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令和２年２月伊勢原市教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時 

  令和２年２月２５日（火）午前９時３０分から１０時１０分 

 

２ 開催場所 

  市役所 ３階 第２委員会室 

 

３ 教育長及び委員 

  教育長           鍛代 英雄 

  委 員（教育長職務代理者） 渡辺 正美 

  委 員           永井 武義 

  委 員           重田 恵美子 

  委 員           菅原 順子 

   

４ 説明のために出席した職員 

  教育部長          谷亀 博久 

  学校教育担当部長      石渡 誠一 

  参事（兼）教育総務課長   古清水 千多歌 

  参事（兼）歴史文化担当課長 立花 実 

  参事（兼）教育センター所長 橋口 龍郎 

  学校教育課長        守屋 康弘 

  教育指導課長        今井 仁吾 

  社会教育課長        小谷 裕二 

  図書館・子ども科学館長   倉橋 一夫 

     

５ 会議書記 

  教育総務課総務係長     大澤 貴之 

 

６ 傍聴人 

  １人 

 

７ 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 

  日程第３ 報告第１号 令和２年度当初予算案（教育委員会関係）について 

  【非公開】 

日程第４ 議案第６号 令和元年度伊勢原市立小中学校教職員ほう賞被ほう 

           賞者の決定について 
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  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

午前９時３０分   開会 

 

○教育長【鍛代英雄】  定刻となりました。ただいまから教育委員会議を開催

いたします。 

 初めに、委員の皆様にお諮りしたいと思います。本日審議いたします日程第４、

議案第６号は、審議内容に個人情報を含みます。そのため、日程第４、議案第６

号につきましては、伊勢原市教育委員会会議規則第１４条第１項の規定に基づき

非公開としたいと思いますが、賛成の方は挙手をお願いします。 

○教育長及び委員全員  挙手。 

○教育長【鍛代英雄】  挙手全員。よって、日程第４、議案第６号につきまし

ては非公開とさせていただきます。 

 傍聴の方は、議案第３号が終了いたしましたら、恐れ入りますが、ご退席を願

います。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第１ 前回議事録の承認 

 

○教育長【鍛代英雄】  日程第１「前回議事録の承認」について、お願いしま

す。 

○教育長及び委員全員 承認 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第２ 教育長報告 

 

○教育長【鍛代英雄】  続きまして、日程第２、「教育長報告」をいたします。

本日は１件でございます。学校教育部長から報告いたします。 

○学校教育担当部長【石渡誠一】  では、令和元年度全国体力・運動能力、運

動習慣等調査の伊勢原市の結果についてご報告させていただきます。資料１をご

らんください。 

 本調査は、全国の小学校５年生、中学校２年生を対象に、平成２０年度より毎

年実施されております。本日報告いたします内容は、今年度の市内小学校５年生

７８０人、中学校２年生７２３人を対象に、１学期に実施した調査の結果でござ

います。 

 調査内容につきましては、身長・体重の体格と、握力、上体起こし、５０メー

トル走等の８種目に臨む新体力テスト、３点目として、運動習慣・生活習慣等に

関する調査でございます。 
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 １ページの下段の表をごらんください。表左端の体格を見ますと、身長・体重

