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第７９６回教育委員会会議録 

日時 

平成２９年１１月２０日（月）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 佐藤 朋裕 ４番 委員 芹澤 えつ子 

５番 委員 大西 孝明 ６番 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  教育総務課技師  

学校教育課副参事  学校教育課指導主事  

社会教育課課長補佐  

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４１号 平成２９年度御殿場市一般会計補正予算（第４号）について 

御教議第４２号 平成２９年度就学援助について 
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開会 

 

教育長 

学校や地域の行事に集中しているうちにもうすぐ師走というタイミングになっております

が、子供達の学校生活もあと１か月程で２学期が終了するという時期になっております。 

本日は委員全員の出席をいただいておりますので、委員会は成立致します。ただ今から御

殿場市教育委員会１１月定例会を開催致します。 

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。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。２番勝又英和委員と６番勝又綾

子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。よろしくお願いします。 
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教育長報告 

教育長 

１０月２４日から１１月２０日までの行事予定の報告となります。 

 

１０月２４日 ２市３町教育長会 

 

教育長 

２４日の夜２市３町教育長会が開かれまして、年度末の人事異動を含めた作業、日程の確

認からスタートしております。 

 

１０月２５日 モラロジー生涯学習セミナー 

 

教育長 

翌日２５日の夜ですが、モラロジー生涯学習セミナーがありまして、内容につきましては

教育長室の窓に掲載してありますので後程ご覧ください。 

 

１０月２６日 幼児防火・交通安全パレード 

 北駿小・中学校連合音楽会（中学校の部） 

 表彰受賞者の会総会・懇親会 

 

教育長 

２６日ですが、幼児防火・交通安全パレードに参加しました。はなみずき通りを歩きまし

て、子供達の元気な姿をアピールできました。 

同じ日に北駿小・中学校連合音楽会の中学校の部に参加しました。９１回を数えますが、

素晴らしい合唱を聞かせてもらいました。 

夕刻から表彰受賞者の会総会・懇親会に出ておりますが、年１回の総会になります。 

 

１０月２７日 来客（校長会幹事） 

 庶務スタッフとの打合せ 

 北駿小・中学校連合音楽会（小学校の部） 

 

教育長 

２７日に、２日目になりますが北駿小・中学校連合音楽会の小学校の部にも出ておりま

す。小学校の合唱についても、かなり質の高いものだったと思います。 

 

１０月３０日 部長等連絡会 

 試験委員会・再任用判定委員会 
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１０月３１日 部内打合せ 

 定例記者会見 

 指定校・中間発表会（印野小） 

 

教育長 

３１日ですが、指定校の中間発表ということで、委員の皆様もありがとうございました。

国研の指定研究ですけども、不登校生徒の減少対策に貢献できればいいかなと思います。 

 

１１月１日 財産区連絡協議会 

 

教育長 

１１月です。１日は財産区連絡協議会ということで、３ヶ年実施計画の説明等がなされま

した。 

 

１１月２日 富士岡地区青少年健全育成大会 

 

教育長 

２日ですが、夜富士岡地区青少年健全育成大会がありまして、ここでの挨拶も教育長室の

窓に載せておりますのでご覧ください。 

 

１１月３日 市子連・完走チャレンジ大会 

 御殿場市図書館祭り 

 御殿場・小山職人まつり 

 

教育長 

３日は祝日でしたが、市子連完走チャレンジ大会で１年生から６年生までの男女別の大会

がありました。それが終わりまして市の図書館祭りに参加しました。読み聞かせを含めてか

なり多くの参加がありました。続いて御殿場・小山職人まつりに顔出しをしまして、これは

毎年そうなんですが、工作に子供達が多く参加しているのですがそれにお父さんが関わって

いる姿がいいなと印象に残っています。 

 

１１月４日 ごてんばアートクラフトフェア 

 

教育長 

４日ですが、ごてんばアートクラフトフェアは中央公園でずっと行われていたのが中央青

少年交流の家で行われまして、会場全体というか交流の家敷地内全体でやっていて人数も凄

い人数が来ていました。集客力とすれば恐らく交流の家の行事でも初めての数かなというく

らいの人数でした。 
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１１月５日 御殿場愛郷報徳文化祭 

 青少年のための科学の祭典 

 

