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第７３５回教育委員会会議録 

 平成２５年８月２０日、御殿場市教育委員会８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 

１番委員 嶋 田 征 子  ２番委員 岩 瀬 こずえ 

３番委員 小見山 司 朗  ４番委員 稲 葉 宏 道 

５番委員 勝 又 將 雄  

２．番外に出席した者 

教育部長            教育総務課長          

教育総務課技監         学校教育課長       

社会教育課長          学校給食課長       

学校教育課副参事       

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 

 

ご苦労さまでございます。本日は、委員全員の出席をいただい

ておりますので、委員会は成立いたします。 

教育委員長 ただ今から、御殿場市教育委員会８月定例会を開会いたしま

す。 

                  開 会 午後１時２８分 

教育委員長 本日の委員会は、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 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 ご異議がないようですので、こちらから指名いたします。 

２番岩瀬委員と４番稲葉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 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。 

初めに当局から一言お願いします。 

教育部長 夏休みもあとわずかになってきましたけども幼稚園、学校にお

いては特に大きな事故もありませんでした。教育委員の皆様がた

にも参加いただきましたけども「富士山コンサート」を今後も実

施してまいりたいと思います。また、「セラピードック」の特別

講演も決定しておりますのでお願いしたいと思います。そのコン

サートの中で「ありがとうふじさん」に合わせてダンスをＤＶＤ



2 

 

ですが、間もなく出来上がります。幼稚園、保育園を始め、小学

校等に配布しまして、このようなダンスも広めてまいりたい

と考えております。 

本日は、議案の中で決算、補正予算とありますけれどもよろし

くご審議をお願いしたいと思います。 

教育委員長 それでは、議事に入ります。それでは 初に御教報第１号「平

成２４年度御殿場市一般会計決算（教育費）について」を議題

といたします。 

教育総務課長 では、御教報第１号議案について説明させていただきます。議

案書の２ページをお開きください。 

（議案書朗読） 

それでは別冊の御教報第１号議案をお開きください。 

教育部長 平成２４年度の概要について説明をさせていただきます。 

２４年度の御殿場市の一般会計決算額は３５０億円ほどであ

りますが、その中で教育費は１３．７％ほどを占めております。

これは前年度と同じでありますけれども、決算額は２，０００万

ほど減額になっております。これは小学校の耐震整備事業の減に

よるものでございます。なお、教育費全体の予算に対する執行率

は９５．９％ほどでございます。 

２４年度の主な出来事でございますけれども、まず大きなイベ

ントとして全国報徳サミットが御殿場市で開催されました。この

大会には全国の１８市町村から１，３００人が参加し盛大に開催

されました。また、この大会の中で市内の小学生の発表が参加者

の方から大変好評でした。学校等の整備事業につきましては、玉

穂小学校、原里小学校の新築等が計画通り順調に進んできまし

て、現時点で全体計画がほぼ終了となり、整備が順調に進んでま

いりました。 

学校教育につきましては、新たに魅力ある学びづくりの推進と

いうことで、教師が子ども達に集中できる環境をつくる取り組み

に効果も出てきております。また、富士岡中の駅伝など中体連で

の活躍も目立ってきており、わたしの主張など文化面でも全国大

会に出場など好成績を収めました。 

学校給食におきましては、食材の高騰から１５年ぶりに給食費

を平成２４年度に１０％値上げしました。食材につきましては地

産地消ということで、御殿場コシヒカリや牛乳など地元の食材を

利用してまいりました。以上が２４年度におきた出来事でござい

ますが、細かな決算の内容につきましては、それぞれ所属長から

説明させていただきます。よろしくお願いします。 



3 

 

