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第８０６回 教育委員会会議録 

日時 

平成３０年 ８月２１日（火）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  学校教育課課長補佐  

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 

 

御教報第 １号 平成２９年度御殿場市一般会計決算（教育費）について 

御教議第２８号 平成３０年度御殿場市一般会計補正予算（第２号）について 

御教議第２９号 平成３０年度御殿場市教育委員会職員の人事異動について 

御教議第３０号 平成３０年度特別支援教育就学奨励費について 

御教議第３１号 平成３０年度就学援助について 
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開会 

 

教育長 

猛暑の夏ですが台風の予報も出てきておりまして、異常気象の中の大変な時期となってお

りますが、今週末から学校の方が二学期スタートの時期になります。 

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８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。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。 

 

  



 

3 

 

教育長報告 

教育長 

夏休み中に中学２年生の逝去がございまして、その対応をいたしました。教育フォーラム

については参加の方ありがとうございました。６回目になりますが、平成２４年度にスター

トするという準備をしたのですが、結構私的なところから形を作っていったことを思い出し

ました。 

在外教育施設に勤務する教え子から、現地の方との良い人間関係が築けていることの報告

を受けました。こういう、在外教育をしている先生もいるという紹介です。 

 

  

７月２０日 市議会臨時会・全員協議会 

        教育指導センターとの打ち合わせ 

 部課長研修会 

 部課長会懇親会 

 

７月２１日 岩田保護司の叙勲祝賀会 

 

７月２３日 部長等連絡会 

 玉穂小学校空手教室 

 庁議 

 

教育長 

 玉穂小学校で空手の教室があり、御殿場西高校出身のオリンピック候補選手二人による

６年生２クラスへの空手の教室だったのですが、その日はかなり熱くて、小さな扇風機が

２個あるだけの体育館ではどうなるのかと思うくらいで、測定器を確認したところ、警告

つまり活動中止の一歩手前で、そのくらい厳しい状況でした。 

 

 

 

 

７月２５日 全日本馬術競技大会 

 学校伝達（交通事故、事犯の処分伝達） 

 教育フォーラムの「特別講演」講師を囲む会 

教育長 

 秋篠宮佳子様を迎えての大会でした。写真はダメ、お見送りはこの時間、この場所でと

拘束が多く、３０分くらい立って待っていたのですが、この日はスーツでいたものですか

ら、大変暑く、外にいた時に立ちくらみを覚えるほどでした。 

 夜には、教育フォーラムの「特別講演」講師を囲む会をさせていただき、いろいろな話

をさせていただきました。 
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７月２６日 御殿場市教育フォーラム２０１８ 

 市内校長会懇親会 

 

教育長 

 教育フォーラムは６回目になるので、質問も充実してきたと思います。夜は市内の校長

会の懇親会がありました。いわば暑気払いです。 

 

 

 

 

７月２７日 東京世田谷区教育推進会議 

 総合教育会議 

教育長 

 一部は報告いたしましたが、総合教育会議のもち方とか対応について参考になるところ

がありましたので、また報告をあげたいと思います。 

 

 

 

７月３０日 部長等連絡会 

 原里財産区議員当選証書付与式 

 定例記者会見 

 西日本豪雨職員派遣激励会 

 アジア諸国交流事業実行委員会 

 部内打合せ 

教育長 

 定例の記者会見では、熱中症による地区運動会等の対応について質問がありました。 

 

 

 

７月３１日 試験委員会 

 『教育のあゆみ』の原稿執筆 

 

教育長 

 ７月末で『教育のあゆみ』の原稿執筆の締切といわれていたので、必死になって見直し

をして、原稿をあげたのですが、自分の持ち分の７頁位を書き上げました。そんな中、吉

田町教育長が体調不良のため退任のニュースを聞き、他人ごとではないと思いました。 
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８月 １日 庁舎周辺整備工事完成式 

 子ども環境会議（エコアクション） 

教育長 

 子ども環境会議、エコアクションがありました。後日、市長、議長への報告の場があり

ます。 

 

 

８月 ３日 駿東地区教育研究集会 

 駿東地区２市３町教育長会 

 教育長会懇親会 

 

教育長 

 駿東地区教育研究集会は、午後の講演会から聴かせていただきました。自己肯定感とい

うテーマで色々な話を聞けました。子どもに自己肯定感を持たせるにはどうすればよいか

が課題となっています。 

 研究集会終了後に、駿東地区２市３町教育長会を行いました。この時期から人事異動の

関係がスタートいたします。 

 

 

８月 ４日 富士登山駅伝開会式（欠席） 

 地元「納涼祭」に出席 

 

８月 ５日 サマースポーツフェスティバル（欠席） 

 

