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第８１１回 教育委員会会議録 

日時 

平成３０年１２月２１日（金）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 大西 孝明 

３番 委員 芹澤 えつ子 ４番 委員 勝又 綾子 

５番 委員 佐藤 朋裕 ６番 委員 勝又 英和 

 

陪席者 

教育部長 鈴木 秋広 教育総務課長 鎌野 武 

学校教育課長 勝亦 重夫 学校教育課課長補佐 府川 健作 

社会教育課長 瀨戸 進吾 社会教育課課長補佐 勝又 文弘 

学校給食課長 岩田 隆夫 学校給食課副参事 高村 千代子 

西学校給食センター所長兼高根学校給食センター所長 鈴木 博 

 

   

事務局 

教育総務課副参事 勝亦 純子 教育総務課副主任 森田 達也 

 

 

議事 

御教議第３７号 平成３０年度就学援助について 

御教議第３８号 学校給食費改定について 
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開会 

 

教育長 

本日をもって小中学校のほうは、二学期が終了する時期となっています。あと一週間、二

週間で新しい年を迎えるわけですが、１２月に入りまして市町の市町駅伝の関係で１３年ぶ

りの優勝があったりとか、西中のマーチングバンドの全国大会出場があったりということで、

色々なところに御殿場市内の子ども達の活躍の報道がされているのがうれしいなと思いまし

た。そんな１２月でありました。昨日も論文の表彰の関係、その前も研修会、委員の皆様方

には連日顔出ししていただいてありがとうございます。 

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。ただ今から

御殿場市教育委員会１２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。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番芹澤えつ子委員と４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 

１１月から１２月の間の教育長報告になります。 

秋口に秋田県の大館市に行かせてもらった縁の中から、授業マイスターと呼ばれる先生方が 

何人かいらっしゃるのですが、その方を連続的に御殿場市に呼んで授業研究会を開く方向に動

いておりまして、さしあたり第１回目に、来月１月１８日に玉穂小学校で公開授業をやる形が

できました。来ていただいて、４年生の算数の授業をやってもらう方向で動いております。Ｔ

１を大館市の先生、Ｔ２を学級担任がやるという形でやりたいなと思っております。早速にそ

ういう形で動けたということを嬉しく思います。 

 

１１月２２日 死亡叙勲の伝達 

 各地区財産区議員総会 懇親会 

教育長 

死亡叙勲の伝達をいたしました。小林護先生という南中学校の校長先生です。美術科の指

導主事もやられた方ですが、亡くなられて死亡の叙勲ということで伝達いたしました。 

 

１１月２４日 玉穂地区役職者研修 第一日目 

１１月２５日 玉穂地区役職者研修 第二日目 

１１月２６日 静東教育事務所管内教育長会 

 幼稚園教頭・主任会 

 部内打合せ 

 報道機関との情報交換会 

教育長 

静東教育事務所管内の教育長会がありまして、平成３０年度末になる人事異動の方針の伝

達がありました。 

 

１１月２７日 大屋園長の病気見舞い 

 論山市職員のキム・ボラさんとの懇談 

 市議会一般質問割り振り会議 

 校長情報交換会 

 

１１月３０日 来客対応（御殿場市校長会長） 

 第二回 総合教育会議 

 庶務スタッフとの打ち合わせ 

 「税に関する作品」表彰式 

 市町駅伝競走大会出発式 

教育長 

第二回の総合教育会議がありまして、これについては色々なところで話題をもらいます。

市長の発言であったりとか、学校の実情について市長が言及されたということが色々なとこ
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ろで出ていましたので、そういう位置づけで良かったなと思います。 

 

１２月 １日 市町駅伝大会 報告会 

  

教育長 

市町駅伝がありまして、１３年ぶりの３回目の優勝ということで、駅前で優勝セレモニー 

がありました。その後に場所を移しまして、報告会という形で、朝から夜遅くまでお祝いの

会が続きました。 

 

１２月 ２日 地域防災訓練  

 地域の葬儀・告別式 

 日本語で話す会 

  

教育長 

 地域防災訓練がありまして、私は地元の方に参加したのですが、中学生が防災学習をき

ちんと発表できるという意味合いでは、かなり質が変わってきたのかなと思いました。他

の地区がどれだけやっているのかは、分かりませんが、基本的にはそれぞれの中学校で、

そういう努力をしているということです。 

午後には、日本語で話す会がありまして、小中学校の児童生徒の発表ということで、子

ども達は、一年も経たないうちに日本語があれだけ上手くなるということは、すごい適応

力だなと思います。親御さん自身は日本語を喋れないが、子どもは子ども達の中に入って、

日本語が喋れて、親の通訳を買ってでているところはすごいなと思います。 

 

