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令和４年５月伊勢原市教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時 

  令和４年５月１９日（木）午後１時３０分から午後２時６分まで 

 

２ 開催場所 

  伊勢原市立図書館 第１・２会議室 

 

３ 教育長及び委員 

  教育長           山口 賢人 

  委 員（教育長職務代理者） 重田 恵美子 

  委 員           菅原 順子 

  委 員           渡辺 正美 

  委 員           福田 雅宏 

   

４ 説明のために出席した職員等 

  教育部長          大山 剛 

  学校教育担当部長      濱田 保 

歴史文化推進担当部長 

（兼）歴史文化担当課長   立花 実 

  参事（兼）教育総務課長   熊澤 信一 

  参事（兼）学校教育課長   守屋 康弘 

  教育指導課長        嶋本 信之 

  参事（兼）社会教育課長   山内 温子 

  図書館・子ども科学館長   杉山 麻里 

  教育センター所長      須永 尚世 

     

５ 会議書記 

  教育総務課主事       髙坂 麻里 

 

６ 傍聴人 

  ０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 

   

 【非公開：報告第３号～第６号、議案第２２号】 

日程第３ 報告第３号 伊勢原市図書館協議会委員の辞職の承認について 

日程第４ 報告第４号 伊勢原市図書館協議会委員の委嘱について 
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日程第５ 報告第５号 伊勢原市立子ども科学館運営協議会委員の辞職の承 

認について 

日程第６ 報告第６号 伊勢原市立子ども科学館運営協議会委員の委嘱につ 

いて 

日程第７ 議案第２２号 伊勢原市学校運営協議会委員の委嘱について 
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  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

午後１時３０分   開会 

 

○教育長【山口賢人】  今日は急遽日程の変更をさせていただきました。申し

訳ございませんでした。 

 定刻となりましたので、ただいまから教育委員会議を開催いたします。 

 議事に入ります前に、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３から第７につきましては、審議内容に個人情報を

含みます。よって、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、

非公開にしたいと思いますが、賛成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【山口賢人】  挙手全員。よって日程第３から日程第７は非公開とい

たします。 

 それでは、教育総務課長より資料の確認をお願いします。 

○教育総務課長【熊澤信一】  （資料確認） 

○教育長【山口賢人】  いかがでしょうか。よろしいですか。 

○教育長及び委員全員  （了承） 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第１ 前回議事録の承認 

 

○教育長【山口賢人】  それでは日程第１「前回議事録の承認」について、お

願いいたします。 

○教育長及び委員全員  承認 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第２ 教育長報告 

 

○教育長【山口賢人】  続きまして日程第２「教育長報告」となります。本日

は３件ございます。３件続けて、所管部長及び所属長から報告をさせていただき

ます。 

○学校教育担当部長【濱田保】  それでは、資料１を御覧ください。伊勢原市

学校運営協議会の設置についてでございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第４７条の５の規定では、所管す

る学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機

関として学校運営協議会を置くよう努めなければならないとされています。 

 また、伊勢原市学校運営協議会規則第４条におきましても、学校運営協議会を

設置することができるとしております。 
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 資料１は、６月中に学校運営協議会を設置する学校の一覧でございます。市内

小中学校の１１校に設置をする予定でございます。残りの３校につきましては、

７月上旬に設置予定であり、現在準備を進めているところでございます。 

 設置が決まりましたら御報告をさせていただきます。 

 なお、今回設置する学校運営協議会の委員の委嘱につきましては、後ほど、議

案で御審議いただきます。 

 学校運営協議会の設置により、引き続き地域とともにある学校づくりを進めて

まいります。 

 説明は以上でございます。 

 続きまして資料２を御覧ください。令和５年度伊勢原市立小中学校使用教科用

図書採択方針について御説明いたします。 

 教科用図書の採択につきましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に

関する法律の規定に基づき、文部科学大臣から送付される目録に登載された教科

用図書及び学校教育法附則第９条第１項に規定する教科用図書のうちから行うと

されております。 

 このことを踏まえまして、令和５年度伊勢原市立小中学校使用教科用図書採択

方針につきましては、 

 １点目としまして、文部科学省の教科書編修趣意書、神奈川県教科用図書選定

審議会や令和２年度の伊勢原市教科用図書採択検討委員会における調査研究の結

果等を踏まえ、学習指導要領に基づいて調査研究し、採択すること。 

 ２点目としまして、採択権限を有する者の責任において、公明・適正を期し、

採択すること。 

 ３点目として、学校、児童・生徒、地域等の特性を考慮して採択することとし

ています。 

 なお、義務教育諸学校において使用する教科用図書につきましては、義務教育

諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令にもとづき、学校教育法附則

第９条第１項に規定する教科用図書を採択する場合を除き、４年となっておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

