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第７７６回教育委員会会議録 

 

日時 
平成２８年４月２０日（水）午後１時３０分 

 

場所 
御殿場市役所 第５会議室 

 

出席者 
１番 教育長   勝又 將雄      ２番 委員    岩瀬 こずえ  

３番 委員    勝又 綾子      ４番 委員    勝又 英和 

５番 委員    福島 東 

 

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              教育総務課課長補佐    

学校教育課副参事            社会教育課課長補佐    

学校給食課副参事    

西学校給食センター兼高根学校給食センター所長           

 

事務局 
教育総務課課長補佐           教育総務課主事      

 

議事 
御教議第２５号  平成２８年度御殿場市教育施策について 

御教議第２６号  御殿場市文化財審議会委員の委嘱について 

御教議第２７号  平成２８年度就学援助について 
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開会 

 

教育長 

皆様、ご苦労さまでございます。 

４月１日から教育委員会制度新制度に移行するということで、新教育長として就任

しておりますので今回より定例会の進行を担わせていただきます。 

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。 

ただ今から、御殿場市教育委員会４月定例会を開会いたします。 

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。 

それでは会議録署名人の指名を行います。教育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。４番勝又英和委員と５番福

島東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。 

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。 

 

教育長 

年度当初の定例会ということで、人事異動に伴い職員が変わっておりますので、 初

に職員の自己紹介をお願いします。 

 

（職員自己紹介） 

 

教育長 

課長の皆さんが残って統括が入れ替わったというような人事異動になっておりま

す。１年間よろしくお願いします。 
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教育長報告 

• ３月２３日 県費負担教職員・新規採用者引き取り 

      静岡県教職員組合駿東支部支部長来庁挨拶 

      オリンピック、パラリンピック事前合宿誘致準備会 

教育長 

この日に新規採用の先生方を引き取りました。総勢２０名ということで、多い時は

３０名を超す事もありますが今年は２０名ということになりました。この人事は新聞

に公表されておりませんので、これを持って正式な形での報告となります。 

 

• ３月２４日 教育部内打ち合わせ 

市議会３月定例会・ 終日 

臨時校長会（夜：校長・教頭合同送別会） 

教育長 

 市議会３月定例会 終日に副市長の人事案件及び新教育長の任命承認ということ

で、ここで承認されまして４月１日から動いております。 

 

• ３月２５日 市外からの転入管理職の来庁挨拶 

死亡叙勲の伝達 

武藤准一氏（学校評議員他役職歴任）の告別式参列 

玉穂支所との打ち合わせ 

教育長 

 死亡叙勲の関係が出てきおりますのでここで少し触れております。この度は高杉金

造元校長先生が亡くなりまして、その後の死亡叙勲の伝達をさせていただきました。

教育長、課長、担当スタッフの３人でご自宅へ伺いまして、遺族の方へ伝達を行いま

した。 

 

• ３月２６日 玉穂地区遺族会総会 

• ３月２８日 部長連絡会（ 終回） 

      市外転出管理職、退職校長の来庁挨拶 

      教育創生フォーラム実行委員長来庁挨拶 

• ３月２９日 青少年交流の家次長転任挨拶来庁 

      図書館整備方針検討の依頼業者事前中間報告 

• ３月３０日 全体朝礼…転・退職者の挨拶 

      県費負担教職員御殿場市離任式 
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• ３月３１日 退職辞令交付式・勝亦副市長退任式 

      退職辞令交付式・退職者を送る会 

教育長 

退職辞令交付式で前勝亦副市長が退任式を迎えられ、ここで区切りを付けました。 

 

• ４月１日 副市長・教育長辞令交付式 

     副市長・教育長就任式 

     職員辞令交付式・訓示 

     部長連絡会 

     臨時教育委員会 

     社会教育指導員委嘱式 

教育長 

平成２８年度に入りまして、ここから新教育長としての勤務になりますので、４月

１日に副市長・教育長の辞令交付式の後からかなり厳しいスケジュールの中動いてお

りました。同時に、２日・３日の土曜日・日曜日も総会関係が出てきております。特

に４月・５月は各種総会に招待されますので、そこでの挨拶や懇親会等が組み込まれ

ているという状況であります。 

 

