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第７４７回教育委員会会議録 

 平成２６年５月２０日、御殿場市教育委員会５月定例会を御殿場市役所第５会

議室に招集する。 

 

１．出席した委員 

２番委員 小見山 司 朗 ３番委員 福 島  東 

４番委員 勝 又 將 雄 ５番委員 岩 瀬 こずえ  

２．番外に出席した者 

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          学校教育課課長補佐 

教育委員会事務局職員 教育総務課副参事  

教育総務課主事   

教育委員長 

職務代理者 

ご苦労さまです。本日は、全員の委員が出席しているため、「地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項」によ

り、委員会は成立いたします。 

教育委員長 

職務代理者 

ただ今から、御殿場市教育委員会５月定例会を開会いたしま

す。 

                  開 会 午後１時００分 

教育委員長 

職務代理者 

本日の委員会は、事前にお手元に配布しております日程により

進行いたしますのでご了承願います。 

教育委員長 

職務代理者 

それでは会議録署名人の指名を行います。 

委員長の指名により決定することにご異議ございませんか。 

 （異 議 な し）  

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので、こちらから指名いたします。 

４番勝又委員と５番岩瀬委員にお願いいたします。 

次に会期でありますが、本日１日間といたします。 

教育委員長 

職務代理者 

なお、定例会終了後、委員会協議会を開催いたしますので、

よろしくお願いします。 

また、本日は午後２時半から御殿場市教育委員会代議員会並

びに駿東地区教育協会第３支部総会がふじざくらで開催されま

す。教育委員の方々は委員会協議会終了後、ふじざくらへ移動

をお願いします。 

初めに当局から一言お願いします。 

教育部長 本日は、ご苦労様です。先週は長野での研修会もご苦労様でし

た。本日は様々な委員の委嘱の関係で議案がいくつかございま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。 
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また、後ほど委員会協議会の中でも、色々と話題になりました

学力テストの関係でご報告をさせていただきますのでよろしく

お願いします。 

教育委員長 

職務代理者 

それでは、議事に入ります。最初に御教議第２０号「御殿場市

立学校設置審議会委員の委嘱について」を議題といたします。 

教育総務課長  それでは、御教議第２０号について説明いたします。初めに議

案書２ページをご覧ください。 

（議案書朗読） 

 次ページをご覧ください。当議案は学校設置審議会委員の任期

が平成２６年３月末に期限を迎えましたので、新たにこの名簿に

記載された方に委嘱したく承認を求めるものです。 

 また、名簿に下線のある方、２番の瀬戸亮策様から６番の杉山

一郎様についてが新委員、その他の方については再任となりま

す。 

 なお、任期は平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日ま

での２年間となります。 

教育委員長 

職務代理者 

ただ今御教議第２０号について内容説明がなされましたが、本

案について質疑を求めます。 

（質  疑） 

教育委員長 

職務代理者 

質疑も無いようですので本案を原案通り承認することにご異

議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので、御教議第２０号「御殿場市立学校

設置審議会委員の委嘱について」は、原案とおり承認することに

決しました。 

教育委員長 

職務代理者 

次に、御教議第２１号「御殿場市就学指導委員会委員の委嘱又

は任命について」を議題といたします。 

学校教育課長 ただ今議題となりました御教議第２１号について内容説明い

たします。議案書の４ページをご覧ください。 

（議案書朗読） 

 それでは議案書の５ページをご覧ください。就学指導委員会は

特別な支援を必要とする児童・生徒の特別支援学校及び特別支援

学級への就学指導の適性を期するために、地方自治法第１３８条

の４第３項の規定に基づき設置するものです。 

 条例の規定により構成員は１５人以内とし、医師会、知識経験

を有する者、学校関係者、幼稚園及び保育園関係者、家庭相談員、

市職員のうちから委嘱又は任命をし、任期は平成２５年４月１日

から平成２７年３月３１日までの２年間となっております。 
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 しかし、委員のうち３人の方が人事異動等により辞職となるこ

