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Q：沼津市

どうなるか、通勤がどうなるか、通勤経路の危険な場所はどこかなど、しっかりとしたフォ

ローが必要だと考え

員の交通事故は

A：各校では、①全教職員の通勤時間把握、②通勤規則に基づき詳細な通勤状況の把握及び通勤適

合審査、③長距離通勤者への注意喚起、④転入

上司面談による定期的な各教職員の状況把握及び指導、⑤週

全校内講習実施、⑦

いる。

をもって日々の教育に携わ

Q：インターネットは

生活習慣の乱れ、

状を踏まえ、

A：スマホ等の過度な利用や不適切な使用が児童生徒の生活や心身の健全な成長に影響を及ぼして

いると認識している。教育委員会では、スマホや携帯電話に関して、①小中学校は校内へ持ち

込み禁止、②保護者へ使用の注意喚起、③情報モラルやスマホ等の適切は利用を学ぶ事に傾注

してきた。また、沼津市立高校では

の PTA
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沼津市の小中高校

どうなるか、通勤がどうなるか、通勤経路の危険な場所はどこかなど、しっかりとしたフォ

ローが必要だと考え

員の交通事故は約

各校では、①全教職員の通勤時間把握、②通勤規則に基づき詳細な通勤状況の把握及び通勤適

合審査、③長距離通勤者への注意喚起、④転入

上司面談による定期的な各教職員の状況把握及び指導、⑤週

全校内講習実施、⑦

いる。片浜小児童

をもって日々の教育に携わ

インターネットは

生活習慣の乱れ、

状を踏まえ、ＰＴＡ

スマホ等の過度な利用や不適切な使用が児童生徒の生活や心身の健全な成長に影響を及ぼして

いると認識している。教育委員会では、スマホや携帯電話に関して、①小中学校は校内へ持ち

込み禁止、②保護者へ使用の注意喚起、③情報モラルやスマホ等の適切は利用を学ぶ事に傾注

してきた。また、沼津市立高校では

PTA 連絡協議会や教員研修会を通じ、小中学校を含めて積極的に取り組

日頃から励ましお支えいただいている皆様に感謝申し上げます。

この

きました

おります。確かに、人口減少や西武百貨店の撤退など、市政全般から見た

マイナス面もありますが、プラスの面もございます。沼津駅

大フェスタ」「

ープンし、中心市街地のにぎわい

さらには「

沼津」

生活者目線で政策提言して

いやぁ、暑くなってきましたネ!。しかし、

６月議会）

等から児童・生徒を守れ

★沼津市の教職員が交通事故を起こさない
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の小中高校教職員の転勤