• ４月２日 御殿場市子ども会世話人連合会総会 

• ４月３日 御殿場ライオンズクラブＣＮ５５周年記念式典 

• ４月４日 全体朝礼 

     部長連絡会 

• ４月５日 部内打ち合わせ 

     御殿場農協来庁挨拶 

• ４月６日 早朝・春の交通安全運動 

     午前・原里中学校入学式 

     午後・富士岡小学校入学式 

教育長 

 ４月６日に早朝春の交通安全運動がありましたが、この日に市内小中学校の入学式

が行われました。１日遅れまして、７日が幼稚園入園式です。皆様方もご出席をあり

がとうございました。 

 

• ４月７日 富士岡幼稚園・入園式 

     市校長会４月定例会 

     県立小山高校定時制入学式 

     勝又幸作氏（市政功労者）の通夜に出席 
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教育長 

なお、ここから校長会等の定例会がスタートしまして、今年度から市内小中学校の

校長会長は玉穂小学校の岩瀬和代校長先生となりました。色んな会合に代表として見

えられますので、よろしくお願いします。 

他市町から赴任された校長先生、及び昇任の先生が１人おりますので５名の校長先

生を迎えております。１６分の５の異動ということで、かなり大きな異動であると思

っております。実は今学校訪問で、私が直接学校へ出向きながら施設を見て、校長と

話をして、子どもの様子を見てという事を行っております。 

次に、小山高校定時制の関係ですが、勝又幸作氏の通夜がありましたのでそちらへ

出席したため杉本部長に出席していただき祝辞を代読していただきました。 

なお、特別支援学校の入学式も同様に代理出席をしていただいております。 

 

• ４月８日 特別支援学校入学式 

     市町教育委員会教育長会 

教育長 

この４月８日の市町教育委員会教育長会というのは、昨年までは教育委員長教育長

会ということで教育委員長さんにもご出席いただいておりましたが、昨年は木苗教育

長が就任されておりませんでしたので、今回初めて木苗教育長が正式な話をする場面

がありました。 

 

• ４月１１日 部長連絡会 

青少年広場利用についての市長への説明 

静岡県教職員組合支部長挨拶来庁 

ロータリークラブ来庁 「未来の私への手紙」説明 

• ４月１２日 教育部内打ち合わせ 

      配当会議 

      第１回東部市町教育長会 

      駿東地区校長会幹事会と教育長会との懇話会 

      地区校長会歓送迎会 

教育長 

４月１２日以降につきましては、東部市町教育長会、各種教育長会が続いていきま

す。５月まで都市教育長会、市町教育長会と順番に続いていきますが、一先ずスター

トの段階であります。 

 

• ４月１４日 幼稚園教頭・主任会 

• ４月１５日 市内学校訪問 
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      部課長研修会・懇親会 

• ４月１６日 ボーイスカウト年次総会 

• ４月１８日 部長連絡会 

      県立美術館開館３０周年記念式典 

• ４月１９日 教育部内打ち合わせ 

      市議会全員協議会 

• ４月２０日 家庭教育学級開講式 

市内小中教頭会 

定例教育委員会 

教育長 

各種総会の関係や市議会全員協議会等がありますが、本日ですと家庭教育学級開講

式があり、その後市内小中学校教頭会へ出席した後こちらへ戻って参りました。 

このような形で約１か月を締めくくっております。 

以上で報告を終わります。 
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議事 

 

教育長 

それでは議事に入ります。 

始めに当局から一言お願いします。 

 

