定例教育委員会（6 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 29 年 6 月 28 日（水）午後 3 時～
開催場所
裾野市役所 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
今、お配りしましたのは吉田町の新聞記事になります。この内容につきまして
は、テレビ等でも放送されましたので皆さんご承知かと思いますが、来年度の授
業日数を 220 日にし、夏休みは 10 日間程度とする吉田町の町教育委員会のモデ
ルが保護者説明会で発表されたというものになります。なお、吉田町の教育委員
会に聞きましたところ授業日数を 220 日以上とすると言っておりましたので、夏
休みがもう少し短くなることも考えられるところです。しかし、この話は学校だ
けのこととして取り沙汰されておりますが、吉田町自体は人口減少が著しく、こ
の人口減をどのように食い止めるかということが、町全体の施策の中におきまし
て教育問題としても論議されているという点が背景にあるそうです。
なお、実際に学習指導要領が改訂されますと、小学校に外国語が入ってきます
ので、週の授業日数を 1 時間分多くしないと回らない事態になってしまいます。
しかし、単純に 1 日の授業時間を延ばすだけでは、先生達がより忙しくなってし
まうため、夏休みを短くすること、1 日の授業時間を変えずに多くの日数を使う
ことで、その授業のカリキュラムをこなそうということを考えになりますが、先
生方の多忙化を少しでも軽減しようという点と、そのために夏休みを短くすると
いう点が混同してしまっているように感じています。先生方の忙しさを少しでも
軽減するということを、夏休みを短くすることで、その解決を図るという方向が
良いのかという点につきましては、個人的にはもう少しじっくりと考えてみる必
要があるのではと思っています。
また、夏休みも大事であるという点に関しても、
もう少し考える必要があるのではないかと考えた次第です。
また、ご意見を聞かせていただければと思います。よろしく、お願いします。

前回議事録の承認
前回議事録承認

風間教育長及び渡邉委員署名

議事録作成者の指名
教育長より教育総務課

二ノ宮貴之を指名

議事録署名人の決定
風間教育長及び庄司委員
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（2）閉会
会議終了により閉会（午後 5 時 45 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 桃井昭一
教育委員 渡邉すみ枝
教育委員 庄司伸子
教育委員 杉田博道

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 鈴木則和
学校教育課長
生涯学習課長 木原慎也
鈴木図書館長 芹澤泰広
健康福祉部子ども保育課課長代理 歌崎克文
教育総務課 二ノ宮貴之・永長璃子

4

朝倉和也

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）
5／26
平成 29 年度関東甲信越静教育委員会連合会総会・研修会
6／4
わたしの主張裾野市大会
・素直な意見が述べられていた
6／5
市内校長会
・全国都市教育長会の概要
ⅰ学習指導要領の改訂について
ⅱ学校指導体制について
ⅲ学校の業務体制について
・人事管理訪問について
6／9
防犯まちづくり推進委員会
・夏休みを控えた交通安全の指導
6／16
市長感謝状贈呈式
・教育委員会関係では Y－CITY アルミ缶回収委員会・東中学校 PTA に
贈呈

◇部長報告
市議会 6 月定例会について
・教育部関係の一般質問と答弁の概要
・指定管理者に関わる条例改正
・補正予算
・深良中学校の耐震・防水改修工事の工事契約

◇出席課長より報告
学校教育課長
生涯学習課長

駿東地区中学校総合体育大会について
ラグビー日本代表のテストマッチ開催について
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・6/17（土）
袋井市エコパスタジアムにて開催、入場者数 27,381
人
熊の目撃情報とその対応について
・6/18 に十里木地先で目撃情報
・キャンプ場予約者に事前に電話連絡にて情報提供
・宿泊者に対し避難棟を開放
・野生動物の通り道に規制線と注意喚起案内を設置
＜質疑・意見等＞
教育長
事務局

