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平成２９年度 第２回御殿場市総合教育会議 

 

日時 

平成２９年１１月２２日（水）午前１０時 

 

場所 

御殿場市役所 ５階大会議室 

 

出席者 

御殿場市長 若林 洋平 教育長 勝又 將雄 

教育委員 勝又 英和 教育委員 佐藤 朋裕 

教育委員 芹澤 えつ子 教育委員 大西 孝明 

教育委員 勝又 綾子   

 

陪席者 

教育部長  教育総務課長  

学校教育課長  社会教育課長  

学校給食課長  教育総務課副参事  

教育総務課主任  教育総務課主事  

 

傍聴者 

６人 

 

次第 

１ 開会 

２ 市長挨拶 

３ 教育長挨拶 

４ 協議事項 

（１）平成３０年度の教育予算について 

（２）「真の子育て支援 日本一のまち」をめざす御殿場市の教育への取り組みについて 

５ 閉会 
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１ 開会 

 

教育総務課長（進行） 

本日はお忙しい中、総合教育会議にご出席いただき、ありがとうございます。 

定刻になりましたので、ただ今から平成２９年度第２回総合教育会議を開催します。 

開会にあたりまして、初めに市長からご挨拶をお願い申し上げます。 
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２ 市長挨拶 

 

市長 

皆様、改めましておはようございます。 

本日は平成２９年度第２回総合教育会議ということで、お忙しい中お集まりいただ

きまして誠にありがとうございます。また傍聴の皆様におかれましても、お忙しい中

でわざわざ来ていただきましてありがとうございます。 

この総合教育会議も回を重ねてきて、内容が充実していると私自身は自負している

ところでありますが、特に今まで教育の現場と行政の現場が分かれていた部分があっ

たと思いますが、制度が変わってからそれは一体にすべきだろうということで、もち

ろん御殿場市の場合は言われるまでもなくそのようにやっていた訳ですが、常日頃申

し上げていますとおり、総合教育会議の中で学校の教育がメインとなってくる訳です

が、幼稚園も含めて、教員の皆様の立場を確立するということが非常に重要なことで

あって、それを守ることが実は行政の役割じゃないかなと思っています。 

ですから、今回こういった総合的な教育会議という面においても、教育現場がやる

べきこと、それをサポートする行政側がやるべきことをお互いがお互いを良く理解し

てやっていくということが一番重要だと思っていますので、そういった意味で教育委

員の皆様には、色んなご意見をいただきながら合わせていくということが大事だと思

っていますので、よろしくお願いしたいなと思います。 

前回の時に、大事なものは大事に配ってくれと、その通りだということで、教育委

員会というか行政側も事務的な部分においても配慮が足りなかったとは思いますので、

そこはまたしっかりと指導はさせていただいたと思います。 

今後においても、そういったものは市民の皆さんに理解していただくということだ

と思いますので、決して子どもや今学校に通っている子どもがいる家庭だけでなく、

市民総がかりで子育てをしていくということを御殿場市が掲げている以上は、そのこ

とをまず市民の皆さん全員に理解してもらうということは大事なことだと思うので、

それも含めて情報発信の仕方は非常に難しいと思いますけど、でもそれが伝わらなけ

れば意味が無いし、伝わらなければやっていないことと極端な話同じになってしまう

ので、そこを一つひとつ丁寧にやっていくことも大きな反省点だったと思いますので、

改善してやっていきたいなと思います。 

今日もいくつかの議題があるとは思いますけど、いずれにしても申し上げましたと

おり、大事なことは融合して、しっかりと情報共有して、それぞれの役割を果たして

いく中で行政側としてもサポートしていく。 

最終的な目的としては、先生にも様々な人がいるとは思うんですけど、それと別と
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して、教師は教師としての立場というものを我々はしっかり守っていく、そして常日

頃から私が言うとおり、威厳というのは威張る威厳ではなくて、先生の威厳というも

のを取り戻すということが教育にとって、私は大事なことだと思っていますし、先生

が先生の本来の仕事ができるようにすること、これは教育現場に限らずどの分野でも

今叫ばれていることだと思うんですけども、そこを取り戻すことが一番重要なことで

あって、実際に教育の内容がどうかとなった場合には、御殿場市の教育というのは外

に誇れることだと思いますので、今日のテーマにもありますけども、真の子育て日本

一にも結び付いていることだと思いますので、その辺をぜひ今日も屈託のないご意見

の中で審議できればいいかなと思いますので、短い時間ではありますが、よろしくお

願いしたいと思います。 

 

 

教育総務課長 

ありがとうございました。続きまして、教育長よりご挨拶をお願い申し上げます。 
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３ 教育長挨拶 

 

教育長 

おはようございます。 

今お話しがありましたけども、今年度第２回目の総合教育会議ということで、新し

い制度に入りまして、こういう会議があるということは御殿場市にとってみても地道

な教育と言われながらもそれなりの発信ができる場であるなと思っておりますので、

ありがたく思います。 

学校関係ですけども、あと一ヶ月ぐらいしますと、新３学期制の２学期が終了とな

るという時期にありまして、文化スポーツのあらゆる面で子どもたちの活躍が色んな

ところに報道されていて、大変嬉しいなと思っております。 

つい先般の県の駅伝の中学校大会もそうでしたが、全国大会もかないませんでした

けども、そこに行くまでの一生懸命の努力と結果はすごいなと思いますし、そこに参

加した子どもの何人かは市町対抗駅伝の方にも出ますので、そこでまた活躍が期待で

きるというところで、小学生、中学生、高校生、成人という流れの中で、子ども達の

活躍が元気の源だろうと思いますので、そういった意味では子ども達の活躍をサポー

トできる教育行政でありたいなと思っております。 

この会議は１回目と２回目でメンバーが少し変わっておりまして、新しい教育委員

さんが一人参加されておりますので、その新しい教育委員さんを含めた総合教育会議

となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

教育総務課長 

教育長ありがとうございました。 
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４ 協議事項  

（１）平成３０年度の教育予算について 

（２）「真の子育て支援 日本一のまち」をめざす御殿場市の教育への取り組み 

について 

 

教育総務課長 

本日のテーマは、（１）平成３０年度の教育予算について、（２）「真の子育て支援 日

本一のまち」をめざす御殿場市の教育への取り組みについての２点となります。 

１点目の教育予算についての意見交換をいただくにあたりまして、教育部長から当

市の教育予算の動向について、説明させていただきます。 

それではよろしくお願いいたします。 

 

教育部長 

それでは、私から今後の教育予算のご協議の参考といたしまして、年度別の教育予

算についてご説明させていただきます。 

着座にてご説明させていただくことをお許しください。 

それでは、資料１をご覧ください。 

この資料は、平成２６年度から平成２８年度は決算額、平成２９年度については、

予算額を参考として記載しております。 

最初に、上段の表、教育費全体でございますが、この表のみ、万円単位となってお

ります。平成２９年度の予算額は４１億円余、当初予算額に占める割合は１１．１％

でございます。表には平成２６年度以降を記載してございますが、金額の増減は主に、

学校施設の改築等ハード事業によるものであります。 

このハード事業でございますが、平成２７年度で学校施設の耐震化が全て完了した

ため、昨年度からは、校舎やプール等の老朽化に対する改築、改修事業を実施してお

ります。 

次に、１０款１項３目教育総務費・教育指導費につきましては、発達障害児等の補

助、教員の多忙化解消など学校教育の充実を推進するための事業でございますが、決

算額等は年々増加しております。表の下から次ページにかけて、事業の詳細を記載し

ておりますが、この中で平成２９年度に予算額が増加している３つの事業について、

ご説明させていただきます。 

一番下となりますが、学校教育充実事業は、知的、情緒面で障害を持つ児童・生徒
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が在籍する特別支援学級の補助者の２名増によりまして、増額されております。 