教育総務課長 
御教報第１号資料 平成２４年度御殿場市一般会計決算書

教育費歳出抜粋の２２８、２２９ページをお開きください。 

１０款１項１目教育委員会費の執行率は９２.７％です。 

右の備考欄で主なものを説明いたします。 

２の教育委員会交際費は､県書道連盟御殿場地区書初め展の教育

長賞の盾１０個の経費です。 

５の教育委員研究協議会交付金は、教育委員の先進地視察とし

て、東京都三鷹市教育委員会などを訪問した時の経費が主なも

のです。 

２３０、２３１ページをお開きください。 

１項２目事務局費の執行率は９７.５％です。 

２の私立幼稚園助成事業は、「学校法人補助金交付要綱」に基づ

き、市内の私立幼稚園2園の運営に対して補助したものです。 

３の育英奨学金貸与事業の平成２４年度新規応募者は１０ 人

で、これまでの継続者と合わせると、高校生３人・大学生４９

人、計５２人になります。 

４の教育振興補助事業は、地区ごとに幼稚園、小学校、中学校及

び特別支援学校に、よりよい教育振興を図るための補助金で、

②の特別支援学校教育振興会補助金は、特別支援学校教育振興

会の要請により前年度より２５万円増額いたしました。 

７の一般諸経費は、幼稚園及び学校施設の修繕業務を遂行するた

め建築技師補助１名、また病気休暇及び部分休業の代替として

一般事務補助４名の臨時職員を雇用した経費や複写機やＯＡ

ソフトの借上料、教育長を含めた職員の旅費、消耗品費などが

主なものです。 

 ３目教育指導費につきましては、学校教育課で説明します。 

学校教育課長 それでは、３目 教育指導費について、ご説明申し上げます。

執行率は、９６．１パーセントでございます。 

１人件費の 

①は、定期の健康診断、健康相談及び保健指導における学校医・

園医９４人の報酬でございます。 

②は、学校薬剤師１６人の報酬、③から⑥は、それぞれ記載の委

員・専門調査員に対する報酬でございます。 

２健康管理事業の 

①は、尿検査、心臓病検査、結核等の検査関係や就学時、入園時

健康診断の委託料等、児童・生徒の健康管理に伴う健診等の費

用でございます。 



4 

 

 ②の学校保健管理充実事業は、御殿場市医師会と協力して平成 

１８年度から立ち上げた事業です。学校保健管理の専門的技術

指導の充実を図るため、学校専門相談医に支払った委託料等で

ございます。 

③は市内１６校の教職員健康診断等の委託料、④は駿東地区学校

保健会、⑤は教職員人間ドックの負担金でございます。 

３ 学校教育支援事業の 

①は、市教育相談員１人と小学校教育相談員２人､中学校心の教

室相談員３人の雇用経費等で、いじめ問題や不登校児童・生徒

の解消を図るため、小・中学校及び児童生徒の家庭に相談員を

派遣し、支援を行いました。 

②の外国人児童生徒適応指導事業は、外国籍の児童生徒に対し

て、日本語指導など学校生活の円滑な適応を図るための事業

で、原里小学校に事務局を置く運営協議会への交付金でござい

ます。学校からの要請に応じて、巡回教室の形式で、スペイン

語、ポルトガル語、タガログ語の指導員３人を派遣しました。

③の学校教育充実事業は、特別支援学級補助者１０人､情緒通級

指導教室補助者１人、保健室運営補助者３人、学校図書室補助

者６人の雇用経費と、学校関係者評価委員の謝礼等でございま

す。 

④の特別支援教育推進事業は、２人の巡回相談員雇用経費と、個

別支援計画を サポートする「専門家チーム会議」に参加いた

だいた元御殿場特別支援学校校長への謝礼でございます。 

⑤は、通常学級に在籍する発達障害児で、特に個別の支援を必要

とする児童生徒が多い学校に派遣した支援員１２人の雇用経

費等でございます。 

⑥の魅力ある学びづくり推進事業は、平成２４年度からの新規事

業です。教職員が児童生徒一人一人と向き合う時間が確保でき

るよう事務的な業務を支援する臨時職員の雇用経費です。 

⑦は、駿東地区教職員の資質向上に向けた研修会への助成及び文

化・スポーツなどの駿東地区の大会等、体育・文化向上のため

の負担金でございます。 

⑧は、小・中学校の児童・生徒に夢をはぐくむ事業で、２４年度

は１６校で講話や芸術鑑賞等が実施され、子どもたちの夢や職

業観の育成を図りました。 

⑨は、教育研究推進のための交付金で、高根小学校・高根中学校

にはキャリア教育の視点から教育課程の研究、朝日小学校には

特別支援教育の研究、玉穂 小学校には英語活動の研究、原里

小学校には情報教育の研究と、研究指定校として先行的な研究
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推進を図りました。 

