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第８１５回 教育委員会会議録 

日時 

平成３１年 ４月２２日（月）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 勝亦 重夫 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  社会教育課図書館長  

社会教育課課長補佐  社会教育課課長補佐  

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  教育総務課主任  

 教育総務課主事  

議事 

御教議第１６号 平成３１年度御殿場市教育施策について 

御教議第１７号 青少年活動推進委員の委嘱について 

御教議第１８号 青少年補導委員の委嘱について 

御教議第１９号 社会教育委員の委嘱について 

御教議第２０号 御殿場市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則の 

 制定について 

御教議第２１号 平成３１年度就学援助について 
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開会 

 

教育長 

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４月定例会を開会いたします。 

本日の委員会は、お手元に配布してござい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のでよろしくお願いします。 
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教育長報告 

教育長 

 ４月１日から２０日までの報告となります。来客が多くありましたが、そちらについて

は除いてあります。 

 

 ４月 １日 辞令交付式 

 部長連絡会 

 市着任式 

 

教育長 

 辞令交付式ということで、市職員の辞令交付式、午後は新任の着任式がありました。今

年は１３名の新規採用職員がありました。このうち６名は御殿場市出身でした。１３人の

うち、一人は茨城県から来ました他県の経験者です。結婚の関係で御殿場市に来られたよ

うです。 

 

 ４月 ５日 西中学校入学式 

 御殿場南小学校入学式 

 小山高等学校定時制入学式 

 

教育長 

 西中学校、御殿場南小学校、小山高校定時制の入学式に出席しましたが、どの入学式も

非常にやる気に満ちた顔をしていました。小山高校の定時制ですが、だんだん入学者数が

減っている、今年は８名の新入生がありました。以前は昼間働いて夜間高校にということ

がありましたが、最近では不登校気味の子も受け入れていただいているという状況です。   

 

 ４月 ６日 市子連総会 

 全国椿サミット 

 全国椿サミット交流会 

 

教育長 

 椿サミットですが、非常に天候に恵まれ、全国から来場者があり大盛況でした。 

 

 ４月 ８日 部長連絡会 

 校長会 

 県議選当選証書付与式 

 

教育長 

 今年度の校長会の組織の確認がありました。校長会長は西中学校長となっています。 
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 ４月 ９日 市町教育長会 

 駿東地区校長会 

 

教育長 

 市町教育長会が県庁でございました。政令市を除く県内市町の教育長が集まりまして、

本年度の県の方針を聞いてまいりました。 

 

 ４月１１日 ひろがり学習塾 

 

 ４月１２日 東部地区教育長会 

 

 ４月１５日 部長連絡会 

 ＪＡバンク農業とわたくしたちの生活贈呈式 

 

教育長 

 市内全小学校５年生を対象に毎年配布いただいて学習に役立ててほしいということで、

冊子の贈呈をいただきました。 

 

 ４月１６日 学校訪問（原里小学校・印野小学校） 

 

教育長 

 年度当初の学校訪問は校長に昇任された方、他地区から異動してきた校長の学校に訪問

を行っております。子どもたちは明るい表情で、良いスタートきっているなと感じました。 

 

 ４月１７日 市議会全員協議会 

 都市教育長協議会監査 

 

 ４月１８日 教頭会 

 学校訪問（朝日小学校・南中学校） 

 交通指導員会歓送迎会 

 

 ４月１９日 交通安全対策委員会総会 

 庁議 

 部課長会研修会 

 

 ４月２０日 御殿場市国際交流協会総会 

 サンフラワー総会 

 御殿場市文化協会総会 

 

 



 

5 

 

教育長 

 どの学校も、割と落ち着いた印象で年度スタートしております。４月はどの子も目が輝

いている、この状況を続けていただきたいなと思っています。 

 以上、４月２０日まで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 

教育委員の皆さま方におかれましては、年度初めのお忙しい中、入園式、入学式などご出

席いただき誠にありがとうございました。教育委員会、教育委員会事務局も４月の人事異動

によりまして新たな体制のもと平成３１年度のスタートを切りました。 

今回、教育部長を拝命しまして、気の引き締まる思いであります。教育委員会も初めての

経験となります。これから教育長並びに教育委員の皆さまのご指導ご鞭撻をいただきながら

なんとか職を全うしたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

教育委員会では、教職員の指導力の向上や多忙化の解消をはじめ、学校校舎の改築や図書

館整備基本構想の策定、学校給食センターのＰＦＩ可能性調査等、課題は今年度も山積みし

ております。私も出来る限り教育委員会の目指すより良い教育や、生涯学習環境を提供でき

るよう施策の推進に努力してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、議案が６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１６号 