次のページをお願いします。 

上から３番目の表となりますが、魅力ある学びづくり推進事業は、教員の多忙化解

消のため、大規模校に事務支援職員を配置するものですが、御殿場中学校に１名配置

したことにより、さらに増額されております。 

４番目の表となりますが、教育指導センター事業は、教員の大量退職に対応した若

手教員や、講師の指導力向上のための事業でございますが、教育力に関する調査や提

言に向けた研究等、センターの事業充実を図るため、指導員２名増によりまして、増

額されております。 

また一番下となりますが、１０款２項１目小学校費学校管理費は、小学校の施設備

品の整備、施設改築、改修等に関わる経費ですが、御殿場小学校、朝日小学校のプー

ル本体の整備が完了したことにより、減額となっています。 

次のページをお願いします。 

特別支援学級諸経費は児童数が増加傾向にありますので、これに伴い決算額等が増

加しております。 

１０款２項２目小学校費・教育振興費は、平成２８年度末に更新した小学校２校の

教育用コンピュータ約２００台のリース料の支払いが、開始されたことにより増額と

なっております。 

小学校扶助費に関しては、学用品や給食費等に係る就学援助の予算でありますが、

離婚等により低所得となる世帯の増加に伴いまして、援助費が年々増えているもので

あります。 

次に、中学校に関する予算になります。１０款３項１目中学校費・学校管理費につ

いては、平成２７年度、平成２８年度に大規模な施設改修がありませんので減額とな

っておりましたが、平成２９年度は南中学校校舎改修工事の着手により増額となりま

した。また、西中学校校舎改築事業については、付帯する一部解体工事等に着手いた

します。 

次のページをお願いします。 

特別支援学級諸経費ですが、小学校と同様に生徒数の増加に伴い増額となっており

ます。次に、１０款３項２目中学校費・教育振興費ですが、平成２６年度は小学校、

平成２７年度は中学校の教科書改訂等に伴い、決算額等が増加となっていますが、平

成２８年・２９年度はこの分がなくなっております。 

次に、中学校扶助費の増額は、小学校同様、就学援助の対象となる生徒の増加に伴

うものです。 

次の１０款５項１目社会教育費・社会教育総務費は、生涯学習の推進に関する事業

ですが、昨年、市民会館の改修工事により実施しなかった御殿場 DONDONの開催を

今年度としたため、増となりました。 
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次のページをお願いします。 

青少年対策事業は、青少年の健全育成の推進に関する事業ですが、隔年実施である、

青少年のための科学の祭典の開催に伴い、増減があります。 

次に、１０款５項２目社会教育費・文化財費は、平成２８年度に実施した御殿４０

０周年、阿部雲の展示事業の完了により減額となっております。 

次の１０款５項３目社会教育費・図書館費は、グラフの刻みにより大きく変動した

ように見えますが、金額については昨年度と大きな変動はありません。 

次に、１０款５項４目社会教育費・芸術文化振興費の市民会館ホール等改修事業は、

平成２８年度からの２か年の継続事業で、昨年度は工事費の４割を前払い金として、

今年度は６割を支払うものです。 

次のページをお願いします。 

１０款６項１目学校給食センター運営費は、図書館費と同様、グラフの刻みにより

大きく変動したように見えますが、金額については昨年度と大きな変動はありません。 

以下、６ページから７ページにかけて、その他、平成２１年から平成２９年までの

児童生徒数の推移を、参考資料として添付しています。 

以上で、説明を終わります。 

 

教育総務課長 

ありがとうございました。それでは、これより各教育委員の皆様から教育予算に対

するご意見等をご発言いただくわけですが、次第では平成３０年度の教育予算と記載

してございますが、来年度というより今後の教育予算の考え方等についての忌憚のな

いご意見をいただきたいと存じます。その上で、市長からもお考えを伺いたいと存じ

ます。 

 

教育委員 

おはようございます。座ったままで失礼させていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

まず私の方からは、さきほど教育費のお話が出ましたが、その中でも比較的大きな

割合を占めるハード事業、特に施設整備に関しまして、ちょっとお話をさせていただ

きたいと思います。 

御殿場市の幼保小中の校舎等の施設で、プール等の屋外施設を除きまして、現在御

殿場市では１３２棟の建物がございます。この１３２棟の建物の中に、昭和５６年度

の建築基準法によります旧耐震基準の建物が２７棟ありまして、これは静岡県内でも

本当に早い方ですが、御殿場市では早急に着手していただきまして、全ての建物が耐

震診断並びに耐震補強等を行いまして、全ての建物が新基準に合致している建物にな

っているので、子ども達が安心して学習できる環境の整備を整えていただいておりま
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す。これは大変ありがたいもので、感謝しております。 

さらに、１９７０年代の建物が１７棟で、これですと約４０年近い年数という形に

なります。８０年代の建物はさらに増えまして５０棟が存在しております。そうしま

すと、３０年以上の建物は６７棟という形になりまして、約１３２棟の内の過半を占

める割合となっております。この１３２棟の中には、放課後児童クラブに使われてい

る木造の平屋の建物が１２棟含まれておりますので、それらを除きますとちょうど１

２０棟の鉄筋コンクリートや鉄骨造の建物になろうかと思います。 

ところが、鉄筋コンクリート造の建物は比較的耐用年数が高い部類にはなりますが、

さすがに１２０棟の建物がございますと、もしも改修ではなく改築という観点から見

ていきますと、１年置きに改築していったとしても、数字上で２４０年かかってしま

うことになります。 

そうしますと、いかに鉄筋コンクリートの耐用年数が高いといいましても、ちょっ

と２４０年というのは無理がある。そうなってきますと今後、学校施設の試算を維持

管理していく上で、１２０棟もの建物を長い年月をかけて維持管理していかなければ

ならない。やはりある程度、綿密な計画を打って、常に診断等を繰り返しながら、改

修や改築等を計画に沿って進めていかなければ、なかなか教育の環境の充実というも

のも難しくなるのではないかなと思います。 

ただ、さすがにこの棟数からしますと、この教育費を踏まえて見た場合に１年おき

の改築というのは、ちょっと無理がある数ではないかなと思います。 

とはいえ、この校舎施設そのものは今後も無くてはならないものになりますので、

この辺のところを今後において負のスパイラルに入らないように、子どもの将来を１

００年後、２００年後を見据えますと、今から対応していかなければならないのでは

ないかなというように考えますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

 

市長 

今、色々なお話をいただきましたけれども、単純に計算すると２４０年という話に

なってしまうと思うんですが、逆にそうではなくて、まずは施設を整備しようという

中で、少なくとも校舎は子どもたちが安心安全の中で、これはどんなことがあっても

ということで、かなり前倒ししてやったというのが事実です。これは教育現場での子

どもたちの安心安全も然る事ながら、プラス内需拡大のためにやったということも正

直あります。そういう部分も含め、今後１２０棟ということではあるんですけども、

おそらく隔年で１棟ということではなく、長寿命化計画というのはどこでも同じで、

市の他の施設もあるんですけど、そういうことで全て計画に則ってやっていくという

ことでやらせていただくことになるとは思うんですが、かえって１年おきに１棟とい

うことではなくて、実際にはもっとやると思いますので、現実的には毎年３棟ぐらい

やるんじゃないかなということになると思いますので、今現状としては、たまたま校
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舎とか色々なものを直したばっかりなので、そういう計画は無いというのはたまたま

