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第８１０回 教育委員会会議録 

日時 

平成３０年１１月２１日（水）午後３時００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  教育総務課長  

学校教育課長  社会教育課長  

学校給食課長  教育総務課課長補佐  

社会教育課課長補佐  学校給食課副参事  

 

   

事務局 

教育総務課主任  教育総務課副主任  

 

 

議事 

御教議第３４号 平成３０年度御殿場市一般会計補正予算（第３号）について 

御教議第３５号 御殿場市東山旧岸邸の指定管理者の指定について 

御教議第３６号 平成３０年度就学援助について 

 

 

   



 

2 

 

開会 

 

教育長 

先日の高根中校区の中間発表会と同時に、西中の場合にはマーチングバンドの全国大会出

場を決めておりますので、その練習も含めてというところですが、市町駅伝の結団式が先頃

行われまして、１２月１日は大会があります。 

先ほどは、富士山新五合目で、ＪＡＸＡ人工衛星用コーナーリフレクターの完成披露式が

ありました。こことは気温が違いましたが、天気は快晴でなおかつ無風の状態でしたので、

五合目があんなに暖かいというイメージはありませんでしたが、明日には新聞に載るのでは

ないかなと思いました。 

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。ただ今から

御殿場市教育委員会１１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。６番勝又英和委員と２番大西孝

明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月から１１月の間の教育長報告になります。 

今日は時間の関係があって端折ってやりますが、この時期は大変行事が目白押しなもので

すから、６ページで報告してあります。 

 

１０月２１日 モラロジー生涯学習セミナー 

 

１０月２２日 部課長等連絡会 

 庁議  

 部内打ち合わせ 

 

１０月２４日 駿東教育会館互助会事務局長との打ち合わせ 

 教育指導センターとの打ち合わせ 

 来客対応 

 園長会 

 

１０月２５日 来客対応 

 社会教育課打ち合わせ 

 学校教育課打ち合わせ 

 北駿音楽会・中学校の部 

 西中学校マーチング演奏会 

 

教育長 

北駿音楽会には教育委員の皆様に出ていただきましたが、その夜に西中学校マーチングの

演奏会がありました。全国大会の前段階の強化大会があったんですが、その壮行会というよ

うな形でした。大変素晴らしい演奏だということと、なぜこれで銀賞なのかなという話をし

ていましたが、大会では見事金賞を取ったという演奏を聞かせてもらいました。 

 

１０月２６日 人事課との打ち合わせ 

 北駿音楽会・小学校の部 

 

１０月２７日 沼田の湯立神楽５０周年記念式典 

 

教育長 

沼田の湯立神楽の５０周年記念式典ということで、県の無形文化財の伝承で表彰もありま

したけれども、大変素晴らしい会でした。こういうものが繋がっていくことの大事さと同時

に繋げるための人がいないということが課題になっていて、なかなか難しいところがあると

思いました。 
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１０月２８日 高根どんたく 

 玉穂地区・中畑南区文化祭 

 行事 

 

教育長 

高根どんたくは毎回毎回お邪魔しているんですが、ここの地区はまさに人づくり、まちづ

くりの最先端を行っているのかなという思いでいつも見させてもらいました。今回は怒る富

士を見たかったもので、開会式を少し見て、地元の文化祭にも顔出ししなければならなかっ

たので、そちらの方へ戻って、また改めて足を運んで怒る富士の演劇を見てきました。 

 

１０月２９日 部課長等連絡会議 

 定例記者会見 

 西中学校舎祈願祭 

 幼稚園教頭会 

 部内打ち合わせ 

 市表彰受賞者の会 

 

教育長 

西中学校の校舎の祈願祭では、エアコン設置の話題も出たりとなかなかシビアなところが

あったんですが、これからのことをお伝えしております。また、市の表彰受賞者の会という

ものがありまして、ここも人がいなくなっていることに結びつきますが、死亡して退会され

た方が１１名という報告がなされましたが、新規加入者が４名ということで、会が先細ると

いうお話がありました。 

 

１０月３１日 幼児防火・交通パレード 

 教育総務課庶務スタッフ日程打ち合わせ 

 幼稚園指導員との打ち合わせ 

 学校教育課指導主事との打ち合わせ 

 

