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第７９２回教育委員会会議録 

日時 

平成２９年 ７月２０日（木）午後１時３０分 

 

場所 

御殿場市役所 ５階大会議室 

 

出席者 

１番 教育長 勝又 將雄 ２番 委員 勝又 英和 

３番 委員 福島 東 ４番 委員 芹澤 えつ子 

５番 委員 勝又 綾子 ６番 委員 佐藤 朋裕 

 

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  学校教育課副参事  

西学校給食センター所長兼高根学校給食センター所長  

 

事務局 

教育総務課副参事  教育総務課主事  

 

議事 

御教議第３１号 平成２９年度御殿場市教育委員会自己点検・評価について 

御教議第３２号 平成３０～３１年度使用の小学校教科用図書の採択について 

御教議第３３号 平成２９年度就学援助について 
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開会 

 

教育長 

よろしくお願いします。 

いよいよ学校関係は本日を含めて２日間、今週末で夏休みに入るという時期になっていま

すが、全国各地で自然災害、これまで体験したことがないような、そういう災害が起きてい

るような状況で、夏休みを迎える以前の問題という地域もあります。あまり関わりが無いと

いうような雰囲気でいるよりも御殿場市としても、地域防災の観点からいけば小学校を中核

にしました避難地避難場所の確認というところは見ておかなければいけないのかな、という

気がしているところです。 

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。ただ今より、

御殿場市教育委員会７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。３番委員と４番委員にお願いい

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。 
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教育長報告 

 教育長 
中体連関係は、また別に報告があろうかと思いますが、ほぼ地区大会が終わりまして、県

大会出場が決まっている種目があります。かなり良い成績をおさめています。また、今日は

道徳の教科用図書の採択について、よろしくお願いします。 

 

６月２２日 庁議 

 来客（中体連会長他）対応 

 

６月２３日 県立御殿場特別支援学校・教育振興会総会打合せ 

 第１回学校給食センター運営委員会 

 

 教育長 
学校給食センターの運営委員会がございました。医師、歯科医師、薬剤師、校長、保護

者代表、保健所等の運営委員というようなメンバーで、いろいろな課題を検討する場とな

っております。 

 

６月２５日 静岡県知事選挙 

 地域の作業に出席 

 

６月２６日 部長等連絡会 

 定例記者会見 

 いじめ問題対策連絡協議会 

 

教育長 
いじめ問題対策連絡協議会がございまして、ここには保護司の方、生徒指導主事の皆様

が来て、いろいろ話し合いをしました。 

 

６月２７日 部内打合せ 

 第１回文化財審議会（急遽欠席） 

 夜・学校専門相談医制度合同会議（急遽欠席） 

 

６月２８日 県立御殿場特別支援学校教育振興会総会 

 

教育長 
県立御殿場特別支援学校教育振興会総会がございまして、他の会もあったものですから、

支所長と財産区議長で若干欠席者がいたわけですが、ここもこんな形で進めています。 
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６月２９日 学校教育課との打合せ 

 

６月３０日 教育総務課との打合せ 

 玉穂幼稚園公開保育 

 第１回東部教育長・教育委員長会分科会 

 第２回東部教育長会 

 

教育長 
東部の教育長・教育委員長会がありました。分科会も行われて、御殿場市から提案を行

ったりしました。と同時に、東部の教育長会も開かれました。教育委員長がまだ在職して

いる市町もありますので、こういう形で二部構成でやっていますが、近い将来、あと１年

くらいでしょうか、教育長会に一本化されるのではないでしょうか。 

 

７月 ２日 駿東支部消防操法大会 

 

７月 ５日 学校教育課打合せ 

 

７月 ６日 沼津・駿東地区教育長会 

 

教育長 
沼津・駿東地区の教育長会が開かれました。主に、教科書の関係であります。 

 

７月 ７日 御殿場・小山公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会・講演会 

 

教育長 
御殿場・小山公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会・講演会がございまして、この講

演会の前に、少し時間をいただいて話をさせてもらいました。 

 

７月１０日 部長連絡会 

 教頭会 

 幼稚園長会との懇談会 

 

