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平成２８年１０月伊勢原市教育委員会定例会議事録 

 

 平成２８年１０月２５日（火）午前９時３０分から伊勢原市教育委員会定例会

を第３委員会室に招集した。 

 

１ 出席した委員は次のとおり。 

      委員長          渡 辺 正 美 

      委員長職務代理者    永 井 武 義 

   委 員         重 田 恵美子 

      委 員         菅 原 順 子 

 

２ 会議説明のための出席者は次のとおり。 

      教育部長        谷 亀 博 久 

      学校教育担当部長    大 髙 敏 夫 

      歴史文化推進担当部長  山 口   譲    

   教育総務課長      古清水 千多歌 

      学校教育課長      守 屋 康 弘 

      指導室長        石 渡 誠 一 

   社会教育課長      小 谷 裕 二 

      文化財課長       立 花   実 

   スポーツ課長      小 巻 宏 幸 

   教育センター所長    本 多 由佳里 

図書館・子ども科学館長 麻 生 ひろ美 

 

３ 会議書記は次のとおり。 

     教育総務課 総務係長     瀬 尾 哲 也 

 

４ 議事日程 

  日程第１ 前回議事録の承認 

  日程第２ 教育長報告 

 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

午前９時３０分   開会 

 

日程第２ 教育長報告 

 

○委員長【永井武義】  日程第２「教育長報告」をお願いいたします。 

○教育部長【谷亀博久】  私から報告させていただきます。本日は３件ござい

ます。１件目は市議会１０月臨時会について、２件目が平成２９年度予算編成方

針及び財政状況について、３件目が平成２８年度サマーヒアリングでの指示事項

についてです。 

 まず１件目の市議会１０月臨時会についてです。資料１を御覧ください。 

 １０月１２日から既に開会をしておりまして、今週２８日の金曜日の本会議で、

平成２７年度伊勢原市一般会計歳入歳出決算の認定及び各特別会計歳入歳出決算
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の認定について総括質疑がございます。 