教育長 

幼児防火・交通パレードということで、花みずき通りの交通パレードに行ってきました。

秋晴れで気持ちいい感じでしたけれども、お父さんお母さん方、あるいはお祖父ちゃんお祖

母ちゃんもいましたけれども、一生懸命になって孫にエールを送っていました。 

 

１１月１日 来客対応４件 

 ２市３町教育長会 

 

１１月２日 西中学校区指定研究発表会 
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１１月３日 完走チャレンジマラソン開会式 

 図書館祭り 

 青少年交流の家オープンハウス 

 

教育長 

完走チャレンジマラソン大会がありまして、参加人数が少なくなってきたことを危惧して

おりますが、学校の校内マラソンの実施が難しくなってきている中で、ぜひこういうものを

もっと投げてもいいのかなという気がしています。その後、図書館まつりに行かせてもらい

ました。かなりの人出がありました。それが終わった後に、青少年交流の家オープンハウス

に行かせてもらいましたが、二日間ある行事なんですが、今回開会式なく行ったものですか

ら人出がすごかったですね。駐車場が泊められない状況でしたから、アートクラフトフェア

の関係かなと思います。 

 

 

１１月４日 御殿場愛郷報徳社文化祭 

 アートクラフトフェア 

 

教育長 

御殿場愛郷報徳社の文化祭がありまして、毎年大体報徳サミットの挨拶を話題にしますが、

今回は違う話をさせてもらいました。その後にアートクラフトフェアに顔出ししました。 

 

１１月５日 部課長等連絡会 

 オリパラ推進本部会（欠） 

 財産区連絡協議会（欠） 

 校長会 

 駿東教職員組合教育懇談会 

 部内打ち合わせ（欠） 

 来客対応 

 

教育長 

駿東教職員組合教育懇談会があったので、組合との話し合いがこういった形で１年に１回

あるので、御殿場市の取組の状況をお伝えしています。 

 

１１月６日 高齢者叙勲の伝達 

 地域社会貢献褒賞、技能功労表彰式 

 来客 

 

教育長 

松井先生に８８歳の節目の叙勲ということでお渡ししました。その日の午後に、地域社会

貢献褒賞と技能功労表彰式の方にご夫婦で参加されておりますけれども、職人気質の方たち
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がこういう形で区切りをつけたところで表彰されるというのは感慨深いところがあるなと思

いました。 

 

１１月７日 幼稚園指導員との打ち合わせ 

 教育部長との打ち合わせ 

 学校教育課指導主事との打ち合わせ 

 青少年センター運営懇話会 

 園長会 

 

教育長 

青少年センター運営懇話会ということで、各立場のところから見られた青少年の問題や課

題を話題にするという会なので、これもやり方によっては大きな母体になるような気がしま

す。 

 

１１月８日 学力向上フォーラム前日移動 

 

１１月９日 秋田県大館市立図書館視察 

 秋田県学力向上フォーラム（第一日目） 

 

１１月１０日 秋田県学力向上フォーラム（第一日目） 

 玉穂文化祭「夢フェスタ玉穂」開会式 

 

