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第７８９回教育委員会会議録 

日時 

平成２９年４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  

社会教育課課長補佐  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１７号 平成２９年度御殿場市教育施策について 

御教議第１８号 御殿場市社会教育委員の委嘱について 

御教議第１９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。 

新しい年度を迎えまして、特に御殿場市の場合は新３学期制への移行の中でその１学期目

がスタートし３週間程度経つわけですが、先日新しくお見えになった校長先生の学校を訪問

させていただき、いくつかのお願いごとや地域の実情の情報共有を行ってきました。１６校

の小中学校の校長先生方が一丸となって、御殿場市の教育を共通理解した上でやっていって

いただきたいというお願いを兼ねながら訪問させていただきました。 

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。２番委員と３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。 

 

教育長 

では、年度当初の定例教育委員会という事で、人事異動に伴い職員が変わっておりますの

で、最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 

学校教育課の教育指導センターと、社会教育課の文化スタッフが増えた事に伴って人数が

増えております。よろしくお願いします。 

  



 

3 

 

教育長報告 

３月２２日 部内打合せ 

 来客対応 

 県費負担教職員関係校長伝達 

 

３月２３日 園長会 

 来客対応 

 人事異動・昇任者挨拶訪問対応 

 

３月２４日 市議会・最終日 

 富士山文化遺産協議会（沼津） 

 校長・教頭合同送別会 

 

３月２５日 地域・玉穂遺族会総会 

 

３月２６日 地域・組の総会 

 

３月２７日 部長連絡会 

 県費負担教職員新規採用者引き渡し 

 教育長 

県費負担教職員の新規採用者引き渡しがありました。新採者は２３名です。この人数で新

年度がスタートしております。 

 

３月２８日 部内打合せ 

 年度末人事異動・市外転出者挨拶 

 

３月３０日 教育総務課打合せ 

 社会教育課打合せ 

 平成２８年度・教職員離任式 

 全体終礼 

 

３月３１日 退職者辞令交付式 

 退職者の送り出し 

 学校教育課・送別会 

教育長 

退職者辞令交付式では市長部局、教育委員会、広域行政組合の順に退職者の対応を行いま

した。 
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４月３日 東館開所式 

 御殿場市・辞令交付式 

 教育委員会辞令交付式 

 部長連絡会 

 社会教育員辞令交付式 

 公平委員会委員辞令交付式 

 平成２９年度・教職員着任式 

 平成２９年度第一回・教職員初任者研修「講話」 

 学校教育課打合せ 

教育長 

平成２９年度がスタートし、東館開所式がございました。開所式に始まり、市の辞令交付

式、教育委員会の辞令交付式、社会教育委員の辞令交付まで連なって行いました。 

県費負担教職員の初任者研修は着任式後に第一回の講話を行っております。 

 

４月４日 全体朝礼 

 部内打合せ 

 教育指導センターとの打合せ（研修） 

教育長 

先程教育指導センターの話も出ましたが、体制としては６人体制で分館２階に部屋を設け

まして、そことの打合せを行いました。 

 

４月６日 春の交通安全運動街頭啓発 

 平成２９年度・御殿場中学校入学式 

 平成２９年度・原里小学校入学式 

 来客対応（駿東地区校長会） 

教育長 

６日は朝から春の交通安全の街頭啓発、午前中は御殿場中学校の入学式、午後は原里小学

校の入学式に出席しました。 

 

４月７日 平成２９年度・原里幼稚園入園式 

 平成２９年度・県立小山高校定時制入学式 

教育長 

７日は午前中原里幼稚園の入園式、夜は県立小山高校定時制の入学式に出席しました。 

 

４月９日 地域・組のお花見 

 

４月１０日 部長連絡会 

 農協副教材寄贈式 

 市内校長会 
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教育長 

市内の校長会が開かれましたが、今年度の校長会長は御殿場小学校の鳥越校長先生になり

ます。 

  

４月１１日 部内打合せ 

 県内市町教育長会（県庁） 

 駿東地区校長会歓送迎会（沼津） 

教育長 

１１日に市町の教育長会が静岡県庁で開かれました。時々、市町というのと都市と分かれ

る事がありますが、町は町でやる教育長会と都市の教育長会と２つ分かれていますが、合同

で行うのはここが唯一になってしまっています。 

  

４月１２日 教育総務課打合せ 

 学校訪問（終日） 

教育長 

１２日は昇任や新任の校長先生がいる学校を訪問させていただきました。 

 

