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掛川市教育委員会定例会議事録 
会 議 名 令和３年６月掛川市教育委員会定例会 

場  所 掛川市役所南館 会議室 

開催日時 令和３年６月30日（水） 午後１時30分から午後３時30分まで 

出 席 者 教育長       佐藤嘉晃 

教育長職務代理者  戸塚忠治 

委員        岩尾千佳子 

委員        橋山鈴代 

委員        馨 敏郎 

教育部長           山梨 実 

こども希望部長        原田陽一 

こども給食課長        鈴木英雄 

図書館長           後藤晶子 

教育政策課主幹        水谷忠史 

学校教育課主席指導主事    柴田勝明 

教育部政策官         及川文孝 

教育政策課教育政策係長    泉田由妃 

教育政策課教育政策係指導主事 髙坂敦洋 

教育政策課教育政策係指導主事 沢田佳史 

 

１ 協議事項 

(1) 夏季休業期間のプール開放中止について（学校教育課） 

(2) 生理の貧困への対応について（教育部） 

 

２ 報告事項 

(1) 令和３年度「人づくり構想かけがわ」リーフレットについて（教育政策課） 

(2) 令和３年度「掛川の教育＜統計書＞」の発行について（教育政策課） 

(3) 地域部活動推進事業進捗状況報告書について（教育政策課） 

(4) 部活動アンケート調査結果について（教育政策課） 

(5) 掛川市学校ネットパトロール報告書について（５月分）（教育政策課） 

(6) 第６回「はばたけ未来の吉岡彌生賞」の実施について（教育政策課） 

(7) 令和３年６月分給食まんてんだより及び献立表（こども給食課） 

(8) 掛川市内小中学校のあらわれについて（学校教育課） 

(9) 部活動指導員について（学校教育課） 

 (10) 令和３年度 学校主要行事等の期日一覧表について（学校教育課） 

(11) 高齢者ワクチン接種のインターネット予約の補助について（学校教育課） 

 (12) 令和４年度使用教科用図書採択について（学校教育課） 

 (13) 子ども読書週間事業報告について（図書館） 

(14) 小学生の夏休み講座開催について（図書館） 

(15) 令和３年度掛川市教育委員会・こども希望部園訪問日について（こども希望課） 

(16) 久保田市長所信表明について（教育部） 

 

１ 開 会 

 

  教育長：教育委員会６月定例会を開会します。 

     

２ 教育委員会５月定例会議事録の承認について 

 

   意見のあった箇所を訂正することとし、承認された。 

 

３ 事務報告及び行事予定報告 

 

     教育部長から事務報告及び行事予定について、主な事項の説明があった。 



- 2 - 

 

 

４ 協議事項 

 

(1) 夏季休業期間のプール開放中止について 

学校教育課主席指導主事から資料のとおり説明があった。 

 

教育長：校長会からの依頼です。今までの段階では中止ということで終わっていたのですが、

今後、夏休みのプール開放は学校運営上苦しいのではないかということで、教育委員会

から方針を出してほしいとのことでした。プール開放については、１校やると、ほかの

学校もやることになります。今後PTAがやるにしても、学校からするとプールの管理や

熱中症対策など運営補助が必要になるので、校長会としても運営を続けるのは苦しいの

ではないかとのことでした。今年度はコロナの関係でいずれにしてもできないですが、

来年度以降も中止にしたいと思います。 

委員：開放中止についてはいいですが、ところで、水泳の授業は、夏休み前だけでなく、夏休

み後もやっていますか？ 

学校教育課主席指導主事：学校によります。単学級など規模が小さい学校だと授業時間がまか

なえるので夏休み前で終わります。規模が大きいと夏休みの後もやる

学校はあります。西中は、水泳部があり、夏休みの後もプールが稼働

しているのでやっています。水泳部がない中学校や、小学校等は、夏

休み前にやめています。 

委員：高校も水泳部があるところは夏休みも活動して管理しているので、９月にも少しやりま

すが、水泳部がないところは、終わってしまいます。 

夏休み中の維持管理もですが、水の金額も高いです。小学校や中学校も、水泳の授業も

時間的な柔軟性をもってやったらいいと思います。子供たちの命にかかわることなので、

水泳の授業そのものは大切です。維持管理のことを考えると、7月だけやってということも

あると思います。 

委員：夏休みのプールは、長い夏休みに遊びに行くところがない時に、保護者としてはちょう

ど良かったです。先生方も大変だし、保護者もプール当番が回ってきますが。午前と午後

に分けて開放していただいて、午前中の子はそのあと補習があったりしました。学童にい

る子が通ってもいました。回数は10回くらいですが、大変助かりました。今、コロナもあ

って、とにかく外出もできない、夏は暑い、どうやって子供たちは過ごしているのか、か

わいそうだと思います。しかし、プール当番の時はプールサイドも40度くらいになって、

はだしでは歩けないくらいです。プールの在り方も変わってきました。スイミングスクー

ルでの授業になってから楽しいようです。 

教育長：プールの維持管理、熱中症など様々な問題があるので、今後は中止といたしますが、

また、校長会から相談があれば検討します。 

 