どうなるか、通勤がどうなるか、通勤経路の危険な場所はどこかなど、しっかりとしたフォ

ローが必要だと考える。教職員転勤時の取り扱いがどのように行われているか。また、

約 30％が赴任１年目に発生している

各校では、①全教職員の通勤時間把握、②通勤規則に基づき詳細な通勤状況の把握及び通勤適

合審査、③長距離通勤者への注意喚起、④転入

上司面談による定期的な各教職員の状況把握及び指導、⑤週

全校内講習実施、⑦校長会、教頭会、職員会議等で交通安全に対する意識高揚に取り組んで

片浜小児童の交通事故は教員が加害者という事から、交通事故を起こさない強い決意

をもって日々の教育に携わってい

インターネットは生活や学習が便利になる一方で、

生活習慣の乱れ、家庭学習や睡眠時間の減少となり、学校生活に対する影響が懸念される

ＰＴＡと歩調を合わせた

スマホ等の過度な利用や不適切な使用が児童生徒の生活や心身の健全な成長に影響を及ぼして

いると認識している。教育委員会では、スマホや携帯電話に関して、①小中学校は校内へ持ち

込み禁止、②保護者へ使用の注意喚起、③情報モラルやスマホ等の適切は利用を学ぶ事に傾注

してきた。また、沼津市立高校では

絡協議会や教員研修会を通じ、小中学校を含めて積極的に取り組

日頃から励ましお支えいただいている皆様に感謝申し上げます。

この 1 年間は、総務経済委員長として

きましたが、時折

おります。確かに、人口減少や西武百貨店の撤退など、市政全般から見た

マイナス面もありますが、プラスの面もございます。沼津駅

大フェスタ」「よしもとシアター（ラクーン）

ープンし、中心市街地のにぎわい

さらには「東名及び新東名の

沼津」「新体育館」の計画もあります。これらをチャンスと捉え、今後も

生活者目線で政策提言して

。しかし、炎天下にスーツを着込んで汗をかいても

月議会）における梶議員の

・生徒を守れ

交通事故を起こさない

飛
ひ

教職員の転勤時、転出側、転入側の両方の学校に管理責任はあり、住まいが

どうなるか、通勤がどうなるか、通勤経路の危険な場所はどこかなど、しっかりとしたフォ

。教職員転勤時の取り扱いがどのように行われているか。また、

％が赴任１年目に発生している

各校では、①全教職員の通勤時間把握、②通勤規則に基づき詳細な通勤状況の把握及び通勤適

合審査、③長距離通勤者への注意喚起、④転入

上司面談による定期的な各教職員の状況把握及び指導、⑤週

校長会、教頭会、職員会議等で交通安全に対する意識高揚に取り組んで

の交通事故は教員が加害者という事から、交通事故を起こさない強い決意

っている。 

生活や学習が便利になる一方で、

家庭学習や睡眠時間の減少となり、学校生活に対する影響が懸念される

と歩調を合わせた自主規制

スマホ等の過度な利用や不適切な使用が児童生徒の生活や心身の健全な成長に影響を及ぼして

いると認識している。教育委員会では、スマホや携帯電話に関して、①小中学校は校内へ持ち

込み禁止、②保護者へ使用の注意喚起、③情報モラルやスマホ等の適切は利用を学ぶ事に傾注

してきた。また、沼津市立高校では 10

絡協議会や教員研修会を通じ、小中学校を含めて積極的に取り組

日頃から励ましお支えいただいている皆様に感謝申し上げます。

年間は、総務経済委員長として

時折「最近、沼津市は元気ないねぇ」とご指摘をいただいて

おります。確かに、人口減少や西武百貨店の撤退など、市政全般から見た

マイナス面もありますが、プラスの面もございます。沼津駅

よしもとシアター（ラクーン）

ープンし、中心市街地のにぎわい

東名及び新東名の

「新体育館」の計画もあります。これらをチャンスと捉え、今後も

生活者目線で政策提言してまいります。

 

 

炎天下にスーツを着込んで汗をかいても

における梶議員の一般質問

・生徒を守れっ

交通事故を起こさない

飛 翔

、転出側、転入側の両方の学校に管理責任はあり、住まいが

どうなるか、通勤がどうなるか、通勤経路の危険な場所はどこかなど、しっかりとしたフォ

。教職員転勤時の取り扱いがどのように行われているか。また、

％が赴任１年目に発生している

各校では、①全教職員の通勤時間把握、②通勤規則に基づき詳細な通勤状況の把握及び通勤適

合審査、③長距離通勤者への注意喚起、④転入 1

上司面談による定期的な各教職員の状況把握及び指導、⑤週

校長会、教頭会、職員会議等で交通安全に対する意識高揚に取り組んで

の交通事故は教員が加害者という事から、交通事故を起こさない強い決意

 

