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令和２年第３回島田市教育委員会定例会会議録 

日 時 令和２年４月23日（木）午後２時00分～午後３時02分 

会 場 プラザおおるり１階 第一多目的室 

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 ０人 

説明のための出席者 中野教育部長、鈴木教育総務課長、鈴木学校教育課長、高橋学校給食

課長、小林社会教育課長、又平博物館課長、加藤スポーツ振興課長、

岩本図書館課長 

 

会期及び会議時間 令和２年４月23日（木）午後２時00時～午後３時02分 

  

会議録署名人 磯貝委員、原委員 

  

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)島田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

(2)島田市いじめ問題対策専門委員会委員の委嘱について 

(3)令和２年度島田市教育の施策の大要の修正について 

(4)島田市諏訪原城跡整備委員会委員の委嘱について 

(5)島田市子ども読書活動推進委員の委嘱について 

協議事項 

 

 

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３月分の寄附受納について(教育総務課) 

(2)令和元年度寄附受納について 

(3)令和２年３月分の生徒指導について 

(4)令和２年度島田市生徒指導方針について 

(5)令和２年３月分の寄附受納について(社会教育課) 

(6)金谷公民館運営審議会委員の委嘱について 

(7)六合公民館運営審議会委員の委嘱について 

(8)令和元年度青少年相談室利用者の状況について 

(9)新型コロナウイルス感染拡大に伴う所管施設の休館について 



-2- 

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５月29日(金)午後２:00～ 

 プラザおおるり第１多目的室(１階) 

・次々回 島田市教育委員会定例会  

 令和２年６月25日(木)午後２:00～ 

 島田市役所会議棟 大会議室 

  

 開  会   午後２時00分 

 

教育長 まず、最初に会議進行上のお願いをいたします。 

発言は全員着席のままお願いをします。発言する場合は、指名され

た方以外は委員名、職名を告げ発言許可をとってからお願いします。 

なお、付議事項は１件ごと採決いたします。 

それでは、ただいまから令和２年第３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４月23日、１日とします。 

会議録署名人の指名ですが、会議録署名人は磯貝委員と原委員にお

願いをいたします。 

それでは、教育部長報告からの報告になりますが今回はありません

から、次に進めさせていただきます。 

 議 事 

 事務事業報告 

教育長 事務事業の報告ですが、補足のある課は、説明をお願いします。ま

ず最初に、教育総務課長お願いします。 
教育総務課長 それでは１ページをごらんください。 

まず実施からですが、３月26日に第３回目の学校施設跡地利活用検

討委員会を行いました。ここでは、自治会等での説明をした内容につ

いての説明と、今後の進め方について協議をしております。 

その次、４月１日に教育委員会の辞令交付式を実施しております。

今回の辞令交付式につきましては、新型コロナウイルス感染予防対策

としまして、新規採用職員や交流職員などによる、ごく少数の簡素化

したものとさせていただきました。 

異動の内容につきましては、異動者、昇格承認、新規採用職員等含

めまして、辞令交付対象は63人となっております。昨年の60人に比べ

３人ほど多いという形になっております。 

予定についてですが、一番下のところですが、静岡県市町教育委員

会連絡協議会理事会及び総会につきまして、当初につきましては、５

月８日の金曜日の日に予定されておりまして、Ａ委員に御出席をいた

だく予定でございました。ただ、これにつきましても、新型コロナウ
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イルスの関係で書面による会議という形で変更されておるところでご

ざいます。 
学校教育課長 ２ページをごらんください。実施についてです。 

市内小中学校では、４月６日、７日、８日に入学式を実施しました。

実施に当たり、参加者を限定したり、時間短縮を図ったりする等、感

染症対策を行いました。 

７日に近隣市町で感染者が確認され、感染拡大防止のため、９日か

ら22日まで市内小中学校を臨時休業としました。 

次に予定です。国内、県内の状況を踏まえ、さらなる感染拡大防止

のために４月23日から５月６日まで臨時休業を延長しております。 

休業期間中には、健康状況等の確認のため、定期的に学級担任が各

家庭に電話をし、児童生徒と話す機会を設けています。 

学校給食課長 ３ページをごらんください。 

実施ですが、４月３日金曜日、アレルギー対応説明会を六合東小学

校で行いました。 

これにつきましては、令和２年度から開始します南部学校給食セン

ター管内でのアレルギー対応除去食を提供いたしますがそのための個

別の説明会となりました。 

４月８日には、学校臨時休業対策費補助金という新たな補助金が創

設され、そのための説明会が島田市で行われました。対象は中西部地

区の９団体、７市１町１組合が参加しております。 

なお、この補助金につきましては、３月10日に文部科学大臣が決定

したものでありますけれども、一つには市がキャンセルせずに業者か

ら購入した食材に係る経費、また、事業者に既に発注されていた食材

に係る違約金等につきまして、市の負担に対し４分の３補助があると

いうものです。また、４分の１に対して、80％の交付税措置がありま

すので、最終的な市の負担は５％となる補助金です。 

４月13日には、会計年度任用職員の調理員、また正規の調理員を対

象に衛生研修会を開催いたしました。本来ですと、給食実施前、開始

前の１日前に行っておりますが、今回はこの時点で、４月22日まで延

びたということを受け、衛生研修のほか、マスクづくりの説明、また

雑巾製作のための材料を支給したりしまして、それらも含めて研修会

といたしました。 

予定ですが、５月８日、令和２年度の学校給食を開始いたします。 

社会教育課長 ４ページをごらんください。 

まず、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、５月末までの各

公民館等における社会教育講座や教室等は中止または延期をしており

ます。 

同じく青少年や幼児を対象とした各事業も中止または延期をしてい
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るところです。会議や研修会につきましても今回の全国緊急事態宣言