８月 ６日 教育セミナー（東京） 

教育長 

 アクティブラーニングをテーマとしており、映像教材の「みんなのドラマ」を見ました。

道徳や特活、総合的な学習に活用が可能な映像でした。これを使いながら実際に活動する

という発表を聴いてきたのですが、林家たい平師匠が大学の教員の立場で笑いを取るので

はなく真面目な話をされるという会でした。 

 

 

 

８月 ７日 中学校生徒の緊急入院・危篤の知らせが入る 

教育長 

 御殿場西中学校２年生男子の緊急入院と危篤の知らせを聞き、教育委員会として学校と

学校教育課へ支援の対応を指示いたしました。 
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８月 ８日 静岡県教育研究集会・書写 

 

教育長 

 原里小学校の校長先生が実行委員長になっていたので、その市町の教育長が挨拶という

ことで沼津へ行きました。この際に、三島の研究発表を聞いてきました。子ども達の書写

の活動をする時に、その姿勢をビデオで撮影し、それを電子黒板で流し、一人ひとりの姿

勢を自ら確認できるという実践の報告でした。書写の場合、机の上が限られたスペースで

あり、その中で正しい姿勢をとれるというものでした。ただし、課題として書写の時間は

週に１度のため、書写の時間での姿勢がほかの授業に反映できるのかという点がありまし

た。 

 

８月 ９日 静東教育事務所所長、次長来庁 

 オリンピックパラリンピックロードレース正式決定セレモニー 

教育長 

 ロードレース正式決定のセレモニーに参加しました。庁舎玄関にカウントダウンの掲示

板があるのでまたご覧いただければと思います。 

 

 

 

８月１０日 来客対応 

 園長会 

 総合教育会議 

 西中生（２年生男子）の通夜に出席 

教育長 

 総合教育会議は質の高いことを新聞の記事にも掲載されており、大変よかったと思いま

した。同じ日に西中生の通夜に出席いたしました。 

 

 

８月１１日 御殿場市戦没者追悼式 

 西中生の告別式 

教育長 

 御殿場市戦没者追悼式では、市内の中学生二人が作文の奉読をいたしました。地域の慰

霊祭では８月１５日が多かったようですが、小学生が作文の奉読をしているところがいく

つかあったようで、そういう意味では小中学生がこれを引き継いでいくということで良か

ったと思います。 

 また、１２日ですが、大きな被害はでませんでしたが、後日の報告で、神山地区は１時

間に８０ミリを超える猛烈な雨に陥ったそうです。データを確認すると富士岡地区の倍の

降雨量でした。 
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８月１３日 部長等連絡会 

 「学校閉庁日」８月１３日から１５日の伝達 

 中学生陸上競技全国大会出場市長への表敬訪問 

 部内打合せ 

教育長 

 １３日から１５日までは、学校閉庁日ということで、教職員が一斉に休みをとれるよう

に伝達いたしました。土日を含めれば、連続で５日間の休みをとれるかなという形にしま

した。 

 同日に、中学生陸上競技全国大会出場市長への表敬訪問がありました。３人全国大会へ

行きます。 

 

８月１５日 全員協議会 

 幼稚園教頭会 

教育長 

 幼稚園の教頭会では、幼児教育について何か言うということはできませんので、園の経

営について少しは刺激になるような話ができるかなということで、顔を出させてもらって

います。 

 

 

８月１７日 県市町教育長研修会 

教育長 

 今までは都市教育長会と町の教育長会と、市の教育長会で３つに分かれていたのですが、

新しい教育長制度になって、市町の教育長会の研修会を公開いたしました。これ一本にな

ります。今年は、菊川市と掛川市と東伊豆町の発表がありました。菊川市では、県内で最

先端のタブレットを導入したいとのことです。掛川市は、学園化構想。学校の統廃合が進

んでいる中で、中学校を基盤とし、いくつかの小学校といくつかの中学校が合わさる形の

学園を構想しているという発表でした。東伊豆町では、図書館からまちづくりというテー

マで、御殿場でいうと交流センターや資料館と図書館を合わせたような場所を提供してい

るとのことでした。一度足を運んでみたいと思うような発表でした。 

 

８月１９日 高根地区運動会 

教育長 

 大変暑い中で、高根地区あげての取り組みであり、まさに町作り、人育てというのでし

ょうか、そういう雰囲気で、お年寄りから年少の子まで含めて、縦に結びついていること

が色々な形で見えて、高根ならではの姿をみることができました。 
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８月２０日 部長等連絡会 

 県教委の市町訪問対応 

 来客対応（駿東地区校長幹事会） 

 

８月２１日 定例教育委員会 

教育長 

 本日の定例教育委員会の後、２４日から２学期が始まります。 

 ここで、報告書に記載いたしました、「声のものさし」について紹介させていただきます。

多くの小学校の教室に掲示されているものです。場所によって求められる声の大きさをレ

ベル別で示したものです。ここで紹介する理由は、校長会等の会議の場において、外部か

らの方の説明の声が小さくて聞き取れないという苦言が届いたからです。会議等の集団の

場所での発言には自覚が必要です。 

 

