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令和２年第５回島田市教育委員会定例会会議録 

日 時 令和２年６月25日（木）午後２時00分～午後３時43分 

会 場 市役所会議棟 大会議室 

出席者 濱田和彦教育長、秋田美八子委員、原喜恵子委員、磯貝隆啓委員、柳

川真佐明委員 

欠席者  

傍聴人 １人 

説明のための出席者 教育部長、教育総務課長、学校教育課長、学校給食課長、社会教育課

長、博物館課長、スポーツ振興課長、図書館課長 

 

会期及び会議時間 令和２年６月25日（木）午後２時00時～午後３時43分 

  

会議録署名人 秋田委員、柳川委員 

  

教育部長報告  

  

事務事業報告 教育総務課長、学校教育課長、学校給食課長、社会教育課長、博物館

課長、スポーツ振興課長、図書館課長 

付議事項 

 

(1)島田市博物館協議会委員の委嘱について 

協議事項 

 

(1)島田市金谷体育センター条例施行規則の全部改正の訂正について 

協議事項の集約 (1)事務局から提案するもの 

(2)各委員が提案するもの 

 

報告事項 (1)令和２年５月分の寄附受納について(教育総務課) 

(2)ＧＩＧＡスクール構想実現事業に伴う１人１台端末について 

(3)島田第四小学校屋内運動場等建設工事の入札結果について 

(4)令和２年５月分の生徒指導について 

(5)令和２年５月分の寄附受納について(社会教育課) 

 

会議日程について ・次回 島田市教育委員会定例会 

 令和２年７月29日(水)午後１:45～ 

 プラザおおるり 第１多目的室(１階) 

 島田市教育委員会臨時会 

 令和２年７月29日(水)午後１:30～ 

 プラザおおるり 教育長室 

・次々回 島田市教育委員会定例会 
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 令和２年８月28日(金)午後２:00～ 

 プラザおおるり 第１多目的室(１階) 

 

  

 開  会   午後２時00分 

 

教育長 それでは、ただいまから始めたいと思います。最初に会議進行上の

お願いをします。 

発言は全員着席のまま行ってください。発言する場合は、指名され

た方以外は、自分の委員名、それから職名を告げて、そして発言許可

を取ってから発言をしていただきたいと思います。 

付議事項については１件ずつ採決いたします。 

それでは、ただいまから令和２年第５回教育委員会定例会を開催し

ます。 

会期の決定ですが、会期は本日令和２年６月25日、１日とします。 

次に、会議録署名人の指名ですが、会議録署名人は秋田委員と柳川

委員にお願いをしたいと思います、よろしくお願いします。 

 議 事 

 部長報告 

教育長 それでは、教育部長報告に移ります。教育部長から報告をお願いし

ます。 

教育部長 それでは、私から６月議会の概要につきまして御説明をさせていた

だきます。 

６月議会の定例会につきましては、６月１日に開会をしまして、一

般質問は６月10日に代表質問が行われました。 

16日に議案質疑が行われ、来週月曜日６月29日に本会議最終日を迎

えます。 

なお、今回の定例会につきましては、新型コロナウイルス感染症予

防対策のため、一般質問につきましては、各会派から１名の代表質問

となっており、当局側からは市長、両副市長、それから教育長、それ

から質問議案に関係する部長の出席ということで、そうした下での開

会となりました。 

まず、一般質問でございますが、教育委員会に係るものとしまして

は、４人の会派の代表者からそれぞれ御質問をいただきました。 

その概要につきましては、お手元の資料の３ページから７ページに

記載のとおりでございますが、私から報告させていただく内容につき

ましては、これまでと同様に議員から再質問に対する答弁という形で

報告をさせていただきます。 

まず、３ページでございます。山本議員から当市の新型コロナウイ
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ルス感染症への対策に係る御質問の中で、オンライン授業教育につい

ての保護者へのアンケート結果についての再質問がございました。 

これに対しましては、調査結果として96％の家庭にＷｉ-Ｆｉ環境が

あり、子供が平日に使える端末がある御家庭が約60％とあることが分

かりました。 

ただ、使える端末がないという家庭が12％、また、27％の家庭は子

供だけで、親のいないところで使わせたくないという回答があったこ

とから、約４割は十分に使えないような環境にあるということが分か

ったとお答えをしております。 

次にオンデマンド型の教育について、自宅にその環境がないお子さ

んについては、実際どのような対応をしているのかという御質問がご

ざいました。 

オンデマンド型、ｅライブラリ等につきましては、スマホからアク

セスし、見ることができますのでかなりの家庭がアクセスしようと思

えばできたのではないかと。どうしてもできない家庭におきましては、

学校の端末を使って学習したところもあるとお答えをしております。 

続いて、先生方の教育について専門の方に来ていただくような体制

づくりを考えているかどうかという御質問がございました。 

教員の資質向上というのは大きな課題であり、そのために外部の民

間や、メーカーのサポート等を得ながら、資質向上を図っていかなけ

ればならないとは考えております。 

もう一方で、市教委としても、各校に情報担当の教員がいますので、

そういう教員を集めて、研修会をやっていく予定もあるということで

お答えをしております。 

さらに、休校中のケアについて、保護者からは何かしらの意見等が

出たのではないかという御質問がございました。 

保護者の御意見としては、例えば臨時登校日について、本当に登校

させて大丈夫かとおっしゃる方がいる一方、学習が遅れるので、この

機会をしっかり保障してほしいといった意見と、その両方があったと

お答えをしております。 

次に授業の遅れ等について、今期の中で何とかやり繰りして、詰め

込みにならないよう工夫をしながらやってしまうのか、また来年度に

持ち越しをしてやるのか、そういった基本的なことが決まっているか

どうかという御質問がございました。 

こちらの回答としましては、基本的に５月の休校中に調整を最大限

した結果、今年度中に求められている学習内容については、ほぼ終え

る見込みが立っており、繰り越しの必要はないのではないかと考えて

いるとお答えをしております。 

最後に９月入学について、島田市の現在の見解について、御質問が
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ございました。 

こちらのほうは該当学年、特に新１年生の人数がかなり増え、これ

により、教室が不足するとともに、教員数の確保が難しくなるという

ことが大きな課題であると。 

また、高校入試等のスケジュールや就職試験のスケジュール、さら

に教員採用試験等々、さまざまな社会全体に影響を与える問題である

ことから、この社会全体のシステムが変わらない限り、早急な９月入

学ということについては、現時点のところ難しい状況であると考えて

いるとお答えをしております。 

続きまして、３ページから５ページにわたりますが、大村議員から

の再質問でございます。 

まず、放課後児童クラブや学校で預かっている子供たちが、一時的

に運動場で遊ぶことができるのでしたら、自宅で待機している子供た

ちにも何らかの方法、例えば、学年ごとに時間を区切ってでも運動場

で遊ぶことができるような計らいをしていただけたらよかったと、そ

う思うが島田市としてはどう考えるかという御質問。それから、今後、

再度学校休校の対応となった場合、児童生徒の運動不足によるストレ

ス解消への取組を島田としてはどう考え実施をしていくのかという御

質問がございました。 

運動不足につきましては、家庭でできる縄跳び等を奨励したり、運

動に関する教育番組を紹介したりする学校もありました。 

再度の休校のときに、学校の校庭を開放したらということもござい

ましたが、一つの問題として、登下校の安全確保ということも課題で

あるということを御理解いただきたいということでお答えをしてござ

います。 

次に、卒業式、入学式において人数制限等、島田市の対応について

の御質問がございました。 

これに対しましては、式を安全に行うことを第一に考えた中で来賓、

保護者についても人数を絞ったこと、保護者には申し訳なかったので

すが、児童１人につき御家庭１人という制限を設けた学校もございま

した。それは小規模等、学校規模に大きな差があり、また会場の状況

も違うことから、それぞれの学校によって対応したとお答えをしてお

ります。 

続きまして、自宅待機による、ふだん以上に読書に親しむ機会が増

えると考えるが、島田市としての考えはどうか、その場合に図書の貸

出しについても、保護者と一緒に子供が本を借りに来館されることが

できるような対応を望むがどうか。さらに、学校図書室もぜひ本を借

りて読むことができるよう、工夫、方法の検討をしていただきたいと

いう御質問がございました。 
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これにつきましては、外出自粛等、家にいる状況におきましては、