○教育指導課長【嶋本信之】  引き続きまして、令和４年度伊勢原市小中学校

の運動会、体育祭の予定について御報告いたします。資料の３を御覧ください。 

 今年度の小学校運動会、中学校体育祭の予定でございますが、１学期について

は、小学校にて３校、成瀬小学校、桜台小学校、竹園小学校にて５月２８日土曜

日に実施いたします。 

 それぞれの学校では、感染予防対策として２部制、３部制というようにして分

散して開催いたします。また、来賓も割愛するとの御連絡を受けております。 

 その他の小中学校については、２学期の開催予定です。表のとおりになってお

ります。 

 記載のそれぞれの開始時刻は目安、昨年度の時刻となっております。御承知お

きください。 
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 以上となります。 

○教育長【山口賢人】  報告が終わりました。３件につきまして、御意見、御

質問などがございましたらお願いいたします。 

○委員【菅原順子】  １点目の学校運営協議会の設置に関して２点ほど伺いま

す。資料の最後のページの１６条のところに、「委員に対して、評議会及び委員

の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする」

とありますが、この研修というものはどのような形で、既に行われたのか、また

これから行われるのかということを伺いたいと思います。 

 ２点目は、１ページ目にそれぞれの第１回学校運営協議会の開催日が書かれて

いますけれども、いずれも平日になっていますが、お若い方でお子さんを抱えて

る方とかお仕事もあってという方も出席しやすいような日程とか時間帯になって

いるのかどうかということを伺いたいと思います。 

○教育指導課長【嶋本信之】  まず研修についてですが、それぞれの各学校で

委員さんたちに１回ずつ、教育指導課の指導主事のほうがコミュニティスクール

についての研修としてお時間取っていただいて説明させていただいております。

委員さん以外にも今、地区の方であったりＰＴＡの方であったり、そういう方々

にも広く、説明をしているところであります。 

 時間については、平日となっております。なかなかこれまでの開催であります

と平日で行っておりますので、このように計画してありますが、土曜日、日曜日

というほうがいいという方ももしかしたらいられると思うので、その辺のことに

ついては学校と協議しながら今後決めていきたいと思います。 

○委員【菅原順子】  ありがとうございます。 

○教育長【山口賢人】  これは基本的に学校が日程調整して決めているという

ことですよね。 

○教育指導課長【嶋本信之】  はい。 

○教育長【山口賢人】  ですから、今の委員さんからの御意見などを学校に伝

えながら、２回目以降の開催日程を決定する際の参考にしてほしいということを

伝えてもらえればと思います。お願いします。 

○教育指導課長【嶋本信之】  分かりました。 

○教育長【山口賢人】  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○委員【重田恵美子】  資料３の小中学校の運動会ですけれども、１学期、備

考のところで来賓が割愛になっていて、次の２学期のほうは、これは来賓につい

ては。 

○教育指導課長【嶋本信之】  まだしないというわけではなく、予定が未定と

いうところでまだ協議しているところです。 

○教育長【山口賢人】  ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、ないようですので、次に進みたいと思います。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 
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日程第３ 報告第３号 伊勢原市図書館協議会委員の辞職の承認に

ついて 

日程第４ 報告第４号 伊勢原市図書館協議会委員の委嘱について 

 

 

 □原案のとおり承認 

 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第５ 報告第５号 伊勢原市立子ども科学館運営協議会委員の

辞職の承認について 

日程第６ 報告第６号 伊勢原市立子ども科学館運営協議会委員の

委嘱について 

 

 

 □原案のとおり承認 

 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第７ 議案第２２号「伊勢原市学校運営協議会委員の委嘱につい

て」 

 

 

 □原案のとおり可決 

 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

その他 

 

○教育長【山口賢人】  それでは、「その他」でございます。 

 委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 事務局からは何かありますか。 

 ないようですので、最後に来月の定例会の日程をお願いします。 

○教育総務課長【熊澤信一】  ６月の定例会の日程でございます。日時につき

ましては、６月２８日火曜日の午前９時３０分から、会場につきましては、市役

所３階の第２委員会室におきまして開催いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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 以上でございます。 

○教育長【山口賢人】  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。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

午後２時０６分   閉会 


