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第８２６回 教育委員会会議録 

日時 

令和元年２月１９日（水）午後１時３０分 

 

場所 

御殿場市役所 第５会議室 

 

出席者 

１番 教育長 勝亦 重夫 ２番 委員 芹澤 えつ子 

３番 委員 長田 光男 ４番 委員 勝又 英和 

５番 委員 大西 孝明 ６番 委員 佐藤 朋裕 

 

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  

学校教育課課長補佐  社会教育課図書館長  

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  教育総務課主事  

 

議事 

御教議第５号 令和２年度御殿場市一般会計当初予算について 

御教議第６号 御殿場市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 
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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２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。６番佐藤朋裕委員と２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のでよろしくお願いします。 
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教育長報告 

教育長 

卒業式を迎えるにあたり子どもたちが登校するのも、あとひと月となりました。子ども

たちが良い思い出を惜しむ気持ちを持ち、終業式を迎えることができるようお願いしてい

ます。 

 現在、インフルエンザの関係については A 型が落ち着きはじめていますが、B型が増え

始めています。例年に比べて罹患者の数が減っている状況ではあります。 

しかし、新型コロナウイルスの影響は日本だけでなく、世界中で問題になっています。

学校の対応としては、インフルエンザ同様の対策をお願いしています。今後の動きについ

ては分からないが情報を閉ざさず、迅速に対応していきます。 

  

１月２１日 定例教育委員会 

 教頭人事評価面談 

教育長 

 教頭の人事評価面談を行いました。特に今年度の重点としては教職員の多忙化の解消の

中心となっている教頭先生に各学校の状況を聞きました。まだまだですが、前年度より若

干改善しております。また、次年度の学校経営についても話をしました。 

 

 

１月２２日 教育委員会視察研修 

教育長 

 全員の委員に出席いただきありがとうございました。県の教育委員会の定例会を見てい

ただきましたが、早速席の対応をして頂きました。 

  

   視察先「ふじのくに地球環境史ミュージアム」 

 

「静岡県教育委員会 第 17回定例会」 

  

１月２３日 教頭人事評価面談 西中学校の新校舎視察 

教育長 

 西中学校の新校舎の視察となりました。地域の力を借りながら素晴らしい校舎ができま

した。なお西中学校では体育館の建築なども行われますが、新校舎の式典は行わずに体育

館が完成した段階で完成式が行うことになっています。 

  

１月２４日  学校給食食堂 

教育長 

学校給食食堂ということで、学校給食週間に合わせて子どもたちに提供しているメニュ

ーと同じメニューを一食５００円で提供しました。私も５回のうち３回行きましたが、周

りの人たちに地元の食材を使っているとお話しさせていただきました。新聞にも各紙掲載
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され学校給食のＰＲとなっております。 

        

１月２７日 部長連絡会 定例記者会見 市民大学講座閉校式 

 

１月２８日 第５回東部地区教育長会 

 

１月３１日 市校長会 

教育長 

今回の校長会では、退職する３人の校長先生に、残る校長先生方のため、今まで積んでこ

られた経験の話をしてもらいました。 

 

２月 １日 英語スピーチコンテスト 

 

 ２月 ３日 部長連絡会 市議会議員当選証書付与式 ２市３町教育長会 

 

 ２月 ５日 市議会議員感謝状贈呈式 教頭・主幹教諭・教務主任研修会 

 

２月 ６日 つぼぐち６５周年記念講演会 

教育長 

つぼぐちフーズの６５周年記念の講演会ということで青山学院大学の駅伝部の監督の原

晋さんが講演会を行われました。ポジティブに子供達のために弱小チームをどのように強

くしていくかということの話がありまして、参加された地元の先生方も参考になったと思

います。 

 

２月 ７日 深沢城跡保存および活用懇話会 市初任者研修会 

教育長 

深沢城跡保存および活用懇話会ということで、深沢城跡が史跡となり今年で６０年とな

ります。社会教育課では、色々と見回りをしたり手入れをしたり保存に努めております。 

 

２月 ８日 ２市３町教育長会  勝俣直躬先生の叙勲祝賀会 

教育長 

勝俣直躬先生の叙勲祝賀会に出席しました。元六角堂医院の先生ですけど、叙勲を受賞

されました。校医として御殿場南小学校、南中学校、西保育園とお世話になりました。 

 

２月１０日 部長連絡会 原里幼稚園・原里西幼稚園・原里小学校研究発表会 

 