⑩は、市内中学校の部活動が全国大会へ出場した際の交付金でご

ざいます。２４年度は陸上競技、水泳、駅伝、スキーにおいて

全国大会への出場があり、このうち、駅伝では富士岡中学校の

女子が６位に入賞しました。なお、歳出が当初の見込みより大

幅に増額したため、予備費から２２４万円余を充用すること等

により対応いたしました。 

４ 外国人英語指導者配置事業について説明いたします。 

  この事業は、英語教育の充実と国際理解教育の推進を図るた

め、業者と委託契約して小学校・中学校に計９人 小学校２人、

中学校４人、小中学校３人 の外国人の先生を、英語指導者と

して派遣するための委託料でございます。 

自然な英会話に触れ、英語によるコミュニケーション能力の

向上を図りました。 

５ 多人数学級支援事業について説明いたします。 

 この事業は、小学校の３６人以上の多人数学級に、教科指導、

生活指導を行うための支援員を派遣するものです。多人数学級

で担当教員とともに児童生徒へのきめ細やかな指導を実現す

る事業で、支援員４人の雇用経費でございます。 

６  幼児教育振興事業について説明いたします。 

 この事業は、市幼児教育振興計画に基づき調査・研究等を行い、

子どもたちの健全育成を推進するものです。 

①は、幼稚園教諭の資質向上を目的に開催しました研修会の講師

謝礼でございます。 

②は、幼稚園・保育園・小学校・中学校の教職員による合同研修

会等の実施、 

③は、研究指定園であります竈幼稚園の研究推進のための交付金

でございます。 

７ 教育指導補助事業について説明いたします。 

  この事業は、市内小・中学校の教職員の教育研究費用として、

研修会や各教科研修等に対する補助金でございます。 

 次のページ、２３４・２３５ページをお願いいたします。 

８  一般諸経費について説明いたします。 

   幼稚園指導関係臨時職員等の雇用経費、卒業記念品、教育論

文賞賜（しょうし）金、体育文化賞賜金などの報償（ほうしょ

う）費、教師用教科書、指導書購入経費等でございます。 

 後に、予備費の充用について説明いたします。 

３ 学校教育支援事業の⑩、中学校部活動全国大会出場交付金が

当初見込みより大幅に増額したことから、予備費より２２４万
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８，０００円を充用いたしました。 

  ２項、小学校費につきましては、教育総務課長より御説明申

し上げます。 

教育総務課長 続きまして小学校費について説明します。２３４、２３５ペー

ジをお開きください。 

２項１目学校管理費の執行率は９４.４％です。 

１の学校運営経費の 

①は、消耗品費や印刷製本費、通信運搬費、複写機の借上料など、

小学校の管理運営に要した経費です。 

②は、小学校に勤務する事務員１０名、内務員１１名、ことばの

教室の教諭１名、計２２名の臨時職員を雇用した経費です。 

２の施設管理費の 

①は、電気料や水道料、施設の警備費、教育用パソコンの保守、

浄化槽の保守点検、浄化槽の清掃手数料など、小学校の維持管

理に要した経費です。 

②は、小学校の維持補修としての修繕料が主なもので、御殿場小

学校Ｂ棟外壁タイル撤去吹付修繕、富士岡小学校体育器具庫修

繕、原里小学校プールサイド部分ウレタン塗修繕、高根小学校

パソコン教室空調機更新など各学校の設備や遊具の修繕に要

した経費です。 

③は、小学校５校の土地の借上に要した経費です。 

３の施設整備費の 

②は、教材備品を除く、各小学校が整備する机や椅子、ＣＤラジ

カセなどの一般備品、熱中症対策用ウォータークーラーなど

を、購入した経費です。 

③は、富士岡小学校の校舎耐震補強工事、体育館耐震診断・補強

計画委託等に要した経費です。 

④は、御殿場小学校及び東小学校の下水道公共枡への接続、落下

の恐れがある高根小学校Ｃ棟の屋根瓦を撤去し、勾配屋根防水

システム工法に改修した経費です。 

⑤は、昭和４４年に建築された高根小学校プールの改築に伴う測

量・造成設計委託及び基本・実施設計委託等に要した経費です。

⑥は、耐震性能の低い玉穂地区児童屋内体育施設の改築に伴う耐

震診断・耐力度調委託及び基本構想策定委託等に要した経費で

す。 

４の特別支援学級諸経費は、特別支援学級における教材や図書の

購入に要した経費です。 

１１節への予備費の充用は、御殿場小学校Ｂ棟外壁タイルが広範

囲に渡り落下の危険性があったため、その撤去吹付修繕に要し
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た経費です。 