その他の意見はなく、承認された。 

 

(2) 生理の貧困への対応について 

教育部長から資料のとおり説明があった。 

 

委員：貧困とは関係ないですが、急に始まった場合に、トイレにあったら安心だと思います。

今は自分で用意するのが当たり前ですが、思春期で急に始まると慣れないので、トイレッ

トペーパーのように置き始めたら置くのが当たり前になるのではないかと思います。何か

新しいことをしようとすると、いたずらされたりとか、マイナスのことも考えますが、普

通にあって当たり前になるのではないかと思います。女子トイレに置くのはいいのではな

いのかと思います。 

貧困で生理用品が買えないというニュースを聞いてびっくりしました。確かに意外と高

かったりしますが、どれくらいの値段のものを用意するかというのも議論になると思いま
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すが。 

教育長：小学校４年生くらいになると、女子だけ集めて生理の話をします。学校で急になった

り生理用品を忘れたときは、保健室等に取りに来るように指導しています。小学校では、

着替え時に服装等が汚れている時も声をかけるなど対応しています。今回調査した時に、

「どちらでもいいのではないか」と回答している学校は、小規模単級であまり指導上の

問題のない学校が多かったです。大規模校になると、色々な家庭があることから、女性

の担任や養護教諭からすると、取りに来ることにより子どもとのコミュニケーションが

とれ、家庭の様子を聞くことができるので、保健室に取りに来るようにすることが生徒

指導上必要であるとのことでした。 

議会で一般質問をされた議員さんは、「置くべきではないか」とのことでしたが、他の

市町の様子をみると、取り組みもまちまちです。全国で広がっているとのことでしたが、

調べたところ、県内では東部の特別支援学校のみ置いているとのことです。後は、小中

高校は置いていなくて、高校で２校が有料で配布しているとのことで、無償でというと

ころはありませんでした。今後、世の中の流れはトイレットペーパーと同じ扱いになる

のかもしれませんが、議論をしておく必要があると思いました。 

委員：生理の貧困というのを初めて聞きました。貧困で生理用品を買えないというのがあまり

理解できないですが。社会に依存をしすぎなのではないかと思います。企業の女子トイレ

にも置くように言ってくる可能性もあります。 

委員：恥ずかしいのでもらいに来る人がいるのかと思いましたが、ニュースで、東京のほうで

はすごい人数取りに来られたとのことでした。 

教育部長：５月24日から福祉課で配布を始めましたが、１か月で９件取りに来たとのことです。 

委員：似たようなもので、おむつが買えないという人も多いのではないかと思います。生理用

品よりおむつのほうが出るかと思いました。どこまで学校が対応しなければならないかと

いうことになるかと思います。女性の先生が決めていかないと、男性の先生は言いにくい

と思います。生徒とのコミュニケーションが欲しいという学校は置かなくていいと思いま

す。 

教育部長：市役所で、住所とお名前を聞いていますが、何度も来られる方を相談につなげるた

めです。男性でも代理でもらえます。 

教育長：なかなかすぐには回答が出せないと思います。今のところ学校は置くべきではないと

の意見が多いですが、一度ここで話題を出しておきたいと思いました。すぐに結論を出す

のではなく、試験的に小学校１校、中学校１校、置いてみるのもいいかと思っています。 

教育部長：今日は社会問題になっていることをお話ししました。すぐに置く、置かないではな

いですが、ちょっと様子を見ていくこととします。こういう話題が教育委員会で話が

できるということ自体がすごく時代が変わったと思います。 

 

 その他の意見はなく、承認された。 

 

５ 報告事項 

 

(1) 令和３年度「人づくり構想かけがわ」リーフレットについて 

     教育政策課指導主事から資料のとおり報告があった。 

 

教育長：確かな学力は 10 年以上前から言われているので、国の言う、より深い学びを具体的

に表し、授業に生かすために３つの造語を考えました。 

委員：創合力のなかの「協合」について、親しみあうとか、和合するとか、みんなで力を合

わせて１人ではできないことや思いつかない新しいものをつくるという意味でよいで

すか？ 

教育政策課指導主事：はい。その通りです。 
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(2) 令和３年度「掛川の教育＜統計書＞」の発行について 

