額理由は臨時職員の増員に伴う本人負担雇用

保険料の増額によるものです。 

 次に歳出についてです。10 款３項１目、中学校費学校管理費の中学校施設管理事業については、

165 万 4,000 円の増額補正です。これは嘱託用務員１名の欠員補充として臨時職員により対応した

ことによるものです。 

 次に 10 款５項１目、図書館については、中央図書館施設管理事業、竜洋図書館施設管理事業、

豊岡図書館施設管理事業の３事業合わせて 521 万 2,000 円の増額補正になります。増額理由として

は、３つの図書館において嘱託職員 1人の欠員補助として臨時職員により対応したことによるもの

です。 

 次に 10款５項２目、文化財保護費、埋蔵文化財センター施設管理事業については 38万 9,000 円

の増額補正です。増額理由としては、来年５月の元号改正に当たり今年度中に臨時職員にかかる賃
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金管理システムの改修が必要となり、改修にかかる委託経費が発生したことによるものです。 

 最後に職員給与費になりますが、公務員給与につきましては民間企業との均衡を図るため、例年、

人事院勧告に準じた給与改定を行っていますが、今回はその勧告と人事異動等に伴う補正内容とな

っています。補正額は 1,555 万円の減額となっています。なお、本年度の人事院勧告の概要は、月

例給については民間企業との格差 0.16％、金額にして 655円を、そしてボーナスについては公務員

が支給月数年 4.40 月のところ、民間が 4.46 月でしたのでこの格差を埋めるものになります。人事

院勧告が増額要因にもかかわらず補正額が減額となっているのは人事異動によるもので、要因の一

つは定年退職者と新規採用職員の新陳代謝によるものです。 

＜質疑・意見＞ 

 なし 

＜議案の承認＞ 

一同同意 

審議の結果、議案第 49号は原案どおり承認された。 

６ 報告事項 

（１）地域づくり応援課 

＜質疑・意見＞ 

 なし 

（２）スポーツ振興課 

 ・平成 30 年度豊田加茂テニスコート外１施設改修工事について 

○平成 31 年度からながふじ学府の一体校建設に伴い、学校のグラウンドが使用できなくなること

で、授業や部活動等に支障がありますので豊田加茂テニスコート、豊田加茂グラウンド、豊田野球

場を代替施設として使用していきますが、この度、実施設計が終了しましたので、工事着手前に御

説明いたします。工事内容は、テニスコートのハードコートを人工芝のオムニコートに改修します。

クレーコートは経年により平らな状態が保たれていない状況ですので、地面を整地します。加えて、

グラウンドを含めた周囲のフェンスや、防風ネットの塗装や一部塗り替えを行う予定です。 

 今後の予定ですが、入札が 11 月 15 日、契約は 11 月 20 日、工期は 11 月 21 日から来年３月 15

日を予定しています。 

 平面図の左側がグラウンド、右側がテニスコートになっています。テニスコートのうち、左側が

ハードコート２面、右側がクレイコート２面となっています。それと来年度テニスコートは、プー

ルの解体工事が始まる５月から、グラウンドは１学期終了後の７月から使用になると聞いて いま

すので、社会体育と学校での利用が円滑に行われるよう、今後、学校と調整していきたいと考えて

います。 

＜質疑・意見＞ 

 なし 
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（３）幼稚園保育園課 

 ・磐田市立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 

  規則について 

○この規則改正につきましても、先ほどの議案で説明させていただいた議案第 45 号から議案第 48

号までと同様の理由により改正するものです。 

 改正内容につきましては、新こども園の園名、こども園の類計、定員を現在の規則に追加するも

ので、施行期日は平成 31 年４月１日となります。なお、この規則が教育委員会告示としていない

理由について説明します。理由は２点あり、１点目は、認定こども園は幼児教育と保育の両方を提

供する施設として、都道府県知事の認定を受ける施設となっていること。次に、認定こども園には

幼保連携型をはじめ、幼稚園型、保育所型、地方裁量型というこども園があります。本規則の対象

が、幼保連携型以外とされており、現在は磐田市において、幼稚園型の認定こども園のみが対象と

なっていますが、幼稚園型だけでなく、保育所型、地方裁量型も対象となっているということが２

点目です。この２点から、教育委員会告示としていませんので、報告事項とさせていただいていま

す。 

 ・磐田市立東部幼稚園運営法人の決定について   

○東部幼稚園の幼保連携型認定こども園化に伴う民営化についてで、運営法人が決定しましたので

報告します。 

 10 月１日の検討委員会において、社会福祉法人聖隷福祉事業団の１法人から、提案をいただきま

した。検討委員会では、施策審査、提案審査による総合評価により８名の委員による選考をしまし

た。その結果、規定の点数を獲得し、検討委員会として社会福祉法人聖隷福祉事業団を推薦する法

人として適当であるということで決定し、その後、市で当該法人を運営移管するものとして決裁を

受け、決定しましたので報告します。 

 今後の予定は、今年度、法人、保護者会、市の３者協議をし、来年度には、民営化移行の準備と

いうことで、設計に入り、翌年度の 32 年度も含めて建設等を進めていきます。平成 33 年４月から

運営、移管法人により新園舎で運営をしていただくことで計画しています。 

 なお、教育委員の皆様には、公営から民営化した保育園・こども園をぜひ見ていただきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ・（仮称）中泉こども園の給食調理等委託プロポーザルの結果について 