とから、御殿場市就学指導委員会設置条例第３条３項により前任

者の在任期間である平成２６年４月１日から平成２７年３月３

１日までの１年間委員を委嘱又は任命するものです。 

 具体的には、民生委員児童委員の髙橋さと江様から勝間田美佐

子様へ、要保護児童対策調整員の砂山孝一様から家庭相談員の長

田つや子様へ、保健師の荻由美子様から三輪亜希子様へ前任者の

在任期間をお願いするものです。 

教育委員長 

職務代理者 

ただいま御教議第２１号について説明がなされました。３人の

方が交代して在任期間をお願いするということのようです。本案

について質疑を求めます。 

（質 疑） 

教育委員長 

職務代理者 

質疑がないようですので、本案を原案どおり承認することにご

異議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 

職務代理者 

 ご異議がないようですので、御教議第２１号「御殿場市就学指

導委員会委員の委嘱又は任命について」を原案どおり承認するこ

とに決しました。 

教育委員長 

職務代理者 

次に、御教議第２２号「御殿場市就園指導委員会委員の委嘱に

ついて」を議題といたします。 

学校教育課長 それでは、御教議第２２号について内容説明いたします。議案

書６ページをお開きください。 

（議案書朗読） 

 それでは、７ページをお開きください。この就園指導委員会は

特別な支援を必要とする幼児が入園しようとする、又は在園する

御殿場市立幼稚園の円滑な集団保育を推進するため、地方自治法

第１３８条の４第３項の規定に基づき設置するものです。 

 条例の規定により構成員は１０人以内とし、御殿場市医師会、

知識経験を有する者、幼稚園及び保育園関係者、学校関係者、家

庭相談員、市職員のうちから委嘱又は任命をし、任期は平成２５

年４月１日から平成２７年３月３１日までの２年間となってお

ります。 

 しかし、委員のうち１人の方が辞職となることから、御殿場市

就園指導委員会設置条例第３条３項により前任者の在任期間で

ある平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの１年

間委員を委嘱するものです。 

 具体的には民生委員児童委員協議会の髙橋さと江様から主任

児童委員の岩田いつ子様へ前任者の在任期間をお願いするもの

です。 
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教育委員長 

職務代理者 

ただ今御教議第２２号について内容説明がなされましたが、こ

れも第２１号と同様委嘱されていた委員の変更に伴うものです。

本案について質疑を求めます。 

（質 疑） 

教育委員長 

職務代理者 

質疑もないようですので、本案を原案どおり承認することにご

異議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので、御教議第２２号「御殿場市就園指

導委員会印の委嘱について」は、原案どおり承認することに決し

ました。 

教育委員長 

職務代理者 

次に、御協議第２３号「御殿場市立学校結核対策委員会委員の

委嘱又は任命について」を議題といたします。 

学校教育課長 御協議第２３号について内容の説明を申しあげます。８ページ

をご覧ください。 

（議案書朗読） 

 御殿場市立学校結核対策委員会は御殿場市立学校における結

核対策の推進を図るため、地方自治法の規定に基づく御殿場市教

育委員会の付属機関として設置しており、学校における結核健康

診断の実施状況及び結果の把握に関する事など主として４つの

所掌事務において調査及び審議をお願いしております。 

 ９ページに名簿がございます。今回全員の任期が平成２６年３

月３１日をもって満了となりました事から関係機関より推薦を

いただき、新たな委員の委嘱または任命にあたり教育委員会の承

認を求めるものであります。 

 結核対策委員会は設置条例の規定により１０人以内で組織す

る事となっており、今回承認をお願いする委員は８人でありま

す。 

 内訳は、御殿場市医師会の代表４人、御殿場保健所長１人、御

殿場市立学校関係者２人、市職員１人となっており、御殿場市立

学校関係者のうち、南中学校養護教諭以外はいずれも前回からの

継続となります。 

 今回承認をいただきますと、委員の任期は平成２６年４月１日

から平成２８年３月３１日までの２年間となります。 

教育委員長 

職務代理者 

ただ今、御教議第２３号について内容説明がなされましたが、

本案について質疑を求めます。 

（質 疑） 

教育委員長 

職務代理者 

質疑がないようですので、本案を原案どおり承認することにご

異議ございませんか。 
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（異議なし） 

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので、御教議第２３号「御殿場市立学校