 教育部関連では、公明党の横田典之議員から、小中学校の校舎老朽化への対応

について質問が通告されてございます。その他に、萩原鉄也議員から再質問とし

て中期戦略事業プランの実施成果ということで、総合計画の施策展開の方向であ

ります「子どもの生きる力をはぐくむまちをつくる」、「いつまでも学び生きが

いが持てるまちをつくる」について、個別の事業に対する再質問があるとのこと

です。 

 １１月９日の水曜日には、教育福祉常任委員会が開催され、教育部、保健福祉

部、子ども部の平成２７年度一般会計及び特別会計の決算審査が行われます。 

 資料を１枚おめくりください。髙山市長が１０月１２日の本会議で２期目を迎

えるに当たりまして、今後４年間の市政運営について述べられた所信表明でござ

います。内容といたしましては、市長の選挙公約であります施策ごとの６つの誓

いについて、それぞれ所信を述べられました。 

 教育分野においては、誓いの４つ目「子育て世代が住みやすいまちづくりの推

進」の中で、具体的には中学校給食導入に向けた方針決定と、財政状況を勘案し

ながらではありますが、実現に向けた取組を着実に進めていくと述べられました。

その他の内容につきましては、後ほどお目通しいただければと思います。 

 続きまして、２点目の平成２９年度予算編成方針及び財政状況についてです。

資料２を御覧ください。 

 財政状況でございますが、今年に入り円高・株安の影響から、緩やかながら回

復基調を示していた景気動向は停滞に転じております。国では景気刺激策として

マイナス金利政策や消費税１０％の先送りなどを決定しましたが、その結果とし

て、自治体では地方交付税等の歳入の一部が見込めなくなっております。 

 歳出では、社会保障関連経費が増加を続けるとともに、公共施設の老朽化対策

等への対応が求められており、予算編成に当たっては一般財源の減少と、扶助費

を中心とした経費の増大を見据え、引き続き財政健全化を進めるとともに、第５

次総合計画前期基本計画の最終年度を着実に推進していく予算としていくことで

ございます。 

 ３ページ目に参考資料といたしまして、２９年度の一般会計の財政見通しの数

字がありますが、現時点での推計で約１８億円不足している状況でございます。

要因といたしましては、歳入面で、地方贈与税、地方交付税の減、そして繰入金、

繰越金が大きく見込めないといった状況でございます。また歳出では、義務的経

費の扶助費が約３億円増、その他経費の投資的経費が約８億円増の見込みとなっ

ております。 

 まだ各所属から予算要求額が出されていない段階の、あくまでも現時点での理

論上の推計値でございますが、これから予算編成作業の中で精査していくことに

なります。 

 ４ページ目から９ページ目までは、伊勢原市の財政状況を示す資料を添付して

おりますので、後ほどお目通しいただければと思います。この件については以上

でございます。 

 続きまして３件目の平成２８年度サマーヒアリングでの指示事項についてで

す。資料３を御覧ください。 

 毎年夏に、今後の事業展開や次年度以降の予算編成の調整を図るため、総合計

画の中期戦略事業プランの計上事業を中心に行いますサマーヒアリングの指示事

項でございます。７月の教育委員会議の場でヒアリング対象事業の報告をさせて

いただきましたが、その後の結果、指示事項でございます。 
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 上から順に、小中学校校舎屋上・外壁修繕事業、その下のトイレ改修を中心と