読書することは、大変いい機会であったと思われますが、図書館の利

用となりますと、当時、外出80％以上の削減を求められている状況下

において、わずかであっても、少しでも人数を減らすということを考

えた措置であって、保護者が借りていただくということを最優先に考

えて幼稚園、保育園、放課後児童クラブ等に、子供の代わりに保護者

に図書館に来てほしいという呼びかけをさせていただいたとお答えを

しております。 

また、今後につきましては、本のテイクアウト事業を始めたという

ことをお伝えしております。休校中における学校図書館の利用につい

ては、分散登校日や臨時登校日を活用して、三密を避ける中で貸出し

を行っていきたいと考える。また、今後につきましては可能な限り学

校図書館の活用を図っていきたいとお答えをしております。 

続いて、長期休業により、授業時間の確保ができなかったことによ

る学業の遅れへの具体的な対応についての御質問がございました。 

こちらは山本議員からも御質問がございましたが、長期休業、夏休

み、冬休みの短縮、それから余剰時数というものを各学校は持ってお

り、そういう余剰時数の活用や行事時数、特に練習とか準備の時間を

削減する等により授業時間を生み出し、１年を通して年度末には未履

修がないように、遅れがないように対応をしていく予定で、一応その

めどが立ったとお答えをしてございます。 

最後に、島田市の予算編成に及ぶ影響、対応ということで、島田第

四小学校の改築事業、それから島田第一小学校改築事業に対して、そ

れから、小学校再編事業に対しての影響、対応等、どう考えて取り組

んでいくかとの御質問がございました。 

島田第四小学校の改築工事につきましては、今のところ資材の納品

の遅れといった工事への影響はなく、建設現場で万が一新型コロナウ

イルス感染症が発生した場合等、作業を一時中断するなど、当時の工

程に遅れが出る可能性はありますが、第四小学校につきましては、令

和２年度に完成、それから体育館は令和２年度から３年度に建設に行

く計画になっており、現在の計画どおり竣工を予定しているとお答え

をしております。 

第一小学校の改築工事事業につきましては、今年度に基本設計の策

定を予定しており、６月中に基本設計作業業務の委託業者が決定する

予定で、これから事業のスケジュール等を決定してまいりますが、今

後、建設検討委員会等を設置して、その中で自治会の代表者や、学校

の保護者等の御意見を伺いながら進めていきたいとお答えをいたしま

した。 

あと統合についての影響ということでございます。こちらの一中と
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北中の交流活動につきましては、当初は今年度行う予定でいましたが、

該当校の協力もありまして昨年度から交流活動を始めているところで

ございます。臨時休業により、６月、７月の交流は中止となって、ま

た延期となってしまいましたが、今後、感染予防を徹底する中で、ま

た交流活動を進めていきたいとお答えをしております。 

次に、５ページから６ページになります。曽根議員の関係でござい

ます。 

曽根議員からは、さまざまな授業の確保の関係、さまざまな補習を

行った場合、授業の確保が年度内に取り戻すことができるか、もう少

し早い時期で、不足分を取り戻せるかとの再確認がございました。 

また、今回の自粛、休校の経験を踏まえて、学校の休校の在り方の

検討はされているかとの御質問がございました。 

授業の確保につきましては、年度末を見据えた１年間の計画の練り

直しを行っているので、最終的に授業の遅れ、未履修を防止するとい

うことについては、年度末までかかると考えているとお答えをしてお

ります。 

休校の在り方につきましては、学校の指針が文部科学省からガイド

ラインが出ておりまして、感染状況をきちんと見た上で休校になって

いくのではないか、そういう意味では、全市一斉の休校ということは、

これからは原則はしないと考えているとお答えをしております。 

次に、部活動について御質問で、これから志太榛原で大会をやると

か、特に３年生にとっては強い思いがあると思うので、配慮していた

だきたい。そういった検討をされているかという御質問がございまし

た。 

こちらについては、中体連の志太榛原地区の皆さんが、現在検討を

していると、今月末には方針が決まるということを聞いており、また

細かいことについては、今はお話ができない状況であるとお答えをし

ております。 

続いて校内通信ネットワークの工事の見直しの関係でございます。

こちらは、当初の設計と見直しによる差額が約４億3,500万円あったこ

とについての御質問でございます。 

この見直しの内容につきましては、無線のアクセスポイント削減が

１点目、無線アクセスポイントの削減に伴う配線距離等の短縮が２点

目、３点目として、端末認証装置の設置の取りやめであるとお答えを

しております。 

また、２月の時点では、保守委託料が入っていましたが、今回は保

守委託料が入っていない計算になっていたので、その理由について御

質問がございましたが、これについては、当初はリース契約を考えて

おり、この場合は別途、保守委託料が必要になることから、当初、保
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守委託料を計上してございましたが、今回は端末を購入することから、

不要であるとお答えをしております。 

さらに、端末につきまして、故障や故意の破損等があると考えます

が、責任の問題や費用はどのようになるかとの御質問がございました。 

故障した場合、メーカーの保証で対応するというような形になると

考えられます。それに対しては予備機を充てるか、また残っている機

器を代替えとして充てるという場合とか、もしくは同じ機器を購入し

て対応していくということを考えていると。費用負担については、今

後検討させていただきたいとお答えしてございます。 

あと、４校に１人配置予定のＩＣＴ支援員の制度について御質問が

ございました。 

このＩＣＴ支援員は、各学校の課題とか悩みを解決するために配置

するといったものでございます。教員の負担軽減につながるもので、

教員に対してはＩＣＴ教育のスキルアップのために研修を計画し、そ

のフォローはしていきたいと考えています。このＩＣＴ支援員につき

ましては、確保するようこれからも進めていきたいとお答えしており

ます。 

最後に、機器の確保についてございます。仮に台数が、今年度末で

そろわなくなったときの対応についてということで、年度内に調達が

困難になった場合は、翌年度に事業を繰り越す手続を文部科学省と協

議をしていくような形になるとお答えをしております。 

一般質問の最後の清水議員でございます。６ページから７ページで

ございますが、清水議員からの再質問としましては、現在、学校が再

開されて、学校の状況として不登校児童とか、生徒さんなどの休業前

の状況と現在の状況はどのようになっているか、その点が把握されて

いるかとの御質問がございました。 

それに対しましては、現段階では休校前と比較して、不登校が増加

しているということはなく、特に初日につきましては、大変欠席が少

なかったとお答えをしております。 

しかし、例年新学期が始まって数週間たった頃から欠席者が増える

ということが見られ、今回におきましても休校中のストレス、それか

ら開校後の疲労が今後現れてくると思われ、それについては注視をし

ていきたいとお答えをしてございます。 

続いて学校行事について、修学旅行の基本的な考え方、考えの変更

があるかどうかという御質問、検討されているかとの御質問がござい

ました。 

これに対しましては、各学校に応じた検討をしており、体験型の修

学旅行についても、大変価値があると考えており、既に体験型の修学

旅行も選択肢の一つであると、各学校に周知しているとお答えをして
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おります。 

最後に、各スポーツ団体において、開催をどのようにしていいのか、

今、国からのガイドラインが示されているのですが、その点が周知さ

れていないのではないかと、今後どのように予定されているかといっ

た御質問がございました。 

現在、イベントの開催基準については、島田市独自の基準を設けて

はおらず、各主催者が国や静岡県の方針及び種目別の協会のガイドラ

インや取組に沿って、開催の可否を決定することをお願いしてござい

ます。 

あと、市の体育協会から屋内、屋外スポーツの実施における注意事

項について、先ほど国、県の方針について、関係団体に通知するよう

発出しました。国、県の方針について、関係団体に通知するというこ

と、市の体育協会から予定しているということをお答えしてございま

す。 

続きまして、議案質疑の関係でございます。１ページになりますが、

一般会計歳入歳出予算補正に対する議案質疑が、齊藤議員から質疑を

いただきました。 

内容はＧＩＧＡスクール構想実現事業に関して、導入する端末につ

いての詳細、それから端末の導入や周辺整備等の日程についての御質

問がありました。 

再質問以降については、一つ目として教育ソフトの内容、二つ目と

してこの端末については、教職員の分も含まれるかどうか、また購入

をするかどうか。三つ目として、補助対象となる端末については、児

童生徒だけのものなのか、それとも教職員の分も含まれるのか。四つ

目として、端末の早期導入のために何か働きかけをしているかどうか

といった質問がございました。 

まず、整備する端末の台数につきましては、小学校が1,941台、中学

校が854台をそれぞれ購入する計画。事業経費に含まれる内容は、端末

機器本体費用、それから教育用ソフトのライセンス料及び端末設定作

業料で構成されているとお答えをいたしました。 

端末の導入や周辺整備の日程につきましては、補正予算については

小学校５、６年、中学３年の３学年分を提出しておりますが、残り６

学年分についても追加補正を提出して、今年度中に９学年分を整備す

る計画としたことから、導入につきましては年度末までの予定となっ

ているとお答えをしております。 

導入に教育ソフトについては、ドリル形式の学習支援ソフト、それ

から共同学習支援ツールのソフトを導入予定であること、それから教

職員の分を購入するかどうかにつきましては、各教室分について購入

の計画をしており、台数としては123台の購入予定であること。 
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補助対象となるものについては、児童生徒の端末だけかとの質問に