そういうことになっていると思うんですけど、そこは当然今までの予算の流れを見て

きたとしても、大きな面は校舎ですから、それ以外のことであれば順次で、もちろん

平成２６年、２７年、２８年、２９年、３０年で含めて見ていただければお分かりの

とおり、かなり多くの事業をやることがしっかり計画を立ててやっていきますので、

むしろ２４０年ではなくて、ちゃんとした財繰でやっていけるもの等、実際にはそう

いうことだと思いますので、その辺は安心していただければと思います。 

それよりも本当に大事なことは長寿命化で、しっかりと大事に使えば長寿命化でき

るものがあれば、そこの部分は古いからダメということではなくて、古くても安全性

のあるものはしっかりと長く大事に使うことだと思いますので、その辺はご理解いた

だければありがたいかなと思います。 

いずれにしても、学校の現場だけでなく全ての公の建物というのは、それに則って

やっていかないと、それこそ太刀打ちいかない状況になってしまいます。いくら御殿

場市の財政が良いといったって、そんなものは吹っ飛んでしまいますから、そこはし

っかりと計画に則ってやるし、それは教育現場についても例外ではないというご理解

が一番ありがたいかなと思います。 

 

教育委員 

よろしくお願いいたします。 

私はこの予算につきまして、感謝と感想をお話させていただきたいと思います。 

いつも市長さんは先生方や子どもたちに向かって、色んなエールの言葉を出されて

いますけれども、先生方が先生らしくいられるように、教員の立場を確立して本分の

仕事がしっかりできるように学校と行政でお互いに課題を共有し合って、教育を受け

ている子どもたちが幸せに力をつけていけるようにと以前お話くださったことが今で

も私の頭の中に残っております。 

今でも教育界は大変で、学習指導要領の移行期にありまして、これまでも総合教育

会議の話題の中で挙げられてきましたけれども、教育長はマンパワーが必要なんだと

仰っていまして、私もそのことに共感しておりますが、そういう方向性が予算の中に

形になってみていくということが、大変ありがたいなと思っております。 

例えば、先生たちが世代交代していく中で指導力向上のために教育指導センター事

業にこれらの予算がしっかり付けられている。また多忙化解消のための支援員も毎年

確実に拡大してきていただいている。子ども達が発達に色んな課題を持っていて、生

活や学習が困難だというお子さん達を養って助けるためにも、特別教育支援員の増員

を予算として付けていただいているということで、子ども達への愛情というか、教育

の充実を願う市の思いというものが予算の中にも感じることができるというのは非常

にありがたいことだなと思っています。 
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こういう思いが現場の先生方にも伝わって、子ども達の教育のためにがんばろうと

いう力になっていくんじゃないかなと、そうなるとありがたいなということで一層こ

れからも充実していっていただきたいなと思っております。 

新しい学習指導要領では、小学校５、６年生に英語が教科として、３、４年生には

外国語活動、中学校には今までも道徳が入っていましたが、特別な教科として位置付

けられて入ってくるということで、先生方のお仕事も変わっていくんじゃないかなっ

て現場の最前線にいられる先生方は、そういう新しい課題の準備や研修に追われてい

るんじゃないかと思いますし、そういう中でこれからもぜひ子ども達に返っていく支

援としてありがたいと思っておりますので、今後もよろしくお願いしたいなと思いで

感想を述べさせていただきました。 

感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 

市長 

非常にありがとうございます。 

そのことは、教育部長が頑張ってくれましたけども、この資料を見まして、こんな

に払っていたんだなと思ったぐらい、先生方もそうですし、教育委員会の皆さんもそ

うですし、教育部長をはじめとして教育部職員の熱心な部分が、うちの財政を動かし

たことだと思いますので、実はそういった面からみると、本当に大事なことは、先ほ

どお話いただいた命を守るという意味においては、施設を守るということがすごく大

事なことなんですね。それは優先的にやらせていただいたんですけども、正直そうい

う部分も財産区の協力と理解があって、また ALTもそうなんですけど、かなりそうい

った意味では、御殿場市というのは恵まれているんだなと。これは本当に財産区のお

かげっていうのはあると思いますが、だからといって教育現場から財産区頼むよとい

うのではなくって、財産区があることによって、今かなりそういった施設面であった

りとか、一部の ALT とかそういうことも含めて、充実ができているのではないかなと

思います。 

これは改めて感謝すべきだと、私は思っています。それはお父さんお母さん方も、

特に新しく御殿場に住まわれているお父さんお母さんはなかなかそういうことを分か

っていないと思うので、一見すると財産区は自分達のことばっかりしていると取られ

がちですけど、本当はそんなことなくって、全ての小中学校で富士岡を含めて、直接

的にお金が入ってなくても、そのことによって、市の一般財源が回せるということが

事実ですから、そういうことを考えたときには、まずそこのところがありがたいなと

ここで再度確認すべきかなと思っております。 

大事なことは、感謝をいただいて嬉しくてしょうがないのですが、１０款１項３目

が一番重要であって、私がこの資料を見て、よくぞ一番初めに持ってきてくれたなと

思っていますが、要は教育の支援事業ですよね。ここが非常に重要だと私は思ってお
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ります。 

そういった意味において、マンパワーですよね。実は、静岡県の全ての自治体は、

自分たちが厳しいものでやっぱり県にお願いするしかなくって、それはどこに重きを

置くかによっては、ある程度自分たちで頑張れることがあると思うんですよ。そうい

った意味では、そういった子育て支援って医療費みたいに見えることもあるんですけ

ど、実はここなんですよ。非常にここに力を入れていることを、意外と市民の皆さん

知らないんで、ぜひ今日を機にここの部分をお父さんお母さんに分かっていただきた

いです。外国人児童の指導であったりとか、教育の相談員であったりとか、特別支援

であったりとか、発達障害であったりとか、先生のために、多忙化解消のために、結

果的には先生ができるだけ子どもたちに接することができる時間を増やすために、そ

ういうことをしているということがあったりとか、教育指導センターであったりとか、

なかなか他の自治体ではやりたくてもできない。厳しいだけではなくて、優先順位を

付けていった場合に、我々は今徹底的に教育というか子育て支援の中においても、た

だお金を渡すということではなくて、人間力を高めるというのが、御殿場市の子ども

達が将来に渡って力をつけて羽ばたいてもらいたいという意味での子育て支援という

ことを非常に重要視しているということを先生にご理解いただけたら大変嬉しいです。

これをぜひ御殿場市民の皆さんに理解していただきたい。それだけやれている自治体

が無いといったら語弊があるかもしれないけど、できないという事実と重要視してい

るか、していないかという差はあると思うので、そこが御殿場市のいじめ防止であっ

たりとか見えにくい予算であるかもしれないですが、子育て支援に繋げているという

ことをぜひご理解いただきたい。 

その上での医療費の補助、給食費、３人目はどうなんだというところはありますけ

ど、それだけやっても全く意味ないんですよ。それだけやったら、確かにバラマキで

すけど、そういったものがあった上で更にお母さん方を応援しますよということで一

つ目に見えて分かり易いものも必要かなと思ってやるだけであって、実際に大事なの

はここだと思っています。 

お金をかけることが全てじゃなくて、いじめ防止や市民総がかりで子どもを見てい

くんだということを、決して全てお金がかかるかといったらそうではないと思うんで

すよ。その辺がまずは市民の皆さんにこういったことを理解していただいて、そうい

うことが御殿場市の誇りに繋がっていけばいいなと。そういうことになると、先生の

立場も非常に良くなる。先生方が活き活きとやれるということにも繋がっていくと思

うので、本当にありがとうございました。 

 

