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掛川市教育委員会定例会議事録 
会 議 名 令和４年４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４年４月26日（火） 午後１時30分から午後３時17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 

教育政策課長         尾崎和宏 

こども給食課長        鈴木英雄 

学校教育課長         柳瀬昭夫 

図書館長           後藤晶子 

教育部政策官兼教育政策課主幹 

兼教育政策係長        水谷忠史 

教育政策課教育政策係指導主事 太田浩徳 

教育政策課教育政策係指導主事 沢田佳史 

 

１ 協議事項 

(1) 掛川市地域学校協働活動推進員の委嘱について （教育政策課） 

(2) 掛川市公民館運営審議会委員の委嘱について （教育政策課） 

(3) 掛川市社会教育委員・補欠委員の委嘱について （教育政策課） 

(4) 令和４年度掛川市公立学校運営協議会委員の委嘱について （学校教育課） 

(5) 令和４年度掛川市就学支援委員会委員の委嘱について （学校教育課） 

(6) 令和４年度掛川市特別支援教育専門家チーム・連携協議会委員の委嘱に

ついて 

（学校教育課） 

(7) 令和４年度掛川市立小中学校の教育課程について （学校教育課） 

(8) 令和４年度掛川市立幼稚園の教育課程について （こども希望課） 

 

２ 報告事項 

(1) 令和４年度教育委員会事務局の体制等について （教育部） 

(2) 地域クラブの公認手続きについて （教育政策課） 

(3) 令和４年度放課後児童健全育成事業について （教育政策課） 

(4) 令和３年度教育政策課所管施設の利用状況について （教育政策課） 

(5) （仮称）南部学校給食センター改修工事について （こども給食課） 

(6) 給食まんてん便り及び献立表について （こども給食課） 

(7) 掛川市内小中学校のあらわれについて （学校教育課） 

(8) 令和４年度掛川市立小中学校図書館一覧について （学校教育課） 

(9) かけがわ学力向上ものがたりについて （学校教育課） 

(10) ＧＩＧＡスクール構想学校支援事業について （学校教育課） 

(11) 令和３年度掛川市立図書館利用状況について （図書館） 

(12) 令和４年度掛川市立図書館月別利用事業計画について （図書館） 

(13) 令和４年度移動図書館車巡回予定について （図書館） 

(14) 図書館だよりについて （図書館） 

(15) 掛川市立幼稚園評議員の報告について （こども希望課） 

 

１ 開 会 

 

教育長：先ほどコロナの関係の欠席の資料が回ってきましたが、今週に入ってどうかと思いま

したが、昨日より若干増えていて、今日は小中学校で220人の出席停止になっているという

ことで、若干今週増えています。今後どうなるか心配されるところです。 
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それでは、教育委員会の４月定例会を開会いたします。 

本日の議題は、協議事項８件、報告事項15件ございます。 

今回は、傍聴希望が一人ございます。これに関して、掛川市教育委員会会議規則第15条

の規定に基づき、傍聴について教育長の許可をいたします。 

ただし、協議事項(1)から(6)、報告事項(15)については、人事に関する議題であるため、

これについての議事を非公開にしたいと思います。これについてお諮りします。よろしい

でしょうか。 

 

＜出席委員全員賛成＞ 

 

教育長：それでは、協議事項(1)から(6)、報告事項(15)については、非公開といたします。 

この議事進行時には、傍聴人には退席していただきますので、よろしくお願いします。 

それでは、次第に沿って、順次進めてまいります。 

 

２ 教育委員会３月定例会議事録の承認について 

 

   意見はなく、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。 

 

４ 協議事項 

 

教育長：協議事項に移ります。協議事項(1)から(6)は、人事に関する議題のため非公開としま

したので、ここで傍聴人は御退席ください。 

 

＜傍聴人退席＞ 

 

教育長：それでは、協議事項(1)について説明をお願いします。 

 

(1) 掛川市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

教育政策課長から協議資料１のとおり説明があった。 

 

意見はなく、承認された。 

 