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 

こんにちは。 

まずは、先日の総合教育会議につきましてはありがとうございました。今回は初めての試

みとしまして、市長自らが考えたテーマに対して教育委員の皆様からご意見、ご感想を頂き

ながら進めていくというスタイルをとらせていただきました。教育委員の皆様と市長が相互

に課題を共通の認識としていただくことで、今すぐにどうのということではなく、問題解決

の糸口を見出すことが狙いであるということでやらせていただきました。テーマとして挙げ

たものを直接その場で結論を出すということではないということで実施させていただきまし

た。 

おかげさまで、市長の方から教育委員の皆様のそれぞれの立場からの、さまざまの角度か

らのご意見をいただくことができて、大変有意義な会議であったと申しておりました。 

次回の総合教育会議は１１月３０日に、予算をテーマとして行うということで申し上げて

おりますが、こちらのほうも予算の折衝ということではございませんので、直近の予算とい

うよりも、長いスパンでの相互の意見交換が行われることを期待しております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

本日は報告が１件、議案が４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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御教報第１号 

平成２９年度御殿場市一般会計決算（教育費）について 

教育長 

御教報第１号「平成２９年度御殿場市一般会計決算（教育費）について」を議題といたし

ます。 

 

学校給食課長 

では、歳入から説明させていただきます。御教報第 1 号資料の 10 ページ、11 ページをご

覧ください。 

21 款 4 項 3 目 6 節の学校給食納付金ですが、収入未済額は 1,067 万 8,611 円で、収納率は

97.6%でございます。前年度比収納率は 0.1%増で、収入未済額では 41万 1000円余の減とな

りました。 

備考欄の学校給食納付金の収納率でございますが、小学校現年度分は 99.7％で、前年比よ

り 0.1％の増、過年度分につきましては 13.6％で 4.6％の増。中学校の現年度分は 99.8％で前

年より 0.2％の増、過年度分 14.2％で 7.2％の減です。給食センター職員、配膳員分は 100%

で前年度と同額となっております。 

平成２８年度の収入未済額との比較で、41万 1000円余の減となったことに関しましては、

保護者の申し出に基づき、児童手当からの給食費の徴収ができる制度を昨年度中途から開始

した効果であると考えております。 

以上で説明を終わりにさせていただきます。 

 

教育総務課長 

16、17ページをお開きください。10款 1項 1目教育委員会費は、執行率 95.0％です。備

考欄の主なものを説明申し上げます。 

２の交際費は、学校専門相談医の死去に伴う弔慰金外に要した経費です。 

３の交付金ですが、給食センターの建て替えの構想があり、避難所の機能を有する防災セ

ンターであることから、通常時は学校給食を提供している福生市「防災食育センター」、八王

子市「八王子こども科学館」の視察研修等に要した経費です。 

５の負担金は、それぞれ人口割 2万 1000円と均等割１万 7,500円で積算されています。 

1項２目事務局費は、執行率 97.6％です。 

３は、優秀な人材育成を図ることを目的に、本市に引続き３年以上住所を有する者の子で、

高校又は大学（短大含む）に進学する者に対し、高校生月額 12,000 円、大学生月額 30,000

円を貸与しております。平成２９年度新規貸与者は６名（大学生５名、専修学校（専門課程）

１名）で、これまでの継続者と合わせると、短大生１名・専修学校（専門課程）３名・大学

生３７名、計４１名になります。 

４は、地区ごとに幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校等に、より良い教育振興を図

るための補助金です。 

６は、学校施設の修繕業務を遂行するため建築技師補助１名、職員の産休育休に伴う一般

事務補助１名を雇用した経費、その他には複写機やＯＡソフトの借上料、教育長を含めた職
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員の旅費、消耗品費などが主なものです。 

７の①は、公立学校施設整備期成会の負担金です。 

 