２月１２日  第６回東部地区教育長会 書籍贈呈式 

教育長 

書籍の贈呈ということで、夷屋藤吉氏という方がおりまして、その方を中心とした御厨

地方の地域史の書いたかなり厚い本なのですが一冊９，５００円くらいの非常に高い本で
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す。この本を子孫の藤方愛一郎に５０冊寄附していただきました。各学校や図書館に置い

て活用したいと考えております。 

 

２月１３日 市議会全員協議会 

 

２月１４日 市議会臨時会 市職員永年勤続表彰 

 

２月１６日 科学の祭典 

教育長 

科学の祭典では、一日中雨ということで天候には恵まれませんでしたが、２，０００人

の来場者ということで非常に活気のある祭典でした。宇宙飛行士の大西さんに子どもたち

が次々と手を挙げて質問して、非常に良い催し物となりました。 

 

２月１７日 部長連絡会 防災会議 奨学生選考委員会 

 

２月１８日 園長会 

教育長 

 以上、教育長報告となります。 
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議事 

教育長 

それでは、はじめに部長から一言お願いします。 

 

教育部長 

改めましてこんにちは。この１か月間も大変多くの各種行事にご臨席、ご出席いただきま

して誠にありがとうございました。特に視察研修ですが、１か所目の「ふじのくに地球環境

史ミュージアム」は廃校になった高校を博物館にしたということでしたが、土地や建物はす

でに最初からあるものをリニューアルしただけで１２億円がかかっているのは様々な意味で

驚きました。また、県の教育委員会の傍聴は大変勉強になりました。部活をなくすなどの考

えを変えるターニングポイントではないかと言う発言が教育委員さんから出ることに本当に

驚きました。総合教育会議の傍聴も機会があれば傍聴したいと思いました。 

それでは本日は議案が２件ありますがよろしくご審議のほどお願い致します。 

 

教育長 

それでは、議事に入ります。 
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御教議第５号                     

令和２年度御殿場市一般会計当初予算について 

教育長 

御教議第５号「令和２年度御殿場市一般会計当初予算について」を議題といたします。 

 

教育部長 

それでは「令和２年度御殿場市一般会計当初予算」についてご説明させて頂きます。説明

につきましては、教育委員会関係の主要事業についてと昨年度から変更のある事業について

のみとさせていただきます。それでは教育総務課関係の歳出から説明させていただきます。

施設整備費③ですが朝日小学校校舎リニューアル関係についての予算になります。本年度よ

り繰越事業になりまして既に議決をとり、契約済みです。 

また、コンピュータ関係の更新事業についても小学校費に含まれています。 続きまして、

中段の中学校環境整備事業をご覧ください。南中の校舎のリニューアル関係について本年度

から繰越事業として予算をとってあります。先日西中校舎の内覧会、こちらに教育委員さん

の何名かに出席いただきましたが、今回の予算計上には体育館の基本設計がございます。こ

ちらの基本設計を受け、実施設計の予算を来年度とりまして、最終的には令和５年３月にか

けて体育館を完成させて、落成式で閉じるというような予定となっておりまして、そういう

ことで内覧会をさせていただいたという状況でございます。 

次に学校教育課関係の主な事業について申し上げます。特別支援学級補助者というのがあ

りますが、今年度より２名増加させております。ご承知の通り知的であるとか情緒的障害の

生徒の増加が著しくなっているのが現状です。 

また、中段の外国人英語指導者配置事業、これにつきまして昨年は９名、今年度が１０名、

そしてまた来年につきましてはさらに２名増やしまして１２名というような体勢で充実させ

ていく予定であります。 

 次に社会教育課関係についてですが、図書館等の整備、基本構想策定事業となります。こ

れは本年度から２か年の事業で、勝又委員にもお世話になっておりますけど、基本構想策定

事業の令和２年度分の事業でございまして、再来年度への基本設計へとつなげるものでござ

います。 

学校給食課関係につきましては、学校給食諸経費をご覧ください。今年度の１０月から開

始いたしました学校給食費４分の１補助事業、こちらが入って増額されております。また、

学校給食センター施設改修事業につきましては西学校給食センター移転改築に向けたＰＦＩ

アドバイザリー業務委託に関わる経費となっております。以上が歳出の説明となります。 

債務負担行為につきましては４段目の外国人英語指導者配置事業が今までは当該年度予算

のみの予算編成としておりましたが、来年度予算からは債務負担による前年に正式契約を行

い、前年度中からよりよいＡＬＴ教育や受託者の選定手続きを行う予定です。 

西中学校の改築や南中学校、朝日小学校のリニューアル工事に伴う起債、いわゆる借金を

計上しています。財産区繰り入れ金については各財産区ごとにまとめてありますが、今年度

も多額の金額を財産区からまた繰入をお願いしております。 



 