熊は、その後目撃されていますか。
その後の目撃情報はありません。

鈴木図書館長

蔵書点検について
・点検のため 6/22（木）から 6/30（金）まで図書館および
文化センター図書室が休館
夏休み特別開館について
・7/31（月）と 8/7（月）を開館
子ども保育課長代理 幼稚園の預かり保育の状況について
・4 月は 57 名、153 日の利用
・5 月は 103 名、472 日の利用
＜質疑・意見等＞
委 員
熊の話の件ですが、以前にも熊が発見されたことがありました。
その際は、捕獲した後、山の奥に逃がしたと聞きましたが。
事務局
今回 6/18 に目撃された場所は、十里木の頼朝の井戸付近だそ
うです。目撃情報が須山駐在所に入りましたが、農林振興課では
それ以上の詳細を把握していないそうです。
ただし、同じ日に富士山資料館の第一駐車場の脇に熊と思われ
る糞があり、近くに生息していると思われますので、しばらくは
注意が必要であると考えます。今のところ被害報告は寄せられて
いませんので、注意しながら平常通りの営業をしています。
教育長
キャンプ場や富士山資料館の近くでの目撃情報なので、生涯学
習課が関わっています。
委 員
キャンプ場が近くですので、少し心配ですね。
事務局
情報を得たものですから、急遽利用者への対応を図りました。
情報を知らないまま来られて、被害に遭われてはと思いますので、
事前にキャンプ場の予約者には電話連絡を取り、かつ現地での受
付時にも情報提供をするなどの対応をしております。その際に、
心配であれば避難棟を開放する対応も伝えております。
教育長
キャンセルしたお客さんはいますか。
事務局
います。4 組中 2 組のキャンセルがありました。
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5

報告案件
（1）報告１ 裾野市社会教育施設運営委員補欠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

（2）報告２ 裾野市青少年育成推進員補欠育成推進員の委嘱について
説明者：生涯学習課長
＜質疑・意見等＞
特になし

（3）報告３ 裾野市青少年補導センター補導員補欠補導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

6

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 23 号議案 裾野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する
要綱の制定にについて
説明者：子ども保育課長代理

＜質疑・意見等＞
委 員
これは、国の補助金が増えるということで、市の財政負担がお
よぶことはありませんか。
事務局
影響はありますが、補正予算を組むまでは至らないと認識して
おります。
現在、私立幼稚園に申請件数を把握するため書面により回答を
依頼しております。それが、昨年と同等数であれば、さほど影響
がないと見込んでおります。
委 員
第三世帯は、何パーセントくらいなのでしょうか。
事務局
約 8 パーセント、24、25 名程度になります。
教育長
委員

(2)

第 23 号議案について承認いただけますか。
承認。

第 24 号議案 裾野市内私立幼稚園運営費等補助金交付要綱の一部を改正する
要綱の制定について
説明者：子ども保育課長代理
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＜質疑・意見等＞
特になし

教育長
委員

(3)

第 24 号議案について承認いただけますか。
承認。

第 25 号議案 裾野市教育委員会表彰者の決定について
説明者：教育総務課長

＜質疑・意見等＞
事務局
6 番の方は、過去に 2 回表彰を受けております。このうちの 1
回は今回と同様の功績となり重複となりますが、差し支えないか
ご意見を伺いたいと思います。
委 員
要項の規定上、表彰しても構わないと思います。表彰を受け取
るか受け取らないかは本人の自由であると思いますので、2 度目
になってしまい、重なってしまいますけど、表彰したほうが良い
と思います。この要項からは、間違いなく対象になります。
事務局
庄司委員がおっしゃられたように、基準に照らし合わせると表
彰の対象として問題はありません。教育委員会での審議の結果、
提案どおりで問題ないということを御本人に対しましては個別に
連絡をさせていただき、表彰に関しての説明させていただきます。
教育長
要項によると、ここで表彰しないという規程はないということ
ですので、候補者としてあげておき、ご本人の意志を確認すると
いうことで表彰対象とすることでよろしいでしょうか。また、他
の方も候補者としてよろしいでしょうか。
また、要項の見直しにつきましては、今後検討させてください。
教育長
委員

第 25 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
26 号議案は非公開とした。

(1)

第 26 号議案 要保護・準要保護について
説明者：教育総務課
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7