生活や学習が便利になる一方で、

家庭学習や睡眠時間の減少となり、学校生活に対する影響が懸念される

自主規制の取り組み

スマホ等の過度な利用や不適切な使用が児童生徒の生活や心身の健全な成長に影響を及ぼして

いると認識している。教育委員会では、スマホや携帯電話に関して、①小中学校は校内へ持ち

込み禁止、②保護者へ使用の注意喚起、③情報モラルやスマホ等の適切は利用を学ぶ事に傾注

10 時以降のスマホ使用自主規制に着手し、沼津駿東地区

絡協議会や教員研修会を通じ、小中学校を含めて積極的に取り組

日頃から励ましお支えいただいている皆様に感謝申し上げます。

年間は、総務経済委員長として

「最近、沼津市は元気ないねぇ」とご指摘をいただいて

おります。確かに、人口減少や西武百貨店の撤退など、市政全般から見た

マイナス面もありますが、プラスの面もございます。沼津駅

よしもとシアター（ラクーン）

ープンし、中心市街地のにぎわいの一つを担っております

東名及び新東名のスマートインターチェンジ」「ララポート

「新体育館」の計画もあります。これらをチャンスと捉え、今後も

まいります。

炎天下にスーツを着込んで汗をかいても

一般質問要旨

っ！PTA

交通事故を起こさない

翔
しょう

、転出側、転入側の両方の学校に管理責任はあり、住まいが

どうなるか、通勤がどうなるか、通勤経路の危険な場所はどこかなど、しっかりとしたフォ

。教職員転勤時の取り扱いがどのように行われているか。また、

％が赴任１年目に発生しているが、その対策について伺う

各校では、①全教職員の通勤時間把握、②通勤規則に基づき詳細な通勤状況の把握及び通勤適

1 年目は業務加重負担とならないよう配慮、

上司面談による定期的な各教職員の状況把握及び指導、⑤週

校長会、教頭会、職員会議等で交通安全に対する意識高揚に取り組んで

の交通事故は教員が加害者という事から、交通事故を起こさない強い決意

生活や学習が便利になる一方で、SＮＳなどの過度な利用により

家庭学習や睡眠時間の減少となり、学校生活に対する影響が懸念される

取り組みについて伺う。

スマホ等の過度な利用や不適切な使用が児童生徒の生活や心身の健全な成長に影響を及ぼして

いると認識している。教育委員会では、スマホや携帯電話に関して、①小中学校は校内へ持ち

込み禁止、②保護者へ使用の注意喚起、③情報モラルやスマホ等の適切は利用を学ぶ事に傾注

時以降のスマホ使用自主規制に着手し、沼津駿東地区

絡協議会や教員研修会を通じ、小中学校を含めて積極的に取り組

日頃から励ましお支えいただいている皆様に感謝申し上げます。

年間は、総務経済委員長として様々な会議や総会などへ出席して

「最近、沼津市は元気ないねぇ」とご指摘をいただいて

おります。確かに、人口減少や西武百貨店の撤退など、市政全般から見た

マイナス面もありますが、プラスの面もございます。沼津駅

よしもとシアター（ラクーン）」「プラサ

の一つを担っております

スマートインターチェンジ」「ララポート

「新体育館」の計画もあります。これらをチャンスと捉え、今後も

まいります。ご指導よろしくお願いします。

炎天下にスーツを着込んで汗をかいても、痩せません。。。

要旨を以下に報告いたします。

PTA 活動にも言及っ

交通事故を起こさないために
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発行元：

責任者：松田翔 

、転出側、転入側の両方の学校に管理責任はあり、住まいが

どうなるか、通勤がどうなるか、通勤経路の危険な場所はどこかなど、しっかりとしたフォ

。教職員転勤時の取り扱いがどのように行われているか。また、

が、その対策について伺う

各校では、①全教職員の通勤時間把握、②通勤規則に基づき詳細な通勤状況の把握及び通勤適

年目は業務加重負担とならないよう配慮、

上司面談による定期的な各教職員の状況把握及び指導、⑤週 1 回のノー残業デー

校長会、教頭会、職員会議等で交通安全に対する意識高揚に取り組んで

の交通事故は教員が加害者という事から、交通事故を起こさない強い決意

ＮＳなどの過度な利用により

家庭学習や睡眠時間の減少となり、学校生活に対する影響が懸念される

について伺う。

スマホ等の過度な利用や不適切な使用が児童生徒の生活や心身の健全な成長に影響を及ぼして

いると認識している。教育委員会では、スマホや携帯電話に関して、①小中学校は校内へ持ち

込み禁止、②保護者へ使用の注意喚起、③情報モラルやスマホ等の適切は利用を学ぶ事に傾注

時以降のスマホ使用自主規制に着手し、沼津駿東地区

絡協議会や教員研修会を通じ、小中学校を含めて積極的に取り組

日頃から励ましお支えいただいている皆様に感謝申し上げます。

会議や総会などへ出席して

「最近、沼津市は元気ないねぇ」とご指摘をいただいて

おります。確かに、人口減少や西武百貨店の撤退など、市政全般から見た

マイナス面もありますが、プラスの面もございます。沼津駅周辺では

「プラサヴェルデ」がオ

の一つを担っております。 

スマートインターチェンジ」「ララポート

「新体育館」の計画もあります。これらをチャンスと捉え、今後も

よろしくお願いします。

痩せません。。。

に報告いたします。

活動にも言及っ

ためにっ！
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、転出側、転入側の両方の学校に管理責任はあり、住まいが

