平成２５年２月伊勢原市教育委員会定例会会議録
平成２５年２月２１日（木）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
宇都宮
委員長職務代理者
三 箸
委 員
菅 原
委 員
渡 辺
教育長
鈴 木

泰
宜
順
正
教

昌
子
子
美
之

２．会議説明のための出席者は次のとおり。
教育部長
坂 間
敦
学校教育担当部長
山 口 賢 人
教育総務課長
風 間 誠 司
学校教育課長
谷 亀 博 久
指導室長
高 橋 正 彦
教育センター所長
塩 川 幸 恵
社会教育課長
相 原
博
文化財課長
鍛 代 喜久男
スポーツ課長
内 藤 康 雄
図書館・子ども科学館長 藤 元 康 博
３．会議書記は次のとおり。
教育総務課主査

吉

田

千恵子

４．議事日程
日程第１ 前回会議録の承認
日程第２ 教育長報告
日程第３ 伊勢原市生涯学習推進指針（案）について
日程第４ 伊勢原市子ども読書活動推進指針（案）について
日程第５ 平成２４年度伊勢原市教育委員会表彰（退職時）被表彰者について
日程第６ 平成２４年度伊勢原市立小中学校教職員ほう償被ほう賞者について
日程第７ 平成２４年伊勢原市スポーツ賞表彰被表彰者（追加分）について
日程第８ きょういく伊勢原の発行について
日程第９ 平成２４年度末校長及び教頭の退職に係る内申について
日程第１０ 校長及び教頭の異動に係る内申について
－－－－－－－－－－－－－－

○
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－－－－－－－－－－－－－－－

午前９時３０分
○委員長【宇都宮泰昌】

ただいまから教育委員会議を開催いたします。

－－－－－－－－－－－－－－
日程第１

開会

○

－－－－－－－－－－－－－－－－

前回会議録の承認

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第１「前回会議録の承認」をお願いいたします。
○委員全員
異議無く承認し、署名する。
－－－－－－－－－－－－－－
日程第２