(2) 掛川市公民館運営審議会委員の委嘱について 

教育政策課長から協議資料２のとおり説明があった。 

 

意見はなく、承認された。 

 

(3) 掛川市社会教育委員・補欠委員の委嘱について 

教育政策課長から協議資料３のとおり説明があった。 

 

教育長：表の12番の横須賀小の校長は、昨年からの校長であるが、去年の校長会代表は誰だっ

たのか。 

教育政策課長：去年の校長会の選出は、第二小の校長先生です。 

 

その他意見はなく、承認された。 
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(4) 令和４年度掛川市公立学校運営協議会委員の委嘱について 

学校教育課長から協議資料４のとおり説明があった。 

 

意見はなく、承認された。 

 

(5) 令和４年度掛川市就学支援委員会委員の委嘱について 

学校教育課長から協議資料５のとおり説明があった。 

 

意見はなく、承認された。 

 

(6) 令和４年度掛川市特別支援教育専門家チーム・連携協議会委員の委嘱について 

学校教育課長から協議資料６のとおり説明があった。 

 

意見はなく、承認された。 

 

教育長：それでは、非公開の案件が終了しましたので、傍聴人は御入場ください。 

 

＜傍聴人入場＞ 

 

教育長：それでは、協議事項(7)について説明をお願いします。 

 

(7) 令和４年度掛川市立小中学校の教育課程について 

学校教育課長から協議資料７のとおり説明があった。 

 

委員：52頁の市内の各学校の行事等一覧表で、昨年と変わって一番下の方に学園音楽祭が新た

に載ってきたと思いますが、学園ごとに期日が決まっていて、例えば、昨年の状況だとコ

ロナで学園ごとしっかり出来ていたのですか。前のキラリに代わるものですか。 

学校教育課長：掛東学園については、実施できませんでした。他の学園についてはまた確認し

たいと思いますが、なかなか調整等が厳しい状況ではなかったかと思います。実際に行事

を進めるにあたって、まだスタートしたばかりということで、まず期日をどうするかとか、

どういった形式でやろうかとか、そういったところにかなり時間がかかったというのが正

直なところかと思います。 

教育長：修学旅行はやれるか。中学校は５月ですが。 

学校教育課長：今のところやめるとか変更するという報告は上がってきていないので、何とか

これぐらいであればという感じで考えているのではないかと思われます。 

教育長：この前の校長会で聞いた時には、ほとんど延期しないようです。駄目だったら別な場

所を取ってあるようです。京都が駄目だったら、山梨に行くとか。日を延期しないで、同

じ期間で行ける良い所、大丈夫そうな所に行くようです。 

学校教育課長：旅行会社も日の変更はなかなか厳しいけれども、場所の変更だったら、うまく

対応できるという話をいただいていたので、私がいた学校も東京から山梨に日は変えない

で変更できて、大変スムーズに実施が出来ました。恐らくそういう方向でいるのではない

かと。日を変更しようとすると、空いているところが１月とか２月しかなくて、そのころ

の方がコロナの感染状況が悪いことが多いので、場所の変更で対応するところが多いと思

います。 

教育長：今年は、見事に入学式、卒業式が揃った。 

学校教育課長：そうです。 

教育長：言っておいて良かったです。 

 

その他意見はなく、承認された。 
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(8) 令和４年度掛川市立幼稚園の教育課程について 

学校教育課長から協議資料８のとおり説明があった。 

 

教育長：私の方からいいですか。佐束幼は中国が１人、その他が２人となっていますが、昨日

教育センターの運営理事会があって、中国語の通訳とか支援できる人がいないということ

でした。国際交流にはいますか。 

こども希望部長：また調べておきます。 

教育長：支援が出来ないと大変だと思うので、確認しておいてください。 

 

その他意見はなく、承認された。 

 

５ 報告事項 

 

(1) 令和４年度教育委員会事務局の体制等について 

教育部長から報告資料１のとおり報告があった。 

 