平成３１年度御殿場市教育施策について 

教育長 

御教議第１６号「平成３１年度御殿場市教育施策について」を議題といたします。 

 

教育部長 

それでは、御教議第１６号につきまして内容説明を行います。議案書の３ページをご覧く

ださい。 

 平成３１年度の教育施策となりますが、私から基本方針につきましてご説明いたします。 

 本年度の御殿場の教育は、御殿場市教育大綱の政策方針であります富士山のような大きな

心を持った人づくりの実現に向け、御殿場市教育振興基本計画に掲げる各種施策を推進します。 

学校教育では、幼・保・こども園及び小・中学校の連携・一貫を基盤に、特別支援教育や道

徳教育、幼稚園教育などの充実、また、教職員の資質向上に努めながら教育環境の充実を図り

ます。 

 社会教育では、引き続き、御殿場市の特色である生涯学習と地域づくりの推進を図っていき

ます。 

 図書館につきましては、市民の生涯学習や情報の拠点となる重要な施設であることから、蔵

書の充実やサービスの向上に努めるとともに、老朽化した施設の整備に向け、いよいよ基本構

想の策定をいたします。 

 芸術・文化の振興につきましては、市民を主役とした御殿場市民芸術祭等の各種事業を推進

します。 

 学校給食につきましては、安全安心かつ魅力ある給食づくりに努めるとともに、ごてんばこ

めこカレーの提供等を通じて楽しい食習慣の育成に努めます。また、老朽化した西学校給食セ

ンターにつきましては、ＰＦＩ導入可能性調査事業を委託事業にて実施、高根学校給食センタ

ーにつきましては、施設の改修や備品の更新を行います。 

 市民総がかりによる子育て支援の輪を広げるため、子ども条例及び子ども条例行動計画の周

知、働きかけをなお一層積極的に行っていきたいと考えております。特にいじめにつきまして

は、早期発見、早期解決を図り、子どもたちが安心して学校生活が送れるように引き続き努め

ていきたいと思います。 

 以下重点政策につきましては、各所属長よりご説明申し上げますので、よろしくお願いいた

します。 

 

教育総務課長 

教育総務課では、児童生徒の安心安全な学習環境の提供ということで、主にハード部門、

ＩＣＴのソフト部門ということでお話をさせていただきます。 

環境整備事業といたしまして、朝日小学校と南中学校を大規模改修ということで、今年度

と来年度の２年間で計画をしております。また玉穂小学校の駐車場、原里中学校のグラウン

ド拡張、テニスコート整備ですが、順次完了する予定です。富士岡中学校の環境整備としま

して、本来ですと大規模改修を行いたいところですが、様々な事情の中で、トイレの改修を
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優先して進めておりまして、今年度で終了する予定です。高根地区の児童屋内体育施設につ

きましては、リニューアル終了し、外構の整備を行い終了いたします。いちばん大きなとこ

ろで、これにプラスしまして、西中学校の校舎改築事業が昨年度から行われておりまして、

今年度中に完了する予定であります。昨年度よりご心配をかけました冷房設備ですが、今年

度中に整備を行う予定です。神山小学校をできるだけモデル的に、夏休み前に終了し、その

後冬休みまでに段階的に整備が終了するよう目指しています。 

ソフト面として、ＩＣＴですが各学校にあります機器を活用して、先生方にご協力いただ

きまして、今後のための試験的な実施、研修・検討を行っていただいて今後の整備をいたし

ます。 

以上、教育総務課の施策となります。 

 