教育長 

５日ですが、愛郷報徳文化祭があり、終わった後に青少年のための科学の祭典にも出席し

ました。両方とも見させていただく中で、子供達だけでなく親子で参加している姿がいいな

と思いました。科学の祭典では、理科離れと言われる中ですが子供はああいった理科の実験

は好きなのだなと思いました。 

 

１１月６日 部長等連絡会 

 教育懇談会 

 

教育長 

６日ですが、教育懇談会という形で組合との情報交換会というようなものをやっておりま

す。これについても挨拶を載せておりますので、ご覧ください。 

 

１１月７日 部内打合せ 

 地域・社会貢献表彰授与式 

 

教育長 

７日ですが、地域社会貢献表彰授与式がありました。ご夫婦、親子で授与されている姿が

ありましたが、４０年や５０年という経歴を加えた中での後進の育成という意味でも素晴ら

しい足跡を残されている方ばかりでした。 

 

１１月８日 市町村教育委員会研究協議会（第一ブロック） 

 

教育長 

８日は市町村教育委員会研究協議会ということでつくば市で開催されまして、本来２日間

の開催だったのですが初日だけ参加させていただきました。文科省の局長が来て説明をする

ということで、かなり分厚い資料をもとにしながら説明を聞く貴重な機会でした。 

 

１１月９日 校長会 

 園長会 

 部内打合せ 

 

１１月１０日 全国報徳サミット・日光市大会（第一日目） 

 

１１月１１日 全国報徳サミット・日光市大会（第二日目） 
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教育長 

１０日、１１日と全国報徳サミット日光市大会ということで、市長の代理のような形で参

加しましたが、二宮尊徳さんの関連施設の視察と同時にシンポジウムがありまして、そこで

発表があるものですから対応しました。キーワードは、報徳という言葉があちらこちらに当

然出てきて、その報徳精神にのっとったものを市町でやるということで、日光市はこれに合

わせて大きな資料館を作っていました。めぐり合わせの中でそういう物を作っていくという

事をやっておられるようでした。来年は小田原市での大会になります。 

 

１１月１２日 日本語で話す会 

 「夢フェスタたまほ」（玉穂地区文化祭・２日目） 

 市役所にて事務処理 

 

教育長 

１２日ですが、日本語で話す会に参加しました。ここは逆に日本にいらっしゃって生活す

る中で子育てをする親御さんにとってはかなり貴重な場だろうなと思う事がいくつもありま

す。子供が家庭の中における通訳のような役割を果たしているのかなと思います。日本人が

ビーバートン市へ行って１週間位の貴重な体験をしてくるのですが、外国籍の子供達は１年

中こちらで生活していて色んな事を体験して、なおかつ家族の中での役割を担うわけですの

で、挨拶の中では交流という言葉を使って挨拶をさせていただきました。 

その後夢フェスタたまほということで、玉穂地区の文化祭に顔出しをしましたが、ちょう

ど天気も回復したところでかなりの人が来ておりました。 

 

１１月１３日 教育長等教育行政幹部職員セミナー 

 

教育長 

１３日は東京で教育長等教育行政幹部職員セミナーがありまして、ここでは新しい学習指

導要領に向けての協議もなされましたが、社会に開かれた教育課程という言葉をもう一度問

うような講座がいくつかありました。これは今年から幹部という名前が入りまして衣替えを

したものですから、いくつかの市町では教育部長や教育監の参加もありましたので、来年以

降どういう形にするか考えていきたいと思います。 

 

１１月１４日 部内打合せ 

 庁議 

 

１１月１５日 青少年センター運営懇話会 

 静東教育事務所所長・次長の市教委訪問 

 

教育長 

１５日は、青少年センター運営懇話会ですが、課題は山積でこれについては色んなコメン

トもいただきましたが、市議会議員の方も参加していらっしゃいますので立場立場で色んな
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意見を頂いたのですが、その中でも挨拶がいいという、子供の挨拶はもちろんですが地域、

近所で挨拶すると挨拶が戻ってくる、高校生に挨拶すると挨拶を返してくれるというのは他

に比べると珍しいのではないかというようなお話もありました。 

 