対しましては、指導者、教職員分の端末につきましては補助対象とは

なっていないこと。 

また、端末の早期導入に対しては、県経由、市長会を通じて、国か

ら端末機器製造企業への早期増産対応の要望等を確認させていただい

ており、機器の端末を少しでも早く確保するために、補正、早期の対

応に努めているとお答えをしております。 

続いて再々質問としまして、島田市ではＬＴＥ回線を採用するか、

しないのか。また、しないとすれば、その理由はどういう理由からな

のか、また、オンライン授業に対応できにくい家庭、児童生徒に対す

る対策はどのようなことを考えているかとの御質問がございました。 

Ｗｉ-ＦｉかそれかＬＴＥかについての比較について、当市のほうで

も検討を行っており、導入についてのメリット及びデメリットは双方

ありますが、特にＬＴＥ通信導入については、現状ではなかなか経費

が大きくて、後年度にわたって大きな負担となるということを考慮し、

現在のところとしてはＷｉ-Ｆｉを選択したとお答えをしております。 

子供たちの家庭でＷｉ-Ｆｉ環境が整っていない家庭に対する支援

につきましては、端末を貸出ししたり、モバイルのＷｉ-Ｆｉの機器を

貸し出すといった方法も考えられますが、一方、学校に来てもらって

端末を使って授業を行うということも考えられるとお答えをしており

ます。 

最後に、資料にはございませんが、桜井議員から条例改正の議案に

対する質問がございました。これは島田市金谷体育センターに指定管

理者を導入する条例改正でございます。これに対する質問でございま

す。 

島田市金谷体育センターの指定管理者の導入につきましては、民間

事業者が有するノウハウを活用することで、経費節減や市民サービス

の向上が図れると見込まれることから、導入するものであるとお答え

しました。 

令和元年度の利用者数について、それから指定管理者決定までのス

ケジュールについての御質問がございましたが、これにつきましては、

令和元年度利用者数、体育室が１万9,880人、卓球室が6,658人、ミー

ティングルームが590人となっており、合計で２万7,128人。 

スケジュールにつきましては、今年７月に募集要項を決定した後、

８月から９月に参加者を募集し、10月に指定管理者候補者を決定しま

す。決定後は11月定例会で議案として提出をし、議決後12月に指定管

理者の指定及び告示を行う予定となっており、７月の要項決定及び10

月の候補者決定につきましては、指定管理者候補者選定委員会によっ

て行われるとお答えをしております。 
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あとは指定管理者が同一事業者、これにつきましては、ほかの条例

改正、都市公園に関する条例改正がございました。それに伴いまして、

この都市公園に係る条例改正は、新たに横井運動公園等について都市

公園を追加するという条例改正でございます。その都市公園の指定管

理者と今回の島田市金谷体育センターの指定管理者が同一事業者かど

うかという御質問がございました。 

この質問につきましては、この体育センターについては、従来より

島田球場とか大井川緑地等、一体的に管理を実施しています。そうい

ったことから、これからの指定管理者についても一体的に導入してい

く予定であるとお答えをしてございます。 

あと、公募の範囲といった御質問がございましたが、指定管理者の

募集につきましては、非公募ではなく、参加者を公募する予定で募集

内容の詳細等につきましては、指定管理者候補者選定委員会において、

今後検討されていくということでお答えをしてございます。 

最後に、金谷体育センターにつきましては、令和５年４月から金谷

地区生活交流拠点整備運営事業に、その機能を入れてその周辺も一体

的に管理運営をしていくといったことで現在進んでおります。それを

ＰＦＩ事業者に、指定管理者として引き続き託していくような方針が

出ているのですが、そういった場合に指定管理者の期間、金谷体育セ

ンターに対する指定管理者の期間についてどのようにしていくのかと

いった御質問がございました。 

指定管理者の変更をするかどうか、それとも新たなＰＦＩの事業者

になっていくかどうかといった御質問でございますが。 

これに対しましては、島田市金谷体育センターの管理運営期間につ

いては、令和３年から４年度のみ、２か年で終了という形になってご

ざいます。 

令和５年度以降につきましては、ＰＦＩ事業にという形にはなるの

ですが、現在計画されているＰＦＩ事業との整合性を図って考えてい

きたいとお答えをしてございます。質問については、一般質問、議案

質問については以上でございます。 

最後に６月議会の最終日におきまして、教育長及び教育委員会委員

の任命に係る人事案件が提出される予定となっております。 

以上、長くて恐縮でございますが、６月議会で教育委員会が関係す

る案件につきまして御報告をさせていただきました。よろしくお願い

いたします。 

教育長 部長報告は終わりました。今回、たくさんの質問が出たものですか

ら、部長報告も長くなりましたが、今、部長の報告の中で何か御質問

とか御意見がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 
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Ｂ委員 最初のところで、ちょっと聞き漏らしたのですが、保護者へのアン

ケートというところがありました。 

98％がＷｉ-Ｆｉ環境だったでしょうか、60％、その後数字が続いた

ものですから、もう一回教えてください。 

教育部長 調査結果として、96％の家庭にＷｉ-Ｆｉ環境があるという。 

Ｂ委員 96％ですか。 

教育部長 96％です。その中で、子供が平日に使える端末がある家庭が、約60％。

使える端末がないという御家庭が11％。 

27％の御家庭では子供だけの利用が、親としてはなかなか使わせた

くないといったことの回答がありました。 

そういったことから、約４割がなかなか使えない環境にあるのじゃ

ないかということでございます。 

Ｃ委員 いいですか。 

教育長 ちょっと、待ってください。どうぞ。 

Ｃ委員 今のアンケートなのですが、総数は。あと、回答実数ですか、あり

ますか。 

教育長 もしあれでしたら、学校教育課長、答えられますか。 

学校教育課長 申し訳ありません、資料を今日は持って来ていません。 

教育長 資料がないということなのですが、また後で分かったところで答え

てもらいます。 

ほかにどうでしょうか。 

Ｂ委員 ２、３日前に学校訪問、今期初めてさせていただきました。学校教

育課にお願いをしたいのですけれども、その中である学校では、訪問

しましたら校長が、登校を渋っている子供が15名だったですかね、そ

の学校では。ちょっといるという話を伺いました。 

学校が再開されてから、ほぼ１か月たちますけれども、子供たちも

大人でさえ、この影響を受けて大変な人がいる中で、子供たちも頑張

っているので、そのフォローをぜひよろしくお願いします。 

私なんかは何もできないのですけれども、学校教育課から、学校の

先生も本当に遅れた授業を取り戻そうとして、一生懸命にされている

中でこういうお願いをするのもちょっと恐縮なのですけれども、また、

御指導のほどよろしくお願いいたします。 

学校教育課長 今おっしゃられたように、ここに来て少し不登校傾向のお子さんも

増えているというのは事実だと思います。 

そういった中で、今おっしゃられたように、教員も非常に大変なも

のですから、学習指導員という形で各校１人ずつ、県のほうから支援

ということで、今入っております。そういった人員、あるいはもとも

といる学校教育支援員、あるいはスクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカー等を活用して、組織的に対応していきたいなと思い
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ます。 