学校教育課長 

学校教育課では、４ページ１番の人を育む環境の充実の１から７まで、５番の多文化共生

と国際交流の推進について説明いたします。 

人を育むといった場合、どんな風に子どもを育てたいかという目標像と、具体的にどんな

風に育てるかという方法論があります。子どもを育てる目標ですが、世の中が予測不能に変

わっていくなかで、キーワード的に言いますと、ＡＩに使われない主体的な人間作り、子ど

も作りしていく。ＡＩに使われるのではなく、こちらが使うのだという人間を作っていく。

もう一つは、新しい学習指導要領、こちらは１０年に１回のスパンで変わります。来年から

変わりますので、それに合わせて変えていくということになっています。 

昨年度末、御殿場市教育振興基本計画の中での基本目標、人間力と社会力を核とする心の

教育を基本に、確かな学力の定着を図り、社会に開かれた教育の魅力ある学校づくりを推進

すると。確かな学力の定着の部分は新学習指導要領への適切な移行、社会に開かれた教育の

魅力ある学校づくりについては、御殿場型ＣＳの推進を図っていくという基本線を考えてい

ます。 

どのような子どもに育てたいかという今の２点ですが、具体的にはどのような方法かと言

いますと、子どもへの支援という形、教員の研修、教員を育成するという形、地域との連携

の枠を作っていくという形、これが１から７となります。 

幼児教育につきましては、今後どのような子どもを育てたいかという時に、より低年齢か

ら具体的な教育にはいる、ただこども園化等も進んでいますので、より良い小学校１年生を

迎えられるように、スタートカリキュラムの改善ですとか、幼稚園と小学校が連携する中で

教育を図っていくということを考えています。 

豊かな感性を育む教育の充実ですが、学校では毎年、学校評価という形で昨年度の反省を

しています。その中で、おおむね豊かな感性の部分については、目標としていた９３％以上

の回答を子どもたちがしていますので、現状のまま継続していきます。 

確かな知性を育む教育の充実ですが、昨年度は目標値として９０％を目標としていました

が、実績値は８９．５％、若干届かなかった部分があります。こちらに関しては、情報教育

ですとか、ＩＣＴ教育を含めて、新しい教育の在り方について教員もしっかり研修していく

べきであると思いますし、このあたりについて今後教育研修をしっかりやっていくと。その

ためにも教育指導センターの有効利用等、うまく機能させたいと思っています。 



 

9 

 

教育フォーラムについても、御殿場独自の素晴らしい取り組みと聞いております。これに

しっかりとした方向性を位置付けて、今後も５０年教育に耐えられるようなフォーラムを作

っていきたいと考えています。 

健やかな心身を育む健康教育の充実ですが、学校が楽しいということで、目標値は９５％

を掲げていましたが、実際は９２．５％で若干届かなかったというところありますが、おお

むね９割以上の子どもたちが学校が楽しいと感じているのが現状です。これに合わせて学校

が楽しいということは、ただ面白いというだけではなくて、ＩＣＴ教育をしっかりやったり、

外国語活動をしっかりやったりする中で、楽しくて実りある学校教育を図っていきたいと考

えております。 

例年、予算のなかで、発達支援など学校の先生以外での支援員を多く配置してもらってい

ます。学校ではチーム学校といって、学校の教員外の支援する方に入ってもらい、より良い

教育を進めようということがありますので、非常に有効な教育が出来ているのではと思って

います。これも３１年度引き続き行ってまいります。 

学校教育課からは以上となります。 

 

社会教育課長 

社会教育課に関係する教育施策についてご説明いたします。まず重点施策１、人を育む環

境の充実ですが、家庭教育力、地域教育の向上、青少年の健全育成の２点が社会教育課の主

要施策となります。 

例年同様に各事業を実施してまいりますが、青少年のための科学の祭典は２月１６日を予

定しております。 

続きまして、重点施策２、生涯学習と地域活動の推進ですが、４点の主要施策としており

ます。例年実施している各種事業の他、来年度に実施されます ごてんばＤＯＮＤＯＮについ

ての準備を進めてまいります。図書館機能の充実の図書館等整備基本構想につきましては、

郷土資料館整備と併せて基本構想の策定をすすめてまいります。 

続きまして、重点施策３、芸術・文化活動の振興ですが、４点の主要施策としております。

このうち、芸術・文化活動機会の充実では、御殿場市民芸術祭を８月から来年２月まで開催

いたします。市民会館や東山旧岸邸の指定管理者とも連携して、各種事業に取り組んでいき、

文化施設の管理者と連携強化を図っていきます。 

最後に重点施策４、歴史と文化の継承ですが、４点の主要施策としております。世界文化

遺産富士山の保全につきましては、関係市町との連携を強化しつつ、市としての取り組みを

すすめてまいります。郷土資料館の準備につきましては、図書館基本構想の策定のなかで検

討してまいります。 

社会教育課の説明は以上とさせていただきます。 

 