４月１３日 ひろがり学習塾合同開講式 

 学校訪問 

 

４月１４日 静東教育事務所管内教育長会（沼津） 

 東部教育長会 

 東部社会教育協議会 

 教科書採択協議の事前打合せ 

 御殿場市区長会総会（欠席） 

 御殿場市区長会懇親会 

教育長 

静東教育事務所管内の教育長会がありました。ここで事務所長以下変わっているものです

から、顔合わせと同時に、以下５つ程の会議が連なって行われました。 

 

４月１５日 ボーイスカウト地区総会 

 

４月１７日 部長連絡会 

 都市教育長協議会（富士市） 

 青少年広場開所式（職務代理者代理出席） 

教育長 

１７日に富士市で行われた都市教育長協議会が市だけで集まる協議会です。こちらに出席

していたものですから、青少年広場開所式は職務代理者に対応していただきました。ありが

とうございました。 
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４月１８日 部内打合せ 

 来客 

 市立幼稚園連絡協議会総会 

 御殿場特別支援学校高等部卒業式 

 市役所東館内覧会 

教育長 

１８日に市立幼稚園連絡協議会総会ということで、教育監が講話をされましたので、私が

事前に前座として挨拶を述べさせていただきました。 

 

４月１９日 市議会全員協議会 

教育長 

新しい議場での市議会ということで、新聞等にも載っているかと思います。 

 

４月２０日 市内小中学校教頭会 

教育長 

本日午前中に教頭会が開かれました。教頭会では原里中学校教頭が教頭会長となっており

ます。 

報告は以上です。 
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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 

教育委員の皆様におかれましては、新年度に入り入園式や入学式、また１７日の青少年広

場開所式などお忙しい中多くの行事にご臨席いただきましてありがとうございました。教育

委員会も新年度を迎え、先ほど自己紹介させていただきましたが、新たな体制でこれから説

明させていただく教育施策を推進していくことになります。 

私と致しましても、教育委員会の目指すよりよい教育や生涯学習環境が提供できるよう施

策の推進に努力したいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

本日は議案３件、協議・報告事項が６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１７号 

平成２９年度御殿場市教育施策について 

教育長 

それでは、御教議第１７号「平成２９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 

それでは、ただ今議題となりました御教議第１７号について内容の説明をいたします。議

案書３ページをご覧ください。 

平成２９年度の教育施策となりますが、私の方から基本方針を説明させていただきます。 

本年度の御殿場市の教育は、「御殿場市教育大綱」の施策方針である、「富士山のように大

きな心を持った人づくり」の実現に向け、平成２９年３月に策定した「御殿場市教育振興基

本計画」に掲げる各種施策を推進します。 

学校教育では引き続き、幼保子ども園及び小中の連携・一貫を基盤に、また、教職員の資

質向上に努め教育環境の充実を図ります。 

また、社会教育では、御殿場市の特色である生涯学習と地域づくりの推進を図っていきま

す。 

また、図書館につきましては、市民の生涯学習や情報の拠点となる重要な施設であり、整

備計画の策定に向けた検討を行っていきたいと考えております。 

先程もありましたが、平成２９年度の機構改革により文化スタッフが社会教育課に戻って

参りました。芸術・文化の振興に向けまして、市民会館を最大限活用して各種事業を推進し

ていきたいと考えております。 

次に、学校給食につきましては今年で３回目となります「ごてんばこめこカレー」の提供

を通じた、楽しい食習慣の育成に努め、これも懸案となっております、老朽化した西及び高

根学校給食センターの整備方法を地元のご意見を伺いながら策定に向けて努力していきたい

と考えております。 

また、市民総がかりによる子育て支援の輪を広げるため、「子ども条例」に加えまして、今

年の３月に策定致しました「子ども条例行動計画」の周知、働きかけを積極的に行いたいと

考えております。 

特にいじめにつきましては、早期発見、早期解決を図り子どもたちが安心して学校生活が

送れるように引き続き努めていきたいと思います。 

重点政策につきましては以下の５点とさせていただいております。 

なお、詳細につきましては各所属長よりご説明申し上げます。よろしくお願いします。 

 

教育総務課長 

それでは、資料の４ページをご覧ください。ただ今部長から申し上げました、５点の重点

政策が表に並んでおります。こちらの表を上から順に説明致しますと、各課が混在してしま

いますので、課ごとにこれらの内容についてご説明をさせていただきたいと思います。 

それでは、教育総務課における教育政策ですが、主に政策１人を育む環境の充実、施策（８）
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学校などの教育施設・設備の充実についてご説明申し上げます。 