教育総務課長 

ありがとうございました。ただいま、市長から大変熱いお言葉をいただきました。

本日用意しております２番目のテーマにも一部入るかと思いますけども、この件に関
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しまして、皆様方からいかがでしょうか。 

また２番目のテーマにも一部重複する部分もあろうかと思いますので、後ほど何か

ございましたら、お話をお願いしたいと思います。それでは次に移ります。 

 

教育委員 

よろしくお願いいたします。 

この時期、各学校では就学児検診があったりと既に新年度にかけて動き始めている

ようです。私も子どもが中学校に上がるため、中学生のお子様を持つお母さん達に部

活動について教えていただく機会が何度がございました。現在、部活動の活動日数や

時間に満足している方もいれば、短すぎるという意見も耳にします。既に、小学校で

スポーツ少年団やクラブチームでプレーしてきた子どもを持つ親からは、冬場や長期

の休みの活動時間が今より減ってしまうことに対して、不安もあるようです。そうい

った理由からか、フリー部という形を取り、クラブチームでプレーすることを選ぶお

子さん達も増えているように感じます。部活動を通して、子ども達は信頼関係や生徒

同士のコミュニケーション、また自主性を学ぶことができる大切な場所だと考えてお

ります。しかし、指導してくださっている先生方のしっかりとした保障がなく、先生

方の熱意によって支えられているのも現状のようです。 

新聞を読んででも良く目にする教職員の多忙化ですけれども、特に中学校が深刻で、

部活動指導が大きく占めているようです。このような話を聞き、将来的には部活動指

導員を配置することで多忙化の解消、または指導員と先生方の連携により、生徒間の

トラブルにも気付きやすくなるのではないかなと考えます。特に、中学生では同級生

の交流だけでなく、先輩や後輩といった縦のつながりもできるため、部活内での生徒

間のトラブルに気付くためにも制度化された際には、積極的な配置がお願いできたら

なと思います。 

今、中学校の部活を例に挙げさせていただいたんですけれども、先ほどもお話にあ

りました、既に力を入れて下さっている教育指導センターや魅力ある学びづくり推進

事業などの更なる充実により、先生方が児童や生徒に向き合う時間が増えることにつ

ながると思います。 

私達親は、朝に子ども達を行ってらっしゃいと送り出した後、帰宅するまで近くで

見守ることができません。登校して下校するまで一番近くで見守って下さる大人であ

る先生方が、先ほど市長もおっしゃっていた先生が先生らしくいられる環境で、アン

テナを高く張り、子ども達が安心安全に過ごせるようにご指導いただけることをお願

いしたいと思っております。 

保護者の立場でどのような学校を望まれているか市長の考えを伺いたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 



14 

 

市長 

ありがとうございました。これもなかなか市長会で話題に上がりますけれども、部

活っていうのがどうなのかという分岐点に来ていると思います。というのは、逆に言

うと、私は野球連盟で呼ばれて、サッカーなんかもそうなんですけども、やっぱり学

校によってはぎりぎりの生徒の数でチームを作ったり、下手するとチームが無い学校

があったりだとか連合で学校合わせてチームを作ったりだとか、私達が子どもの時に

は想像もつかないような現状があるということなんですね。それは、一つはやっぱり

クラブチームがあったりとか、子ども達が選択する場合もあるのかな。かといって、

学校がやらなくていいのかというと、学校で戦えというのもあると思うんで、そうす

ると先ほど教育長からあった通り、御殿場の強い駅伝ですよね。各中学校が上位に食

い込んでいて、惜しかったんですけど、前は富士岡中学校が常連で全国大会に出て、

全国大会でも非常に良い成績を修めていたというのもあったと思うんですが、これは

どうしたらいいかというのは究極的に考えるべきだと思うんですよ。 

部活がなぜ必要か。それは、委員がおっしゃった通りだと思うんですよ。色んな要

素があって、先輩後輩の関わりだとか先生との関わりだとかあって、これは絶対必要

だと思うんですよね。じゃあ、どうして残していくか考えた場合に、指導員しかない

と思うんですよ。この指導員というのも安定的な指導員というか、その学校の先輩だ

ったりとか想ってくれる地域の方だとか、私はもう一歩踏み込んで、本当はクラブチ

ームがそこに入ってきてくれるのが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。クラ

ブチームを学校区単位でやってもらうとか、新しいことをちょっと考えないと、選手

の取り合いにも見えてしまう。でも、本当はあの中学校にあんなに良い選手がいるの

に、クラブチームに入って部活には入らないからこの中学校は弱いという変なことに

なっちゃっている。その辺りが、どこで活躍するかって子どもにとってはどこで活躍

してもいいと思うんですけど、クラブチームの中でも先輩後輩っていうのもあるとは

思うんですが、やっぱり学校というのは一つ大きな看板としてあると思うので、そう

いった意味においては、駅伝だって陸上部でやってるかというと全部がそうではなく

て、野球部やサッカー部も入っているわけですよね。足の速い子を集めてやっている。

そういうのも一つの手ではあるとは思うんです。だから、全部をきちっとしようとす

ると、また人が足りなくなってしまうので、これは県を含めてですし、国もそうだと

思うんですけども、クラブチームの在り方とか色んな子どもたちの選択の在り方を全

体的に考えないと解決できないと思うので、その中で要望することってあると思うの

で、その辺はちょっと考えていきたいなと思います。本当に現場で考えたってしょう

がないんじゃないかなと。 

この間、西中のブラスバンドに行かせていただいたんですけど、私が想像していた

以上でびっくりして、あのブラスバンドというかマーチングって市民の皆さんってあ

んまり見たことないんじゃないかな。あんだけ頑張ってあんだけ素晴らしいのに、そ
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ういった機会も無いっていうのも残念だなって思うし、もちろん全ての部活に言える

ことなので、なかなかそういうことって全部見せられるということではないかもしれ

ないですけど、あれは体育館かどこかで見せたいなと思いました。本当に素晴らしい

と思いました。そういうことであって、じゃああれだって部活の先生だけかといった

ら、当然指導者もいるでしょうし、そういうことも融合してやっていくことが一番い

いんじゃないかなと思います。 

ちなみに、私が中学校に通っていた時に、社会科の先生が野球部の監督だったんで

すね。年間に２回しか来ませんでした。やりもしなかった。先生来なくていいよと。

挙句の果てに、最初の年のレギュラーは社会の点数で順番付けられましたからね。そ

れは違うだろと思いましたけど、意外にそれはそれで弱小チームでしたけど、強くな

るためにはとか、今考えると先輩後輩もそうでしたけど、特に同級生とかは結束力が

強くなったなと思い出もあるし、もちろんそれは先生がいたら更にいいんでしょうけ

ど、そういう意味では子ども達は自分達でできることがあると思うんですよね。だか

ら、何でもかんでも、やっぱり学校に頼るばっかりではなくて、核として学校の立ち

位置はあるとは思うんですが、融合してやっていくしかない。 

これは先生では、絶対無理です。これ以上、先生に負担をかけるなんてことは、ち

ょっと考えづらい。それが、負担に感じる先生とそうじゃない先生もいるわけですよ

ね。疲れているけど、子ども達が頑張っている姿を見ているから燃えちゃう先生もい

ると思うので、そういう部活は強いと思います。そういう部活は、またその先生が異

動するとその学校が強くなっていって、そういう問題も起きないわけですね。それは

実質的に先生が負担を感じていなければですよ。 

でも、それは個人によって違うでしょうし、物理的に本当に寝ている暇がなかった

ら倒れちゃいますから、その辺を考えていって、ぜひこういう機会を作っていただい

て、実際の現場と私自身お話ししたいことがたくさんあるので、なかなか見えていな

い部分もあるでしょうし、親御さんからすると私の子どもはどうしても何とかサッカ

ーでやらしたいんだとか色んな思いがあると思うんですよ。その中で部活っていうの

がどこまで出来るかっていうと、そこはまた繰り返しになりますが、融合しかないと

私は思っております。その方法を、今からちゃんと確立していくことが将来的に向け

ても大事になってくると思いますので、いい問題提起をしただいてありがとうござい

ました。 

 