○磐田なかよしこども園として来年度から開園するこども園になりますが、給食を自園で調理する

ことになります。その給食調理業務を委託しますので、その業者の選定をしました。提案法人とし

て、株式会社メフォスと、株式会社魚国総本社の２法人から提案をいただきました。募集の段階で

はもう 1社、株式会社レオックという法人からも参加表明がありましたが、入札参加資格者名簿に

登録がないことがわかりましたので、その時点で辞退となりました。その結果、２法人でプロポー

ザルを行い、提案説明と給食の試食を委員の皆様にしていただき審査が行われ、両法人ともに規定

獲得点数を上回ったため、獲得点数が高かった株式会社魚国総本社を最優先交渉権者として決定し

ました。今後の予定は、来年４月に業務を開始しますので、法人と現在の磐田西幼稚園、中部幼稚

園の両園及び市との連絡を密に取り、４月の給食提供に向けて、準備を進めていきたいと考えてい

ます。 
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＜質疑・意見＞ 

○こども園にした場合、園内で調理をしなくてはいけないのですか。 

○原則自園調理となり、園内での調理となります。 

（４）教育総務課 

 ・磐田市教育委員会教育部公共事業評価審査会要領の制定について 

○国などから補助金を受けるに当たり、補助金の交付要件として当該事業の効率性や透明性などを

評価して、その評価結果を公表することが要件として含まれている場合において、当該事業におけ

る審査を行う審査会を設置するものです。 

 従来は市全体で１つの審査会を設けて全ての部局が受ける補助事業を審査していましたが、案件

が多いことなどからこの度、この審査会を各部ごとに設置し、自己評価として審査することとなり

ました。審査会のメンバーは、教育部長を筆頭に教育部の各課長で構成する内部組織となっており

ます。 

＜質疑・意見＞ 

○審査会は、案件が発生したその都度開催するのか、年間でまとめて開催するのかどちらですか。 

○審査会は案件が発生したその都度の開催を考えています。 

（５）学校給食課 

○10 月 26 日に実施予定であった豊田東小ＰＴＡ施設見学、給食試食会は延期になりましたので報

告します。 

＜質疑・意見＞ 

 なし 

（６）学校教育課 

＜質疑・意見＞ 

○予定事業の保幼こ小合同研修はどのような内容ですか。 

○内容は、保幼こ小の連携・接続についてや、幼小接続カリキュラム作成についてになります。参

加対象者は、私立幼稚園、保育園、認定こども園の年長担任または主任、磐田市立幼稚園、保育園、

認定こども園の年長担任または主任、小学校主幹教諭、教務主任が対象となります。 

（７）中央図書館

 ・平成 30 年度図書整理日の変更について（中央・福田・竜洋・豊岡） 

 年末に向けて利用が多くなるため、12 月の図書整理による休館日を、各図書館においてそれぞれ

第４週から第３週に変更します。また、記載はありませんが、ひと・ほんの庭 にこっとにおきま

しても 12月 27 日の、にこっと内の整理日を 20日に変更することも併せて報告します。 

 オータムコンサートについてですが、78 名の方が参加していただき、心にしみわたる演奏会とな

りました。 

 中央図書館 25周年記念読者マラソン大会 2018 は、本を読むきっかけづくりに図書館システムを

活用した初めて実施する事業です。インターネットパソコンやスマートフォン、館内の検索端末か
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ら大会期間中の自分の貸し出し冊数や全体順位などが確認できる仕組みとなっています。読書週間

期間を含む 11 月１日から 12 月 22 日までを大会期間として、マラソンにちなんで設定した貸し出

し数 42 冊を目標として、目標を達成して応募いただいた方の中から抽選で 25 名の方に記念品を贈

る予定となっています。 

＜質疑・意見＞ 

 なし 

（８）文化財課 

○旧見付学校の関係ですが、台風 24 号により９月 30 日から 10 月１日の早朝にかけて非常に強い

風が吹き被害が発生しました。内容は、漆喰の崩落が６カ所、５階の雨どいの南側に面している箇

所の壁の崩落、破損、玄関の屋根の一部破損になります。それから北側にある磐田文庫も外壁の漆

喰が１カ所崩落しました。これらについては国の史跡内にある建物であることから、県・国と調整

しながら修復を進めています。大至急原状回復をすることで、既に着手していますが、少なくても

２、３カ月はかかる見込みです。ここ数年でこのような崩落が目立つようになりましたので、根本

的な問題解決手段について検討しているところであります。今回の崩落に係る経費は約 800 万円程

度と試算しています。 

 遠州大念仏を語る会が、27 日午後 2時から豊岡中央交流センターで開催されます。当日は教育長

に参加いただき、交付式ということで指定書を交付していただきます。ＤＶＤの視聴や、講演を予

定していますので、会場にお出かけいただければと思います。 

本日、「みんなの絵を大募集」ということで、ファイルをお配りしました。このファイルのデザ

インは４種類あり、寺田伊勢男さんに描いていただいたものが２種類、しっぺいが入った写真が２

種類あります。この絵を応募していただいた方に参加賞としてお配りしています。 

＜質疑・意見＞ 

○瓦が飛んだということですが、人的被害等はありましたか。 

○今回の被害は夜中に発生したということもあり人的な被害はありませんでした。 

今回の台風により、傷んでしまった個所がありますので、補修をして有事の際の被害を最小限に

留めるようにしてきたいと考えています。 

○ガラスが割れる被害はありましたか。 

○ガラスが割れる被害はありませんでした。 

７ 協議事項 

 なし 

８ その他 

 なし 

９ 次回教育委員会の日程確認

・定例教育委員会 

  日時：平成 30 年 11 月 21 日（水） 午後５時 30 分から 
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  会場：市役所西庁舎３階 特別会議室 

10 閉会 