２３６・２３７ページをお開きください。 

２項２目教育振興費の執行率は９６.９％です。 

１の教材整備費の 

①は、各小学校の教材備品や特別支援学級教材備品を購入した経

費です。主なものは、南小学校音楽室のキーボードや音楽机で

す。 

②は、理科教育振興法に基づく理科に関する教材として、デジタ

ル顕微鏡などの購入に要した経費です。 

③は、平成１９・２０年度に整備した教育用パソコンのリース料

と、クラス増に伴う教員用パソコンや、特別支援学級の児童用

パソコン及びプリンターの購入に要した経費です。前年度より

２，０００万円近く減額となりましたが、これは１９年度に整

備した御殿場小、富士岡小を除く８校の教育用パソコンのリー

ス期間が平成２４年９月３０日で満了となったためです。 

④は、御殿場南小学校、富士岡小学校、高根小学校、に電子黒板

６台を整備した経費です。 

２の小学校扶助費の 

①は、経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者に

対して、学校給食費及び学用品費などの援助を行ったもので

す。平成２４年度末の要保護・準要保護の児童数は、１８４名

です。 

②は、特別支援学級に在籍する児童の保護者の経済的負担を軽減

するため、学用品費、修学旅行費、学校給食費等を保護者の所

得に応じて援助を行ったものです。小学校１０校に在籍する６

１名中４５名が、援助の対象となっています。 

２項３目玉穂小学校校舎改築事業費の執行率は９７.６％です。

２の校舎改築事業は、玉穂小学校の仮設校舎解体、外構工事、調

整池・グラウンド整備工事等に要した経費です。 

２項４目原里小学校校舎改築事業費の執行率は９０.１％です。

２３８、２３９ページをお開きください。 

２の校舎改築事業は、原里小学校の工事監理委託、仮設校舎借上

料、校舎改築工事、外構工事、備品購入等に要した経費です。

 校舎改築工事の遅延により、仮設校舎借上、外構工事等の年度

内完了が見込めなくなったため、９，９５２万円を翌年度に繰

り越しましたが。この繰越事業につきましては、１０月末に完

了する予定です。 

次の２項５目印野小学校校舎改築事業費の執行率は９９.１％

す。 
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２の校舎改築事業は、印野小学校の仮設校舎借上、浄化槽設置工

事、既存校舎解体工事、校舎改築工事等に要した経費です。 

 
２４０、２４１ページをお開きください。 

３項１目学校管理費の執行率は９６.７％です。 

１の学校運営費の①は、消耗品費や印刷製本費、通信運搬費、複

写機等借上料など、中学校の管理運営に要した経費です。 

②は、中学校に勤務する事務員６名、内務員６名、計１２名の臨

時職員を雇用した経費です。 

２の施設管理費の①は、中学校の維持管理に必要な電気料や水道

料、浄化槽の清掃手数料、施設の警備、教育用パソコンの保守

委託、自家用電気工作物の保守等に要した経費です。 

②は、中学校の維持補修としての修繕料が主なもので、富士岡中

学校校舎壁クラック外修繕、原里中学校テニスコート修繕、

西中学校バルコニー防水修繕及び特別教室棟廊下換気修繕な

ど中学校の設備や体育器具の修繕に要した経費です。 

③は、中学校5校（御殿場中・南中・富士岡中・高根地区体育館・

西中駐車場）の土地の借上に要した経費です。 

３の施設整備費②は、各中学校で整備する机、椅子、熱中症対策

用ウォータークーラーなどの備品購入に要した経費です。 

③は、原里中学校耐震補強工事・便所改修工事、南中学校耐震補

強工事、御殿場中学校耐震補強工事実施設計委託等に要した

経費です。 

④は、富士岡中学校暫定校舎借上、御殿場・富士岡・南中学校の

理科室増設、御殿場中学校下水道接続修繕、西中学校校舎耐

力度調査委託等に要した経費です。 

４の特別支援学級諸経費は、特別支援学級における教材や図書購

などに要した経費です。 

２４２、２４３ページをお開きください。 

３項２目教育振興費の執行率は８４.８％です。 

１の教材整備費①は、各中学校の教材備品や特別支援学級教材備

品として、指導用オルガンやティンパニ等を購入した経費で

す。 

②は、理科教育振興法に基づく理科に関する教材として、デジタ

ル顕微鏡等を購入した経費です。 

③は、特別支援学級の生徒用パソコン等を購入した経費です。 

④は、御殿場中学校、富士岡中学校、西中学校、南中学校に電子

黒板6台を整備した経費です。 

２の扶助費①は、経済的理由により、修学が困難と認められる生
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徒の保護者に対して、学校給食費及び学用品費などの援助を行