教育長：この指導主事はどこから来ましたか。主席は土方幼だと思いましたが。 

こども希望部長：指導主事はさかがわ幼からです。 

 

(2) 地域クラブの公認手続きについて 

教育政策課長から報告資料２のとおり報告があった。 

 

教育長：今朝の毎日新聞で、スポーツ庁がこの３年間で地域部活へ移行するということを示し

ていました。土日からまず手を付けるということです。その先は平日もということで、ど

んどん進めていくことのようです。今度の28日には県の教育長会があって、掛川市はかな

り進んでいるということで、どのように進めているかの発表をさせてもらうことになって

います。その後、文化庁でも来月に掛川市の取り組みについて発表していただきたいとい

うことで、進めております。先行事例があまりないものですから、かなり協議をしてここ

まで進めております。先ほどの４団体にプラス１で５団体、バドミントンのクラブがもう

一つ入ってくるという予定です。今後啓発していけば、手を挙げてくるクラブチーム、団

体が多くなってくるのではないか。それに伴って教育的な配慮ができる指導者等々の研修

を進めていかなければならないということです。まだ今後に検討が必要なのが、先生方の

約３割が部活をやりたいということで、学校から離れて、地域クラブで指導者として活動

ができるような兼務について、きちんとした仕組みを作って周知していきたいと思ってい

るところです。こういった公認手続きを今後進めていくことになります。 

委員：今後地域クラブに移行していくということで、この４団体を見ても活動の場所が旧掛川

市というか、さんりーなだったり、美感ホールだったりということで、南部の大東・大須

賀の人たちは通って来るのも大変ということで、中学生に対して、部活・クラブをやる機

会を提供することについて、先ほどの毎日新聞の話は、読売のオンラインで読んだが、2023

から2025年度で、各自治体で進めていきなさいということで、その中で親にもその負担を

求めると書いてあった。もう一つ、困窮家庭に対する費用面の支援も考えなさいというこ

とも書いてあったので、例えば通って来る交通の便であるとか、地域クラブを開設しよう

というのは団体の意思と活動場所、時間ということになるが、市教委の方でも南部の方で

も活動できる団体ができるように進めていってほしいなと思う。それからもう一つは、参

加の経費を見るとエアロビはとても高い。普通の民間スポーツクラブと同じ。公認基準と

いうのが、メジャーなスポーツではない、マイナーだから講師も少ないし、道具が変わっ

たりということもあって高いのかもしれないが、こういった高い費用、民間スポーツクラ

ブ、野球でいうとシニアとかボーイズ、サッカーでいうとジュビロのユースの団体もこう

いうところへ公認として申し込むことはできるのですか。 

教育長：公認すればできるということです。 
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委員：経費と公認の基準がどうなっているかということも明らかにして、あまり高いものにつ

いては、市としては公認しないという場合もあるのかどうなのか。営利企業ではまずい、

営利目的ではまずいと書いてあるけれども、実際問題、講師代、コーチの費用とかを払っ

たりすると、かなり高額になってしまうものがあるので、そういったことも研究していっ

て、できるだけ安く、子どもたちに場所も金額も安くなるようにしていってもらいたいと

思う。 

教育長：金額のところはいろいろな問題があって、スポーツの関係でいくと、やはり3,000円が

最低ラインだろうと。指導者もボランティアばかりだとなかなか集まらないことがあるの

で、ある程度、参加する方には、指導する方に対して、謝礼など支払うことができるよう

にしたいと考えています。最低限3,000円から4,000円くらいは、受益者負担にしていかな

いとクラブが運営できないという問題もあります。お金がある家庭が参加できて、お金が

ない家庭が参加できないということでは困るので、掛川市の場合は、就学支援で補助して

いく取り組みをしていきたいということで検討しているところです。あと、場所の問題、

遠い所について、どこまでカバーできるかも大きな課題で、今度の教育長会でも話題にな

るのではないかと思います。バランス良く散らばって存在しているといいとは思いますが、

手を挙げてくれる団体がどの程度あるかにもよるし、どこから挙がってくるかもあると思

います。バドミントンは南部と分かれる感じで、教室を広げてくれるようなことを聞きま

したが、そういうふうになってくれるといいなと。同じクラブチームでも分けてやれるよ

うな団体が挙がってくるといいかなとは思います。そこを条件につけてしまうと、なかな

か今度は数が上がってこないという問題も出てくるのではないかと考えています。 

 

