
　

受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

　　　　　令和５年３月分「市民の声」

3月9日 4月3日 一般質問『学校内フリースクールを設置する考えは』について
　学校にいけない子供たちの居場所作りについて考えていただきありがとうございます。コロナ禍
において、一人一台タブレット端末による学習環境の整備（子供たちが選択できる学習アプリ、リ
モート授業等）、給食費無償化（令和４年10月から令和５年３月まで）早急に対応していただきあ
りがとうございます。学校にいけない子供のいる家庭では、コロナ禍による休校（少しでも体調が
悪いと欠席する）、リモート授業、給食費無償化、大変、心が救われたのではないでしょうか。私も
その一人です。私は、３人子供がいますが、現在高校２年生の子供が小学５年生の時から登校し
ぶりをしています。そして、兄弟で不登校児がいるといい確率で兄弟間不登校が発生します。
　現在、高校２年生の子供が５年生のとき、居場所として相談室を設置していただきました。他に
も登校しぶりをしている子、教室に入れない子もいて、学習に遅れが気にならないようにだれか先
生がいて、学習支援をしてくださいました。それから、６年、２番目の子供が現在５年生で登校し
ぶりをしています。今、○○小学校に相談室はあります。しかし、６年前と違って生徒の減少、子
供たちの多様化、教職員不足、教職員異動による学校運営の変化によって利用できません。安
全面から子供だけの利用もできません。来客用の部屋となっています。現状を知っていただきた
いので投書させていただきました。児童生徒支援員や授業を担当していない教員が交代で学習
支援を行うというのは、教員の人数が足りず、声を上げた登校しぶり一人の為に配置してもらうこ
とはできません。学校によっては、保健室が子供たちの居場所として利用できる学校もあります
が、心の体調不良以外での体調不良者の利用が原則です。
　一番上の子が、○○中学校へ通っているときは、相談室が２部屋あり、常にだれか先生のいる
状況でした。中学生になると各クラスに一人は不登校児がいて、小学校より学習支援が充実して
いると思います。また、○○中学校保健室に○○先生がいらっしゃってから、より不登校児に対し
て手厚くなっていると思います。私の子供も中学３年生の時、助けていただきました。○○先生に
出会っていなかったら高校に行けていなかったかもしれません。私は、平日毎朝、登校しぶりをす
る子供３人を３人の時間に合わせて送迎します。その時に、よく○○先生が、もう一人先生を連れ
て○○中学校区を回っているのをみます。きっと、毎日、不登校の子供のところへ行き、会えるか
どうかもわからない、会えても登校できるかわからないけど、会いに行くということを毎日されてい
るのだろうと思います。自分がこれだけのことをしたから、学校へ来ても当然でしょというような見
返りのない、誰一人置き去りにしない環境づくりそのものだと感じます。誰でもできることではない
ので、これを続けるというのは大変で、誰もが賛成してくれるわけではないので理解してもらうま
で苦労されていると思います。
　各学校にフリースクールのような子供の居場所があれば選択肢としてあればいいと思います。
しかし、不登校児の保護者がフリースクールという選択をするまでに時間がかかります。子供が
登校しぶりをすれば、保護者は遅刻、欠席の連絡を毎日し、『自分の子供は学校に行けない。』と
無言の圧をかけられます（リーバー導入により負担軽減しました）。行けないことで子供も保護者
も心が折れます。学校へ相談、カウンセラーに相談、病院受診、青少年教育センターへ相談、学
校以外で利用できる場所がないか保護者が孤独の中、模索します。利用できる場所があれば、
子供が利用できるか子供と一緒に見学に行きます。利用できるなら慣れるまで付き添います（青
少年教育センター利用の場合、週１回50分程度）。保護者が相談に行くことができ、仕事を休むこ
とができる家庭環境であればこのようなことが何か月かかけてできます。何か月かけても登校で
きるようになるかはわかりません。何年も向きあわなければならない場合もあります。解決するか
もわかりません。そして、生活優先の家庭では、なんの支援も受けることができないまま子供がお
うちでお留守番、義務教育の期間が終われば自動的に卒業していくのです。子供が、家にいると
いう選択をしたのでしょうか。家にいるという選択肢でしか自分を守れる方法しか知らなかったの
ではないでしょうか。色々な選択肢を知っているか、知らなかったでは大きな差があります。通級
指導教室がある学校、相談室、保健室利用できる環境があれば、家以外の選択肢が学校の中で
できます。教室で今以上に自己肯定感を下げることなくエネルギーを貯め、安心感が得られたら
教室へ戻っていくと思います。しかし、居場所がなく不安な状況が続けば自分を守る為、家にいる
しか選択肢はなくなります。新しく何かを作らなくてももう少し、学校に行きにくい子の味方になっ
てくれる大人たちが関わってくれたら、救われる子供たちが多くいるのではないかと思っていま
す。どうせやらないから、プリントを配らない、リモート授業に参加しないから繋げてもしょうがない
と思わないで欲しいです。登校しぶり、不登校の子供たちはいつプリントをするか、リモート授業
に参加するかわかりません。でも、いつ参加するかわからないけれど、クラスに一人でも来ていな
い子がいたら、いつでもリモート授業に参加できる環境づくり、毎日の予定をクロムブックにあげ
続けてくれる先生がいたら、その気持ち、安心できる環境として子供に届いています。私はそうい
う先生に何度も会いました。たくさん助けてもらいました。子供は、今、学校へ行けないかもしれな
いけれど、見て、思いを感じています。相談室の指導体制の前に利用体制の現状をお伝えしたく
て投書しました。毎日、夜遅くまで学校に電気がついています。先生方、多忙な環境で大変だと
思いますが、誰一人置き去りにしない教育環境が少しでもいい方向に向きますように。

　本市においては、学習意欲があるものの、教室に入ることができない児童生徒のために、市内小
中学校の各校内に相談室等の別室を設け、学校生活を送る環境を整えることとしております。
　しかしながら、御指摘のとおり、一部の学校においては、特別支援学級の増加等により、相談室等
の場所が十分に確保できず、保健室等を活用する学校があります。
　また、○○小学校をはじめ、学校の規模や児童生徒の特性等により、相談室に教職員等が常駐で
きていない学校があります。
　さらに、全国的に問題視されている教職員不足は、本市においても例外ではなく、十分な体制が整
えられず御心配をおかけしていることと思います。
　教育委員会といたしましては、児童生徒一人ひとりの多様な考えに応じられるよう、学校を含め、
様々な居場所の確保が必要であると考えております。
　また、不登校状態である児童生徒に対しても、「社会的自立」を目標とし、様々な他者からの関わり
が不可欠であると考えております。
　このことから、児童生徒の居場所や学びの場を確保するための体制整備に引き続き取り組むととも
に、各小中学校において、特別支援コーディネーターや養護教諭が学級担任を支援しながら、児童
生徒一人ひとりが学校に通い、共に学びたくなるような魅力ある学級運営を進めてまいります。
　今後とも、学校の教育活動等への御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月20日 4月3日 市内小学校の写真閲覧について
10年ほど前の記憶ですが、○○学校の自然教室における入浴で、
女性教員に写真を撮られたことを憶えております。非常に軽い、所
謂「ノリ」で撮った写真だと思われますが、自分が親になった今、そ
の写真のデータがどこで何に使われているのかとても不安になり
ます。
古い記憶ですし、もうそのデータの行方を問いただす気はありませ
んが、今思い返すと、その頃小学校では事あるごとにカメラを向け
られていました。
思い立って「○○小学校」と検索すると、でるわでるわ、当時の写
真の山です。インターネット上で、何の閲覧制限もなく、当時の写
真がごろごろと転がっています。正直、微笑ましい一割、ゾッとする
九割です。
当時、保護者に向けて、写真を公開する同意書が年度始めに配ら
れていたことも憶えています。しかし我々はすでに成人しており、そ
の同意書の有効性も疑問です。
長くなりましたが、結論を申し上げると、市内小学校のweb上に
残った過去の写真や記録は、少なからず閲覧制限をかけて頂きた
いです。
難しく独りよがりなお願いかと思いますが、よろしくお願いします。

　現在本市の各学校のＨＰ上の写真は、各御家庭の同意書をいただいているものの、多くの写真が
児童生徒の卒業後も長年にわたり掲載されたままの状態にあります。スマートフォンやタブレット等
がこれだけ普及している中で、何の制限もなく誰でも自由に閲覧可能な状態にあることは、○○様か
ら御指摘いただきましたように、安全管理上の課題も多く、当時保護者からいただいた同意書の有
効性にも疑問があると考えられます。
　この度、現状を気にかけてくださり御連絡いただいたお話を真摯に受け止め、各学校と適切な掲載
年数について協議した上で、一定年数以上の過去の写真は閲覧ができないよう、年次更新の際に
設定を行うことを管理会社とも検討をして参りたいと思います。
　今後とも御理解と御協力をお願いいたします。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月3日 2月13日 学校給食
学校給食費の無償化に取り組んでいただき、ありがとうご
ざいます。市内の小学校に通う子どもをもつ親です。価格
高騰によるのか事務員不祥事による影響があるのか、学
校教材費など学校における費用がかなり上がっているよう
に思います。ですから給食費の無償化はとてもありがたい
政策でした。もし、このまま無償化して下さるなら、まずは
地産地消に取り組んでいただき、台風被害や異常気象に
よってもたらされた廃棄せざるを得ないまだ食べられる食
材を優先的に給食に取り入れてもらい、調理人の方々やメ
ニューを考えて下さる方の苦労はあるかと思いますが、食
材コストを下げる為の工夫、政策を考えていただけたら、こ
れもまた子どもにとってもいい影響を与えるのではないか
な？と思います。そしてぜひ、引き続き給食費の無償化を
お願いしたいです。宜しくお願い致します。

　日頃より、学校給食に対しご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
　令和４年度の学校給食は、食材価格が高騰する状況の中で、国の臨時交付金を活用できたことから、10月から
の半年間、給食単価を約10％増額して給食の質を確保した上で、その交付金を財源として学校給食の無償化を
実施しました。
　令和５年度については、未だ物価高騰が続く中、高騰前の給食単価に据え置けるよう、約10％の学校給食増額
改定分について、沼津市が負担をすることで、子育て世帯の負担軽減を図り、子供たちの健全な教育環境の確
保を図るべく、予算確保に向けた調整に取り組んでおります。
　地産地消につきましては、これまでも生産者及び関係者に協力をいただき、根方産の長ネギや金岡産の大中寺
芋をはじめ、様々な地元食材を給食で使用していますが、今後も地産地消をより一層推進してまいります。
　また、学校給食で使用する食材については、アレルギー対応や食中毒対策などのため、１つ１つの材料につい
て給食に使用することが適切であるか、栄養士等の専門職が厳正に審査しております。このため、災害等で発生
する廃棄食品等を、学校給食に使用することは、厳選、加工処理、安定供給の面からも難しいことをご理解くださ
い。
　食材コストの縮減につきましては、食品ロスが出ないよう献立に基づき計画的に食材を調達するなどの取り組
みを行っていますが、引き続き安全で安価な食材が調達できるよう取り組んでまいります。
　今後とも、安全安心で美味しい学校給食を通じて児童生徒の学校生活を支援し、教育の充実及び福祉の向上
に努めてまいりますのでご理解ご協力をお願いいたします。

学校教育課

2月13日 3月8日 中学生の部活動
先日、令和5年度からの中学校の部活動についてのプリン
トを頂きましたが、国の方針として今後部活動は学校と切り
離していくのだとは思いますが、既存の活動以外の地域で
の受皿もまったく進んでいない状況で中学校側だけ切り離
しの対応をどんどん進めているように感じます。子供たち
は、急に学校の部活は任意ですのでお好きにどうぞと言わ
れ、地域にやりたい活動が無かったり、家庭の事情で出来
なくても諦めるしかない状況です。親としても、ほとんどの
家庭で親は不在のなかで放課後の時間を過ごす事に不安
を感じます。選択の自由があるのは良い事だと思います
が、選択肢があまりにも少ないと感じでいます。

　相談者様が御心配されているように、部活動に係る地域での受け皿につきましては、これから順を
追って確保していかなければならないものと考えております。
　来年度も、既存の学校での部活動を継続してまいります。
　その上で、有識者や関係者との協議等を通じて、地域移行に向けた体制を、順次整えていく予定で
あります。
　このため、受け皿等の見通しが立たない中で、直ちに学校から部活動を切り離すことは考えており
ません。
　不透明な点もあり、御心配をお掛けしているところではございますが、国の動向にも十分注意を払
いながら、保護者の皆様には随時丁寧に情報を提供してまいりたいと思います。
　引き続き、子供たちの自主的・自発的な活動を見守り、支えていただくとともに、学校の教育活動等
への御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

学校教育課

　　　　　令和５年２月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月20日 3月1日 学校の体温チェック
コロナが5類になろうとしていますが、学校の体温チェック
はいつまでやるんですか？
アプリにしても紙にしても、いつまでも煩わしいです。そもそ
も、本当に毎朝体温測ってる家なんてほとんどないでしょう
し。アプリは使用料もかかりますし。
そもそも今までしてきた体温チェックによって、感染が予防
できたとか、メリットって1つでもありましたか？

　日頃より本市学校運営にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。
　学校における体温チェックにつきましては、学校内におけるウイルスの感染拡大防止の観点から、
発熱や咳等の症状がある児童生徒の自宅療養を徹底するため、文部科学省の衛生管理マニュアル
等に基づき、健康状態の把握をお願いするものです。
　体温チェックや健康観察だけでは学校内における感染拡大を完全に防ぐことはできませんが、自
身では発熱に気が付かない児童生徒も、早期に病院受診し療養を開始することができる等、感染拡
大防止のみならず、個々の児童生徒の早期回復にも有益であると考えております。
　新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけとしての５類への変更が本年５月８日に予定される
中、政府対策本部は令和５年４月１日以降の新学期におけるマスクの着用の考え方について「学校
教育活動の実施に当たっては、マスクの着用をも求めないことを基本とする」等としており、これらに
係る留意事項は改めて提示される予定です。
　一方で、マスク着用の考え方の見直し後においても、基本的な感染対策は重要であり、保護者や
周りの大人が個々の児童生徒の体調には十分注意していく必要があると考えております。
　教育委員会といたしましては、現時点においては、健康状態の把握は引き続きお願いしていく必要
があると考えておりますが、国の動向等を踏まえ、感染防止対策の必要性と教育活動や保護者負担
への影響を考慮しながら対応してまいりたいと考えております。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

1月25日 2月13日 子供の防寒着について
子供の現状では（中学）制服の上のカーディガン、マフラー、手袋、
膝掛け等は、学校からの指示がある迄使用不可。
制服の下にベスト、セーター等の着用可だが、室内での調整は非
常に不便。
部活動の日は何故かジャージの上にカーディガン、マフラー不可
です。部活動で揃えた上着がある場合は可。
これは差別ですよね。
制服の上はカーディガン以外不可なので、
登校時、零度を下回る極寒、強風等の場合はかなり厳しいと思わ
れます。
昭和の私の時代も関東でしたが、制服の上にコート可でした。
昔からの古い慣習なのか、特に公立の中高で同じような偏った規
制を耳にします。
防寒着に関してはかなり個人差があると思うので、着用の時期や
種類は自己判断で
いいのではないでしょうか。
毎年、寒くなっても指示がある迄我慢して
登校しているのを疑問に思っていました。

　日頃より、本市市立中学校の運営に御理解をいただき、ありがとうございます。
　中学生の制服等の服装をはじめ、学校生活の約束事につきましては、校則において規定が設けら
れています。
　これは、自ら中学生としての自覚を持ち、自分を律することができるようにすること、華美な服装等
に注意を払うことなく、校内で学業に集中できるようにすること等、学校においてより良い共同生活を
送るため、一人一人が共通して守るべきルールとして位置づけられるものです。
　一方、服装につきましては、防寒や健康への配慮等、必要に応じて自己判断に基づく柔軟な対応
を可能とすべきであり、各自の健康状態に応じた服装の着用を認める旨を校則において規定してい
る学校もあるほか、コロナ禍における感染防止対策として、学生服等に着替えずジャージによる登下
校を認めている学校もあります。
　また、部活動時においても、同様の考え方に基づくべきであると考えております。
　教育委員会といたしましては、いただいたご意見を踏まえ、服装については必要に応じて柔軟な対
応をするよう、各中学校に対して指導するとともに、服装等を規定する校則についても、生徒が学級
活動や生徒会活動等を通じて主体的に考える機会を確保すること、教職員や児童生徒、保護者、学
校運営協議会等の意見を反映させる体制を整えること等に留意した見直しを図るよう、ガイドライン
等に基づいて指導してまいります。

学校教育課

　　　　　令和５年１月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

学校教育課
社会福祉課

　　　　　令和４年12月分「市民の声」

12月23日 1月20日 市営球場での遊び禁止について（中学生）
　子供が第五中学校に通っている保護者です。
　先日、「苦情が入ったので市営球場で遊ぶのは禁止」と担任の先生から話があった、と子供か
ら聞きました。
　苦情の内容について先生から特に説明はなかったとのことで、どういった経緯があり、なぜ禁止
となったのか、生徒の意見は聞いたのか、話し合いをする余地はなかったのか等、知りたく思って
おります。
　なお、第五小学校では、そのような話は出ていないのか禁止とは聞いておりません。
　禁止になった理由はおそらく、駐車場で遊んではいけない、ボール遊び等が危ない・迷惑（車両
や通行人に危険）といった理由で学校側に苦情が入ったのでははないか、と推測しています。
　しかし、学校周辺には、中学生がのびのびと遊べる公園や広場がありません。校庭も部活動優
先で自由に遊べる場ではありません。市営球場は市の公園としてカウントはされていますが、大
人向けの健康器具が置かれているだけで、子供の楽しめる遊具や広場はありません。
　球場が使われていないときは駐車場に車は停まっておらず、周辺に民家も無いことから、長
年、第五地区の子供たちにとっては「市営球場の駐車場」が、子供たち同士で集まって野球や
サッカーなどで遊べる唯一の場所でした。
　子供たちの長時間のスマホ利用や体力不足が問題になっていますが、近所に自由に遊んだり
カラダを動かせる場所がなければ家でスマホやゲームを見ているしかありません。それも家庭に
よっては禁止でしょう。あれもダメこれもダメで子供たちから気力や元気を奪っているのは、私たち
大人です。
　市営球場が公共の場で、子供たちの遊んでいる場が駐車場であることは承知しています。しか
し、第五地区においては現実問題として、子供たちが自由に集い遊ぶことのできる場は、市営球
場の駐車場くらいしか無いのです。
　長野県で公園閉鎖のニュースもありましたが、もし近隣から苦情が入るのであれば、生徒に一
方的に禁止と伝える前に、市に相談をしたり、生徒や当事者双方の話を聞く場は作れなかったで
しょうか。
　コロナ禍において制限ばかりこうむってきた子供たちが、小さな自由や喜びすら奪われてしまっ
たようで、親として悲しい気持ちでおります。どうせ大人は自分たちの意見なんか聞かないと、子
供たちにさらなる絶望と無力感を与えてしまったのではないかと悲痛な気持ちでおります。
　第五地区は、沼津市のコミュニティスクール指定地区です。第五地区のホームページには「地
域ぐるみで子どもたちの確かな学びや豊かな成長を支える」との文言が掲載されています。
（https://www.dai5komi.com/service.html）
　地域の問題は、まさにコミュニティスクールの出番だと思います。
　市営球場は市の施設であることから、まずは市に状況を知っていただく必要があると思い、市
民の声より相談と要望としてお送りいたします。
　今回の件で１番問題に感じる点は、学校側が一方的に禁止と決定している点です。生徒や保護
者に向けて説明や話し合いの場を設けたり、第五地区コミュニティスクールを活用し、地域ぐるみ
で考えることはできなかったでしょうか。
　なぜ球場での遊びが禁止になったのか、どうしたら子供の遊び場を確保できるか、生徒とともに
地域の人やＰＴＡなどを交えてアイディア出しやルール作りをするなど、建設的な話し合いをする
ことは「人権教育」としても重要だと考えます。
　生徒にとっても、地域の人達との交流・議論は、自立や主体性を促し、課題対応能力を身に着
け、地域の良さやつながりを感じる機会としても大切なことです。
　個人的な意見としては、市営球場の「中」で遊べる日は設けられないのか、球場未使用時の一
般開放を市としてご検討いただく余地は無いのか知りたく思っております。
　なお、近隣には「サンウェルぬまづ」がありますが、コロナで学生利用が禁止されたまま３年が
経ちます。大人や高齢者、乳幼児は集って利用できるのに、なぜいまだ小中高生だけ禁止なの
か疑問に思っております。せめて第８派が収束したタイミングで小中高生が利用できるよう見直し
をご検討いただきたいです。
　ちなみに、サンウェルでは今年の春から、子ども食堂（居場所作り）の活動が行われていること
を最近知りました。先日、活動場所を訪ねましたが、大ホールを借りているので雨の日でも室内
で運動できるとのこと。お菓子や飲み物、ボードゲーム等の用意もあり、夜には高校生も集まると
のことでした。
　もし、市営球場駐車場での遊びは禁止でくつがえらないのであれば、代替策としてこういった居
場所の活用を促す・周知するのも１つの方法かと思います。
　最後になりますが、第五地区では朝のあいさつ運動・旗当番を、地域の方たちが担ってくださっ
ています。子供たちの安全と成長を保護者に代わって見守っていただき感謝しております。沼津
市で取り組まれている10月から半年間の給食費無償化も大変ありがたく思っております。
　学校や行政において、できることとできないことがあるのは重々承知しておりますが、子供たち
の置かれた現状を少しでも知っていただきたく、市民の声として送らせていただきます。