した小中学校校舎等改修事業ですが、指示事項としては、日ごろから現場を確認

し優先順位をつけること、また投資の抑制に努め、最小の経費で最大の効果に努

めることという指示でございました。 

 続きまして指導室の事業で、小学校教科担当制等推進事業、大山小学校で行っ

ております特色ある教育モデル推進事業、外国語教育推進事業の３事業ですが、

事業実施に伴う非常勤講師の採用に際しては、経験豊富な人材に依頼すること、

また人材の採用については慎重に行うことという指示でございました。 

 次に教育センターの関連です。教育相談事業、通級指導教室推進事業、新規事

業の訪問型家庭支援事業の３事業でございます。指示事項としては、事業の着実

な推進を図るとともに、今後の人の増員等については、事業の成果を踏まえた協

議を進めること、また、まなびの教室の増設については、具体的な内容を検討し

て提示することという指示でございました。 

 最後に、宝城坊本堂保存修理支援事業ですが、竣工後の集客について検討する

ことという指示でございました。 

 以上になりますが、この指示事項に基づきまして、来年度の予算編成や総合計

画後期基本計画の策定を見据えた調整、検討を図ってまいるということでござい

ます。以上、３件の報告を終わります。 

○委員長【永井武義】  ありがとうございました。 

 ただいまの３件の教育長報告につきまして、御意見、御質問等がございました

らお願いいたします。 

○委員【渡辺正美】  市長の所信表明の関係で、中学校給食の導入に向けた方

針の決定とありましたが、これに関しまして、市長と教育委員会との間で具体的

な動きはあるのでしょうか。 

○教育部長【谷亀博久】  市長が２期目を迎え、市長から中学校給食について

の説明を求められておりますので、さまざまな手法や経費の面等について説明す

る予定でございます。 

○委員長【永井武義】  教育委員会としては、過去に中学校給食に対する方針

を出していると思うのですが、やはり当時とは財政状況も含め、実施方法や実施

できる業者の存在等、いろいろなことが変わってきています。これまでも教育委

員としてさまざまな調査・研究をしてきましたが、今後も一層調査・研究を進め

ていきたいと考えております。 

○学校教育担当部長【大髙敏夫】  今、いろいろな情報を集めているところで

ございます。今年度も視察等を計画しておりますので、教育委員の皆さんにも是

非、御参加いただければと思います。その前にまず市長に今の状況等を説明し、

それを踏まえて視察先等も決めていきたいと思います。 

○委員長【永井武義】  その他に何かございますか。 

○委員【菅原順子】  サマーヒアリングの通級指導教室推進事業についてです。

まなびの教室が１つ増設されるということですが、場所をどこにするのか、ある

いは巡回相談の形にするのか、非常勤職員を配置するのかといったことは考えて

なく、とりあえず場所は桜台で、これまでのような形のものを１つ増やすという

ことなのでしょうか。 

○教育センター所長【本多由佳里】  いずれは分散型といいますか、中学校区

に１教室ずつ設置することを目標としています。ただ、その過程において、指導

者の育成も必要ですので、現在、先行的に設置している桜台小学校に次年度もう

１教室設置することによって教員の指導力向上を図り、その後、指導者が育った



 - 4 -

段階で、ゆくゆくは中学校区に１教室ずつの設置を目標に進めていく予定です。 

○委員【菅原順子】  現在の状況は、最終の設置目標に至るまでの途中の段階

という感じですね。分かりました。 

○委員【渡辺正美】  サマーヒアリングの関係で、宝城坊本堂保存修理支援事

業についての指示事項で、竣工後の集客について検討することとありますが、日

本遺産の認定と絡めた具体的な取組等、何か考えがあるのでしょうか。 

○歴史文化推進担当部長【山口譲】  現時点で考えておりますのは、本年１２

月と年明けの１月に、１回ずつ講演会を開催する予定で、改修工事の内容も含め、

宝城坊のすばらしさを改めてＰＲする講演会にしたいと考えています。 

 また、７年間かけた改修工事ですので、その経過をビジュアルで通覧できるよ

うな形でホームページに掲載したいと考えております。 

○委員長【永井武義】  私からもう１点、小学校教科担当制等推進事業に対す

る指示事項の中で、人員配置について、経験豊富な者に依頼すること、あるいは

採用は慎重に行うこととありますが、教育というのは積み重ねの中で成り立って

いますので、例えば私の経験から申しますと、小学生は経験が浅くても若い先生

の方が人気があったりしますので、経験豊富な先生だけがいいというわけではな

いと思います。そういった子ども目線というものも大切なのかなと感じました。

これは意見でございます。 

○委員【重田恵美子】  日本遺産に認定され、今後いろいろなところから観光

客が伊勢原に来ると思います。私も結構いろいろな方から是非観光に行ってみた

いといった声を伺うのですが、具体的に日本遺産を廻るバスが出るとか、そうい

った交通インフラはどうなっているのでしょうか。 

○歴史文化推進担当部長【山口譲】  現在、伊勢原駅から大山駅への直行のバ

スも運行されておりますが、今の段階で神奈川中央交通からは、日本遺産を廻る

特別号みたいなものを走らせるといったことは聞いておりません。ただ、伊勢原

市日本遺産協議会の構成メンバーとして、神奈川中央交通や小田急電鉄、大山観

光電鉄も加わっていただいており、そういったものの必要性は課題として共有し

ています。 

 繰り返しになりますが、バスで行かれる場合は、現時点では既存の運行ルート

で行くことになります。 

一方で、平成３０年に仮称伊勢原北インターチェンジが完成しますので、その

タイミングで人の流れが変わってくると思いますので、その時の大きな課題とし

て、駐車場やバスルート等の問題がありますので、現在順次検討しているところ

であります。 

○委員長【永井武義】  よろしいでしょうか。他にないようでしたら次に移ら

せていただきます。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

その他事項 

 

○委員長【永井武義】  続きましてその他事項でございますが、まず教育委員

の皆さんから何かございますでしょうか。 

それでは事務局からお願いいたします。 

○学校教育担当部長【大髙敏夫】  その他事項の（１）平成２９年度に登用さ

れます伊勢原市立小中学校管理職選考試験等のスケジュールにつきまして、私か
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ら説明いたします。資料４を御覧ください。 