 (3) 令和４年度放課後児童健全育施事業について 

教育政策課長から報告資料３のとおり報告があった。 

 

委員：利用者が非常に増えていて、スタッフも不足しているということを実感できればと思い

ます。今年見学を希望します。 

教育政策課長：わかりました。見学を調整していきたいと思います。 

教育長：去年、教育委員は社協の学童へ見学に行ったのでは。 

教育政策課主幹：第一小のどんぐり学童へ行きました。 

教育長：委員会の中でもどこかへは訪問していきたいし、委員が個々にどこかへ行きたいとい

うことであれば行けるように対応できると思います。 

支援員の不足は、学校の教員不足と同じ状況です。学童でも指導者不足を心配する施設

があります。民間が二つあったと思いますが。 

教育政策課長：シダックスとオーテックです。 

教育長：民間で手を挙げそうなところは。 

教育政策課長：市外からアプローチを受けていることはあります。今年はサウンディングをや

りながら、どこまでやれるか利用料の関係とかもありますので、その辺を含めて考えてい

きたいと思います。 

 

 (4) 令和３年度教育政策課所管施設の利用状況について 

教育政策課長から報告資料４のとおり報告があった。 

 

 (5) （仮称）南部学校給食センター改修工事について 

こども給食課長から報告資料５のとおり報告があった。 

 

  教育長：学校の給食に困らないような形で計画をしているということです。 

 

 (6) 給食まんてん便り及び献立表について 

こども給食課長から報告資料６のとおり報告があった。 
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(7) 掛川市内小中学校のあらわれについて 

学校教育課長から報告資料７のとおり報告があった。 

 