しっかり支援をしていきたいと思います。ありがとうございます。 

教育長 県の支援員が、全校25校に配置されるということが決まりましたね。 

学校教育課長 はい。 

教育長 確か、週８時間の。 

学校教育課長 はい、そうです。 

教育長 配置だったと思うのですが。今、手当できているのは何人なのです

か。 

学校教育課長 今は23名だったと思います。あと２人、何とか探している、そうい

う状況です。 

教育長 分かりました。人を集めるのが大変難しい時期になっているのは承

知しているものですから、ぜひ頑張って学校に手当できたらありがた

いなということを思います。 

ほかはどうでしょうか。事務局、何か分かりましたか。 

事務局 先ほどアンケートの関係ですけれども、7,600件におきまして、6,467

件回答を得たということです。 

Ｂ委員 すいません、もう一回。 

事務局 7,600件に出しまして、6,467件回答を頂いたということです。 

Ｂ委員 ありがとうございます。 

教育長 かなりのボリュームでということですね。 

Ｃ委員 そうですね。 

教育長 ほとんど家庭に調査をされたということですね。 

Ｂ委員 今、小中学校、合わせてですか。 

教育長 そうです、その数です。 

Ｂ委員 はい、ありがとうございます。 

Ｃ委員 今後ですね、パソコンの関係を御自宅でどういうふうに利用されて

いくかということ、もしくは、先ほどお話ですと、端末自体が今年間

に合わない部分もあると。 

いろんなことを市の担当の皆さんがいろいろ御協議をされて、進め

ていかれると思うのですけれども、大変なことだと思います。 

今のアンケートには96％がＷｉ-Ｆｉ環境ということで、技術的には

４％しかいないということもありますけれども、できるだけ平等に使

っていただける、十分に御理解されていると思いますけれども、そう

いうことをまた考えて、進めていっていただきたいなというふうに思

います。 

教育長 要望として、聞いておくということでよろしいですか。 

Ｃ委員 はい。 

教育長 ほかはどうでしょうか。よろしいですか。 

では、次に移りたいと思います。 
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 事務事業報告 

教育長 事務事業報告については、補足説明のある課は、説明をお願いした

いと思います。 

教育総務課長 それでは、８ページを御覧ください。 

まず、実施ですが、先ほどから話題にのぼっております、ＧＩＧＡ

スクールの関係です。情報機器の端末のオペレーションシステムの選

定研究会を実施しております、６月15日です。この日の研究会をもっ

て、最終的な導入のオペレーションシステムが決定をしたところでご

ざいます。 

ここにつきましては、後ほど報告事項で関連報告をしますので、内

容については割愛をさせていただきます。 

予定でございますが、７月１日水曜日に学校利活用の伊太地区自治

会への説明会を実施する予定でございます。 

これにつきましては、ことしの１月の段階で関係する各地域の方々

に集まっていただきまして、跡地利用についての概略の説明をしたと

ころでございます。それに基づきまして、相賀地区、湯日地区につい

ては地域に来て、もう少し詳しい説明をしてほしいという要望がござ

いました。 

実際に実施したところもございまして、この伊太地区につきまして

は、３月初旬に実施をする予定でございましたが、新型コロナウイル

スの関係で会議が持てないということで、この７月１日まで延びてし

まったというものでございます。 

それから、一番下のところですが、７月16日ＧＩＧＡスクールの関

係は大きく分けまして、校内のネットワーク整備と、児童生徒１人１

台の端末整備、その二つに大別されます。 

そのうちの学校内のネットワークシステムの関係、それについての

工事入札をこの日に行う予定でございます。これにつきましては、昨

年度からの繰越事業でございますので、今年度中の完了していかなけ

ればならないと、そういう縛りがございます。 

その中で、一括して全校を一遍にやってしまうということになりま

すと、若干、時間的な制約が心配になってまいりますので、ここに書

いてございますように、小学校を二つに分けて、中学校一つと、今回

の入札では三つに分けた入札をして、それぞれ並行で事業を実施して

もらうという、そういう形を考えてございます。 

学校教育課長 ９ページを御覧ください。初めに実施についてです。 

６月18日木曜日に、学校カリキュラム等検討委員会、北中・一中分

会を開催しました。 

次に予定です、７月16日木曜日に、市校長会主催「島田の教育を語

る会」が開催されます。例年、教育委員の皆様にも御参加いただいて
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おります、今回もよろしくお願いします。 

それから７月18日土曜日、今年度初になりますが、サタデーオープ

ンスクールを伊久美で開催します。 

学校給食課長 

 

 

10ページを御覧ください。まず、実施ですが、５月29日中部・南部

それぞれの給食センターの空調設備等保守点検業務委託入札を行いま

した。指名を７社いたしまして、中部につきましては、地元の向谷元

町にありますエム・エー・フジタ島田支店が261万2,000円で落札して

おります。また、南部につきましては、阪本にあります、株式会社太

田が71万9,400円で落札しております。 

６月４日ですけれども、南部の給食センターのコンテナ購入事業と

いたしまして、５台を購入いたしました。総額で219万8,900円。1台当

たり43万9,780円となります。 

なお、老朽化している13台につきまして、今年度以降、来年度４台、

令和４年度には４台ということで、13台の更新を計画しております。 

同じく６月４日ですけれども、「学校臨時休業対策費補助金」につい

て文部科学省の担当者、それから静岡県学校給食会の担当者と打合せ

を行いました。 

これにつきましては、３月分の食材の廃棄等のキャンセルにつきま

して、市町の負担について、この補助金が用意されているというもの

です。市町の負担に対しまして、４分の３の補助が用意されておりま

す。 

６月24日につきましては、島田商工会議所から「しまださくらめし」

の提供についても、打合せがありました。「しまださくらめし」につき

ましては、白米にしょうゆやみりんで味付けした御飯となりますが、

まさに桜の花の色のように淡いピンク色をした御飯となります。商工

会議所では、「しまださくらめし焙炉上げ宣言」をしておりまして、市

内の飲食店でも普及を図っているところです。今後島田産の米を100％

現在使っておりますが、しょうゆについても地元の大井川醤油、ある

いはマルイエ醤油さんのしょうゆを使用し、１月の学校給食週間で実

施をしていきたいと考えております。 

予定ですけれども、７月１日には島田市立学校給食センター運営委

員会の第１回目を開催いたします。Ｄ委員、Ｂ委員の御出席をよろし

くお願いします。 

７月16日ですが南部学校給食センターの設備更新事業ということ

で、記載のグランドケトル２台、ガス回転釜３台、真空冷却機１台と

いうことで入札を行ってまいります。 

なお、夏休みが短くなったことによりまして、地下の蒸気管、給排

水管整備、また昇降式消毒保管庫については、来年度に延期とさせて

いただいております。 
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社会教育課長 まず人数の追記をお願いいたします。12ページを御覧ください。 

６月19日からですけれども、一番上のペアレントサポーターの定例

会について、出席者８人でございました。その下の川根地区センター

里山ウォーキングの開級式につきましては、21人参加がございました。

その下の青少年育成支援センター学区会、六合中学校校区になります

が、14人の参加がありました。 

６月20日土曜日ですけれども、初倉公民館の料理教室につきまして

は、16人の参加がございました。その下の男性トランポウォークにつ

きましては、７人の参加がございました。その下の６月23日ですけれ

ども、育成支援センター学区会川根中学校区につきましては14人の参

加がありました。 

その下６月24日育成支援センター学区会の金谷中学校区ですが、24

人の参加がございました。その下の初倉公民館の女性トランポウォー

クＢですが11人の参加がございました。その下の第２期初めてゼロ歳

児を持つ親の講座ですが、10組20人の参加がございました。追記につ

いては以上でございます。 

全体を通した御説明といたしまして、５月は新型コロナウイルス感

染症拡大防止の措置として、公民館や青少年関係の講座や事業のほと

んどを中止しておりましたが、全国の緊急事態宣言が解除されたこと

に伴いまして、原則として６月からは、いわゆる三密を避けた取組を

した上で、順次再開をしております。 

事業がたくさんありますので、主立った事業について御説明をいた

します。 

14ページを御覧ください。７月７日火曜日の上から３つ目の家庭教

育学級担当者会議になりますけれども、こちらのほうは４月に当初は

予定をしておりましたけれども、新型コロナウイルスの関係で中止を

したことによりまして、これが本年度最初の会議となります。 

各小学校の家庭教育学級の事業につきましては、各学校の実情に合

わせて９月以降順次再開をしていただく予定となっております。 

続きまして、15ページを御覧ください。７月10日ですけれども、は

ばたけリーダー！2020と、しまだガンバ！第１回活動「開級式」にな

ります。こちらも今年度初回の事業となります。 

しまだガンバ！は、当初20人の定員で募集をしたところ、47人の応

募がございました。たくさんの応募をいただきましたので、再度、定

員の見直しを行いまして24人で実施することといたしまして、新規に

応募されたことを優先した上で、抽せんを行いまして参加者を決定さ

せていただきました。はばたけリーダー！につきましては、13人の応

募がありまして、抽せんで８人を選定し実施をする予定でおります。 

しまだガンバ！の今年度の内容についてですけれども、例年ですと
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笹間のキャンプ等を実施しておりますが、今年度につきましては新型

コロナウイルス感染症防止対策が十分に取れないということが考えら

れること、あとは夏休みの期間が短縮化されますので、子供たちがな

かなか参加しにくいだろうということで、笹間のキャンプ等は取りや

めをいたしまして、内容としましては開級式と閉級式、それから昨年

度から実施しているパラグライダー体験、あとウミガメの放流体験の

全４回で実施をする予定でおります。 

続きまして16ページを御覧ください。７月21日火曜日ですけれども、

一番上の中部地区社会教育委員連絡協議会志太地区研修会がありま

す。こちらは焼津市、藤枝市と３市の持ち回りで実施している研修会

となっております。 

本年度は島田市が開催市となっておりまして、こちらにありますよ

うに、ＦＤＡ顧問の蓬莱正樹さんの講演をいただく予定となっており

ます。 

博物館課長 17ページを御覧ください。まず人数の追記をお願いします。６月20

日、学芸員によるギャラリートークですが参加者12人。その下の博物

館講座「島田宿の町と人」については参加者同じく12人となっており

ます。 

それでは、補足説明をいたします。実施についてですけれど、本館、

分館の収蔵品展につきましては、新型コロナウイルスの関係で休館し

た期間もございましたが、予定どおりに実施して終了をしております。 

また、博物館で行っているワークショップ、講座等については感染

防止対策を講じた上で実施しております。 

続いて、18ページの予定です。７月４日から開催される企画展「島

田発、南アルプス山頂への道～南アルプスと大井川」についてですけ

れども、本日委員の皆様に案内を配布させていただきました。また機

会がありましたら来館をお願いいたします。 

スポーツ振興課長 それでは19ページを御覧ください。最初に人数の追記ですけれども、

実施の６月23日スポーツ推進定例会を28人でお願いします。 

補足ですが、実施の２段目ですけれども、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止のため、オープンが再延期となっておりました田代の郷

多目的スポーツ・レクリエーション広場（島田ゆめ・みらいパーク）

につきまして、６月６日午前10時からオープニング式、式典終了後に

内覧会を開催して、午後１時から一般開放することがやっとできまし

た。委員の皆様におかれましては、オープニング式への御臨席ありが

とうございました。 

来場者の状況でございますけれども、初日の午後からの一般開放に

つきましては、オープン早々に駐車場が満車の状態となりまして、約

1,000人の方が来場したというふうに聞いております。また、翌日の日
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曜日でございますけれども、こちらも朝から入場を待つ車で、道路が

いっぱいになったような状況でございまして、推計でいきますと約

2,500人の方が来場したというふうに見ております。一日中、車が途切

れることがないような状態でございました。実施は以上でございます。 

次に予定ですけれども、これまで新型コロナウイルスの関係で、中

止をしておりました各種スポーツ教室につきましては、７月から再開

をしていく予定でございます。 

図書館課長 

 