まずは、校舎改築を初めとする学校施設の環境整備ですが、昨年度より改築工事を進めて

参りました朝日小学校プールにつきましては、今年度外構工事を行い、一足先に完成してお

ります御殿場小学校プールと共に本年７月の供用開始を予定しております。神山小学校の校

舎につきましては、平成３０年３月の完成に向け昨年度に引き続き改築工事を進めて参りま

す。 

また、西中学校につきましては昨年度から平成３０年度にかけて基本実施設計を行いなが

ら、今年度には渡り廊下の付け替えや仮設テニスコートの整備などの準備工事を行います。 

その他小学校では、朝日小学校校舎改修の実施設計と富士岡小学校プール改築の基本・実

施設計を、中学校では、南中学校校舎改修実施設計や原里中学校敷地拡張測量設計、高根地

区児童屋内体育施設改修の基本・実施設計などを予定しています。 

次にＩＣＴを活用した教育の推進と整備計画の策定ですが、ＩＣＴ機器の教育現場での普

及が急速に進む中、市内小中学校全校の普通教室フロアに電子黒板を 1 台以上設置すべく整

備を進めてきた結果、地域のご理解とご協力もあり、昨年度目標が達成された一方、学校ご

とで整備状況にばらつきも出てしまいました。そこで、これらの是正や日常的にＩＣＴを活

用できる環境を整備していくことが不可欠であるとした次期学習指導要領等に向けた審議会

の提言などから、昨年より御殿場市教育ＩＣＴ整備計画の策定に向けて作業を進めていると

ころです。今年度は、これまでの研究会組織に加え、庁内での検討委員会を組織し、また総

合教育会議などにおいてもテーマとして継続的に取り上げることにより、計画の今年度中の

策定と早期の事業化を目指して参ります。 

その他、昨年度に策定した子ども条例行動計画の市民への周知や教育振興基本計画の進捗

管理などを行うことにより、地域と行政が一体となった社会総がかりの教育の実現に向けて

各種業務に取り組んで参ります。 

教育総務課関係は以上でございます。 

 

学校教育課長 

学校教育課における教育施策ですが、グランドデザインに示されております「人間力と社

会力を核とする心の教育を基本に、確かな学力の定着を図り、安心安全で魅力ある教育を推

進する」という基本目標を具現化するために主要施策を定めました。 

１人を育む環境の充実の（１）乳幼児期における教育の充実ですが、近年乳幼児期におけ

る教育の大切さが様々な研究の中で明らかにされています。今年度も幼稚園教育指導員の配

置により、質の高い幼児教育が行われるよう取り組んで参ります。 

また、中学校区ごとに行われている幼・保・こ・小・中一貫教育を推進し、幼児の豊かな

育ちに活かしていきます。 

（２）豊かな感性を育む教育の充実ですが、昨年度御殿場市道徳副読本「ふじさんのよう

に」を刊行しました。平成３０年度から道徳が教科化されることを視野にいれ、今まで以上

に道徳教育の充実を図ります。今年度から高根小学校、高根中学校で副読本の活用や特別な

教科道徳の実施に向けての市の指定研究を進めます。 

いじめに対しても、昨年度末に各学校でいじめ防止対策基本方針を見直し、ホームページ

上で公開したところです。いじめの未然防止、早期対策に力を入れていきます。 
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（３）確かな知性を育む教育の充実です。全国学力学習状況調査を活かすために、学校毎

早期に採点を行い、児童生徒の習熟状況や学習、生活に対する実態を捉え、今後の指導に活

かしていきます。 

（４）健やかな心身を育む健康教育の充実です。学校専門相談員制度が定着して来ました。

様々な悩みを持つ子ども達に対して、安心できる体制が出来ており、養護教諭も保健室経営

に役立っていると認識しております。今年度も安心できる保健室経営の支援に努めて参りま

す。 

（６）開かれた学校・魅力ある学校づくりの推進ですが、現在本市の課題として不登校児

童・生徒の増加があげられています。西中学校区で国立教育政策研究所の魅力ある学校づく

りの指定を受け、不登校に対する取り組みの研修や未然防止についての研究を行っています。

また、その成果を市内の学校に広めて参ります。 

（７）教職員・指導者の人材確保・育成です。教育は人なりという言葉があるように、教

職員の質の向上は充実した教育を担保するために重要なものです。昨年度に引き続き御殿場

市教育フォーラムの継続、充実を図って参ります。 

また、平成２６年度に開設された教育指導センターですが、別館２階に執務スペースが確

保されました。さらに、新たに２人の指導員が増員され、指導体制を充実させ若手教職員の

質の向上はもちろんですが、幼稚園・保育園と小学校１年生との円滑な接続にも力を入れて

参ります。 

豊かな感性、確かな知性、健やかな心身がバランスよく御殿場の子どもたちに育まれるよ

う、学校と園、保護者、地域が連携していけるよう委員会としてもサポートしていきたいと

考えております。 

学校教育課の関係は以上です。 

 