学校教育課長 

引き続き資料の 18ページ、19ページをお願いします。 

10款 1項 3目教育指導費についてご説明申し上げます。執行率は 91.2%となりました。 

1の人件費①は定期の健康診断、健康相談及び保健指導における学校医、学校歯科医 94人

の報酬でございます。②は学校薬剤師 16人の報酬、③から⑧まではそれぞれ記載の委員、専

門調査員への報酬となっております。 

2 の健康管理事業①は、尿検査、心臓病検査、結核等の検査関係や、就学時入園時健康診

断の委託料等、また、児童生徒の健康管理に伴う検診等の費用となっております。②の学校

保健管理充実事業につきましては、御殿場市医師会と協力いたしまして平成 18年度から始ま

った事業となっております。学校保健管理の専門的技術指導の充実を図るため、学校専門相

談医に支払った委託料等でございます。③は市内１６校の教職員健康診断の費用、④は駿東

地区学校保健会の負担金、⑤は教職員の人間ドックに係る公立学校共済組合に対する負担金

となっております。 

続きまして 21ページをご覧ください。3学校教育支援事業①につきましては、市の教育相

談員１名と中学校区ごとに配置しました相談員６名、及びスクールソーシャルワーカー２名

の雇用経費等で、いじめ問題や不登校児童生徒の解消を図るための支援を行いました。②の

外国人児童生徒適応指導事業につきましては、外国籍の児童生徒に対しまして日本語指導な

ど学校生活の円滑な適応を図る事業で、学校からの要請に応じまして、巡回教室の形式でス

ペイン語、ポルトガル語、タガログ語の指導員３名を派遣致しました。③の学校教育充実事

業に関しましては、特別支援学級補助者２１名、情緒通級指導教室補助者 1 名、保健室運営

補助者３名、学校図書館補助者６名の雇用経費等でございます。④特別支援教室推進事業は、

個別支援計画をサポートする巡回相談員 1 名の雇用経費でございます。⑤は通常学級に在籍

する発達障害児で、特に個別の支援を必要とする児童生徒が多い学校に派遣いたしました、

支援員１５名の雇用経費でございます。⑥の魅力ある学びづくり推進事業は、平成２４年度

からの事業で、教職員が児童生徒 1 人 1 人と向き合う時間が確保できるよう、事務的な業務

を支援する臨時職員の雇用経費となっております。⑦の教育指導センター事業では、団塊の

世代を中心としたベテラン教職員の大量退職を受けまして、若手教職員の授業力や指導力の

更なる向上のため、教育指導員が学校を訪問し、個人への直接的指導、支援を行いました。

⑧は駿東地区教職員の資質向上に向けた研修会への助成及び、文化スポーツなどの駿東地区

の大会等、体力文化向上のための負担金となっております。⑨は小中学校の児童生徒に夢を

育む事業で、２９年度は全ての小中学校で講話や芸術鑑賞等が実施されました。⑩は教育研

究推進のための交付金で、玉穂小学校、印野小学校、西中学校には不登校対策に係る調査、

研究、御殿場小学校は外国語活動及び研究、高根小学校は道徳の教科化に伴う研修、推進を

行いました。⑪は中学校部活動において、全国大会等に出場した選手に係る大会出場に必要

な経費に対する交付金でございます。⑫は３年に一度改定されます、小学校社会科副読本を

作成するための経費です。 

なお、学校教育支援事業では 1,279 万 2,269 円の不用額が出ております。主な理由として
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は、配置予定の支援員を確保したものの、途中で退職者が出たこと等により後任の支援員を

確保するのに時間を要したため、賃金等に余剰が生じたためとなっております。 

続いて、4 の外国人英語指導者配置事業につきましては、英語教育の充実と国際理解教育

の推進を図るため、業者と委託契約をして小学校、中学校に計 9 人外国人の先生を外国語指

導者として派遣した経費でございます。自然な英会話に触れ、英語によるコミュニケーショ

ン能力の向上を図ると共に、異文化に触れる機会を持ちました。 

5 の多人数学級支援事業につきましては、３６人以上の多人数学級に教科指導、生活指導

を行うための支援員を派遣するものです。平成２９年度につきましては、該当はございませ

んでした。 

6 のいじめの防止等対策推進事業につきましては、いじめ防止対策推進法や国のいじめ防

止基本方針などを参考に、本市で策定致しました御殿場市いじめ防止基本方針を元に、いじ

めの未然防止を最重要課題と位置づけ、いじめ等の諸課題に対応するための研修会を開催す

るための費用でございます。平成２９年度は重大事案はなく、執行はありませんでした。 

7 の魅力ある学校づくり調査研究事業は、国の委託を受けて実施する不登校対策にかかる

調査研究事業です。西中学校区を中心に、不登校に対する対するアンケート等を実施し、主

に 

不登校の未然防止を目指した適切なカリキュラムや指導方法など作成するための調査研究を

2カ年にかけて実施するものです。今年１１月に研究発表会を実施する予定です。 

 8 の幼児教育支援事業につきましては、市幼児教育振興計画に基づきまして、調査、研究

等を行い、子供達の健全育成を推進するもので、①につきましては幼稚園教諭の資質向上を

目的に開催致しました研修会への講師謝礼でございます。②は幼稚園、保育園、小学校、中

学校の教職員による合同研修会の実施、③は研究指定園であります富士岡幼稚園の研究推進

のための交付金でございます。 

9 の教育指導補助事業は、市内小中学校の教職員の教育研究費用として、研修会や各評価

研修に対する市からの補助金でございます。 

10の一般諸経費につきましては、幼稚園指導関係の臨時職員の雇用経費、卒業記念品、教

育論文賞賜金や体育文化賞賜金等の報償費、教師用指導書の購入経費等となっております。 

 