学校給食課長 

最後に学校給食課ということで説明をいたします。主要施策といたしまして、学校給食と

いたしましては学校給食の充実ということを掲げさせていただきました。 

１番目といたしまして、地場産品の利用促進ということで、今までも御殿場こしひかりや

御殿場産の鶏肉等１００％御殿場産を使ってまいりました。牛乳につきましても、御殿場産
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の牛乳を使った牛乳を提供してきましたが、今後につきましてもＪＡごてんばと歩調を合わ

せて、できるだけ多くの地場産品の利用活用をし、例えば御殿場産の大豆を使った御殿場納

豆等、特色ある地場産品を使い、子どもたちに給食を提供していきたいと思います。 

２番目といたしまして、給食だより・給食献立表の発行ですが、月に１回各家庭に給食だ

よりを配布していますが、ただ配るだけではなく、保護者の方にも見ていただける興味を持

つような形で給食の献立表を作成発行していきたいと思います。献立表につきましては、市

ホームページに市内３センターの献立表をすべて掲載し、また毎日の給食写真もアップして

保護者の方に訴えていきます。 

３番目としまして、安全・安心な学校給食の提供ということで、調理師、栄養士、配膳員

を含めたすべての給食従事者及び施設の徹底した衛生管理が第一となりますので、この点を

重点項目として給食の提供に努めていきたいと思います。 

学校給食課は以上です。 

 

教育長 

ただいま、御教議第１６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 

ご異議がないようですので、御教議第１６号「平成３１年度御殿場市教育施策について」

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１７号 

青少年活動推進委員の委嘱について 

教育長 

続いて、御教議第１７号「青少年活動推進委員の委嘱について」を議題といたします。 

 

社会教育課長 

それでは、青少年活動推進委員の委嘱についてご説明いたします。議案書６ページをご覧

ください。 

青少年活動推進委員は、青少年の健全育成を主たる目的に、御殿場市青少年活動推進委員

規則に基づき設置しているものです。任期は２年になります。このたび、平成３１年３月３

１日で仕事や家庭の事情で任期前に辞退された方がおりましたので、２名の方を新たに委嘱

したいためご協議をお願いするものです。任期は前任者の残任期間の平成３１年４月１日か

ら平成３２年３月３１日までとなります。 

 

教育長 

ただいま御教議第１７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、本案を原案どおりに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１７号「青少年活動推進委員の委嘱について」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１８号 

青少年補導委員の委嘱について 

教育長 

続いて、御教議第１８号「青少年補導委員の委嘱について」を議題といたします。 

 

社会教育課長 

御教議第１８号について内容説明を申し上げます。議案書８ページをご覧ください。 

平成３１年度の青少年補導委員の一覧になっております。青少年補導委員は青少年の補導

活動を行うことを目的に、御殿場市青少年センター規則に基づいて設置しているもので、委

員数は１２０名以内、任期は１年となっております。委員につきましては、青少年の育成及

び保護に関係ある機関、及び団体から推薦された方を教育委員会が委嘱することとなってお

り、このたび推薦に基づき名簿を作成いたしました。名簿の構成委員数は、地区推薦が５９

名、小中校の学校教職員３０名、小中校のＰＴＡ推薦が２０名、計１０９名で、例年と同様

に委嘱をお願いするものです。空欄につきましては現在決まっておりませんが、今後各学校

から報告がある予定です。任期は委嘱状を交付する５月１５日から平成３２年３月３１日ま

でとなります。活動は年５０回以上の街頭補導や校区補導を予定しています。 

以上で内容説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

教育長 

ただ今、御教議第１８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、本案を原案どおりに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１８号「青少年補導委員の委嘱について」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１９号 

社会教育委員の委嘱について 

教育長 

続いて、御教議第１９号「社会教育委員の委嘱について」を議題といたします。 

 

社会教育課長 

御教議第１９号について内容説明をさせていただきます。１０ページをご覧ください。 

社会教育委員は、御殿場市社会教育委員に関する条例に基づき設置しているもので、委員

は学校教諭及び社会教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者から教育委員会が委嘱、任命

することとなっております。 

平成３１年３月３１日で任期が切れているため、平成３１年４月１日から平成３３年３月

３１日までの２年の任期で１４名の方について委嘱の承認をお願いするものでございます。

新任の委員は７名となり、その他の方は再任となります。 

説明は以上となります。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

教育長 

ただ今、御教議第１９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、本案を原案どおりに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１９号「社会教育委員の委嘱について」を原案どお