ったものです。平成２４年度末の要保護・準要保護の生徒数は、

１２７名です。 

②は、特別支援学級に在籍する生徒の保護者の経済的負担を軽減

するため、学用品費、修学旅行費、学校給食費等を保護者の所

得に応じて援助を行ったものです。開設の中学校５校に在籍す

る２９名中２２名が、援助対象となっています。 

教育総務課長 ４項１目幼稚園費の執行率は９７.９％です。 

２の幼稚園運営経費の①は、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、

複写機の借上料などの幼稚園運営に要した経費です。 

②は、未就園児や就園児を対象に行った地域子育て支援事業で、

消耗品や保育児童の傷害保険に要した経費です。 

③は、幼稚園の教諭及び内務員として臨時職員６１名を雇用した

経費です。 

３の施設管理費の①は、幼稚園施設の維持管理費として、暖房用

の燃料や電気水道料、浄化槽の清掃手数料及び施設警備の委託

料などに要した経費です。 

②は、幼稚園の維持補修としての修繕料が主なもので原里西幼稚

園トイレ改修修繕、竈・玉穂・富士岡・神山幼稚園の遊具下

安全マット・ゴムチップ舗装修繕、御殿場・原里・原里西幼

稚園の保育室空調機修繕など各幼稚園の設備や遊具の修繕に

要した経費です。 

③は、幼稚園6園（御殿幼・富士岡幼・森の腰幼・玉穂幼・原里

西幼・竈幼）の土地の借上に要した経費です。 

４の施設整備費の①は、各園に一般備品として、図書や机、椅子

などを購入するのに要した経費で、主なものは園児用のテーブ

ルや椅子、ピアノです。 

②は、原里幼稚園園庭拡張測量設計委託、原里西幼稚園駐車場整

備用地測量設計委託に要した経費です。 

２４４、２４５ページをお開きください。 

４項２目私立幼稚園就園奨励費の執行率は８６.１％です。 

１は、国の補助を受けて、私立幼稚園に通園している園児の保護

者に対し、授業料等の一部を補助し、保護者の経済的な負担軽

減を図ったもので、４０６名が対象となりました。 
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社会教育課長 

 

 

続きまして、１０款５項１目 社会教育総務費は、執行率９７．

８％でありました。 

それでは、備考欄の大事業ごとに説明させていただきます。 

備考欄の１の①から⑥までは、各委員会委員の報酬であります。 

②は、週３日勤務で、青少年の健全育成や補導活動、家庭・子育

て教育、電話・面接相談等を担当している社会教育指導員４名

の報酬であります。 

③は青少年の育成を図るため、地域や団体への指導助言を行う青

少年活動推進委員１９人の報酬に要した経費であります。 

④は、青少年の指導、育成、保護、矯正について検討並びに情報

交換を行った青少年問題協議会委員２０名の報酬であります。

⑤は、校区補導や街頭補導を実施した１１２人の青少年補導委員

の報酬に要した経費であります。 

⑥は、放課後子ども教室や学童保育を含めた子供たちの放課後の

在り方について検討した、放課後子どもプラン運営委員会委員

１０人の報酬であります。 

⑦は、図書館の３人を合わせた職員１０人の給与です。 

２の①は、市民大学講座、学校開放講座、「みちしるべ」の発行、生涯学

習奨励事業、生涯学習推進会、ごてんばＤＯＮＤＯＮ事業の助成に要し

た経費であります。 

②は、楽しい子育て教室、子育て学習（親学）講座及び家庭教育学級に対

する活動の助成に要した経費であります。 

ページ２４６、２４７をお願いします。 

③は、市婦人会連絡協議会への補助に要した経費であります。 

３の①は、地域づくり活動・体育振興・文化振興・婦人会・青少年健全育

成等、地域振興のために、それぞれの事業に助成しました経費でありま

す。 

②は、地域づくりの活動学習講座や地域づくり活動の促進地区として指定

しました湯沢・永原区に対しまして助成した経費であります。 

４の①は、青少年チャレンジ体験事業、わたしの主張発表大会及び成人式

等の事業に要した経費であります。 

②は、ボーイスカウト及びガールスカウトの活動に対しまして補助したも

のであります。 

５の①は、青少年センター運営懇話会構成員への謝礼及び青少年センター

事業に要した経費であります。 

②は、市ＰＴＡ連絡協議会への交付金及び青少年健全育成強化月間や各期

の青少年を守り育てる運動等に要した経費であります。 

③は、放課後子ども教室６教室の運営及び放課後子どもプラン推進の検討

に要した経費であります。 
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６は、平成２４年１１月１６・１７日開催の全国報徳サミット御