教育総務課長 

続きまして小学校費について説明します。22、23ページをお開きください。 

２項１目学校管理費は、執行率 94.9％です。 

1 の①は、消耗品費や印刷製本費、通信運搬費、複写機の借上料など、小学校の管理運営

に要した経費です。②は、小学校に勤務する臨時職員、事務員１０名・内務員１１名・教諭

１名の計２２名の雇用に係る経費です。 

2 の①は、電気料や水道料、施設の警備費、教育用コンピュータの保守、浄化槽の保守点

検、浄化槽の清掃手数料など、小学校の維持管理に要した経費です。②は、小学校の維持補

修としての修繕料が主なもので、御殿場小学校１号棟出入口戸修繕、御殿場南小・富士岡小

等プールサイド床修繕、南小学校トイレ改修修繕、原里小学校体育館照明修繕、その他各学

校の設備や遊具などの修繕に要した経費です。③は、小学校５校、御殿場小・御殿場南小・

東小・神山小・朝日小の土地借上料として要した経費で、借上面積は合計 21,343.4㎡です。 
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なお、施設管理費の不用額については、光熱水費及び委託料等が見込みより減となったも

のです。 

3 の①は、各小学校の図書室の図書を購入した経費です。②は、教材備品を除く、各小学

校が整備する机や椅子、印刷機などの一般備品、体育館暗幕等の設備を購入した経費です。

③は、神山小学校校舎改修工事、朝日小学校校舎改修工事設計委託、玉穂小学校駐車場整備

用地購入に要した経費です。④は、朝日小学校プール外構整備工事、既存屋外プール解体工

事等に要した経費です。なお、施設整備費の不用額については、神山小学校改修工事、朝日

小学校屋外プール解体工事、朝日小学校校舎改修工事設計委託等の入札差金により減となっ

たものです。 

4は、特別支援学級における消耗的教材や図書の購入に要した経費です。 

5は、学校長交際費で児童への弔慰金ですが、２９年度の執行はありませんでした。 

予備費は、御殿場南小学校普通教室用の扇風機購入に要した経費です。 

続きまして、２項２目教育振興費は、執行率 99.4％です。 

1 の①は、体育用品、楽器など、各小学校の教材用備品や特別支援学級教材用備品の購入

に要した経費です。②は、理科教育振興法に基づく理科に関する教材として、金属膨張実験

器、人体解剖模型などの購入に要した経費です。③は、教育用コンピュータの借り上げ料や

特別支援学級の児童用パソコンの購入等に要した経費です。④は、原里小学校及び朝日小学

校の電子黒板のリース料に要した経費です。 

2 の①は、経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者に対し、学用品費や学

校給食費などの援助を行ったもので、対象の児童数は、２６２人となっております。②は、

特別支援学級に在籍する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品費や学校給食費

などの援助を行ったもので、小学校９校に在籍する８６人が、援助の対象となっております。 

続きまして中学校費について説明します。 

３項１目学校管理費は、執行率 93.9％です。 

1 の①は、消耗品費や印刷製本費、通信運搬費、複写機等借上料など、中学校の管理運営

に要した経費です。②は、臨時職員、事務員６名・内務員６名の計１２名の雇用に係る経費

です。 

2の①は、電気料や水道料、浄化槽の清掃手数料、施設の警備、教育コンピュータの保守、

自家用電気工作物の保守など、中学校の維持管理に要した経費です。②は、中学校の維持補

修としての修繕料が主なもので、御殿場中学校水路修繕、富士岡中学校消火管漏水修繕、西

中学校体育館照明修繕、その他各中学校の設備や体育器具などの修繕に要した経費です。③

は、中学校 5 校（御殿場中・南中・富士岡中・高根地区体育館・西中駐車場）の土地借上料

として要した経費で、借上面積は合計 30,913.64㎡です。 

3 の①は、各中学校の図書室の図書を購入した経費です。②は、教材備品を除く、各中学

校で整備するテント、鉄庫などの備品、グランド放送設備等の購入に要した経費です。③は、

南中学校校舎改修設計委託、原里中学校敷地拡張計画に伴う測量設計委託、富士岡中学校暫

定校舎借上・便所改修工事設計委託等に要した経費です。④は、高根地区児童屋内体育施設

リニューアル計画作成委託・改修設計委託・用地購入等に要した経費です。 

なお施設整備費の不用額については、原里中学校敷地拡張計画に伴う測量設計委託料及び

高根地区児童屋内体育施設リニューアル計画作成委託の入札差金により減となったものです。 
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4は、特別支援学級における消耗的教材や図書購入などに要した経費です。 