教育長 

８日から秋田県の学力向上フォーラムに行ってきまして、秋田県大館市でやりました。も

ともとは全国教育長会で研究発表された方が大館市教育長さんだったんですが、ぜひ来ても

らいたいというところで調整して行ったんですが、なぜ学力が全国１位かというところの中

で、基礎基本をきちっと定着させることに尽きますね。だから、二つの学校を見させてもら

ったんですが、どの教室に行っても子どもたちが鉛筆をちゃんと持っています。御殿場市は

残念ながらちゃんと持っていない子が多いんですよね。鉛筆がちゃんと持てないというよう

な状況の時に、こういう基礎的なものの定着が図られているということから、本当に先生方

の立場でいえば、板書構成をきちっとしているとか、そういうやらなければいけないという

所を丁寧にやっているという意味合いのことで、いたく感動いたしまして、研究授業やって

くださった先生と直接話をさせてもらいまして、何とか御殿場市に来てもらって授業をやっ

てもらおうと進めております。これが一番大きなところでして、せっかく行ったので教育長

および上司である校長先生にお話をして、そういう対応をしてきております。私が行きたか

ったのは学力向上もそうなんですが、ふるさとキャリア教育にものすごく惹かれました。な

ぜかというと、みんな学力を付けたら、どこかに出ていってしまって戻ってこないというの

をどうするかといった時に、ふるさとに誇りを持ち、そして大人もふるさとで生きているこ

とに対して、楽しさや生きがいを持っている姿を見せることによって、子どもたちはきっと

戻ってくるだろうという取組なんですね。大館型の授業の推進と同時に、当たり前のことを
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当たり前にするということで、一人たりとも置きざりにしない教育という言葉に、いたく感

心しました。一人たりとも置きざりにしない教育をすると同時に、官民一体、市民一体とな

って子どもたちをちゃんとした大人に育てるということで、私の言っている真っ当な大人の

筋道と似た形で言ってくれているんですが、何とか大館市が潰れないきちっとしたものにし

ていきたいという方向をひしひしと感じてきました。 

また、せっかく行く機会があったので、大館市の図書館と仙台市の中央図書館を見てきま

した。規模の大小はありましたけれども、機能面からいった時にやっぱり図書館の機能はど

ういうものを置くべきかということの抑えは必要だなと思いました。 

 

１１月１１日 宮城県仙台市立中央図書館視察 

 玉穂文化祭「夢フェスタ玉穂」（欠） 

 

１１月１２日 部課長等連絡会 

 環境管理システム推進本部会 

 総務課との打ち合わせ 

 ごてんばこめこハヤシライスの給食 

 庁議 

 教育指導センターとの打ち合わせ 

 部内打ち合わせ 

 

１１月１３日 所用不在 

 ３市３町幹部職員研修会（欠） 

 

１１月１４日 来客 

 『教育のあゆみ』編集委員会との打ち合わせ 

 高根小中学校指定研究中間発表会 

 御殿場市・小山町安全・安心大会 

 

１１月１５日 神山幼稚園訪問 

 行事 

 

教育長 

神山幼稚園を訪問しまして、新聞に閉園の記念誌を作成するためにドローンを飛行させて

記念写真を撮っていたという記事が載っておりましたので、様子が気になって見に行ったわ

けですが、朝早めに行ったので、子どもたちは遠足だったものですから私も見送りました。

神山幼稚園が、現在でも数は少ないけど一生懸命やっている姿でした。 

 

１１月１６日 来客 

 市議会全員協議会 

 教育部長との打ち合わせ 
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１１月１７日 市民芸術祭・歌謡のつどい 

 行事 

 

１１月１８日 市民芸術祭総合表彰式 

 

教育長 

 市民芸術祭の総合表彰式がありまして、それぞれの部門の表彰を行いました。ここでも思

ったんですが、実行委員会であるとか表彰される方もそうなんですが、皆さんお年を召して

おられるもので、なかなか会の進行もそうですし、難しいなというところを思います。参加

するのには、かなりお元気でおられるので、歌謡の集いにもかなり人気があって抽選でやっ

たようなんですが、会を進行する方のスタッフが難しいんですね。そういう報告を聞いてい

るので、課題は大きいなと思います。 

 

１１月１９日 部長等連絡会 

 来客 

 教頭・主幹教諭・教務主任合同研修会 

 部内打ち合わせ 

 市町駅伝結団式 

 

教育長 

教頭・主幹教諭・教務主任合同研修会に行きまして、働き方改革ということで、仕事と家

族と地域社会という３つの分野をバランス良くやらなければ、多分働き方改革が定着しない

だろうなという風にして話をしてきました。究極にいうと、先生方ならば住んでいる地元の

行事に家族で参加したということが目の前に現れたならば、働き方改革はかなりテコ入れが

できたかなと思いますということをこの場で伝えてきました。 

 

１１月２１日 静東教育事務所所長、副所長の市教委訪問 

 冬山遭難防止協議会（欠） 

 ＪＡＸＡ人工衛星コーナーリフレクター完成披露式 

 子ども手帳贈呈式 

 