１２月 ３日 部長等連絡会 

 校長会 

 部内打ち合わせ 

  

教育長 

 部長等連絡会では、地域防災の関係や、総合教育会議のことや、教育のあゆみの発刊に

向けての取り組み、二学期終了についての連絡、報告をしました。 

 

１２月 ４日 市議会１２月定例会 

 通夜参列 

 

１２月 ５日 葬儀参列 

 生涯学習推進功労賞審査会 

 園長会（都合により資料のみ提供） 

 市役所２・４・６年研修 

 研修生との懇親会（別の事業出席により欠席） 

 専門相談医制度合同研修会 
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教育長 

 市役所の２・４・６年研修で、三役が話をする場面があるのですが、私は冒頭に市職員

に「今朝の新聞を読んできましたが？」と聞いてみたのですが、手を挙げたのは約９０名

中、たったの一人でした。ただし、これは教員も同じでして、新規採用教員２０数名いま

すが、同じ質問をしたところ一人もいませんでした。今の若い人たちは、新聞をまず読ま

ない、地元紙に載っている状況を話題にしても、たぶん話が通じないんだろうなと、しみ

じみ思いました。 

 夜は、専門相談医制度合同研修会が入って、約２時間かかったのですが、今回の会は本

当に充実した会で、お医者さんと養護教員の質疑応答の場面があったのですが、あれはま

るごとそのまま録画をしたいと思うような内容でした。 

 

１２月 ６日 学校訪問 

 

１２月 ７日 「御殿場市教育のあゆみ」編集委員会 

 庁議 

 来客（静岡大学） 

 区長連絡協議会 懇親会 

教育長 

 「御殿場市教育のあゆみ」編集委員会ということで、なんとか３月末日に向けて発刊で

きるように今努力しているところです。ゲラ刷りの検討を一生懸命しているところで、ス

タッフは大変だと思います。 

 

１２月１０日 部長等連絡会 

 男女共同参画社会推進課会議 

 学校給食センター運営協議会（第三回） 

 来客対応（保護司会会長） 

 部内打合せ 

 来客対応（教頭会長） 

教育長 

 学校給食センター運営協議会がありまして、給食費の改定について話し合いました。 

 

１２月１１日 教頭会 

 市議会 二日目 

 来客（教務主任、主幹教諭代表） 

 

１２月１２日 市議会 三日目 

 西中学校マーチングバンド激励会 

教育長 

 西中学校マーチングバンドの激励会がありました。かなり質の高い演奏だったと思いま

す。東海大会へ行く前の演奏と比べてもかなり良くなっていたと思います。 
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１２月１３日 静東教育事務所所長・副所長の市教委訪問対応 

 行事（教育総務課・学校教育課合同） 

 

１２月１４日 年末の交通安全運動 

 勝間田清一翁の墓参 

 来客（静岡県教職員組合） 

教育長 

 年末の交通安全運動を行いました。カインズホームの横あたりで立っていました。 

 

１２月１５日 全国マーチングバンド大会 

教育長 

 全国マーチングバンドの大会が、埼玉のスーパーアリーナでありまして、代表して出席

いたしました。小編成１２チーム中、点数でいうと８位だったのですが、あとでスコアを

見せてもらったのですが、マーチングの演舞ではなんと全国一位でした。つまり、楽器の

演奏の力量がもう少しアップすれば、金賞がとれたのではないかということでした。西中

のマーチングバンドのレベルはかなり高いところにあったということをしみじみと思った

大会でした。 

 

１２月１６日 富士山の麓で歌う第九演奏会 

 

教育長 

 富士山の麓で歌う第九演奏会ということで、委員の皆様の中にも参加された方もいらっ

しゃいましたが、これも圧巻でした。最後に御殿場市歌も歌ってくださいました。大変素

晴らしかったです。 

 

 

１２月１７日 部長等連絡会 

 臨時庁議（給食費） 

 定例記者会見 

 部内打ち合わせ 

 

１２月１８日 市表彰等審査会 

 

１２月１９日 市議会 最終日 

 議会・避難訓練 

 行事（議会と当局） 

 

１２月２０日 来客（ＪＦＡアカデミー出身の女子選手の表敬訪問） 

 御殿場市教育奨励賞授与式 
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教育長 

 ＪＦＡアカデミー出身の女子選手の表敬訪問がありました。今ドイツで活躍されている

方で、二十歳になったため、社会教育課から成人式の案内を出したところ、大変うれしい

と言っていました。是非、なでしこジャパンに入って欲しいと思いました。富士岡中出身

の女子選手です。 

 

１２月２１日 勝又春一翁墓参 

 １２月定例教育委員会 

 

教育長 

以上、１１月から１２月の教育長報告となります。 
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議事 

教育長 

それでは、はじめに当局から一言お願いします。 

 