　日頃より本市学校教育にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。
　また、貴重なご意見をいただき、改めてお礼申し上げます。
　いただいたご意見について第五中学校に確認したところ、市営球場の駐車場において、夕刻に生
徒が集団で遊んでいたことに対して、外部から苦情が寄せられたことから、その翌日に担任を通じて
駐車場で遊ばないように指導したとのことでした。
　車の出入りが多い駐車場で遊ぶことは、駐車場の利用者にも迷惑をかける上、そこで遊ぶ生徒も
危険なため禁止されているとの趣旨でしたが、第五校区ではご指摘のとおり、生徒が放課後に外で
遊んだり、自由に使うことができる居場所が限られていることも事実であると考えております。
　一方で、第五中学校区は、コミュニティ・スクールを他校区に先駆けて令和２年度に導入した２校区
のうちの１つであります。
　コミュニティ・スクールは、地域の子供をいかに地域が見守り育てるかを学校、保護者及び地域が
議論した上で、保護者や地域の意見を踏まえた学校運営に取り組んでいくものです。
　教育委員会といたしましては、この趣旨に基づき、子どもの居場所づくりの観点から、いただいたご
意見についても学校運営協議会における課題として捉えていただくよう、第五中学校区学校運営協
議会及び地域学校協働本部に働きかけてまいります。
　
　なお、サンウェルぬまづ３階の共用ミーティングコーナーにつきましては、学生のみならず全面利用
禁止としておりましたが、令和５年１月から、段階的に開放しております。コロナ禍において、皆様に
気持ちよくご利用いただけるよう、利用方法やルールを検討しながら進めているところです。
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

　　　　　令和４年11月分「市民の声」

11月2日 11月24日 教育総合会議
先日行われた教育総合会議を傍聴させていただきました。このような大切な会議を市民が傍聴で
きるようにしてくださいますことをとてもありがたく思っております。私は子どもがまだ３歳で小さい
のですが、これから享受する教育にとても関心があります。会議を伺いながら感じたこと、および
今後行われる会議や取り組みについて思うことがあり、せっかくこのようなフォームがあるのでお
送りさせていただきます。

(1)教育総合会議のテーマ２(および3)のコミュニティスクールについて
この取り組み自体の周知をもっと進めなければいけないという話になり、それはは大変同意いた
します。
それと共に、もう少し「地域の人にとっての魅力」を具体的に掘り下げる必要があると感じました。
聞いている限り講師として呼ぶ地域の人のメリットは「自己有用感、やりがい」といったところに終
始しており、乱暴な言葉を使えば「じーちゃんばーちゃんはこどもたちと触れ合ってれば幸せだろ」
というような決めつけを感じてしまいました。
講師の方が高齢者であっても10代であっても、何かを提供してもらったら対価を支払うのが基本
であり、その基本的なスタンスは共有してほしいなと思っています。
その上で限られた予算のなか、金銭による対価がないとしても、例えば自治会の仕事を学校で手
伝ったり、講師として来ていただいたことをメディア等で取り上げてその方の今後につながる動き
をするなど、しっかりとしたメリットがあってこそ地域の人の積極的に携わってくれるのではないで
しょうか。
もちろん、小中学生と地域の人に面識が増えることは日常・災害時いつにおいても大事なことと
思います。それも行政や学校側が積極的に具体的にネットワークを作るなどの動きが見えれば
協力する気持ちも起きると思います。
人に来てもらう、何かを提供してもらうならばそのwinが本当に相手にとってのwinなのかを丁寧に
協議していただきたいと感じました。

(2)今後の会議内容や取り組みについて
今回はじめて傍聴させていただき、学校教育については統廃合など大きな課題がたくさんあるの
だなということをとても理解しました。
その上で、子どもひとりひとりへの対応やケアといった点もとても重要だと考えています。
発達障害が言葉としては一般的に広まってきた中で、学校側も色々な対応を取られていることと
思います。
多様性をどう受け止めているのか、専門家がどんな形で入っているのか、
そのあたりが市民にもわかるような公表があると良いなと思っています。
聞いた話で恐縮ですが、たとえば学校では「食育」の名の下に、かならず給食ではどんなに食べ
ることが難しいものもすべてのメニューを一口は食べなければいけないというのがあると聞きまし
た。(聞いた母数が少ないので全部ではないかもしれません)
食べなければ昼休みに遊びに行けない。
それは本当に食育なのか、疑問に思っています。
その時間を過ぎてもどうしても食べられないその一口を食べることが、そんなに大切なことなの
か。その根拠はどこにあるのか。
それに対して親も医師も仕方なく味覚過敏などの診断書を提出し弁当持参をするなどの話も聞き
ます。
そういうルールというものほど怖いものはなく、人間的、合理的な判断を教師の意思で行える柔
軟な姿勢が現代では重要と思います。
もちろんそれは教師の方が児童生徒ひとりひとりをよく観察し、頑張れる範囲なのか特性として
難しいのかを判断する必要があり、それには専門家による講習なども必須となってきます。(非定
型発達の人は「なんとか頑張ればできるがしんどい」ものがとても多く普通の生活をするのがすご
く疲れます)
以前医師の方や心理士さんと話した時に、沼津(というか静岡県東部)は発達に関する支援が他
地域に比べて極端に少ないとのことでした。
施設を整えるのは時間がかかる話ですが、せめてその分野に対する理解は先進的であるべきと
思います。

先日の会議では、行政の会議というと原稿を読むだけ?とも思っていましたがとても熱のこもった
ものでした。市長さん、教育委員会の皆様、教育企画課の皆さまの話を聞き、皆様とても熱心で
視点も鋭角であり、失礼な言い方になってしまうかもしれませんがとても信頼できる方々だと自分
の目で確かめることができたので、この投書をお送りさせていただきます。
今後ともどうぞ沼津の教育をよろしくお願いいたします。

　総合教育会議を傍聴していただき、また、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。

（１）総合教育会議のテーマ２(および3)のコミュニティスクールについて
　コミュニティ・スクールにつきましては、総合教育会議の中でもお伝えしたように、令和２年度からモ
デル地区を指定し、毎年度拡大を図りながら、全ての地区での導入を目指しております。
　ご指摘のとおり、まだまだ地域の保護者や住民の方々に正しく伝えられていないことが課題である
と捉えております。会議の中で市長からも発言があったように、今後の情報発信の仕方を検討し、地
域と学校が同じ理解・目的のもと、コミュニティ・スクールをうまく機能させることによって、地域の魅力
づくりや活性化にもつなげてまいります。

（２）今後の会議内容や取組について
　学校教育には、今回の総合教育会議で取り上げたことにとどまらず多くの課題がございます。ご指
摘いただきましたように、学校教育の中で多様性をどう受け止めていくのかということは大きな課題
であり、社会情勢の変化に合わせた取組が必要であると考えております。
　今後もいただいたご意見を励みに、多様なニーズに丁寧に対応できるよう、誰一人取り残さない支
援体制の構築を進めるとともに、子供たち一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばす教育の実現
に向け取り組んでまいります。また、総合教育会議につきましても、教育行政に関する大きな方向性
について、市長と教育委員会が協議・調整する場として定期的に開催してまいります。

教育企画課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

11月2日 11月16日 夕暮時の中学生の制服、持ち物について
小学生、中学生の子供がいる市民です。
日が短くなり、夕方中学生が帰宅する時間にはかなり暗くなります。１１月に
入り部活動の時間も短縮されましたが、家が遠いのもあり帰宅は17:30です。
制服や鞄に部分的に反射材はあり靴は白ですが、プラスで荷物を持ってい
たり、また雨の日濃色指定の傘を使っていたりするとかなり真っ黒な服装と
なります。
女子はまだ足が出てれば見えるのですが、男の子は車で見かけても全身
真っ黒で危なく思います。
小学生は、明るい色の服を着せることができても、中学生以上はどうしようも
ありません。
子供に、反射材をかければ？など提案しても嫌がります。それは学校の決ま
りではないこと、だからです。
道路側の腕に腕章のような反射材をつけるだけでだいぶ違うと思います。

明色の上着や傘の使用を推進したり、何時以降は反射材を着用するなど、
制服の一部として提唱していただけると子どもたちも着用するようになるので
は、と思います。
日没後の子供たちの安全に力を入れていただけると助かります。

　日頃より、本市の学校教育に御理解、御協力をいただき、ありがとうございます。
　反射材付き腕章の着用につきましては、通学時の安全確保の観点から、過去には制服との同時着
用を義務付けておりましたが、反射材付きの背負いカバンへの指定切替等に伴い、現在は、市内各
中学校とも着用の義務付けを行っておりません。
　しかしながら、日が短くなる秋冬期には部活動の終了時間を早めたり、通学路の危険箇所の改善
に取り組む等、通学時の安全確保に向けた対策は講じているものの、御指摘のとおり、夕暮れ時や
雨天時には自動車等からの生徒の視認性は大きく低下し、十分な安全が確保できないことが心配さ
れます。
　そのような事から、手軽に腕に巻いたりバッグに取り付けたりすることができる反射材付きのベルト
やキーホルダー等について、華美にならない範囲で、各中学校においてもその着用を認めておりま
す。
　教育委員会といたしましては、警察も夜間の反射材使用を推奨していること等を踏まえ、各中学校
を通じ、反射材付きのベルトやキーホルダー等の着用について、生徒や保護者に対し周知啓発に取
り組んでまいります。
　また、現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため更衣室の一斉利用を避ける必要から、校内
で制服から着替えたジャージのまま帰宅することも認めております。

学校教育課

11月29日 12月21日 門池小人数多すぎ
　息子がこの春、門池小に入学しました。
　沼津市内で児童数が一番多いことは知っていましたが５クラスあ
ります。１クラス当たり30か29人ですが。
　先日授業参観へ行ってきました。
・30人とはいえ教室内がぎっしり（前後・左右の机の間隔が狭い）
・クラスによって授業の進み具合に差が出ている。
 ２学期始めの時点か？その時にすでに他クラスより国語や算数
に遅れが出ているから、他の授業予定を国・算に当てて追いつくよ
うにした。と子供から聞いた。
 大事な１年生の時に、他クラスに追いつくようにサーッと勢いで教
えてもらったら、来年以降クラス替えした時にとても不安。
　門池校区はまだまだ住宅が増えつづけています。前にも書いた
時にはR４年度が児童数のピークになるだろうと返事をもらいまし
たが本当か？まだ増えていく気がします。
　新しい学校を作る（これが理想．．．）のは、難しいと思うが、隣接
する学校と同じぐらいのクラス数になるように校区の見直しとか考
えて。

　人数が多いがために、行事に制限がかかったりしているかも？
　運動会や参観のできる時間とか、遠足もないし。

　今年度、教育委員会で実施した児童生徒数推移の推計では、令和４年度をピークに児童生徒数は
徐々に減少していくと見込んでおりますが、御指摘のとおり門池校区では住宅が今後も増えることが
想定されます。児童生徒数の推移に十分注視し、門池校区の児童生徒数の増加傾向が続き、教室
数が不足すること等が予想される場合には、保護者や地域住民の皆様の声を聞きながら、必要に応
じて通学区域の見直し等を検討していきます。
　１クラスの児童生徒数について、静岡県の公立小・中学校では、35人までの学級編制と定められて
おり、学校の規模に関わらず、１つの学年の児童生徒数に応じて、学級数と１学級の児童生徒数が
決まります。
　授業の進度につきましては、学年で適宜進捗状況を確認し、クラス間で差が出ないように配慮して
おります。しかしながら、児童の欠席状況や担任の出張等で他クラスと比べ、多少の差が生じること
もあるため、遅れることがないよう、担任に代わって入った教員が授業を進めたり、別の日と授業を
入れ替えたりする等の対応をしております。
　学校行事につきましては、コロナ禍の影響により、行事の精選のほか、学校の規模によって程度に
違いはあるものの活動の制限をせざるを得ない状況にあります。そのような中、どの学校も、運動会
や授業参観、校外学習等の学校行事を含め、なるべくコロナ禍前の教育活動に近づけられるよう工
夫を重ねております。保護者の皆様には、御心配をお掛けすることもあることと思いますが、今後も
児童のより良い教育環境に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

教育企画課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月1日 7月12日 市内小中学校への自動販売機設置
市内の小学校に子どもたちが通学していますが、学校から「水筒
の水を飲みきってしまう子がいるので そのような家庭では2本目の
水筒を・・・」という連絡がありました。
校内の水道はコロナ感染予防のために使用できないので自宅か
ら持参をしてください。ということですが、現状 ランドセルの中には
教科書・ノートなどの教材やクロムブックと
絵の具や書道のセット・プール用品・水筒・月曜日や金曜日は上履
き などで荷物が大量にあり、ここに もう1本水筒を・・というのは現
実的ではありません。
そこで、学校内にペットボトルの水だけを販売している自動販売機
を設置いただけないでしょうか。
普段は家から水筒を持たせますが、飲みきってしまった場合だけ
自動販売機を使用できる（または学校内の事務室などで購入でき
る）ようにしていただけると
子どもには小銭を持たせるだけで済みます。
いろいろ調整等もあり大変とは思いますが、ぜひともご検討くださ
いますよう よろしくお願いいたします。

　日頃より、市立小学校運営に御理解、御協力をいただきありがとうございます。
　例年よりも大幅に早い梅雨明けを迎えた今年は、熱中症予防の観点から水分摂取が例年にも増し
て重要となっておりますので、保護者の皆様には、児童がいつでも水分補給できるよう、毎日の水筒
の準備で御負担をおかけしております。
　また、中には水筒の飲料を飲み切ってしまう児童がいるため、必要に応じて水筒の追加持参や容
量の大きな水筒への交換をお願いしているところです。
　一方、学校の水道水については、一部の学校において、蛇口を経由した新型コロナウイルス感染
拡大を防止するため、歯磨き時を含めて水道の蛇口からの水分摂取を制限しておりましたが、現在
は歯科衛生や熱中症予防の観点から、蛇口に直接口を付けずコップ等を使用して水分を摂取する
等、必要な感染防止対策を講じた上で、水道水の使用を順次再開しております。
　このようなことから、現時点においては、小学校においてペットボトルの自動販売機の設置は考え
ておりませんが、今後の感染状況等を踏まえ、熱中症予防対策を検討してまいります。

学校教育課

7月19日 7月26日 マスクの着用について
いつもご苦労様です。
新型コロナの第7波やらなんやら、お忙しいところ失礼いた
します。
そのコロナの感染対策に関し、
埼玉県の所沢市の教育長様が市民へ発信したマスクに関
する記事があり、それはとても興味深く、私としてはとても
素晴らしいと感じました。
是非一度、ご覧になっていただきたいです。
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kosodatekyouiku/
kyoiku/rinjikyugyo/message.html?fbclid=IwAR0vNbnuHrYc
dSoiviKp2lYTmK1xY1B_UCXR4NMvsPtqjyisqnhbLmTKIhM&
fs=e&s=cl

沼津でも全国に先駆けて、マスクに頼り切った、
子供の今後に不安しか感じないような感染対策ではなく、
別の角度からコロナ感染対策を講じていくのはいかがで
しょつか？

　日頃より、市立小学校運営に御理解、御協力をいただきありがとうございます。
　熱中症が心配される時期を迎えたこと等を踏まえ、また所沢市教育長の御意見のとおり、マスク着
用が必要ない場面において児童生徒が無理に着用することのないよう、小中学校においては学校
集会や学級指導等、様々な場面において、校長や担任等を通じて周知を図っているところです。
　一方で、現在、新型コロナウイルスの変異株への置き換わり等により、新規感染者が再び増加傾
向にあり、かつその傾向がこれまでの状況を大きく上回るレベルで進んでおります。
　このことを踏まえ、各小中学校においては、基本的な感染対策（「三つの密」の回避、「人と人との
距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等）の徹底が再び必要な状況にあ
ると考えております。
　教育委員会といたしましては、現在の感染状況を踏まえ、熱中症予防及び感染防止対策の徹底の
両立が、児童生徒が夏休みでなければできない貴重な体験を積み重ねる上で不可欠であると考え
ております。
　このことから、これらに資するマスクの正しい着脱に向けて、様々な場面や方法を通じて周知徹底
を図るよう、各学校を指導してまいります。

学校教育課

　　　　　令和４年７月分「市民の声」

9



　

受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月13日 6月29日 沼津市の給食費について
コロナや戦争の影響で全国的に物価が高騰し家計を圧迫
しています。
ご飯をまともに食べられない家庭の子も多くいると聞いてい
ます。
子供達の健康を守るための給食費の無償化を検討してい
ただきたいです。
すでに全国のいくつかの自治体では中学までの給食費の
無償化が実施されています。
ぜひとも沼津市もこれに続いていただきたい。
ご検討よろしくお願い致します。

　日頃より、学校給食に対しご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
　学校給食については、学校給食法に基づき、職員の人件費や施設、設備に要する経費以外は保護者の負担と
されており、受益者負担の原則から食材にかかる経費については、学校給食費として保護者の皆様にご負担を
お願いしております。
　なお、本市では経済的な理由でお困りの保護者には、給食費など学校にかかる費用を援助する「就学援助制
度」により支援しているところです。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症やウクライナ紛争等の影響により、国際情勢が不安定な状況となり、
国内でも物価高騰が続いております。
　特に子育て世帯においては、家計のやり繰りに大変ご苦労しているものと推察いたします。
　そこで本市では、本来物価高騰に併せて値上げをせざるを得ない給食費を据え置くとともに、本年10月から来
年3月までの半年間ではありますが給食費を無償にすることといたします。
　今後も児童生徒をはじめ保護者の皆様の生活を支援し、子供たちの福祉の向上及び教育の充実に努めてまい
りますのでご理解ご協力をお願いいたします。

学校教育課

　　　　　令和４年６月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月9日 5月24日 小中学のトイレ改修について　全２件
門池小トイレについて
子供が４月に入学しました。
学校のトイレが、ほとんどが和式で使い方がわからない。
汚い、くさい、イヤダと言ってました。
学校にも慣れてきて、なんとか和式トイレも使っているよう
です。
（使わざるを得ない・・・）
沼津市内の公立小・中学校は、トイレを洋式化にしていか
ないのですか？
順番に変えているのでしょうか？
その場合、門池小はいつ頃の予定ですか？

