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★伊勢原市教育委員会では、教育委員会の取組を多くの皆さんに知っていただくため、広報紙「きょういく 伊勢原」を発行しています。
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国のいじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成２６年９月に「伊勢原市いじめ防止基本方針」

を策定しました。

いじめのない社会の実現を目指すことを目的に、学校や保護者、地域、関係機関等が考え方を

共有し、いじめ防止の取組を充実させていきます。

教育委員会の取組
◇学校への指導助言、教職員への研修会の実施、専門家の派遣などを推進します。

◇家庭・地域住民・関係機関等と連携した、未然防止のための啓発活動を行います。

◇｢伊勢原市いじめ防止等連絡協議会｣を設置し、いじめ防止の取組の改善・充実を図ります。

いじめは、ダメ

学校の取組
◇学校ごとに、いじめ防止等の理念や取組を基本方針として定め、保護者や地域の方々との共通

認識を図るとともに、児童生徒の主体的な活動を推進します。

◇教職員やスクールカウンセラーなどで構成する｢学校いじめ防止対策委員会｣を設置し、いじめ

の早期発見のための相談・通報窓口とし、情報の収集及び共有を行います。

◇いじめを察知した場合の対応を、迅速かつ組織的に実施します。

＊＊＊＊＊＊ 重大事態が発生したときは ＊＊＊＊＊＊

◇教育委員会は、弁護士や精神科医、心理等の専門家からなる第三者機関「伊勢原市いじめ問題

専門調査会」により調査を行うとともに、必要な対策を実効的に行います。

◇市は必要があると認める場合、｢伊勢原市いじめ問題再調査会｣により再調査を実施することが

できます。

※重大事態とは、「児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたとき」や

「児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているとき」などです。

〔担当：指導室〕

（市ホームページ掲載 基本方針URL http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2014100900045/）

●いじめ対策の基本理念

いじめは、人権を著しく侵害する絶対に許されない行為です。

いじめを防止するために、すべての児童生徒と大人が当事者意識を持って、

未然防止、早期発見、早期解決に取り組みます。

●基本的な考え方

学校は、児童生徒が社会に巣立つ前に、多くの人と関わりながら社会性を育

む大切な場です。児童生徒同士の問題は、どの学校でも、どの児童生徒にも起

こりうるものです。

それらの問題を見逃さず適切に対応することが、社会性や規範意識などを育

む一つの機会となるものと考えます。



　「いせはらのむかし　旧石器時代～古墳時代」
　「いせはらのむかし　奈良時代～江戸時代」

教　材　名 配付時期
　小学校１年生時

　小学校６年生時
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　小学校３年生時

教　　　　科
　小学校生活科･理科
　小学校社会科
　(土地の様子や人々の暮らしなど)