の外出自粛要請を受けまして、５月６日まで原則中止をさせていただ

いております。 

５月７日以降の会議等につきましては、今回の情勢が解除されれば、

いわゆる三密を避けることができるものにつきましては、感染防止対

策を講じた上で実施をしていく予定であります。 

博物館課長 ５ページをごらんください。 

まず、実施についてですけれども、４月４日から、本館では収蔵品

展「昭和・平成のカワイイ♡カッコイイ～平野コレクションの世界～」

を開始しております。 

分館については「海野光弘・道」分館コレクション一挙公開１ｓｔ

ということで、こちらのほうも開始しておりますが、４月18日土曜日

から５月６日まで新型コロナウイルス感染拡大防止のために、博物館

は、本館、分館とも休館をしております。なお、５月７日木曜日につ

いては、通常の休館となっております。 

続いて予定でございますが、５月３日に昭和のモーターショーを毎

年やっておりますが、中止とさせていただきました。 

同じく５月５日こどもの日に、例年でいきますとこどもの日の集い

ということで、子供を対象にしたイベントをやっておりましたが、こ

れについても中止となっております。 

５月９日の海野光弘展関連イベント以降の事業については、今後の

状況によっては、中止になる可能性もあります。今のところは予定ど

おりに実施したいと、５月６日以降の状況によっては実施したいと考

えております。 

スポーツ振興課長 それでは６ページをごらんください。 

実施ですけれども、コロナウイルス感染拡大防止のために４月21日

のスポーツ推進委員定例会は中止となりました。削除をお願いします。 

次に予定でございますが、こちらも新型コロナウイルス関係で４月

28日のストレッチ講習会も中止という判断をしております。 

そのほか、資料に記載はございませんけれども、５月２日に延期を

しておりました島田ゆめ・みらいパークのオープニングにつきまして

も再延期となりました。日程につきましては、未定となっている状況

でございます。 

そのほか、各種スポーツ教室につきましても５月末までは中止とい

う判断をしているところでございます。 

図書館課長 実施につきましては、ごらんのとおりの展示コーナーとか特設展示

をさせていただいております。 

なお、図書館につきましても、新型コロナウイルスの関係で４月18

日から５月６日まで臨時休館をさせていただいております。 
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また、５月７日は通常の休館日になりますので、開館は今のところ

５月８日を予定しております。 

そして、次の８ページを見ていただきたいと思います。４月、５月

については、新型コロナウイルスの関係でお話し会等、イベントにつ

いては中止をさせていただいております。 

あと５月27日の図書館協議会については、今のところはやる予定で

すけれども、今後の状況を見まして、中止または延期としていきたい

と思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

教育長 ありがとうございました。コロナ関係で大変行事が少なく、特に社

会教育課はこんなに記事が少ないことは、今までかつてなかったと思

うぐらい少なくなりました。 

委員の皆様、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。 

Ｄ委員 学校給食課に聞きたいのですが、調理員の方たちが、大勢いらっし

ゃると思うのですけれども、給食をやらない期間が随分長くなりまし

たが、皆さんはマスクづくりや雑巾づくりをしてくださったと思うの

ですが、これから先も、まだそういう作業が続くのでしょうか。 

学校給食課長 まず３月中の休業につきましては、正規調理員は通常のセンター内

の清掃、あるいは外周清掃、次年度の準備等の勤務となっておりまし

た。 

また、臨時調理員、この当時は臨時調理員と呼ばしてもらいますが、

休日扱いとして、賃金の支払いはありませんでした。そのような中で、

後から労働基準法の26条で休業手当という規定がありまして、これは

10分の６の賃金を払わなければならないということで、お支払いをし

ている状況です。少し質問と違うかもしれませんが。 

あと、４月に入りまして正規調理員については、庁内の９課に出向

きまして、いろいろな事務補助、あるいは市民病院の保育所のさくら

んぼ園に派遣をしております。また、環境課のごみ収集に１人希望し

て、女性なのですが行っているという状況です。 

また、会計年度任用職員については、４月13日の衛生研修会という

のがありましたけれども、そこを皮切りにマスクづくりに従事をして

います。今のところ、マスクを小学校１年生向けにつくっていきたい

と、850ほどつくっていきます。 

また、今後ですけれども、さらに健康づくり課のマスクづくりボラ

ンティアにも協力いたしまして生地の裁断とか、またそれが終わった

ら、独自のマスクづくりを引き続きやっていきたいと思っています。 

Ｄ委員 ありがとうございました。 

教育長 ほかにどうでしょうか。 

Ｂ委員 学校教育課に教えてください、質問したいと思います。今、休校に
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なっておりますが、きょうはたまたま登校日と伺いましたけれども、