　御指摘のありました小中学校のトイレについてですが、日常的には教職員とともに児童・生徒によるトイレ清掃
を行っているほか、設備の不具合等については、学校からの連絡により迅速に状況を確認し、業者による修繕等
を行っているところです。今回、御意見をいただいたことから、改めてトイレ環境の向上について、学校と協議して
まいります。
　また、これまでも平成28年度から30年度の間に集中的にトイレの洋式化を進め、校舎にあるトイレの半数以上を
洋式トイレに整備しているほか、本年度はすべての小中学校の体育館のトイレを洋式化する予定です。未だ和式
トイレが多く残っていることから、御心配をお掛けし、みなさまから御意見をいただいているところですが、引き続
き、順次改修を進めてまいります。
　なお、洋式トイレの整備とともに、床のドライ化や多目的トイレの設置といったトイレ環境の改善については、校
舎の建替えや改修等、施設内のレイアウトを大幅に変更できる機会に行うことを基本としています。
　このような中、本市では、令和３年３月に策定した「沼津市個別施設計画（公共建築物編）」において、市内の小
中学校の建替えや改修等について、各校舎の老朽度などを考慮し、計画的に進めていくこととしており、御指摘い
ただいている門池小学校についても、令和元年度に新築した南西校舎以外の北校舎、南校舎の改修等を順次、
計画的に実施していくこととしています。
　今後も、児童・生徒にとって気持ちの良いトイレ環境となるよう努めてまいりますので、何卒、御理解いただきま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

学校管理課

5月9日 5月20日 子供のマスク着用について
コロナも長期化してきて子供のマスク着用も長くなってき
て、毎年のことですが暑くなる時期のマスク着用が心配で
す。学校内では密になりやすいのでわかりますが、登下校
時のマスク着用は少し緩くしてもらえませんか？
うちは学校から遠く夏はただでさえ汗だくで顔を真っ赤にし
て帰ってきます。私も何度かマスクをして学校まで往復しま
したが大人ですら息苦しくて頭がくらくらしました。ランドセ
ルを背負ったら尚更。
登下校や体育など暑い時期のマスク着用はコロナよりも熱
中症のほうが怖いです。大人ですら会食にはマスクを外す
のに外で活動する子供がマスク着用は可哀想です。
子供の夏のマスク着用のマニュアルをもう一度検討してい
ただけませんか？

　日頃より、市立小学校運営に御理解、御協力をいただきありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株やその亜系統のＢＡ．２株の出現・置き換わり
等により、全国的にも感染者数が高止まりを見せております。
　本市においても、児童生徒や教職員の感染が確認される中、文部科学省の「学校における新型コ
ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づき、感染防止対策の徹底とともに、学校毎
の感染者数の状況に応じて学級閉鎖や学年閉鎖をすること等により、学校からの感染拡大防止に
努めております。
　教育委員会といたしましては、前述のマニュアルにおいても児童生徒や教職員の間で身体的距離
が十分取れないときはマスクを着用するべきとされており、換気、手洗い、消毒の徹底や給食の黙食
等と並び、学校における感染防止対策の一つとして重要であると考えております。
　なお、十分な身体的距離が確保できる場合や、熱中症などの健康被害が発生する恐れのある気
温・湿度や暑さ指数が高い日、体育の授業においては、マスクの着用は必要ないとされていることか
ら、児童生徒が暑さで息苦しいと感じた時などにはマスクを外したり、一時的に片耳だけかけて呼吸
したりする等、自身の判断でも適切に対応できるよう、引き続き学校に指導してまいります。

学校教育課

　　　　　令和４年５月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月26日 6月7日 小学生の登下校時のマスクについて
夏に向けて屋外でのマスク不要の議論がでてきています。未だ、
学校からは何の連絡もないため、子供たちは律儀にマスクをして
登下校し、顔を真っ赤にして帰ってくることも増えました。

おそらく、学校、教育委員会でも登下校時のマスクについて議論さ
れ始めているのだと思いますが、１つ提案です。

子供たちはおしゃべりしたりくっついたりして歩いているので、マス
ク不要とするのをためらっているのかもしれませんが、熱中症の危
険があるため登下校時のマスクは暑い時期は不要としたほうがい
いと思います。
その上で、日傘の使用を推奨してみたらどうでしょうか？熱中症予
防に効果がある上、日傘をさすと自然と他人との距離ができるの
で一石二鳥です。

どうかご検討ください

　日頃より、市立小学校運営に御理解、御協力をいただきありがとうございます。
　本市においては、児童生徒や教職員の新型コロナウイルス感染が引き続き確認されており、引き続き、地域の
実情に応じた基本的な感染対策（「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の
手指衛生」、「換気」等）を徹底していく必要があると考えております。
　一方で、文部科学省の学校衛生管理マニュアルにおいては、従来より、十分な身体的距離が確保できる場合
や、熱中症などの健康被害が発生する恐れのある気温・湿度や暑さ指数が高い日、体育の授業においてはマス
クの着用は必要ないとされておりましたが、この度、文部科学省や県から、マスク着用を不要とするケースと着用
を推奨するケースが改めて明示されたところです。
　教育委員会といたしましては、こうした明示に基づき、マスク着用が必要ない場面において児童生徒が無理に着
用することのないよう、小学校における指導を徹底してまいります。
　また、ご提案をいただいた日傘の使用については、熱中症予防と身体的距離の確保に有効であると考えられま
すが、通学時の前方確認における支障や片手が使えない不自由さが懸念されます。
　既に熱中症予防のため帽子を使用している保護者もいることから、日傘を推奨することは難しいですが、熱中症
対策の一例として日傘の使用も可能である旨、周知をしてまいりたいと考えております。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月18日 4月28日 先生の数
私の子供が通っている小学校は、先生の数が減りました。
クラスも減りましたが、級外の先生の数も減り、先生方が大変だという
話を聞きました。
その点、〇〇小に子供が通っている友人に聞くと、級外の先生も多く、
大変手厚いという声を聞きました。
沼津市は小学校によって、先生の数に差を付けているのですか？
手厚い学校と手薄い学校と。
沼津市は先生の不祥事が起きていますが、それは先生の数が少ないこ
とによる多忙も原因なのではないですか？
しっかりと平等に先生が配置されているのか甚だ疑問です。
県などにもきちんとかけあっているのでしょうか？
市長も先生が少ない学校があることを問題としてとらえてほしいです。
お金をかけて先生を雇うとか、先生が無理なら支援のスタッフを配置す
る予算をつけるとか。
クレームが入った学校には手厚くしたりしているんですか？？？

　日頃より本市学校教育に御理解、御協力をいただき、誠にありがとうございます。
　小中学校教職員の人数については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に基づき、各小
中学校のクラス数に応じた標準の定数が定められており、全国の市町村ではこの基準に基づき各都道府県から教職員が配置さ
れております。
　さらに静岡県では、他県に先駆けて全学年において1クラスあたり35人を上限とする独自の取組が行われており、本市において
も同じ児童生徒数で比較すると他都道府県よりも多くの教職員が確保されておりますが、個々の小中学校においてこれらの基準
を下回る配置は行われておりません。
　なお、法律改正により、本年度からは国の基準においても、段階的に移行することとされておりますが、本市といたしましては教
育環境の改善に向けた教員数確保のため、引き続き定数の一層の改善を国及び県に要望してまいります。
　また、個別の学校においては、各学校の実態に応じて静岡県が加配の教職員を配置する学校がある一方、産前産後休暇や育
児休暇取得の間の代替教職員を確保することが難しく、現在も募集している学校も一部存在するため、引き続き教職員人材バン
クの活用や関係機関との連携の下、代替教職員の確保に努めてまいります。
　さらに本市においては、小学校1年生の通常の学級や特別支援学級を中心に、各学校のクラス数や個別の課題に応じて柔軟な
支援を行う「児童生徒支援員」のほか、学習につまずいている児童生徒の個別支援を行う「放課後学習支援員」等を、独自の取組
として配置しており、より良い教育環境の確保に努めております。
　今後とも、各学校における困り感を抱えがちな学年やクラスに対しては、状況を迅速に把握し、支援員の柔軟な運用により重点
的な支援ができるよう、学校とも連携して取り組んでまいります。

学校教育課

4月25日 5月24日 通学路について
沼津片浜地区通学路に関して
　下校時の事故が減らない。
　速度が速い車が多い。
　スクールゾーンの設置及びガードレールの設置をしてほ
しい。
　脇道からの車の出入りがあるので危険が多い、道路に設
置されているミラーを新しくして欲しい。

　近隣の市町は下校時間帯には広報を流して、運転手へ
の注意喚起並びに地域住民の見守りを推進することを行っ
ているのですが、沼津市でも行うことはできないのか？

　各地区で下校時間が違うとは思いますが、地区ごとに放
送を流すことはできないのか？

　通学路の交通安全対策に関する貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
　本市においては、通学路等の安全確保のため、学校、教育委員会、警察、道路管理者等の関係機関により構成する「子供の移
動経路安全推進連絡協議会」において、地域や学校等から寄せられた通学路等の危険個所を毎年点検し、警察や道路管理者等
と検討の上、順次必要な安全対策を進めております。
　ご意見をいただきました片浜地区におけるスクールゾーン等の交通規制や、カーブミラー・ガードレールの設置（補修）につきまし
ては、本協議会の取組を通じ、通学路における道路交通実態や既存施設の確認を行った上で可能な限り早急に対応してまいりた
いと考えております。
　こうした中、交通安全施設の設置等につきましては、地元の総意として自治会から要望をいただいた上で、警察や道路管理者等
と同協議会を通じて検討し、必要に応じて対応をしていることから、市から地元自治会にご意見の内容をお伝えするとともに、〇〇
様におかれましても、自治会で意見集約するための働きかけをお願いしたいと存じます。
　また、通学路におけるソフト面の交通安全対策は、ハード面と同様、次代を担う子供の安全を確保する観点から大変重要である
と考えております。
　このため、全市的な取組として、年４回の交通安全運動に合わせ、街頭指導や、各自治会の有線放送による広報・啓発活動を
実施しているほか、年間を通じて地域や学校における交通安全教室の開催等による交通安全意識の向上を図っております。
　また、各自治会の交通安全会のご協力により、登下校時の見守り活動や、放送による注意喚起を地域ごとに実施していただい
ておりますが、その取組の強化についても検討してまいります。
　今後とも、１件でも交通事故を減らせるよう取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

学校教育課
生活安心課

　　　　　令和４年４月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月7日 3月10日 部活動再開
部活動を再開すると聞きましたけど、何考えてるんです
か？まん防延長されるニュース知らないんですか？子供た
ちを殺す気ですか？

　日頃より、本市の学校運営に御理解をいただきありがとうございます。
　静岡県においてまん延防止等重点措置の適用が継続される中、新型コロナウイルスに係る本市の国評価レベ
ルは「レベル２」が続いております。
　これまで文部科学省は、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」において、部
活動については「可能な限り感染対策を行った上で、リスクの低い活動から徐々に実施することを検討する」と示
唆しております。
　そのような中、本市校長会は、感染防止対策を徹底する観点から、同マニュアルを上回る措置として、全市一律
で部活動を停止してまいりました。
　しかしながら、生徒の体力的な低下や部活動が出来ないことによる１・２年生の精神的な安定への懸念から、公
立高校入試が終了する時期から感染防止対策を十分行った上で、前述のマニュアルに基づき少しずつ再開して
いくことが妥当と判断し、校長会は３月７日からの順次再開を決定いたしました。
　なお、部活動中はマスクを外さないこと、吹奏楽等は教室に２人までとするか、窓に向けて楽器演奏する等の対
応をすること、土日の部活動及び対外試合は実施しないこと等、慎重に対応していくこととしております。
　また、春休みの活動を含む今後の対応については、改めて中学校区毎の感染状況を踏まえつつ、検討していく
こととしております。
　ご理解のほどよろしくお願いします。

学校教育課

3月8日 3月10日 中学校部活動について
一体いつまで部活動自粛を続ける気なんですか？
学校で授業を受けている時点で､会話・食事等で接触しているのに､同じ校
内で活動する部活動をやってはいけないのはおかしくありせんか？
確かに対外試合等は､自粛するのはわかりますが､校内練習までやらせない
のは納得いきません。
うちの娘はもうすぐ3年になり､引退も間近です。
子供達の人生の中で､中学校の部活動をやる時間はほんの僅かな時間で
す。
それを､訳の分からない感染対策で奪うのはやめていただきたい！！！
あなた方は､子供達の人生を何だと思ってるんですか！！！
高校受験に向けて､娘は学力が乏しい為､部活動で結果を残して高校受験に
望むという目標をもっていたのに､その機会を尽く奪われる気持ちを考えて
下さい。
全ての子供達が勉強が出来るわけではありません。
勉強が出来ないけど､スポーツを頑張る子供達が居るという事を考えて下さ
い！！！！
沼津市は子供達の希望を奪う自治体です！！！！

　日頃より、本市の学校運営に御理解をいただきありがとうございます。
　本市校長会は、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底する観点から、全市一律で部活動を停
止してまいりました。
　しかしながら、生徒の体力的な低下や部活動が出来ないことによる１・２年生の精神的な安定への
懸念から、公立高校入試が終了する時期から感染防止対策を十分行った上で、文部科学省の、「学
校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づき、少しずつ再開してい
くことが妥当と判断し、校長会は３月７日からの順次再開を決定いたしました。
　なお、部活動中はマスクを外さないこと、吹奏楽等は教室に２人までとするか、窓に向けて楽器演
奏する等の対応をすること、土日の部活動及び対外試合は実施しないこと等、慎重に対応していくこ
ととしております。
　また、春休みの活動を含む今後の対応については、改めて中学校区毎の感染状況を踏まえつつ、
検討していくこととしております。
　ご理解のほどよろしくお願いします。

学校教育課

　　　　　令和４年３月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月9日 3月17日 学校開放について
少年団関係者です。
学校開放、いつ再開されますか??
そろそろ屋外は解禁してもいいのではないでしょうか??
このままでは子供の体力低下や気力低下･･･弊害の方が
大きくなってます。土日やることもなく青白い顔して太って
輝きのない目をして、もう見てられません
失われた時間は戻りません。一刻も早い再開を検討してく
ださいお願いします。

　日頃より本市の社会教育活動への御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
　また、学校施設開放を利用して活動されている皆様には、施設開放の停止中は、御不便をおかけ
し、申し訳ございませんでした。

　学校施設開放は、市民の皆様の社会教育活動及び社会体育活動の普及振興を図ることを目的と
して、学校教育活動に支障のない範囲内で利用していただいております。
　これまで、新型コロナウイルス感染症が市内小中学校においても拡大している状況を踏まえ、児童
生徒が安全に学校生活を送ることを最優先とし、学校教育活動以外での施設利用を停止しておりま
したが、体育館・グラウンドについては、３月22日から利用を再開いたしました。
　今後も、新型コロナウイルスの市内感染状況を注視しつつ、よりよい施設開放を実施してまいりま
すので、何とぞ御理解と御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

生涯学習課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月1日 2月14日 小学校の特別支援教育、学習指導員の配置について
市の教育基本構想等では、すべての子どもの学びをサポートし取り残さない謳われていて、しば
しば子どもも理念が書かれたプリントを持ち帰ってきたりしていますが、実際の現場の現状は、理
念理想からは大きく乖離しているため、早急な改善を望みます。
発達障害児や学習障害児の一部の児童は、特性の現れ方によっては、表面的にはわかりづら
い、理解されづらい苦手や困難を抱えています。
そのような子どもたちは、支援級に行くまででもなく、普通級で学ぶしかないのが現実です。
子ども自身は、わからない、出来ないの理由がわからず、SOSが出せないまま、立ち止まってし
まったり、回避行動をしてふざけてしまったりしてしまうため、真面目でない子、できない子と思わ
れて、叱られたり、見過ごされたりしています。
そういったこどもたちは、状況に応じたその場での少しの継続的なサポートや配慮で、スムーズに
学校生活を送れるにも関わらず、支援指導員は学校に対して２人と、信じられないほどわずかし
か配属されておらず、サポートの手がまったく届いていないのが現状です。
現実、外に飛び出したり、立ち歩いたりする生徒もいる中で、学校あたりたった2人しか配属され
ていない支援指導員は、そういった子どもの安全確保に追われており、見えにくい困りごとを抱え
た子どもたちは、たまに運が良ければサポートを受けられるという状況です。
合理的配慮や支援の必要な子どもは学級の1割近くいると言われているのに、15クラス以上ある
学校に支援員はたった２人です。
現場の先生方も、わかっていながらも手が回らなく歯がゆく感じておられるのが感じ取れます。
どうか、早急に学習指導員の大幅増員をお願いいたします。
そうでなければ、すべての子どもの学ぶ権利を守れていないと思います。
また、小学校のクラス定員がもっと少人数になればもっと行き届く環境になると思います。３５人
目いっぱいのクラスでは、安全さえ確保するのが困難ではないかと感じるくらいです。
それから、特別支援教育の制度の運用がまだま未成熟だとおもいます。利用したくても、どのよう
なことができるのか、利用する手順などもわかりづらく、現場の先生方も知らないことがあるようで
す。制度が理念のみになっています。
現実的な運用規定を整備したり、支援員の教育、先生方や保護者への教育や啓蒙まで落とし込
んで行って欲しいと思います。
そのためにも、支援員の増員、少人数学級の検討を、早急にお願いいたします。

　日頃より本市学校教育に御理解、御協力をいただき、誠にありがとうございます。
　小学校のクラス定数は、これまで１年生35人、2年生から６年生まで40人を上限とする法律の下、静
岡県では他県に先駆けて独自に全学年において35人を上限とする取組が行われてきました。
　法律改正により、本年度から国の基準においても、全学年において35人を上限とする編制に段階
的に移行することとされておりますが、本市としては引き続き定数の一層の改善を国及び県に要望し
てまいります。
　こうした中、本市においては、小学校1年生の通常の学級や特別支援学級を中心に、各学校のクラ
ス数や個別の実情に応じた柔軟な支援を行う児童生徒支援員のほか、学習につまずいている児童
生徒の個別支援を行う放課後学習支援員等を、独自の取組として配置しております。
　今後とも、各学校における困り感を抱えがちな学年やクラスに対しては、支援員の柔軟な運用によ
り重点的な支援ができるよう、学校とも連携して取り組んでまいります。
　また、様々な特性を有する児童に対する「学びの保証」のための特別支援教育については、特性
や制度に係る正しい知識を全教職員が共有することが不可欠であることから、特別支援学級設置校
のみならず、それ以外の学校においても教職員に対する研修に取り組んでまいります。

学校教育課

2月9日 2月18日 遠距離児童・生徒通学援助費
来年度より、息子が小学校に入学しバス通学を始める予定です。遠距離児
童・生徒通学援助費の申請をする為の片道3キロ以上という距離は超えてい
ます。
ただ、仕事をしているため、下校は同じ学区内に住んでいる祖父母に協力を
してもらい、祖父母宅へ帰宅させて預かってもらう予定です。その為、バスで
の通学は登校時の片道のみを予定しています。
しかしながら、遠距離児童・生徒通学援助費の申請を出す場合の片道バス
通学は「学童保育」利用の児童のみに認められると説明書類に記載があり
ました。
学校事務の方にも、念のため市役所の方へ確認をしていただきましたが、や
はり、学童保育を利用しない児童は申請ができないという説明をいただきま
した。
確かに、我が家の場合は学童保育を利用しません。代わりに、学区内に住
む家族の協力を得て子供の帰宅先を確保してもらっています。
学童保育を利用するかしないかで申請ができない、その違いはなんでしょう
か？
子供に往復バス通学をさせて、下校時は自宅近くのバス停まで祖父母に迎
えに行ってもらい、その後、祖父母宅へ連れ帰って預かってもらえば申請が
可能となるのでしょうか？(しかし、それで援助費を受け取るのも違うと思いま
すし、時間も無駄なのでもちろんさせませんが)
今回、バス通学の遠距離児童・生徒通学援助費の申請は諦めましたが、そ
の理由に納得がいかなかった為、ここを利用させていただきました。
ご回答と、今後のご検討をよろしくお願いいたします。