教育長 
幼稚園長会との懇談会ということで、預かり保育であるとか、神山幼稚園等の話題のな

かで園長たちとの話をしたという場です。 

 

７月１１日 夏の全国交通安全街頭活動 

 部内打合せ 

 原里西幼稚園公開保育 
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教育長 
夏の全国交通安全街頭活動ということで、今年は初めてカインズホーム周辺で行いまし

た。また、原里西幼稚園の公開保育に出ましたが、環境整備と同時に子ども達の状況とい

うものがよくわかるものですから実際に足を運んで、小さなグループでありましたけれど

も、その集団の中にも、単純に見ていても４～５人は個別の指導が必要だなという子ども

がいましたから、補助者がちゃんと、それなりに配置されないととてもじゃないけどあれ

くらいの子どもをみるのは大変だなということを実感した場でありました。 

 

７月１４日 人間ドック 

 

７月１５日 保護司・内海氏の叙勲祝賀会 

 玉穂・中畑南地区の納涼祭 

 

７月１６日 中体連地区大会 男女バレーボール大会 

 

７月１８日 部長等連絡会 

 教頭・主幹教諭・教務主任合同研修会 

 

教育長 
教頭・主幹教諭・教務主任合同研修会で少しお話をさせていただきました。 

 

７月１９日 部内打合せ 

 園長会 

 

教育長 
本日の定例教育委員会に至っております。こちらのメモにあるのですが、子どもたちに

戦争と平和の訓話の必要性と書いてありますが、これは校長会でこの話をさせてもらいま

して、夏休みに入る前に校長先生から子どもたちに対して戦争と平和に関わる話をしても

らいたい、これはとりもなおさず命の大切さをきちっと教えてもらいたいということで、

多分これが夏の地域の慰霊祭に、もし子どもが参加する場があるとすると、その中で校長

先生からいろいろな話を受けました、という言葉が出てくるかもしれません。ここに書い

てあるのは、ある総会でお話しさせていただいた挨拶の一部でありますが、火垂るの墓ひ

とつとってみてもアニメの世界ですが、こういうものを提供しても小学校の低学年にはあ

る程度わかってもらえるかな、ということで提供しました。 

次のページからは資料で、校長会や教頭会の組織の中での指示をする場面があるのです

がそのなかで提供した資料になります。教師は３６０度先生という自覚を持ってもらいた

いという見出しで、これは３６０度尊敬される目で見られますよ、という意味合いです。

不祥事がたくさん出てきてしまっているというなかで、威儀を正すという言葉をあえて使

わせていただきました。威儀を正す、こんな言葉を使って伝えたという内容です。 

続いて、管理職としての心構えということですが、県費負担で教職員ですから人事異動
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で御殿場市に赴任してくるという状況でいますので、いま勤めている御殿場市の職員とし

て働くのですが、人事異動があるというと裾野市の教員になったり、あるいは沼津市の教

員になったりしますので、あくまでも御殿場市としてはこういう管理職でいてほしいとい

うことを羅列したものです。 

最後の資料ですが、警報に関する新ガイドラインとあります。これは一昨年の書類です

が、休校の判断基準であるとかというものをそれぞれ教育委員会、校長会で共通認識をも

ったうえで行うのですが、例えばこういうものを毎年出さなくてはいけないような、中身

の変動があるんですね。災害があまりにもあって異常な状態であるものが、異常でありす

ぎてそれが恒常的なものになるというと、これが成り立たなくなるということから、変え

ていかなくてはいけないという経緯のなかから、こういう書類を出したわけです。これを

出した理由のひとつが小学校のプール開放に関わる雷注意報の扱いをどうするかという問

題が出てきたときに、あえてこれをもう一度出したという経緯がありまして、子どもの命

を守るということを前提にしたときに、いろいろなものが法的に整備されているものを学

校がきちっと受け止めるという、すさまじいがんじがらめの中に生きているわけですから

なかなか大変なので、それをガイドラインとしてこういう形で提出しているということの

ご承認をいただけるかなということで資料といたしました。 

以上、報告とさせていただきます。 
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議事 

教育長 

それでは、始めに当局から一言お願いします。 

 