社会教育課長 

それでは、社会教育課に関係する重点施策を説明させていただきます。 

重点政策１人を育む環境の充実の、（１１）家庭教育力、地域教育力の向上、（１２）青少

年の健全育成の２点が社会教育課の主要施策です。 

例年実施している各事業の他、隔年開催の第９回青少年のための科学の祭典富士山大会 in

御殿場は１１月５日に予定しております。 

続きまして、重点政策２生涯学習と地域活動の推進につきましては４点の主要施策となっ

ております。 

例年実施している各事業の外、隔年開催のごてんばＤＯＮＤＯＮを来年２月１８日に開催

予定です。 

また、耐震化や老朽化に対応するため、図書館整備構想につきましては引き続き郷土資料

館整備と合わせて総合的に検討を進めて参ります。 

続きまして、重点政策３芸術・文化活動の振興ですが、４点の主要施策としております。

市民会館につきましては、今年度より社会教育課の管轄となりまして、平成２８年度に引き

続きホール棟改修工事を行います。工期は７月３１日までになっておりまして、６月２６日

から７月６日の間は全館休館が予定されております。 

御殿場市民芸術祭は今年度も６月より来年２月まで開催する他、市民会館や東山旧岸邸指
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定管理者とも連携しまして、各事業に取り組んで参ります。 

重点政策４歴史と文化の継承ですが、４点の主要施策としております。先ほども話にあが

りましたが、課題となっている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

を行っていきます。 

世界文化遺産富士山の保全に関しましては、関係市町と連携を強化し、市としての取り組

みを進めて参ります。 

社会教育課については以上となります。 

 

学校給食課長 

学校給食課については、重点政策１人を育む環境の充実（９）学校給食の充実の１点とな

ります。引き続き地場産品の利用促進を図って参りたいと考えております。 

また、給食だより・給食献立表の発行を通じて児童・生徒は元より、昨年度より市民の方

にも理解していただけるようホームページにも献立表等を掲載しておりますので、機会があ

ればご覧いただければと思います。 

これらを通じ、安心・安全な学校給食の提供を引き続き行っていくと共に、老朽化した西

及び高根学校給食センターの整備方針についても検討を進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

 

教育長 

ただ今、御教議第１７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１７号「平成２９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１８号 

御殿場市社会教育委員の委嘱について 

教育長 

続いて、御教議第１８号「御殿場市社会教育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、ただ今議題となりました御教議第１８号について内容説明をさせていただきま

す。議案書の６ページをご覧ください。 

社会教育委員は、御殿場市社会教育委員に関する条例に基づき設置しているものでありま

す。委員は学校教諭及び社会教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者から教育委員会が委

嘱、任命することになっております。 

平成２９年３月３１日で任期が切れているため、平成２９年４月１日から平成３１年３月

３１日までの２年の任期で１４名の方について委嘱の承認をお願いするものでございます。 

新任の委員は１０名となり、その他の方は再任となります。 

説明は以上となります。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

教育長 

ただ今、御教議第１８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１８号「御殿場市社会教育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１９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１９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１９号につきまして、内容説明をいたします。 

議案書の７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１９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１９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 

・小学校の入学式に参列し、新１年生を迎える新２年生の姿に１年間の成長を見た。 

・東山青少年広場の開所式も終わり、早速利用したいという声もあがっている。利用方法

等について、パンフレット等使用して周知していただけるといいと思う。 

・ＩＣＴ機器について今後整備を進めていく上で、機器が揃った上でどのように有効活用

するかを見据えて進めることが重要だと思われる。 

・中学校の入学式で、子ども達の表情から精一杯の気持ちが伝わってきた。先生方も並ん

でご紹介いただき、その姿に保護者の方々も安心されていることと思う。 

 

 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４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                 

 

 

 

 

 

３番委員                 