　この度は、新たに御入学される御子息の通学に対し、御心配をお掛けして申し訳ございません。

　遠距離児童・生徒通学援助制度につきましては、通学時の安全確保の観点から、児童生徒の通学
が、同じ経路・同じ方法を基本とし、登下校時に自宅から学校まで同じバス停間を往復して、バス通
学をしている児童生徒を援助する目的で制度がスタートいたしました。その後、放課後児童クラブの
運営が始まり、放課後児童クラブを利用する児童は、原則、保護者が迎えに来ることから、登校時に
バスを利用するための片道定期券分の援助を始めたところです。

　今回いただいたご意見を踏まえ検討した結果、令和４年度から放課後児童クラブの利用に限らず、
諸事情により片道のみバス通学をされる場合も、距離要件等を満たしていれば援助の対象として取
り扱うことといたしました。

学校管理課

　　　　　令和４年２月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月16日 3月7日 沼津市立中学校生徒による自転車の危険走行
〇月〇日15時から16時の間に2度、沼津市立〇〇中学校指定の
ジャージを着た子どもが自転車の2人乗りをしている場面に遭遇し
ました。1度目は〇〇病院付近、2度目は○○郵便局付近です。同
じ子どもかもしれませんがそこまでは判別出来ませんでした。
大きく蛇行を繰り返し、端に避けている歩行者に対してベルを何度
も鳴らす、工事現場を通る細い歩行者通路をそのままスピードも落
とさずに通り抜ける等危険な走行をしていました。
また、17時少し前にはスマートフォンを操作しながら片手で自転車
走行する子ども(同じく〇〇中学校指定ジャージ着用)が〇〇郵便
局付近を通るのを見てしまいました。
〇〇中学校は自転車での登下校は許可されているのでしょうか。
また、自転車の乗り方についての指導等は行っているのでしょう
か。
歩行者に対してみだりにベルを鳴らさない、歩行者通路において
歩行者の進路を妨げない等、他の学校も含めて今一度指導を
行ってほしいです。

　市教育委員会から〇〇中学校に確認をしましたところ、自転車での登下校は許可されておりませ
んが、当日は、15時前に生徒が下校しているため、帰宅後に自転車の二人乗りをしている可能性も
あり得るとのことでした。いずれにいたしましても、生徒が歩行者に対して危険な運転をしていること
を重く受け止め、学校において自転車の乗り方について指導を行うとの回答を得ました。
　各学校においては、自転車の乗り方も含め、交通安全指導を定期的に行っているところですが、全
国的に見ましても通学路における交通事故の報道が絶えないことから、改めて各学校に周知・徹底
をして参りたいと思います。今後とも御理解と御協力をお願いいたします。

学校教育課

2月16日 2月24日 まん延防止措置期間中の子供達の生活について
静岡県のまん延防止措置が延長されるようですが、学校の感染症対策を緩
和または廃止して頂けないでしょうか？
合奏・合唱・部活動の禁止、給食の黙食、マスク必須、少年団等の学校グラ
ンド使用禁止や活動禁止などなど、子供達に対する制限が厳しすぎます。
先日は休み時間中のドッヂボールも禁止されたとのことで、狂っていると思
いました。
勤務先保育園では、幼い園児たちにまでマスク必須です。
母親として、とても悲しいし腹が立っています。
そこまでしなければならないような怖いウイルスが流行っているのでしょう
か？
周りに検査で陽性になった人がたくさんいますが、無症状や喉の痛みだけと
か少し熱が出ただけとか、インフルエンザ以上の脅威は全く感じません。
感染しない為というよりは、濃厚接触者にならないとかクラスターを出さない
為だけの対策に見えます。
我が子達は、卒団式も入学式もまともにできなかった学年です。
学校生活のほとんどが感染症対策だけです。
いい加減にしてほしいです。
新型コロナウイルス感染症の実効再生産数は１をきり、減少傾向になってい
ます。
県や県の教育委員会にも意見も送りました。
是非ともご検討下さい！！！

　日頃より、市立小学校運営に御理解、御協力をいただきありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症については、デルタ株よりも更に感染力が強いとされるオミクロン株や
その亜種の出現等、状況が日々変化しており、厚生労働省の専門家会合においては2月上旬にピー
クを超えたとする見解が示されましたが、静岡県においては未だ高止まりの状況にあると評価されて
おり、学校運営上、引き続き厳しい状況にあると考えております。
　本市においても、児童生徒や教職員の感染が確認される中、文部科学省の「学校における新型コ
ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づき、マスクの着用や合奏・合唱・部活動の
中止、給食の黙食等の感染防止対策を徹底するとともに、学校毎の感染者数の状況に応じて学級
閉鎖や学校閉鎖をすること等により、学校からの感染拡大防止に努めていく必要があると考えており
ます。
　一方で、学校生活における日々の授業や各種行事は、児童生徒の将来を形作る貴重な経験となり
うるものと考えております。
　このことから、各学校においては、感染防止対策の徹底を図りつつ、様々な工夫の下で可能な限り
児童生徒に貴重な経験をさせてあげられるよう、努めてまいります。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

1月4日 1月27日 第二校区の統合
二小校区に住んでいる者です。統合問題についてご意見申し上げ
ます。
何年もかけて協議を進めていたにもかかわらず、ほんの一部の声
に負け、統合を白紙に戻すのは何とも情けないし、多くの地域住民
に対してとても失礼な話です。
住民投票をして反対多数であったなどならともかく、一部のクレー
マーによる少数意見を聞き入れる教育委員会や市長の姿勢はい
かがなものでしょうか。
今回の市の失態に対し、白紙に戻したと言って統合問題をうやむ
やにし、何年も先に結論を延ばして誤魔化すのではないかと思っ
ている住民も多いと思います。
少子化や人件費のことを考えれば統合は避けては通れないし、す
べきであることは誰にでも分かります。
白紙に戻った統合問題ですが、今後どのような形で話し合いを進
め、いつまでに結論を出すのか具体的な時期を公表してください。
少数意見に簡単に屈する行政は全くもって信用できません。

　今回の統合方針の廃止につきましては、第二地区コミュニティ推進委員会から、「地域の総意であ
る」として「統合方針の撤回と再協議」の要望書が提出され、また第一地区連合自治会、ＰＴＡからは
「一旦元の状態へ戻してほしい」旨の要望書が出されたことを受け、第一・第二両地区の状況、子供
たちへの影響を鑑み、方針決定前の状況に戻すことを決めたものです。
　統合方針は一旦廃止といたしましたが、現在、保護者を含めた第二地区全体で議論を深めていた
だき、共通理解、共通認識のもと、子供たちの未来に向けた前進的な意見集約をしていただけるよう
お願いしているところであり、今後、地域において集約されたご意見を基に、よりよい教育環境の整
備に向けた対応を進めてまいります。
　併せて、今回の経緯を踏まえ、保護者をはじめとした地域住民の方々との協議を行う体制や周知
の方法につきましても、再度見直していきたいと考えております。
　具体的な時期につきましては、ご意見の集約を受けての対応となるため、明確にお示しすることが
できませんが、少しでも早く進める事ができるよう取り組んでまいります。

教育企画課

1月17日 1月31日 中学校の部活動について
これだけクラスターが多発していながら部活動を中止しな
いのはなぜですか？
授業や給食でどれだけ対策していることをアピールされて
も、部活動でマスクなしの活動をしていたら意味が無いで
しょう。
市役所も教育委員会も校長も、誰一人として正常な判断力
がないのですか？
この期に及んで部活動を続ける意味がわかりません。世間
の常識と乖離しすぎです。

　日頃より、本市学校運営に御理解、御協力をいただき、誠にありがとうございます。
　本市中学校における部活動は、学校の教育活動の一環として行われており、生徒の学びの機会の
一つとして保障していく観点から、これまで感染防止対策に十分留意しつつ継続に努めてまいりまし
た。
　しかしながら、学校関係者においても感染力の強い変異株によるものと思われる急激な感染拡大
がみられることから、部活動については、校長会において１月31日（月）まで中止することを決定いた
しました。
　今後の感染状況によっては、部活動を中止する期間を延長する場合があるほか、必要に応じて学
級・学年閉鎖や臨時休校等により対応してまいります。
　改めて御理解の程よろしくお願いいたします。

学校教育課

　　　　　令和４年１月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月7日 1月6日 第一第二中学校区の統合についての説明会
先日、１１月に開かれた保護者説明会の議事録がホームページに
載っていました。
それを読むと、私の発言がほとんどカットされていました。
しかし、友人のママ友の発言は言ったままをそのまま載っていたり
と、かなり差があります。
他の友人の発言にいたっては、全部無かったことになっていて、答
えた教育委員会の人の発言もなくなっていて、とても怒っていまし
た。
これまでのやり方といい、今回の議事録の勝手なカットの仕方とい
い、ママ友たちの間でも、こういうやり方をするのが市役所なんだ
ね、と話題になっています。
いっそのこと、全部載せた方がよっぽど簡単なはずなのに、都合
がいいように、カットしたり、編集したり、とても嫌な気持ちです。
だから、説明会が始まる前に「録音禁止」なんて言ってたんだよ、と
みんなで話しています。
これからはみんなが教育委員会の言うことは疑ってかかる、という
感じになってしまうと思います。
改ざんなんてしないで、全部載せたらどうですか？

　御意見をいただきました「保護者懇談会議事録概要のホームページ掲載」につきまして、教育委員
会の事務に関するものであるため、教育委員会より回答いたします。

　11月に開催しました保護者懇談会は、方針廃止の決断に至った経緯や学校統合等適正化の在り
方と第一・第二中学校区における今後の見通し等についての教育委員会からの説明、また子供たち
の教育環境をどのようにしていくのがよいか、統合に対する保護者の皆さんの思いや考え等の意見
交換の場として開催いたしました。
　そして、それぞれの会場で出された思いや考えを保護者の皆さんに共有していただくことを目的と
して、ホームページに議事録の概要版を公開いたしました。
　公開にあたりましては、特定の個人を批判することに繋がる恐れのある内容等については掲載を
控えましたが、統合への賛否を問わず、ホームページへの公開の趣旨に沿った形で発言をまとめる
こととしております。
　なお、今回の御指摘につきましては、今後の議事録公開の参考とさせていただきます。
　何卒御理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。

教育企画課

　　　　　令和３年12月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

11月11日 11月29日 小学生の修学旅行
夏の第５波で市内の小学校は二学期中の宿泊を伴う行事がなしと
なり、修学旅行が日帰りになりました。しかしここ最近のニュースを
見てると全国で修学旅行が再開され、各地で年末から年明けまで
修学旅行の予約で一杯だそうです。昨日も子供たちの嬉しそうな
映像が流れていました。
翻って沼津の今の６年生は昨年の自然教室も日帰りとなり、一度
も宿泊学習を経験していません。非日常体験から得られるものは
何物にも代えがたいものがあり、子供の成長過程に大きな財産と
なります。このままではこうした体験の空白の世代となってしまうこ
の世代にも、等しく経験をさせてあげるべく、３学期に宿泊を伴う学
習を検討していただけませんでしょうか？
具体的には、修学旅行を二度やるわけにもいかないと思いますの
で、卒業旅行を宿泊にしてあげるのはいかがでしょうか。宿泊先は
別に遠くである必要はなく、長岡や熱海伊東で十分かと思います。
万一の体調不良時の対応も可能というメリットもあります。
この２年、あらゆるイベント行事が中止となり、子供たちに諦めや
無力感が増大しているとの報道もあります。１０万円給付などにお
金を使うのではなく、子供たちのためにそうしたことに力を注いであ
げる沼津市であってほしいと、思っています。

　日頃より本市学校教育に御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございます。
　本市各小中学校においては、新型コロナウイルスの感染拡大防止に最大限の留意をしつつ、学び
を止めない取組を進めております。
　皆様の感染拡大防止に対する御協力により、おかげさまで学校ではクラスター等は発生しておりま
せん。改めて感謝申し上げます。
　こうした中、修学旅行についても、その体験が学校生活における大切な節目の記憶となり、卒業後
の進路等にも影響を与えるものであることから、各小中学校においては、感染状況の変化にも迅速
に対応しつつ可能な限り実施する方法として、旅行内容にも工夫をこらし、「日帰り」による方法を選
択しております。
　教育委員会といたしましては、宿泊体験も、集団生活におけるマナーや他者への配慮等を学ぶ機
会として大変重要であると認識しておりますが、現在新型コロナウイルス感染症の「第６波」の発生が
懸念されていることから、宿泊を伴う行事の実施に関する各学校の判断に対して、感染状況の情報
提供等を通じて必要な支援をしてまいります。
　引き続き御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。

学校教育課

11月17日 12月2日 学校における日焼け止めの使用について
日頃より大変お世話になっております。
先日家庭内で日焼け止めの使用についての話題が出た時に市内
の学校に通っている家族の者から「学校で日焼け止めを使っては
いけないと先生から言われた」
「日光アレルギーのクラスメイトの身体に蕁麻疹ができて可哀想
だった」
という話が出ました。
確かに、私たち大人が子供の頃は日焼け止めの重要性はあまり
語られず、美容目的での使用が多く、トラブルの元になることから
不用物として扱われていたのは仕方がないことだと思います。しか
し、近年では皮膚科医も肌の健康を守るという観点から幼少期か
らの日焼け止めの使用を推奨しています。
もしかしたら私の家族の者が通っている学校のみがそういう教育
方針なのかもしれませんが、ぜひとも市内の学校全体でこの件に
ついて話題を上げていただき、できれば日焼け止めを使用したい
生徒は先生に申し出るなどして日焼け止めの使用を許可していた
だけると助かります。

　日頃より本市学校教育に御理解をいただき、ありがとうございます。
　ご意見のとおり、日焼け止めの使用については、美容目的だけでなく、皮膚疾患の原因となる紫外
線から身体を保護する上で有効なものとされております。
　そのため、各学校においては、アレルギー疾患をお持ちの児童生徒等が学校で生活する上で、そ
の使用が必要と認められる場合には、日焼け止めの持ち込みを認めております。
　教育委員会といたしましては、学校への私物の持ち込みについては、私物の種類ごとに学業への
影響等を考慮した判断が必要であるものと考えておりますが、健康管理上必要なものについては個
別に持ち込みができるよう、各学校に指導助言を行ってまいります。
　ご理解の程よろしくお願いいたします。

学校教育課

　　　　　令和３年11月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月1日 10月13日 台風16号による小学校の対応
〇〇小学校に児童がいる保護者です。

前日(9月30日)に担任から児童伝いに「休校の可能性があること」ならびに「その場合
Chromebookを使ってのmeet会議を9時に行う」という具体的なお知らせがあったにもかか
わらず今朝なんの連絡もありませんでした。
一体どうなっているのか学校に確認の電話をいれたところ
「注意報ではなく警報にならないかぎりは休校はない」と一笑されました。
登校時刻は風がとても強く、他の保護者の方5名ほどからも私に「連絡メールは届いてい
ないか、もしかしたら自分だけ届いていないのではないか」「これからも荒れる予報なのに
登校なのか」など不安の声が個人的に届いていました。

・注意報、警報の有無にかかわらず、
全国ニュースで静岡県東部への影響が懸念されるほどの自然現象があるならだいじをと
るべき
・各学校に専属の気象予報士でも常駐しているわけではないのなら、いつどんな風に災
害が発生/派生していくかわからないなら警報の有無は問題ではない
・警報の有無ではなく臨機応変な対応をすべき
・小学生では強風にあおられたり、風によって飛来してくる物などに対して自分の身を守る
のに未成熟であること
・ましてやいまだコロナ禍であること
・全国ニュースにもなっているほどの台風で、前日および当日にも学校から一切公式の連
絡がないのはおかしい

以上を提言するとともに市教育のお立場からの指導が入ることを強く望ませていただきま
す。

　この度は市立小学校における台風16号に係る対応においてご心配、ご迷惑をおかけいたしまし
た。
　本市各学校においては、午前６時の段階で大雨・洪水・暴風等の警報が沼津市に発令された場合
等、児童生徒の通学上の安全確保が困難と認められる場合には、児童生徒に自宅待機をお願いす
ることとし、その旨を保護者の皆様にメール等を通じてお知らせすることとしております。
　しかしながら、ご指摘をいただいた小学校においては、台風接近時の対応について、注意報段階で
の対応を含め、児童に対する事前の説明が統一されていなかったことが判明いたしました。
　教育委員会といたしましては、この度ご指摘いただいたことを踏まえ、改めて該当する学校に、学
校内で足並みを揃えた情報の伝達を行うよう指導を行いました。
　今後とも、緊急時に備えた情報伝達内容の統一を図るとともに、当日の朝においても、気象状況に
応じた適切な判断と情報伝達ができるよう、教育委員会と学校が連携して取り組んでまいります。

学校教育課

10月1日 10月19日 門池地区、人数増加について
　門池地区では、どんどん住宅が増えていて、今も１５区画・３０区
画など分譲地を造成中です。
　来年度、門池小学校入学予定者は１７０人近いと聞きました。
　隣接の金岡・大岡に比べて倍以上もあります。
　隣接校区へ行きたい場合の条件にあてはまらず、そのまま門池
に進むことになる子達、実際どのぐらいいるのでしょうね。
　コロナ対策で隣の席との間隔もじゅうぶん取れない密な教室に
なっていると思います。密教室、とても気になります。先生が子供
達全員のことしっかりみれるのだろうか？？
　少子化で児童数が減っている所を統合することはよくある話です
が、多すぎる児童数の学校のことも考えてほしいです。
　校区見直しして、少しでも大岡や金岡に振り分ける。入学予定者
を公表して、門池に人数多いから隣接校へ移動してくれる人を募
集したりはどうでしょう？
　このままだと門池小ヤバイと思います。

　平成29年度に策定した「沼津市立小・中学校の適正規模・適正配置の基本方針」により、門池校区
は児童生徒数が増加しており、今後も継続的な増加が見込まれるため、この基本方針に則り、門池
小学校においては令和元年度に新校舎を建築し、学級数の増加に対応してまいりました。
　今年度、教育委員会で実施した児童生徒数推移の推計では、岡宮区画整備事業が令和５年度で
終了することを踏まえて、今後６年間は令和４年度をピークに門池小学校の児童数は徐々に減少し
ていくと見込んでおります。本市が示している適正規模（１学年２～４学級）を上回っているものの、現
在の規模以下になっていくと考えております。
　しかしながら、今後も児童生徒数の推移には十分注視してまいりますが、さらに増加傾向に歯止め
がかからず、適正規模が維持できなくなると予想される場合には、保護者や地域住民の声を聞きな
がら、必要に応じて早期に通学区域の見直し等を検討していきます。
　また、現在、各学校では、文部科学省が示している「学校における新型コロナウイルス感染症に関
する衛生管理マニュアル」等に従って、感染症対策をしながら教育活動を行っております。静岡県の
公立小・中学校では、35人までの学級編制と定められており、１つの学年の児童生徒数に応じて学
級数と１学級の児童生徒数が決まるため、学校の規模に関わらず多人数学級となることもあります。
どの学級でも、子供の安全、健康を最優先し、より一層感染症対策の徹底を図ってまいります。今後
も、各小・中学校において、全職員で子供一人一人を丁寧に支援、指導することを心掛けて教育活
動に取り組むよう指導してまいります。御理解、御協力をよろしくお願いいたします。