教育長 

本日ですが、静東教育事務所長と副所長の訪問がありまして、裾野市であったんですが、

この回から人事異動のきちっとしたものがスタートします。 

以上、１０月から１１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 

改めまして、こんにちは。冒頭に教育長の方から今日の富士山は思いのほか暖かかったよ

というお話がありましたけれども、このところの秋の深まりというよりも、暑さと寒さが続

いておりますけれども、そんな中で間近に迫りました市議会１２月定例議会では、先月の定

例教育委員会でも報告させていただきました通り、学校のエアコン整備に対する補助金の国

の補正予算が付いたことを受けまして、小中学校の全普通教室にエアコンを設置する為の補

正予算を計上させていただくことになりました。詳細は後ほど担当の方から説明させていた

だきますけれども、ここのところの寒さから夏の猛暑を忘れてしまいがちですが、当市の場

合は猛暑だけではなく、梅雨時の湿気の問題もありますので、ご理解の程、よろしくお願い

したいと思います。 

さて、本日の定例会は補正予算を含み、議案が３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３４号 

平成３０年度御殿場市一般会計補正予算（第３号）について 

教育総務課長 

御教議第３４号「平成３０年度御殿場市一般会計補正予算（第３号）について」を議題と

いたします。 

 

教育総務課長 

今回の補正は、教育委員会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２１ページ・２２ページをお開き下さい。 

はじめに、２項小学校費１目の学校管理費の説明欄１の①施設維持補修費は、御殿場小学

校の特別支援学級が、来年度 1 クラス増の見込みとなり、普通教室に空きが無いため、Ｂ棟

の男女職員更衣室を特別支援教室に改修するために係る経費です。説明欄２施設整備の①図

書室図書整備費は、御殿場南小学校の図書充実のためにと、市外の御殿場南小学校の卒業生

の方からふるさと納税をいただいたことにより、図書の購入費として計上するものです。②

施設備品購入費は、来年度、玉穂小学校の新６年生の１クラス増に対応するため、学校運営

に必要な備品購入費を計上するものです。説明欄３冷房設備対応臨時特例交付金事業は、国

が平成３０年度補正予算で、新たに、今回限りの、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付

金を創設したことにより、これに対応すべく、１０校の児童の生活する普通教室１９８室へ

のエアコン設置に係る経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教育用コンピュータ整備事業は、御殿場小学校に

おいて、来年度特別支援学級が１クラス増えるため、必要な機材を整備するための経費です。 

３項中学校費１目の学校管理費の説明欄 1 の①施設備品購入経費は、来年度富士岡中学校

において、特別支援学級が２クラス増える見込みであり、学校運営に必要な備品購入費を計

上するものです。また、原里中学校において、平成４年度に設置したパソコン教室のエアコ

ンが故障し、修繕ができないことから、エアコンの更新に係る経費を計上するものです。説

明欄２冷房設備対応臨時特例交付金事業は、小学校費と同様に、国の平成３０年度補正予算

のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金に対応すべく、西中学校を除く５校の生徒の生

活する普通教室７８教室へのエアコン設置に係る経費です。 

次に２目の教育振興費の説明欄１の①教育用コンピュータ整備事業は、富士岡中学校にお

いて特別支援学級が２クラス増えるため、必要な機材を整備するための経費です。 

繰越明許費ですが、１０款２項及び３項における、冷房設備対応臨時特例交付金事業につ

いて、事業費の全額を新たに設定させていただくものです。 

地方債の補正ですが、冷房設備対応臨時特例交付金事業における財源の一部に起債を活用

いたしますことから、小学校校舎等整備事業で４１７，８００千円、中学校校舎等整備事業

で１７９，６００千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 

８ページをお願いいたします。第３表債務負担行為補正になります。一番下の欄に、東山旧

岸邸施設指定管理料があります。これにつきましては、今年度をもって現指定期間満了となる

ため、次回の指定管理期間にかかる５年間の指定管理料１２４，０００千円の債務負担行為を

設定するものです。なお、御殿場財産区から２分の１の繰入金をいただくこととなっておりま

す。 

  以上で、社会教育課の説明を終わります。 

 

