定例教育委員会（8 月度）議事録（要点筆記）
●

日時及び開催場所に係る事項
開催日時
平成 30 年 8 月 23 日（木）午後 3 時～
開催場所
裾野市立役所 402 会議室
1 開会および閉会に関する事項
（1）開会
風間教育長あいさつ
8 月も後半に入りまして、裾野市は 3 学期制をとっておりますので、来週の月曜日
27 日から 2 学期が始まります。
夏休みが数日ありますが、暑さや熱中症の対策、先日の落雷への対応が必要です。
暑さについては子どもたちへの対応も必要ですが、現在、深良中学校で耐震工事
をしておりまして、職員室をプレハブに移しています。エアコンも設置しているの
ですが利ききらず、大変な暑さになっているため、ブルーシートで日よけを作って
よしず代わりにしている状況です。
雷の被害については、後程教育総務課長からご報告いたしますが、最も多い被害
は停電でした。中には学校中の電気が使えなくなってしまった学校もありました。
幸い夏休み中ですので、授業への影響はありませんが、27 日からは 2 学期が始まり
ますので、それまでに点検、修繕を進めていかなければなりません。準備を整えて 2
学期を迎えたいと思います。

前回議事録の承認
前回議事録承認

風間教育長及び桃井委員署名

議事録作成者の指名
教育長より教育総務課 永長璃子を指名

議事録署名人の決定
風間教育長及び渡邉委員

（2）閉会
会議終了により閉会（午後 4 時 10 閉会）
2 出席者の氏名
教育長 風間忠純
教育委員 眞田平芳
教育委員
教育委員 渡邉すみ枝
教育委員 杉田博道

桃井昭一

3 教育長、委員および傍聴人を除く外、議場に出席したものの氏名
教育部長 杉山善彦
教育総務課長 勝又明彦
学校教育課長代理
生涯学習課長 木原慎也
鈴木図書館長 芹澤泰広
健康福祉部保育課長 笠間健男
教育総務課 二ノ宮貴之・永長璃子
傍聴人：4 名

1/5

渡邊清

4 教育長その他の報告の要旨
◇教育長報告（詳細は配布資料による）
7／23
まち・ひと・しごと創生会議
・平成 29 年度事業報告及び平成 30 年度主要事業報告等
7／25
国際連句会（旧植松家住宅）
7／25
矢崎サマーキャンプ
7／26
全国高校総体出場者の表敬訪問
・6 名が全国大会に出場
7／25・26 イングリッシュ・サマー・デイ・キャンプ
・ALT・日大国際関係学部の学生が協力
7／27
Y-CITY アルミ缶回収委員会の収益金寄附受け入れ
・寄附金 200 万円
・東中学校通学路防犯灯の LED 化
8／2
中体連東海・全国大会出場者の表敬訪問
8／3
第 2 回駿東地区 2 市 3 町教育委員会
8／3
駿東地区教育研究集会
8／4
裾野市民水泳大会

◇部長報告
小中学校のエアコン設置について
・定例記者会見にて、全小中学校の全教室にエアコンを設置するための実施設計費
用を補正予算に計上することを発表
・2～3 年で設置を進めていきたい
9 月定例会について
・代表質問：小中学校へのエアコン設置について、熱中症対策について
市民協働について、ESD 教育、特別支援教育について等
・一般質問：人材能力バンク、トイレの洋式化、緊急時の心肺蘇生に関する教育
エアコン設置等
・決算審査：現場視察（深良中学校校舎耐震・防水改修工事、東中学校昇降口棟
地震改築工事、西中学校第二グランド仮設体育器具庫建設工事等）

◇出席課長より報告
教育総務課長

補正予算について（追加分）
・小中学校へのエアコン設置に伴う実施設計委託費
深良中学校校舎耐震・防水工事の追加工事について
・校舎「庇」の防水工事
・仮設職員室及び仮設教室への日よけ設置
私募債発行に伴う富岡中学校への教育用物品の寄贈について
8/12 雷雨による被害状況について
・停電、電話の不通、校舎機械警備及び火災報知機の故障等
・不具合については、概ね解消済
8/3-11 二ノ宮課長代理西日本豪雨災害支援派遣
学校教育課長代理 7/25-8/26 夏季休業
7/25
矢崎サマーキャンプ中学生との交流（東中・富岡中）
7/25-26 イングリッシュサマーデイキャンプ 延べ数 96 名参加
7/26-28 中学生広島派遣（中 2、各校男女各 1 名）
8/2
裾野市を学習する日 75 名参加
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生涯学習課長

保育課長

8/2
中体連東海大会・全国大会出場者市長表敬訪問 7 名
8/10
小学生プログラミング講座(東小学校）44 名参加
8/13-15 学校閉庁日
8/15
戦没者追悼式典 作文朗読（深良中 2 名）
7/20-28 古谷課長代理西日本豪雨災害支援派遣
7/31
文化財保護審議委員会市内視察
8/4
夏祭り会場貸出し対応・補導
8/11
山の日記念黒岳ハイキング 28 名参加
8/11
富士山資料館星空観察会 5 名参加
8/16 JFA アカデミー福島女子優勝報告会
8/8-9 裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル
7/30
西幼稚園にて職員全体研修
8/8
職員用パソコン更新の完了
8/12
雷雨による被害状況について
・幼稚園では大きい被害なし
幼稚園監査の実施