教育企画課

　　　　　令和３年10月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月12日 11月16日 第一第二校区の統合について　他全４件
私は、千本校区（第二中校区）に住んでいるものです。現在、私の校区では統合
について反対の意見を持った方が必死になって署名を集めたり、反対運動をして
います。そのため、第二中校区に住む親はすべて統合に反対していると思われて
いるようですが、実際は私を含め多くの親は賛成の意見を持っているという事実
を知っていただきたくて、市民の声として挙げることにしました。
私は自分の子供を千本小と二中に通わせていました。２人の子供たちの育ってい
く姿を見て、もっと早く統合されていたらよかったのにと思います。千本小は少人
数でいい面もたくさんありましたが、それ以上にもっと人数の多い学校なら、子供
たちは嫌な思いやつらい思いしなかったのになと思うことの方が多かったです。毎
年「来年は複式になるのかな・・・」とドキドキして年度末をむかえたり狭い人間関
係の中で逃げたりすることができず、苦しんだり、我慢することが子供たちは多
かったです。気の合わない子と仲よくしないといけない、教員数も少ないので、教
員との人間関係にも気を使い、親子でとっても窮屈を感じた時もありました。二中
に進学し、少し人数も増えましたが、数少ない部活・・・自分のやりたいスポーツの
部活はない・・・子供たちの可能性が広がらない現状。小学６年間中学３年間合わ
せた９年間というのは心身共に成長する大切な時期です。たくさんの友達たくさん
の教師とかかわり、人間関係を学んだり、刺激をうけたり、もまれたりして成長す
べき９年だと思います。やりたい部活も選べず、子供たちは我慢ばかりです。統合
して人数も増えれば、このような現状でなく子供たちは選びたいものを選び、たくさ
んのことを学べます。９年間この狭い世界で子供を育てたからこそ言える意見で
す。本当にこれからの子供たちのことを１番に考えたら統合すべきと思います。

　第一・第二中学校区の学校の統合方針につきましては、第二校区において「統合方針の撤回と再
協議」という要望と署名活動が行われ、また「統合方針の撤回をしない状況では各地域での意見交
換はさせない」との抗議を受けたことから、予定していた地域との意見交換の場や保護者説明会の
開催を中止せざるを得なくなりました。
　また第一校区からも「第二校区の騒動を鑑み、一旦、第二校区のみで議論していた状況に戻して
ほしい」との要望が届いたことから、このまま地域の中で議論が進まず、膠着状態が続くことが子供
たちへ与える影響を考えると、至急の対応が必要との思いから、方針を一旦廃止することといたしま
した。
　これまで、保護者や地域の方たちからご意見を伺いながら、子供たちにとってよりよい環境となるよ
う、方針を定めて進んでまいりましたが、今回のような事態となり、先の見えない、子供たちに不安を
もたらす状態を脱するためにも、一旦話し合いの当初に立ち返り、先へ進んでいけるよう、白紙に戻
す決断をせざるを得ませんでした。
　もう一度色々な意見を出し合い、子供第一で考えていくということは、教育委員会として大変重要な
ことと捉えております。
　まずは、第二校区の保護者、地域のみなさんが、第二校区の子供たちのため、どのように教育環
境を整えていくか自由に議論し、意見を集約していただくことが大切だと考えておりますので、教育委
員会といたしましては、そのご意見に対してできることを最大限尽力してまいりたいと考えておりま
す。

教育企画課

10月20日 11月2日 学校を休んだ時の対応について
小学生の子供を持つ親です。
コロナ禍ということもあり、風邪症状がでるとお休みをして
いるのですが、オンラインの対応が大変ありがたかったの
で投書させていただきました。
通常の授業の対応にくわえてオンラインの子供の対応をし
ていただく先生には手間が増えてしまい大変申し訳なく思
いますが、通常登校しているのと変わりなく授業を受けさせ
ていただけること、休んでいてもクラスメイトと画面越しでも
お話できることで本人も寂しい思いをせずに授業の進度も
遅れることなく過ごせました。
オンライン授業の充実、対応のおかげで子供の体調を優
先してお休みできます。
本当にありがとうございました。
今後共よろしくお願い致します。

　日頃より本市学校教育に御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございます。
　新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、夏休み期間を延長した上で９月1日から新学期を開始し
た各市立小中学校においては、風邪症状や特定疾患等により休まれる児童の皆様に対してオンライ
ン学習を実施してまいりました。
　皆様の感染拡大防止に対する御協力により、おかげさまで学校ではクラスター等は発生しておりま
せん。改めて感謝申し上げます。
　ご意見のとおり、各小中学校においては、児童生徒の皆様が体調を優先してお休みされた上で、
オンライン学習に取り組んでいただくことで、「感染拡大防止」と「学びの継続」の両立、さらに画面越
しながらクラスメイトとやりとりすることで、学校やクラスメイトとの繋がりの確保ができているものと考
えております。
　今後、新型コロナウイルス感染症の「第６波」の発生が懸念されております。
　このような状況への対処が万一必要になった場合においても、各小中学校において感染防止対策
の徹底とともに、オンライン学習の充実を図ってまいります。
　引き続き御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月22日 11月12日 連絡児童に連絡帳を持たせることについて
子供が小学生です。
欠席時に、連絡児童への連絡帳を持たせる方法を廃止し
てください。
感染対策や、先生方と保護者の朝の忙しい時間での負担
を考慮しますと望ましくないと思います。アプリやオンライン
で体調や体温、出欠席の連絡が学校へできるようにしてい
ただきたいです。また、学校から保護者へ募っているボラン
ティア活動のPTAは夜に集まる事が負担が大きいので
LINEやzoom等を活用するようにすすめてください。

　日頃より本市学校教育に御理解をいただきありがとうございます。
　児童が学校を欠席する際、これまでは保護者が近所の児童に連絡帳を預け、学校にて担任に渡してもらった
後、帰りまでに担任がメッセージを書き、再び欠席した児童の保護者に渡してもらうことで、児童と学校との繋がり
の確保を図ってまいりました。
　しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大防止の必要性、保護者、児童及び教職員の負担軽減の観点等
から、オンラインを活用した出欠席の報告や、ＧＩＧＡスクール構想に基づき整備した1人1台端末を利用して体調・
体温の報告等を受け付ける取組が、一部の学校において始まっております。
　教育委員会といたしましては、オンラインやアプリ、連絡帳それぞれのメリット・デメリットを踏まえつつ、児童・保
護者・教職員の負担軽減と繋がりの確保の両立が図られるよう、連絡方法の見直しについて校長会に働きかけを
行ってまいります。
　ご理解の程よろしくお願いします。
（学校教育課）

　この度はPTA活動について、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
　いただいたご意見は、単位PTAをとりまとめる沼津市PTA連絡協議会の事務局に伝え、時代や社会の変化に応
じたPTA活動のあり方について、引き続き考慮いただくよう、依頼してまいります。
（生涯学習課）

学校教育課
生涯学習課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

9月6日 9月17日 小学生の登下校荷物が重過ぎます
小学生の子供が毎日背負っていくランドセルの中身は、それぞれの教科の大きな
教科書、ノート、ドリル、筆箱、連絡帳に予定帳。これだけでも4教科ある日はとて
も重く、更に給食セットや体操服、毎日持たせる水筒です。月曜日は上履きや図
書室で借りた本など全部で8kg強の重さです。
更に夏休み明けからは毎日Chrome Bookを持ち帰るため9kgを超える日もありま
す。
子供たちも「肩が痛い」「重いー」と言いながらみんなマスクをして必死に歩いてい
きます。
書写のある日は習字セット、図工の日は絵の具セット、鍵盤ハーモニカやリコー
ダー。
重過ぎます。
学校からは車の送り迎えは危険だからやめてくれとお便りが来ますのでやりませ
んが、親としては不憫で送ってあげたいと思うくらいの重さです。まだ体の小さい
成長過程の児童たちには酷ではありませんか？
せっかくICTを活かした授業をやっているのだから、どうにかならないものでしょう
か。Chrome Bookは他市町村のタブレットよりとても重いです。
宿題に教科書を使うこともあるし、自宅で復習したい子もいるかもしれません。け
れど使わない子や、理科や社会などの教科書・ノートを置いて帰れる日があって
もいいのではないでしょうか？セキュリティの問題もあるかもしれませんが、その
ような指導をしていただけたらありがたいです。
子供は「自由にしてよい」と言われてもできない子もいます。個々の判断に任せる
のではなく学校全体で考えていただけたらと思います。
また、沼津市はランドセル指定なのでしょうか？当たり前のようにランドセルを選
びましたが、今後選択肢が広がればいいなとも思います。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力いただきありがとうご
ざいます。
　現在、各学校においては、夏休みからＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを家庭に持ち帰り、児童生徒が新型コロナウ
イルス感染症への感染や濃厚接触者に特定された場合等でも自宅にてオンラインを通じた学習の
継続ができるようにしております。
　また、従前より各学校においては、自宅との往復の際の荷物が児童生徒の過重な負担とならない
よう、自宅に持ち帰る荷物の減少に向けた見直しを行ってまいりましたが、Chromebookの持ち帰りに
伴い、改めて文部科学省からの通知を示し、持ち帰る荷物の内容の精査を図るとともに、夏季休業
期間終了後にも、荷物を段階的に学校に持ち込むよう指導しており、学校毎に実態や発達段階に応
じた対応をしております。
　教育委員会といたしましては、宿題や荷物の持ち帰り等について、引き続き、児童生徒の負担軽減
の観点からの見直しを各学校に指導してまいります。
　なお、登下校時にランドセルを使用するかどうかについては、各学校が判断することとしております
ので、負担軽減の観点からランドセル以外のバッグ等を希望される場合については、学校にお問い
合わせください。

学校教育課

　　　　　令和３年９月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月4日 8月24日 感染者増加中の二学期開始時期の対応
盆休み後、子供達の二学期の始業式頃に、更に感染者が増加す
ると考えられます。デルタ株は感染力がとても強い為心配です。
保育園や学校でクラスターも起きていますが、二学期開始時期に
もし沼津市内で感染者が増加していても通常通りの予定でしょう
か？
子供達の為にも主に登校に重要性のあるであろう、中学生や受験
生を除く、小学生の子供達は夏休みを延長して登校を見送ってい
ただきたいです。オンライン授業か、課題のプリントの郵送等での
対応希望です。
学校は解放していただければ自宅学習が困難な子供は感染する
リスクはありますが、親御さんの自己責任と判断での登校が可能
の選択ができたらなと思います。
通常通り開始するのであれば、集団登校の中止(歩道で間隔をつ
めないと危険な為距離が近い)、不織布マスクの装着、手洗いうが
い、換気や三密を避ける、保護者の学校への出入りを中止など、
デルタ株対策としてこれまで以上の感染対策を徹底していただき
たいと思います。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大状況に大変ご不安のことと存じ
ます。
　現在、感染状況の悪化を背景とした国の緊急事態宣言の静岡県への適用等、本市学校における
学びを継続する上で予断を許さない状況が続いております。
　このことから、児童生徒の安全確保のため、小中学校の夏休み期間を令和３年８月31日（火）まで
延長することといたしました。
　２学期の開始に際しても、マスク着用や手洗い、消毒の徹底、教室内における距離の確保をはじ
め、学校給食における配膳の過程の簡略化、グループワークや近距離で行う実験観察・合唱・運動
等、感染対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動の中止等、感染拡大防止のための対策をさ
らに徹底していくだけでなく、学校の実情に応じ、分散授業や１人１台端末を活用したオンライン学習
等を組み合わせることにより、学びを止めない取組を進めてまいります。学校給食についても、配膳
過程の簡略化を図るほか、喫食時には会食形式は採らず同一方向での黙食を徹底してまいります。
　なお、基礎疾患により感染時に症状が悪化する恐れがある場合等においては、申し出により、出席
停止とすることも可能であり、その際にもオンラインによる学習・ミーティング等を活用して学びの継
続を図ってまいります。

学校教育課

8月13日 8月31日 任意のPTAに対し強制は時代錯誤
市内感染者の増加が目立ちます。
子供の学校内での対策として、二学期開始時期の延期
や、時差登校、リモート授業の選択制にしていただきたい
です。
また、保護者のPTA活動ですが、入退会が自由なボラン
ティアと存じますので、各知事のリモート会議方法を参考に
して対面は辞めて下さい。
対面会議はコロナ感染者が増加している中、各役員さん達
に対し、あまりにも理不尽であり、強制になりかねません。
リモートが不可能ならば、PTA役員の中から感染拡大の可
能性がある為理事会会議は中止して下さい。
また、今の自由に選べるこの時代に入退会届けさえも存在
しないPTAは時代錯誤なので廃止、解体して下さい。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大状況に大変ご不安のことと存じます。
　現在、感染状況の悪化を背景とした国の緊急事態宣言の静岡県への適用等、本市学校における学びを継続す
る上で予断を許さない状況が続いております。
　このことから、児童生徒の安全確保のため、小中学校の夏休み期間を令和３年８月31日（火）まで延長すること
といたしました。
　２学期の開始に際しても、マスク着用や手洗い、消毒の徹底、教室内における距離の確保をはじめ、学校給食
における配膳の過程の簡略化、グループワークや近距離で行う実験観察・合唱・運動等、感染対策を講じてもな
お感染リスクの高い学習活動の中止等、感染拡大防止のための対策をさらに徹底していくだけでなく、学校の実
情に応じ、分散授業や１人１台端末を活用したオンライン学習等を組み合わせることにより、学びを止めない取組
を進めてまいります。
　なお、基礎疾患により感染時に症状が悪化する恐れがある場合等においては、申し出により、出席停止とするこ
とも可能であり、その際にもオンラインによる学習・ミーティング等を活用して学びの継続を図ってまいります。
（学校教育課）

　コロナ禍におけるPTA活動について、大変ご不安のことと存じます。過日開催された沼津市PTA連絡協議会の
単位PTA会長会において、生涯学習課担当職員より、会合や活動の際には新しい生活様式をとり入れた感染症
対策を検討するよう依頼いたしました。
　また、いただいたご意見は、単位PTAをとりまとめる沼津市PTA連絡協議会の事務局に伝え、時代や社会の変
化に応じたPTA活動のあり方について、引き続き考えていただくよう、依頼してまいります。
（生涯学習課）

生涯学習課
学校教育課

　　　　　令和３年８月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月17日 8月31日 学校の夏休み明け
最近、沼津市のコロナ感染者数が増え続けています。
静岡県に緊急事態宣言も出されるようです。
全国で夏休みの延長や部活動の中止などが報道されてい
ますが、沼津市は夏休み明けの学校や部活動について、
どのような方針を考えていますか？
特に部活動は、感染対策をしていると言っておきながら、実
際は誰もマスクをしていないと息子から聞いていますので、
とても心配です。
どうか子供の命を最優先に、早めの対応をお願いします。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大状況に大変ご不安のことと存じ
ます。
　現在、感染状況の悪化を背景とした国の緊急事態宣言の静岡県への適用等、本市学校における
学びを継続する上で予断を許さない状況が続いております。
　このことから、児童生徒の安全確保のため、小中学校の夏休み期間を令和３年８月31日（火）まで
延長することといたしました。
　２学期の開始に際しても、マスク着用や手洗い、消毒の徹底、教室内における距離の確保をはじ
め、学校給食における配膳の過程の簡略化、グループワークや近距離で行う実験観察・合唱・運動
等、感染対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動の中止等、感染拡大防止のための対策をさ
らに徹底していくだけでなく、学校の実情に応じ、分散授業や１人１台端末を活用したオンライン学習
等を組み合わせることにより、学びを止めない取組を進めてまいります。学校給食についても、配膳
過程の簡略化を図るほか、喫食時には会食形式は採らず同一方向での黙食を徹底してまいります。
また部活動についても、緊急事態宣言下においては、中止といたしております。
　なお、基礎疾患により感染時に症状が悪化する恐れがある場合等においては、申し出により、出席
停止とすることも可能であり、その際にもオンラインによる学習・ミーティング等を活用して学びの継
続を図ってまいります。
　教室内での個人机でのパーテーションの設置やフェイスガードの使用についても、個人でご用意い
ただく形となりますが、可能と考えますので、希望される場合には学校にお問い合わせください。

学校教育課

8月20日 8月26日 新学期の小学校の対応について
今日 来週からの沼津市立小学校の新学期の対応が発表されまし
た。読む限り、特段今までと変わらずの対応と見受けます。今 子
供達を守れるのはしっかりとした感染対策ではないでしょうか。 夏
休み 沢山我慢をして過ごしました。でも こんなに感染拡大してい
ます。
今こそ 生徒全員のChromebookを使ったオンライン授業。そして分
散登校が必要ではないでしょうか。
学びを止めないことはわかりますが、
命の選択が迫られるような感染拡大なのに
配慮が足りなさ過ぎます。
いつからでも学ぶことはできます。
でも命は1つしかありません。
どうか 沼津市の教育機関の感染対策を
強化してください。
不安で仕方ありません。
私の周りの保護者も皆同じ意見です。
正直 今の方針では登校させたくありません。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大状況に大変ご不安のことと存じ
ます。
　現在、感染状況の悪化を背景とした国の緊急事態宣言の静岡県への適用等、本市学校における
学びを継続する上で予断を許さない状況が続いております。
　このことから、児童生徒の安全確保のため、小中学校の夏休み期間を令和３年８月31日（火）まで
延長することといたしました。
　２学期の開始に際しても、マスク着用や手洗い、消毒の徹底、教室内における距離の確保をはじ
め、学校給食における配膳の過程の簡略化、グループワークや近距離で行う実験観察・合唱・運動
等、感染対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動の中止等、感染拡大防止のための対策をさ
らに徹底していくだけでなく、学校の実情に応じ、分散授業や１人１台端末を活用したオンライン学習
等を組み合わせることにより、学びを止めない取組を進めてまいります。学校給食についても、配膳
過程の簡略化を図るほか、喫食時には会食形式は採らず同一方向での黙食を徹底してまいります。
　なお、基礎疾患により感染時に症状が悪化する恐れがある場合等においては、申し出により、出席
停止とすることも可能であり、その際にもオンラインによる学習・ミーティング等を活用して学びの継
続を図ってまいります。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月20日 9月3日 緊急事態宣言中の学校登校
コロナウイルスが昨年より猛威を奮っている中、通常通り２
４日から登校させるのは不安です。
昨年のように分散登校、オンライン授業をした方がいいの
ではないでしょうか？
もし学校でクラスターが出た場合、どうするのか教えてほし
いです。
また幼稚園は義務教育ではないのに、通常通り開園する
のもおかしいのではと思います。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大状況に大変ご不安のことと存じます。
　現在、感染状況の悪化を背景とした国の緊急事態宣言の静岡県への適用等、本市学校における学びを継続す
る上で予断を許さない状況が続いております。
　このことから、児童生徒の安全確保のため、小中学校の夏休み期間を令和３年８月31日（火）まで延長すること
といたしました。
　２学期の開始に際しても、マスク着用や手洗い、消毒の徹底、教室内における距離の確保をはじめ、学校給食
における配膳の過程の簡略化、グループワークや近距離で行う実験観察・合唱・運動等、感染対策を講じてもな
お感染リスクの高い学習活動の中止等、感染拡大防止のための対策をさらに徹底していくだけでなく、学校の実
情に応じ、分散授業や１人１台端末を活用したオンライン学習等を組み合わせることにより、学びを止めない取組
を進めてまいります。学校給食についても、配膳過程の簡略化を図るほか、喫食時には会食形式は採らず同一
方向での黙食を徹底してまいります。
　なお、基礎疾患により感染時に症状が悪化する恐れがある場合等においては、申し出により、出席停止とするこ
とも可能であり、その際にもオンラインによる学習・ミーティング等を活用して学びの継続を図ってまいります。
（学校教育課）

　このたびは、緊急事態宣言中の幼稚園の通園への貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
　沼津市の公立幼稚園では小学校、中学校の夏季休業期間延長に合わせ、公立幼稚園も８月31日まで夏休みを
延長しております。
　また、今後につきましても、新型コロナウイルス感染症を防止するため、最新情報に注視しつつ、密の回避、マ
スクの着用や手洗いの励行等を徹底してまいります。
（子育て支援課）