学校給食課長 

 ２５・２６ページをお願いします。６項学校給食費１目給食センター運営費になりますが、

御殿場小学校、原里小学校、玉穂小学校、富士岡中学校等でクラス増に伴いまして、給食用の

備品が不足するためにそれを買わせていただくものになります。それに合わせて、西学校給食

センター内における仕切り皿とトレイについて、老朽化が激しいものですから、それの更新を

合わせてさせていただくことになっております。 

 以上です。 

 

教育長 

ただいま、御教議第３４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。 

  

勝又英和委員 

冷房設備対応臨時特例交付金事業ということで、小学校１０校１９８教室ということで、こ

れが全ての未施工だった一般教室ということでよろしいでしょうか。 

 

教育総務課長 

これは普通教室といいましても、教育委員会ですと少人数教室も含まれておりますが、今

回は国の方が優先としまして、端的に言いますとクラスのナンバープレートが付いている教

室が小学校１９８クラス、中学校７８クラス、これ以外にも幼稚園もありますが、そういう

教室にということになっております。ですので、現在エアコンが設置されているのが職員室、

保健室、パソコン室には全て設置されておりますが、それ以外に会議室等を兼用している図

書室であったり、会議室であったりというところで付いている学校もいくつかございますが、

それ以外の特別教室と多目的教室は今回は除外されているという形になっております。 

 

佐藤朋裕委員 

中学校の方で約１０億円ということで、これは３０年度の補正だけど３１年度中に単年度で

全て執行するということですか。 

 

教育総務課長 

年度内に発注させていただきますが、事業的には夏前に付けられれば一番良いですが、なか

なか全国一斉にやりますし、特に静岡県というのは設置率が普通教室にすると９％ぐらいとい
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うことで、全国平均５９％から相当低い率になっていて、この界隈では物や業者の取り合いの

ようになってしまうので、３０年度で発注して３１年度に完了という形で予定しております。

しかし、国の要綱がまだ来ておりませんので、今後その辺がどうなるか分かりませんが、今の

ところはおっしゃる通り、３１年度中に終了というのを考えています。 

 

大西孝明委員 

２２ページから２４ページの説明欄で、学校区ですが１０校とか５校とか７園とかあります

が、これは明確には出せないですか。 

 

教育総務課長 

出せないわけではないですが、小学校１０校は印野小学校を除いた学校数となっております。

５校は西中学校が今、改築事業を３１年度中に終了予定ですが、この中で考えておりますから

その分を抜いてありますので、５校という形になっております。ほとんど市内の学校が対象な

んですけれども、印野小学校は既にあり、西中学校は改築の中で一緒にやるということです。

幼稚園は神山幼稚園の閉園の関係がありますから、一つ少なくなっている状況です。また、記

載については予算書の関係のため、省いた形になっております。 

 

勝又綾子委員 

エアコンを設置する学級は子どもたちの授業が行われるプレートがある教室等とおっしゃら

れましたが、それ以外の特別教室への設置予定は無いのでしょうか。 

 

教育総務課長 

現在、９月に空調設備の設置に関する調査の方を委託に出しておりまして、それが１月末頃

には出来上がってくると思いますが、国が急遽、補正予算で組んできて今回限りという形なも

のですから、ここで手を挙げないと採択から漏れてしまいます。実際に事業全体でいいますと、

１億４千万円余ほどの補助金に値するものですから、それを蹴ってやるほど御殿場市は裕福な

市ではございませんので、やはりそこには手を挙げざるをえないという中でやりました。それ

ぞれ生活している教室を対象となっていますが、残りの特別教室等を含めまして、その調査結

果から全額買い取りで導入するのか、リースで入れるのか、順序立ててやっていくのか、また

は学校毎で回していくのかという計画を立てて、最終的には平成３２年度以降の話になるかと

思いますけれども、計画を立てた時にはご報告したいと思います。 

 

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３４号「御殿場市一般会計補正予算（第３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３５号 

御殿場市東山旧岸邸の指定管理者の指定について 

 教育長 

御教議第３５号「御殿場市東山旧岸邸の指定管理者の指定について」を議題といたします。 

 