 これは校長及び教員の採用・昇任の選考を定めております教育公務員特例法１

１条の規定に基づいて行うものでございます。 

 まず校長につきましては、現在、校長に登用できる資格を保有している者は、

現在３名おります。また、今年度校長資格を得る管理職研究会に２名が参加して

おります。この２人が１０月、１１月に行われます研究会で校長資格を得られれ

ば、計５名の資格者がいることになります。ただ、今年度末での校長の退職者は

おりませんので、来年度新たに校長に登用する予定は今のところございません。 

 続きまして教頭についてですが、現在、教頭選考試験に合格している者が１名

おります。また、今年度教頭候補者選考試験を受験している者が９名おります。

この９名のうち、８月と１０月に行われました選考試験の結果、合格となった者

は教頭の資格を得られることになります。教頭資格がある者の中から、来年度新

たに２名の教頭を登用することになります。 

 なお、来年度の校長及び教頭の管理職登用に関する人事の内示につきましては、

例年どおり３月下旬を予定しております。 

 続きまして、学校内におけるグループリーダー、あるいは次期管理職候補とし

て期待されます総括教諭の選考についてですが、各校長からの聞き取り調査をも

とに選考し、３月下旬に昇任者へ内示をしてまいりたいと考えております。 

 参考として資料に定年退職者の一覧を掲載しておりますが、先ほど申し上げま

したとおり、今年度末に定年を迎える校長はおりません。教頭では、小学校１名、

中学校１名の計２名が今年度末で定年を迎えます。総括教諭では、小学校３名、

中学校２名、計５名が定年を迎えます。教諭では、小学校４名、中学校２名、計

６名が定年を迎えます。以上でございます。 

○指導室長【石渡誠一】  続きましてその他事項（２）第１８回伊勢原市読書

感想文コンクールの審査結果について報告いたします。資料５を御覧ください。 

 今年度の感想文コンクールは応募総数３,７６４点で、約７,６００人の児童生

徒がおりますので、約半数が取り組んでいる状況でございます。 

 審査の結果、市長賞として８作品、教育長賞として１６作品、その他以下、子

ども読書奨励賞、特選、入選、佳作について審査をいたしました。佳作について

は、昨年度までは中学校教育研究会で表彰していたものを今年度から復活させて

市で表彰することになったために新たに設けた賞で、こちらは中学生のみが対象

となっております。 

 入賞した市長賞、教育長賞作品につきましては、作品集を作成し、市内小中学

校に配付いたします。１１月中旬に完成予定でございます。さらに、その市長賞、

教育長賞の受賞者については、市の広報いせはら１１月１５日号に掲載するとと

もに、市のホームページでも公表いたします。また、表彰式は１１月１日の火曜

日、市役所２階の２Ｃ会議室で執り行う予定です。受賞者一覧を資料として添付

しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。以上でございます。 

○スポーツ課長【小巻宏幸】  それでは（３）伊勢原市３大ロードレースの開

催について報告いたします。資料６を御覧ください。 

 １点目、第４６回市民走れ走れ大会でございます。１２月１１日の日曜日に、

伊勢原市総合運動公園内で開催をいたします。開会式は午前８時３０分、競技開

始を午前９時から、１キロ、２キロ、３キロ、５キロのコースで、１８部門に分

けまして実施をいたします。 

 続いて２点目、第３４回伊勢原駅伝競走大会でございます。年明けの１月１５

日の日曜日に、総合運動公園内周辺や東富岡・粟窪地区を周回するコースで実施
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をいたします。種目につきましては、中学生以上の伊勢原駅伝と小学校５年生・

