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第８１４回 教育委員会会議録 

日時 

平成３１年３月１９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 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  学校教育課課長補佐  

社会教育課長  図書館長  

学校給食課長  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１１号 御殿場市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一

部を改正する規則の制定について 

御教議第１２号 御殿場市学校等体育施設夜間開放実施要綱の一部を改正する告示の制

定について 

御教議第１３号 御殿場市教育振興基本計画策定庁内検討委員会設置規程の一部を改正

する訓令甲について 

御教議第１４号 学校歯科医の委嘱について 

御教議第１５号 平成３１年度就学援助について 
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開会 

教育長 

午前中幼稚園の卒園式でしたが、私は我が孫が卒園しまして、その姿を見てきました。明

日は小学校、中学校の卒業式ですのでよろしくお願いいたします。 

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３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 

２月から３月の教育長報告になります。 

  

 

２月２１日 市議会３月定例会 初日 

 センター指導員との打ち合わせ 

 一般質問 割振会議 

 

２月２２日 教職研修ブックレット編集作業 

 

２月２３日 教職研修ブックレット編集作業 

 富士山の日フェスタ２０１９・講演会 

 

２月２４日 教職研修ブックレット編集作業 

 天皇在位３０年記念式典 

 

２月２５日 部長等連絡会 

 市議会 第２日 予算説明① 

 部内打ち合わせ 

教育長 

卒業式、公立高校入試の予定や学校関係のインフルエンザ鎮静化の状況の報告をしました。 

 

２月２６日 市議会 第３日 予算説明② 

 教育監との打ち合わせ 

  

２月２７日 園長会 

 部長との打ち合わせ 

 教育監との打ち合わせ 

教育長 

園長会では、公開保育の研修会について、次年度の展望についてお話させていただきまし

た。 

 

 

３月 １日 御殿場高校卒業式 

 人事課打ち合わせ 

 けん玉キャラバン対応 

 小山高校定時制卒業式 

 新聞社取材 
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３月 ２日 登庁・議会答弁書作成 

 

３月 ４日 部長等連絡会 

 校長会 

 庶務スタッフとの打ち合わせ 

 部内打ち合わせ 

  人事課との打ち合わせ 

 

教育長 

小中学校の登校日の関係と、公立高校の入試と卒業式について伝えました。また、校長会 

があり、人事関係の伝達の場になりました。 

  

３月 ５日 市議会 第４日 代表質問 

 アジア交流実行委員会 

  

３月 ６日 市議会 第５日 一般質問① 

 園長会 

教育長 

市議会の一般質問において、勝亦功議員から、『御殿場市教育のあゆみ』についての質問が

ありましたので、その対応をしました。 

 

３月 ７日 市議会 第６日 一般質問② 

 静岡新聞社記者との懇談 

 教育指導センターとの打合わせ 

教育長 

静岡新聞社記者との懇談となっておりますが、編集局長への要望書を出しました。人事の 

予想を記事にされるのですが、人事権は県教委にあり、私たちには具申権しかないものです

から、内々示という形で伝達された後に、校長や私に質問に来ることを日常的に行っている

ことについて、意見させて頂いた内容を文章にしたためました。その文章が編集局長に届い

たということで、記者と一緒に話をさせていただきました。 

 

３月 ８日 『御殿場市教育のあゆみ』編集委員長との打ち合わせ 

 市議会 第７日 予算質疑① 

 御殿場特別支援学校高等部卒業式（代理祝辞） 

 

３月 ９日 登庁・通信・ブックレット作成作業 
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３月１１日 部長等連絡会 

 市議会 第８日 予算質疑② 

 来客 

 部内打ち合わせ 

教育長 

部長等連絡会において、公立高校入試の合格発表がこの週にあるということと、卒業式ま

での日程について伝達しました。 

この日の夕方に、県の長期研修者である南小学校の大森教諭より報告を受けました。県内

の教育行政について、研修メンバーとの話し合う機会があり、御殿場市の教育の取り組みは、

県内でも先端を走っていることを感じた旨の報告でした。 

 