１１月１７日 市議会全員協議会 

 税に関する作品表彰 

 

教育長 

１７日は税に関する作品表彰がありまして、これは新聞にも載っていましたけれども子供

達が文化的なコンテストにかなり応募しておりかなり大きな賞をいただいているというのは

御殿場市の誇れる所かなと思います。 

 

１１月２０日 部長等連絡会 

 定例教育委員会 

 小山・御殿場職人まつりの贈呈式 

 

教育長 

最後は今日になりますが、この定例教育委員会の後職人まつりの寄附贈呈式があります。 

最後のページに資料としてつけさせていただきましたが、この時期色んな挨拶がありまし

て考えながらやるんですが、たまたま青少年健全育成大会と愛郷報徳社文化祭の両方が、約

束というようなテーマであるところがあったのでそのイメージで当初考えていた挨拶をひっ

くり返してそこにあるような内容にしました。 
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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 

今日は特に寒くなって、寒いですねから挨拶が始まるような季節が参りました。 

また、入ってこられた時にお気づきかと思いますが、議会棟の解体が始まりましてたまに

揺れる事がありますが、地震ではありませんのであまり気になさらないようにしてください。 

１１月に入りまして多くの行事が開催される時期でもあり、お忙しい時期ですが、今日教

育委員会が終わった後すぐ２日後に総合教育会議の開催を予定しております。日程が近く申

し訳ありませんが、またよろしくお願いします。 

なお、本日は議案が２件、協議報告事項が２件となっておりますのでよろしくお願い致し

ます。 

 

教育長 

それでは、議事に入ります。 
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御教議第４１号 

平成２９年度御殿場市一般会計補正予算（第４号） 

教育長 

それでは、御教議第４１号「平成２９年度御殿場市一般会計補正予算（第４号）について」

を議題といたします。 

 

教育総務課長 

それでは、議案書２ページをご覧ください。 

今回の補正は３課に関係いたしますが、初めに教育総務課関係について説明させていただ

きます。 

なお、職員の人事異動等に伴う人件費の補正につきましては説明を省略させていただきま

す。 

それでは議案資料の補正予算書２０ページ、２１ページをお開き下さい。 

はじめに、２項１目の学校管理費の説明欄１の①施設備品購入経費は、来年度御殿場小学

校の普通学級の２クラス、特別支援学級１クラス増に対応するため、また、玉穂小学校で破

損した机椅子の更新のため、学校運営に必要な備品購入費を計上するものです。 

次に２目の教育振興費の説明欄１の①教材用備品等購入経費は、御殿場小学校の普通学級

の２クラス、特別支援学級１クラス増に対応するため、教材備品購入費を計上するものです。 

また、②教育用コンピュータ整備事業は、平成２８、２９年度において竈報徳社様より富

士岡小学校の全普通教室に電子黒板等を寄附により整備していただきましたが、今回は特別

教室分のタブレット及びアクセスポイントの整備を行うものです。 

なお、財源につきましては、地域振興推進基金を繰入してその費用に充てます。 

次に３項１目の学校管理費の説明欄１の①中学校環境整備事業ですが、富士岡中学校の便

所改修工事の設計業務委託に要する経費です。富士岡中学校の校舎は、昭和６０年に建設さ

れたもので平成３２年度からの改修を計画していますが、トイレ周りの悪臭が校舎内に漂い

授業に著しく悪影響を与えている現状から、その臭気対策は喫緊の課題となっていました。

そこで、平成３０、３１年度で便所改修工事を先行することとし、そのための設計業務委託

料１千万円のうち、今回その前払金分を計上しています。 

次に３ページをお開き下さい。 

債務負担行為の補正ですが、富士岡中学校便所改修工事の設計業務委託料につきましては、

今回の補正におきましては工期の関係から前払金のみを計上しております。したがいまして、

表の太い黒枠囲みのとおり、その精算分として７００万円を債務負担行為として新たに設定

させていただくものです。 

次に７ページをお開き下さい。 

地方債の補正ですが、富士岡中学校便所改修工事の設計業務委託料につきましては財源の

一部に起債を活用いたしますことから表の太い黒枠囲みのとおり２２０万円の増額補正を

させていただくものです。 

以上、教育総務課関係の説明とさせていただきます。 
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社会教育課長 