8 

 

教育長 

ただ今、御教議第５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。 

 

長田委員 

国庫補助金が３，４００万円程減っている状況ですが、どの事業の影響で減っているのか

教えてください。 

 

教育総務課長 

先程歳出のところで話したのですが中学校の校舎の建築が終わりましたので、そちらの方

にかかる分は減っております。南中学校、朝日小学校は継続していきます、全体として、合

わせての金額ですので一概にそれだけではありませんので、あとはエアコンの関係もあり、

それぞれの整備にかかった減額となっております。 

 

長田委員 

もう一点ですけども GIGA スクール構想でこの中にコンピュータ関係の金額が計上されて

いると思いますが、借り上げ料等とありますが児童教職員用借り上げ料等とは買うのとは違

うのですか。 

 

教育総務課課長 

借り上げ料は、今まで視聴覚室、パソコン教室で使う形で各学校整備しておりましたが、

今年度においては今まで教室にクラス人数分、３６台程パソコンがあったものをタブレット

形式にしまして各教室で活用できるようにしました。GIGA スクール構想に向けてもありま

すが、国の言う１人１台には到底及びませんがタブレット形式に変えていくときにリース方

式で行ったため、借り上げ料という形になっています。令和２年度の小学校に関しては、現

在リースアウトとなっているものを来年の２月まで使用し、３月から中学校と同様にタブレ

ット形式にしていきたいと考えています。ネットワークについてはＷｉ－Ｆｉのネットワー

クではなく LTE 通信回線を使う予定で考え予算計上してありますが、国の方針と合わせなが

ら場合によっては補正を組んで増設又は整備方法についての変更も考えています。 

 

長田委員 

今の話ですと今年度中に整備を完了する形だとうかがえますが、それで対応は大丈夫なの

ですか。 

また、令和５年度までに１人１台というのは御殿場市としてできているのか気になります。 

 

教育総務課長 

この件につきまして１人１台本当に必要なのかということについては県の市長会において

も激論が重ねられていまして、現在小学校６年生、中学校３年生が行っている学力状況調査

をパソコンで使う場合には対象者全員が使うことのできる台数が必要だと思いますが、国・

県の動向、各市長会でも様々な意見がでています。５年間でパソコンは使えなくなってしま

います。御殿場市の場合、例えば一台１０万円するものだと８，０００台必要になるので８
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億と考えると国の補助金などもありますが５年先に補助金があるかと問われたら保証はあり

ません。市が負担しなければいけないとした時の対応は、これからの動向又は方向転換があ

るかないかも含めて見極めた上で対応していくということでの基本方針は立ててありますが、

実施方針を立てなかった一つの理由としてあまりに国の動きが複雑すぎるため実施方針を立

ててもその通りできないため、今は状況を常に見ながら対応を図っているところです。 

 

長田委員 

国の１人当たり４５，０００円を補助するというのも含まれているんですか。 

 

教育総務課長 

国が１人当たり４５，０００円を上限として、とネットワークについて補助するんですが

実はそれだと１人１台だと言いましても３クラスに１クラスはすでに自治体が整備している

前提です。普通交付税をすでに交付していますから措置してるということになりますが、御

殿場市は残念ながら普通交付税をもらっていませんので市の全額負担です。それに加えて残

りの３分の１が１台４万５千円なので実際に御殿場市で８億円程かかると考えるときにそれ

に対して貰える補助金が２億何千万ということでそれ以外は市が負担するということになり

ます。これが５年先に補助金が０になった場合全部を市が負担することになりそれを繰り返

していくことは難しいことであるということが市長会等でもでていまして、今月、市長会と

文部科学省が協議する予定となっています。情勢を見ながら今後を決めて検討していきます。 

大西委員 

総合教育会議で話をさせてもらったブルーライトをカットするフィルターをつけてほしい

というのは反映されていないのですか。 

 

教育総務課長 

タブレット等につきましては軽減できる機能がついています。 

 

勝又委員 

ＰＦＩアドバイザリー業務委託等の４，７００万円となると多く感じるが基本設計が含ま

れているのですか。 

 

学校給食課長 

アドバイザリー業務委託については約２，４００万円です。その他に土壌補正の調査や立

木補償、土地の確定測量全て含んだ金額です。 

 

勝又委員 

候補地は決まったんですか。 

 

学校給食課長 

３か所程度決まっています。今後庁内検討委員会を経て、それから事業主の選定という形
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になります。 