３月１２日 文化財審議会 

 来客（県立小山高等学校定時制教頭） 

 

３月１３日 市議会総務委員会にて人事案（教育長人事）等追加案件の説明 

 勝亦功議員の一般質問の「議会だより」掲載原稿の確認 

 

３月１４日 人事課打合せ 企画課との打ち合わせ 

 来客（東京書籍・教科書出版社） 

 市議会福祉文教委員会にて人事案（教育長人事）等追加案件の説明 

 高齢者叙勲の伝達（元校長・上田稔先生） 

 来客（教科書出版社・帝国書院） 

 臨時教育委員会 （市役所人事異動内示等） 

教育長 

 元校長の上田先生に、８８歳ということで高齢者叙勲の伝達をさせていただきました。実

はお孫さんが教育委員会に勤務されています。 

 

３月１５日 市役所 年度末人事内示 

 記者発表・記者会見 

 来客（北駿保護司会内海会長） 

 来客（学校図書・教科書出版社） 

 県立御殿場南高校長への訪問 

 国立中央青年少年交流の家所長への訪問 

教育長 

市役所の年度末人事発表というものがありまして、記者発表、記者会見と流れていきまし 

た。午後については色々なところへの報告や提出物があったので報告させていただきます。 
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３月１６日 婦人会連絡協議会総会 

教育長 

婦人会はこの時期にやるものですから、本当に沢山の来賓を招いての婦人会の総会となっ 

ているのですが、話題になったことの一つは、婦人会の参加者が少なくなってきて大変困っ

ているということで、来年度は５０人くらい減ってしまうとのことでした。 

 

３月１８日 部長等連絡会 

 県立御殿場特別支援学校長への訪問 

 再任用審査委員会 

 部内打ち合わせ 

 県費負担教職員への「個別指導」伝達 

教育長 

部長等連絡において伝達した内容を一つお話させていただきます。市内の中学校の特別支

援学級にいる子どもですが、小学校、中学校とずっと自閉症情緒のクラスに入っていた子ど

もなのですが、今回公立高校を受けて合格いたしました。おそらく市内では初だと思います。

私立高校は中々門戸を開いてくれませんので、この子は公立高校を単願で受けました。不合

格であった場合には小山高校の定時制に行くつもりで、そこまで覚悟を決めて受かりました。

特別支援学校には自閉症情緒のクラスはなく、知的障害の子達はそのまま特別支援学校へ進

学できますが、自閉症情緒の子どもたちは、通常の学校への進学となります。そこがわかっ

てもらえなくて、特別支援学級という括りをすると、そこのところが一緒に考えられてしま

いがちですが、全く中身が違います。私は教育長会や校長会などで、県教委の方に、御殿場

南高校や沼津東高校に特別支援学級を設置すべきである旨の要望をかけております。そうい

う中で、今回特別支援学級にずっと在籍していた子どもが公立高校に合格したということは、

県内でもかなり稀有なことだと思います。 

 

３月１９日 森之腰幼稚園卒園式 

 御殿場特別支援学校（小・中）卒業式（代理祝辞） 

 定例教育委員会 

 区長会 

 部長会懇親会（送別会） 

教育長 

森之腰幼稚園の卒園式に出席いたしました。同日のため、特別支援学校の卒業式には行け

なかったので、代理で祝辞を述べていただきました。この後は区長会と部長会懇親会がある

そうです。 

 

３月２０日 原里中学校卒業式 

 御殿場小学校卒業式 

 

３月２２日 県立小山高校、御殿場高校長への訪問 

 臨時校長会 



 

7 

 

 夜・校長会、教頭会合同送別会 

 

３月２５日 部長等連絡会 

 市議会 最終日 

 