り承認することに決しました。 

 

 

 

 

  



 

14 

 

御教議第２０号 

御殿場市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則の制定

について 

教育長 

続いて、御教議第２０号「御殿場市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則の制定

について」を議題といたします。 

 

教育総務課長 

それでは、ただ今議題となりました御教議第２０号について内容説明をさせていただきま

す。議案書１２ページをご覧ください。 

今回の改正は現在社会教育主事が就ける職名が、主席指導主事、指導主事、及び主事しか

ございませんでした。実際には職員と同じところで、主事より上の職の者もおりましたため、

今回改正し、職員と社会教育主事がなれる職名ということで改正をいたします。 

こちらにつきましては３１年４月１日からの施行となります。説明は以上となります。ご

審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

教育長 

ただ今、御教議第２０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。 

 

佐藤委員 

参考に伺います。真ん中の欄の社会教育主事も引き続きあるのでしょうか。 

 

教育総務課長 

引き続きそのままございます。社会教育主事として、これまで主席指導主事、指導主事、

主事が多かったのですが、実際には職員がその職ではない者もおりますので、職員のところ

に追加をいたします。 

 

教育長 

他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） 

教育長 

 ご異議がないようですので、御教議第２０号「御殿場市教育委員会職員職名規則の一部を改正

する規則の制定について」を原案どおり承認することに決しました。 
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御教議第２１号 

平成３１年度就学援助について 

教育長 

それでは、御教議第２１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２１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２１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 

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２１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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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 

 ・今年も３月から４月にかけて、卒園式、卒業式、入園式、入学式と出席させていただき

ました。人生の節目となる厳粛な式典に毎年出席させていただき、教育委員として慣れて

はきましたが緊張して出席させていただきました。４月初めの登校日が今年は雨で、新１

年生が黄色い合羽を着て登校する様子を見ました。地域でも役職が変わり、申し送りをし

たり、このところやっと落ち着いてきたところです。御殿場の教育のあゆみの冊子もいた

だきました。大変立派なもので、手元に置いて活用させていただきたいと思います。新年

度、新たな気持ちで教育委員を務めさせていただきたいと思います。 

 

・小学校、中学校に子どもが入学しまして、保護者として出席しました。大変多くの来賓

の方々に見守られて新たなスタートをきることができ、親としても大変ありがたく感じま

した。新学期がはじまって二週間が経ちますが、参観日やＰＴＡ総会、家庭訪問もはじま

り、行事が多くてペースがつかめずバタバタしていますが、新しい学校の様子を話してく

れるので、安心して送り出すことができます。小中学校で午前と午後、長丁場にはなりま

すが、１日で済むので、働いている親にとっては、ありがたいという話も保護者の間であ

りました。教材について、学校から貸し出しができそうなものもあるのかなと感じました。 

 

・３月で地区の大きな役職が終わりました。いろいろな話のなかで、これから５月以降の

時期にかけて、変質者などが見られるようになるという話がでてきます。防犯カメラなど

も充実してきましたが、地域でも見守っていこうと思います。 

 

・新学期がはじまって、大きめの学生服を着た生徒が歩いている姿を見ると、応援したく

なる気持ちになります。先日、高校生に挨拶をしました。感じよく挨拶を返してくれまし

た。高校生まで挨拶の輪をあまり考えていませんでしたが、小中学校で育てられてきたも

のは高校生にもあるのだな、さらに広がってくれたらな、と思いました。何年か前に高校

生が爽やかに挨拶をするという記事を見てうらやましいと感じたことがありましたが、そ

ういう姿に御殿場でも出会えたということで、これからも挨拶をしていきたいも思います。

先月の小学校卒業式での話ですが、市では着物袴などでなくはなるべく平服でということ

で指導を行っているようですが、良い指導であるなと思いました。近隣市町やテレビでも

小学校の卒業式で着物袴や頭を整えて参加される方の様子をうかがっています。 

 

・３月から４月は一年のなかでも慌ただしく、いろいろあった１か月でした。子どもの居
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場所ということで、市内の子ども食堂の記事を目にしました。教育委員会とは関係ない組

織や活動かもしれませんが、こういった組織や活動とも連携をしていけたらよいのかなと

感じました。 

 

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４月定例会を閉会

といたします。 

 

 

 

 午後 ２時３０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                 