教育部長 

委員の皆様には卒業式や入学式等様々な式典にご出席いただき、大変ありがとうご

ざいました。 

さて、私事ではありますが、１年ぶりに教育部に戻って参りました。１年間という短

い期間でありましたが、教育委員会制度改革や子ども条例と自分がやらなければなら

ないと思っていた事がこの４月から始まっており、１年で大きく変わってしまったと

感じます。変革のスピードについていくのが大変です。今年度も教育委員会では子ども

条例の行動計画、教育振興基本計画の策定、教育指導センターの組織体制、老朽化した

図書館や学校給食センターの整備計画の検討と重要な課題がいくつもあります。私も

出来る限り子ども達によい教育環境が提供できるよう、教育長を支えながら頑張って

いきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。 

さて、本日は今年度初めての定例の教育委員会ということで、平成２８年度の教育施

策、文化財審議会委員の委嘱、平成２８年度就学援助の３件の議案他、報告案件もあり

ますがよろしくお願したいと思います。 

 

教育長 

それでは新年度、新制度のスタートにあたりまして、１つ進行上の変更を申し上げま

す。 

今回より議事の議題について、議案朗読をしておりましたがこれを市議会同様に議

案朗読を省かせていただき、直接内容説明に入っていただくということでご了承いた

だきたいと思います。 
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御教議第２５号 平成２８年度御殿場市教育施策について 

 

教育長 

それでは 初に、御教議第２５号「平成２８年度御殿場市教育施策について」を議題

といたします。 

 

教育部長 

ただ今議題となりました御教議第２５号について、ご説明申し上げます。議案書の３

ページをご覧ください。 

私からは、平成２８年度御殿場市教育施策の基本方針の概略につきまして説明をさ

せていただきます。 

平成２８年度にスタート致しました第四次御殿場市総合計画における将来都市像で

ある「緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場」を受けまして、当市の基本方針と

して策定したものであります。将来都市像につきましては基本的には第三次総合計画

を踏襲したものでございますが、新たに交流都市という言葉が加えられております。教

育施策と致しましては、今までの方針に変更はございませんが、今年度から子ども条例

の施行がされた中で、今まで以上に社会全体で子どもを育成していく施策を推進して

いくこととなります。 

それでは、主だった部分に関しまして朗読させていただきたいと思います。 

次の時代を支える市民の基礎を培い、生きる力を育むために、学校教育においては、

「豊かな感性 確かな知性 健やかな心身」の育成に努めるとともに、現代の重要課題

としての、環境、防災・安全。国際理解、情報、キャリア、人権、健康等に関する教育

を推進します。そのためには、「魅力ある学びづくり」「学びの見通しを活かした幼・保・

小・中連携・一貫教育」「子どものニーズに応じた特別支援教育の充実」「人間力・社会

力を育てる心の教育の推進」を重点目標として教育活動を展開し、子ども、保護者、地

域から信頼される開かれた学校づくりを進めます。 

これを受けまして、下段の枠内に囲まれた重点施策６項目を推進していきます。 

なお、具体的な内容につきましては所属長からそれぞれご説明申し上げます。よろし

くお願い致します。 

 

学校教育課長 

それでは学校教育課関係の重点施策について、ご説明申し上げます。 

重点施策は、心の教育を基本に、「こころざし」を育む魅力ある教育の推進、これを

達成するために４つの主要施策を設定しております。 
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１つは、魅力ある学びづくりの推進であります。事業内容はそちらに記載されている

