座間市教育委員会１１月定例会会議録
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県費負担教職員の任用について
ただ今より１１月定例教育委員会を開会いたします。
お諮りします。会期は今日一日でよろしいでしょうか。
（異議なしの声あり）

教育長

それでは、会期は１１月１４日今日一日といたします。
次に、教育委員会会議規則第２１条第２項の規定により、会議録署名委員に馬場委員と天
野委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。
それでは教育長報告に移ります。
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＜教育長報告＞
１０月１０日（水）定例教育委員会があり、教育長、教育長職務代理者、天野委員、小井
田委員、鈴木委員が出席いたしました。
同日、神奈川県市町村教育委員会連合会研修会があり、教育長職務代理者、天野委員、小
井田委員が出席いたしました。
１０月１１日（木）学校訪問Ｃ（西中学校）があり、教育長、教育長職務代理者、天野委
員、小井田委員、鈴木委員が出席いたしました。
同日、県央ブロック退職校長会 問題研究協議会「教育文化講演会」があり、教育長が出
席いたしました。
１０月１２日（金）第２回神奈川の教員の働き方改革検討協議会があり、教育長が出席い
たしました。こちらは中間案のまとめを検討させていただいて、まもなく、神奈川県から中
間まとめ案が出る予定となっております。
１０月１４日（日）ひまわりフェスタ in NISSAN 2018 があり、教育長が出席です。
同日、市青少年創意くふう展覧会表彰式があり、教育長が出席です。
同日、
「2018 咲かせよう！座間のひまわりキャンペーン」写生コンテスト表彰式があり、
教育長が出席です。
同日、市民芸術祭 三曲発表会があり、教育長が出席です。
同日、市民芸術祭 合唱の部があり、こちらも教育長が出席です。
１０月１５日（月）学校訪問Ｃ（南中学校）があり、教育長、天野委員が出席いたしまし
た。
１０月１６日（火）栗原小学校とアーン小学校の交流会があり、教育長、天野委員、小井
田委員、鈴木委員が出席いたしました。当日は栗原小の６年生がアーン小学校の５，６年生
を迎え、
「ダンシングヒーロー」のダンスを教えて、最後には一緒に踊るという交流が行わ
れました。次は年明けに、栗原小学校の児童がアーン小学校を訪問する予定がございます。
同日、学校訪問Ｃ（旭小学校）があり、教育長、教育長職務代理者、天野委員、小井田委
員、鈴木委員が出席いたしました。
１０月１７日（水）栗原中合唱コンクールがあり、教育長が出席いたしました。
同日、市チャリティーゴルフ大会の閉会式があり、教育長が出席いたしました。
１０月１８日(木)相模中合唱コンクールがあり、教育長が出席いたしました。
１０月１９日(金)東中合唱コンクールがあり、教育長が出席いたしました。
同日、東地区文化センター文化祭があり、教育長が出席です。
同日、台湾高座会の皆様の座間市表敬訪問があり、教育長が出席いたしました。太平洋戦
争中に高座海軍工廠で勤務していた元台湾少年工の皆様が、「台湾高座会留日７５周年」を
記念して来日され、座間市を訪問してくださいました。翌日の１０月２０日（土）には、台
湾少年工を称える顕彰碑の除幕式があり、教育長が出席いたしました。当時地下工場のあっ
た芹沢公園で行われました。
１０月２０日（土）なかはらふれあいまつり 2018 があり、教育長が出席です。
１０月２１日（日）新田宿・四ッ谷地区レクリエーション大会があり、教育長が出席いた
しました。
同日、座間市民混声合唱団

第８回定期演奏会があり、教育長が出席いたしました。
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同日、消防操法大会報告会があり、教育長が出席いたしました。
１０月２２日（月）政策会議があり、教育長が出席です。
同日、座間中合唱コンクールがあり、教育長が出席です。
１０月２３日（火）西中学校合唱コンクールがあり、教育長が出席です。
１０月２５日（木）叙位叙勲伝達式があり、教育長が出席いたしました。
同日、学校訪問Ｃ（栗原中学校）があり、教育長、教育長職務代理者、天野委員、小井田
委員、鈴木委員が出席いたしました。
１０月２６日（金）北地区文化センター文化祭があり、教育長が出席いたしました。
１０月２７日（土）たち野まつりがあり、教育長が出席いたしました。
同日、ひばりふれあいまつりがあり、教育長が出席です。
同日、ひがしはら小 秋まつりがあり、教育長が出席です。
１０月２８日（日）県央五市親善ソフトボール大会が相模川であり、教育長が出席いたし
ました。
同日、市民芸術祭 民謡舞踊発表会があり、教育長が出席いたしました。
１０月２９日（月）南中合唱コンクールがあり、教育長が出席です。
同日、学校訪問Ｂ（入谷小学校）があり、教育長、天野委員、小井田委員、鈴木委員が出
席いたしました。
１０月３０日（火）県都市教育長協議会臨時総会があり、教育長が出席いたしました。
同日、市中学校総合文化祭合唱部門があり、小井田委員、鈴木委員が出席です。
同日、教育課題研究員会があり、教育長職務代理者、鈴木委員が出席いたしました。
１０月３１日（水）防災講演会（シェイクアウトキックオフ）があり、教育長が出席です。
１１月２日（金）第４１回神奈川県公立中学校教育研究大会 社会科研究大会座間大会が
あり、教育長が出席し、馬場教育長職務代理者にはご講演をいただきました。
１１月３日（土）市表彰式・技能功労者表彰式があり、教育長が出席いたしました。
１１月４日（日）市民音楽祭 演奏の部があり、教育長が出席いたしました。
１１月７日（水）、小学校連合音楽会があり、教育長、天野委員、小井田委員が出席いた
しました。この日は、市内１１校の小学４年生が一堂に会し、学年合唱を発表しました。毎
日一生懸命練習したことが伝わってくる大変素晴らしい合唱で、現在１０歳の子どもたちが
次にハーモニーホールに会すのは１０年後の成人式ということもあり、内容のある素晴らし
い発表だと感動いたしました。
１１月１０日（土）平成３０年度ＰＴＡ活動研修会があり、教育長、天野委員、鈴木委員
が出席いたしました。
１１月１１日（日）相武台コミセンまつりがあり、教育長が出席です。
同日、市民芸術祭 茶会があり、教育長が出席です。
同日、市民芸術祭 入谷歌舞伎公演があり、教育長が出席です。
１１月１２日（月）
、神奈川県市町村教育長会連合会第２回幹事会及び総会があり、教育
長が出席いたしました。金子前教育長の時と併せ６年６ヶ月務めました会長職はこの総会で
解かれ、次期会長は鎌倉市教育長にお任せすることとなりました。
１１月１３日（火）学校訪問Ｃ（東中学校）があり、教育長、教育長職務代理者、天野委
員、小井田委員、鈴木委員が出席いたしました。
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教育長報告は以上です。
教育長