社会教育課長 

３２ページをお願いいたします。 

本案につきましては、御殿場市指定管理者選定審査会の審査結果を受けまして、御殿場市東

山旧岸邸の指定管理者の候補者が株式会社虎玄に決定したことから、地方教育行政の組織およ

び運営に関する法律によりまして、教育委員会による承認を得るものでございます。 

今回の指定管理者は平成３１年４月１日から５年間になります。 

４候補者選定の経過及び結果についてご覧ください。先月１０月２３日に御殿場市指定管理

者選定審査会におきまして、審査を実施しまして、決定したものです。次に５「株式会社 虎

玄」の概要についてですが、株式会社虎玄は昭和５７年４月８日に株式会社虎屋の１００％子

会社として設立され、不動産賃貸業や食関連の事業開発を行っており、東山旧岸邸の前指定管

理者でもあります。 

次に、３３ページをお願いいたします。 

６非公募理由ですが、隣接するとらや工房を運営している虎玄を指定管理者にすることによ

り、来客対応、誘導が円滑にできること、広報活動の共同化が図れること等によりまして、効

果的・効率的な運営が可能というメリットがあります。これまでの成果・実績につきましては、

施設利用者が年々増加し続けており、入館者数は当初目標としていた年間２万人を大きく上回

っております。株式会社虎屋が持つ接客ノウハウを背景にしまして、接客レベルの高さが評価

されております。以上のような理由から、非公募での選定を行ったものでございます。 

７施設管理及び運営に係る候補者の提案要旨につきましては、３３ページの下段から３５ペ

ージにかけて、９項目にわたってございます。施設の設置目的に基づき、費用を抑えながら施

設の利活用推進を図り、利用者により良い管理運用を目指して取り組むという内容になります。 

以上、簡単ですが、説明を終わりにします。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

教育長 

ただいま、御教議第３５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 

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） 
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教育長 

ご異議がないようですので、御教議第３４号「御殿場市一般会計補正予算（第３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３６号 

平成３０年度就学援助について 

教育長 

御教議第３６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３３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３６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 

 ・火災予防週間ですが、南中近くの火災の情報が流れた時に、中学校でなくて良かったと

安堵しております。それから１１月に西中学校区の一貫して不登校のないようにという取

組成果の発表、高根中学校区の道徳教育の中間発表と、双方とも素晴らしい発表だったと

思います。魅力ある学校づくりということで、ぜひ続けていっていただきたいと思います。 

 

・こめこハヤシの給食試食に参加させていただきましたが、子どもたちからはすごい好評

でした。美味しいという声と楽しそうに食べる姿を拝見させていただきました。給食を食

べる前に待機している時に、学校給食課長からこめこハヤシの製造ルートにお話してくだ

さって、そういう情報があることでただアレルギーというだけでなく食に興味を持ってく

れるのかなと思いました。グループで食べるのが楽しいという声もあって、短い時間で大

変だとは思いますが、食事と一緒に会話も楽しめる機会が増えてくるといいのではないか

なと思いました。 

 

・３校ＰＴＡ教育講演会に出席しました。運動音痴は無いという話がありまして、運動と

いうのは歩くこと、走ること、階段を上ることのすべてが運動で、私はスポーツが苦手だ

から運動音痴だと思っていましたが、日々の生活から考えると運動音痴ではないという考

えが印象に残りました。 

 

・西中校区の３年間を通した研究、高根中校区の道徳の発表会ということで、学校に行か

せて思ったことは、御殿場の学校の恵まれている環境というのを感じました。富士山が眺

められる校舎、広い運動場、ゆったり作られた教室環境、電子黒板等の機器といった子ど

もたちの教育を地域の皆さんや行政が本当に応援している姿がそこにあるなと思いました。

そういうことに改めて感謝したいなと思いました。多忙化といわれている中で、先生方が

積み重ねた実践が子どもたちの中に活きているなと感じました。 

 

・この時期は教育委員として忙しい時期なのかなと思います。研究発表の中で印象に残っ

たのが、学校にいない子、不登校の子に関する研究が数字として成果が出ていたというこ

とで、３年かけていて大変だったろうなと思いますが本当に素晴らしい発表でした。 

 

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１１月定例会を閉

会といたします。 

 

 

 

 午後 ３時５５分閉会 
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