議決事項（議案書は別紙による）

議案番号

内

容

裾野市私立幼稚園奨励費補助金交付
第 23 号議案 要綱の一部を改正する要綱の制定につ
いて
裾野市内私立幼稚園運営費等補助金
第 24 号議案 交付要綱の一部を改正する要綱の制
定について

第 25 号議案

裾野市教育委員会表彰者の決定につ
いて

第 26 号議案 要保護・準要保護の認定について

議決結果

議決日

承認

平成 29 年 6 月 28 日

承認

平成 29 年 6 月 28 日

承認

平成 29 年 6 月 28 日

承認

平成 29 年 6 月 28 日

8

その他教育長または会議において必要と認めた事項
■次回定例教育委員会の予定
日時：平成 29 年 7 月 26 日（水）午後 3 時より
会場：裾野市役所 402 会議室

9

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

＜質疑・意見等＞
委 員
5 月下旬に西小学校の運動会を見学に行きました。その際、グ
ランド周辺の観覧席ではない場所ですが、校地内、校舎北側の駐
車場付近に大型犬と一緒にいた家族がいました。犬等の動物を校
地内に一緒に連れてくるのはどうかと思いました。
事務局
一応、配慮して学校敷地の隅にいたのですか。
委 員
観覧席ではありませんが校地内でしたので、どういうものかと
思いました。
事務局
運動会の際に、今まで入れた記憶はありません。
教育長
原則、動物を入れないでくださいといった看板を掲げている学
校もあります。
委 員
何かの拍子にということもあります。予想つかない行動をとっ
たことで骨折した方もいます。
教育長
犬がなければ生活できない方もいるのは確かですが。
委 員
盲導犬等には見えませんでした。
教育長
このお話しは、お預かりさせてよろしいでしょうか。検討させ
てください。
委 員
中学生の子どもに給食の残食が非常に多いと言われました。学
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事務局

委 員
事務局

委

員

事務局
教育長

（閉 会）
風間教育長

校では、残った物を 1 ヶ所に集めるらしいのですが、それが 1 ク
ラス分に相当するくらい残ることもあるそうです。子どもからは、
給食の時間があと 5 分長ければ、担任の先生が他のクラスに持っ
て行ったり、おかわりを食べる時間もあり、もう少し減ると思わ
れるため、下校時間を 5 分延ばせば良いのではないかと言われま
した。毎日、そんなに多くの量が残っているというのは、どうか
と思いました。時間があれば、食材によってはもう少し食べれる
子もいるかと思います。
残食に関しては、残食量を全ての学校で確認しており、学校に
よって相当差があります。センターから配送される学校は、同じ
メニューなのですが、学校によってかなり残食に差があります。
これは、メニューだけの問題ではなくて、盛り方の指導の話です
とか、時間管理の問題ですとか、そういった諸々を含めて検討を
していく必要があります。栄養士は、残食がないようにと色々と
味付けやメニューを工夫して考えておりますが、委員のご指摘の
ように、それ以外にも何かしらの対策をとることで解決をしてい
くことも必要かと考えています。
実際に給食を食べる時間はどのくらいですか。
実際に食べる時間は 15 分から 20 分くらいかと思います。この
時期は、どこの学校でも 1 年生にとりましては食べる時間が足り
なく非常に苦しいかと思います。それが、秋頃になりますと少し
は慣れてきて早くなります。また、みんな平等の量に配膳するこ
とは、個人差があるので残食に繋がります。食の良い子や体格の
良い子には、少し盛りを多くすることや、食の細い子には、少し
量を減らすといった工夫をする必要があると思います。
三島市のモデルとして錦田小学校のニュースを見たのですが、
非常に残食が減ったということで、取り上げられていました。こ
の要因としまして、三島市では全ての小学校でクラス分の電気釜
を購入し、学校で直接お米を炊いているそうです。その電気釜を
教室に持って行き、自分でごはんをよそり、炊きたてのご飯を食
べているそうです。その結果、残食率が非常に減ったそうです。
三島市以外にも教室でごはんを炊いてという取組をしていると
ころは、数は少ないですがあります。
昔は、須山小でも電気釜で炊いていたときがありました。

以上をもちまして、6 月度定例教育委員会を閉会します。
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