学校によってですね。 

この休業期間中、この会議の始まる前に教育長から伺ったのですけ

れども、学校の先生はどういうことをしているのだろうと、ちょっと

素朴な疑問があったものですから。 

午前中は児童クラブのほうの応援とか、それから学習の組み立て、

プランなどをされているということですけれども、そのほかに学校の

先生がされている、例えば、ちょっと気になる子に電話連絡などもや

られているようですけれども、そのほかに何かに情報が入っておりま

したら教えていただきたいと思います。 

学校教育課長 今言われましたように、家庭への連絡ということでやっております

が、例えば、登校日を設けるだけではなく、課題等を各家庭に逆に配

布に行くという、直接会うことはなかなか厳しいものですから、そう

いう形で置きに行くとか、そういったものをしたりとか。 

あるいは、今、さらにすごく大事なのが研修で、それこそ、まだな

かなか難しいのですけれども、ｅライブラリーなど、子供たちが今後

休業が続いたときに、インターネット上の学習をいかに活用できるか

というのを三密にならないように研修会をしたりだとか、そういった

これから休業延長にしたときの対応というところでもいろんな検討、

それから準備をしているところです。 

Ｂ委員 今、家ごもりみたいな状態になっています。私の職場でも、お母さ

んたちが、家の中が本当に大変だということを口々に訴えてくるもの

ですから、例えばドメスティック・バイオレンスとか、国連などでも、

ちょっと世界的にそういうものの件数がふえている、各国注意してほ

しいという報告書を出したみたいですけれども。そういうことでもわ

かるように、子供が虐待を受けているというのが、わかりにくい状況

になっているのが、ちょっと心配です。 

先ほど、なかなかプリントなども各家庭に配っているということが

あるのだったら、ちょっとだけのぞくみたいな三密に注意しながら、

やっていただくとありがたいなと思います。 

学校教育課長 今おっしゃられたように、とにかく濃厚接触にならないような中で、

やはりできるだけそういった確認もできるように対応していきたいな

と思います。ありがとうございます。 

Ｂ委員 よろしくお願いします。 

教育長 心配なお子さんというのは、大体わかっているものですから、そう

いうところで、手厚くということで、また各学校にお知らせしていた

だけたらありがたいなと思いますので。 

ほかは、どうでしょうか。 

Ａ委員 今、ｅライブラリーの話が出たので、私自身もｅライブラリーを活



-7- 

用したことがあるのですけれども、実は、Ｗｉ-Ｆｉがつながっていて

も、混み合う時間だと、通信がかなり重くて固まってしまうという話

を、私自身もうちだけかなと思っていたら、この休校中、ｅライブラ

リーを使おうと思ったのだけれども、重くて全然画面が動かなくなっ

てしまったという話を聞きました。 

 いい機会だと思うので、どれぐらい家庭で活用されているかとか、

使い勝手みたいなところも、休校が終わったところで、各家庭にアン

ケートなどを採っていただくと、今後、またどう活用していくかとい

う、いい活用の仕方のヒントが得られるのではないかなというふうに

感じています。 

あと、子供たちが学校に行けなくて、家にいるとすごくそれになれ

てしまうというか、それが日常に、今なりつつあるような気がしてい

て、学校と子供たちの関係を途切れさせない方法は何かないのかなと

思ったときに、ホームページをうまく使っていくというのもできるの

かなというふうに感じています。 

特にお知らせがなくてもいいので、どこかの市内学校で、きょうは

桜の花が咲きましたみたいな記事をホームページにアップしていた学

校があったりして、きょうは先生たちはこんなことをやったよとか、

きょうは学校ではこういうことがあったよとか、何らかの発信を小ま

めにしていくことで、子供たちも学校を意識するというか、そういう、

何かきっかけづくりができるのかなというふうに感じています。 

新しいものをつくるのは大変なので、ホームページですとか、きず

なネットという、今あるものをぜひうまく活用して、子供と学校、家

庭と学校との関係が途切れないようなことを考えていただけるとあり

がたいなと思います。 

恐らく、まだしばらくワクチンも特効薬もないし、すっきり問題な

く再開できる状況にはなかなかならないと思うので、そういう中でも、

どう関係性をつくっていくかと、私もまた保護者の方からいろいろ話

を聞きながら、何か気がついたことがあれば伝えさせていただきたい

と思いますけれども、今あるものを最大限活用していっていただけれ

ばなと思っています。 

学校教育課長 ｅライブラリーについては、使い勝手がやはり悪いと聞いているも

のですから、また、今言われたようにアンケート等で確認したいと思

います。 

ただ、ｅライブラリーのいいところは、今、どれぐらいの生徒が使

っているかというのも教員で把握できます。それから、教員のほうか

らメッセージを送ることもできるものですから、そういった意味でよ

り活用をしっかりとしていきたいなと思います。 

それから、ホームページの活用、きづなネット活用は本当に今の御
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意見は、ありがたいなと思います。また、ぜひ校長会等でしっかりと