5は、学校長交際費で生徒への弔慰金ですが、２９年度の執行はありませんでした。 

6 は、原里中学校グラウンド整備工事に要した経費です。なお、施設整備費において

7,552,000 円の事故繰越がありますが、これは原里中学校防球ネット設置工事が、予定外の

地下埋設物移動に工期を要したため、施工が遅れたことによるものです。 

予備費は、御殿場中学校水路応急修繕、富士岡中学校消火管漏水修繕に要した経費です。 

３項２目教育振興費は、執行率 96.4％です。 

1 の①は、体育用品、楽器等各中学校の教材備品、特別支援学級教材備品の購入に要した

経費です。②は、理科教育振興法に基づく理科に関する教材として、顕微鏡、電子てんびん

等を購入した経費です。③は、各中学校の教育用コンピュータのリース料に要した経費です。

④は、原里中学校の電子黒板のリース料に要した経費です。 

2 の①は、経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者に対し、学用品費や学

校給食費などの援助を行ったもので、対象の生徒数は、１７５人となっております。②は、

特別支援学級に在籍する生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品や学校給食費等

の援助を行ったもので、中学校５校に在籍します生徒２８名が、援助の対象となっておりま

す。 

３項３目西中学校校舎改築事業費は、執行率 90.6％です。 

1は、仮設渡り廊下建築工事、外構整備工事等に要した経費です。 

続きまして幼稚園費について説明します。次のページをお開きください。 

４項１目幼稚園費は、執行率 90.0％です。 

3 の③は、幼稚園の臨時職員５２名を雇用した経費です。なお、幼稚園運営経費のうち臨

時職員雇用経費の不用額、約 4,３０0 万余については、３歳児補助教諭の人数が見込みより

大幅に減となったこと、育児休業代替職員の補充ができなかったこと等により臨時職員の賃

金が減となったものです。 

教育総務課分については以上です。 

 

社会教育課長 

引き続き 30ページ、31ページをご覧ください。10款 5項 1目社会教育総務費につきまし

て、執行率は 98.3%でした。 

1の①から⑥までは、各種委員会等委員への報酬になります。 

2 の①は生涯学習推進会、市民大学講座等に要した経費です。②は楽しい子育て教室、親

子子育て学習講座、家庭教育学級に要した経費です。③は婦人会連絡協議会運営に対する補

助金になります。 

3 の①は各地域の地域づくり活動、体育振興のための補助金を市内６地区に補助した経費

です。②は地域づくり活動主事を対象とした講座を実施した経費、地域づくり活動主事連絡

会交付金に要した経費です。 

4 の①は青少年チャレンジ体験事業、わたしの主張発表大会、成人式などに要した経費で

す。②はボーイスカウト、ガールスカウトに補助した経費となります。 

32 ページ 33 ページをご覧ください。5 の①は青少年センターの運営懇話会、補導活動、

相談事業、環境浄化活動に要した経費です。②は子ども若者育成支援強化月間、青少年を守
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り育てる活動に要した経費と、市 PTA連絡協議会への交付金、市青少年健全育成会連絡協議