20ページを御覧ください。まず、人数の追記をお願いいたします。

一番下の６月23日おはなし宅配便、初倉保育園のものですけれども、

こちら参加者82人。 

続きまして、21ページ。６月24日の令和２年度第１回島田市立図書

館協議会、参加者15人を御記入ください。 

20ページにお戻り願いまして、説明をさせていただきます。島田図

書館も新型コロナウイルスによって、アウトリーチ事業が中断してお

りましたけれど、６月に入って動き始めました。６月９日のブックス

タート、あと６月10日のおはなし宅配便、16日の宅配便、23日の宅配

便となっております。 

６月10日のおはなし宅配便については、参加者60人ということで、

２回に分けて密を避けるということでやっております。また、16日の

おはなし宅配便67人については、３回。６月23日のおはなし宅配便に

ついては、２回に分けております。それと６月23日のおはなし宅配便

ですが、人数の追記をお願いします。こちらは参加者14人ということ

でお願いいたします。 

続きまして、予定でございます。中段より下の７月１日から８月30

日まで、ほんのむしカードの配布ということで、毎年夏休みにやって

いるものです。 

これについては、今年は夏休みが短縮されたということで、開催期

間を短くしようかという話もございましたけれども、やはり７月から

お子さんについては、こちらに来ていただきたいということで、例年

どおり開催をいたします。 

また、下の７月８日から８月７日の金谷図書館所蔵紹介コーナーの

設置ということで、五和小学校、あと下の湯日小学校に夏休み前に学

校図書館に金谷図書館の本を団体で貸し出しまして、どういう本が図

書館にあるかというのを紹介させていただいております。 

教育長 はい、ありがとうございました。各課からの説明は終わりました。

委員の皆様から何か質問、御意見等ありましたらお願いします。 

Ｂ委員 スポーツ振興課にお尋ねします。私ども参加させていただいて、６

月６日にゆめ・みらいパーク、本当に立派なものができてよかったと

思っています。 
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先ほどスポーツ振興課長から、開始前から道路がいっぱいになっち

ゃってというお話が出ましたですけれども、何かそれで問題が起こっ

ているということではないと思うのですけれども、いろいろ課題も出

てきているのだろうと思うのですが、そこら辺についてちょっとお話

していただければと思います。 

スポーツ振興課長 オープンをする前には、ちょっと分からなかった課題というものが、

やはり幾つか出ております。 

まずは駐車場が、ちょっと足りないと。イベント広場を臨時駐車場

という形で広げたのですけれども、特にオープンの２日間はミニ鉄道

もやったものですから、さらに足りないというような状況の中で、や

はり、車があふれて渋滞がずっと温泉のほうまで、場合によっては環

境プラザのほうまでつながったという状況もございました。 

初日、２日目の２日間は、入場制限といいますか、順番待ちをして

いただいて、環境プラザで待っていただくというような状況でやった

のですけれども、初日は約300台、２日目は700台くらいの車が来たも

のですから、そのような状況でやはり圧倒的に駐車場が足りないとい

うような状況でございます。 

その後、イベント広場を全部臨時駐車場に、今はしているような状

況で、約190台は、今はとめられるような状況になっておりまして、特

に日曜日は、それでもいっぱいになって、道路が渋滞をするというよ

うな状況です。 

今はガードマンを置いて、場内整理はやっていますが来月以降は置

かないものですから、その辺でちょっと心配な部分があります。今は

職員が出勤をして対応をしているような状況がございますけれども、

この辺もだんだん出ないような形にしていったときに、ちょっとどう

なるかというのは大きな心配です。 

それと、やはり迷子とかが多くて、特に放送設備がないものですか

ら、今は拡声機を使ってやっておりますけれども、その辺の案内。管

理人さんが１人しかいないものですから、なかなかその辺の対応が今

はできないと。 

あと若干、水の部分がタンクを用意しているのですけれども、もと

もとあそこは水がなかなか来ないところでもあって、水道課と相談し

ながら、今は何とかなっているというような状況です。思ったより水

の使用量が多いというようなのが出てきております。 

あとはいろいろな場内の規制といいますか、いろいろ看板等が足り

ないものですから、ちょっといろんな注意事項が表示し切れていない

というようなことがあります。 

やっぱり、駐車場の問題が一番大きな問題かなというふうには思っ

ております。 
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Ｂ委員 ありがとうございました。 

教育長 ほかはどうですか。 

Ｄ委員 社会教育課にお願いします。12ページにある、青少年育成支援セン

ター学区会というのが、今までの項目の中にこういうのはあんまり入

っているのを見たことはなかったような気がするのですが、川根中学

区、金谷中学区とかで行われたということなのですが、どのような内

容が話し合われたのでしょうか教えてください。 

社会教育課長 前回の定例会のときに出させていただいた補導員の委嘱の関係で持

たせていただきましたが、その補導員たちを対象とした会議になって

おります。夏の一斉補導が、また７月に予定されているものですから、

それに向けたお話合いをしていただいております。 

教育長 よろしいですか。 

Ｄ委員 はい。 

教育長 夏休みの補導とかについて、打合せをしたということで御理解をし

ていただきたいということでした。 

Ａ委員何かありますか。 

Ａ委員 はい。学校教育課にお伺いしたいのですけれども、例年ですと、４

月に新学期が始まると家庭訪問ですとか、二者面談だったりとかで、

子供たちの生活環境の確認というのをされると思うのですけれども、

今回はコロナでちょっとそういう時間が、恐らくどの学校も取れてな

いのかなというふうに感じるのですけれども。話を聞くと、生活環境

が変わっている子供もぱらぱらいるようなお話も聞いているので、そ

の辺りの確認というのがもし何か具体的に学校で対策をされているこ

とがあったら教えてください。 

学校教育課長 家庭訪問については、今、言われましたように中止ということで、

各学校やっております、予定していたところ。 

それに代わって、環境を把握するということで、教員が子供たちの

ところを回って休校期間中に、そういう対応はしております。 

それと、今、委員がおっしゃられたように、いろんな不安定なお子

さんというか気持ちの面で、そういったお子さんは、先ほどＢ委員か

らもありましたが、確かに出ているものですから、そういったところ

については、特に学校だけではなく、場合によっては家児相であると

か、あるいはスクールカウンセラー、ソーシャルワーカー等も連携し

て、そして家庭とのつながりというところで、対応していきたいなと

思っています。 

Ａ委員 ありがとうございます。先ほど、不登校傾向というか、お休みがち

な子が増えていて心配だと話もあったのですけれども、私が伺った方

は、コロナの前に登校渋りがあって、休校期間中も学校と相談をして、

学校に行く練習をお母さんがお散歩がてら、してくださっていたそう
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です。学校も校庭で遊んでいいよというふうな話をしてくださってい

て、休校が解けて学校が始まって、最初はちょっと大変だったのだけ

れど、今は元気に行っていますというようなお話も聞いているお子さ

んもいるので、ぜひ家庭と学校と連携を密に取っていただけたらと思

います。ありがとうございます。 

学校教育課長 昨日、実は学校訪問をしたときに、２年生なのですけれども、不登

校が非常に減ってきている、もともと不登校傾向のお子さんが３人ぐ

らいなのですけれども、逆に学校に来るようになった。 

それは何でだろうなと思ったときに、今、委員がおっしゃられたよ

うにやはり連絡とか連携です。その学校は実際にはＩＣＴをうまく使

って、毎日担任がある程度メッセージを全員に送って、それで子供た

ちが読んだら、いいねを押すみたいな、そういう形で確認をしていく

ということで、ふだん学校だと不登校のお子さんというのは、なかな

か連絡というのができないでいる。今回の場合には、できている中で

それが全員と限らないのですが、そういった意味で、むしろ学校に来

られるようなお子さんもいるという、そういった例も出ているもので

すから、そういったところの今後原因というか、いい意味での要因を

探りながら共通理解を図り、いかに本人、家庭とつながることが大事

かということをまた共通理解を図っていきたいなと思います。 

Ａ委員 ありがとうございます。 

教育長 いい情報の共有を、各学校でしていくということですね。ぜひ、お

願いをしたいなと思います。 

学校教育課長 はい。 

Ｂ委員 それと関連することなのですけれども、この間ＮＨＫのラジオで言

っていたのですが、セーブ・ザ・チルドレンというＮＰＯ法人がある

そうですね、世界的に有名な。そこの日本法人が母子家庭について、

ちょっと調査をしていることを放送していました。 

それは、要するにお母さんたちが職を失って、食べるものも困って

いるというそういう子供たちが東京都内でも1,600人と言っていたか

な、1,000人を超えた数がいるそうです。 

これは、社会教育課なのか、学校教育課なのか、ちょっと分からな

いのですが、島田市内でそういう子供たちがいるとも、僕はちょっと

分からないのですけれども、そこらへんの状況について、ちょっと分

かっていれば教えていただきたいなと思うのですが。 

教育長 持っていますか、そういう情報を。 

学校教育課長 残念ながら、今はないですけれども、福祉課等の連携かなと思うも

のですから、そういったところでは福祉課とも連携を密に取って、情

報を把握しながら、またスクールソーシャルワーカーというのは、そ

ういった意味でも、福祉的な視点に立ってというつなぎ役もあるもの
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ですから、そういったところでしっかりとつなぎながら、情報共有し