伝えて、有効に活用していきたいなと思います。ありがとうございま

す。 

教育長 わかりました。ほかにどうでしょうか。 

Ｂ委員 社会教育課にお尋ねします。本当に多くの催し物が中止になってし

まって、社会教育課としては、本当に大変な状態だと思います。私は

以前、子育て広場にちょっと参加させてもらって、お母さんたちはこ

の機会をすごく楽しみにしていらっしゃる方がいるので、今、そうい

う機会がなくなってしまって、本当に不安な状態になっている人もい

るんじゃないかなと心配しています。 

社会教育課とそういうお母さんたちとのコンタクトというのは、ど

うのようになっているのかなと思って、ちょっと聞いてみたいのです

けれども。 

社会教育課長 子育て広場に来ていただいている方たちが、従来、記名式ではなか

ったものですから、現在、その方々とつながることはできない状況に

はあります。 

講座に来ていただいている方々は、連絡先がわかっているものです

から、困ったらメールくださいとか、そういう御案内はさせていただ

いているところです。今後、またさらに考えていきたいとは考えてお

ります。 

Ｂ委員 ああ、なるほどね、わかりました。 

教育長、いいですか。 

教育長 お願いします。 

Ｂ委員 以前、私は参加させてもらったときには、確か母子家庭の方だった

と思うのですがけれども、ちょっとはっきりわかりません。そういう

方がいらっしゃると、今はこういう社会状況に中で、母子家庭の方は

すごく厳しい状況に置かれているということが言われています。収入

がなくなる、子供と生活しなければいけないというそういう方が、も

し社会教育課のほうで該当している方がわかるのなら、コンタクトす

る努力を、ぜひお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。 

社会教育課長 検討していきたいと思います。 

Ｂ委員 よろしくお願いします。 

教育長 これは同じように母子家庭の関係は、学校教育課のほうもある程度

わかっているのがありますね。ですから、家庭への電話連絡等の中で

も、生かしていく内容だと思うものですから、少し気になる子供への

かかわりということでは共通する面があると思いますから、少し配慮

をお願いしたいと思います。 

ほかは、どうでしょうか。よろしいですか。ありがとうございまし

た、以上で報告については終わりにしたいと思います。 



-9- 

 付議事項 

教育長 次に、付議事項に移りたいと思います。最初に議案第23号、島田市

いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について、学校教育課長説明を

お願いします。 

学校教育課長 きょう、差しかえの資料があると思いますので、９ページのところ

にもなっています、そちらをごらんください。 

議案第23号、島田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について

です。 

委員の任期満了に伴い、市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の

規定により、委員を委嘱するものです。任期は令和２年５月１日から

令和４年４月30日までです。委員についてはごらんください。 

教育長 説明は終わりました。何か皆さんから御意見、御質問等がありまし

たらお願いします。 

Ｂ委員 これはこれで結構だと思うのですけれども。例えば、全員が新任の

方なのですか、再任とか、そこら辺のことがわかれば教えていただけ

ればありがたいのですが。 

教育長 今まで新任、再任の表記がありましたよね。 

学校教育課長 申しわけありません。こちらのほう、また差しかえでもよろしいで

すか。 

教育長 今、もしわかれば説明してください。 

学校教育課長 今、一人一人が新任、再任とはっきりとちょっと言えないものです

から。 

Ｂ委員 後で資料をいただければ結構です。 

学校教育課長 よろしいですか、資料ということで。 

Ｂ委員 はい。 

教育長 ほかはどうでしょうか、よろしいですか。次の議案とも兼ね合いが

あるものですから、そこの中で質問があったらまた再度出していただ

ければと思います。 

それでは、ただいま議題になっています議案第23号、島田市いじめ

問題対策連絡協議会委員の委嘱についての採決を行いと思います、御

異議ございませんか。 

各委員 〔「異議なし」と言う者あり〕 

教育長 異議なしと認めます。議案第23号は、原案のとおり可決されました、

よろしくお願いします。 

では、続いて学校教育課、お願いします。 

学校教育課長 11ページをごらんください。議案第24号、島田市いじめ問題対策専

門委員会委員の委嘱についてです。 

委員の任期満了に伴い、設置条例の規定により委員を委嘱するもの

です。任期は令和２年５月１日から令和４年４月30日までです。申し
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わけないのですが、新任の表記がありませんので、また入れたものを

お伝えしたいと思います。 

教育長 ２つの委員会がありますが、そこら辺のもし同じようなことがあっ

たら、御質問をいただきたいと思います。 

Ｃ委員 基本的なお話だと思うのですが、この２つの委員会の違いといいま

すか。 

教育長 違いについて、学校教育課長、お願いします。 

学校教育課長 初めに提案をさせていただいた連絡協議会は、年に２回の定期的な

会合です。関係行政機関の職員、保護者、学校関係者がいじめ防止の

ための情報交換、協議を行います。 

島田市では、学識者の太田先生が、いじめ実態のためのアンケート

を小学校高学年及び中学校の児童生徒に実施し、この会で協議、全校

で共有していくものです。 

これに対しまして、専門委員会はいじめの重大事態が発生したとき

に、事実関係の調査に当たるものです。 

重大事態とは、いじめにより児童生徒の生命、心身、財産に重大な

被害が生じた疑いがある。あるいは、いじめにより児童生徒が相当の

期間、これは大体一カ月ですが、欠席を余儀なくされているときに開

くものでございます。 

教育長 よろしいでしょうか。 

Ｃ委員 後の専門委員会の開催は、過去はどんな感じなんですか。 

学校教育課長 過去においては、これは開催しておりません、幸いなことに重大事

態まではいっていないものですから。ただ、本当に近いというか、そ

ういったものもあるものですから、本当にいろんな意味で気をつけて

いかなければならないなと思っております。 

Ｃ委員 ありがとうございます。 

教育長 ほかはどうでしょうか。島田市の一つの特徴は、23号で出ましたい

じめ問題対策連絡協議会というほうに特色がありまして、それは学校

教育課長からありました、太田正義さんという常葉大学の先生が、こ

としやったら５年？ 

学校教育課長 ５年目です。 

教育長 連続して、こういうことに調査をかけているのです。確か、小学校

５年生以上、中学生も全員でしたね。それだけの大きなボリュームの

悉皆の調査をしています。 

いろんな相関関係も調べたりとかをしてくださっている中で、島田

の特徴、それから子供たちにどういう対応をしたらいじめが防止でき

るかということの提案なんかもしてくれているものですから、そうい

う意味では大変大きなということは思っています。 

各学校で、定期的ないじめアンケートは採っていますが、それ以外
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に悉皆、それも継続した調査をやっていて、なおかつそれを研究した