会への交付金に要した経費です。③は放課後子ども教室８校区９教室の運営に要した経費で

す。 

6は東山青少年広場指定管理施設運営に要した経費です。 

7 の①はふれあい会館維持管理に要した経費です。②は東山青少年広場の施設管理に要し

た経費です。 

8は（仮称）富士山市民のサロン整備に要した経費です。 

10は社会教育委員連絡協議会等の各種負担金及び旅費等に要した経費、臨時職員賃金に要

した経費でございます。 

次に 2目の文化財費ですが、執行率は 90.1％です。 

2 の①は印野の熔岩隧道丸尾苑の管理委託、臨時職員賃金、文化財賞賜金等に要した経費

になります。 

3の①は、ぐみ沢にあります民俗資料収蔵庫の管理運営に要した経費です。 

続いて、34ページ 35ページをご覧ください。3目図書館費は執行率 98.9%です。 

2 の①図書館運営諸経費の主なものは、窓口業務委託料です。その他各種講座の講師料、

雑誌や新聞の購入費、印刷製本費、電話料、図書データ使用料等に要した経費です。②は絵

本を介して親子の触れ合いの大切さを啓発するためのブックスタート事業に要した経費です。

③は図書館蔵書充実を図るため、図書購入に要した経費です。④は蔵書の管理や貸出のシス

テム保守、リース代、自宅でインターネットを利用して市図書館並びに県内図書館蔵書の検

索等が出来るインターネット公開事業に要した経費です。 

3 の①は電気、ガス、水道等の光熱水費、空調点検保守、エレベータ保守等の委託料、土

地借上料等に要した経費です。②は施設修繕、照明、空調、屋根、天井部分の維持補修に要

した経費です。 

4は図書館ボランティアの会、くろつぐみの会の活動助成のための交付金です。 

6は日本図書協会外、図書館関係団体の負担金になります。 

つづいて、36ページ 37ページをご覧ください。４目芸術文化振興費は執行率 99.8％です。 

１の①は市民芸術祭を実行するための実行委員会への交付金です。②は文化芸術の分野で

優秀な成績を修めた高校生を対象とした賞賜金に要した経費です。③は市文化協会へ補助を

行ったものです。 

２の①市民会館指定管理者御殿場総合サービスグループへの指定管理料、②は東山旧岸邸

指定管理者、株式会社虎玄への指定管理料です。 

３は市民会館の敷地及び駐車場用地の土地借上料等です。 

４は市民会館ホール棟の改修工事に要した費用です。工事は平成２８年度から平成２９年

度までの二か年に行われ、平成２９年度は残金分の歳出となっております。 

5は臨時職員の雇用に要した経費等になります。 

社会教育課につきましては、以上となります。 

 

学校給食課長 

引き続き、10 款 6 項 1 目の給食センター運営費についてご説明申し上げます。執行率は

97.8%です。 
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1 の①は学校給食センター運営委員会委員１０人分の報酬でございます。②は職員２５人

の給料、職員手当等でございます。 

2の①は臨時職員２０人、パート職員１８名、計３８人の賃金、社会保険料でございます。 

3は小中学校の児童生徒教職員など合わせて約８，３００人分の学校給食の賄材料費ほか、

センターと学校間の給食配送、回収業務委託、小中学校の配膳業務委託、職員の保菌検査等

に要した経費でございます。 

なお、不用額が 1,032 万余出ておりますが、これは学校給食の賄給食費等の算出における

対象児童生徒数の見込みが当初より減ったことによるものでございます。 

4 の①は 3 センターの衛生管理に使用する消毒液、洗剤、厨房・給食用消耗品、燃料費、

光熱費、調理機器等の点検整備業務委託に要した経費でございます。②は西学校給食センタ

ーの超高圧洗浄機修繕等、施設や調理器具の修繕に要した経費でございます。③は南学校給

食センターと西学校給食センターの土地借上料でございます。④は PFI 事業で行っている、

南学校給食センターの建設に係る償還金と維持管理運営費でございます。 

なお、不用額が 734 万程ありますが、3 センターの燃料費、光熱水費が当初見込みより減

ったことによるものでございます。 

5は御殿場中学校配膳室の修繕等に要した費用でございます。 

6は児童とその保護者を対象に実施した、夏休み親子調理実習等に要した費用です。 

7は各センターで使用している、公用車 4台の車検及び修繕料に要した経費でございます。 

8は旅費、事務用消耗品などに要した費用でございます。 

9は学校栄養士協議会負担金等各種協議会等の負担金でございます。 

なお、高根学校給食センター、曝気ブロアの緊急修繕の為に予備費を充用させていただき

ました。 

以上で説明を終わります。 

 

教育長 

ただ今、御教報第 1 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 

PFI事業で行っている、南学校給食センターの建設に係る償還金の期間はいつまでか。 

 

学校給食課長 

  平成３７年度までとなります。  

 

教育長 

ほか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） 
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教育長 

ご異議がないようですので、御教報第 1号「平成２９年度御殿場市一般会計決算（教育費）

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２８号 

平成３０年度御殿場市一般会計補正予算（第 2号）について 

教育長 

続いて、御教議第２８号「平成３０年度御殿場市一般会計補正予算（第 2 号）について」

を議題といたします。 

 

 

教育総務課長 

それでは、御教議第２８号資料の１４ページ・１５ページをお願いします。 

はじめに２項１目の学校管理費の説明欄をご覧ください。 

１の①施設維持補修費は２件ございまして、１件目は原里小学校駐車場の一部の舗装が陥

没し、危険な状態であるため補修を行うものです。２件目は、印野小学校駐車場と隣地との

間のブロック塀について、控え壁が設置されておらず、現行の設置基準に適合していないた

め改修を行うものです。 

財源につきましては、原里小学校駐車場舗装修繕は原里財産区から、地元協力割合 100％

印野小学校ブロック塀修繕は印野財産区から、地元協力割合 50％により繰り入れとなります。 

２の①小学校環境整備費は、神山小学校グラウンド用地の一部が借地であり、グラウンド

を市の所有地として一体管理すべく、長年にわたり地権者と交渉を重ねてきましたところ、

今年度に入り土地の売却の申し出があり、売買の合意が得られたことにより、用地購入費と

して計上するものです。 

次に２目の教育振興費説明欄をご覧ください。 

小学校の教育機材整備の内、小学校教育用コンピュータ整備事業に係る経費で、一般社団

法人古沢共和会からの寄付金を充当することによる財源更正です。 

次に３項１目の学校管理費の説明欄をご覧ください。 

１の①の施設整備費は、原里中学校の昭和５９年６月の完成当時から使用している第一理

科室の実験台につきまして、併設する水回りも含めて経年劣化が著しく、適切な学習環境を

提供することができないことから、早急に更新するための費用を計上するものです。 

財源につきましては、地元協力割合 50％により、原里財産区から繰り入れとなります。 

以上となります。 

 