の平均値は、多少プラスマイナスはあるものの、市内小中学男女ともに、全国平

均と同程度の値となっております。 

 表の中ほど、新体力テストの結果を見ますと、小学校５年生男子では、全国平

均と比較して、上体起こし、長座体前屈が全国平均をやや上回る結果となってお

ります。その他の種目では、全国平均値をやや下回る結果となっておりますが、

昨年度と比べると、ほとんどの種目で全国との差が縮まっています。 

 小学校５年生女子では、全国平均と比較して、長座体前屈が上回り、５０メー

トル走、ソフトボール投げがほぼ同程度、その他の種目ではやや下回る結果とな

りました。 

 続きまして、中学生ですが、表の中ほどにあります持久走と２０メートルシャ

トルランですが、これらは持久力を測る種目で、どちらかの選択制となっており

ます。今年度、持久走を選択した学校が１校、そのほか３校については２０メー

トルシャトルランを選択して実施しております。 

 中学校２年生男子の結果につきましては、全国平均と比較して、持久走、ハン

ドボール投げが下回り、その他の種目については全国平均を上回る結果となって

おります。 

 中学校２年生女子では、全国平均と比較して、持久走・２０メートルシャトル

ラン、５０メートル走、ハンドボール投げの４種目で下回り、その他の種目が全

国平均を上回る結果となっております。 

 表の右側の体力合計点ですが、８種目の体力テストの結果を、種目ごとに１０

点満点として採点し、それを合計したものです。小学校男女ともに全国平均より

やや下回っているという結果ですが、昨年度と比較するとその差は縮まっており

ます。中学校については男女ともに全国平均を上回る結果となっております。 

 続きまして、２ページの、２、運動習慣、生活習慣等に関する調査の結果から、

質問紙調査の概要を説明いたします。 

 （１）児童生徒の運動に対する意識に関してにつきましては、全体的に全国よ

り高いか同程度の数値を示しております。 

 続いて３ページ、（２）児童生徒の体育の授業に対する受けとめ方に関しての

項目につきましては、質問１点目の「体育の授業は楽しい」の問いに対しまして

は、小学校は男女とも全国より高い数値を示しており、中学校では男女ともにほ

ぼ同程度の数値となっております。 

 ２点目の「体育の授業で振り返る活動をしている」と、次の「体育の授業では

目標が示されている」という２点の質問につきましては、文部科学省が推進して

おります指導方法に関する質問となっております。この２点の質問に対しまして

は、「体育の授業で振り返る活動している」につきましては、小学校男子は全国

の数値を下回る結果でしたが、全体的には全国より高い数値を示しております。 

 また、体育授業を充実させるための手だてとして推進されている、「体育の授

業で友だちやチームで話し合う活動をしている」につきましては、小中学校男女

ともに全国の数値を上回っております。小中学校とも、体育授業にかかわる本市
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の教員は、適切な学習展開のもと、授業を実施していることがうかがえます。 

 ４ページ、（３）児童生徒の生活習慣に関してにつきまして、「朝食を毎日食

べる」という質問については、小学校男子が全国の数値を上回ったものの、小学

校女子、中学校男女でやや下回る結果となっております。 

 本調査の結果や分析につきましては、校長会や小中学校の体育の研究会などの

機会を捉えまして、成果や課題について情報提供、情報共有を行うとともに、県

教育委員会が進めている体力向上等の事業も活用しながら、引き続き児童生徒の

体力・運動能力の向上、生活習慣の改善に努めてまいりたいと考えております。 

 最後に、この内容につきまして、市長、市議会議員へ情報提供後、伊勢原市の

ホームページに公開してまいりたいと考えておりますので、ご承知おきくださる

ようお願いいたします。 

 ご説明は以上でございます 

○教育長【鍛代英雄】  報告は以上でございます。ご質問やご意見等がありま

したらお願いします。渡辺委員。 

○委員【渡辺正美】  体力テストの結果に関しての数値が出ているのですが、

小学校と中学校の数値を見たときに、どなたが見ても、小学校の全国との比較、

中学校の全国との比較などは、ちょっと違いがあるなというのは一目瞭然だろう

と思います。 

 それから、体育の授業の進め方に関しては、３ページなどを見ますと、小学校

も中学校もすばらしい授業を展開しているということ、これもわかると思います。 

 体力テストの調査方法で、回答する先生方の実態を見ると、中学校では、体育

の先生が専門的に行っているわけです。ですから、それぞれの種目の技術的なこ

とに関しても、それなりの注意などは事前に与えながら行っているということは

容易に推定できるのですが、小学校の場合は、調査対象学年である５年生を担当

する先生が毎年替わるわけです。ですから、数値がよければいいというわけでは

ないですが、子どもたちが、自分の体力を、よりよく、当日発揮することができ

るような、事前の技術的指導とかいうものをもう少し充実できれば、一人一人が

よりよい結果が出るのかなと思います。 

 数値がよければそれでいいというわけではないのだけれど、小学校の実態から

考えると、そういうことを工夫されるといいのかなと感じました。 

 以上です。 

○教育長【鍛代英雄】  ただいまのご発言は、意見ということで承らせていた

だきます。 

 ほかにいかがでしょうか。それでは進行させていただきます。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第３ 報告第１号  令和２年度当初予算案（教育委員会関係）