ていきたいなと思っております。 

Ｂ委員 ありがとうございます。 

教育長 私から、教育総務課で準要保護の手続をしていますよね。何かコロ

ナ絡みで、今年度になってから申請が上ってきたという例はあるので

すか。 

教育総務課長 申請についての量的なものについては、例年とさほどは変わってい

ません。ただ、申請に対する問合せについては、こういう状況なんだ

けれども、対象になりますでしょうかというような問合せが来ている

というのは事実です。ただ、非常にたくさんの問合せが来ている状況

ではないです。 

教育長 もしかしたら、これから動きが出てくるかもしれないということで

すね。 

Ｂ委員 これは社会教育課にお尋ねしたいのですが、いろんな会合が始まっ

ているのですけれども、子育て広場について、ちょっとお伺いしたい

と思います。お母さんたちも、ちょっと不安絡みでスタートしている

と思うのですけれども、もしそこら辺の具体的な三密に注意してやっ

ているとは思うのですが、そこら辺の具体的な情報が分かりましたら、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

社会教育課長 子育て広場につきましては、６月から再開ということで、再開に当

たって、三密を避けるためにどうしようかという話を課内でもしまし

た。 

まず、第一中学校区の「ぐう・ちょき・ぱぁ」ですけれども、こちら

は年齢が限られていませんので、走り回るというか、元気なお子さん

たちが、いっぱいいらっしゃるということで、まずおもちゃを減らし

て、接するものを減らすということで、それは取組として行いました。 

あと、開始前に全て清掃を行いまして、毎回清掃を行っております

が、そういった対策をしております。 

Ｂ委員 ありがとうございます。特に小さい子供さんは、マスクもできない

子が多いし、小児科学会でもマスクを推奨はしていないのですよね、

むしろ取りなさいということが言われているので、そこら辺で何かあ

るのかなと思ったものですから。ありがとうございました。 

Ａ委員 補足でいいですか。今日午前中、子育て広場に行っていたので、ち

ょっと様子をお伝えさせてください。 

受付で検温して来たかどうかの確認と、手の消毒をお母さんもお子

さんもしていただいています。検温に関しては、忘れましたという方

は、今のところは一人もいらっしゃらない。皆さん、検温を必ずして、

マスクをつけて来てくださっています。子供たちも慣れたもので、消

毒薬を出すと手を出してくれるので、手の消毒もスムーズに行えてま
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す。私も今日は最後までいれなかったのですけれど、11時くらいの時

点で14組28名、そのくらいですと密にならず遊べている感じがしまし

た。 

今日はちょっと小さい、まだ歩けない１歳未満の子たちが多かった

のですけれども、なかなか２メートル空けるというのは難しいのです

けれども、それでもエアコンをかけて、換気をして、皆さんマスクを

してくださっている状況の中で、密になるのが心配な状況というのは、

今のところは起こってないです。 

ただ、これから先、幼稚園がお休みになる時期になると、もしかし

たら人数が増えて、配慮が必要な時期が来るかなということはスタッ

フで感じています。 

社会教育課長 確かに夏休みについては、人数が密になることもあるかなと今、認

識をしましたので、人数制限等についても、今後、あまりにそういう

状況があるようでしたら考えていきたいと思います。 

教育長 いろいろな配慮が必要だと思いますがよろしくお願いします。 

スポーツ振興課、ゆめ・みらいパークの駐車場の話が出ました。た

だ足りないだけではなくて、いろんな工夫をしているという話も聞い

ているものですから、例えば、温泉の第３駐車場でしたか、それとか

草の生えた未利用地を活用しようとかという動きをしているというの

ですが、そこら辺の紹介をしていただけますか、お願いします。 

スポーツ振興課長 実際の駐車場は100台と、障害者用のスペースが４台。それと大型の

バスが５台くらいとめるスペースが駐車場として標榜しているところ

なのですけれども。 

イベント広場に区画線を引いて、そちらに区画では70台くらいなの

ですけれども、実際にとめるときには少し余裕をもって区画を引いて

いるものですから、目いっぱいで190台くらいまではとめられるような

状態で、今は対応をしています。 

先ほど教育長のほうからありましたけれども、温泉の第３駐車場、

温泉のタンクがあるところなのですけれども、歩いて６、７分のとこ

ろにありますけれども。そちらがふだんは温泉で使うことはほとんど

ないものですから、温泉、観光課と協議をしまして、土日については、

そちらを借用すると、そちらで約40台とめられます。 

あと、その近くにほかの課が所管をしている市有地があるものです

から、そこを草刈りして駐車場として使えるかどうかということで、

今は確認をして。何らかの手だてをしないと、今の状況ではとめられ

ないかなと。そこはもし使えれば、約20台から25台はとめられるのじ

ゃないかなというふうに思っています。 

ただ、温泉の駐車場へとめられる方もたくさんいらっしゃるようで、

そこも上手に、駄目だよというふうなことは言ってはいるのですが、
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だんだん皆さん覚えてくるものですから、そちらもとめながら来てい

る方が幾らかいらっしゃるかなということで、今で言うと、草刈りを

した所も含めれば250台くらいは何とか確保できるかなと。 

そうすれば、この間の日曜日だとちょうどいっぱいぐらいで、何と

かいけるかなというふうに、今のところは見込んでいるような状況で

す。 

教育長 集中したときには、今は借りて対応をしていても、渋滞が生じると

いうような状況、特に草刈りしたところは、なかなか水が差し込んで

いて、手当てをしないとそのままでは使えないというようなことがあ

るものですから、なかなか苦しいところですが、いろいろ工夫しなが

らやっていただかなければならない。 

一番の問題は、温泉にとめられて、温泉に御迷惑をかけてしまうと

いうことが、これからの大きな課題になるかもしれませんね。 

Ｄ委員 関連してですけれども、警備員の方が今月いっぱいまでで引き上げ

になってしまうということでしたけれども、30分待ちというような情

報も駐車場に入るのに。そういう状況の中で、コントロールしてくだ

さる方が市の職員さんだけになってしまうということだと思うのです

けれども。それで、うまくその状態が回るようになるのでしょうか。 

それから、2,500人の来場というのが、あのスペースで安全を考えた

ときに、本当に大丈夫な状態になるのだろうかというのが、少し心配

に思うのですけれども、いかがでしょうか。 

スポーツ振興課長 警備員については、何とか予算をやりくりして、今月中は何とか警

備会社にお願いをして、２人ないし３人を、今は配置をしております。

ただ、いなくなったときは、ちょっと心配だなと、自分で探してこう

やって入るとなると、今は案内をしていますので、比較的スムーズに

待っている方も入って来られるという状況があるものですから、ちょ

っといなくなったときに、ちょっと心配だなと。 

ただ、職員が毎週のように出ていくわけにはいかないものですから、

その辺については引き続き、予算の関係もあるものですから、何とか

予算が何とかなれば、引き続き警備員は用意したいなというのはちょ

っとあります。 

１日で大体2,500人からこの間の日曜日は、やはりちょっと多くて

3,000人近く来ていたのではないかというふうに見ているのですけれ

ども。コロナの関係で密を考えると、ちょっと心配だというのは確か

にあります。 

どうしても子供さんが、遊具があるところに行列ができてしまうと

いうような状況にはなっております。そこら辺をどうするのかについ

ては、入場制限をすると道路の渋滞が発生してしまうものですから、

そうすると、いわゆる通過車両が全く通れなくなっちゃう状況も発生
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するものですから、そういうことで今はあんまり制限をせずに、空い

ているだけ入れているというような状況です、今後少し、これから考

えないと。 

ただ、ある程度、日がたってくれば、もう少し落ち着いてくるかな

というところもあります。そこで夏になれば海へ出かける方もいらっ

しゃるので、少し減ってくるかなというふうにはちょっと見ているも

のですからね。今はどちらかというと、マックスに近い状態なのかな

というふうには、ちょっとそれを期待しているのはあれなんですけれ

ども、ちょっと期待している部分も正直なところあります。 

だから、駐車場整備については、もう少し財政サイドとも協議をし

ながら、対応できればなというふうには思っているところです。 

教育長 よろしいですか、ちょっと予算の関係が難しい部分があるという話

だったと思います。 

Ｂ委員 学校給食課にこれはお願いなのですけれども、さくらめしの提供に

ついて、商工会議所と話し合ったという話題で、これはお願いです。 

私も島田フードプロジェクトというのがよく分からなくって、ネッ

トで見るとすごくおいしそうなおにぎりとか、おすしみたいなものも

あって、先ほど紹介の中では年１回ですか、学校給食に出るのは。と

いうお話だったのですけれども、もうちょっと増やしてもいいのじゃ

ないのかなと思って、もうちょっと宣伝していただければありがたい

なというふうに思います、よろしくお願いします。 

学校給食課長 実は現在でも、しまださくらめしという名称ではないのですけれど

も、さくら御飯というのは、要はしょうゆを混ぜて出しているものは、

給食でございます。 

今回もしまださくらめしという名称で、特に島田のおしょうゆ、先

ほど大井川醤油とか、川根のマルイエ醤油さんと言いますけれども、

それを使ってしまださくらめしという名称で出すというのは初めてと

いうことです。それは１月の学校給食週間に出すということです。ま

た、これからは来年度以降も定期的に出していきたいと思っています。 

Ｂ委員 ぜひ、よろしくお願いします。 

教育長 よろしいですか。じゃあ、以上で事業報告のほうは終わりにしたい

と思います。 

 付議事項 

教育長 それでは続いて、付議事項に移りたいと思います。 

付議事項につきましては、１件ずつ審査をしますからよろしくお願

いします。 

では、議案第35号、島田市博物館協議会委員の委嘱についての説明

は、博物館課お願いします。 

博物館課長 それでは23ページ、議案第35号、島田市博物館協議会委員の委嘱に
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ついてでございます。 