　小・中学校社会科歴史

　「いせはらのしょくぶつ」

　「いせはら」　

●小学校で教科書のほかに学習教材を配付しています
教育センターの指定課題別調査研究部会に所属する教職員が、市の関係課

の協力を得て作成し、授業で地域教材として活用しています。

ＪＡいせはら野菜部会と協力し、毎月１回、市内の農家が作る新鮮な旬の野菜を給食に使

用しています。平成２１年度から対象校を１校から少しずつ増やし、２６年度には９校まで

増やすことができました。他にも、毎年、全小学校の給食で、伊勢原産のみかんを提供して

います。学校では納品の際に生産者から野菜についての話などを聞くことができ、食育指導

に活かしています。

◆◆ 主な取組を紹介します ◆◆

【①外国語教育の充実】

１年生～４年生までは週１時間の外国語活動を、５･６年生は週１.５時

間の英語科の学習をしています。また、中学校英語科の教員が大山小学校

へ赴き、外国人の指導助手(ALT)や学級担任と協力して指導に当たってい

ます。この一年間で、子どもたちのコミュニケーション能力に向上が見ら

れました。知っている英語を使って何かを伝えようとする姿や、挨拶や簡

単な英語表現に慣れ親しむ姿、そして、ことばの違いなどの気付きが見ら

れました。

【②自然体験・伝統文化の学習】

昨年度も、生活科や総合的な学習の時間を中心に、大山桜や大山寺の

紅葉の観賞、ヤマモミジの植樹活動などの自然体験を行いました。

また、伝統文化の学習として、５年生が地域の方から狂言の指導を受

け、創作狂言のステージ発表を行うほか、能楽師を招いての学習など、

地域の伝統文化としての能や狂言に親しみました。

●特色ある教育モデル推進事業

【③ＩＣＴ機器の利活用】

１３台のタブレット端末を授業に活用し、情報活用能力の育成や分かり

やすい授業を行うための研究を進めています。デジタル版の教科書などの

教材を児童に提示し、学習への興味や関心を高めることができています。

また、端末を１人１台ずつ使用し、ドリル学習や調べ学習に取り組み、操

作にも慣れてきました。さらに、インターネットを活用し、姉妹都市の学

校との交流活動に向けて準備を進めています。

このモデル校の教育内容に関心を持ち、他の学区から大山小学校への就学を希望する場合は、

学区を越えて通学することが可能です。 大山小学校で事業説明会を開催しますので、今後、

広報いせはらやホームページで日程等のお知らせをします。

文部科学省から教育課程特例校の指定を受け、平成２６年度から本事業が始まりました。

モデル校である大山小学校では以下の３本の取組を柱に、地域に根ざしたグローバル人材の育成

を目指した教育活動を行っており、本年度は２年目となります。

〔担当：学校教育課〕

〔担当：指導室〕

〔担当：教育センター〕

●小学校給食 地場野菜推進事業
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◆◆ 教育委員会の制度が変わります ◆◆

きょういく伊勢原 《第５号》 平成２７年４月

◆◆ 教育施設の整備を行います ◆◆

●小中学校校舎の改修等工事

●スポーツ広場の整備
スポーツ振興くじ｢ｔｏｔｏ｣の助成金等を

活用し、アクアクリーンセンターの南にある

上満寺広場を、多目的なスポーツ

広場として整備します。

野球やサッカー等の練習場所と

しても使用できます。

～～～市長と教育委員で構成する総合教育会議が設置されます～～～

●宝城坊本堂保存修理事業
日向薬師宝城坊本堂の保存修理工事は、５年目を迎え、組立工事に

入りました。柱と梁、天井、向拝（正面の屋根付の張り出し）を組み

上げ、屋根の骨組みに取りかかりました。

平成２７年度からは茅葺き工事が始まります。 〔担当：文化財課〕

●図書館・子ども科学館冷暖房設備の改修

これまでと大きく変わるのは、市長と教育委員で構成する総合教育会議が設置されることです。

市長が会議を招集し、市長と教育委員との施策の方向性をこれまで以上に共有できます。
■総合教育会議で協議等をするもの

・教育行政の大綱の策定

・教育の条件整備、重点的に講ずべき施策

・児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合の構ずべき措置 など

これまで、教育委員会の責任者がわかりにくい・住民の意見が十分に反映されていない、などの

指摘がありましたが、｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律｣が平成

２７年４月１日から施行されることにより、責任者の明確化・民意を代表する市長との連携強化

などが図られるようになります。

▽伊勢原小学校 ３期校舎 外装修繕

▽山 王中学校 ２期校舎 外装修繕

▽伊勢原中学校 屋内運動場改修

▽成 瀬小学校 屋内運動場床修繕

夏休み期間中に、外壁塗装や屋根防水工事

などを行います。

教育委員長

（非常勤）

教育長

(常勤)任期は４年

「新教育長｣(常勤)

任期は３年に

〔担当：教育総務課〕

～～～教育委員長と教育長が一本化されます～～～

市長 教育委員会

教育委員会の代表者である教育委員長と、事務局の

指揮監督者である教育長が一本化され、「新教育長」

となります。

伊勢原市教育委員会では、現在の教育長の任期であ

る平成２９年９月３０日までは、これまでの体制です。

〔担当：教育総務課〕

〔担当：図書館・子ども科学館〕

老朽化した冷暖

房設備の改修を行

います。

改修工事期間中

も、利用ができる

予定です。

〔担当：スポーツ課〕
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〔電話〕市役所代表：０４６３－９４－４７１１ 各担当の内線は以下のとおり