   教育政策課主幹から資料のとおり報告があった。 

 

(3) 地域部活動推進事業進捗状況報告書について 

     教育政策課指導主事から資料のとおり報告があった。 

 

(4) 部活動アンケート調査結果について 

     教育政策課指導主事から資料のとおり報告があった。 

 

教育長：この推進事業については、全国部活動学会の会長で学習院大学の方に研究会の長を

務めていただいています。掛川市としては、土日だけでなく平日も地域移行を考えて

います。いきなり始めると、指導者の関係や、保護者の送り迎えの課題もありますの

で、段階を追って進めていきたいと考えています。先ほど説明のありました水泳と吹

奏楽については早めに検討をしています。次の段階として、スポーツで、団体競技が

成り立たない場合があります。例えば、ソフトボールや男子バレーボール等があげら

れますが、そういう部活はいきなり地域への展開を図っても難しいのでエリア部活化

したいと考えて、昨日の校長会でも説明させていただきました。 

教育政策課指導主事：これまでは、人数が足りないと、合同チームという制度を使っていま

した。しかし、これですと、両方の学校にも部活があって、顧問を設置す

る必要があります。今いる学校に入りたい部活がない場合は活動ができ

ないことになります。エリア部活動ですと、学校にない部活でも、エリア

に入っていれば、隣の学校に行って入ることができます。人数が少ない部

活は、隣の学校から部員を集めることができます。そのため、少子化の中

で有効な手立てであると考えております。 

 

(5) 掛川市学校ネットパトロール報告書について（５月分） 

     教育政策課主幹から資料のとおり報告があった。 

 

(6) 第６回「はばたけ未来の吉岡彌生賞」の実施について 

     教育政策課主幹から資料のとおり報告があった。 

 

(7) 令和３年６月分給食まんてんだより及び献立表 

     こども給食課長から資料のとおり報告があった。 

 

(8) 掛川市内小中学校のあらわれについて 

     学校教育課主席指導主事から資料のとおり報告があった。 

 

 (9) 部活動指導員について 

   学校教育課主席指導主事から資料のとおり報告があった。 

 

 (10) 令和３年度 学校主要行事等の期日一覧表について 

   学校教育課主席指導主事から資料のとおり報告があった。 

 

 (11) 高齢者ワクチン接種のインターネット予約の補助について 

   学校教育課主席指導主事から資料のとおり報告があった。 

 

 (12) 令和４年度使用教科用図書採択について 

   学校教育課主席指導主事から資料のとおり報告があった。 

 

委員：次は、この教科書と、他の教科書と見比べることになりますか？ 
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学校教育課主席指導主事：昨年度他の教科書は見てしまっているので、今回はこの教科書の

みで、昨年度の結果を比べることになります。 

 

 (13) 子ども読書週間事業報告について 

   図書館長から資料のとおり報告があった。 

 

 (14) 小学生の夏休み講座開催について 

   図書館長から資料のとおり報告があった。 

 

 (15) 令和３年度掛川市教育委員会・こども希望部園訪問日について 

   こども希望部長から資料のとおり報告があった。 

 

 (16) 久保田市長所信表明について 

   教育部長から資料のとおり報告があった。 

 

６ その他 

 

  (1) 次回以降教育委員会定例会の日程について 

 

    ア 教育委員会７月定例会 

      令和３年７月28日（水） 午後１時30分 

      掛川市役所南館 会議室 

 

    イ 教育委員会８月定例会 

      令和３年８月25日（水） 午後１時30分 

      掛川市役所南館 会議室 

 

  (2) その他の予定について 

  ア 今年度の移動教育委員会候補について 

学童保育所、給食センター、こども園から選択する。 

時期は９～11月。 

 

イ かけがわ教育ディスカッション 

   日時：令和３年８月５日（木）午前10時～12時 

   場所：南館 会議室 

 

  ウ 学校訪問 

   令和３年７月７日（水） 中小学校  

   令和３年７月15日（木） 城北小学校 

 

  エ 総合教育会議 

   第１回は令和３年10月29日（金）午前10時30分～12時 

   掛川市役所本庁５階 全員協議会室 
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 署 名 

 

  以上について、掛川市教育委員会会議規則第16条第３項の規定により署名する。 

 

   令和３年７月28日 

 

 

 

    教 育 長 

 

 

 

    教育長職務代理者 

 

 

 

    教 育 委 員 

 

 

 

    教 育 委 員 

 

 

 

    教 育 委 員 

 

 

 

    教 育 部 長 

 

 

 