これについての委嘱については、任期については７月１日から令和

４年６月30日までとしております。 

今回委嘱する方については、市民公募で応募していただいた方２名

を委嘱したいと考えております。これについては、４月に広報しまだ

等で募集をいたしまして、定員の２名に対して、ここに書かれている、

太田さん、松村さんの２名から応募がありました。５月22日に面接を

行いまして、その結果委員にすることに決定いたしました。 

教育長 説明は終わりました。委員の皆さん、何か御質問、御意見がありま

したらお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

よろしいですか、公募をしたお２人が決まったということだと思い

ます。 

じゃあ、意見がないようですから採決に移ります。議案第35号で提

案されました、島田市博物館協議会委員の委嘱について、御異議はご

ざいませんか。 

 [「異議なし」という者あり] 

教育長 異議がないようですので、議案第35号につきましては、提案のとお

り可決されました、よろしくお願いします。 

 協議事項 

教育長 それでは次に、協議事項に移りたいと思います。 

協議事項につきましては１点、島田市金谷体育センター条例施行規

則の全部改正の訂正について、提案をスポーツ振興課お願いします。 

スポーツ振興課長 島田市金谷体育センター条例施行規則の全部改正の訂正についてで

ございます。 

規則中の３か所に入場の表記が提案されておりましたけれども、旧

規則の中では、入場の表記でよかったのですけれども、今回、改正に

当たりまして、条例とともに入館という表記に改めることとしており

ました。しかし、前回の定例会での議案につきましては、入場者のま

ま付議をさせていただいたところでございます。 

こうしたことから、大変申し訳ございませんが、今回誤りを訂正さ

せていただきたく、３か所あります入場の表記を入館に訂正をしたい

と考えておりますので、御協議のほどよろしくお願いいたします。 

なお、制定後の教育委員会規則の軽微な訂正につきましては、改め

て委員の皆様に同意を得ることが必要となりますので、御協議という

ことでさせていただいたことを申し添えたいと思います、よろしくお

願いします。 

教育長 上位条例の文言に合わせてという、そういう訂正だということで御

理解をいただけたらと思いますが、何かこの件につきまして、御質問

がありましたらお願いしたいと思います。 
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では、採決にはならないのかしれませんが、この変更に同意すると

いうことは、挙手をお願いしたいと思いますが、いいですか。 

 [全員挙手] 

教育長 では、全員一致で、この変更については同意ということでお願いを

したいなと思います。 

 協議事項の集約 

教育長 続いて、次回教育委員会定例会における協議事項の集約に移りたい

と思います。 

事務局から提案することがありましたらお願いします。 

教育部長 特にございません。 

教育長 学校教育課から、教科書採択がありませんか。 

学校教育課長 教科書の関係なのですが、今年度、中学校の教科書の採択がござい

ます。その関係で、７月上旬に、ある程度線が出ますが、今度の教育

委員会で採択についての協議をお願いしたいと思います、よろしくお

願いします。 

教育長 これは付議事項ということで。 

学校教育課長 はい。 

教育長 上げるということですね。 

学校教育課長 よろしくお願いします。 

教育長 ほかに何かありますか。各課から、予定しているものがあったらお

願いしたいと思います。いいですか。 

何か委員から、協議または付議に上げたいものがありましたらお願

いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。もし何かあったら、

また事務局にお伝えください。 

 報告事項 

教育長 それでは続いて、報告事項に移りたいと思います。 

報告事項は全てが終わってからの質問を受け付けたいと思いますか

ら、それでは最初に教育総務お願いします。 

教育総務課長 24ページを御覧ください。令和２年５月分の寄附受納について報告

をさせていただきます。 

市内の小中学校に対しまして、株式会社ティー・シー・エス島田店

の代表高柳様から、紙マスク1,250枚の寄贈がございました。これにつ

きましては、１箱50枚入りのものを、市内25校へ１箱ずつ配布をさせ

ていただくこととしております。 

各学校におきましては、保健室に配備をしていただきまして、マス

クを忘れた児童生徒への対応として活用をしていくことを考えている

学校が多かったということを、御報告させていただきます。 

教育長 続いて、ＧＩＧＡスクール構想実現事業に伴う１人１台端末につい

て、続いて教育総務課お願いします。 
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教育総務課長 それでは25ページをお願いいたします。ＧＩＧＡスクール構想実現

事業に伴う１人１台端末についての報告でございます。 

これにつきましては、整備計画としましては、ＧＩＧＡスクール構

想の実現に向けまして児童生徒１人１台の端末を整備するという計画

については、昨年度の後半からございました。 

これにつきまして、当初、今年度から令和５年度までの間で、順次

整備をしていくという、そういった計画をしておりましたが、新型コ

ロナウイルス感染症対策の関係等を踏まえまして、国のほうで前倒し

をしていくということが出まして、今年度は当初の段階で、小学校５

年生、６年生、中学校１年生に対する３学年分についての整備を計画

していたところですが、残りの６学年分につきましても追加で整備を

していくとそういう形になりました。 

先ほど当初の段階で部長からも議会の報告についての説明がござい

ましたが、３学年分につきまして、この６月の市議会定例会に補正で

提案をさせていただきまして、なお、追加で６学年分の補正をさせて

いただいたというところでございます。 

このＧＩＧＡスクールの端末につきましては、購入する総数は7,875

台、これが小中学校分全てです。このうち、児童生徒分につきまして

は7,556台となります。残りは、教員分、あとは予備機という形になり

ます。今現在、予備機につきましては、各学校でそれぞれ１台ずつ25

台分余分になっているという状況でございます。 

それから、端末のＯＳにつきましては、Ｃｈｒｏｍｅ ＯＳという

ものを採択することとしました。 

前回の定例会の中で、基本的なオペレーションシステムについては、

ウィンドウズ系であるもの、それからアプリ系であるもの、それから

携帯の端末での伝承したものですから、アンドロイド系という話をし

ましたが、このアンドロイド系に該当するものが、このＣｈｒｏｍｅ 

ＯＳでございます。 

これにつきましては、６月15日に開催をしましたＧＩＧＡスクール

対応情報機器端末ＯＳ選定研究会によって、決定をしたところでござ

います。 

この研究会につきましては、２月の段階でデモ等も行いまして、操

作の関係であったりとか、内容についての確認をしてございます。 

それに加えて、この機種そのものではないのですが、情報の関係に

ついては、俗に言うテレビ会議システム的なようなものについて、実

演で校長会の会議をしてみたりしているところでございます。 

このＧＩＧＡスクールの研究会のメンバーにつきましては、４番の

ところに記載をしてございます。 

なお今後のスケジュールにつきましては、この端末の購入につきま
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して、金額が大きなことから、審議会の議決等も必要にもなってきま

す。それらを踏まえて、この議会の最終日になります６月25日に、市

議会でこの金額の補正についての議決を得る予定になってございま

す。 

それ以降で、７月30日に入札をする予定になっています。入札が完

了した段階で、業者の選定を可能にするための議会を再度開いていた

だきまして、３月12日までに納入をしていただくと、現在のところそ

ういう計画になってございます。 

教育長 それでは続いて、島田第四小学校屋内運動場建設工事の入札結果に

ついて教育総務課説明をお願いします。 

教育総務課長 それでは26ページをお願いいたします。島田第四小の屋内運動場等

建設工事の入札結果についてでございます。 

この工事につきましては、令和２年６月４日に入札を実施したとこ

ろ、施工業者が株式会社アーク東海に決定をしましたので御報告申し

上げます。契約の金額については、７億7,880万円という形になってご

ざいます。 

これにつきましても、業者の最終的な契約の手続に移行するために、

この議会の最終日の段階で審査をしていただくということになってご

ざいます。 

教育長 それでは、令和２年５月分の生徒指導について、学校教育課説明を

お願いします。 

学校教育課長 別資料、５月の島田市内生徒指導月例報告を御覧ください。 

初めに１、問題行動です。小学校では同じ児童が、授業放棄や暴言

等の粗暴行為を複数回起こしているケースが幾つか報告されました。

中学校では、学校・学年をまたいで、同じメンバーが喫煙を繰り返し

ています。学校では保護者を交えながら指導していますが、今後、児

童相談所、警察とも連携を図りながら、子供たちとしっかりつながり

を持ちつつ、対応していきたいと思っています。 

次に２ページ、不登校についてです。先ほども申し上げましたが、

学校再開後につきましては、不登校児童生徒の急激な増加は見られま

せんでした。しかし、ここに来て、疲れ、不安等で徐々に不登校生徒

が出てきております。 

ただし、昨年まで不登校だった児童生徒の中で、学年が変わり、登

校するようになったケースもありますので、情報共有をしっかりして

いきたいなと思っております。本人、保護者との連絡、つながりを持

ちつつ、一人一人の状況に応じた対応をしていきます。 

それから、３ページになります、いじめです。毎年、常葉大学の太

田先生に御協力いただいて調査している「島田市いじめアンケート」

によると、深刻ないじめ加害をする児童生徒は一般の児童生徒に比べ、
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教師との接触頻度が低い、教師との関係が悪いという分析結果が示さ