について 
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○教育長【鍛代英雄】  続きまして日程第３、報告第１号「令和２年度当初予

算案（教育委員会関係）について」、事務局から提案説明をお願いします。 

○教育部長【谷亀博久】  それでは、報告第１号「令和２年度当初予算案につ

いて」、提案説明させていただきます。議案書１ページです。 

 本議案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の

規定に基づく、令和２年度当初予算案に対する市長への意見の申し出について、

伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第２項の規定

により、教育長が臨時に代理いたしましたので、同条第３項に基づき、本定例会

に報告し、承認を求めるものでございます。 

 令和２年度の予算の編成につきましては、昨年の秋に予算編成方針が示され、

各所属から予算要求が行われました。その後、財政部局のヒアリングを経て、年

が明けてから市長ヒアリングが行われました。その過程におきまして、第２期伊

勢原市教育振興基本計画に掲げる各施策の推進に向け、教育委員会としての意見

を申し述べるなど調整を重ね、令和２年度当初予算案として、市議会３月定例会

に議案として提出いたしたものでございます。 

 それでは、教育委員会関係の令和２年度の当初予算について説明させていただ

きますので、２ページをお開きください。 

 まず、一番上の総括表でございます。教育委員会の歳入歳出予算の総額でござ

います。歳入は３億２,５０８万２,０００円で、前年度と比較して８.５％、３,

００７万８,０００円の減。歳出は１９億９,４２２万８,０００円で、前年度と比

較して１３.５％、２億３,７２８万４,０００円の増となっております。 

 また、この当初予算のほかに、去年の１２月議会におきまして、令和元年度補

正予算として、小中学校５校のトイレ改修工事関連経費を４億５,７０６万１,０

００円計上しており、令和２年度にはこの予算を繰り越しして工事を執行する予

定でございます。 

 予算案の詳細については、３ページをごらんください。３，主な事業の（１）

新規事業でございます。東京オリンピック観戦事業費として、児童生徒及び保護

者の東京オリンピック観戦に関する経費を２０５万６,０００円計上しています。

なお、チケット代につきましては、児童生徒分の一部について県の補助がありま

すが、それ以外については参加者にご負担いただく予定です。 

 次に（２）充実事業でございます。１、小学校・中学校の施設維持管理費でご

ざいますが、令和２年度から令和３年度にかけて策定する学校教育施設の長寿命

化計画の経費、また体育館の水銀灯をＬＥＤに改修する経費を計上しております。 

 ２、小学校・中学校校舎等改修事業費は、令和３年度以降に予定しています小

学校３校、中学校２校、計５校のトイレ改修工事の設計業務を計上しています。 

 ３、小学校・中学校運営事務費ですが、エアコン設置に伴い、その稼働経費が

増額となっております。また、全小学校に防犯カメラを設置、成瀬中学校では車

椅子を使用する生徒のための階段昇降機をリースいたします。 

 ４、文化財調査研究費は、市史編さん資料をはじめ関連資料の整理のための経

費を計上しております。 
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 ５、歴史文化基本構想活用事業費は、歴史文化を生かした地域づくり協議会が