教育部長 

こんにちは。 

本日の教育委員会は今年最後になるわけですが、ご出席いただきありがとうございました。

今年は、夏の猛暑の影響でエアコンの設置の話が挙げられますが、現在、来年度の予算に整

備に向けて準備を進めているところです。その他にも、教員の多忙化解消の問題、図書館構

想、給食費改定等、まだまだ課題は山積みとなっております。引き続き来年度もよろしくお

願いいたします。 

一昨日閉会となりました、市議会１２月議会では、８人の議員さんから一般質問を頂きま

して、そのうち教育委員会関係では小林議員から、がん教育についてご質問がありました。

内容につきましては後ほどの協議会でご報告させていただきます。 

さて、本日の定例会は議案が２件でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

教育長 

それでは、議事に入ります。 
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御教議第３７号 

平成３０年度就学援助について 

教育長 

御教議第３７号「平成３０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。 

 

教育総務課長 

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。 

（内容説明） 

 

教育総務課副参事 

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 

ただいま、御教議第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） 

 

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３７号「平成３０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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御教議第３８号 

学校給食費改定について 

教育長 

それでは、秘密会を解いて会議を続行いたします。御教議第３８号「学校給食費改定につ

いて」を議題といたします。 

 

学校給食課長 

それでは、ただいま議題となりました御教議第３８号について、内容の説明をいたします。

資料の１ページをお願いいたします。 

現在の学校給食費は、平成２４年度に改定したものであり６年余が経過しております。そ

の間、平成２６年に３年に一度ということで、給食費の見直しを検討いたしましたが、同年

４月に消費税が増税され、さらに１０％への増税が取りざたされていた状況であったため、

値上げに次ぐ値上げになってはならないと、見送りにしたまま現在に至っております。 

保護者から納めていただいております学校給食費は、全て食材を購入するための賄材料費

として支出しており、各給食センターの人件費、水道光熱費、各学校への配送委託料、修繕

費等につきましては、全て市費で負担しております。 

また、給食で提供しているご飯につきましては、平成２０年度より市農政課サイドの補助

をいただき、１００％ごてんばコシヒカリを提供しております。 

しかしながら、ここ数年の食品全体の物価上昇は激しく、平成２４年度と平成２９年度の

消費者物価指数を比べますと、上昇率は１０％を超え、給食の質を保つことが厳しい状況に

なっています。ごはん・パン・麺の主食についてはそれぞれ単価は上がっておりますが、提

供する量は減らせませんので、混ぜご飯や加工パンの提供回数を減らして対応しております。

副食については、特に主材料の魚介類が２３．７％、肉類が１９．４％、生鮮野菜類が２１．

５％と価格の上昇が激しく、またバターや澱粉・醤油などの調味料も値上がりしているため、

使用量やサイズを減らしての提供となっております。さらに、子どもたちが大好きなデザー

トやフルーツは大幅に回数を減らしての提供となっております。 

献立を作成する上で考慮しなければならない栄養価やバランスは栄養士の工夫や努力で、

なんとか確保してまいりましたが、それも限界を迎え、発育盛りの子どもたちに適した、そ

して、おいしく楽しい給食の提供に影響が出てきております。 

そこで、児童生徒のことを最優先に考え、食の安全を確保しつつ、栄養量、食品構成、献

立内容の充実を図るため、物価上昇率を目安に賄材料費をアップ、すなわち給食費の改定を

して頂き、さらには近々再度の給食費改定をしなくても良いよう検討し、平成３１年４月か

らの給食費の改定案を作成いたしました。 

改定後は、地産地消の推進、味や栄養価だけでなく量や見た目でもおいしい給食、そして

その時折の季節を感じてもらう給食の食体験を増やしていきたいと考えます。 

さらに、御殿場市校長会より、年々授業日数も増えてきており、保護者の皆様にお弁当を

用意していただく日数が増えてきていること、夏場の気温の高い時期に弁当を保管する場所

を確保することの難しさなどから、各学校への提供回数１８２回から１８５回へ増やしてほ

しい旨の要望書をいただいております。 
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給食費改定並びに提供回数の増加につきまして、１０月１５日の第２回学校給食センター