３月２６日 異動転入者 挨拶受け入れ 異動転出者 挨拶・激励 

 新規採用教職員受け入れ 

 

３月２７日 ２６日連動の特別対応 

 

３月２８日 ２６日連動の特別対応 

 

３月２９日 退職辞令交付式・表彰 

 教職員離任式 

 管理職昇任者 辞令伝達 

 学校教育課送別会 

 

３月３１日 平成３０年度終了 

 教育長任期満了 

 

 

教育長 

３月２０日以降は上記の通りの予定となります。３月２９日の午前中の退職辞令交付式と

午後の離任式が終わると教育長としての業務は終了し、３月３１日をもって任期が終了いた

しますことを報告させていただきます。 
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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。 

教育委員の皆様におかれましては、先ほどの教育長の報告にもございましたように、午前

中幼稚園の卒園式お疲れさまでした。明日も卒業式がありますので、よろしくお願いいたし

ます。教育長報告をご覧いただいたとおり、教育委員の皆様には年度末、４月の年度明け早々

色々とご出席いただく場面がありますので、大変ですけれどもよろしくお願いいたします。 

私ですが、この３月をもって教育委員会から異動することとなりました。顔ぶれも新しく

なりますけれども、今後とも教育委員会の方をよろしくお願いいたします。 

さて、本日の定例会は議案が５件、協議会は協議報告事項が３件、その他１件となってお

りますので、よろしく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１１号 

御殿場市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関

する規則の一部を改正する規則の制定について  

御教議第１２号 

御殿場市学校等体育施設夜間開放実施要綱の一部を改正

する告示の制定について  

御教議第１３号 

御殿場市教育振興基本計画策定庁内検討委員会設置規程

の一部を改正する訓令甲について  

 

教育長 

それでは議事に入ります。御教議第１１号「御殿場市教育委員会の権限に属する事

務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則の制定について」、御教議第１

２号「御殿場市学校等体育施設夜間開放実施要綱の一部を改正する告示の制定

について」、御教議第１３号「御殿場市教育振興基本計画策定庁内検討委員会設置

規程の一部を改正する訓令甲について」につきましては関連がありますので一括で

議題といたします。 

 

教育総務課長 

ただいま議題となりました、御教議第１１号及び御教議第１２号、御教議第１３号につき

まして、内容説明をいたします。 

現在スポーツ交流課という課がございますが、その中に２０２０オリンピック・パラリン

ピック推進室があるのですが、これが平成３１年４月１日より独立しまして、室が課に昇格

し、スポーツ交流課の中にあった市民スポーツという部門が独立し、市民スポーツ課となり

ました。 

 これにより、「御殿場市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則」、 

「御殿場市学校等体育施設夜間開放実施要綱」、「御殿場市教育振興基本計画策定

庁内検討委員会設置規程」のそれぞれの中に、「スポーツ交流課」または「スポー

ツ交流課長」という文言がありましたので、これを「市民スポーツ課」または「市

民スポーツ課長」に変更させていただくことになります。 

 御教議第１１号につきましては、議案書３ページから７ページ、御教議第１２号につきま

しては９ページから１３ページ、御教議第１３号につきましては１５ページから１９ページに

それぞれ変更点が載っておりますので、ご確認頂きまして、よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。 
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教育長 

ただいま、御教議第１１号及び御教議第１２号、御教議第１３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１１号「御殿場市教育委員会の権限に属する事

務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則の制定について」、御教議第１２

号「御殿場市学校等体育施設夜間開放実施要綱の一部を改正する告示の制定につ

いて」、御教議第１３号「御殿場市教育振興基本計画策定庁内検討委員会設置規程

の一部を改正する訓令甲について」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１４号 

学校歯科医の委嘱について  

教育長 

御教議第１４号「学校歯科医の委嘱について」を議題といたします。 

 