○

－－－－－－－－－－－－－－－－

教育長報告

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第２「教育長報告」をお願いいたします。
○教育長【鈴木教之】
７点ございますが、４点目までは私が、あとは所管の
各部長から報告させていただきます。
１点目、体罰に関する調査です。これは新聞報道でご承知かと思いますが、文
部科学省が緊急調査ということで全国に依頼をしたという経過がございます。
これを受けまして、県の教育委員会では、１月中に県立学校における調査を実
施し、それと同時に、各市町村教育委員会へ同様の調査を実施することの協力の
依頼をいたしました。このことを受けまして、伊勢原市の小中学校においても調
査を実施ということになっております。
実施する目的でございますが、体罰の実態を把握したいというのが、まず１点。
そして、これは県教育委員会とも協議した狙いですが、各学校において、教職員
間の体罰に関する議論、認識を深めていただこう、また根絶に向けた取り組みを
進めるための契機としましょうというプラスの目的を持たせております。
調査の方法でございます。県で作成した調査用紙がございますので、多少の修
正はございますが、基本的にはそれに基づき実施をします。実施の手法も、なる
べく中教育事務所管内で合わせるようにいたします。
たまたまですが、本日はこの調査票の配付日でして、児童・生徒を通じて配布
するということです。
回収は今月２５日、２６日の２日間で、担任に提出するという形ではなく、学
校のほうに選挙管理委員会からお借りした鍵付きの投票箱を用意して、そこに投
函していただきます。低学年等の場合は、実際の記載は保護者等が行うという形
になるかと思います。
調査項目は、体罰を見たことがあるかないか、受けたことがあるかどうか、そ
の２点です。質問１から始まって、順次、該当があれば記入します。
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これによってどのくらい結果が出てくるかということですが、県調査の結果で
は、約１.８％ぐらいの回答率だったということです。その中で、いわゆる深刻な
状況のものは今のところ見当たらないそうですが、個別に案件のあったものにつ
いては、全て調査を行って対応を図っていくということでございます。これが１
点目でございます。
２点目、２５年度の全国学力・学習状況調査でございます。
これも新聞報道等でご存じかと思いますが、来年度は大きく調査方法が変わり
ます。２２年度から抽出でやってきましたが、来年度からは原則全児童・生徒を
対象とした全数調査になるということです。
調査の種類も変わっています。２２年度の「教科に関する調査」は理科も実施
されましたが、２５年度は国語、算数または数学ということで、基本的に２教科
で実施します。
また従来の調査に加えまして、経年変化の分析調査や保護者に対する調査、さ
らには教育委員会に対する調査が実施されるということです。なお、この３つの
調査については抽出校で行い、全校では実施しないということですが、今のとこ
ろ、まだ抽出校は指定がされていないということです。
今後ですが、例年どおり４月上旬に全国学力・学習状況調査の研究会を開催し、
各校において円滑な調査の実施、さらにはその後の活用等の検討を図っていきた
いということです。
３点目は、雑誌スポンサー制度です。
これは議会の中で若干ご指摘をいただいたものですが、ここで条件整備が整っ
たということです。図書館に置く雑誌にスポンサーを付けることで、雑誌コーナ
ーの充実を図っていくという制度でございます。今年の２月１日から施行してお
ります。
現在、８９の雑誌を対象にしておりますが、その中からスポンサーさんに自身
の目的にかなう雑誌を選んでいただき、概ね１年間、現物の購読料を払っていた
だきます。そのかわりに、雑誌や最新号のカバーに、スポンサー名ですとか、場
合によっては広告の表示をしてＰＲをするという仕組みです。
この制度は、近隣市でも既に導入されております。厚木市や小田原市は平成２
３年４月から、平塚市は２４年４月から、相模原市では今年の４月から導入とい
うことで、こうした民間の活用が大分一般的になってきたというところです。
２月末までを第１次募集期間としておりますが、今後も継続してスポンサーを
募集していきたいということです。
４点目はインフルエンザの発生状況ということで、資料４に小中学校の学級閉
鎖の状況が載っております。昨日の２月２０日現在、学級閉鎖が小中合わせても
２校３クラスにとどまっているということです。
このトレンドを見ていただくと、今年は明らかなピークはなかったのですが、
例年から見てもピーク時は過ぎたのであろうと見ております。昨年、一昨年より
数が少ないということで、これは多分に学校での努力もございますし、気候の要
素が影響しているかなと思います。
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さらに出席停止期間の基準が、従来は「解熱後２日を経過するまで」というこ
とだったのですが、今年から「発症後５日を経過するまで欠席が望ましい」とい
う定義に変わりましたので、この辺も微妙に影響していると思われます。
今、インフルエンザではタミフル等解熱剤がかなり強力なので、すぐに熱が下
がりますが、熱が下がってもキャリアの状態が継続していますので、感染力は残
ってしまいます。ですので今年は新しい定義で運用したのが功を奏したのかなと
思っています。
ただ、引き続き、うがい・手洗いの励行を徹底していきたいということです。
私からは以上です。
○教育部長【坂間敦】
５番の教育振興基本計画の後期の計画の策定スケジュ
ールについてお話をさせていただきます。
教育振興基本計画は、当初の計画では昨年１０月からパブリックコメントを実
施する予定でございました。委員の皆様にも、昨年９月の定例会でご説明をさせ
ていただきました。
本来ならば、そのパブリックコメントを経て、１２月の教育委員会議で計画案
を議案とさせていただいてご審議をいただく予定でございました。新総合計画の
策定に歩調を合わせて、そういうスケジュールで作業を進めてきたわけでござい
ますが、首長もかわりまして、上位計画に当たりますその新たな総合計画のパブ
コメが延期となりましたために、教育振興基本計画も一時作業をストップしてお