学校教育課
子育て支援課

8月23日 8月31日 教育委員会の信念の無さ、朝令暮改
たぶんものすごい意見が殺到してると思いますけど。たった１日で
通常授業→夏休み延長のへの方針転換、どうかしてませんか？
例えば週末に市内の感染者が50人を超えるとか異常事態になり、
週明けに方針転換するならまだわかりますが、昨日と今日で何が
変わったのですか？声の大きい人の猛反対にでもあったのです
か？反対の声は百も承知で通常授業を決定したはず、なのにこん
な重大なことを１日で180度変えるって、保護者、市民をばかにして
ませんか？こんな分かりやすい朝令暮改、こどもにこの四字熟語
の意味はこのことだよと教えます。もはや何を信じてよいか分から
なくなります。しかも余計頭に来たのは、通知メールで「先日、…お
知らせしましたが」って、先日ではなくて昨日でしょ！！！！！そう
いう変なごまかしやめてもらいたいです。完全に市民の感情を逆な
でしてます。
意見の公表は完全に同意します。方針転換の理由を明らかにして
ください。私は通常授業という最初の判断は間違ってなかったと思
います。教育委員会も大変だと思うので、こんなお仕事増やしたく
なかったけれど、今回ばかりは我慢できませんでした。多くの保護
者の意見だと思います。

　保護者の皆様におかれましては、学校の夏休み期間について、大変ご迷惑とご心配をおかけして
おります。
　本市小中学校にいては、感染状況の悪化を背景とした国の緊急事態宣言の静岡県への適用等が
なされる中、感染防止対策の徹底等を前提に、8月24日（火）からの２学期の開始を予定しておりまし
たが、市内における感染状況が高止まりしている状況を踏まえ、夏休み期間の終了直前に期間延長
を行った場合の児童生徒及び保護者のご負担を考慮しつつ、児童生徒の安全確保を図ること、その
期間にオンライン学習等を確実にできるように準備を行うため、小中学校の夏休み期間を令和３年８
月31日（火）まで延長することを決定し、保護者の皆様にお知らせいたしました。
　２学期の開始に際しても、マスク着用や手洗い、消毒の徹底、教室内における距離の確保をはじ
め、学校給食における配膳の過程の簡略化、グループワークや近距離で行う実験観察・合唱・運動
等、感染対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動の中止等、感染拡大防止のための対策をさ
らに徹底していくだけでなく、学校の実情に応じ、分散授業や１人１台端末を活用したオンライン学習
等を組み合わせることにより、学びを止めない取組を進めてまいります。学校給食についても、配膳
過程の簡略化を図るほか、喫食時には会食形式は採らず同一方向での黙食を徹底してまいります。
　なお、基礎疾患により感染時に症状が悪化する恐れがある場合等においては、申し出により、出席
停止とすることも可能であり、その際にもオンラインによる学習・ミーティング等を活用して学びの継
続を図ってまいります。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月25日 9月3日 子供のマスク
布、ウレタンマスクの禁止、不織布マスクを子供の保護者
へ指定してください。布マスクや、ウレタンマスクは、ただの
飾りであり、保護カバーです。ウイルスが隙間から出てくる
ので感染拡大します。 医学的科学的にも分かっています。
本来感染者が他人へ移さないためにマスクをするので、感
染してる恐れがある人がきちんとした不織布マスクを装着
出来ていないと意味がありません。他県の教育委員会は
保護者へ不織布マスクの指定を指導してます。

　保護者の皆様におかれましては、静岡県に対して緊急事態宣言が適用される中、新型コロナウイ
ルスの感染状況に大変御心配のことと存じます。
　本市小中学校においては、市内における感染状況が高止まりしている状況を踏まえ、夏休み期間
の終了直前に期間延長を行った場合の児童生徒及び保護者のご負担を考慮しつつ、児童生徒の安
全確保を図ること、その期間にオンライン学習等を確実にできるように準備を行うため、小中学校の
夏休み期間を令和３年８月31日（火）まで延長することを決定し、保護者の皆様にお知らせいたしまし
た。
　マスク着用は、２学期開始の前提となる感染防止対策の一つとして、大変重要であると考えており
ます。
　そのため、身体的距離が十分とれないときや換気が不十分と思われる場所ではマスク着用を原則
とした上で、正しい方法でマスクを着用するよう指導を徹底するだけでなく、一般的なマスクでは、不
織布マスクが最も高い効果を持ち、次に布マスク、その次にウレタンマスクの順に効果があるとされ
ていることを踏まえた情報提供を保護者向けに実施していくことにより、感染防止対策を徹底してま
いります。

学校教育課

8月25日 9月3日 休校
学校がお休みになると、その間の授業がストップします。
しかしながら塾では学びが続けられており、塾へ行ってい
る子供と、そうでない子供の格差が、広がる一方です。
平常時にも格差が存在しますが、休校になると、学校の授
業だけが便りの生徒は、完全に置き去りになります。
去年受験生だった我が家の子供は、それまで塾には通わ
ないでいましたが、昨年の三か月の休校後、塾で勉強を続
けていたお子さん達との格差に愕然とし、急ぎ塾へ入れさ
せざるを得ませんでした。
家計への負担は相当なものでした。
本来、義務教育の勉強は、学校で教えて頂くものだと思い
ます。
決して昨年のような事態にならぬよう、早急な学校の再開
を願います。
子供たちの学びを、止めないでください。

　保護者の皆様におかれましては、学校の夏休み期間について、大変ご迷惑とご心配をおかけして
おります。
　本市小中学校にいては、感染状況の悪化を背景とした国の緊急事態宣言の静岡県への適用等が
なされる中、感染防止対策の徹底等を前提に、8月24日（火）からの２学期の開始を予定しておりまし
たが、市内における感染状況が高止まりしている状況を踏まえ、夏休み期間の終了直前に期間延長
を行った場合の児童生徒及び保護者のご負担を考慮しつつ、児童生徒の安全確保を図ること、その
期間にオンライン学習等を確実にできるように準備を行うため、小中学校の夏休み期間を令和３年８
月31日（火）まで延長することを決定し、保護者の皆様にお知らせいたしました。
　これまでも教職員への先行接種等に努めてまいりましたが、２学期の開始に際しては、マスク着用
や手洗い、消毒の徹底、教室内における距離の確保をはじめ、学校給食における配膳の過程の簡
略化、グループワークや近距離で行う実験観察・合唱・運動等、感染対策を講じてもなお感染リスク
の高い学習活動の中止等、感染拡大防止のための対策をさらに徹底していくだけでなく、学校の実
情に応じ、分散授業や１人１台端末を活用したオンライン学習等を組み合わせることにより、休校等
による学力格差が生じることを防ぐ「学びを止めない取組」を進めてまいります。
　なお、９月１日からの２学期開始にあたり、オンライン学習支援の準備や感染防止対策の構築によ
り、原則として開始延期は考えておりませんが、今後の状況により、学校の実情に応じて個別に対応
してまいりますので、ご理解の程よろしくお願いします。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月2日 7月16日 通学路整備について
『千葉県八街（やちまた）市で下校中だった児童５人が死傷した事
故で、現場の市道一帯は危険と指摘されながら、安全対策は手つ
かずだった。ガードレールや歩道の設置を求める要望はあったが、
市は用地買収の難しさを理由に消極的だった』とニュースでありま
した。沼津市内にも子供達が通学路として歩くには危険なところが
沢山あります。数年前には片浜で子供が犠牲なる事故がありまし
た。沼津市でも子供を守るため通学路の整備をお願い致します。
特に、事故の起こってしまった片浜地区（歩道はありますがガード
レールがありません）浮島地区（特に荒久、石川地区からの根方
街道の通学路はガードレールが全くなく子供達スレスレに車が通り
危険です）静浦地区（交通量が多いのに道幅が狭いです）一度、
市長に朝の登校時間に現地に赴いて頂き、どれだけ子供達が危
険な道を歩いているのか見ていただきたいです。事故が起きてか
らでは遅いです。子供が犠牲になってから動くのではなく子供を守
るために対応して欲しいと思います。

　千葉県八街市で発生した交通死亡事故の報に接し、亡くなられた児童に心から哀悼の意を表しま
す。
　本市においては、平成26年に発生した、片浜小学校の児童が犠牲となった交通死亡事故の教訓
等を踏まえた小中学校児童生徒の通学の安全確保を目的に、毎年度、各学校において通学路上の
危険箇所をリストアップした上、通学路安全アドバイザー（学識経験者）、学校関係者、道路関係者、
警察関係者等により構成する「沼津市通学路安全推進連絡協議会」において、現地確認を含む対応
策の協議を行い、その結果に基づき、登下校時の見守りや児童生徒に対する安全指導、道路の危
険箇所の改修等に取り組んでまいりました。
　さらに、令和元年に滋賀県大津市にて発生した散歩中の保育園児が犠牲となった事故等を受け、
昨年度、通学路だけでなく、保育園や幼稚園等の散歩経路等を含む「子供が日常的に集団で移動す
る経路」の安全確保対策を実施することを目的に、「沼津市子供の移動経路に関する交通安全プロ
グラム」を策定するとともに、本年度から、「沼津市通学路安全推進連絡協議会」を母体に、保育園、
幼稚園等の所管課も加わった「沼津市子供の移動経路安全推進連絡協議会」へと組織を拡大し、
ハード対策、ソフト対策の両面から、子供たちの命を守るための活動に取り組むこととしております。
　今後とも市と教育委員会、警察等の関係機関が連携し、通学路を含む子供の移動経路の安全確
保に取り組んでまいります。

学校教育課

7月14日 7月27日 子供の安全について
沼津市で感染者が増加していますが、なぜ子供達のオンラ
イン授業はすすまないんですか？パソコンが一人一台配
布された意味ありますか？
夏休み前の今、感染拡大を食い止めるべきではないです
か？学校の面談も受験生以外は中止した方がいいと思い
ます。

もっと注意喚起するべきと思います。

　本市では、昨年度、国のGIGAスクール構想に基づき市内全小中学生用への１人１台端末やネット
ワークの整備を行いました。ハード面、ソフト面ともに、臨時休業等で子供たちが学校に来られない
状況になった場合にもオンライン学習等により学びを継続できるような準備ができています。
　今年度に入り、不測の事態が発生した場合にオンライン授業を行うことができるようにするため、あ
らゆる教育活動の場において日常的なICT活用を進めています。また、家庭でも学校と同様の学び
が実現できるよう、端末を自宅に持ち帰る準備や試行を進めています。
　児童生徒用端末は、ランドセルに収まる大きさではありますが、教科書やノートに比べてやや重い
ことから、児童生徒の登下校に負荷がかかりすぎないよう配慮する必要があります。そこで、児童生
徒の発達段階に応じた取り組みが必要と考え、端末の安全な持ち帰りができるか、自宅でのイン
ターネット接続ができるか等の確認をしながら、オンライン授業に繋がる端末の持ち帰り試行を段階
的に進めているところであります。
　また、面談についてですが、保護者、学校が相互に学校や家庭での児童生徒の様子を共有し、一
人一人の児童生徒を十分に理解した上で教育につなげていくために大変重要な機会であると捉えて
おります。面談の実施にあたりましては、国が示している「新しい生活様式」の実践例を参考に感染
対策を行いつつ実施することとしておりますが、臨時休業等の状況の場合はオンラインによる面談も
検討してまいりたいと考えております。
　今後も感染状況に注視しながら、国の安全衛生マニュアルに基づき感染防止を徹底したうえで、児
童生徒の学びを着実に進めてまいりますので、何卒、御理解ください。

学校教育課

　　　　　令和３年７月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月10日 6月24日 給食費
先日市教委に電話しましたが 未だ回答が得られないのでこちらから質問さ
せていただきます。
今年度から小学校の給食費を市が管理することになり5月末から小学校は
5100円を10期に渡り引き落としされることになりましたが、育成級(支援級)に
通う子は奨励費という制度があり昨年度までは 年3回奨励費として 半分
戻ってきていました。
しかし
今年度は どのような形でいつ戻ってくるのか？電話で聞いたところ まだ決
まっていないと回答があり  決まり次第プリント配布をお願いしますと言って
電話を切りましたが未だ 返答がありません。
集金するものについては 足早に集めるものの  支払うものに関しては  は何
も言ってこないというのは  どうなんでしょうか？
いつ  どのような形で 奨励費を還付するのでしょうか？
障害児を育てるということは  とてもお金がかかります。こども病院まで 通う
子交通費 それにより 仕事も休まなければなりません
ギリギリ課税世帯なので税金も引かれながら  低所得では無いから  支援を
受けられないものもあります。
そんな中  引かれるのは戻ってくるものはいつなのか？分からない
これでは  生活ができません。
ハッキリとした返答をお願いします

　この度は、特別支援教育就学奨励費の支給につきまして、ご案内が遅くなり、誠に申し訳ございま
せんでした。
　お問い合わせいただきました奨励費の支給時期につきましては、例年のとおり７月下旬、11月中
旬、３月中旬の３回で支給することといたしましたのでお知らせいたします。
　そのうち、給食費に係るものは、10回割賦でご負担いただいた実費の半額を11月中旬と３月中旬
の２回に分けて支給いたします。
　なお、支給の金額及び時期の詳細につきましては、奨励費受給の認定に必要な前年の所得情報
が決定されることに伴い、６月下旬に各小中学校を通して申請書類の提出をお願いする際に、併せ
て資料を配付いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
　今後は、年度替わりの際だけでなく、申請時や支給を行う際などに資料を配付するなど、迅速な対
応と分かりやすい説明に努めてまいります。

学校管理課

6月16日 6月29日 学校行事、子供会・PTA行事
コロナ禍の中ではあるが、学校行事は徐々に平常化し、こ
の春はあちこちで運動会が開かれている。一方、様子見で
秋に延期している学校もある。また、子供会、PTA行事も同
様で、ドッチボール大会も判断が分かれているようだ。
学校ごとに事情があり、市内一律の判断が適さないのは
理解する。しかし、やるやらないについては統一してほし
い。(今回はやっている学校があるのでやってほしい。)同じ
市内で「やった」「やらない」で差がつくのは子供たちにとっ
て不幸。
子供会やPTAについては「コロナに乗じて」行事をやめてし
まえなどという声も聞く。見直しは当然必要だが、もともとは
子供たちの健やかな成長のために始めたものであって、大
人の都合でやめるものではない。
今は昨年のように何でも中止するのではなく、いかに対策
をとりながらやっていくかに尽きる。沼津の子供たちのた
め、ぜひお願いしたいです。

　運動会等の学校行事は、その行事を通した体験が、学校における大切な節目の記憶となり、今後
の進路等にも影響を与える可能性を鑑み、可能な限り実施すべきものと考えております。
　このことから、児童生徒の安全確保を最優先に考慮した上で、各学校がその実情に応じて実施可
能な方法を検討しております。
　教育委員会といたしましても、そうした学校の取組に対し、新型コロナウイルス感染症の感染状況
や国から通知を受けた統一的な対応ガイドライン等を踏まえ、指導助言をしてまいります。（学校教
育課）

　また、PTAや子ども会活動に関しましては、単位PTAをとりまとめる「沼津市PTA連絡協議会」及び
単位子ども会をとりまとめる「沼津市子ども会育成連絡協議会」の各事務局にお伝えし、今後の活動
の参考とするよう依頼いたします。（生涯学習課）

学校教育課

　　　　　令和３年６月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月21日 6月30日 社会教育
日頃、社会教育の振興にご尽力いただき感謝しています。
さて、社会教育の振興を図るため社会教育法第九条の二
に教育委員会の事務局に社会教育主事を置くとあります
が、沼津市の社会教育の現状はどうですか。また、今後に
ついてどのように考えていますか。

　本市では、市民の皆様の生涯にわたる学習活動を支援するために、学習機会の提供などの施策
を継続的に進めているところです。
　現在は、少子高齢化や人口減少など社会の変化に応じた社会教育施策が求められることから、社
会教育主事の資格を有し、専門的な知識を持った職員が事業の企画・立案等の業務に携わっており
ます。
　このような中、令和３年度には新たな教育基本構想を策定し、地域総がかりで取り組む教育の実現
を目指して、地域と学校が協働して行うボランティア活動などの地域学校協働活動に力を入れており
ます。
　この活動を推進するための体制として、地域学校協働本部の設置を順次進めるなど、社会の変化
に応じた社会教育の振興にも努めております。
　今後も社会の変化に注視し、市民の皆様が必要とする社会教育施策を推進してまいります。

生涯学習課

6月28日 7月8日 各中学校の校則について
ブラック校則が話題になっていますが沼津市内の学校でも
下着に関する校則、もしくは暗黙のルールが明らかに存在
しています。
また、制服の本来の意味を成さず、近頃では制服そのもの
が高価になり、購入が負担になっています。
管理する側の勝手なルール作りは基本的人権の侵害であ
り是正すべき事柄ですが全く是正される様子はなく人権侵
害の状態が続いていると思われます。
市長様はこのような沼津市の教育についてどのようにお考
えなのかご意見を是非お聞きしたいと思います。

　まず、中学校の校則につきましては、中学校での共同生活を円滑に送るため、生徒が共通して守るべきルールとして定められているもの
であり、生徒一人一人がそれぞれのルールが定められている理由を理解した上で、それらを守ることが、社会に出てからも様々な集団の
中でルールを守り、ひいては国家や社会の形成者としての責任を果たすことにつながるものと考えております。
　一方で、学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況が急速に変化する中においては、最終的に校長の権限において内容の見直しが行
われる校則についても、地域の状況、時代の進展などを踏まえ、学校・児童生徒の実態、保護者の考え方等を反映させる仕組みが取り入
れられるべきものと考えております。
　教育委員会といたしましては、各学校における校則見直しの際、保護者や地域の意見が反映されたものとなるよう、学校運営協議会や
学校評議員会等における検討を支援してまいります。
　次に、制服につきましては、各生徒の家庭環境の差異による服装への表れを原因とするいじめを防止すること、自らが中学生としての自
覚を持ち、自分を律することができるようにすること、また華美な服装等に注意を払うことなく、校内で学業に集中できるようにすることを目
的としており、その着用についても、校則に規定されていますが、制服の購入をはじめとする中学校進学時の金銭的負担に対しては、所得
の低い方を対象とした就学援助制度により、その軽減を図っております。
　さらに、外見の性に即した制服の着用に苦痛を感じる生徒に対しましては、人権上の配慮として、生徒の想いに配慮しつつ、制服の着用
にあたり個別に対応するとともに、各学校が校則を見直す際などには、制服についても学校、生徒及び保護者の理解が相互に深まるよ
う、情報提供等に取り組んでまいります。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月6日 5月18日 香貫小について
香貫小の前の道は毎日利用します。見上げると、草がボー
ボーに茂り、植木には、つた性の植物がおおいかぶさって
います。
本来なら、きれいに桜がさき、つつじがみごとに咲くいけが
きですが、今は草がおいしげり、廃墟の様です。
とても、とても、とても悲しくなると同時に、今通学している
子供達がかわいそうになります。今通学している子達が卒
業後に思い出した時に、自慢出来る様な環境とは思えませ
ん。市の中心にある学校はきれいに整備されている様に見
えますが・・・
PTAにたよれないなら、きちんと予算を立ててきれいにして
あげてほしいです。

　ご指摘いただいた場所につきましては、用務員等による少人数での清掃では除草、剪定作業が困
難なため、例年、ＰＴＡ主催の奉仕作業において清掃をしていただいております。しかしながら、昨年
度は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、作業を実施することができず、つた性の植物が
生い茂り、ご指摘いただいたような状況となってしまいました。
　今年度は取り急ぎ、市職員により除草作業を実施することといたします。
　学校施設の管理につきましては、引き続き、学校とも連絡を密にし、安全・安心で衛生的な学習環
境を確保することはもとより、景観へも配慮した整備に努めてまいりますので、ご理解とご協力の程
よろしくお願いいたします。