委員：家出は何が原因だったのでしょうか。 

学校教育課長：お腹が痛くて、公衆トイレとか図書館のトイレに順繰りに行っていたというこ

とを本人は言い訳みたいに言っていました。詳しく話を聞いてみると、中学校への不安な

のか、卒業をすぐ間近に控えたころの出来事でしたので、そういった不安を訴えたとのこ

とです。話をしたら気持ちが落ち着いてきまして、次の日が卒業式だったのですが、その

時には気持ち良く出席をすることが出来たと報告を聞いております。 

委員：中学生のその他の不健全非行で、合格発表の後の気の緩みは、毎年どこかでいろいろあ

る。これは校長先生方に発表後、気を引き締めろよと言っておいてもらいたい。 

委員：小学生のその他の粗暴行為で、怒りが収まらなくて給食のおかずをかけたというのが、

少し悪質ですね。時間が経っても怒りが収まらないというのは、咄嗟にだったらまだしも、

時間が経っているのに、おかずをかけたというのは、このことだけではないのではないか

と思います。これは男の子同士ですか。 

学校教育課長：男の子同士です。 

委員：この後、尾を引かなければいいと思います。 

学校教育課長：汁をかけられた子は、女の子です。 

委員：これはずっと尾を引きそうな気がします。学校が大きければクラス替えがありますよね。

とりあえずは解決しているということですか。 

学校教育課長：そうです。こういったカーッとしてしまう、発達障がい的なものも当然あると

思いますが、何回か年間の中で同じお子さんの報告が上がってくるケースがあって、他に

もバケツの水を撒いてしまったりとかがあります。同じようなカーッとなるケースがあっ

て、落ち着いている時はやらないのですが、カーッとなるとついついやってしまって、後

で後悔をする。本人もすごく後悔をする。クールダウンをうまくできる子もいるが、なか

なかそれがうまく出来ないお子さんもいるので、そういった場合少し時間が経ってから、

ふと思い出してカーッとなったりということがあって、うまくクールダウンできるように

学校ではあやし方、気持ちの回し方を伝えてはいると思います。 

委員：中学校の先生が、くそばばぁと言われた後、先生は何と言ったのか。これは親子関係に

似ている。子どもにくそばばぁと言われたら、絶対に無視しようと決めていた。言われず

に大きくなったから良かったと思っている。くそばばぁと言われた日には、何も口を聞い

てやらないと思って、先生だとそうはいかないのではないかと思った。この先生は何と答

えたのか。先生でもショックだと思う。 

学校教育課長：この時は、授業を妨害するような感じになってしまったようなので、とにかく

授業は邪魔をしてはいけないという話をしたみたいですが、それなら帰ると言って荷物を

持って出てしまったようです。複数の職員で本人と話をして、この時には落ち着かないの

で、そのまま家に送って行ったとのことです。 

 

(8) 令和４年度掛川市立小中学校図書館一覧について 

学校教育課長から報告資料８のとおり報告があった。 

 

(9) かけがわ学力向上ものがたりについて 

学校教育課長から報告資料９のとおり報告があった。 

 

(10)ＧＩＧＡスクール構想学校支援事業について 

学校教育課長から報告資料10のとおり報告があった。 

 

委員：先月も申し上げましたが、家で見ている子の方から見て、安定した授業風景が送られて

いるかどうかのチェックをお願いしたいです。映すカメラやチャンネルを増やして、全体

が常に移されているように配慮するなど、見ている側が安心して見られる視点のチェック
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が図られるといいのではないかと思いました。 

学校教育課長：学校にこれまでパソコン室という部屋があって、そこにこれと同じようなサー

フェイスやタブレットが置いてあったのですが、そういった物も活用しながら、授業風景

をうまく撮るということもやっています。慣れていないこともあって、昨年度はいろいろ

試行錯誤していたと思います。情報の共有も図りながらやっていますので、できるだけリ

モートで受ける側も安定して授業ができるように、こちらからもＧＩＧＡ通信を通して情

報提供していきたいと思います。高い所から定点カメラがあるといいとは思っていますが、

そういったところも相談しながら、少しずつ対応していけるといいとは思っています。カ

メラを増やすとなるとものすごい学級数なので、どれくらい対応できるかはわからないで

す。まずは知恵で何とか安定できるようにしたいと思います。 

委員：別件で、昨年から掛川工業高校の評議員、今年から運営委員協議会になったのですが、

そこで話題になったこととして、小中学校ではタブレット一人１台で、それを先生方も使

って授業を組み立てていって、今年の３年生も非常に馴染んで卒業してくるのに、高校で

はその準備がないということで、「それは県教委がそう決めたから」という話がその場では

出ていました。掛工は独自の努力で、タブレット支給でやりたいということになって、今

年４月を迎えているみたいです。発言するというのは大事だと考え評議委員会で、「掛川市

は小中の先生方が一生懸命やってらっしゃるのでそれが接続できるように、考えてもらい

たい」ということを言ったら、校長先生が最後の評議員会で、「掛工は独自で次の４月から

取り組みます」という話だった。せっかく培ったものが、ゼロになってしまうのもおかし

な話だと思うので、そういったことを感じました。 

教育長：県教委は高校に入れるという話が以前出ていて、予算が取れなかったのでしょうか。 

委員：入れるという話があった。まだすぐかどうかはわからないけれども。 

委員：県教委の方でも入れていくという流れになったということですか。 

教育長：そういう流れになっていると思います。そうでないと、私学はどんどんＩＣＴ化が進

むので、公立との差が広がってしまうので困ると思う。しっかりそこは対応していくので

はないかと思います。 

それと、今日も小中合わせて220人出席停止ですが、学校の方もオンラインでやったりと

か対応しています。前回の定例会でも御質問があったように、子どもが見えていないとい

うところは、先生方も意識し始めています。早ければ７月くらいに小中学校全体に新たな

統一した学習支援ソフトが入ります。今は学校によってバラバラだったりするので、技術

的な操作が揃わないという意味で、カメラもきちんと対応できるような方向で進めていま

す。それが入ればかなり先生方の支援が楽になるので、画面越しでも子どもの様子をしっ

かり把握できるようになってくると聞いています。私も期待をしているところです。なる

べく学びの本質の部分を、しっかり学力定着という意味で進めていかなければいけないと

思います。 

 