教育総務課長 

ただいま市長から経験談を交えまして、新しいアイデアなども出していただきまし

た。他の皆さんもこの件に関してよろしいでしょうか。それでは続きまして、次の方

にいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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教育委員 

よろしくお願いします。 

私は、次の世代を担う子どもの健全な育成推進の面から、教育予算の中においても

少しでも手厚くしていただきたいと要望したいと思います。 

子どもの健全な育成は、市民の誰もが必要不可欠なことだと思っています。御殿場

市では、学校、家庭、地域の一体感は伝統的に守られてきていると思います。 

そして、子ども条例および子ども条例行動計画が今回示されました。社会総がかり

で子どもを育てるというのが、地域の各種団体等においても、今まで以上に浸透して

きたかなという思いであります。老人クラブの会員の誰もが今の少子化の認識は承知

しておりまして、子どもは将来の宝だと口々に老人クラブの会員の人たちも言ってお

ります。御殿場市の老人クラブは現在５６クラブあって、５２００名余の会員がいま

す。健康寿命、明るく、楽しく、元気よくをモットーとして、事業は連合会、各地区、

各区の組織で、それこそ活発に遂行しているのは、皆さんご存知の通りだと思います。 

そんな観点から高根老人クラブの活動として、高根小学校の地域交流行事を行いま

して、その一部を紹介させていただきます。 

１１月１１日に土曜日の午前中から行ったわけですが、これは地区の老人クラブの

皆さんと交流を深めることが狙いであります。それには昔の遊びを通して、お年寄り

の持つ技すなわち技術を、子ども自ら見つけて、それを繋ぎ伝えることを主な目的と

いうことで、高根小学校児童約２５０人を対象に行いました。 

この行事もまず学校側がリーダーシップを取りまして、地域の老人クラブの会長を

講師として、実施したわけです。各老人クラブの会長も子どものために役立つのであ

れば、どんなに忙しくても出るよと反対する人は一人もいませんでした。その辺は阿

吽の呼吸といいますか、速やかに実行することが決定しました。種目も１１種目昔の

遊びを選び、独楽、ベーゴマ、囲碁、将棋、カルタ、百人一首、竹とんぼ、グラウン

ドゴルフ、竹馬、折り紙等、これらを学校の意向で８箇所に分かれて、それぞれの会

長が講座責任者として任されて、子どもと共に楽しく一緒に一時を過ごすことができ

ました。子ども達から元気をもらって、それこそ健康増進に繋がるわけであります。

私は、独楽とベーゴマの講師として依頼されたわけであります。６０年以上昔に、独

楽を回していたわけですが、児童の前で回せるかなという不安もありましたが、最初

１、２回回しても回らないですよね。昔の独楽と削り方が違ったり、紐も今の紐とち

ょっと違ったり、最初は滑ってしまう。ところが、水をくぐらせると紐が滑らないと

いうことを教えながら、次第に技術が蘇って成功し、その後は一度も失敗なく、講師

としての面目を保ったわけであります。 

回せないお子さんがたくさんいます。だけど、ほとんどの児童が回す技術を工夫し

ながら、自分で体得した方法で楽しんでおります。児童たちには、６０年も昔に覚え

た技術が一度覚えたら６０年経ってもこれから生涯忘れないということを分かっても
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らいたいと言い伝えました。そんなところで、日常においてもお年寄りの持つ良い技

術を、自ら掴み取ることの重要性を理解していただいたわけであります。その技は生

涯役立つことも事例を挙げて諭します。 

今は予算の話ですが、平成３０年度の予算でありますが、御殿場市の老人クラブの

連合会会長からもお願いがあったと思いますが、高根地区の老人クラブの事業の一部

をここで紹介させていただいたわけですが、他の地区でも色んな工夫をこらしてやっ

ていると思います。子どもの健全育成事業の支援として、市内の老人クラブに限らず、

活発な事業や支援をしている諸団体に予算の配慮を賜りたいと思います。先ほどの高

根地区の老人クラブと学校交流事業についても、所見をいただきたいと思います。 

 

市長 

まさに市民総がかりの子育て支援というのは、そういうことだと思うんですよね。

老人クラブの皆さんには、その点の予算については了解しておりますので、孝行して

いただければありがたいなと思います。 

これは予算のお話ばかりではなくて、負担をかけるわけにはいかないですから、そ

の部分はこちらの負担をしたとしても、老人クラブや婦人会、子ども会といった団体

がしっかりしているのは正直御殿場市だけなんですよ。本当に近隣市町もほとんど婦

人会壊滅状態、子ども会壊滅状態、老人会は多少あるかもしれないですけど、一番い

い団体が御殿場市においても老人クラブだとは思うんですが、私いくつかの場所で何

度もお話していると思うんですが、一番いいのは本当は放課後の居場所で、もちろん

放課後児童教室として今も色々ありますけど、制度的にやって御殿場市の法域上に力

を入れているので、足りなくなったらすぐ作ってという状況の中で、教育でも大変な

思いをしていると思いますが、本来はそうではなくて、確かに両親が仕事をしていて

なかなか子ども達が居場所が無いよという意味では、安心安全の中で放課後児童教室

とか児童クラブはいいとは思うんですけど、本当はそうではなくて、地域の公民館も

あればコミセンもあるんですよ。それは、そういったものに分散してやっていくとい

うことは、すごく大事だと思うんですよ。 

私が子どもの時を考えてみると、皆そうだったと思うんですけど、小学校の時に怒

られるまで校庭で遊んでいて、門を閉めるぞといわれて、その時は先生方もまだ多少

余裕があったかもしれないですけど、殺人だとか学校に対するそういう部分が甘い頃

だったかもしれないですが、色んな問題が起きる前だったので。でも、今放課後児童

教室に行くと、子どもたちはなんと宿題をやっているんですよね。考えられないとい

うかすごいなと。はっきり言ってえらいなと思いますけど、子どもの時に宿題をやっ

た記憶がない。私が子どもの時に、家にいない時で宿題をやった記憶がない。家では

もちろんやってましたけど、土日というかサザエさんが終わる頃にしょうがない嫌な

時間だなと思いながらやってましたけど、そこは森っこクラブなんかもそうですし、
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非常に評価が高いです。 