れています。 

「挨拶」+「一声」はいじめだけでなく、学校の問題行動にも効果が

あると言われています。教師が自分のことを見てくれている、存在を

認めてくれているという思いは、自尊感情にもつながっていきます。

日常的で学校の組織的な取組を、大切にしていきたいと考えておりま

す。 

教育長 ありがとうございました。では、続いて社会教育課、令和２年５月

分の寄附受納について、説明をお願いします。 

社会教育課長 28ページを御覧ください。５月分の寄附受納についてですけれども、

ナカダ産業株式会社様から、山村都市交流センターささまに対し、防

球ネット１枚、バックネット１枚、シュート板周囲ネット３枚、トス

スクリーン１台の寄附がありまして、受納しましたので御報告いたし

ます。 

ナカダ産業株式会社様からは、新型コロナウイルス感染症に係る影

響で、余ってしまった部品であるというような説明でありましたので、

金額換算はできないとのことで伺っております。 

ナカダ産業株式会社様とささまとは、県が提唱している一社一村運

動という、これは企業と農村との協働活動を推進する運動のことです

けれども、これを締結しているという御縁がありましたので、今回の

寄附につながったということでございます。 

教育長 はい、以上で各課からの報告は終わりました。委員の皆様方から御

意見、御質問等がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

Ｄ委員 学校教育課にお尋ねします。感想ですが、学校訪問をこの間させて

いただきました。 

そこでの感想ですけれども、授業が始まってまだ短期間だと思うの

ですけれども、学習体制が本当によく取れていて、子供たちが落ち着

いて勉強に取り組んでいる姿に驚きました。先生方は本当にいろんな

ことで御努力なさっているなというのも感じました。短い期間ですが、

子供も先生方も本当に気合いを入れて頑張っていると思いました。 

ただ、今は頑張り過ぎて、疲れている子も中にはいるかなと思いま

したので、上手に気持ちのコントロールもしてほしいなと思いました。

驚きました、ありがとうございます。 

学校教育課長 ありがとうございます。また近く校長会があるものですから、校長

会を通して、また職員にも伝えて励みにして、またこれから生かして

いきたいと思います、ありがとうございました。 

教育長 ほかはどうでしょうか。 

Ｂ委員 ちょっと関連したことなのですけれども。私は学校訪問するときに、
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先生方にお願いするのは、声かけをぜひお願いしたいということを、

いつもお願いしています。こちらに、３ページに書かれてあることも、

それと似通ったことが書かれてありまして、とっても大事なことじゃ

ないかなと改めて思いました。 

私の経験からも、やっぱり先生といろんなことを話をすると、見守

ってくれているのだなという気持ちになって、やっぱり自分が大事に

されているという気持ちが伝わってくるような先生が多かったですか

ら、これからもこのようなことを進めていっていただきたいというふ

うに思います。先生全員が校門に立って、さよならという必要は全く

ないので、ただ気になる生徒にはやっぱり声かけを、ぜひ１日１回は

してほしいなと思います。よろしくお願いします。 

学校教育課長 ありがとうございます。やはり毎年これを言ってはいるのですが、

メンバーも変わるものですから、いろんな地区からも来るものですか

ら、ただ、「おはよう」だけではなくて、「おはよう」と言った後に、何

か声かけとか、あるいは価値付けというのを、一人ではなくてみんな

からやる。 

今、委員がおっしゃられたように、特に学校のほうでこの子にはと

いうところも、情報共有をしっかりとして対応していきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

教育長 私のほうからいいですか。学校訪問ではないのですが、学校だより

の４月、５月号を読ませてもらうと、コロナの間にもいろんな学校か

らの発信が出されているなということを思いました。 

特に子供とのつながりを大事にしたということが伺えるような記事

が、多かったなと思うのです。例えば、花壇に栽培しているお花とか、

野菜とかそういうような様子までお知らせしていたり。それから、Ａ

ＬＴと一緒に授業のビデオ撮影の様子を撮っているとか、先生たちも

学校で頑張っているんだよというようなことをホームページにアップ

するとか、いろんなことを学校だよりとか、ホームページで発信して

くださっているなと、それが親にとってはすごく安心につながるし、

子供たちにとっても学校とのつながりをいつまでも保つというか、そ

ういうことで効果があったなということが、実は今日の教育委員会定

例会の前に少し委員の皆さんと話をした中で話題になったものですか

ら、ぜひ、先生方というか各学校も、他校の便りとか、それからホー

ムページを見る中で、参考になることについては、ぜひ取り入れてい

っていただけたらということは思います。 

コロナの対応についても、全て同じようにということは教育委員会

では言ってないものですから、逆に各学校の工夫もあったと思うので

す。学校教育課長に幾つかその紹介もしましたが、いいものはぜひ各

校で共有していっていただけたら、今後第２波、第３波が来たときに、
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よりよい子供たちへの支援ができるのではないかということは思いま

した。 

ほかに何かありましたら、よろしいですか。 

Ｂ委員 一つだけ、今日、ＧＩＧＡスクールの予算のこととか、話題もたく

さん出て、私も改めて勉強させてもらいました。 

ただ、これはＧＩＧＡスクールの１人１台端末については、納期は

来年３月、今期中なのです。よく言われることですけれども、秋頃か

ら初冬にかけて、第２波が来るのではないかということが盛んに言わ

れています。 

ただ、今までのいろんな知見から、ベストプラクティスなんか、こ

れは学校教育課だけではなくて、各課の皆様の思い、いろいろ経験さ

れていますので、もし来たとしても、そのときに待っていましたとい

う言い方はちょっとおかしいですけれども準備万端、ぜひ今のうちに

準備をしていただきたいなということを強く思います、これはお願い

ですのでよろしくお願いいたします。 

教育長 いいですね、それでは以上にしたいと思います。 

それでは、会議日程についてですが、次回、次々回について、教育

総務課提案をお願いします。 

教育総務課長 日程の前に、一つ御報告をいたします。写真刷りで第四小学校の建

設工事の状況の報告がございますので、それを御覧ください。 

特に追加の説明はございませんが、一階の部分についておおむね出

来上がっている状況ですが、ここのフェンスの関係で、ちょっと見え

にくくなっています。次に報告するときには、少しここから出てくる

のではないかなというふうに思います。現在、全ての状況の中で、お

おむね42％程度の進捗という報告がされております。 

それでは、次回、次々回の日程について連絡をさせていただきます。 

次回につきましては、第６回ですが令和２年７月29日水曜日、午後

１時45分から午後４時30分、プラザおおるりの第一多目的室で開催す

ることを予定しております。 

なお、少し下のところに臨時会と書いてございますが、点線枠で囲

まれているところでございます。その定例会に先立ちまして、今年第

３回の臨時会、これにつきまして同日の午後１時30分から１時40分ま

での時間で、プラザおおるりの教育長室で実施を予定しております。 

次々回につきましては、第７回ですが、令和２年８月28日金曜日、

午後２時から４時まで、プラザおおるりの第一多目的室を会場に開催

を予定してございますが、いかがでしょうか。 

教育長 委員の皆様、いかがでしょうか、よろしいですか。ありがとうござ

います。 

それでは、以上で全ての日程を終わりましたが、最後に、Ａ委員が
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７月14日で任期を終了されます。これが定例会としては最後の定例会

になるものですから、一言御挨拶をいただきたいと思います。 

Ａ委員お願いします。 

Ａ委員 ４年間、どうもお世話になりました。20年間、ただ母親で家庭にい

た私が、ここへ来て分からないことだらけでのスタートでしたけれど

も、本当にたくさん勉強させていただいた４年間でした。 

今、楽しみだなと思うのは、川越し遺跡のところが、これからどう

なっていくのかなというところが、先日、新聞にも載っていて、近所

でもあるのでちょっとわくわくしております。 

教育委員ではなくなりますけれども、引き続き社会教育課のペアレ

ントサポーターとして活動させていただきますし、チャレンジ教室と

か社会教育課の別の事業にも、また関わらせていただく予定が今年も

ありますので、また皆様にはお世話になることがあるかと思います、

今後とも引き続きよろしくお願いします。４年間、どうもありがとう

ございました。 

各委員 ありがとうございました。 

教育長 本当に、今、お話をしましたが４年間の任期の間に、子育て関係で

はいろんな活動をしていただきました、本当にありがとうございまし

た。私たちにない視点をもって、いろんな御意見を頂いたことがあり

がたいなということを思います。 

また、これからも関わっていただけると思いますから、よろしくお

願いしたいなと思います。 

それでは、以上をもちまして第５回教育委員会定例会を終了としま

す。ありがとうございました。 

  

 閉  会    午後３時43分 

  

  