６年生を対象としましたミニ駅伝の２部門で行います。昨年度は、開会式を含め

まして、スタート・フィニッシュを専修大学の総合グラウンドの４００メートル

トラックをお借りしまして試行的に実施をいたしました。本年度のコース設定に

あたり関係諸団体と協議をした結果、雨天時の対応等に課題を残すことから、伊

勢原駅伝のコースについては、一昨年と同様に総合運動公園をスタート・フィニ

ッシュにして開催いたします。開会式は午前９時、競技開始を午前１０時から、

東富岡・粟窪地区を周回するコースで実施をいたします。ミニ駅伝につきまして

は、昨年と同様に専修大学の４００メートルトラックをお借りしまして、開会式

を午前８時、競技開始を８時３０分から、伊勢原総合グラウンドの４００メート

ルトラックをお借りしまして、その外周の周回コースで実施をいたします。 

 続いて３点目、第３２回大山登山マラソン大会でございます。来年３月１２日

の日曜日に、例年どおり開会式を伊勢原小学校、スタートを伊勢原駅北口、フィ

ニッシュを大山阿夫利神社下社とした全長９キロのコースで実施をいたします。

スタートは従来どおり３回に分けまして、男子の５０歳代、６０歳代を１０時、

男子の４０歳代、女子の３９歳以下、４０歳以上を１０時３０分、男子の２９歳

以下、３０歳代を１１時に、それぞれスタートいたします。 

 今回のゲストランナーは、資料に記載しておりますとおり、オリンピック等の

大会に出場された５名の女性ランナーと、本年度新たに招待選手枠としまして、

本年１月に開催されました箱根駅伝で、東洋大学の５区の山登りを激走し、区間

記録第３位や、本年７月に開催されました富士登山競走大会の五合目コースにお

いて優勝するなど、数々の大会で御活躍をされている五郎谷さんをお招きする予

定でございます。 

 また、大山詣りが日本遺産に認定されたことを記念しまして、本大会に日本遺

産認定記念の冠をつけまして、日本遺産の認定も含めて大山観光のＰＲを図って

いきたいと考えております。 

 なお、全ての大会の募集は１１月１日から受け付けを開始いたします。委員の

皆様には、それぞれの大会の開催案内を送付させていただきますので、よろしく

お願いいたします。以上でございます。 

○社会教育課長【小谷裕二】  続いて（４）平成２８年度優良ＰＴＡ神奈川県

教育委員会表彰についてでございます。特に資料は用意してございません。 

 今回、中沢中学校ＰＴＡが受賞することに決定いたしました。受賞団体は県全

体で４３団体、うち中教育事務所管内での表彰は、平塚市立金目中学校ＰＴＡ、

秦野市立渋沢中学校ＰＴＡ、そして中沢中学校ＰＴＡの３団体ということになっ

ております。表彰式は１１月１８日、神奈川県庁の大会議場で行われます。出席

者は中沢中学校のＰＴＡ役員と、社会教育課職員が同行する予定になっておりま

す。以上でございます。 

○教育総務課長【古清水千多歌】  （５）から（７）につきまして、教育総務

課より御案内いたします。 

 （５）神奈川県市町村教育委員会連合会研修会について。 

 ９月の定例会でも御案内しましたとおり、平成２８年１１月１７日の木曜日、

午後２時から午後４時まで、会場は大和市大和南にあります「やまと芸術文化ホ

ール」です。講演会の演題は「学校図書館が果たす役割」となっております。 

 当日は公用車で会場に向かいますので、１２時４５分までに市役所警備員室前

にお集まりください。 

 （６）教育委員委嘱式について。資料７を御覧ください。 
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 平成２８年１１月２１日の月曜日、午前９時から市長公室で行います。教育委

員の皆様には８時４５分までに市役所５階教育長室にお集まりください。９時か

ら総務部長進行により執り行います。辞令交付式が終了しましたら、正副議長へ

就任の挨拶へ伺い、その後１１月の教育委員会議となります。 

 （７）教育委員会１１月定例会について。 

 ただいま説明しましたとおり、１１月２１日月曜日の委員委嘱式終了後の午前

９時３０分から、市役所３階第２委員会室において開催いたします。 

よろしくお願いします。以上になります。 

○委員長【永井武義】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの御報告について、御意見、御質問等がございましたら

お願いいたします。 

○委員長【永井武義】  よろしいですか。それでは、最後に事務局から何かご

ざいますか。 

○教育総務課長【古清水千多歌】  事務連絡です。本日の研究会は、宝城坊の

視察見学になっております。公用車で向かいますので、１０時２０分までに警備

員室前にお集まりください。よろしくお願いいたします。 

○委員長【永井武義】  それでは、本日の教育委員会議はこれをもって閉会と

させていただきます。ありがとうございました。 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時１０分   閉会 

《会議配布資料》 

資料 １：市議会１０月臨時会 

資料 ２：平成２９年度予算編成方針及び財政状況 

資料 ３：平成２８年度サマーヒアリング指示事項 

資料 ４：平成２９年度伊勢原市立小中学校管理職選考試験等スケジュール 

資料 ５：第１８回伊勢原市読書感想文コンクールの審査結果 

資料 ６：伊勢原市３大ロードレース開催 

資料 ７：教育委員委嘱式 

 

《その他配付資料》 

・市議会１２月定例会日程案 

・教育委員会関連主要行事一覧（平成２８年１１月・１２月） 

・子ども科学館ニュース Vol.122 

・№264 時報 市町村教委 平成 28 年 9 月（SEPUTEMBER2016）※委員のみ 

 

 

 

 