教育部長 

７月１８日から市役所庁舎議会棟の解体工事が始まりまして、この会場に入ってくるのに

委員の皆様もだいぶ遠回りをしないといけないということで、ご不便をおかけしております。

工事の関係で駐車場の台数も減っております。また箱根方面からの右折入場もご遠慮くださ

い、出るときは左折でお願いしますというようなルールになっております。ご不便をおかけ

しますが来年の７月まで１年間くらい、よろしくお願いします。 

また、今月は２６日に教育フォーラム、来月１０日は総合教育会議と大きなイベントがあ

ります。忙しい時期ですがよろしくお願いします。 

本日は議案３件、協議・報告事項が３件、その他１件となっておりますのでよろしくお願

いします。 

 

教育長 

それでは、議事に入ります。 
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御教議第３１号 
平成２９年度御殿場市教育委員会自己点検・評価について 

教育長 

それでは、御教議第３１号「平成２９年度御殿場市教育委員会自己点検・評価について」

を議題といたします。 

 

教育総務課長 

それでは、ただいま議題となりました平成２９年度御殿場市教育委員会自己点検・評価に

つきまして、別冊の資料に基づき内容の説明させていただきます。御殿場市教育委員会自己

点検・評価報告書案の１ページをご覧ください。 

本報告書案は、６月の定例教育委員会協議会で皆様にご協議いただき修正したものを、７

月１０日に御殿場市教育委員会管理及び執行状況に関する懇話会を開催し、懇話会委員の

方々に意見をいただいた上で作成したものです。 

２ページから２１ページまでは「点検評価の方法」及び「御殿場市教育委員会の自己点検・

評価シート」となっています。 

内容につきましては、６月の定例教育委員会協議会で説明させていただいておりますので

省略いたしますが、教育委員会協議会のなかで本報告書案に子ども条例行動計画について触

れるべきではないかとのご指摘いただきましたことに基づき、２１ページにその他の事業と

して１ページ加えさせていただきました。 

次に、２２ページをお願いします。ここから２７ページまでが懇話会のなかで委員の方々

からいただいた意見等をまとめたものとなっています。 

はじめに「教育委員会の活動」についてですが、教育委員や校長先生だけでなく一般の教

諭も名刺があれば地域をはじめ外部とのコミュニケーションを図るのに活用できるのでは

ないかとのご意見やホームページに教育委員の皆さんの一言が入っていることへの評価、と

てもいいんじゃないかとの評価。また、様々な教育課題への対応として、学校評議員やＰＴ

Ａ役員と教育委員会との意見交換の場の検討についてのご意見等をいただきました。 

次に「教育委員会が管理・執行する事務」では、就学援助の認定について、子どもには責

任がないので、御殿場市としてより多くの方が就学援助を受けられるよう認定基準の緩和に

ついて検討してほしい旨の要望をいただいております。 

次に、２４ページですが第１の「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」につ

いては「心の教育を基本に『こころざし』を育む魅力ある教育」では、中学生になると不登

校が増える傾向にあることから、幼小中連携一貫教育の一層の推進と研究指定等が形式的に

ならないような意見交換の場の設置など工夫を凝らしてほしい旨のご意見をいただきまし

た。第２の「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」では、地域に埋も

れた経験者や実務者の発掘について、登録制のあり方について見直すなどの工夫を凝らして

ほしい旨のご意見をいただいております。第３の「文化財の保護と活用」では、収蔵庫の老

朽化に対するご質問がありました。第４の「読書の普及や自発的な学習活動の支援」では、

当市の図書館における記事切り取り等の被害状況についてご質問がありました。第５の「健

康教育にふさわしい食習慣の育成と推進」では、地場産品の利用率や残食率についてのご質
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問、その他教育全般として、万一の災害発生時における市や学校の対応についてのご質問が

ありました。 

２８ページをご覧ください。こちらは委員の皆様からご意見をいただいた上で「点検評価

の総括」としてまとめたものでございます。ご一読いただければと思います。 

以上が御殿場市教育委員会自己点検・評価報告書案の内容となります。なお、本報告書は、

来月の市議会福祉文教員会で報告させていただいたのち、市のホームページで市民に公表す

る予定となっています。 

以上、自己点検・評価報告についての説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

教育長 

ただ今、御教議第３１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。 

 