実施している３年間の補助事業の終了に伴い、総額は減となっておりますが、新

たに、文化財保護法に規定された文化財保存活用地域計画の策定費用を計上し、

令和３年度以降の文化財の保護・活用に向けて、現在の歴史文化基本構想を充実

させた内容の新たな計画をつくります。なお、この計画策定は、国庫補助金の交

付を受けて実施する予定でございます。 

 ６、教育研究指導費は、教職員の働き方改革の取り組みの一環として、小学校、

中学校各１校に出退勤管理システムを導入いたします。 

 ７、小学校教科等事務費は、令和２年度から新学習指導要領の全面実施に伴い、

新しい教科書になるため、教師用指導書購入の経費を計上してございます。 

 ４ページをお開きください。８、小学校給食事業費は、令和２年４月から、伊

勢原小学校と桜台小学校において給食調理業務の民間委託を試行実施にかかる経

費などを計上しております。 

 ９、中学校給食事業費は、中沢中学校における給食の通年実施に伴う調理業務

や、注文管理システムの運用経費など。また、令和３年４月の全校実施に向け、

配膳室の改修経費、加熱機器等の備品や食器保温コンテナ等の購入費用、試食会

にかかる経費などを計上しております。 

 １０、要保護準要保護生徒就学援助費は、各費目の単価の増額もありますが、

中沢中学校における中学校給食の通年実施に伴い、給食費の援助額の増加による

ものです。なお、中学校給食の実施に当たり、生活保護及び就学援助を受けられ

ているご家庭の生徒につきましては、現物支給ということで、受給されているご

家庭が直接給食費の納入をすることなく給食を食べることができるような措置を

とり、利用者の利便性を図っております。 

 １１、外国語教育推進事業費ですが、小学校における令和２年度からの新学習

指導要領の全面実施に伴い、外国語指導助手の派遣時数を増やします。 

 １２、小学校・中学校図書館整備事業費は、図書館整備員の配置日数の増を図

ります。 

 １３、教育相談事業費、１４、訪問型家庭支援事業費は、いずれも教育相談体

制の充実を図るものです。増減額については、会計年度任用職員制度の導入に伴

う部分もございますが、複雑化・多様化して件数も増加している相談に対して、

教育相談員の勤務時間数の増と、スクールソーシャルワーカーの増員により対応

を図りたいと考えております。 

 １５、公民館維持管理費ですが、大田公民館の解体工事が終了したため、事業

費としては減額となっていますが、学校施設とあわせて策定する社会教育施設の

長寿命化計画の経費を計上しております。 

 １６、図書館運営事業費の増額の要因の大半は、会計年度任用職員制度の導入

に伴うものです。また、令和２年度には、本の貸出し等を管理する図書館電算シ

ステムの更新を予定しております。 

 １７、教育普及活動費につきましては、新学習指導要領の全面実施に伴い、小

学校のプログラミング教育が開始されるため、対応する教材を購入いたします。 
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 続いて（３）廃止事業でございます。まず、市史編さん事業費は、平成３年に