ぜひせっかくいい話が出ているので、正にその通りだと思います。老人クラブもそ

うだし、婦人会もそうだし、子ども会もそうだし、これだけせっかく確立しているの

を我々御殿場市が守っていく必要がある。もう一回これを作り直すなんていったら、

絶対にできない。今どこの自治体を見ても、一度壊れちゃったところはまず復活して

いませんので、今ある御殿場市の強み、それは幸いにして核家族化が他の自治体から

比べれば、まだ何とかブレーキがかかっているという部分があるので、やっぱり地域

の皆さん大人達が本当に子ども達を見てくれるという思いが強いからこそ、だから真

の子育て日本一ということが言えるのであって、その点を全面的に、老人クラブは当

然ですけど、我々としても協力したいと思うので、ぜひ推進していってもらいたいと

思います。将来的に私の夢というか本来あるべきだと思っているのが、放課後の子ど

も達の居場所は公民館であり、コミセンであり、地域のそういったコミュニティの場

所であると私は思っているので、その辺りを将来的には皆さんで考えてやっていきた

いなと思います。ですので、老人クラブに対する予算は期待して待ってていただきた

いと思います。 

 

教育委員 

ありがとうございます。財産区議員も市議会議員も離れて、それぞれ色んな人がい

ることを知っています。今あえて載せてもらっている１０款５項１目青少年対策事業

の中の一環として、市長から老人クラブの予算を入れてくれるお話をいただけたので、

老人クラブでは自分達で道具を備えているんですよね。自分で使うものは自分で買っ

て、年金もあるからお金があるんですよね。ただ例えば、学校でいえば、さきほど申

しました独楽やベーゴマ、囲碁、将棋、カルタ、百人一首だとこれも学校でやったこ

とないというのもあると思うんですよ。高根だと一回だけど、毎年恒例でやるわけで

すよ。高根小学校長先生にお願いしますが、道具もそれなりにあるんですよ。でもや

っぱり紐を買ったり、古い独楽でやったりという状況で、できれば老人が行く日には

子ども達に学校の道具を使わせるだけでなくて、老人クラブで一式揃えて学校へ行こ

うと、年寄が学校へ行ってそこの道具を貸していただいてなんてケチな考えではなく

て、お正月のお年玉じゃないけど、そんな額の大きなものじゃなくていいから各学校

へ１０万円ずつ貯めれば６校あったって６０万円とかで、１０万円あればこういうの

は買えるんですよ。 

また、竹とんぼは山之尻の人達が高根小学校のために１５０から２００個くらい作

ったんですよ。子どものためにという考えで、寄附をしっかりしてくれる人もいるん

ですね。やっぱり年寄も学校から感謝状をもらえると嬉しいんですよ。私はもういら

ないんですけど、欲しい方はいるんですよ。 

余談ですが、よろしくお願いします。 
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市長 

うちの祖父もよく言っていましたけど、人間いくつになっても褒められたら嬉しい

よというのは、その通りだと思うんですよね。ですから、その辺は各学校の方で、地

域で頑張ってくれているおじいちゃんおばあちゃんに対しては、学校直接でも何でも

いいと思いますので、表彰いただければ、気持ちで感謝状ということでお願いします。 

 

教育総務課長 

ありがとうございました。ただいまのお話でございますけれども、他の委員さんか

らこの件について、何かご発言ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、次の委員にいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 教育委員 

よろしくお願いします。 

安全安心という話が出ていましたが、通学路の安全安心という件でいきますと、集

団登校は問題ないですけども、数人単位で下校の時に家の近くから枝道に入っていっ

て、一人で自宅へ行くというケースの時に被害に遭うというのがありまして、そうい

うのを安全安心見守り隊の方々に出てもらってはいるんですけど、家の前まで連れて

行くわけにはいかなくて、そういうのが頻繁にあると問題ですよねというのがありま

す。 

私は富士見原の区長をやっているんですけど、そこの地域だけじゃないですが、サ

ラリーマン家庭がいるとほとんど昼間は人がいないんですよね。いるとすれば高齢者

の方なんだけど、そんなに出てこないという中で、町を歩いてみるとスラム街を歩い

ているような感じで人っ子一人いないところを、小中学生が一人で歩いてくるという

ようなケースがあります。そういうところは、どういうふうにしたらいいのか父兄の

人達も心配しています。先生に聞いてみてもそこをまだ詰めていないんですよという

話で、それをどうしていくのかというのが一つあります。これについて、お伺いした

いなというのが一件。 

もう一件が音楽活動ということで、先ほど委員が言っていたクラブ活動と関連しま

すけど、自分自身音楽活動を小学校４年生の頃から鼓笛隊から始まって、ブラスバン

ド、吹奏楽と色んなことをやっていて会社のジャズバンドに入ってずっとやってきま

した。一つのことをずっとやっていくことに対して、無気力、無感動、無関心という

のが高齢者にあるというんですけど、これは若い衆にもあるというような話を聞きま

して、クラブ活動って大変だねというのはあるんですけど、続けることに意義がある

というのが一つ自分が体験をして言えることです。 
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先日、初めて教育委員としての活動の中で、北駿地区の小中学生の音楽祭を初めて

聴かせていただいたんですけど、感動しました。というのも、普段自分の子どもの活

動を見たことも聴いたこともない。サラリーマンをやっていると仕事仕事で追われて

いく。親の立場から言うとそういうのって、関心を持っていてもその場には行けない

というのが事実としてあると思います。そういった中で、ドリームジャズバンドが今

年の４月から８月にかけて、世田谷区の区立中学生の希望者を募ってやったわけです

けど、ああいう一つのテーマを色んな学校の人達が集まってそれを取り組むというよ

うな一つの目標に向かって皆に集中してやっていく。そこですごく才能が芽生えてい

くという人も結構いるというので、自分としては音楽というのを一つのキーワードに

してやっていくというのはあるんですけど、そのイベントといいますか、そういうの

が御殿場市にもあっていいんじゃないかなと。先日そのコーラスを聴いたときにこれ

はすごいなと、それはコーラスだけでなく吹奏楽とか楽器関係をやっている人はいる

んじゃないかな。また、ジャズバンドというのは、ここの地域でもたくさん親しまれ

ていると思うんですけど、そういうのも一つきっかけとして、無気力、無感動、無関

心の傾向の子を解消するのが一つの手かなというのはあると思うんですけど、こうい

ったのが御殿場市にもあってもいいんじゃないかなと感じます。以上です。 

 

市長 

ありがとうございます。一つは、集団登下校しても最後の部分でというのは、これ

は親からすると確かに心配な部分はあるかなということで、私なんかもそれは一つあ

るんですが、そのギリギリまで一緒にいたいというのが、今のところそれしかないの

かなと思いますが、あとは防犯カメラというのも無くは無いと思うんですけど、ただ

防犯カメラは音声をつけるとちょっと厳しいところがありまして、プライバシーの問

題があったりとか、誰がというところがありますが、基本的には警察の方と相談した

中でどこかが付けてそれを利用するというのが一番いいと思うんですけどね、それも

子ども達を最終的に守っていくという意味においては、必要なことなのかな。例えば、

富士見原でいうと２４６から角のコンビニでしたっけ、あそこは防犯カメラが付いて

いるじゃないですか。意外とあれって、もちろんお店のための防犯カメラでありなが

ら、２４６をカバーしているんですよね。ですから、大きな事故があった時に活躍し

ていて、今度実は反対側に駒門パーキングエリアの防犯カメラがある。そういう形で

増やしていくのがいいのかなと。もう一つは、自販機というかある業者の事業ではあ

るんですけど、学校に企業が協力をして、学校に防犯カメラを付けるというのがある

んですよ。学校はそういうことでやっていこうかなというのがあるんですけど、本当

は街中についても色んな工夫をしながらというところ。 

あと一つですね、防犯カメラじゃなくて、我々が真剣にどうしようかと考えている

のが、まだ教育委員会や先生方や教育部にも相談していないんですが、二役でたまた
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まいいものを見つけていたものですから、結構薄型でかなり小さくて発信できるもの