教育長 
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） 

 

教育長 

ご異議がないようですので、御教議第３１号「平成２９年度御殿場市教育委員会自己点検・

評価について」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３２号 
平成３０～３１年度使用の小学校教科用図書の採択について 

教育長 

続いて、御教議第３２号「平成３０～３１年度使用の小学校教科用図書の採択について」

を議題といたします。 

 

学校教育課長 

それでは、御教議第３２号について内容説明をさせていただきます。 

資料がございます。こちらは文部科学省から出ております、教科書の定義、採択の流れに

ついて載せてあります。その資料のいちばん最後のページをご覧ください。小・中学校用教

科用図書採択機構という資料がございます。こちらを基に、あらためまして教科用図書採択

機構についてこれまでの経緯を含めて説明をいたします。 

まずはじめは①②③の関係についてです。県教育委員会は採択の対象となる教科書につい

て調査・研究し採択権者である市町教育委員会に助言するために教科用図書選定審議会を設

置いたします。その審議会のなかで校長や教員等で構成される教科用図書専門調査委員会へ

調査依頼を行い、結果報告をさせます。これが①になります。この専門調査員会での調査・

研究を基に教科用図書選定審議会が県教育委員会へ答申いたします。これが②になります。

県教育委員会は選定資料として基本方針等研究報告書を市町教育委員会に送付することによ

り助言を行います。これが③にあたります。 

続いて④⑤⑥⑦の確認について説明いたします。教科書の採択権者は市町教育委員会です。

静岡県の場合、すべての市町が共同採択を採っているため各地区の教科用図書採択連絡協議

会が調査・研究を実施いたします。そのための資料として市町教育委員会が県教育委員会か

らの選定資料を採択連絡協議会へ提供いたします。これが④にあたります。採択連絡協議会

は教育長、校長代表、保護者代表で構成されており今年度は５月１７日に第１回会議を開催

し採択案を作成するために、校長や教員等から構成される教科書研究委員会に研究依頼をい

たします。これが⑤です。教科書研究委員会においては６月下旬に４日間の調査・研究を行

いました。その際、３市３町の小学校から寄せられた教科書調査研究報告書を参考にしなが

ら専門的研究を加え、採択案を採択連絡協議会に報告いたしました。この報告を受け、７月

６日の第２回採択連絡協議会では、各教科書センターに寄せられた市町民からの意見を参考

にし、１者を決定する採択案を作成いたしました。これが⑥⑦です。 

続いて、⑧⑨⑩の関係について説明いたします。採択連絡協議会は、作成した採択案を採

択権者である市町教育委員会に本採択案でよいかどうかを伺う建議をいたします。これが⑧

です。この建議を受け、市町教育委員会はそれぞれの教育委員会によって、本採択案でよい

かどうかの検討をします。本日の会議がこれにあたります。採択案に同意する場合には、同

意書を採択連絡協議会に報告をします。これが⑨⑩です。採択が決定した後、採択結果通知

を当該市町小学校に通知するとともに県教育委員会に採択結果を報告します。これが⑪⑫で

す。 

まず今回研究を行った８者の教科書について簡単に特色を説明いたします。お手元に教科

書を置いてありますのでご確認をお願いします。 



 