殿場市大会においての実行委員会への交付金であります。  

７の①は、ボーイスカウト、婦人会等の活動拠点として使用していますふ

れあい会館の、②は、旧青少年会館跡地の除草など、各施設の維持・管

理に要した経費であります。 

◎２４８・２４９ページをお願いします。 

予備費充用については、印野の熔岩隧道丸尾エリアの整備

に伴い、安全対策が急遽必要になったことから、委託料に予

備費を充用させていただき処理したものです。 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎３目 図書館費の執行率は９７．７％でありました。 

２の①は、窓口業務委託料、雑誌、新聞の購入費、図書データ使用料等に

要した経費であります。 

②は、子育て支援、子ども読書活動推進の一環として、絵本を介して親子

のふれあいの大切さを啓発するための絵本等の購入経費で、２４年度は

８６９組の参加をいただきました。 

③は、図書館の蔵書充実を図るための図書等の購入に要した経費でありま

す。 

④は、図書館の貸し出しシステム並びにインターネット公開事業に要した

経費であります。 

３の①は、図書館の光熱水費、施設の保守委託料、土地借上料など、施設

維持管理に要した経費であります。 

②の主なものは、雨漏り、防災設備及び児童室電動シャッターの修繕に要

した経費であります。 

５の①から④は、日本図書館協会ほか協議会等の負担金であります。 

６は、図書館ボランティアの会及びくろつぐみの会に対しまして活動助成

のための交付金であります。 

学校給食課長  続きまして学校給食費ですが、２５１ページをお開きください。 

６項１目 学校給食費について説明させていただきます。執行率は９８．

７％でございます。 

１の①は学校給食センター運営委員会開催時の１３人分の委員の報酬で

す。 

２の①は臨時職員１９名、パート職員１６名、計３４人の職員の賃金と社

会保険料でございます。 

３は小学校児童５，２２２人と中学校２，５８６人合計８，１０８人と教

職員など合わせて約８，７００人分の学校給食の賄い材料費、センター

と学校間の給食配送回収業務委託、小中学校の配膳業務委託、職員の保

菌検査等に要した経費でございます。 

４の①は３施設に使用する消毒液、洗剤、厨房給食用の消耗品費、燃料費、
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光熱水費、調理器具の点検整備業務委託に要した経費でございます。 

②は西学校給食センターの熱風機修繕料など施設や調理器具に要した経

費でございます。 

③は南学校給食センターと西学校給食センターの土地借上料でございま

す。 

④はＰＦＩ事業で行っている南学校給食センターの建設に関わる償却費

の維持管理費、運営費でございます。 

５は南学校給食センターで使用している公用車の経費でございます。 

６の一般諸経費は、旅費等の経費でございます。 

７は学校栄養士会、各種協議会の負担金でございます。 

続きまして、予備費充用につきましては、 

１１節については西学校給食センターのスチームコンベクションの修

繕について早急に対応しないと調理に支障を来す恐れがあるため予備費

より充用させていただきました。 

また、１８節につきましては西学校給食センターの配送コンテナの消毒

用ダクト１棟が故障したため併せて予備費より充用し、備品購入したもの

でございます。 

教育委員長 ただ今、御協報第１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。 

教育委員 ２３３ページの夢創造事業は、平成２４年度は１校あたり１７

万円となっています。少ないのではないのかと。とても良い事業

であるので来年度は是非予算の上乗せをするようにしてもらい

たい。子ども達は楽しみにしているので、配慮をお願いしたい。

教育委員 ２４９ページの民俗資料収蔵庫は行ったことがあります。そこ

に市民から頂いている資料がある。開放しないのはいかがなもの

か。日の目を見るように検討してほしい。 

社会教育課長 建物の耐震性が低いので公開しておりません。３ヶ年実施計画

に事業計画を載せています。 

教育委員長 ２３３ページの３－⑥魅力ある学びづくり推進事業は学年事

務補助者１人分の経費ですか。 

学校教育課長 ２５年度はもう１人増えました。 

教育委員長 現在は校舎耐震事業にずいぶん費用がかかっているが、それら

が一段落したら、今後は人間作りに力を入れてほしい。 

教育委員 校舎耐震事業の進捗状況は何％ですか。 

教育総務課技

監 

全体では９４％の進捗状況。校舎の耐震工事は平成２６年度で

終了します。平成２７年度は地区体育館で神山地区体育館の耐震

工事を行います。 

教育部長 耐震計画は平成２７年度まで作ってありますが、校舎の耐震工
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事は平成２６年度で終了します。 