成果を学校に戻しているというところが、島田市の大きな特徴になっ

ていると思っています。 

それから、24号のほうは重大案件が起きたときにということなので

すから、一応委員の委嘱などはやっていますが、実際の開催はないと

いうことです。 

ほかに何か御質問等はありましたらお願いします。よろしいでしょ

うか。法的にも整備が求められているものということで御理解をいた

だきたいと思います。 

それでは、今審議されています議案第24号、島田市いじめ問題対策

専門委員会委員の委嘱についての採決に移りたいと思います。皆さん

御異議はございませんか。 

各委員 〔「異議なし」と言う者あり〕 

教育長 議案第24号は原案のとおり可決されました。 

それでは議案第25号、令和２年度島田市教育の施策の大要の修正に

ついて、学校給食課、お願いします。 

学校給食課長 資料は12ページ、13ページをごらんください。 

議案第25号、令和２年度島田市教育の施策の大要の修正についてと

いうことでお願いいたします。 

まず、13ページの横長の右側修正前のところですけれども、表の一

番下のアレルギー対応食提供者ですけれども、令和元年度の実績57と

ありますが、これにつきましては令和元年度の末に申請を受けて認定

をした令和２年度の人数になりますので、令和２年度の目標のほうが

57、令和元年度実績については15人ということで、左側の修正後とさ

せていただきたいと思います、申しわけありません、よろしくお願い

します。 

教育長 どちらかと言うと転記ミスということで御理解をいただきたいと思

いますが、何かこの件について御質問がありましたらお願いします。 

よろしいですか、これはミスを正すということでよろしくお願いし

ます。 

ただいまの議案第25号の採決に移りたいと思います。 

議案第25号 令和２年度島田市教育の施策の大要の修正について、

御異議ございませんか。 

各委員 〔「異議なし」と言う者あり〕 

教育長 異議なしと認めます。議案第25号は原案のとおりに認められました。

それでは、議案第26号、島田市諏訪原城跡整備委員会委員の委嘱につ

いて、博物館課説明をお願いします。 

博物館課長 14ページの議案第26号、島田市諏訪原城跡整備委員会委員の委嘱に

ついてです。 
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これについては、任期満了に伴う委嘱でございます。任期は令和２

年５月１日から令和４年４月30日までとなっております。委員の方に

ついては、一番上の小和田先生から前田先生までが再任、一番下の教

育部長が新任ということになっております。 

教育長 説明は終わりました、委員の皆様から質問、御意見がありましたら

お願いします。 

Ｂ委員 ちょっと簡単なことなのですけれども、小和田先生は、もう何年く

らいされているのですか。もう、これが始まってから17年からずっと

されているのでしょうか。 

博物館課長 小和田先生については、平成17年の金谷と合併のときから委員をや

られておりまして、小和田先生から加藤先生までが、平成17年からと

いうことになります。前田先生が平成24年の途中から委員をされてお

ります。 

Ｂ委員 ありがとうございます。 

教育長 よろしいですか。大変諏訪原に詳しい方たちが集まているというこ

とで、再任が続いていますがよろしくお願いします。 

特に御質問がないようでしたら、採決に移ります。 

議案第26号、島田市諏訪原城跡整備委員会委員の委嘱について、御

異議ございませんか。 

各委員 〔「異議なし」と言う者あり〕 

教育長 異議なしと認めます。議案第26号は原案のとおり認められました。 

それでは議案第27号、島田市子ども読書活動推進委員の任命につい

て、図書館課説明をお願いします。 

図書館課長 島田市子ども読書活動推進委員の任命についてです。 

今回は２名の方が人事の異動により交代になりましたので、その方

がかわったということで、出させていただきました。 

任期は前任者の残任期間であります、令和３年の５月31日までとさ

せていただいております。 

教育長 ありがとうございました。次のページ、16ページにほかの委員の名

前がありますが、これは３月の定例会で可決済みだということで、決

まっていなかった２名の承認を求めるものです。何か御質問等があり

ましたらお願いします。 

よろしいですか。特に質問、御意見がないようですから採決に移り

たいと思います。議案第27号、島田市子ども読書活動推進委員の任命

について、皆さん御異議ございませんか。 

各委員 〔「異議なし」と言う者あり〕 

教育長 異議なしと認めます。議案第27号は原案のとおり可決されました。 

学校教育課長、お願いします。 

学校教育課長 先ほど、議案第23号、第24号につきまして、新任、再任の表記がな
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くて、大変申しわけありませんでした。今調べまして、お伝えしたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