運営委員会で諮問をさせていただき、子どもたちのことを考えると値上げは仕方ないが、食

指導の継続や、保護者への説明についてわかりやすい資料の作成等の希望と、提供回数につ

いては増加する旨の答申を、１２月１０日の第３回運営委員会でいただきました。 

なお、給食費の納付が難しい家庭へは、就学援助制度や児童手当からの徴収を行っている

ことの周知を徹底し、今後も公平公正な徴収に努めてまいります。 

２ページをご覧ください。同ページには先ほど説明いたしました、値上げに至った経緯を

書かせていただいております。３ページ上段の表につきましては、消費者物価指数、上昇率

を基に算出した改定案で、小学校で一食あたり３０円アップの２９０円、中学校は３５円ア

ップの３５０円となります。下段の表は、改定後の金額で提供回数を１８２回から１８５回

へ増やした結果で、小学校の月額が５２０円アップの４，８２０円。年額が５，７２０円ア

ップの５３，０２０円。中学校の月額が６３０円アップの５，８３０円。年額が６，９３０

円アップの６４，１３０円となります。 

４ページにつきましては、東海地方の消費者物価指数の変遷の表です。給食に使う食材は、

献立に応じて取り寄せ品が多く、その半数以上は県外からのものになるため、静岡県発表の

の表ではなく、総務省統計局が発表している指数を用いております。 

５ページは給食費の変遷について記載させて頂いております。 

６ページについては、市外市町の給食費の一覧となります。なお、静岡市、浜松市は平成

２９年度に改定済みで、富士市は平成３１年４月から改定するとの報道がされております。

他市町におきましても値上げを検討されているようですが、詳細については現在わかってお

りません。 

７ページから１０ページは、御殿場市学校給食センター運営委員会からの答申となります。

９ページをご覧ください。１の提供回数につきましては、校長会からの要望通り、夏場の弁

当の保管場所等を考慮し、３回の増加。２の改定案については、諮問どおりの改定が適用で

ある旨が、そして１０ページの３の意見要望では、（１）として、保護者納入の学校給食費は、

今後も確実に全額賄材料費に充てること。（２）として、子ども達のことを考え、よりバラン

スのとれた栄養価のある給食の提供や、食の指導の継続。（３）として、改定の必要性、納得

のできる分かりやすい資料を作成し、配布すること。（４）として、給食費の未納が減るよう

な努力をする意見を頂きました。 

なお、提供回数の増加に伴い、暑い時期の７月から９月の間の学校運営日は、終業式や始

業式を含めて全て、給食センター稼働日とし、各学校での選択肢を増やすこととしました。 

 別紙資料については、保護者の皆様へ向けた改定内容の案になります。本日は、白黒印刷

ですが、実際にはカラー印刷として、文字だけではなく写真を取り入れ、改定の必要性、給食

の現況についてわかりやすい表現を最優先で作成させていただきました。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議ください。 

 

教育長 

ただいま、御教議第３８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。 
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教育長 

 他市町と比較するのは、先ほど説明があったように、まだ動いていないところ、動きそう

なところがあって、まだ定まっていないのですが、他市町の改定の時期がまちまちのため、こ

れが同様の時期になってくると違った数字になってくるのかなって気がしますが。 

 

 

勝又 綾子委員 

資料に献立内容の変化がありますが、私が教育現場にいたのは１０年以上も前になるのです

が、その時に頂いていた給食というのが印象に残っているのですが、委員になってから給食の

試食を何回かさせて頂いた時に、現場にいた頃より品数が減っているような気がしました。予

算内で賄っていくために、ご苦労のなかで、献立を立てられていることが良くわかります。 

 

 

教育長 

 子どもにとってみれば、給食は大きな存在だと思いますので、それを変えたいというとこ

ろの原課の提案だと思います。 

 

教育長 

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３８号「学校給食費改定について」を原案どおり承

認することに決しました。 
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各委員より 

 ・第２回の総合教育会議について、市長からＡＬＴの増員の決定のお話が出たのは良かっ

たが、この会議は共通意識を持つことが重要であって、あくまで決定機関ではなく、共通

意識を持つということを念頭に常々おいております。 

 

・市町駅伝は御殿場市の勢いを表しているようで、応援冥利につきました。地域の防災訓

練では、参加者が多く、７００名近くの方がいらっしゃってました。中学生や高校生もジ

ャージ姿で参加しており、お手伝いも非常に頑張ってくれました。考えますと、地域で災

害が生じた場合、中学生や、高校生は非常に頼りになる存在になるのであり、そういう認

識が地域の中で広まればと思いました。 

 

・第九演奏会に初めて出席いたしまして、非常に感動しました。プロの方の音を生で聴く

ことはなかなかなかったので、すごく感動しました。生音を子ども達が聞く機会が増えれ

ばと思います。 

 

・市町教育委員研修会に参加しました。昨年とは異なり、各市町の委員さんとの意見交換

があり、各市町で持つ課題を聞き、他市との違いを学びました。特に驚いたのは、函南町

で、保護者の子育てへの関心が希薄化していることが問題となっているとのことです。親

育てという意味で、妊婦さんのうちから教育するという取り組みがあると伺い関心いたし

ました。 

 

 

 

等の発言 

  

教育長 

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１２月定例会を閉

会といたします。 

 

 

 

 午後 ２時１５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                 


