
 

1 

 

第８０７回 教育委員会会議録 

日時 

平成３０年 ９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 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  学校教育課指導主事  

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  教育総務課副主任  

 

 

議事 

御教議第３２号 平成３０年度就学援助について 
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開会 

 

教育長 

学校は２学期がスタートして、運動会と体育大会、文化祭に顔出しするような時期になっ

ておりまして、過日、小学校の方では修学旅行で日光の方に出向いて盲腸の為に入院したと

いう報告も受けましたけれども、地区の方では敬老会が開かれたり、議会ではエアコンの話

題があったりという教育関係の話題が出てきております。 

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

御殿場市教育委員会９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番佐藤朋裕委員と４番芹澤え

つ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 

８月から９月の間の報告になります。 

  

８月２３日 社会貢献褒賞選考委員会 

教育長 

各種団体からの推薦が上がってくるという手順を踏んでいるわけですが、色んな候補者の

状況を聞いても、同様の方々がかなりいるのではないかなと思います。もともと社会貢献は

奉仕の精神で行うことが基盤ですので、本人もあまり表に出したくない方もいらっしゃるの

ではないかなと思いました。 

 

８月２４日 平成３０年度 二学期開始 

教育長 

猛暑の夏でしたので大変心配しておりましたけども、一応運動会や体育大会は雨で順延に

なったところもありますが、順調に進んでおります。 

 

８月２７日 部長等連絡会 

 校長会 

教育長 

部長等連絡会では、三役の「指示等」の場があるので、今回は「学校の二学期の開始で、

教室環境の配慮を加えている」との現状の取り組みに触れさせてもらいました。 

その後の校長会で、教職員の人事評価について進めております。教職員も評価がボーナス

に反映されるという状況にありますので、かなり丁寧にやっていかないといけないです。 

 

８月２８日 市役所職員採用試験・面接 

 

教育長 

市役所の職員採用試験で面接の対応を行いました。保育士の受験者のみでして、幼稚園教

諭の採用はありませんでした。 

 

８月２９日 教育のあゆみ編集委員会 

 定例記者発表 

 マスコミとの懇話会（延期） 

 

教育長 

教育のあゆみの編集委員会がありましたが、ほぼ執筆原稿の入稿の状況が終わりまして、

あとは全体編集に取り掛かっているという報告です。 

定例記者会見でエアコンの設置に関する質問も出てくるのではないかと思いましたが、こ
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の時には質問はなくて、終わった後に個別に来ました。結果的に、昨日の議会でこういうも

のがあったので、質問にきた記者がようやく出ましたねと一言言っていました。 

 

８月３１日 学校教育課長との打ち合わせ 

 教育指導センターと打ち合わせ 

 来客対応 

 市議会・一般質問割り振り会議 

 

教育長 

指導センターと打ち合わせしまして、若手教員の指導訪問についてと道徳の授業のありか

たについて打ち合わせしました。 

 

９月２日 地元玉穂地区体育祭（雨天中止） 

 

９月３日 部長等連絡会 

 オリ・パラ推進本部会 

 教育部長との打ち合わせ 

 部内打ち合わせ 

 

教育長 

部長等連絡会では前回と同じく「指示等」の場で、運動会や体育大会の関係と、就学支援

委員会の中で、個別の配慮が必要な子がいて、それによって学級編成が成り立って、なおか

つその学級編成をもとにしながら人事の配置が決まってくるということを伝えました。 

オリ・パラ推進本部会がありましたが、オリンピック自転車競技を地元で行うということ

で、１９６４年の東京オリンピックのときも学校で授業の時間を割いてかなり見せていただ

いた配慮があったことを覚えていますので、それに近いことをやっていくんだろうと思いま

す。ただし、前回との違いは生で見られるということがすごく大きいことですので、ここの

配慮がキーかなと思います。 

 

９月４日 台風２１号本土上陸の影響で臨時休校も 

 西日本豪雨災害派遣職員報告会 

 試験委員会 

 技能功労賞審査委員会 

 来客 

 

教育長 

台風の影響で御殿場中学校区は、臨時休校がありました。その他は通常登校ですが、午前

中で授業を切り上げてやりましたけども、学校給食課が必死に頑張ってくれまして、センタ

ーからの学校への配送がきっちりできたということで学校側も本当にありがたいということ

を伝えていました。 
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９月５日 社会教育課との打ち合わせ 

 市議会・第一日目 

 園長会 

 指導センターとの打ち合わせ 

 

９月６日 北海道で大きな地震 

 市議会・第二日目 

 

９月７日 小中学校教頭会 

 行事 

 

教育長 

７日は教頭会でした。道徳の教科書の活用について伝えました。学校現場の中核を担って

いるのは教頭なので、そんな話をしてあります。 

 

９月１０日 部長等連絡会 

 市議会・第三日目 

 取材 

 

教育長 

「指示等」では、保護者がトヨタ東日本富士工場勤務の児童生徒はどのぐらいいるかとい

う報告をしました。小学生２２８名、中学生１０７名の計３３５名というのは、裾野市が２

１４名なので、裾野市よりも多いということです。親御さんがどのように動くかによって、

学級編成にかなり影響してくるだろうという危機感を持っております。 

また新聞社の取材があって、西中学区の指定研究発表会の内容についてのインタビューが

ありましたが、後半は御殿場市の教育の展開についてどんな方向に持っていくといったお話

をさせてもらいました。 

 

９月１１日 市議会・予備日（開催無し） 

 来客 

 社会貢献褒賞選考委員会 

 

９月１３日 元校長高齢者叙勲の伝達 

 庁議（開催無し） 

 市民大学講座・開講式 

 