どうなるか、通勤がどうなるか、通勤経路の危険な場所はどこかなど、しっかりとしたフォ

。教職員転勤時の取り扱いがどのように行われているか。また、

が、その対策について伺う。

各校では、①全教職員の通勤時間把握、②通勤規則に基づき詳細な通勤状況の把握及び通勤適

年目は業務加重負担とならないよう配慮、

回のノー残業デー、⑥交通安

校長会、教頭会、職員会議等で交通安全に対する意識高揚に取り組んで

の交通事故は教員が加害者という事から、交通事故を起こさない強い決意

ＮＳなどの過度な利用により児童生徒の

家庭学習や睡眠時間の減少となり、学校生活に対する影響が懸念される

について伺う。 

スマホ等の過度な利用や不適切な使用が児童生徒の生活や心身の健全な成長に影響を及ぼして

いると認識している。教育委員会では、スマホや携帯電話に関して、①小中学校は校内へ持ち

込み禁止、②保護者へ使用の注意喚起、③情報モラルやスマホ等の適切は利用を学ぶ事に傾注

時以降のスマホ使用自主規制に着手し、沼津駿東地区

絡協議会や教員研修会を通じ、小中学校を含めて積極的に取り組んでいく

日頃から励ましお支えいただいている皆様に感謝申し上げます。 

会議や総会などへ出席して

「最近、沼津市は元気ないねぇ」とご指摘をいただいて

おります。確かに、人口減少や西武百貨店の撤退など、市政全般から見た

周辺では「雄

ヴェルデ」がオ

 

スマートインターチェンジ」「ララポート

「新体育館」の計画もあります。これらをチャンスと捉え、今後も

よろしくお願いします。

痩せません。。。 By かじ 

に報告いたします。 
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梶 や す ひ さ 後 援

勝一 討議資料

、転出側、転入側の両方の学校に管理責任はあり、住まいが

どうなるか、通勤がどうなるか、通勤経路の危険な場所はどこかなど、しっかりとしたフォ

。教職員転勤時の取り扱いがどのように行われているか。また、教職

。 

各校では、①全教職員の通勤時間把握、②通勤規則に基づき詳細な通勤状況の把握及び通勤適

年目は業務加重負担とならないよう配慮、

、⑥交通安

校長会、教頭会、職員会議等で交通安全に対する意識高揚に取り組んで

の交通事故は教員が加害者という事から、交通事故を起こさない強い決意

児童生徒の

家庭学習や睡眠時間の減少となり、学校生活に対する影響が懸念される。現

スマホ等の過度な利用や不適切な使用が児童生徒の生活や心身の健全な成長に影響を及ぼして

いると認識している。教育委員会では、スマホや携帯電話に関して、①小中学校は校内へ持ち

込み禁止、②保護者へ使用の注意喚起、③情報モラルやスマホ等の適切は利用を学ぶ事に傾注

時以降のスマホ使用自主規制に着手し、沼津駿東地区

んでいく。 
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総務経済副委員長に拝命

沼津市立高校

一の委員長として活躍されましたが、その功あって梶議員以外の

就任される事になりました。梶議員は、引き続き総務経済委員会に所属しながら、委員長の経

験を活かし、新たな

です

フェイスブックにもご注目っ！

ャンル

6

また、過去から検討してきた組織の見直しについて、平成

ですが、今までの組織論や考え方が大きく転換し、それぞれの役員人数やミッションなども変

わっているため、先輩たちのように上手く立ち回れないようです。しかし、仲間も大勢いると

の事ですので、明日の子供たちのために頑張って欲しいですね。

片浜地区球技大会が開催されましたっ！

プラサ

絡協議会が主催する球技大会に向けた地区予選が開催されまし

た。例年、地元チームの監督を拝命している梶議員は、チーム

メンバーとともに日々練習をしてきました。優勝は逃したもの

の頑張った成果が表れておりました！

揃って「おもてなし」

匠の

よる癒しの空間など、

でなく

ねっ！

総務経済副委員長に拝命

沼津市立高校

梶議員は、今年で総務経済委員会に所属して

一の委員長として活躍されましたが、その功あって梶議員以外の

就任される事になりました。梶議員は、引き続き総務経済委員会に所属しながら、委員長の経

験を活かし、新たな

です。所管が一番幅の広い総務経済委員会でたいへんですが、引き続き頑張って！

フェイスブックにもご注目っ！

梶議員の日々の活動や市政、

ャンルでアップしてます。覗いてみてくださいネ！

梶議員が今年

6 学年から成る組織のため、他の公立高校に類を見ない「マンモスＰＴＡ」と聞いております。
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ですが、今までの組織論や考え方が大きく転換し、それぞれの役員人数やミッションなども変

わっているため、先輩たちのように上手く立ち回れないようです。しかし、仲間も大勢いると

の事ですので、明日の子供たちのために頑張って欲しいですね。

片浜地区球技大会が開催されましたっ！
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6 月 28 日（土）に片浜小学校体育館にて、沼津市子供会連