■教育総務課5110 ■学校教育課5120 ■指導室5130 ■文化財課5210 ■社会教育課93-7500(直通)
■教育センター95-2211(直通) ■スポーツ課5350 ■図書館 92-3500(直通) ■子ども科学館92-3600(直通)

〔E-mail〕k-soumu@isehara-city.jp

問い合せ

４月～５月 ・2015子ども読書フェスタ （図書館）

５月 ・子ども科学館フェスティバル (子ども科学館）

・2015チャレンジデー （伊勢原市内）

６月 ・第20回いせはら市展 （中央公民館）

７月～８月 ・夏休み 学校プール開放 （全小学校）

・図書館の怪談 （図書館）

・ロボットフェア （子ども科学館）

・平成２７年度 教育講演会 （市民文化会館）

９月 ・伊勢原市自由研究展示会 （子ども科学館）

・ロボットコンテスト （子ども科学館）

９月～10月 ・地区体育祭 （各小中学校）

10月～11月 ・市民のための図書館教養講座 （図書館）

・第51回伊勢原市民文化祭（市民文化会館ほか）

１１月 ・文化財保護強調週間事業（日向・宝城坊ほか）

１２月 ・第45回市民走れ走れ大会 （総合運動公園）

１月 ・第33回伊勢原駅伝競走大会 （総合運動公園）

・百人一首かるた大会 （図書館）

・第27回市民音楽会 (市民文化会館）

２月 ・公民館まつり （全公民館）

３月 ・教育委員会表彰、スポーツ賞表彰 （市役所）

・第31回大山登山マラソン大会

(伊勢原駅北口～大山阿夫利神社下社）

・第31回伊勢原美術協会展 （中央公民館）

平成２７年度(H27.4.1～H28.3.31) 伊勢原市教育委員会の主な行事予定

■市史の書籍発行

伊勢原市史「通史編 近現代」を

発行しました。明治から市制施行

までの、伊勢原の移り変わりが書

かれています。伊勢原市立図書館

でも閲覧ができます。

■「わかやま国体」クレー射撃競技
「2015紀の国わかやま国体」クレー射撃競技が、

県立伊勢原射撃場で行われます。競技会場としては、

開催地の和歌山県から「一番遠い」競技会場です。

競技は１０月２日～４日に行われます。

■児童コミュニティクラブが６年生まで拡大
小学校４年生までだった児童コミュニティクラブ

の入所対象が、平成２７年４月から、小学校６年生

までになりました。

詳しくは、市のホームページをご覧ください。

■「すこやかリズム体操」を再普及 ～
昭和６３年に制作した「すこやかリズム体操」の

ＤＶＤとＣＤを新たに作成しました。

伊勢原市では、「すこやかリズム体操」を再普及

することで、市民の健康増進につなげたいと考えて

います。レッスン用のＤＶＤはＹｏｕＴｕｂｅでも

見られます。

■「ロボットフェア」を開催
子ども科学館では、多くの子どもたちの科学への興

味・関心を高めることを目的に、｢ロボットフェア｣を

開催します。

実施期間は夏休み期間

（７月中旬～８月下旬）

を予定しています。

〔担当：図書館・子ども科学館〕

■食材の値上がり等により給食費を改定
昨年の４月から保護者の方々にも意見を伺いながら

検討してきました給食費の改定について、安心・安全

な食材の確保や、消費税の引き上げ等を考慮し、平成

２７年４月から改定しました。
１月あたり 3,950円→4,250円

１食あたり 240円→ 260円

■「チャレンジデー」を今年も実施
住民参加率を競うスポーツイベント

です。伊勢原市は昨年初参加し、

３９．０％(39,268人)でした。

今回は５月２７日(水)、

対戦相手は山形県鶴岡市

です。運動の習慣化の

きっかけづくりに是非

ご参加ください。

みんな、

参加してね！

■ウォーキングガイドを発刊
市内の観光マップ・文化財マップなどを統

合した「伊勢原市ウォーキングガイドコース

マップ」を作成しました。地区別に歩きなが

ら楽しめる情報を盛り込んだ１５コースを紹

介しています。公民館等の公共施設に備える

ほか、市のホームページからもダウンロード

できます。

〔担当：スポーツ課〕

〔担当：文化財課〕

〔担当：学校教育課〕