初めに資料の第23号、いじめ問題対策連絡協議会委員ですが、15名

中６名が新任になります。新任の方だけお伝えします。 

 まず、上から２番目小澤俊介様、新任でございます。それから、上

から７番目神崎英則様、新任です。その下の杉本美千代様、新任です。

さらにその下の横山博昭様、新任になります。続きまして、10ページ、

上から鈴木浩孝様、柴田知帆子様が新任ということになります。 

続きまして、資料11ページ、専門委員会のところになります、第24

号、こちらは１名が新任ですが、上から２番目の青田直洋様が新任と

なります。 

教育長 ありがとうございました。 

 協議事項 

教育長 それでは続いて協議事項ですが、特に協議事項は予定されているも

のがありませんが、この際ですから各課から、または委員の皆様方か

ら協議したほうがいいというようなこと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。それでは、協議事

項は以上にしたいと思います。 

 協議事項の集約 

教育長 次に、次回教育委員会定例会における協議事項の集約ですが、事務

局のほうから何か提案事項はありますか。 

教育総務課長 特にございません。 

教育長 委員の皆様のほうから何かありますか。よろしいですか、また何か

ありましたら事務局に、連絡していただきたいなと思います。 

 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。報告事項は少し

量が多いようですから、途中でちょっと切って行きたいなと思います。 

それでは、最初、教育総務課お願いします。 

教育総務課長 17ページをごらんください。 

島田第一中学校のＰＴＡから、ヒーター２台受納されておりますの

で、御報告をいたします。このヒーターにつきましては、体育館等で

使いますジェットヒーターと呼ばれるような大型のものでございま

す。式典や集会時の生徒の健康管理のために活用してくださいという

ことで寄贈されております。 

教育長 ありがとうございました。年間のほうはいいですか、説明は。 

教育総務課長 それでは続きまして、18ページ、19ページもごらんください。こち

らには、令和元年度に受納しております寄附の関係を一覧にしてござ

います。合計で1,878万6,410円という金額になる寄附を受納しておる

ところです。 
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このうち、４件につきましては、一般社団法人谷田川報徳社様から

の寄附でございまして、金額として235万8,400円。全体の12.6％の寄

附を頂戴しております。 

また、この谷田川報徳社様からは、ここに記載をしてあります寄附

以外に、高等学校進学に係る奨学金としまして、年間で500万円を超え

る支援を頂戴しているところでございますので、合わせて御報告を申

し上げます。 

教育長 ありがとうございました。それでは学校教育課、令和２年３月分の

生徒指導についてと、方針についても続けてお願いをします。 

学校教育課長 別資料になります。令和元年度３月島田市内生徒指導月例報告の１

ページをごらんください。 

初めに、１、問題行動です。平成30年度と比較して令和元年度は小

学校において問題行動が減少しましたが、粗暴行為が占める割合が多

い傾向が続いています。特に小学校３年生から５年生が多く報告され

ており、同じ児童が生徒間暴力や授業放棄を、繰り返している事例も

ありました。 

小中学校ともに、発達上の問題と絡んでいるケースもあり、児童生

徒が何に困っているのかを、多面的に把握し対応するために、他機関

と連携したケース会議を充実させていきます。 

次に２ページをごらんください。２、不登校についてです。令和元

年度２月と、平成30年度３月を比較すると小学校ではほぼ同数、中学

校では29人増加しました。 

中学校で増加した主な原因は、年度途中に登校できていない生徒を、

不登校として積極的に認知し、ケース会議など組織的な対応につなげ

ていこうというところでふえていることも原因だと思います。 

本年度も、一人一人に寄り添い、情報共有、共通理解を大切に組織

的に対応していきます。 

次に３ページ、いじめについてです。令和元年度、中学校では前年

度に比べ、いじめ認知件数、いじめにつながる事実が増加しました。

このことは、文科省が推奨しているように、いじめを積極的に認知す

ることで、より対応を早めようとする学校のあらわれでもあります。 

先ほども、太田先生の実態調査というのがありましたが、実際に子

供たちから直接とる数と、それから、こういった学校で調べる数には、

多い場合には、10対１の開きがあるというところがあるものですから、

より積極的に認知というか、情報をしっかりと捉えていくことが重要

であると、それから重大事態になる前の小さないじめを防止、早期発

見、対応するように組織的に取り組んでいきます。 

次に４ページをごらんください、交通事故です。年度当初の低学年

の登下校中の事故、それから年間を通すと自転車乗車中の事故が非常
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に多かったものですから、そういったことについては、今後も繰り返

し注意喚起、指導していきます。 

生徒指導報告は以上です。 

続きまして、本冊子22ページをごらんください。令和２年度島田市

生徒指導基本方針についてです。 

一番上の大きな括弧の枠にある、生徒指導とは一人一人の人格を尊

重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを

目指して行われる教育活動であるという考え方のもと、１、生徒指導

目標の文中にある自己指導力の育成を目指します。自己指導力とは、

さまざまな問題、障害に対して、しなやかに対応し、乗り越え、みず

からを成長させる力とも考えられます。 

２の生徒指導において育む能力や態度等にありますように、自尊感

情、豊かな心、夢や希望を実現しようとする、意欲や態度。規範意識、

人間関係力、自己決定力などがありますが、現在、生徒指導上の大き

な課題の一つが不登校です。不登校の問題に取り組む中で、一人一人

の児童生徒の安心、安全な居場所、学びの機会を確保し、成長につな

げていきたいと考えます。 

そのために３の努力点の、特に児童生徒理解に基づく、系統的な指

導、家庭地域、関係機関との連携、情報共有等を大切にしていきたい

です。 

４のほうでは、②にある継続的なケース会議、スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカーの活用等、特に力を入れていきたい

ところです。 

教育長 ありがとうございます。とりあえず、ここまでにしたいと思います。

ここまでのところで、委員の皆様方からの御質問、御意見を受けたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