絡協議会が主催する球技大会に向けた地区予選が開催されまし

た。例年、地元チームの監督を拝命している梶議員は、チーム

メンバーとともに日々練習をしてきました。優勝は逃したもの

の頑張った成果が表れておりました！

７月２０日
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でなく全国あるいはオリンピック
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梶議員は、今年で総務経済委員会に所属して

一の委員長として活躍されましたが、その功あって梶議員以外の
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験を活かし、新たな 1

所管が一番幅の広い総務経済委員会でたいへんですが、引き続き頑張って！
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ですが、今までの組織論や考え方が大きく転換し、それぞれの役員人数やミッションなども変

わっているため、先輩たちのように上手く立ち回れないようです。しかし、仲間も大勢いると
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1 期生の委員長たちを支えるという立ち位置で、副委員長を拝命し

所管が一番幅の広い総務経済委員会でたいへんですが、引き続き頑張って！
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沼津市立高校中等部

学年から成る組織のため、他の公立高校に類を見ない「マンモスＰＴＡ」と聞いております。
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ですが、今までの組織論や考え方が大きく転換し、それぞれの役員人数やミッションなども変

わっているため、先輩たちのように上手く立ち回れないようです。しかし、仲間も大勢いると

の事ですので、明日の子供たちのために頑張って欲しいですね。
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所管が一番幅の広い総務経済委員会でたいへんですが、引き続き頑張って！

地元や子育ての事など、様々なジ

中等部ＰＴＡは、

学年から成る組織のため、他の公立高校に類を見ない「マンモスＰＴＡ」と聞いております。

26 年度に実施する事ができたそう

ですが、今までの組織論や考え方が大きく転換し、それぞれの役員人数やミッションなども変

わっているため、先輩たちのように上手く立ち回れないようです。しかし、仲間も大勢いると

の事ですので、明日の子供たちのために頑張って欲しいですね。 

日（土）に片浜小学校体育館にて、沼津市子供会連

絡協議会が主催する球技大会に向けた地区予選が開催されまし

た。例年、地元チームの監督を拝命している梶議員は、チーム

メンバーとともに日々練習をしてきました。優勝は逃したもの

オープンし、

会議室「コンベンションホールＡ

雲をイメージした無料休憩所

なっております。今後、地元の静岡

利活用されるようにしていきたいです

年目には、

期生が 4 年目に委員長へ

就任される事になりました。梶議員は、引き続き総務経済委員会に所属しながら、委員長の経

期生の委員長たちを支えるという立ち位置で、副委員長を拝命し

所管が一番幅の広い総務経済委員会でたいへんですが、引き続き頑張って！

Facebook

は、中高一貫校として全

学年から成る組織のため、他の公立高校に類を見ない「マンモスＰＴＡ」と聞いております。

年度に実施する事ができたそう

ですが、今までの組織論や考え方が大きく転換し、それぞれの役員人数やミッションなども変

わっているため、先輩たちのように上手く立ち回れないようです。しかし、仲間も大勢いると

、展示・会議・宿泊

会議室「コンベンションホールＡ

無料休憩所の

地元の静岡

利活用されるようにしていきたいです

【 以 上 

年目には、1 期生で唯

年目に委員長へ

就任される事になりました。梶議員は、引き続き総務経済委員会に所属しながら、委員長の経

期生の委員長たちを支えるという立ち位置で、副委員長を拝命したそう

所管が一番幅の広い総務経済委員会でたいへんですが、引き続き頑張って！ 

Facebook 

中高一貫校として全

学年から成る組織のため、他の公立高校に類を見ない「マンモスＰＴＡ」と聞いております。

年度に実施する事ができたそう

ですが、今までの組織論や考え方が大きく転換し、それぞれの役員人数やミッションなども変

わっているため、先輩たちのように上手く立ち回れないようです。しかし、仲間も大勢いると

会議・宿泊が

会議室「コンベンションホールＡ」や

の机や椅子に

地元の静岡県東部だけ

利活用されるようにしていきたいです

 】 

期生で唯

年目に委員長へ

就任される事になりました。梶議員は、引き続き総務経済委員会に所属しながら、委員長の経

たそう

中高一貫校として全

学年から成る組織のため、他の公立高校に類を見ない「マンモスＰＴＡ」と聞いております。

年度に実施する事ができたそう

ですが、今までの組織論や考え方が大きく転換し、それぞれの役員人数やミッションなども変

わっているため、先輩たちのように上手く立ち回れないようです。しかし、仲間も大勢いると

が

や

机や椅子に

県東部だけ