とおりですが、特に教育指導センターの円滑な運営につきましては、平成２９年度には

指導員を増員し、学校教育課から独立した組織として運営するために平成２８年度に

計画をしていきたいと思います。教師力向上をはかり、魅力ある学びづくりを進めて参

りたいと思います。 

さらに、子どもと向き合う時間を拡充するための学年事務配置ですが、平成２８年度

には１人増員して、御殿場小・御殿場南小・原里小・富士岡小に配置を致しました。こ

れも来年度継続して増員していきたいと考えております。 

２つ目は、幼・小・中連携・一貫教育の推進であります。１２年間を見通した教育を

進めて行くというところで、各中学校区で今年も実施していきます。特に西中学校校区

につきましては、魅力ある学校づくりという研究指定を進めながら、不登校を減らして

いくという取り組みを今年度から行って参ります。 

３つ目は、特別支援教育の充実というところで、平成２８年度に新たに新設した自閉

症・情緒学級の御殿場南小・西中の特別支援学級の円滑な運営を進めて参りたいと思っ

ております。 

心の教育の推進ですが、そこに書かれていないことですが、教育委員さんにもお渡し

させていただきました副読本「ふじさんのように」の中身が非常によく出来ており、市

民の方からも有償でいいから譲って貰えないかという声が聞こえる程反響もよく、い

い物が出来たのですが、活用しなければ意味がないので、今年度はこれを活用して心の

教育を推進していきたいと思っております。 

学校教育課関係の説明は以上です。 

 

社会教育課長 

それでは社会教育課に関係する重点施策について、ご説明申し上げます。 

まず、重点施策第２として、生涯学習環境の充実と豊かな人づくり、地域づくりの推

進ですが、ご覧のように４点の主要施策としております。 

例年実施しております事業の他に、隔年開催の御殿場ＤｏｎＤｏｎを来年２月２６

日（日）に予定しております。 

続きまして重点施策第３文化財の保護と活用ですが、２点を主要施策としておりま

す。課題となっております郷土資料館の整備につきましては、図書館整備と合わせて検

討して参ります。世界文化遺産富士山の保全に関しましては、関係市町との連携を強化

しつつ市としての取り組みを続けて参ります。 

続きまして重要施策第４読書の普及と自発的な学習活動の支援はご覧のように４点

を主要施策としております。耐震化や老朽化に対応するための本館整備につきまして

は、郷土資料館も合わせて総合的に検討を進めて参ります。 

社会教育課は以上となります。 
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学校給食課長 

それでは、学校給食課に関する重点施策についてご説明申し上げます。 

第５健康教育にふさわしい楽しい食習慣の育成と推進ですが、まず①の望ましい日

常の食生活習慣の育成につきましては、毎日の体験活動である学校給食が活きた情報

となるような御殿場市学校給食献立年間計画を作成し、ごてんばこしひかり、牛乳、鶏

肉などの地場産物を積極的に活用して献立を作成して参ります。 

また、栄養教諭が専門的な知見から子ども達や保護者に学校給食を教材として食に

関する指導や啓発を行うなど、食に関する興味・関心を高め、望ましい食生活を実践的

に子どもの育成に努めて参ります。 

また、例年好評の夏休み親子調理実習や、昨年から始めました、食物アレルギーなど

で普段給食が食べられない児童生徒に同じ給食を皆で食べていただこうということで、

みんなで食べるごてんばこめこカレーの日を今年も実施させていただきます。 

②の学校給食設備の充実と合理的な運営につきましてですが、昨年度西・高根学校給

食センターの老朽化に伴う現状を分析、将来的な修繕・改修・改築等について専門のコ

ンサルに総合的に調査・検討を実施していただきました。その結果、西・高根学校給食

センター整備計画報告書が出来あがり、それに基づき今後は庁内検討委員会等を設け

まして今後の整備計画の方向付けをして参りたいと思います。 

また、運営委員会につきましては給食食材の値段、来年４月からの消費税改定を踏ま

えまして、３回の開催を予定しております。 

③の衛生指導の普及と作業安全の確立ですが、定期的な衛生講習会の開催、日々の安

全指導等事故防止の徹底を図っております。 

後に④のごみ減量化対策についてですが、残食の軽減について各センターで献立

や調理の工夫を心がけ、学校では給食時間の確保や問いかけ等に取り組んでまいりま

す。残菜、残食などの処理については市内養豚農家の飼料や委託業者による堆肥化への

活動を行って参ります。 

学校給食課に関しましては以上になります。 

 