＜質疑・意見等＞
委 員
中学生の広島派遣の話がありましたが、修学旅行の行先について
少し足を延ばして全員で広島に行けると、平和教育という観点でも
よいと思うのですがいかがでしょうか。
事務局
修学旅行の行先については各学校で決定しておりますので、その
ようなご意見があったことを伝えさせていただきます。
委 員

事務局

委 員

委 員

事務局

小中学校のエアコンの設置についてですが、他市でも設置を発表
していて概算の事業費が公表されていますが、裾野市は金額につい
て精査されていますか。
確かなものとして発表できる数字は今のところありません。現在
の電源設備では対応しきれない部分や、設置場所などの前提条件に
よっても変わってきますので、それも含めて実施設計の中でしっか
りとした数字を掴んでいきたいと思います。
2・3 年設置にはかかるということで、他市でも同様の発表がされ
ていますが、できるだけ短い期間での設置をお願いしたいと思いま
す。
27 日から夏休み明けの授業が再開されますが、この暑さで授業が
できるか心配しています。各学校で暑さ対策についてはどのような
取り組みをされていますか。
東中学校で 7 月教育委員会を開催した際に、暑いところを見学し
ていただきましたが、体育館には熱中症指数計が壁掛けであるのと、
各学校で携帯式の熱中症指数計がありまして、養護教諭を中心に数
値の確認をしてもらっています。特に小学校の低学年は体も小さく
体力も弱いものですから、学校によっては特別教室や会議室等のエ
アコンを設置してある部屋を調整しながら使ったりしています。他
には余裕教室を使って放課後児童室を設置している学校もあります
が、放課後児童室にはエアコンが付いているため、子育て支援課と
調整しながら部屋を借りるようにしております。
その他熱中症指数が高い場合には、放課後の部活動を中止すると
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事務局

教育長
委 員
教育長
事務局

いう対応をしています。
夏休み中の部活についても、なるべく気温の上がらない早い時間
にできるよう教員の勤務時間を変更しながら対応したり、プールの
開放についてもプールで熱中症になることがあるため、プールの水
の温度を測定しながら対応をしました。夏休み明けについてもこれ
らを継続していきます。
また、2 学期に運動会を実施する予定の学校もあります。学校毎で
判断を行ないますが、その実施についても検討をしているところで
す。厳しい暑さになる場合には思い切った判断をしなければならな
い状況もあるかと思います。
運動会の練習での熱中症を一番懸念しているところです。今話に
ありましたことを検討しながら最善の方法を模索したいと思います。
気温によっては、午後の授業を打ち切るような判断が必要になるこ
ともあるかと思いますが、それは学校が決めるのでしょうか。
学校長と教育委員会で協議して、そのような判断も選択肢に入れ
ながら一番良い方法を考えたいと思います。
その他、学校が努めているのが健康観察を確実にするということ
です。朝、昼、部活の始まる前には確実に行っています。低学年の
児童は体が異変を起こしてから急激に悪化するのが早いものですか
ら、より慎重に行ってもらうよう学校へは依頼しています。

委 員
事務局
委 員
事務局
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授業中に水筒を机の上に置くことは可能でしょうか。
実施しているかは分かりませんが、可能だと思います。
夏祭りの会場ですが、破損等の報告はありませんでしたか。
事前に実行委員会と打ち合わせを行なっておりましたので、今年
はそのような報告はありませんでした。

報告案件
（1）報告１ 裾野市青少年問題協議会委員の委嘱及び任命について
説明者：生涯学習課長
＜質疑・意見等＞
特になし
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次回定例教育委員会の予定
日時：平成 30 年 9 月 19 日（水） 午後 3 時より
会場：生涯学習センター 学習室 2
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議題および議事の大要、質問または討論をした者の氏名および要旨
(1)

第 30 号議案 裾野市いじめ防止基本方針の策定ついて
説明者：学校教育課長代理

＜質疑・意見等＞
委 員
出席停止制度についてですが、医師の診断書等が必要でしょうか。
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事務局

教育長
委員

不要です。出席停止については教育委員会が命じます。

第 30 号議案について承認いただけますか。
承認。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 7 項ただし書きに基づき、第 31
号議案は非公開とした。

(2)
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第 31 号議案 要保護・準要保護について
説明者：教育総務課

議決事項（議案書は別紙による）

議案番号

内

容

議決結果

議決日

第 30 号議案

裾野市いじめ防止基本方針の策定ついて

承認

平成 30 年 8 月 23 日

第 31 号議案

要保護・準要保護の認定について

承認

平成 30 年 8 月 23 日
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その他
（1）学校教育課報告
説明者：学校教育課長
生徒指導状況について
いじめへの対応について

＜質疑・意見等＞
特になし

（閉 会）
風間教育長

以上をもちまして、8 月度定例教育委員会を閉会します。
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