が開発されていて、自治体で試験的に入れているところもあって、そういうものもデ

ータが良ければ取り入れることが大事かな。どこまで来たかというと、コンビニとか

自宅とかに電波を受信している機械を付けていただくと、子ども側も発信していてそ

れを受けると、どこに移動しているのかが分かるというもの。もともと本当は認知症

の高齢者のために開発されたものなんですけど、そうじゃなくて子ども達に一番いい

んじゃないかと。子ども達が不安だということであれば、子ども向けのが一番いいよ

と伝えたら、実はそういうことで改良してやっている部分もありますということだっ

たので、そういうのも近い将来考えられないかなと思います。それと、もう一つの防

犯カメラも含めて相談したいなと思いますで、よろしくお願いします。 

もう一個の音楽に関していえば、例えば太鼓であったりとかMt.FUJI交響楽団とか

吹奏楽でやっているようなところもあれば、個人的にやっているようなところもあれ

ば、合唱もあったりとですね、ぜひイベント的なものが何か一つあってもいいのかな

と思うので、そういうことは逆にアイデアをいただきながらやるのがいいかなと思っ

ています。ただ、子ども会とかかなり色々と頑張ってくれていたりとか、行事が多か

ったりだとかですね、意外と御殿場も行事が多くて、役員をやりたがらない状況に今

陥っちゃっていますので、そういうのを整理して、市でやろうとか地区でやろうとい

うのも今後考えなきゃいけないときに来ているかなと思いますので、また全体として

何か出てくればそれはすごく良いことだと思いますので、その時はぜひサックスの演

奏をよろしくお願いしたいと思いますので、またご協力いただければありがたいと思

います。以上です。 

 

教育総務課長 

よろしいでしょうか。それでは、今５人の委員の方にそれぞれのご意見を伺いまし

て、市長の方からもお話を伺ったところでございますけども、次に教育長からもこの

件についてのご発言をお願いできればと思います。 

 

教育長 

今、色んなお話が出てきたわけですけども、その中でちょこっと話題に上がったの

が、静岡県は実は在学者の一人あたりの学校教育というのが年間に必ず統計が出るん

ですが、この数字がかなり厳しい状況にありまして、例えば小学校も中学校も全国ワ

ースト３位なんですね。幼稚園に関してはワースト２位。特別支援学校なんてワース

ト１位です。そのくらいのひどい予算設定しかしていないというのが、現実です。 

先ほど市長からもお話があった通り、そういうところで市町がどこまで担うかとい

うところがあって、今回のこの予算の関係の話題もそうなんですけども、どのくらい

学校現場の意向が反映されているかというと数字にいくつか現れてくるんですが、人
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的な予算というのは本来は県が担うべきものであるというが原則だろうと思います。

県費負担職員という形で入っていますから、本来そうなるんですが、それが対応しき

れていない上に学校ニーズとして様々な予算措置をしてくださっている。特に御殿場

市の場合には市長さんのお考えもあって、子どもへの関わりというのは大変大きな存

在だろうと思います。 

私の立場でいうところの教育投資というような言い方をしたときに、こういうとこ

ろに数字として出てきているのかなと思っています。これは常々市長が言われている

ことですが、市民のための行政という言葉があるんですが、私は教育行政を担ってい

ますので、教育委員会の教育行政の基本姿勢というのは、人間の人間による人間のた

めの行政というんでしょうか。こういう基本だなと思います。ですから、マンパワー

にこだわるわけじゃありませんけども、そこに帰着するのはどうしてしょうがないか

なというのがありまして、いくつか事業立てで先ほど色々説明がありましたけども、

例えば夢創造事業的なものというのは、学校独自が色んな企画をして、なおかつ、子

どもに反映できるという意味では、費用対効果的な発想でいえば、かなり大きな事業

であろうと思っています。約３００万円弱の予算ですが、この数字も各学校で使い方

が工夫されているという意味合いでは、御殿場市に誇れる大きな事業だと思っていま

す。 

先ほどお話がありましたけども御殿場市の場合には、まちづくり人づくりといった

時に、その基本に二宮金次郎さんの報徳の精神というのが、必ずどこかにあるんです

よね。直接影響を受けたところというのは限られているんですが、そうじゃないとこ

ろにも報徳という言葉を使ったところもあるわけですから、地元の先ほどのような施

設等、色んな所に支援してくださっている精神の根幹には、この報徳の精神があるん

だろうなと思っています。 

ですから、財産区があるなしに関わらず、それぞれの地区における法人の皆様方が

子どもへの投資や教育への投資については、躊躇せずにやってくださっている姿勢に

ついて、本当に感謝しているところです。それが御殿場市の誇れる大きな財産である

のかなと思っています。 

今後は、工事とかそういうことを含めて、ICTの整備や給食の環境もそうですが、

諸々のものがつながっているわけですけども、究極は何かといったら、子ども達が健

やかでたくましく成長する学校生活を送るための人的物的な環境整備を行政が担うべ

きだろうと。これに尽きるのかなと思っていますので、それがバランスを考えてやら

なきゃいけないことだと充分承知しておりますので、目の前の子どもの様子を見て、

ここはどうしても手を打たなければいけないというのは喫緊の課題としてやりますけ

ども、少し先を見て、子ども達が大人になった時にこの御殿場市を捨てるんじゃなく

て、御殿場市を育てる子どもになってほしいなというのが究極の願いで、今予算にも

少しでも反映できればうれしいなということで思っています。 
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実際には、これまでの流れからバランスを取って、手厚くやってもらっていると自

覚していますけども、そんな方向に私たちも頑張ってもっていきたいと思っておりま

す。以上でございます。 

 

教育総務課長 

ただいま教育長からもご発言いただきましたけども、一番目のテーマで将来の予算

についてお話をいただいたわけですけども、市長から何かお話がございましたらお願

いいたします。 

 

 

市長 

先ほどお話をさせていただいた部分があるんですが、やっぱり１０款１項３目を見

てもらいたいというところが私の思いであって、正に教育長からお話があった人間の

人間による人間のためのということだと思いますけど、やっぱりマンパワーが必要な

んですよね。教育は物でもなければ、何でもないと思うんですよ。最終的には、先生

の力または先生ができない部分を補う力というのは、人間でしかないというか人でし

かないというのは、どうしてもあると思うので、それに補助的に物があったりとかで

きるだけいい環境があったりとかそういうことだと思いますので、先ほど老人クラブ

の話も含めて、または何かイベントだとかの全部が、子どもがどういうふうに大きく

なっていくのかなというのに繋がっていくと思うので、その辺をぜひ部活動も含めて、

総合的に最終的に子ども達にと。それには、先生が先生としてやれる時間を作ること

が非常に重要なことだと思いますので、引き続き平成３０年度についてもそれ以降に

ついても、この御殿場市としてはそういったところに予算を反映させていきたいと思

いますので、ぜひその点はご理解いただいて何よりもそのことも市民の皆さんに伝え

てほしいなというのがすごく思いましたので、その点はお願いしたいと思います。以

上です。 

 