学校管理課

5月11日 5月24日 学校、子供と保護者の感染対策
静岡県の感染者数が増加していて20日頃にはステージ3に
なるとテレビで専門家が言ってます。
子供の学びを止めない為にも、今一度学校の感染対策の
強化と、保護者の集まりや学校への出入りを今は完全ス
トップし、落ち着くまで禁止したらどうですか？
GWに感染した人が発症するのは今週、来週からがかなり
危険と思います。
子供の生活を守るためにも、まず子供を保護する義務のあ
る親の命を守ることが大切ではないですか。
保護者間で感染爆発したら子供はどうなりますか。誰が面
倒見るんですか。
子供のオンライン授業や、保護者会、自治会会議はなぜ感
染拡大中にも関わらず未だにリモートにならないのです
か。利用出来る端末があるのに、違和感しかありません。

　本市小中学校においては、従前より、児童生徒や教職員の日々の体温測定をはじめとする健康観察はもとよ
り、保護者や関係者が一度に来校する人数の制限、来校時の体温測定やマスク着用、手洗いの徹底等に取り組
んでおります。
　また、児童生徒と同居する保護者等が濃厚接触者に特定された場合には、その児童生徒についても保護者等
の安全が確認されるまで出席停止とする等、校内における感染防止の徹底に努めております。
　教育委員会といたしましても、今後の変異株の感染状況に留意しつつ、前述の対策に加え、児童生徒、保護者
等の感染拡大地域への移動に関する注意喚起を徹底する等、小中学校と連携して迅速な情報収集と児童生徒
を感染から守る取組を一層進めるとともに、緊急時の学校休校時にも学びを止めないための取組として、児童生
徒1人１台端末の自宅への持ち帰りの試行等を順次行っており、リモートでの対応の準備を進めております。

　PTA活動につきましては、沼津市PTA連絡協議会の単位PTA会長会において、会合や活動の際には感染症対
策を徹底するようお願いをしております。
　また、いただいたご意見は、単位PTAをとりまとめる沼津市PTA連絡協議会の事務局に伝え、感染状況を踏まえ
たPTA活動のあり方について、引き続き考えていただくよう、依頼してまいります。

　自治会活動につきましては、４月以降、関西及び関東での感染者が増加し、３回目の緊急事態宣言が発令され
ていることから、各地区連合自治会及び各自治会に対して、活動時の留意点や会合の開催方法などについて、
随時お知らせしております。

学校教育課

　　　　　令和３年５月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月17日 5月31日 市内中学校について
授業中、先生がマスクをせず話して授業していると、生徒
から聞きました。

英語の授業で発音を学ばせるなら、フェイスシールドなどで
カバーして欲しいです。

教師が生徒の見本になり、市職員として市民の安全を守る
べきなのでは？
教育委員会の教師への指導を徹底させて欲しいと感じま
す。

この度は市内中学校の一部授業におけるマスクを外した指導について大変ご心配をおかけしております。
　教育委員会から当該中学校に事実確認を行ったところ、英語の発音の学習の際、口形を示すため、一時的にマ
スクを外して指導を行っていたことを確認いたしました。
　ご指摘のとおり、口形を示すのであれば、フェイスシールド等を使用するなど、感染対策に配慮する必要があっ
たと考えます。
　今後は発音の授業であっても、ＣＤで発音を聞かせる映像等で口形を示す等の対応により、感染防止の徹底を
図りながら授業を行うよう、管理職から教職員へ指導を行いました。
　県内では５月14日には静岡県新型コロナウイルス警戒レベルが「警戒レベル５（特別警戒）」に引き上げられる
中、市内小中学校においては、4月28日に文部科学省から通知された最新版の「学校における新型コロナウイル
ス感染症に関する衛生管理マニュアル～学校の新しい生活様式～」に基づき、感染防止対策に取り組んでおりま
す。
　今後も、今回のご意見を踏まえた対応を含め、コロナ禍においても児童生徒が安心して学校生活を過ごせるよ
う、教育委員会といたしましても、学校現場の状況把握に努め、小中学校と連携して感染拡大防止対策の徹底を
図ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月20日 4月28日 旧内浦小学校
前年度に長井崎中学校に合併され内浦小学校校舎は使
用されなくなりましたが、今後内浦小学校校舎をどのように
利用するのか教えてください

提案としては旅館やコスプレイヤーのための施設になった
りするとうれしいです

　本市においては、「沼津市公共施設マネジメント計画」及び「沼津市個別施設計画」を作成し、個別
施設の状況を踏まえながら、建物ごとに講じる対策内容や実施時期等の整備方針などを定め、公共
施設の最適化を計画的に推進しております。
　ご質問の旧内浦小学校校舎についてですが、沼津御用邸記念公園内にある歴史民俗資料館の老
朽化が進行しているなどから、旧内浦小学校の建物を転用改修し、歴史民俗資料館を現在の場所
から移転する検討を進めているところです。

学校管理課

4月28日 5月12日 新型コロナウイルス変異株急拡大に伴う小中学校感染対策について
　都内の小学校で変異株クラスターが発生しました。全国的に変異株が急拡大し
ています。若者でも重症化するケースが出てます。沼津市も今後感染者急増の恐
れがあります。小中学校は保護者や人の出入りを中止するなど感染対策の徹底
を強化して下さい。子供を守って下さい。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス変異株の感染拡大に対し、大変ご心配され
ていることと存じます。
　本市小中学校においては、従前より、児童生徒や教職員の日々の体温測定をはじめとする健康観
察はもとより、保護者や関係者が一度に来校する人数の制限、来校時の体温測定やマスク着用、手
洗いの徹底等に取り組むとともに、児童生徒と同居する保護者等が濃厚接触者に特定された場合に
は、その児童生徒についても保護者等の安全が確認されるまで出席停止とする等、校内における感
染防止の徹底に努めております。
　教育委員会といたしましても、今後の変異株の感染状況に留意しつつ、前述の対策に加え、児童
生徒、保護者等の感染拡大地域への移動に関する注意喚起を徹底する等、小中学校と連携して迅
速な情報収集と児童生徒を感染から守る取組を一層進めてまいります。

学校教育課

　　　　　令和３年４月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

1月27日 2月10日 学校等のコロナ対応
　子供の通う学校でコロナ陽性者が出ました。
　ところが学校からは何も連絡も情報もなしで、我が家の耳に入ったのも他の保
護者からの情報です。
　噂のみでは子供を行かせてもいいのかわからず登校時に一緒に学校に行き先
生に話をお聞きしました。
　最初に対応くださった先生は「このことに関することはお話しできません」の一点
張りで、らちが明かなかったので校長先生にお話を聞いていただきました。
　休校に関することも、公表の有無も保健所と教育委員会との協議にのっとった
対応になっている、とのことでした。
　濃厚接触者がいないということで休校にならないのなら、その旨をきちんと公表
するべきです。
　何も言わないから噂が独り歩きし、疑心暗鬼になるのだと思うのです。実際、怖
いから休ませた、というご家庭もあります。
　が、それは噂で知ったから取れた行動ですよね。
　うわさで流れてきた家だけ、対応を考えられる、考える余地がある、というのがお
かしいと思います。噂が届かなかった家庭は何も知らないで普通に子供を送り出
してるということですよね。
　今後ももし何も公に情報をいただけないのでしたら、噂を積極的に取り入れて行
動することになります。それが自己防衛ですから。
　知らぬが仏では済まないことです。
　結局我慢を強いられるのも、危険にさらされるのも子供たちです。
　早急に対応お願いします。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況に大変ご心配のことと存
じます。
　新型コロナウイルス感染症につきましては、保健所が感染された方に対する聞き取り調査を行い、
濃厚接触者の特定等を行った上で、本人の同意が得られた情報のみ市が提供を受け、ホームペー
ジにて公表しております。
　本市教育委員会及び学校は、学校関係者に濃厚接触の疑いがあることが判明した場合には、保
健所の指導等により濃厚接触者等が特定されるまでの間、関係する一部学校において臨時休業を
実施する等、感染拡大防止の対策を講じるとともに、感染者はもちろんのこと、濃厚接触者に特定さ
れた場合にも出席停止とする等、児童生徒の安全確保の取組を行っております。
　その上で、臨時休業を行う必要が生じた場合や、その後の濃厚接触者等の特定を踏まえた保健所
との協議の中で、学校での安全が確認され、学校を再開する場合には、その旨を保護者の皆様にご
連絡する一方、濃厚接触者等が特定され、保健所の指導等により安全が確認された場合には休業
とせず、学校を継続することとしております。
　本市教育委員会及び学校は、引き続き、児童生徒をはじめとする学校関係者の安全確保に向けた
情報収集及び迅速な対応に努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

学校教育課

1月28日 2月12日 第一小学校　登校時間
　今まで、コロナの影響で、7時50分から8時までの登校時
間になっていますが、4月からは元のように、せめて30分に
は学校をあけてほしいです。
　低学年の子どもがいるため、私の仕事の出勤時間があり
ますので、子どもを送り届けると仕事に間に合わないため、
困っております。
　改善をお願いしたいです。

　保護者の皆様におかれましては、学校の新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に御理解・御協
力をいただき、ありがとうございます。
　現在、第一小学校の登校時間につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、
登校時の健康チェック等を教職員が確実に行うため、７時50分から8時までを登校時間とさせていた
だいております。
　今後の感染状況等によっては、4月以降も現在と同様、児童の安全確保を第一に考え、登校時の
健康チェック等を継続しなければならないことが想定されます。
　保護者の皆様にご負担をおかけしますが、現在と同様のお願いをする際には、趣旨をご理解の
上、引き続きご協力いただきたく、よろしくお願いいたします。

学校教育課

　　　　　令和３年１月分「市民の声」

35



　

受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月7日 12月17日 新型コロナウイルス感染症対策予算
　市議会だより第２２９号に，新型コロナウイルス感染症対
策予算として，小中学校の端末及び大型提示装置の取得
として挙げてありますが，子どもたちや教職員を守るため
に，それよりも感染症対策に直結することに予算を使って
いただきたいです。
　換気のため常に窓を開けておかなければならないのにエ
アコンがなく寒風が吹き込む特別教室，消毒薬が高価なた
め毎日の机椅子の消毒に使っているのは食器用洗剤，イ
ンフルエンザも心配されるこの季節に加湿機のない乾燥し
た教室や職員室，教職員による毎日の放課後の消毒作
業，何より３０人以上の児童がひしめく密な教室。
　端末や大型提示装置よりも，それらの改善に予算を使っ
ていただきたいです。

　ご指摘の小中学校の端末及び大型提示装置につきましては、国のGIGAスクール構想の前倒しに
伴う整備ではありますが、新型コロナウイルス感染症拡大の緊急時には、端末を貸し出してオンライ
ン学習を実施したり、大型提示装置を活用して分散授業を実施したりするなど、児童生徒の学びを保
障をするためにも必要なものであることから整備するものです。
　また、端末及び大型提示装置の整備に先立ちまして、感染症対策として、学校の規模に応じた予
算措置を行い、アルコール消毒液や手洗いせっけんはもとより、非接触型体温計、換気に必要な
サーキュレーター、加湿器や空気清浄機等の物品を各学校の実情に合わせて整備しております。
　今後も、文部科学省の衛生管理マニュアルに基づき、学校の新しい生活様式を踏まえた中で、児
童生徒の健康・安全を第一に、学習内容や活動内容を工夫しながら、教育活動を継続していくよう、
冬季における換気や、日常の消毒、身体的距離を確保など、学校ごとの状況によりできる限りの感
染対策に努めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

学校管理課

12月21日 2月9日 成人式
成人式　式典中止は大変残念です。
藤枝市、河津町、松崎町、
西伊豆町は抗原検査により
成人式実施するようです。
沼津市も抗原検査実施して
成人式を開催できないでしょうか？
沼津は学校別で集まるので
感染対策を徹底して成人式開催願います。
何卒よろしくお願い致します。

　「二十歳の集い」の式典は、二十歳を迎える新成人の皆様が社会人としての義務と責任を自覚す
る場であり、一生に一度の節目を地域をあげてお祝いするものです。
　本市では、17中学校区に会場を設け、企画・運営に当たられる各自治会・青少年を健やかに育てる
会・青少年育成推進員等、ご協力いただく地域の皆様と話し合いながら、式典時間の短縮や会場の
変更等、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたできる限りの対策を講じて、開催の準備を進
めておりました。
　感染が拡大する中で、12月21日に、県から成人式のあり方について再考するよう要請があったこと
も踏まえ、抗原検査を実施して、式典を行うことも検討いたしました。しかし、年末年始を挟み、検査
キットを調達して式典の前に新成人の皆様の手元に届けることは時間的に困難な状況でした。
　また、式典を開催することで、人の移動や集まりのきっかけを作り、感染リスクを高めることが懸念
されることから、本市では、例年実施している式典という形式をとらずに、令和３年「二十歳の集い」
の開催方法を変更することとし、新成人の皆様をお祝いするために、新たにインスタグラムで友人と
の交流や成長した姿を見ていただく場を用意するとともに、恩師や沼津にゆかりのある著名人からの
お祝いメッセージ動画等を配信しました。
　「二十歳の集い」を楽しみにされていた新成人の皆様やご家族、開催に携わっていただいた関係者
の皆様には大変心苦しい限りですが、市民の皆様の健康と安全を最優先に考えた結果の、苦渋の
決断であることを何とぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

生涯学習課

　　　　　令和２年12月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月23日 2月9日 成人式
一生に一度の成人式がなくなるなんて、
子供たちがかわいそうすぎます。
そんな、簡単にやめるのではなく、
代替を考えます、とか言えなかったのでしょうか？
たとへば、来年のお正月にそういう機会を設けるとか、夏
夏の成人式にするとか、
今年はできて、再来年もやるのに、今度の成人だけないの
はあまりにもかわいそうすぎます。リモートなんて、参加し
たいと思いますか？
もし、自分がその立場なら、と考えてあげてください。

　「二十歳の集い」の式典は、二十歳を迎える新成人の皆様が社会人としての義務と責任を自覚する場であり、一
生に一度の節目を地域をあげてお祝いするものです。
　本市では、17中学校区に会場を設け、企画・運営に当たられる各自治会・青少年を健やかに育てる会・青少年
育成推進員等、ご協力いただく地域の皆様と話し合いながら、式典時間の短縮や会場の変更等、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止に向けたできる限りの対策を講じて、開催の準備を進めておりました。
　しかしながら、感染が拡大する中で式典を開催することは、人の移動や集まりのきっかけを作り、感染リスクを高
めることが懸念されること、また、県からも成人式のあり方の再考について要請があったことから、感染リスクを考
慮した適切な式典のあり方を検討し、例年実施している式典という形式をとらずに、令和３年「二十歳の集い」の
開催方法を変更することといたしました。
　延期につきましても検討しましたが、全国的に新型コロナウイルス感染症拡大の収束がみえない現状におい
て、延期時期の見通しを立てることは困難な状況であり、また、新成人の皆様の式典出席に伴う帰省など、スケ
ジュール調整や準備のために要する費用のご負担等を考慮し、開催することは困難であると判断いたしました。
　その中で、新成人の皆様をお祝いするため、コロナ禍においても新成人の皆様の記憶に残るよう、当日の式典
に代えて、インスタグラムで友人との交流や成長した姿を見ていただく場を用意するとともに、恩師や沼津にゆか
りのある著名人からのお祝いメッセージ動画等を配信いたしました。
　「二十歳の集い」の式典を楽しみにされていた新成人の皆様やご家族、開催に携わっていただいた関係者の皆
様には大変心苦しい限りですが、市民の皆様の健康と安全を最優先に考えた結果の、苦渋の決断であることを
何とぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

生涯学習課

12月21日 2月9日 成人の集い
町内で青少年育成委員してます。
当日、成人の集いの手伝いをしなくては行けません。
狭い室内で、成人の誘導をしなくてはなりません。
行きたくないのですが、私たち役員が行かなければ
式が成立しません！
成人達は参加の可否がありますが、私たちには、
ありません。
中止にしてください！
役員の方々もほぼ高齢者です！
みんな中止にしてほしいと言っています！
ただ役員だからといって、参加させてよいのでしょ
うか？
もし決行するのであれば、役員の人達にも、
拒否権をください！
よろしくお願いします！

　「二十歳の集い」の式典は、二十歳を迎える新成人の皆様が社会人としての義務と責任を自覚す
る場であり、一生に一度の節目を地域をあげてお祝いするものです。
　本市では、17中学校区に会場を設け、企画・運営に当たられる各自治会・青少年を健やかに育てる
会・青少年育成推進員等、ご協力いただく地域の皆様と話し合いながら、式典時間の短縮や会場の
変更等、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたできる限りの対策を講じて、開催の準備を進
めておりました。
　しかしながら、感染が拡大する中で式典を開催することは、人の移動や集まりのきっかけを作り、感
染リスクを高めることが懸念されること、また、県からも成人式のあり方の再考について要請があった
ことから、感染リスクを考慮した適切な式典のあり方を検討し、例年実施している式典という形式をと
らずに、令和３年「二十歳の集い」の開催方法を変更することといたしました。
　開催に向け、地域の皆様にご尽力いただきましたことに心からお礼申し上げるとともに、今後も地
域の皆様と共によりよい「二十歳の集い」を開催してまいりたいと思っておりますので、何とぞお力添
えいただきますようお願いいたします。

生涯学習課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月26日 11月9日 二十歳の集い
　これから冬に向けて、またコロナが流行る可能性が大き
いですし、新二十歳も若いので重症化はしにくいとは言え、
保菌者を増やすリスクは避けるべきかと来賓は挨拶を紙面
で済ませるとのことですし、それなのに新二十歳にリスクを
負わせるというのはどうかと思います。

　本市の「二十歳の集い」は、各地域の特色を生かし、地域的な結びつきを重視した地区開催で二十
歳になる若者を祝う式典として実施しております。
　本年度の式典については、企画・運営にあたられる各自治会、青少年を健やかに育てる会等の地
域の代表者と協議を重ねた結果、二十歳になる若者にとって一生に一度のことであり、今後の人生
の歩みを進める大切な記念日であることから、規模を縮小して開催することといたしました。
　主催者として、新型コロナウイルス感染防止のために、式典の開催時間の短縮、来賓招待の見合
せ、新型コロナウイルス感染症防止対応チェックリストの作成等、対策の徹底を図ります。
　しかし、感染防止には、二十歳になる若者一人ひとりのご協力が不可欠であると考えております。
　二十歳の皆様には、案内状の中で、体調管理をはじめ、日頃から感染防止対策を講じていただき、
大人として自覚のある行動をとっていただくようお願いします。
　開催方法や内容が限られておりますが、思い出に残る式典にしたいと考えておりますので、ご理解
いただきますようお願いいたします。

生涯学習課

10月27日 11月11日 中学校新人戦の観戦
　サッカー部の子供がいる親です。
　コロナの影響で観戦が中止されました。
　保護者会として、子供たちがよりよくサッカー部活動がで
きるように協力していきたいと思っています。ですが、唯一
子供を応援できるサッカーの試合を誰も見に来てはいけな
いのでは、子供たちの様子もわからず、もどかしい気持ち
です。子供たちの送迎だけやり、応援もできないのは残念
でなりません。
　駐車場で待つように言われましたが、ショックでした。

　ご意見をいただいた中学校サッカーの新人戦は、沼津市サッカー協会が市立中学校の顧問部会
にその運営を委任しております。
　新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中、各中学校では、授業時数が確保できな
くなる臨時休業に繋がる「感染リスク」をできる限り避ける観点から、従前同様の感染予防対策を継
続する必要があると判断し、沼津市校長会での申し合わせを踏まえ、新人戦の運営方法を決定した
ものと伺っております。
　また、種目によっては、会場の感染予防対策が出来ない等の理由で中止としたものもあると確認し
ております。
　教育委員会といたしましては感染予防対策の徹底を図りつつ、保護者観戦についても可能な範囲
で配慮するよう、ご意見をお伝えしてまいります。