(11)令和３年度掛川市立図書館利用状況について 

図書館長から報告資料11のとおり報告があった。 

 

(12)令和４年度掛川市立図書館月別利用事業計画について 

図書館長から報告資料12のとおり報告があった。 

 

教育長：館長は高校へも行ってらっしゃるんですよね。 

図書館長：高校との情報共有の時間を持つということをほんわかプランに謳いまして、昨年度

の２月に第１回の打合せをさせていただきました。その趣旨説明をするために、４校全て

回らせていただきましたが、各学校でかなり学校図書館にいろいろ差があって、掛川工業

高校と東高はかなり力を入れていて、特集コーナーがすごく豊富でした。私たちも見習い

たい、参考になるような特集をかなり組んでいました。この前行った時の掛工は、部活動

と高校が舞台になっている小説を特集していて、入口の所に置いてあったり、図書委員が

紹介する本とか、新しく新任で来た先生が紹介する本とか、いろんなコーナーがありまし
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た。公立図書館と違うところは、漫画も豊富にリクエストできる。30巻40巻の漫画は買え

ないけれども、少しだったら漫画も受け入れるという形でやっていたので、その辺とかは

うまく公立と学校図書館を使えるといいなと思いました。また、掛工は保護者への貸出も

始めたそうです。子どもさんのカードで借りて、３冊まで借りられるそうです。全ての新

着本を配信しているそうです。その情報を見て親が、この本学校に入ったみたいだから借

りてきてよと言ったら借りてくるという親御さんが探すことができる制度を去年から取り

入れたとおっしゃていました。横須賀高校は、生徒が一番通る広い廊下があるのですが、

そこに雑誌とか、生徒がよく目にするようなものを図書室ではなくて、その通路にミニ図

書コーナーのような感じで置いてあって、通り掛かりに見られるようにするなどいろんな

工夫をされていてとてもおもしろかったです。今度から高校の情報交換会を各高校を回り

ましょうということで、各高校を会場に計画しています。 

 

(13)令和４年度移動図書館車巡回予定について 

図書館長から報告資料13のとおり報告があった。 

 

(14)図書館だよりについて 

図書館長から報告資料14のとおり報告があった。 

 

教育長：冒頭で決議のとおり、報告事項(15)は、人事に関する議題のため非公開としましたの

で、ここで傍聴人は御退席ください。なお、審議終了後、再入場していただきます。 

 

＜傍聴人退席＞ 

 

教育長：それでは、報告事項(15)について説明をお願いします。 

 

(15)掛川市立幼稚園評議員の報告について 

こども希望部長から報告資料15のとおり報告があった。 

 

教育長：それでは、非公開の案件が終了しましたので、傍聴人は御入場ください。 

 

＜傍聴人入場＞ 

 

教育長：それでは、その他に移ります。 

 

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５月定例会 

令和４年５月27日（金） 午後１時30分 

掛川市役所南館 会議室 

 

イ 教育委員会６月定例会 

令和４年６月27日（月） 午前10時 

掛川市役所南館 会議室 

 

(2) その他の予定について 

 

ア 令和４年度静岡県市町教育委員会連絡協議会総会 

→ 中止・書面決議（※４月下旬 焼津市内で予定） 
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イ 令和４年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会（栃木大会） 

→ 中止・書面決議（※５月27日（金）栃木県真岡市で予定） 

 

(3) 教育委員辞令交付式 

橋山委員 

令和４年５月18日（水） 午前９時 

市役所５階 市長応接室 

 

７ 閉 会 

 

    教育長：教育委員会４月定例会を閉会します。 
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