社会教育課長 図書館は平成２７年度を計画しています。 

教育委員長 （原里小学校を見て）学校の建物にあれほど金をかける必要が

あるのだろうか。学校について検討すること必要ではないか。安

全は必要でありますが。先生方の研修がこの頃活発に行われてい

ます。先生方もやる気になってきている。波に乗ってきているよ

うに感じる。教育長は１０年スパンで教育を考え、構想を練って

います。 

教育委員長 ＡＬＴ講師賃金は受け持っている時間ですか、契約時の金額で

すか。 

学校教育課副

参事 

市から直接ＡＬＴに賃金を払うのではなく、委託業者、派遣会

社がＡＬＴに払う方式になっております。 

教育委員長 ＡＬＴを派遣する会社との交渉はどうするのですか。 

学校教育課副

参事 

会社は決定する時にプロポーザル方式をとっています。児童生

徒の教育方針との切り口と予算が折り合いがつく業者を選定し

て委託契約しています。 

学校教育課長 学校教育課、小中学校の英語の教諭に集まっていただき、業者

を選定していますが、予算も調整します。いずれにせよ質を重視

し、提供される授業と予算を見ながら選定しています。 

教育委員長 業者は何社くらいと契約しているのか。 

学校教育課長 平成２４年度は５社と契約を結んでいます。 

教育委員長 ＡＬＴの先生が１年でやめてしまう講師ではなく、本人が勉強

したいという講師で継続して指導していただける方をお願いし

たい。ＡＬＴのキャリアアップに使われるのはよくない。 

学校教育課長 業者と契約しているので、個人の力を見極め毅然とした態度で

臨んでいきたい。今年度も途中でＡＬＴが変わるという話があっ

たが納得できない。学校ではＡＬＴではなく、何とか先生という

ことになっている。途中で先生が変わるのは困るとかなり強力に

業者に伝えた。どうしても変わるという場合は今の先生以上のス

キルを持った先生でなければ納得できない、契約上おかしいと業

者に伝えています。ＡＬＴは個人の力が本当に大きいのでそれを

認めながら対応しています。 

教育委員長 毅然とした態度で対応をお願いします。 

教育委員長 他に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 ご異議がないようですので、御教報第１号「平成２４年度御

殿場市一般会計決算（教育費）について」は、原案どおり承認
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することに決しました。 

教育委員長 次に御教議第３６号「平成２５年度御殿場市一般会計補正予

算（第２号）について」を議題といたします。 

教育総務課長 では、第３６号議案について説明させていただきます。 

（議案書朗読） 

今回の補正は、教育総務課、社会教育課の２課に関係するもの

ですが、私の方で議案の朗読と教育総務課関係について説明させ

ていただきます。  

（議案朗読） 

 １ページ、２ページをご覧いただきたいと思います。 

１０款教育費ですが、 

２項小学校費 １目学校管理費の施設整備の①地区児童屋内

体育施設耐震補強事業のうち、玉穂地区児童屋内体育施設につき

ましては、当初計画では、平成２５年度は基本・実施設計委託と

既存施設の解体工事まで行う予定でしたが、新体育施設の完成を

平成２６年度の卒業式に間に合うようにスケジュールを見直し、

平成２５年度内に改築工事を着手するというものです。なお、財

源につきましては、全額玉穂財産区繰入金を充当いたします。ま

た、富士岡小学校校舎耐震補強事業及び高根小学校プール改築事

業に係る教育費国庫補助金の交付決定額が見込み多かったため、

合わせて財源の更正を行うものです。 

次の３目原里小学校校舎改築事業費につきましては、グラウン

ド整備工事において、人件費単価の上昇等により増額の契約が必

要となったことや、グラウンド整備工事、外構及び外構付帯工事

に関連する取り合い部が、高低差が大きいことから児童の安全性

の確保やバリアフリー化のため、関連工事を追加発注する必要性

が生じたため、新たに契約を結ぶものです。なお、財源につきま

しては、９０％が原里財産区繰入金、残りは一般財源と起債を充

当いたします。 

 ４目印野小学校校舎改築事業費及び３項中学校費１目学校管

理費につきましては、印野小学校校舎改築事業並びに御殿場中学

校及び南中学校校舎耐震補強事業に係る教育費国庫補助金の交

付決定額が見込みより多かったため、財源更正を行うものです。

 ４項幼稚園費の１目幼稚園費につきましては、本年３月に原里

西幼稚園の３歳児保育室と遊戯室に設置してあるＦＦ式石油暖

房機２台が故障しましたが、設置から既に２４年経過し、修理が

不可能なため、これに代わる石油暖房機を２台購入するために補

正するものです。 
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社会教育課長 １の青少年対策事業の①青少年乾山育成事業の隔年で開催し