どうでしょうか、一ついいですか。 

 生徒指導の報告のいじめのことについてですが、30年度と、それか

ら元年度の比較の中で、一番気になるのが、やはり中学校の増加では

ないかなと思うのです。中学校、48件が125件にふえているわけですよ

ね。これは何か原因とかなにかということで、分析が行われているの

でしょうか。 

学校教育課長 先ほども言いましたように、とにかく、実態は非常に多いですから、

そういった中でより早いうちに情報共有をしようというところで、や

はり、アンケート等も綿密に見て、そして捉えようと。そういった意

味でのものもあると思います。 

ただ、やはり多いというのは先ほど言いましたように、いろんな発

達の問題であるとか、そういったところの同じ生徒が繰り返している

という、そういうところがあるものですから。そういった意味で、そ
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ういった障害を取り除くために、対応していくことが必要なのかなと

いうふうに考えています。 

教育長 確か、太田先生のアンケート結果でも、過去にいじめを受けたこと

の経験があるというか、そういうのが五十何％、かなり高い数字でし

た。２人に１人はいじめられた経験がある、一方で、同じくらいいじ

めた経験もあるという結果が出てますね。 

そういうことからすると、最近にあったかどうかは別問題として、

過去からみるとそういう経験をしている子供が多いということから考

えると、かなりのいじめがあるのじゃないかなと、 

でも、一方で、そのいじめの大多数は、悪口、陰口という、軽易なと

いうのですか、軽いと言ったら、その子にとって申しわけないですが、

そういう傾向もあるということもあるものですから、これはいじめと

認識するかしないかというのが、大変難しい問題ではあると思うけれ

ども、積極的にいじめと認めて対応していくことは、大事だと思いま

す。 

数が多いからということを気にしないで、積極的に認知していくと

いうことは、今後も続けていってほしいということは思います。 

Ｂ委員 これはお願いなのですけれども、新年度が始まってこういった、い

じめ等の引き継ぎがうまくいくように、書類は書いてあったけれども、

実はそのままになっているというようなことが新聞報道などで、時々

重大事故が起こったときに言われています。 

また、学校教育課から、そういうことのないように、もう一回、再

度徹底していただければありがたいと思います。 

学校教育課長 今おっしゃられたように、職員がかわったところで、やはり引き継

ぎが手薄になることもあるものですから、今のところについても、も

う一度しっかりと学校のほうにも対応していきたいと思います。あり

がとうございます。 

Ｄ委員 学校教育課長お願いします。発達障害や自立障害の関係をもってい

る子は、今は学校に行ってないので、学校のほうでの問題はないかも

しれないのですけれども、お宅の中で親との対立とか、精神が落ちつ

かないとか、そういうような状況があるのではないかなと思うのです

が。 

お宅のほうから、学校にうちの子が、ちょっと最近暴れて、しょう

がないとかというような相談とかないのでしょうか。 

学校教育課長 そういった大きなところは聞いてはいないのですが。ただ、やはり

あると思います、そこのところについては。 

先ほども言いましたように、定期的に電話連絡という話はしたので

すが、やはり学校のほうでは、いろいろな意味で把握しているものも

あるものですから、そういったところについては、より細かく、先ほ
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ど言った電話連絡、あるいは濃密を避けるような訪問等もしながら、

把握をしていきたいなと思います。 

Ｄ委員 家にいる時間が長くなって、お母さんが子供の対応に苦慮されてい

るお宅も、もしかしたらあるかもしれないですので、少しでもお母さ

んの応援ができるように、対応していただければありがたいなと思い

ます。 

学校教育課長 ありがとうございます。 

教育長 個に応じた対応をということですね。 

学校教育課長 はい。 

教育長 よろしいでしょうか。それでは、次に進めたいと思います。寄附受

納、社会教育課お願いします。 

社会教育課長 24ページをごらんください。湯日小学校ＰＴＡから、初倉西部ふれ

あいセンターにガス炊飯器１台の寄附を受納しておりますので御報告

をいたします。 

教育長 続いて金谷公民館運営審議会委員の委嘱について、社会教育課続け

てお願いします。 

社会教育課長 はい、続きまして25ページをごらんください。金谷公民館運営審議

会委員の委嘱につきましては、前回の定例会で議決をいただいたとこ

ろですけれども、協議中でありました委員につきまして決定しました

ので御報告いたします。 

自治会連合会金谷地区長が交代したことに伴い、任期途中ではあり

ますが、木田輝男様を新任として委嘱してあります。 

教育長 わかりました。続いて、六合公民館のほうもお願いします。 

社会教育課長 続きまして26ページをごらんください。六合公民館の運営審議会委

員の委嘱につきましても、前回の定例会で議決をいただいたところで

ありますけれども、協議中でありました委員につきまして決定しまし

たので御報告いたします。 

六合公民館市民学級長の交代に伴いまして、任期途中ではあります

が、芝田好子様を新任として委嘱しております。 

教育長 ありがとうございました。令和元年度青少年相談室利用者の状況に

ついて、社会教育課お願いします。 

社会教育課長 27ページをごらんください。こちらは令和元年度の青少年相談室利

用者の状況について、グラフにまとめたものでございます。 

青少年相談室はおおるり２階の社会教育課の青少年係内に設置をさ

れておりまして、専門の相談員１名が青少年とその保護者からの相談

に対応しております。 

延べの相談数ですけれども、４番の青少年相談のところになります。

延べ相談数が今年度は412人、30年度は延べ人数は158人となっており

ますので、２倍以上の伸び率となっております。相談件数の増加の背
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景といたしましては、令和元年度の９月に、川崎市の登戸で起きた通