教育総務課長 

市長ありがとうございました。ただいま皆様方から様々な分野におきましての意見

交換をしていただきました。まだまだこの辺りにつきまして、意見交換していただけ

ればと思いますが、時間の都合もございますので、１点目のテーマにつきましては、

この辺りとさせていただきまして、２点目のテーマであります「真の子育て支援 日

本一のまち」をめざす御殿場市の教育への取り組みについてを議題といたします。 

こちらにつきましては、当市の教育を進める上での道しるべともなっていると思い

ますけれども、この件につきまして市長から日頃感じていること等をお話しいただき

まして、それに対しまして、教育委員の皆様からもご意見をいただくという形にさせ
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ていただきたいと思います。 

恐縮ですけれども、市長からこの件についてのお考えをお願いいたします。 

 

市長 

重なる部分が多々あると思うんですけど、どうしてもかかる予算というのは今言っ

たようにできるだけ人間力の方にお金をかけるようにと。その上で、建物というのも

バラつきがあると思うので、それは計画性を持ってやっていくことだと思いますが、

現場においてということになると、いじめ防止であったりとか先生方の力が非常にう

まくいっている状況であると思いますので、それを引き続き、やっていく方向で、そ

れはお金がかかるかというともちろん先生一人ひとりの時にはかかるかもしれません

が、そういうことではなくて、実際に人間力でやっていくというのが大事なことかな

と思います。だからこそ、先生に余裕を持って教育ができること、威厳を取り戻すこ

と、そういうことを市民の皆さん一人ひとり理解してもらうというか、そういう状況

に御殿場市はあるよというのを分かってもらうことが、ひいては教育現場にも跳ね返

ってくるんじゃないかと思いますので、その辺だと思います。 

 

教育総務課長 

どうもありがとうございました。市長の方からは、一番目のテーマの中で、真の子

育て日本一を目指すまちづくりのための色々な思いを語っていただいたところでござ

います。重複する部分はあったかと思いますけども、ありがとうございました。 

これらにつきまして、教育委員の皆様からもそれぞれご発言をいただければと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

教育委員 

私の方からは、今度新しく小学校の方でも導入されます英語教育について、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

中学校に入ってからの本格的な英語教育に向けて、小学校でも英語教育というもの

が導入されていきます。その時に、これもまた一つ教員の多忙化や負担に繋がってく

ることではないかなと思いますが、子ども達にとっても初めてのことでありますので、

本格的な英語教育に向けて、英語嫌いを作らないように小学校の方で進めていくとい

うのは、非常に難しいことだと思いますが、ぜひ学校の方でもお願いしたいのですが、

できるだけ英語嫌いを出さないようにしてください。私は英語が嫌いでしたので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

 

市長 

私も英語が嫌いというか、中学校１年生だった時に、英語を習ったことないのでこ
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こからスタートだと思ったんですが、皆英語ができたので、それが頭にきてこんなも

のやってられるかと思って、あとで大学受験で大変苦労した思い出がありますので、

英語が嫌いにならないように、私は苦い経験があったので、子ども達は２歳の時から

英語だけはやらせているという、その教訓を活かしております。先生方よろしくお願

いします。 

 

教育委員 

聞くところによると、また英語のお話なんですけど、小学校でこれから６００から

７００ぐらいの単語を習得するようになるというのをどこかで読んだことがあるんで

すけれども、やはり中学校の先生もそういうところで差がついてきた子ども達を受け

るということで、中学校の先生方のご指導にも影響が出てくるのかなというふうに感

じますが、ぜひぜひ楽しく子ども達には英語を学んでもらいたいなと。そのためには、

ネイティヴスピーカーといいますか、そういう本物に触れる機会の提供も必要じゃな

いかなと思います。 

私が以前、印野小学校にお世話になっていた時に、試みとして総合的な学習の中で

英語を小学校で取り組んだことがありましたが、その時に地域の方がとても理解して

くださって、学校に一人 ALTの先生を常駐してくださった時期があったんですけれど

も、行事も給食も皆一緒で日本語が得意でない先生と子ども達が一緒に英語を私達よ

りはるかにきれいな発音で子ども達が話したということがありますが、これは夢のよ

うな話ですけども、また一つの例としてお話させていただきました。子ども達には楽

しく勉強してほしいなと思っております。 

 

教育長 

今のお話は特別な例ですが、ALTが一つの学校に入ったというのは、先駆けでやっ

てもらったんですが、そこの様子を見た上で市として全体に拡充しようかという形で

スタートしたという経緯があるんです。ですから、その先駆的な役割を果たしたのが

印野小学校でした。あの良さが、そのまま市内で拡充できるようにということで、こ

れも財産区に色々とお世話になっているんですけども、拡充したのはそれがスタート

で、今度は違った形になりますから、今の話題ならば中１ギャップを英語を含めて無

いようにしたいなというところが願いとしてありますので、小学校での英語の学習、

あるいは外国語活動も含めて考えていかなければいけない。 

もう一つは、小学校１年に上がる時の、小１プログラムと呼ばれているものですが、

幼稚園、保育園関係無しに年長の子どもさんの姿を小学校の先生と共有しましょうよ

というところがありますので、幼児教育の大切さといったときに、その受け皿として

の小学校１年生のそれも考える。だから、小１プログラムと中１ギャップというこの

二つはキーワードとして進めていかなければならないと思います。 
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教育委員 

よろしいでしょうか。今のお話の中で ALTがモデル的、試験的な導入ということで

お話がありましたが、そういうことに関連していると思うんですが、教育特区につい

てどのようなお考えがありますでしょうか。 

 

市長 

特に、特区ということは考えてないですけど、いじめ防止の基本計画であったりと

か、既に出来ることは先にやっているということだと思いますし、先駆けて試験的に

やれることももちろんあったと思うんですよ。そういうのって、たまたま私がいた付

属小学校や中学校がやるんですよね。試験的にやったことが良かったっていうのは、

別に特区という形を取っても取らなくても、ALTもそうですし、電子黒板も他の自治

体より早く入れさせていただいて、あれも玉穂などから試験的にやらせていただいて、

増えているところもある。また何かあれば積極的にやっていきたいと思います。 

 

教育部長 

一つだけよろしいでしょうか。ALTの関係だけご説明を事務方からさせていただき

ます。平成３０年度予算ではないですけど、英語教育が平成３２年度から本格実施さ

れる中で、できれば平成３１年度から英語の ALT増員を３ヶ年実施計画上は計画して

おりますので、その辺はご承知いただければと思います。基本的には、３名ほど増員

したいと考えております。以上であります。 

教育総務課長 

ありがとうございました。特に、英語教育について何点かお話をいただいたようで

ございます。また英語教育は、次期学習指導要領の中でも確立した位置づけがされて

いる関係がございまして、教育部長からもそれに対する対応ということでのご説明を

させていただいたところでございます。 

英語教育以外で、皆様方からこの件に関してご意見等あればご発言いただきたいわ

けございますが、いかがでしょうか。 

それでは、活発なご意見ありがとうございました。主には、１点目の教育予算の中

で語っていただいたのではないかなと思っております。本日皆様方からいただきまし

たご意見等を、今後の教育委員会としても反映させるように努めてまいりたいと思っ

ております。 

 

５ 閉会 
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教育総務課長 

それでは、市長、教育委員の皆様、長時間に渡る、誠にご協議ありがとうございま

した。以上をもちまして、第２回総合教育会議を終了させていただきます。 

 

 

 

 

 午前１１時４３分閉会  