学校教育課

　　　　　令和２年10月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月10日 7月21日 小中学校の夏休み
　先月、小中学校の夏休みを10日にすると決定した沼津市
を支持します。学校で配られたおたよりに、その理由は、軒
並み延期になっている特別活動や行事をなるべく中止する
ことなくやってあげたいからと。この理由が素晴らしくて感
動した。大人にとってはただの１年、今年はしょうがない、で
終わるかもしれないが、子供にとってその１年はその時し
かない。修学旅行に行けなかった６年生はもう二度と小学
生として修学旅行に行くことはできない。子供のことを考え
た素晴らしい決定だと思う。沼津市にもこういう考えを持っ
た職員がいることは自信を持っていい。もっとこういう考え
を積極的にPRしたらよい。そうすれば子育てしにくい沼津
市の印象も変わるのではないか。長泉に負けるな！応援し
てます。

　教育委員会は、６月１日からの学校再開に併せ、学力保障の観点から夏休み期間の短縮による授
業日数の確保を検討する際、児童生徒が知識の詰め込みにより過度のストレスを感じることがない
ようにするとともに、修学旅行や運動会等の行事を通した体験が、学校生活における大切な節目の
記憶となり、卒業後の進路等にも大きな影響を与えるものであることに鑑み、行事等が可能な限り実
施できるよう、夏休み期間を令和２年８月８日から８月17日までの10日間と決定いたしました。
　今後とも、児童生徒の学力保障のための取組を進めるとともに、学校生活における様々な体験を１
人１人が記憶に残せるよう努めてまいります。

学校教育課

　　　　　令和２年７月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月17日 6月26日 学校
　マスクをしているのにクーラーをかけてもらえない。あつ
い。
　しっかりとクーラーをかけてください。
　夏休みの短しゅくはおかしい。
　このままだと倒れる人も出そう。無理して行かなくても良
いことをはっきりと伝えてください。

　マスクの使用について、文部科学省等から、学校教育活動において近距離での会話や発生等が
必要な場面も生じうることから、飛沫を飛ばさないよう、基本的には常時マスクを着用することが望ま
しいとされております。このため、熱中症などの健康被害の発生を防ぐため、既に設置済みのエアコ
ンについて、学校に使用を許可しておりますが、あらためて熱中症予防の観点から、エアコンの使用
について徹底するよう指導いたします。
　今後盛夏に向け、必要に応じたエアコンの使用等、良好な教室環境の確保による熱中症予防を図
りつつ、学校における授業を通じた学力の定着に努めてまいりたいと考えております。
　また、本年度は、各学校の休業期間が長期化したことから、必要な授業時数を確保するため夏季
休業期間を短縮することといたしました。

学校教育課

　　　　　令和２年６月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月11日 5月20日 学校の休校延長
　学校の休校延長という市長の判断にはがっかりした。市
内ではこの１ヶ月感染者は出ていない。沼津は教育に力を
いれているなら、子どもたちのことを考え、5月21日再開の
まま貫いてほしかった。近隣市町村が軒並み5月末だか
ら、一つだけ飛び抜けるのが嫌だから、責任とるのが嫌だ
から延長したようにしか見えない。沼津はやるんだ?という
ような強い姿勢を見せてほしかった。勿論、市内で感染者
が出たら即休校だと思う。感染者が出ていない今再開しな
ければ、いつ再開できるかわからない。そうなったらそれこ
そ勉強も何も間に合わない。感染者が出ていない今のうち
に、エアコンの必要がなく換気が一番しやすいこの季節の
うちに再開し、少しでも前に進めておくべきだと思う。国も学
校は地域の実情に応じてと言っている。

　新型コロナウイルスにつきましては、国の緊急事態宣言が延長される中、本市において学習の機
会がどのように確保されるのか、強い関心をお持ちいただいていることと存じます。
　本市教育委員会は、市長部局と検討の上、５月５日、市立学校（幼稚園・小中(中等部）・市立高校）
の休校期間を、国の緊急事態宣言の延長により５月31日まで延長しました。
　これまで、市民の皆様からは、早期の学校再開や登校日の設定等を求める意見をいただく一方、
学校再開に反対する意見も多数寄せられております。
　そうした中、本市においては、学校再開の反対、国の緊急事態宣言の動きや近隣自治体の感染者
の発生状況、県外からの観光客の動向等を総合的に勘案し、児童生徒の安全を第一に考え、休校
期間を決定し、速やかに市民の皆様にお知らせするよう努めてまいりました。
　今回の休校期間の延長に際しては、国が感染状況により緊急事態宣言の見直しを行っていくこと
を表明していること等から、本市においても、本市及び近隣自治体の感染状況等も踏まえつつ、時差
通学、学年別等の分散登校や、休校期間の短縮を含めて変更することも考えております。
　今後、安全確保に最大限留意しながら学校再開の時期等を決定の上、早期に皆様にお知らせして
まいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいいたします。

学校教育課

5月12日 6月1日 子供達の家庭学習
　大変な状況の中、日々のお勤めお疲れ様です。
　市立の学校が休校の為、自宅で学校から出された課題を
自宅学習として子供達は日々こなしています。
　先週新しい課題を出されました。
　長い間休校になっているので色々やらなければいけない
事は分かりますが、マスク作成、生物・植物の育成観察な
ど材料を準備しなければ出来ない課題がでました。
　感染者が出ていないとはいえ、まだ休校中で外出自粛と
言われているのに買い物に行かなければなりません。
　何かがおかしくないですか？矛盾していませんか？

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からの学校臨時休業期間中、保護者の皆様におかれま
しては、ご家庭における学習の見守り等、ご負担をお掛けしております。
　休校期間中、児童生徒の皆様が取り組んできた課題のうち、マスクの作成や生物・植物の育成観
察等、資材が必要なものについて、市教育委員会で確認したところ、基本的に自宅において調達可
能なものを使用するか、学校が調達したものを保護者を通じて児童生徒にお届けすることで、できる
限り資材を店舗で購入する必要が生じない形が取られているものの、結果として自宅にて調達でき
ない場合、保護者の皆様にご負担をおかけすることとなり、申し訳ありませんでした。
　各学校に対しましては、いただいたご意見をお伝えするとともに、家庭の事情等に配慮した取り組
み内容の設定等、必要な配慮をするよう求めてまいります。

学校教育課

　　　　　令和２年５月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月20日 6月1日 市立小中　ゴミ箱
　来週から分散登校が開始されます。保護者としてはホっ
とする反面、気を引き締めて対策をせねば?と思っていま
す。
　そこで、学校の各クラスにあるゴミ箱をとうぶんの間排除
しては??と思います。生徒・児童それぞれがゴミ袋を登校時
の持ち物とし、自分の出したゴミを自宅へ持ち帰り処分す
れば、最悪コロナによって排出された鼻水や痰などで汚れ
たティッシュを教室内のゴミ箱に放置する事を防げます。
　うつすのも、うつされるのもイヤです。
　実は、我が子の通う金中には同じ内容でメールを送信し
てありますが…今の所対応がありません。市内全ての生
徒・児童の皆さんのリスクを少しでも減らせるよう取り急ぎ
検討して下さいますようお願いいたします。
　子供たちが少しでも安心して学校に通う為に、出来る事
は何でもしたいと思います。

　本市においては、静岡県に対する国の緊急事態宣言の解除に伴い、市立学校（幼稚園・小中(中等
部）・市立高校）の再開を決定し、５月18日以降、各学校にて分散登校を開始することを開始しました
が、換気、マスクの着用、手洗い、ソーシャルディスタンスの確保等、学校における新型コロナウイル
ス対策の徹底は、学校再開の大前提であると考えております。
　また、マスクの捨て方等について、環境省から「ごみは直接触れない」「ごみ袋はしっかり縛って封
をする」「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心掛けるよう注意喚起していることから、関連するリーフ
レットを学校に配付し、取組を徹底するよう学校に依頼しました。
　さらに、ご意見をいただいたゴミ箱の撤去とゴミの持ち帰りの徹底につきましては、感染拡大防止の
観点から有効であると考えられる一方、ゴミの持ち帰りによる児童生徒の帰宅時の負担が増大する
ことから、ゴミ箱の安全な場所への配置やポリ袋による密閉の徹底等を含め、学校の実情に応じて
取り組むよう、指導を行ってまいりたいと考えております。

学校教育課

5月25日 6月8日 市立学校の夏休み10日間
　沼津市において、市立学校の夏休みが10日間と発表さ
れた。過剰に早目の休校措置をとった為に、後にしわ寄せ
がきてしまうのは当たり前。
　休校日数多い分、他より詰め込みの教育になる？簡単に
は容認できません。
　しかも感染者が多い東京が14日間なのに、何が違う？そ
もそも、夏休みはなぜ長いのか？一人も熱中症や　食中毒
を出すんじゃないぞ！！
　また、部活動の大会など他高校との連携に支障をきたさ
ない事！！
　コロナだけがリスクではなく、色々なリスクの中で生活して
いる。
　1　or　0　の判断では、何も出来なくなる事を理解している
のか？
　適正な判断ができないなら、最初から独自判断せずに県
の意向に沿う事！！

　本市においてはこれまで、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、児童生徒の安全を確保するこ
とを第一に考え、休校期間の延長を実施してまいりました。
　そのため、学校再開の決定に併せ、学力保障の観点から夏休み期間の短縮による授業日数の確
保を検討してまいりましたが、その際、授業日ごとに過度に時数を詰め込まず、また節目毎の行事も
可能な限り実施できるよう、夏休み期間を令和２年８月８日から８月17日までの10日間と決定したも
のです。
　さらに、７月から８月にかけて、校舎内で安全に授業を実施できるよう、中学校のエアコン設置を当
初予定よりも前倒しにて実施する等、熱中症や食中毒防止のために必要な対策を講じてまいりま
す。
　なお、県立高校については、各学校の校長裁量で決定します。市立高校・中等部についても、
中高一貫教育の観点から、高校・中等部とも、8月8日から19日までといたします。
　部活動等、他の高校との連携した活動が必要な場合には、支障が生じないよう調整してまいりま
す。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

　本市及び市教育委員会はこれまで、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、児童生徒の安全を
確保することを第一に考え、休校期間の延長を実施してまいりましたが、その間、保護者の皆様への
教科書・プリント等の配付時や電話、テレビ会議システム等による児童生徒の皆様の状況確認、各
種動画の小中学校ポータルサイトへの掲載等による学習支援等に努めてまいりました。この間、家
庭における学習の見守り等、保護者の皆様には多大なるご負担をおかけしました。
　５月18日から５月３１日までの学校再開の準備期間は、分散登校等による３密の回避とともに、通
学路や学校への慣熟期間として設け、６月１日から通常の授業を実施してまいりますが、休校期間
に児童生徒の皆様が取り組み、担任に提出したプリントにつきましては、その期間における児童生徒
の頑張りの成果として、学習評価につなげていきたいと考えております。
　また、学校からのメールにつきましては、安全確保の徹底についてだけお願いするのではなく、児
童生徒及び保護者の皆様の不安解消につながるよう、適切な記述に努めてまいります。
　次に、夏休み期間についてですが、学校再開の決定に併せ、学力保障の観点から夏休み期間の
短縮による授業日数の確保を検討する中、授業日ごとに過度に時数を詰め込まず、また節目毎の行
事も可能な限り実施できるよう、夏休み期間を令和２年８月８日から８月17日までの10日間と決定い
たしました。
　そのため、夏季においても第２波、第３波という形で感染拡大が起こることが懸念されることから、
検温、手洗い、エアコン使用中の換気の徹底、３密とならないようにするための教室内のレイアウト
変更等を行うことで、可能な限り感染拡大の防止を図ってまいります。
　また、児童生徒本人や保護者、同居のご家族等が感染した場合に重症化するリスクが高い場合に
は、出席しない場合においても、欠席扱いとせず、インフルエンザの感染時と同様、出席停止扱いと
することで、進級や卒業に影響が生じないように配慮してまいります。。
　保護者の皆様におかれましては、前述の感染防止対策、感染への不安から通学をさせたくないと
考える家庭や重症化リスクを持つ家庭に対する対応について、学校等を通じて説明してまいります
ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

夏休み短縮は反対
　沼津市で子供を育てる者です。
　巷では小中学校の夏休み大幅短縮がさせることがニュースになっていま
す。
　しかし、私もそうですが、周りの多くの親は夏休みの短縮は反対です。
　コロナの関係で、阿部さんの一声で突然休校が決まり、子供たちはある日
突然学校に行けなくなりました。休校といっても休みではなく、学校からは
「外に出るな」「友達と会うな」という注意のメールばかり、励ましの連絡は一
切ありません。更に学校からは何の援助もないまま宿題のプリントだけを渡
され、（その割には学校側は、いまだに採点さえされていません）、子供たち
にとっては単に苦痛の日々でした。
　その間、先生方も何もしていなかったとは言いませんが、親から見えるもの
としては単に親にメールを送って呼び出し、プリントや注意書きを渡すだけで
す。３か月もあれば、その気になれば１日数人でもばらばらに学校に来させ
て会話をしたり、希望者にちょっとした補習をしたりできたはずですが、その
ような動きは全くありません。要するに子供と学校の接点はゼロでした。
　学校が再開した今でも、先生の健康診断や研修などで休みが続き、そうい
うのは休校の間にやっておけばよかったのでは？と思います。
　しかも、久しぶりの登校初日に学校から早速送られてきたメールは何かと
思えば、「友達と会うな。家から出ないでください。」「名札が付いていない子
がいた。しっかりつけてください。」と、これが久しぶりの登校初日にわざわざ
伝えなくてはいけないような重大ごとでしょうか？およそ、子供や親の気持ち
に寄り添った連絡ではありません。全く何も考えずに、自分たちは上から言
われたことをこなすこと、そのために子供を管理しているとしか思えません。
　それでいて、夏休み短縮ですか？全く、理屈に合いません。子供たちの気
持ちを一切考えずにアリバイ作りをしているようにしか思えません。子供の
学習は、授業数だけで決まるものではありません。こんなことをするのであ
れば、休校中に子供に渡した宿題は何だったのですか？また、夏休み短縮
という重要な情報が、当事者である親子には全く説明されず、いきなり新聞
で公表されるという経緯自体にも問題があります。
　何より、感染リスクのため、６月になってもまともに学校が運営できるかわ
からない中、クーラー聞かせた締め切りの教室で子供を集めて、感染したら
どう責任を取るのでしょうか？熱中症になったらどうしますか？そのようなこ
とが起これば、世間でも大騒ぎになるでしょう。私は騒ぎます。
　もちろん、夏の間も希望する子には補習をやってあげるなどの制度は大変
いいと思います。要は、一律にやらなくてもいいのではないか、ということで
す。

学校教育課6月8日5月27日
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月27日 6月5日 夏休み（中学校）
　子が中学校に通っています。
　夏休み短縮には大反対。
　コロナが終わっていないのにムリヤリ毎日通わせて感染
したら責任とってくれるんですか。予防対策は具体的には
どうするのか？子と親への説明は？
　誰がどのように決めたのか？
　子供や親からの意見は聞いたのか？

　夏休み期間の短縮及び夏季の授業の実施につきましては、夏季の中学校在校時の感染及び
再度の感染拡大時の対応についてご心配されていることと存じます。
　本市及び本市教育委員会はこれまで、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、生徒の安
全を確保することを第一に考え、休校期間の延長を実施してまいりましたが、学校再開の決
定に併せ、学力保障の観点から夏休み期間の短縮による授業日数の確保を検討する中、授業
日ごとに過度に時数を詰め込まず、また節目毎の行事も可能な限り実施できるよう、夏休み
期間を令和２年８月８日から８月17日までの10日間と決定いたしました。
　そこで、夏季においても第２波、第３波という形で感染拡大が起こることが懸念されるこ
とから、検温、手洗い、エアコン使用中の換気の徹底、３密とならないようにするための教
室内のレイアウト変更等を行うことで、可能な限り感染拡大の防止を図ってまいります。
　また、児童生徒本人や保護者、同居のご家族等が感染した場合に重症化するリスクが高い
場合には、出席しない場合においても、欠席扱いとせず、インフルエンザの感染時と同様、
出席停止扱いとすることで、進級や卒業に影響が生じないように配慮してまいります。
　保護者の皆様におかれましては、前述の感染防止対策、感染への不安から通学をさせたく
ないと考える家庭や重症化リスクを持つ家庭に対する対応について、学校等を通じて説明し
てまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月2日 4月16日 学校再開
　コロナが感染拡大している中、現状休校措置をとっている
から子供達の感染拡大が防げているのに、再開して感染
者が出てから、死亡者がでてから対策、対応をまた検討さ
れるおつもりですか？犠牲者がでなければ判断できません
か？もしその犠牲が我が子だったら。。命より教育が大切
ですか？

　新型コロナウイルスにつきましては、感染が全国的に広がる中、大変ご心配されていることと思い
ます。
　教育委員会は、近隣自治体に感染者が発生したこと、近隣自治体の対応状況、議会からの市民の
要望に係る報告等を踏まえ、市長部局と協議し総合的に判断した結果、市立学校（市立幼小中（中
等部）高校）について、当初予定していた４月７日からの学校再開を４月19日まで延期するとともに、
４月７日・８日の入学（園）式・始業式についても延期することといたしました。
　さらに、４月14日、休校期間を５月６日まで延長する決定をいたしました。
　この決定に伴い、学校休業期間中の子ども達の学力の保障、感染予防のための必要最低限度の
外出をはじめとする日常生活上の指導等、様々な課題が生じるものと認識しております。
　本市といたしましては、これらの想定される課題を解決するための必要な対応に努めてまいりま
す。
　なお、今後の感染状況によっては、学校再開を再度延期する場合がありますことをご理解のほどよ
ろしくお願いいいたします。

学校教育課

4月3日 4月16日 休校のお願い
　感染者が14名と少ない今だからこそ、感染が拡大しない
ように休校して頂きたいです。
　感染者が出てからでは休校措置をとっても遅いです。
　長泉町でも感染者が出ました。市中感染ではないようで
すが、沼津市は東京、神奈川、愛知に出勤している方も非
常に多い市です。
　いつ市中感染者が出るかわかりません。
　もう感染者がいるのかもしれません。
　子供たちの間で感染者がいないのは休校措置が取られ
てきたからこそです。
　三島市、長泉町、清水町など隣接市が延長を決定してな
いから沼津市も再開するというのではなく、どこよりも早い
休校の決断をお願いいたします。
　隣接市、静岡県、という事ではなく隣接県、日本全体に目
を向けて決断してください。
是非よろしくお願いします。

　新型コロナウイルスにつきましては、感染が全国的に広がる中、大変ご心配されていることと思い
ます。
　教育委員会は、近隣自治体に感染者が発生したこと、近隣自治体の対応状況、議会からの市民の
要望に係る報告等を踏まえ、市長部局と協議し総合的に判断した結果、市立学校（市立幼小中（中
等部）高校）について、当初予定していた４月７日からの学校再開を４月19日まで延期するとともに、
４月７日・８日の入学（園）式・始業式についても延期することといたしました。
　さらに、４月14日、休校期間を５月６日まで延長する決定をいたしました。
　この決定に伴い、学校休業期間中の子ども達の学力の保障、感染予防のための必要最低限度の
外出をはじめとする日常生活上の指導等、様々な課題が生じるものと認識しております。
　本市といたしましては、これらの想定される課題を解決するための必要な対応に努めてまいりま
す。
　なお、今後の感染状況によっては、学校再開を再度延期する場合がありますことをご理解のほどよ
ろしくお願いいいたします。

学校教育課

　　　　　令和２年４月分「市民の声」
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