ている「青少年のための科学の祭典」事業について、市内演習場

関係７法人からの寄付額が確定したため、歳入と歳出を補正する

ものです。 

歳入は、当初未確定であった寄付金７０万円を補正増するもの

です。 

歳出は事業運営費が不足するために、実行委員会への交付金を

補正増するものです。     

２の一般諸経費は、当市の名誉市民である故勝間田清一氏の業

績を後世に伝える（仮称）勝間田清一伝の発刊に向けた準備委員

会が行う事業に要する交付金とその財源を補正するものです。 

 歳入は３００万円で１財産区あたり６０万円で５財産区から

の繰り入れるものです。 

当市名誉市民である故勝間田清一氏については、平成２０年

に、生誕百周年（没後二十回忌）を機として胸像を製作し、市役

所内に設置しているところです。 

この度、市制６０年を前に、東富士演習場に関係する市町、機

関や団体の賛意を受けて、勝間田清一氏の業績や足跡を体系的に

記録して後世に伝えるために、仮称）勝間田清一伝を発刊するこ

ととなりましたが、資料調査等に相当の期間を要する見込みであ

り、一方で関係者が高齢化していることから、早期に着手するこ

ととしたものです。 

なお、本年度は準備期間として位置づけて、事前調査等を実施

し、平成２６年度に正式な発刊委員会等を結成するものでござい

ます。 

 また、発刊は編纂委員会が行い、市は編纂委員会への交付金を

交付します。 

続きまして、３の図書館費は、御殿場愛郷報徳社様より、図書

整備を目的として３０万円の寄附があることから、歳入歳出の増

額をするものでございます。この寄付につきましては毎年いただ

いているものでございます。 

教育委員長 勝間田清一氏の本はいつ発刊する予定ですか。 

社会教育課長 平成２８年度中に発刊する予定です。２６、２７年度で調査、

２８年度に執筆と考えています。 

教育委員長 発起人は誰ですか。社会教育課ですか。 

教育部長 急に補正で挙がってきたものですが、いろいろ市民の方から要

望があったり、市議会議員や地元や演習場関係、演習場には大分

貢献していますので、演習場を抱ええている法人の方からとか、

名誉市民ということで市としても賛同しまして、庁内の事務局は



16 

 

社会教育課に置くということで、先程も課長から話があったとお

り実行委員会は社会教育課におき、見識者とか調査が大変ですの

でその中に専門家を入れたり演習場の法人のトップにも入って

いただいたり、その中でいろいろな学研を調査していただいた

り、文教を調査していただくのに長い期間がかかるので今から始

めるものです。 

教育委員長 市の予算でするものなのか。 

教育部長 財産区繰入金で実施しますが、市の直轄だがやり方は実行委員

会又は編集委員会にお願いするものです。市の事業ですので３ヶ

年実施計画にも載ってくると思います。 

教育委員長 他に質疑もないようですので、本案を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 ご異議がないようですので、御教議第３６号「平成２５年度

御殿場市一般会計補正予算（第２号）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 次に、御教議第３７号「平成２５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 ただいま議題となりました、御教議第３７号につきまして、内

容説明をいたします。 

 お手元の平成２５年８月定例会議案書、４ページをお開き願い

ます。 

 初に議案の朗読をいたします。 

（議案朗読） 

今回、認定のご審議をお願いしますのは、平成２５年度就学援

助の申し出がありました４人で、いずれも新規の申し出でありま

す。 

具体的な内容につきましては、後ほど担当者から説明させます

が、認定理由は、いずれも準要保護で児童扶養手当を受給してい

る世帯の者３人、保護者の職業が不安定な世帯の者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、よろしく御審

議のほど、お願い申し上げます。 
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学 校 教 育 課 副

参事 

 それでは、内容について、私の方からご説明申し上げます。 

今回の申請は小学生３人、中学生１人の計４人でございます。

 資料は、１ページが申請者一覧表、３ページから２１ページま

でが申出書と所得関係等資料、２３ページが生活保護費等計算書

で、いずれも両面印刷となっております。 

よろしいでしょうか。 

「よろしい」との声あり。 

 申請者一覧表の項目は、左から、№、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、申請者一覧表にもとづき、№１から順次、ご説明申

し上げます。 

教育委員長 ただ今、御協議第３７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・検討） 

教育委員長 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。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議がないようですので、御協議第３７号「平成２５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 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 他に何かございますか。 

教育委員長 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

８月定例会を閉会といたします。 

                   午後２時４０分閉会 
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