11 
 

まずはじめに東京書籍新しい道徳です。この教科書の特色ですが、児童の日常生活で実際

に起こりそうな身近な出来事を扱った教材が多く、児童が自分事としてとらえて主体的に考

えることができるようになっています。また、やわらかなタッチの挿絵が使われており、紙

面構成にゆとりがあり見易くなっています。次に、学校図書かがやけみらいです。こちらの

特色は、読み物と活動の２冊で構成されています。読み物の本には題名の横に内容項目をわ

かりやすく表現した言葉が示されております。また児童にとって身近に起こりそうな題材が

多く、自分事としてとらえ考えることができます。すべての学年において道徳の学習の進め

方がイラスト入りで掲載されていて、児童の発達の段階に配慮されています。続きまして教

育出版小学道徳です。こちらは資料のはじめに全体を見通す投げかけがあり、その時間で学

ぶ内容について把握することができるようになっています。また、行間が広くすっきりとし

ていて、落ち着いて考えることができ、文章の量も学年に応じて発達の段階に適したものに

なっています。続きまして、光村図書道徳です。この特色ですが、考えようでは教材を通し

て追及する主題や、判断し行動する力を育むことを重視した発問で児童の思考の視点を焦点

化しつつ、多様な意見を引き出すことが工夫されています。挿絵は落ち着いた雰囲気で行間、

文の長さ等発達の段階を考慮したものとなっています。次が日本文教出版生きる力です。こ

ちらは情報モラルについて、１年生から６年生までの段階的系統的に扱われていて、繰り返

し考えられる内容となっています。また挿絵、写真、文字の大きさなどが学習するうえでと

ても見易いものとなっています。続いて光文書院豊かな心です。こちらの特色は付録を含め

４０の資料があり、学校地域の実態などに即して弾力的に応じた作りになっています。複数

の教材を続けて配置することで、重点項目について多面的多角的に考えられるようになって

います。また吹き出しや絵、図などを用いて効果的なページ構成になっています。次が学研

のみんなの道徳です。こちらの特色は主題を本文に記載しないことで、教材に含まれている

価値について、児童が主体的に問題意識を持ち、考えることができるようになっています。

教材は写真、絵、物語、まんが、身近な人物など多様な形式で児童にとって受け入れやすい

形式となっています。最後になります。廣済堂あかつき小学生の道徳です。こちらは学習の

道筋として多面的多角的に思考を導くような視点を示すことによって、児童が問題意識を共

有し見通しをもって学習できるようになっています。全体的に落ち着いた紙面で学習に集中

できるようになっています。これが８者それぞれの特色となります。 

それでは次に、採択連絡協議会から建議を受けました小学校道徳の教科用図書採択案につ

いて説明いたします。建議がございましたのは、２番目に紹介しました学校図書かがやけみ

らいです。採択の理由として、読み物と活動の２冊で構成されており、読み物では発問の例

示をせず児童が新鮮な気持ちで読み進め、自分なりの疑問や考えを持てるように配慮されて

います。また教師は授業の狙いや児童の実態に合わせて発問を構成できるようになっていま

す。活動は、内容項目ごと見開き２ページになっており、アクティブで児童の多様な考えを

促し、話し合いを深め、自らを見つめられるよう、特に発問の工夫がされています。また記

録を残すことで学びの深まりを実感でき、さらに特設ページの設定により価値理解に基づい

た学習意欲を高められるように配慮されています。複数の内容項目から、いじめ問題を解決

していくために、学年の発達の段階にふさわしい教材を用意し、気づきや実感を積み上げ、

命の大切さについての自覚を含め、いじめに向き合う心を育むよう配慮されています。この

ような理由で採択の建議がされました。 
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以上で説明を終わります。よろしくご審議のうえご決議賜りますようお願いします。 

 

教育長 

ただ今、御教議第３２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。 

 

教育長 
お手元に配置してあります教科書が学年がバラバラでありますので、５年生だったら５年

生で見ていただいて、その違いをご確認いただければということでお配りしております。文

字の大きさや版型も違いますので、それも含めてご覧ください。 

 

勝又綾子委員 

みんなどの教科書も魅力的で、良いところがそれぞれたくさんあると思いますが、現場で

実際に子ども達を教えている先生方が検討して選んでくださったということで、道徳が入っ

てくるということは大変だなとは心情的には思いますが、心を育てるということを学校全体

で取り組んでいくということが大事だと思います。これから毎週道徳の１時間が、この教科

書によって心に響く授業になってくれるといいなと思います。地域性や、子ども達のこと知

っていらっしゃる先生方が選んでくださったということで尊重したいと思います。 

 