 

佐藤委員 

２点ありまして、学校教育支援事業の負担金補助金及び交付金の教育相談事業１８万円は

昨年は１，３７９万円だったがこれは事務局費に計上されている短時間勤務職員に当たるの

ですか。 

また、 教育指導センター事業は３００万円程度でしたか。今年は維持するといいながらも

今回１１２万円程に減っていました。他のところに計上してあるのですか。 

 

学校教育課課長補佐 

先程委員がおっしゃられた通り①教育相談事業、②外国人児童生徒適応指導事業、④特別

支援教育推進事業、⑦の教育指導センター事業は昨年から金額が大幅に減少していますが来

年度から導入される会計年度任用職員の関係で指導員の方々が短時間勤務職員になります。

したがいまして、事務局費の人件費の短時間勤務職員２２名に含まれているということにな

ります。 

 

芹澤委員 

ＡＬＴの先生の増員、補助の先生の増員を伺ったところですが昨年の総合教育会議で議題

に上がった、外国人児童に対する指導の先生も増員していく話になったと思いますが増員の

予定や人材の確保の進捗があれば教えて頂きたいです。 

 

学校教育課長 

現状、外国人に対する指導の先生が数名います。その先生方の対応でうまくいってるとい

うことと、他言語の方が入ってきている状況ではないことを合わせて、県の教育委員会でも、

他国から入ってくるお子さんが増えてるので県の教育委員会の方も政策をだすということで

すので、そのあたりを検討しながら子供たちが困らないよう対応していきます。 

 

教育長 

他に質疑もないようですので、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５号「令和２年度御殿場市一般会計当初予算につい

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６号                     

御殿場市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

教育長 

それでは、御教議第６号「御殿場市立図書館条例施行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。 

 

教育長 

それでは内容説明をお願いします。 

 

社会教育課長 

ただいま議題となりました、御教議第６号につきまして、内容説明をいたします。 

 

社会教育課長 

御殿場市立図書館施行規則の一部改正についてですが図書館の規則を変更するものです。

まずはじめに、休館日の変更の内容について説明させていただきます。 

変更内容ですが、現在は毎月第３月曜日を資料整理日として休館としていますが令和 2 年

度から毎週月曜日を休館とします。 

また、年末年始の休館日については１２月３１日から翌年１月３日までだったものを１２

月２９日からに変更させていただきます。また、特別整理期間については変更ありません。 

開館日数については３４４日が３０２日となります。 

次に変更理由についてです。市立図書館は多くの市民に利用していただくため、休館日は

上記のとおりとし、開館日は午前９時から午後９時までの１２時間開館してきました。しか

し、「働き方改革」に伴う長時間労働の是正等に対応するため休館日を変更するものです。 

なお、開館時間につきましては、市民の利便性を図るため、現状のとおりとします。 

次に他市の状況ですが県内において月に１度の休館日を設けているのは御殿場市と浜松市

のみとなります。変更後においても開館時間が一番早く、浜松市、静岡市を除いて休館日が

少ない図書館となります。今後の予定についてですが、周知については広報ごてんば、ホー

ムページ、図書館の正面玄関、及び館内にチラシを掲示、チラシ配布をして周知していきま

す。 

それでは、規則の改正につきまして第５条第１号は１２月２９日に第２号は毎週月曜日に

改めるものです。附則ですがこの規則は令和２年４月１日からの施行となります。以上説明

とさせていただきます。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６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。 
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長田委員 

9時まで開館していますが平日の学校のある日など早めに閉館してもいいのではないか。 

社会教育課長 

時間帯別で人数を確認しましたが日中から１８時までと１８時から２１時までは人数は半

減いたしますがそれでも来ていただいている方がいらっしゃるので今後も続けていきたいと

考えております。そして様子を見て変更する場合はまた教育委員会で議案としてあげさせて

いただきたいと思います。 

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６号「御殿場市立図書館条例施行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。 

 

 

その他・閉会 

教育長 

 他に皆様から協議、確認事項等ございますでしょうか。 

  

長田委員 

先日県の教育委員会に参加させて頂きまして思ったのですが、就学援助の際に秘密会と使

っているが非公開でもいいのではないか。 

 

教育総務課副参事 

以前は就学援助は担当と教育委員のみで行われていたもので秘密会でしたが、現在は担当

以外もいるので非公開でもよいかと思います。 

 

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２月定例会を閉会

といたします。 

 

 

 午後 ２時１０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。 

 

 

 

 

 

 

 

６番委員                 

 

 

 

 

 

２番委員                 