結核対策委員の委嘱又は任命について」を原案とおり承認するこ

とに決しました。 

教育委員長 

職務代理者 

次に、御教議第２４号「御殿場市立学校給食センター運営委員

会委員の委嘱について」を議題とします。 

学校給食課長 議案書１０ページをご覧ください。 

（議案書朗読） 

 １１ページをご覧ください。御殿場市立学校給食センター運営

委員会は学校給食センター条例で、給食センターの運営に関する

必要な事項を審議するために設置を定められています。運営委員

会の組織は２０人以内で、市立学校長、学校校医、学校薬剤師、

学校ＰＴＡ代表者、その他教育委員会が必要と認める者の中から

教育委員会が依嘱するもので、任期は１年で再任を妨げないもの

です。 

 １１ページの名簿の中で、５番勝又様、６番富井様、８番長田

様、１７番渡邉様、１８番中村様が再任でございます。 

教育委員長 

職務代理者 

ただ今御教議第２４号について内容説明がされました。５人の

方が再任で後は変更ということのようです。本案について質疑を

求めます。 

（質 疑） 

教育委員長 

職務代理者 

質疑もないようですので、本案を原案どおり承認することに

ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので御教議第２４号「御殿場市立学校

給食センター運営委員会委員の委嘱について」を原案どおり承

認することに決しました。 

教育委員長 

職務代理者 

次に、御教議第２５号「平成２６年度就学援助について」を

議題とします。 

本案については秘密会といたしますので、関係者以外は退席

願います。 

（関係者以外退席） 

（秘密会） 

学校教育課長 議案書の１２ページをお開きください。 

（議案書朗読） 

 今回、認定のご審議をお願いいたしますのは、平成２６年度

就学援助の申し出がありました２３人で、新規の申し出が２２

人、認定区分変更が１人であります。 
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 具体的な内容につきましては後ほど担当者から説明をさせま

すが、認定理由は準要保護で児童扶養手当を受給している世帯

の者１１人、保護者の職業が不安定な世帯の者１０人、保護者

の生活状態が悪い世帯の者１人、教育扶助費受給世帯の者１人

となっております。 

 提案にあたりましては、学校教育法、就学援助法、御殿場市

認定要領、その他関係法令に基づいておりますので、よろしく

ご審議のほどお願い申し上げます。 

学校教育課 

課長補佐 

それでは、内容について私の方からご説明申し上げます。御

教議第２５号関係資料をご覧ください。 

今回の申請は小学生１６人、中学生７人の計２３人でござい

ます。 

資料は１ページから４ページまでが申請者一覧表、５ページ

から１０３ページまでが申出書と所得関係等資料、１０５ペー

ジから１０７ページまでが生活保護費等計算書、また、１０９

ページから１１１ページまでが要保護児童への区分変更関係資

料となっております。 

申請者一覧表の項目は、左から番号、児童・生徒名、各種基

準額等、認定要領、特記事項となっております。 

それでは、申請者一覧表に基づき、№１の方から順次ご説明

申し上げます。 

（内容説明） 

資料に関する説明は以上でございます。最後に、認定日と支

給開始日についてご説明申し上げます。 

今回申し出が承認されますと、認定日は平成２６年５月３１

日付け、支給開始日が６月１日付けとなりますが、小学校の新

１年生と中学生の新１年生に関しましては、支給開始日を４月

１日付けに遡り支給をいたします。 

この遡り措置につきましては、４月末までに就学援助の申し

出がなされ、今回の教育委員会で認定されたものまでが対象と

なります。 

以上で内容説明を終わりといたします。よろしくご審議のほ

ど、お願い申し上げます。 

教育委員長 

職務代理者 

ただ今、御教議第２５号について内容説明がなされましたが、

本案について質疑を求めます。 

（質 疑） 

教育委員長 

職務代理者 

他に質疑もないようですので、本案について一部修正して承

認することにご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので、御教議第２５号「平成２６年度

就学援助について」は、一部修正して承認することに決しまし

た。 

教育委員長 

職務代理者 

それでは、秘密会を解き会議を続行いたします。 

（秘密会を解く） 

教育委員長 

職務代理者 

 他に何かございますか。 

教育委員長 

職務代理者 

 他にないようですので、以上をもちまして御殿場市教育委員

会５月定例会を閉会といたします。 

午後１時４３分閉会 

 

 

会議録署名人 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明するため署名する。 
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