ただ今の報告についてご意見、ご質問等ございませんか。

教育長

よろしいでしょうか。では、以上で教育長報告を終わります。
次に議案の審議に移ります。
お諮りいたします。議案第３６号「座間市市史編さん審議会委員の委嘱について」は人事
に関する案件ですので、非公開にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
（異議なしの声あり）

教育長

ご異議なしと認め、当案件は非公開といたします。
（議案第３６号「座間市市史編さん審議会委員の委嘱について」は非公開）

教育長

続きまして、議案第３７号「座間市立市民文化会館の指定管理者の指定案の申し出につい
て」
、稲垣生涯学習課長、お願いいたします。

稲垣課長

議案第３７号「座間市立市民文化会館の指定管理者の指定案の申し出について」
。座間市
立市民文化会館の指定管理者の指定案に関し意見を申し出ることについて、議決を求める。
管理を行わせる施設の名称 座間市立市民文化会館
所在地 座間市緑ケ丘一丁目１番２号
指定管理者 公益社団法人座間市スポーツ・文化振興財団
理事長 遠藤三紀夫 座間市緑ケ丘一丁目１番２号
指定の期間 平成 31 年４月 1 日から平成３６年３月３１日まで
提案理由でございますが、指定管理者としての指定期間が満了することから、提案するも
のでございます。以上でございます。

教育長

ありがとうございます。ただいまの件につきまして、ご意見、ご質問等はございますか。

教育長

ご質問等もないようですので、議案第３７号は承認することで宜しいでしょうか。
（異議なしの声あり）

教育長

ご異議等無いようですので議案第３７号「座間市立市民文化会館の指定管理者の指定案の
申出について」は承認いたします。
続きまして、議案第３８号「教育関係予算案の申出について」、石川教育部長、お願いい
たします。
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石川部長

議案第３８号「教育関係予算案の申出について」、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第２９条の規定に基づき、教育関係予算案に関し意見を申し出ることについて、座間市
教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第４条第１項の規定により別紙のとお
り臨時代理をしたので、承認を求めるものでございます。提案理由でございますが、平成３
０年度座間市一般会計補正予算について提案するものでございます。
９ページをご覧ください。平成３０年度１２月補正予算要求資料をもとに、説明をさせて
いただきます。
（款）１０教育費（項）０２小学校費（目）０３教育振興費（節）１４使用
料及び賃借料の階段昇降機賃借料は、市内小学校に在籍している肢体不自由児童の校舎階移
動に必要な車いす付属型の階段昇降機を平成３１年３月から平成３６年２月までの６０ヶ
月借り入れるため、当該年度における１ヶ月分の賃借料、４万８，０００円を増額措置する
ものでございます。なお、本件は、６０ヶ月の契約期間となるため、平成３１年以降におけ
る借入総額２８１万２，０００円の債務負担行為を設定させていただきます。以上でござい
ます。

教育長

ありがとうございました。ただいまの件につきまして、ご意見、ご質問等はございますか。

教育長

ご質問等もないようですので、議案第３８号は承認することで宜しいでしょうか。
（異議なしの声あり）

教育長

ご異議等無いようですので議案第３８号「教育関係予算の申出について」は承認いたしま
す。
本日の議案事項は以上です。
本日、協議事項はございません。
報告事項に移ります。
お諮りいたします。報告第２３号「県費負担教職員の任用について」は人事に関する案件
ですので、非公開にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
（異議なしの声あり）

教育長

ご異議なしと認め、当案件は非公開といたします。
（報告第２３号「県費負担教職員の任用について」は非公開）
本日の報告事項は以上です。
その他、委員会の中で取り上げたいことはございますか。
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よろしいでしょうか。では、次回の定例会は１２月１１日（火）午前９時３０分から教育
委員会室で開催します。
以上で１１月定例教育委員会を閉じさせていただきます。
（１１時３５分 閉会）
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