教育長 

元校長の高齢者叙勲の伝達に行きました。長く生きることによって表彰されることは嬉し

いとおっしゃっていました。 

 市民大学講座の開講式がありましたが、今回は９０名近い参加者だったので、市民度の高
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さを思います。まさに私の恩師であるようなベテランの先生方が何人かおられましたので、

本当に元気に足を運んでもらうことは嬉しいことです。 

 

９月１７日 敬老の日 

 

９月１８日 部長等連絡会 

 市議会・第四日目 

教育長 

「指示等」では、幼稚園、小学校の運動会がはじまることと修学旅行で現地で盲腸になっ

てしまって入院している子が一人いることの報告をしました。 

 

９月１９日 市議会・第五日目 

 若者教育支援講演会 

 

教育長 

若者教育支援講演会ということで、廣岡先生の特別講演会がありました。不登校から引き

こもりがあるということの講演で、特にこれは学校の先生方がどのくらいいたか分からない

ですが、かなり大きい問題で、廣岡先生は直接は申しませんでしたが、８０５０という数字

があります。８０歳の両親で５０歳の子どもが引きこもりという数字です。８０歳のお父さ

んお母さん方が国に要望書を持って、どうにかして子どもたちを救ってもらいたいという新

聞の記事までありましたので、それにタイアップする形で取り組みされているのだなと思い

ました。ちなみに、不登校の中学生は１４万人から１５万人いますが、その内１学年がおよ

そ４万人になりまして、その約１割が無登校です。不登校は１年間に３０日未満の欠席なん

ですが、無登校は１年間に１０日未満の出席しかないことで、約４千人います。それが毎年

引きこもりにプラスされているのかなという状況です。またどこかで報告できればと思いま

すが、そんな講演がありましたので、一応口頭でお伝えしておきました。 

以上、教育長の報告となります。 
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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 

現在、市議会は９月定例会の会期中でございまして、決算を中心に様々な議案等が審議さ

れているところでございます。その中で今回、一般質問におきまして、髙橋靖銘議員から小

中学校のエアコン設置に関する質問がありました。既にご存知かと思いますが、市長から現

在行っている導入のための調査の結果に基づいて進めていくという答弁によりまして、事実

上、当市の小中学校へのエアコンの導入が決定されたところであります。なお、詳細につき

ましては、来月の定例教育委員会の協議会で改めて報告させていただきたいと思います。 

それから、この時期は教育委員さんの任期の時期に当たりますことから、例年ですと終了

される教育委員さんにお疲れ様でしたというところでございますが、皆様もすでにご承知の

通り、９月７日の市議会初日に議員の同意が得られたことから、勝又英和委員におかれまし

ては、引き続き教育委員としてお願いすることとなりました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

本日は議案が１件となっております。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３２号 

平成３０年度就学援助について 

教育長 

御教議第３２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３２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。 

（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３２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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その他・閉会 

教育長 

それでは、秘密会を解いて会議を続行いたします。教育委員の皆様から一言ずついただきた

いと思います。 

各委員より 

 ・前回の定例教育委員にていただいた学校だよりに、校長先生の書かれたものの中で、戦

争について触れていた学校が何校かありまして、教育長が日頃から戦争を語り継いでほし

いという切なる指導の表れかなと感じております。これからも続けてほしいと思います。

また、教師の多忙感については総合教育会議でも話題になりましたが、先生の子ども達に

対する思いが多忙にしてしまっている部分はあって、頭が下がる思いですし、その姿勢は

尊いことだなと思いました。また、孫の参観日に他市の学校に行ってきました。電子黒板

について、授業の分かり易さや多忙感の解消にも繋がっていると聞きました。ぜひ日常で、

子どもに使っていただけるような環境になってほしいです。 

 

・二学期も始まりまして、子どもたちは運動会や体育大会の準備に追われていました。暑

さ対策として、今年はスポーツ飲料の許可されたことが大きな変化だったかなと思います。

また、修学旅行の事前アンケートについて二日間全ての食事の成分一覧表が同封されてい

て、ふりかけについても細かに書かれていたことに驚きました。食べ物アレルギーを持っ

ているお子さんと保護者には大変心強い配慮だなと感じました。 

 

・また４年間よろしくお願いいたします。１０月になると教育委員としての行事も目白押

しになってきまして、今の時期が一番落ち着いている時期かなと思います。二枚橋の敬老

会では中学生にボランティアとして介助のお手伝いをお願いしております。今年はたまた

ま中学校の体育祭と重なってしまいましたが、子どもたちにもぜひ積極的に地区の行事に

関わってもらえるようにしていきたいと思います。また、電子黒板についても現在進行形

で取り組んでいかなければいけないなと反省しております。 

 

・静岡県内の市町でもブロック塀の改善や撤去がかなり増えていて、また市内の防犯カメ

ラの設置も相まって誰もが安心安全で住める環境づくりが進んでいると思います。街路灯

についてもＬＥＤ化が進んできて、防犯灯の色を青色にすると犯罪率が低下するというデ

ータもあります。おかげさまで被害の報告はなく、これからも地域と一体となって安心安

全の確保を進めていきたいです。 

 

・御殿場市は他の市町よりも精神疾患の多いという話がありまして、パワハラやセクハラ

等が多いのかなと思いますが、その矛先が子ども達に向いてくると恐ろしいと思います。

それが増えてくるとハード面だけではなくソフト面も対策しなければいけない。防ぐ方法

がないように思われても、弱者を守るようにしなければいけないし、何より精神的に正常

な状態でいられるように地域でも模索しているところです。 

 等の発言 
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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９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                 