教育総務課長 

それでは重点施策第６の、多様化する教育環境に対応した施設・設備の総合的な整備

と活用についてご説明申し上げます。 

まず①の施設・設備の整備についてですが、印野小学校校舎改築関連では、平成２６

年度で校舎及びグラウンド整備が完了している印野小学校におきまして、事業の 終

年度となりますが、周辺整備として旧印野支所跡地におけるグラウンドの拡張工事及

び屋外便所建設工事を進めます。 

プール改築事業では、御殿場小学校及び朝日小学校の２校で、御殿場小学校プールに

つきましては、昨年度に引き続き改築工事、併せて屋外倉庫棟建設工事及び外構工事を
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進め、平成２９年３月の完成を予定しています。朝日小学校プールにつきましては、昨

年度に引き続き実施設計を進め、本年７月に改築工事を発注する予定です。なお、２校

とも新プールの供用開始は平成２９年７月を予定しています。 

小中学校環境整備事業では、昭和５０年に建設され老朽化が著しく進んでいる神山

小学校校舎について、内外装改修や屋上防水改修等の大規模改修工事を本年 7 月に発

注し２か年かけて整備を行います。 

次に②の教育機器の充実についてですが、例年に引き続き、小中学校の教材備品購入

事業及び特別支援学級教材整備事業の中で教育機器の充実を図って参ります。ＩＣＴ

（情報通信技術）関連につきましては、これまで小中学校の普通教室に電子黒板をフロ

アに１台設置すべく整備を進めてきた結果、今年度に上小林分校、富士岡中学校及び南

中学校に設置されることで目標が達成されることになります。今後につきましては、Ｉ

ＣＴを活用した教育の必要性が求められる中ではありますが、一方で多額の予算も必

要となることから、小中学校における学校ごとのバランスや教師への研修等ソフト面

にも配慮したＩＣＴ整備計画を平成２９年度中に策定すべく調査・研究を進めていく

予定です。 

教育総務課関係は以上でございます。 

 

教育長 

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。 

質疑も無いようですので、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） 

 

教育長 

 ご異議がないようですので、御教議第２５号「平成２８年度御殿場市教育施策につ

いて」を原案どおり承認することに決しました。 
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御教議第２６号 御殿場市文化財審議会委員の委嘱について 

 

教育長 

次に、御教議第２６号「御殿場市文化財審議会委員の委嘱について」を議題といたし

ます。それでは内容説明をお願いいたします。 

 

社会教育課長 

それでは議案書７ページをご覧ください。御殿場市文化財審議会委員ですが、１１名

の委員と専門委員１名の合計１２名となっております。この度、３番と６番の２名の方

が新任委員となっております。 

以上で内容説明を終わります。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

教育長 

ありがとうございます。ただ今御教議第２６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。 

質疑も無いようですので、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） 

 

教育長 

ご異議がないようですので、御教議第２６号「御殿場市文化財審議会委員の委嘱につ

いて」を原案どおり承認することに決しました。 
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御教議第２７号 平成２８年度就学援助について 

 

教育長 

次に、御教議第２７号「平成２８年度就学援助について」を議題といたします。本案

については秘密会としたしますので、関係者以外は退席願います。 

 

（秘密会） 

 

教育長 

それでは内容説明をお願いします。 

 

学校教育課長 

ただいま議題となりました、御教議第２７号につきまして、内容説明をいたします。

議案書の８ページをご覧ください。 

（内容説明） 

 

学校教育課副参事 

それでは、具体的な内容につきましてご説明申し上げます。 

（内容説明） 

以上で内容説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

教育長 

ただ今御教議第２７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） 

 

教育長 

それでは他に質疑も無いようですので、本案を原案どおりに承認することにご異議

ございませんか。 

 

（異議なし） 
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教育長 

ご異議がないようですので、御教議第２７号「平成２８年度就学援助について」を原

案どおり承認することに決しました。 
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その他・閉会 

 

教育長 

それでは秘密会を解き会議を続行します。 

他に何かございますか。 

他に無いようですので、以上をもちまして御殿場市教育委員会４月定例会を閉会と

いたします。 

 

 

 

 午後２時１５分閉会  

 

 

 

  



16 
 

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。 

 

 

 

 

 

４番委員                  

 
 
 
 
５番委員                  