社会教育課長 

2ページ、3ページをご覧ください。社会教育課関係の説明を申し上げます。 

18款 1項 4目社会教育費寄付金ですが、社会教育のために今回神尾 清美 外５名より１

５万円、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

を寄付していただいたことから、増額補正をするものです。 

説明は以上となります。 
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教育長 

ただ今、御教議第２８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 

ご異議が無いようですので、御教議第２８号「平成３０年度御殿場市一般会計補正予算（第

2 号）について」については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２９号 

平成３０年度御殿場市教育委員会職員の人事異動について 

教育長 

続いて、御教議第２９号「平成３０年度御殿場市教育委員会職員の人事異動について」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２９号につきまして、内容説明をいたします。 

（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２９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２９号「平成３０年度御殿場市教育委員会職員の人

事異動について」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３０号 

平成３０年度特別支援教育就学奨励費について 

教育長 

次に、御教議第３０号「平成３０年度特別支援教育就学奨励費について」を議題といたし

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３０号についてご説明申し上げます。 

（内容説明） 

 

教育総務課副主任 

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３０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３０号「平成３０年度特別支援教育就学奨励費につ

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３１号 

平成３０年度就学援助について 

教育長 

続いて、御教議第３１号「平成３０年度就学援助について」を議題といたします。 

 

（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３１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３１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３１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 

 ・先月の２９日に、サックス４５周年記念ということで公演会を開きました。今回ライブ

を行った中で、夢を実現するということは覚悟と時間が必要であることを感じました。仕

事として出演料を払ってプロの方と一緒に演奏することは非常に緊張感がありました。 

 一つのチャレンジとして学生が体験することは、また違う世界が開けるのではと思いま

す。年齢を重ねても一つのことにチャレンジをするということはかなりの衝撃がありまし

た。若い人にもこのような体験をして欲しいです。 

 

・ペタボードをやっています。先日開催された市の大会では、４連勝し気持ちよく今日を

迎えることができました。三位以内に入れなかったことは残念ですが、いくつになっても

褒められると嬉しいものです。 

 当市は真の子育て日本一ということで発信をしているわけですが、子ども達の健やかな

成長は国民誰しもの願いであります。子どもの教育は大人の責任であり、「本物の大人」に

なって欲しいです。世間を賑わすニュースで取り上げられる大人たちは「本物の大人」と

いえるでしょうか。子ども達は、大人の背中を見ています。手本となるべき大人たちが「本

物の大人」にならないといけません。 

 

・先日行われました総合教育会議は、１８０度異なる形式で行われましたが、非常に良か

ったです。特に流れが非常にスムーズで、一つの事柄に対して市長がお考えを述べられて、

それから各委員の考えを述べ、その都度、委員の考えに対して市長の考えを述べるという、

非常に分かりやすい形式でした。 

 

・夏休みも残り数日となり、保護者としてはようやく日常に戻れるという嬉しさの反面、

今は宿題を追い込んでいて、毎日朝から胃を痛めております。先日の総合教育会議でも話

題にあがったエアコン設置ですけれども、新聞などに近隣の市町で設置する等の記事を拝

見すると、御殿場市でもできるだけ早い回答をお願いしたいと改めて思います。今年は異

常に暑く、うちの子が通っている学校は室内プールですが、他の学校では熱中症対策のた

め、ずっとプールの中に入って検定も受けられないという学校もあると聞いています。エ

アコンは急には設置できないですが、小中学校の暑さ対策は、水筒を持ち込む程度しか許

されていないと思いますが、保冷剤や冷感タオル等で、これから運動会の練習や本番があ

る学校も多いと思いますので、出来ることから対策をして、夏休み明けの子どもたちが授

業に集中できるような環境づくりを期待したいです。 

 

・地区の教育講演会へ教育委員として初めてご案内を頂きました。講演会は、「自己肯定感
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を育てる」という内容でした。子どもは成長の進み方はそれぞれ違うため、できないこと

を問い詰めてしまうと、自己肯定感をなくしてしまいます。その子の良いところを認めな

がらじっくりと待つ姿勢が学校でも家庭でも必要であるという内容で、説得力がありまし

た。 

 

 等の発言 

 

 

 

 

教育長 

エアコンの設置につきましては、すぐに対応できるわけではないが、学校の中でできるこ

とを、対応策として丁寧に作っており、今度の校長会で具体的な指示を出せるように取り組

んでおります。それぞれの学校の置かれた状況によって対応が変わってくるところはありま

すが、緊急事態にならないように対策は講じることで進めております。 

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８月定例会を閉会

といたします。 

 

 

 

 午後 ３時００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。 
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