第１巻を発刊して以来、本編を全１２巻、最終のダイジェスト版が平成３１年３

月に完成し、発刊事業が終了したため廃止するものです。 

 続いて、教育委員会運営費の中の教育講演会についてです。これまで、夏休み

の時期に、児童生徒の保護者への啓発や、学校教職員の研修の場として、さまざ

まな教育課題を取り上げ、講演会を実施してまいりました。実施に当たりまして

は、ＰＴＡに参加をお願いしておりますが、その負担の軽減を図るということ、

また教職員の多忙化対策としての夏期休業中の研修事業の見直しという点から

も、廃止といたします。 

 説明は以上でございます。 

○教育長【鍛代英雄】  提案説明が終わりました。ご質問やご意見等がありま

したらお願いします。 

 菅原委員、どうぞ。 

○委員【菅原順子】  ３点あるのですが、１点目は東京オリンピック観戦事業

費です。チケット代が参加者負担だとすると、２０５万円という予算は何に充て

るものでしょうか。オリンピック観戦に関して、日程であるとか、実施要項であ

るとか、児童生徒の選び方などついて、決定事項があれば教えていただきたいと

思います。 

 ２点目、同じページの７番の小学校教科用事務費ですが、教師用指導書は、先

生１人に１冊配付されるものなのか、かなりの金額になるのですが、デジタル化

される予定はあるのか、あるいは教育委員会として一括してダウンロードして、

それを皆さんに使ってもらうとか、将来的にはそうなって、この費用が軽減され

る見込みがあるのかというあたりを伺いたいと思います。 

 それから４ページの１０、要保護準要保護生徒就学援助費の給食費というのは、

お子さんが全回喫食する前提なのか、あるいは希望に応じてということなのか。

要保護の家庭というのは、お弁当を用意することも大変でしょうから、あらかじ

め毎回喫食すると算定しておくのでしょうか。 

○教育長【鍛代英雄】  では、まず１点目の新規事業の東京オリンピック観戦

事業のご質問について、教育指導課長。 

○教育指導課長【今井仁吾】  まず、オリンピック・パラリンピック観戦事業

については、業務量の増加が想定されることから臨時職員を１名要望しており、

主にその人件費となります。 

 ２点目の、観戦事業の募集についてです。県の正式な通知、また近隣市の募集

状況も含めて、まさに情報収集している段階でございます。基本的には市内の小

中学校に対してお知らせし、募集が多い場合は抽選という形で考えております。

また詳細が決まりましたらお知らせいたします。 

○教育長【鍛代英雄】  補足しますと、この予算額２０５万６,０００円という

のは、今申し上げた会計年度任用職員とかそういった経費に加えて、組織委員会

に５６０人分のチケット代を支払わなければいけません。その経費を計上してい

ます。歳入には、先ほど説明しましたチケットにかかる個人負担分と県の補助金
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を充てるという仕組みになっております。 

 それでは、お尋ねの２番目、議案書３ページ、７、小学校教科等事務費の教師

用指導書について、学校教育課長。 

○学校教育課長【守屋康弘】  教師用指導書につきましては、基本は学年単位

で配付します。デジタル化の話ですが、まだそこまでの話は聞いておりません。 

○教育長【鍛代英雄】  それでは、３点目、議案書４ページの１０、要保護準

要保護児童生徒就学援助費について、学校教育課長。 

○学校教育課長【守屋康弘】  予算上の積算につきましては、対象生徒の全食

喫食を前提で予算計上してございます。以上です。 

○委員【菅原順子】  わかりました。 

○教育長【鍛代英雄】  重田委員。 

○委員【重田恵美子】  １５、社会教育課、公民館維持管理費について、具体

的な内容を教えてください。今年度、大田公民館の解体工事が終了したことによ

る予算額の減については先ほどお聞きしましたけれど、ほかには何かありますで

しょうか。 

○教育長【鍛代英雄】  社会教育課長。 

○社会教育課長【小谷裕二】  予算額の減につきましては、さまざまな積み重

ねの結果ですが、長寿命化計画の策定が１年目ということで、これは今後も増額

すると考えております。ただし、今年度の大田公民館の解体工事が非常に大きい

額であったものですから、増額分を差し引いてもこれだけの減額になるというこ

とでございます。 

 以上です。 

○教育長【鍛代英雄】  公民館の維持管理費で、大きな改修とか修繕工事は予

定していますか。 

○社会教育課長【小谷裕二】  比較的大きいものが、中央公民館の展示ホール

の壁についてです。今、稼働できる状態の移動壁の枚数が限られているため、ジ

ョイント部分や接続部分を修繕いたしまして、稼働できる枚数を増やすといった

修繕を行う予定です。改修に関しましては、天井のジョイント部分などの鉄の部

材などを新たにつくらなければいけないということもあり、比較的大きな金額に

なっております。 

 以上です。 

○委員【重田恵美子】  ジョイント部分に関して。中央公民館の壁の上下が２

色に分かれている点は、私も個人的に作品を発表させていただいている立場から、

展示作品にとってはデメリットが非常に多いと感じています。白なら白というよ

うに１色であったほうが、本当は作品がすっきりと際立つのですが２色になって

いるために、作家たちはどうしても違和感を感じています。 

 その点に関して、今後の修繕ということは考えていないものなのかお聞きした

いと思います。 

○教育長【鍛代英雄】  社会教育課長。 

○社会教育課長【小谷裕二】  展示ホールは、真ん中あたりの展示のレールフ
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ックをかける部分を境にして、下がグレー、上がベージュといった形になってお