り魔事件及び６月に発生した、元官僚による長男殺害事件以降に市民

の関心ですとか、当事者家族の心配などが高まったことが一因ではな

いかと考えております。 

教育長 ありがとうございました。それでは、新型コロナウイルス感染拡大

に伴う所管施設の休館について、社会教育課お願いします。 

社会教育課長 29ページをごらんください。新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、指定管理者が管理する４つの施設から、休館の承認申請がありま

して、そこに記載がある期間のとおり承認をしましたので御報告をい

たします。 

１から３までの施設につきましては、宿泊を伴う施設であるため、

周辺地域の住民の方、または利用者からコロナ感染拡大について不安

の声が上がったことから、指定管理者の判断で利用休止の申請があっ

たものです。 

４の川根文化センターにつきましても、ゴールデンウイークの期間

中は、貸館利用者以外に県外の方が例年ですと多数いらっしゃるとい

うことで、コロナの感染拡大防止の観点から、完全休館したいという

申し入れが指定管理者からあったものです。 

教育長 ありがとうございました。 

教育総務課長 追加で１つ御報告、それからお願いになりますが、これからの対応

についてのことで、お話をさせていただきたいと思います。新型コロ

ナウイルス対策に係る案件でございます。 

今月に入りまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、市

立の小中学校を臨時休業としたことに伴いまして、島田市教育委員会

が所管しております施設の運営につきましても、その利用に制限をか

けることにしております。 

この措置につきましては、緊急に対応する必要があったことから、

教育委員の皆様方にはＥメール、ファックス、そういったものにより

合意をいただくということになりまして、大変御迷惑をおかけしまし

た。また、これにつきましては、早急の対応をいただきましてありが

とうございました。 

現在のところ、今、社会教育課から報告がありましたもの以外に、

教育委員会が所管する施設について、そのものに制限を加えている内

容につきましては、大まかに次の４つでございます。 

１つ目は図書館、博物館の休館。２つ目としまして、公民館の貸館

業務の停止。３つ目としまして、スポーツ施設の休館、または休止。

４つ目としましては、学校施設等の貸し出し停止、これは体育館等、

そういったところでございます。なお、現在予定をしております臨時

休館等の期間につきましては、来月の５月６日水曜日の予定でござい



-19- 

ます。 

次に、今後の対応についてございます。施設の休館等の取り扱いに

つきましては、本来、合議の場であります教育委員会議のところで、

付議または協議により、方針決定をしていくこととなります。 

しかしながら、今後につきましても、緊急な対応が必要となるとい

うことが考えられますので、緊急を要する場合につきましては、合意

の形成につきまして、今回同様、Ｅメール、ファックスといったもの

を利用する形になろうかというふうに考えております。このことにつ

きまして、何とぞ御理解、御協力をお願いしたいと考えております。 

教育長 ありがとうございました。予定されたものプラス、教育総務課から

の報告、説明がありましたが、委員の皆様方から何か御意見等があり

ましたらお願いします、いかがでしょうか。 

Ａ委員 社会教育課にちょっとお伺いをしたいのですけれども、青少年相談

室利用者の状況についてのところなのですけれども、ＬＩＮＥやメー

ルを用いた相談というのが多いなと感じているのですけれども、今、

なかなか来所というのが難しいと思うのですけれども、そうなるとＬ

ＩＮＥとかメールとかで、ひきこもりとか不登校の場合、家に当事者

がいると電話はなかなか難しいところもあるのかなと感じています。 

また、こういうＬＩＮＥとかメールでの相談というものを、宣伝で

はないですけれども、皆さんに知っていただくような方法を考えてい

ただきたいのと、私自身も長く社会教育課のお仕事をさせていただい

ていても、そのメールとかＬＩＮＥの相談窓口は知らないものですか

ら、また、次回でいいので教えていただけるとありがたいです。 

社会教育課長 現在は対面でやっている状況が多いわけですけれども、といいます

のは大人数ではないということで、感染防止対策をして、対面でやっ

たりとかすることが多くはなっております。今後につきましては、メ

ール、あるいはＬＩＮＥを使用しまして、相談していくように、広報

をしていきたいと思っております。 

Ａ委員 お願いします。 

教育長 ほかにどうですか、よろしいでしょうか。それでは、以上をもって

報告事項は終了したいと思います。 

それでは、何かこれ以外に報告事項があるところがありましたらお

願いしたいと思いますがいかがですか、いいですか。 

それでは、次に会議の日程についてですが、次回の第４回の定例会、

それから次々回の第５回の定例会について教育総務課長、提案をお願

いします。 

教育総務課長 表紙の次のページをごらんください。会議日程についてでございま

す。 

次回、第４回につきましては、令和２年５月29日金曜日、午後２時
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から午後４時まで、プラザおおるり第１多目的室、この会場です、そ

のように予定をしております。次々回につきましては、令和２年６月

25日の木曜日、午後２時から午後４時、会場は会議棟の１階の大会議

室を予定しております。 

教育長 皆さんの御都合はどうでしょうか。 

 もし、都合が悪かったら言ってください。 

それでは、以上をもちまして令和２年第３回教育委員会定例会を閉

会いたします、ありがとうございました。 

  

 閉  会    午後３時02分 

  

  