教育長 

他に何かご意見ございますか。 

いま勝又委員からご指摘がありましたが、道徳の授業そのものは週１回ということで３５

時間計算いたしますが、ご覧いただいたとおり４０本程度の資料が載っている教科書もあり

ます。基本は３５で足りるわけですが、要するにチョイスができます。教科書は全部やると

いう必要性はありませんので、主たる教材という位置づけです。４０ある内の３５を選択し

てやるというということで、そこに軽重がうまれますので、自分の抱えているクラスの実態

にあった主題を重ね合わせてやることもあるし、そうではなく、ここは軽く扱うということ

もありますので、多くの教科書会社は４０項目くらい、４０主題くらいを載せておいて、そ

のうちの３５を選べるという形になっているのがオーソドックスな作りとなっています。 

他にご意見はございますか。それでは内容説明と同時に最後に提案がありました学校図書

かがやけみらいという道徳の教科用図書を採択することをご同意いただけるということでよ

ろしいでしょうか。 

 

（意見なし） 

教育長 

それでは、こちらで同意するということで、よろしくお願いいたします。 

御教議第３２号「平成３０～３１年度使用の小学校教科用図書の採択について」について

は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３３号 
平成２９年度就学援助について 

教育長 

それでは、御教議第３３号「平成２９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いたしますので、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３３号につきまして、内容説明をいたします。 

議案書４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３３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） 

 

教育長 

ご異議がないようですので、御教議第３３号「平成２９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。 

  



 

14 
 

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。 

その他ということで、各委員の方からこの１か月についてコメントをいただきたいと思い

ます。 

 

各委員より 
・御殿場市子ども条例行動計画について、まとめた冊子が７月上旬に全戸配布された。全

戸配布の方法について、以前は区長から組長、班長を通じて組付き合いがある家庭に配

布されていたが、現在は委託を受けた民間業者がポスティングをしている。今回の行動

計画の冊子も、毎日の広告チラシと一緒にポストに入っていた。だいたいがどうでもい

いチラシなので、いつもはそのまま捨てているが、今回は待っていたのでちゃんととっ

ておきました。せっかく作った子ども条例行動計画の冊子が、ごみと一緒になるような

チラシと一緒にポスティングをされていたのが残念だ。確かに全戸配布はされていると

思うが、配布についても社会総がかかりで関係者と調整し合って配布できれば意味があ

ったのではないか。次回こういう機会があったら、ポスティングではない方法も考えて

いただきたい。 

・新聞にも載っていたが、各小学校の交流会ということで、国立中央青少年交流の家でイ

ングリッシュキャンプが開催された。英語を使った自己紹介やウォークラリーなど、学

校ではできない体験で楽しく思い出深いものになったようだ。小学校で英語が教科とな

るが、国立中央青少年交流の家では英語教育の学びの場として学習指導要領に沿った企

画を提案していきたいとのことでした。子ども達に生きた英語に触れさせたいという関

心の高さを感じました。地元にある学びの場などを活用しながら授業時間の確保や深い

学びにつなげていっていただきたい。 

・夏休みを大幅に短くするという自治体があるようだ。全国でも話題になっている。実際

どういうふうに動いていくか非常に興味がある。夏休みが短くなる半面、授業日数は増

える、授業時間は変わらないので教員多忙化の解消には役立つ部分もあるのかと思う。 

・朝日小学校のプール完成記念式典に参列しました。立派なプールで感謝しております。

地区の青少年健全育成関係の会議が７月上旬に開催されましたが、ある議員が挨拶のな

かで、子ども条例行動計画について説明をしました。教育委員会だけではなく、地域で

活動する機会が多い議員にもお願いするという方法もあると感じた。 

・子どもが挨拶をしてくれるということが、日々の生活の中でひとつのうるおいとなって

いると感じている方もいる。先生方や地域の皆さんの、日々の教育が実ってきている場

面だと思う。子ども条例行動計画もそうだが、一人一人が子どもを育んでいくという誇

りになれるような御殿場市になっていったらよいと思う。配布については、色々なとこ

ろを通じてＰＲをしていったほうがよい。 

 

 等の発言 
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教育長 

皆様、ありがとうございました。 

それでは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７月定例会を閉会

といたします。 

 

 

 午後２時５０分閉会  
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

３番委員                 

 

 

 

 

 

４番委員                 