ります。 

 展示ホールの壁自体、年数が非常に経過して、状態があまりよくない状態です。

あわせて、天井の照明も、暗いとか蛍光灯が切れている部分があります。そうい

った部分の改修も含めて、全体的に考えているのですが、壁のクロス部分の配色、

張りかえ等についての対応は未定でございます。 

 以上です。 

○委員【重田恵美子】  そういう点も含めて、やはり文化の中の美術に対する

いろいろな配慮があってほしいとかねてから思っております。美術館構想なども、

実現できることを願っております。 

○教育長【鍛代英雄】  ただいまの重田委員のお話は、ご意見として受けとめ

させていただくということでよろしいでしょうか。 

○委員【重田恵美子】  はい。 

○教育長【鍛代英雄】  ほかにはいかがでしょうか。永井委員。 

○委員【永井武義】  まず、総合教育会議などでも課題になりました、人の手

当てという部分で、№１１、１２、１３、１４あたり、多少の微増にはなってい

るのですが、まだまだ足りないのかなという意見でございます。 

 それと６番、教職員の出退勤管理システムの導入ということですが、これは新

規に導入するのか、内容について教えていただければと思います。 

 もう１点、東京オリンピックの観戦事業費ですが、児童生徒等の延べ５６０人

ということですが、この「等」には教職員も、引率で人数に入っているのかとい

うこともお聞きしたいと思います。 

○教育長【鍛代英雄】  まず出退勤管理システムについて、学校教育課長。 

○学校教育課長【守屋康弘】  現在検討して計上しておりますシステムは、Ｉ

Ｃカードを先生方にご用意して、管理者のパソコンにつなげたカードリーダーに、

出退勤時にタッチすることで、出退勤の記録がされるようなシステムを導入する

ことを考えております。 

○委員【永井武義】  いつごろからの導入予定ですか。 

○学校教育課長【守屋康弘】  新年度に入りましてから準備をして、早期に導

入できるように準備を進めてまいります。 

○教育長【鍛代英雄】  次に東京オリンピック・パラリンピックについて、教

育指導課長。 

○教育指導課長【今井仁吾】  この５６０名の中には、２８名分の教職員も含

まれております。 

○委員【永井武義】  ありがとうございます。 

○教育長【鍛代英雄】  １点目の、市の単独の人員につきましては、継続的な

課題として受けとめておりますので、来年度、令和３年度予算編成以降、努力し

ていきたいと思います。 

 ほかには何かございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、報告第１号について、採決を行います。 
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 報告第１号「令和２年度当初予算案（教育委員会関係）について」、承認の方

は挙手をお願いいたします。 

○教育長及び委員全員  挙手。 

○教育長【鍛代英雄】  挙手全員。よって本案は承認をされました。 

 続きまして日程第４、議案第６号の審議に移りますが、冒頭決定したとおり、

日程第４は非公開となりましたので、傍聴の方は恐れ入りますが、ご退席をお願

いいたします。なお、日程第４の審議の終了後は閉会となる予定でございますの

で、あらかじめご承知ください。 

 

－－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

    【非公開】 

日程第４ 議案第６号  令和元年度伊勢原市立小中学校教職員 

ほう賞被ほう賞者の決定について 

 

□原案のとおり可決決定 

 

－－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

その他 

 

○教育長【鍛代英雄】  それでは、次に「その他」でございます。委員の皆様

から何かありますでしょうか。 

 特にないようですので、それでは事務局から何かありますか。 

 ないようですので、最後に、来月の定例会の日程についてお願いします。 

○教育総務課長【古清水千多歌】  ３月の定例会につきましては、令和２年３

月２４日、火曜日、午前１０時から、市役所３階議会第２委員会室となっており

ます。よろしくお願いします。 

○教育長【鍛代英雄】  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。どうもありがとうございました。 

 

午前１０時１０分   閉会 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

＜配布資料＞ 

□資料１：令和元年度 全国学力・運動能力、運動習慣等調査の伊勢原市結果の

分析 

□議案 


