それでは社会教育課関係について、私からご説明申し上げます。 

御教議第４１号資料の２３ページをご覧ください。 

５項４目芸術文化振興費１３節委託料及び１５節工事請負費説明欄１の市民会館ホール棟

改修事業になりますが、７３９万４千円の減額補正となります。こちらは事業が終了しまし

て、事業費の確定に伴う減額が生じたことによるものです。 

それに伴いまして、歳入も続けて説明させていただきます。資料１０ページ、１１ページ

をご覧ください。１５款２項７目教育費国庫補助金ですが、１２７万８千円の補正となりま

す。これは先ほどは減額になりましたが、市民会館ホール棟改修事業に伴う防衛８条補助金

の関係で、補助対象事業費の確定に伴いまして補助率３／４が補助対象となり増額となるも

のです。 

続きまして１２ページ、１３ページをご覧ください。１８款１項７目教育費寄附金の社会

教育費寄附金になります。こちらは、文化財等整備のために御殿場の未来を考える女性の会

サンフラワーから１０万円の寄附があったことから増額補正を行うものです。 

１６ページ１７ページをご覧ください。２２款１項６目の３節社会教育債になります。市

民会館ホール棟改修事業ですが、これにつきまして６５０万円の減額補正となります。これ

は国庫補助金起債補助対象事業の減によるものです。 

社会教育課関係の説明は以上となります。 

 

 

学校給食課長 

それでは学校給食課関係についてご説明申し上げます。 

資料の２２ページ、２３ページをご覧ください。 

１０款６項１目給食センター運営費でございますが、来年度御殿場小学校と高根小学校の

新１年生増に伴いまして、食器等の備品が不足するため本年度中に用意する必要が生じ、補

正で対応するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

教育長 

ただ今、御教議第４１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４１号「平成２９年度御殿場市一般会計補正予算（第

４号）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４２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４２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４２号につきまして、内容説明をいたします。議案

書３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４２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） 

 

教育長 

ご異議がないようですので、御教議第４２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。 
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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いたします。その他に何かございますでしょうか。 

それでは各委員からこの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 

・１１月は日本語で話す会、授業研究会に参加させていただいて、授業を見させてもらっ

た。子供達が先生との信頼関係を持ちながら真剣に取り組んでいて、真摯な指導に対し

てありがたいと感じた。 

・北駿音楽会に参加させていただき、子供達の普段見た事がないような真剣な姿を見て、

会場の制約は仕方ないが多くの保護者にも実際にステージに立っている姿を参観日等で

DVD等で見られる機会があってもいいのかなと感じた。 

・科学の祭典に参加し、多くの子供達が参加している姿を見させていただいた。少し体験

の仕方を工夫するだけでもっと面白くなると感じた部分もあったので、会場の都合等も

あるので難しいところもあると思うが、今年に関してはそこが少し気になった。 

・沼津で行われた協議会で県の義務教育課長から内容的にもとても素晴らしい、大変いい

お話を伺えた。 

・地域の学校の交流行事で、老人クラブの方々との交流に参加させていただいた。昔の遊

びを通して、文化を受け継ぐのが目的という事で、８か所に児童が分かれて希望の講座

を受けたが、自分も独楽とベーゴマの講師として参加させていただいた。子供達も１時

間の講座を受けると上手い子供は手のひらの上で回してみたり、１年生でも回す事が出

来た。日常生活においてもお年寄りの技を掴んでいくのは大切という事を体験から理解

してもらえればと思い、お互いに豊かな心を育んだと感じた。 

・北駿音楽会に参加して、非常に新鮮味があり、常に新しいものを取り入れいく、チャレ

ンジしていくという必要性を感じた。自分自身も今新しい事を沢山学ばせていただき、

今後も様々な事にチャレンジしていきたいと思った。 

 

 等の発言 

 

 

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１１月定例会を閉

会といたします。 

 

 

 午後２時２５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。 

 

 

 

 

 

 

 

２番委員                 

 

 

 

 

 

６番委員                 