学校教育課長 

それでは、御教議第１４号につきまして内容説明を行います。議案書の２１ページをご覧

ください。 

 本件につきましては、朝日小学校及び原里西幼稚園の学校歯科医であります、岩瀬靖氏が

平成３１年３月３１日をもちまして委嘱を辞任されることになったため、後任として駿東歯科

医師会より推薦のあった岩瀬啓子氏に新たに平成３１年４月１日より学校歯科医を委嘱する

ものです。 

 

教育長 

ただいま、御教議第１４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１４号「学校歯科医の委嘱について」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１５号 

平成３１年度就学援助について 

教育長 

御教議第１５号「平成３１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１５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１５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１５号「平成３１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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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 

 ・教育長報告にもありましたが、本日の午前中に卒園式がありました。私は御殿場幼稚園

の卒園式に出席させていただき、８１名の卒園を見ることができました。卒園児は希望に

燃えており、成長した姿は保護者も先生も満足している様子でした。特に担任の先生は園

児に対し心を寄せていた為か涙を流しておりました。そういう姿を見ると、先生がどれだ

け熱意をもって子ども達に接していたかがわかる何よりの証だなと思いました。 

 また、教育長が今年度で任期を終えられるとのことで、多大な実績を残されており、感

謝を改めて申し上げたいと思います。 

 

・竃幼稚園の卒園式に出席いたしました。御殿場幼稚園とは対照的に卒園児は８名という

小規模なものでしたが、とても立派な姿で８人とは思えない存在感でした。私自身も一番

下の子どもが卒園いたしまして、１０年間続いた送り迎えが生活リズムから無くなるとい

うことが、こんなにも寂しいものなのだなと、子供たちとの貴重な時間であったのだと思

いました。子育て四訓にもある「手を放せ、目を離すな」という、私の子育ても丁度その

あたりに差し掛かったのかなと感慨深いものがございました。 

 

・区の総会が１７日にあり、私は３年間区長をやっておりまして、やっと後任者が見つか

り卒業となりました。皆さん働いているからできないということで、なかなか区長や役員

をやって頂ける方が見つからないという現状にあります。年金をもらえるのが７０歳以上

にシフトしようとしており、６０歳定年から６５歳定年に代わり、それから年金をもらう

からという話になってくると地域が崩壊してしまうことを危惧しております。地域がしっ

かりとしないと、子ども達の安心・安全が単なる言葉として宙に浮いてしまいます。 

 

・玉穂幼稚園の卒園式に出席いたしました。地域の大勢の来賓の方々、保護者の方々が見

守る中、卒園生は元気に園での思い出等をお話ししていました。 

また、先週開催された原里中学校の夢創造事業において、高根中学校の卒業生でアメリ

カでギターの修行をされて音楽ビザを取得して活躍されている方に、中学生の前で演奏し

ていただきました。アメリカでは多くの人から「ハロー」と声を掛けてもらい元気をもら

ったようですが、日本に帰ってきたら皆が携帯電話ばかり見ていて、声を掛け合うという

アメリカ社会のフランクなものとは異なっており、そのような声を掛け合う社会の方が良

いという若者の視点からの意見を中学生に話をする場であったことが素晴らしいと感銘を

受けました。 
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・私は、原里西幼稚園の卒園式に参加いたしました。非常に心温まる和やかな卒園式でし

た。それと、ここ数年の中で一番驚いたのが先日の臨時教育委員会だったかなと思います。

先月の定例教育委員会の時には、これで退任はないなと自分の中で納得していたのですが、

突然の退任の表明ということで非常に驚きました。ただ、今思うと突然の表明ではなく水

面下で着々と準備に準備を重ねて、先日の表明になったのだろうなと納得しております。

大変永らくお疲れさまでした。まだまだ７０歳までバリバリ働かれるとは思いますが、本

当にありがとうございました。 

 

 

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３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。 

 

 

 

 

 

 

 

２番委員                 

 

 

 

 

 

６番委員                 