りました。これは教育基本計画に限らず、市の全体、例えば福祉をはじめとしま
した各分野の計画についても、同じような対応をしたところです。
ここで、来年度の当初予算案の編成が終了しました。市長の政策が具体的に反
映されてきたことを受けまして、総合計画の策定作業も動き始めました。これに
沿いまして、教育振興基本計画も改めて委員の皆様に今後の策定スケジュールを
お示しするということにさせていただいています。
資料はお手元にございます。資料５です。
一番上の段が、教育振興基本計画の動きでございます。資料の真ん中のところ
が教育委員会議。一番下が市の総合計画のスケジュールでございます。
今後としましては、市の総合計画に合わせて教育振興基本計画も４月にパブリ
ックコメントを実施したいと考えております。その前に、３月の定例会において、
改めて皆様に計画案をお示ししまして、ご意見を伺いたいと考えております。
その後、パブコメの後は、総合計画のパブコメの意見もあわせまして、修正す
るべきところは修正しまして、もう一度委員の皆様にご協議をいただきたいと考
えています。予定では５月の定例会で計画案をご協議いただいて、６月の教育委
員会議定例会で議案としてご審議をいただきたいと思っております。
その後は、市議会へ報告しまして、市民の皆様へ公開をしてまいりたいという
予定で考えております。
続いて６番、伊勢原市文化財保護条例施行規則の改正でございます。
文化財保護条例の全部改正ということで、１月の教育委員会議の定例会でご審
議いただきまして、承認をいただいております。現在は、明日から始まります市
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議会の３月定例会に議案として上程する予定でございます。
今回の文化財保護条例の改正に伴いまして、今度は規則のほうですが、現在の
文化財保護条例施行規則も改正する必要がございます。
そこで、来月開催予定の教育委員会議の３月定例会に上程させていただきたい
ので、ご報告するものです。
主な改正点は、今度の新しい保護条例の中で、別途教育委員会の規則に定める
とうたっている規定が幾つかございます。そういう規定を改正するということで
す。資料６で規則の主な改正内容をお示ししております。
また、条例の中で様式の整備が必要なので、条例の中でうたっているさまざま
な書類の様式についても、規則の中で定めていくことになっています。
詳細につきましては次回の定例会においてご説明させていただきます。
○学校教育担当部長【山口賢人】
７点目、行政文書公開につきましてご報告
させていただきます。
平成２５年１月２４日付で行政文書の公開請求がありましたので、伊勢原市教
育委員会の所管に係る伊勢原市情報公開条例施行規則に基づきまして、口頭でご
報告させていただきます。
内容は、各小学校６年生社会科の平成２４年度教育課程についての公開請求で
ございます。請求者は市内在住の市民の方でございます。
この請求に対しまして、各小学校６年生の平成２４年度社会科の年間指導計画
というものを、２月１３日に公開いたしました。その公開した文書につきまして
は、各学校から教育委員会に参考送付されている文書でございます。
また、同じ方より、公開日の２月１３日に、さらに行政文書の公開請求がござ
いました。その請求の内容は、平成２４年度の各小学校６年生の全教科の年間指
導計画でございます。
○委員長【宇都宮泰昌】
ありがとうございました。
ただいま、教育長報告として７点ありましたが、ご意見、ご質問がございまし
たらお願いいたします。
○委員【渡辺正美】
２点あるのですが、１点目は体罰の調査に関して、２月
下旬から３月にかけて進んでいくのでしょうけれど、私は、もう体罰は学校でも
どこでも、とにかく人権尊重という精神からして否定されて、そういうことがな
いように改善されていくということが大変大事なことだということは、今の社会
で常識になっていると思うのです。
伊勢原の小学校にしても中学校にしても、これまでも、体罰も含めたさまざま
な教員の振る舞い方、いわゆる服務に関して、神奈川県と市教委から資料提供と
かも各学校に行われて、研修会や学習会などというのはたびたび行われている。
そういう中に、もちろん体罰もよろしくないのだということも含まれています。
ですから、体罰に関する教員の意識そのものは深まり、すごく意識した教育活
動が行われているだろうと推察するのです。しかし結局のところ、教育とは先生
と子どもとの人間同士の関係によって教育指導が行われるわけですから、これか
らも継続的に、今あるように体罰根絶に向けた研修などの取り組みというのは当
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然必要だというふうに思います。これはもう、そのとおりです。
ところが、やはりどう考えても、今回の一律調査というのは、言葉一言で結論
を言うと、ちょっと荒っぽ過ぎないのかなと思います。というのは、実際、学校
で先生が子どもに指導します。その教育指導というのは、もちろんいいことはほ
めますが、よくないことは諭します。ところが子どもはこれだけ変化している社
会で、例えば情報の影響を受けたり、隣近所の影響を受けたり、それから経験が
非常に不足した育ち方をしている。またそういう中で育った子どもたちが、もう
既に親御さんになっている。そういう社会状況の中で、今の子どもたちは育って
いるわけです。
先生のアドバイスを素直に受け入れない状況が生まれている中で教育指導が行
われていて、その子にとって耳当たりがいいことではないことなどもかなりある
わけです。それが、まさに日本中の学校現場です。神奈川もそうだし、伊勢原の
各学校でも、教科の指導も部活の指導も行事の中においても学級の中においても、
先生方が子どもと接している。絶えずよくない事を諭すアドバイスを送っていく
のが教師の務めです。しかし価値観が多様化している中で、そのまま先生の言う
とおりになんていう昔風な考え方だけでは通用しない現状が、多々あるわけです。
先生方は、かなりの困難度の中で子どもとの関係を紡いでいます。本来、教育
活動の根本にあるものは、結局、子どもが先生を信頼しなければ効果が生まれな
いわけです。教育効果は上がらないと思う。その信頼関係が崩れ不信感があると、
いろいろな先生との関係の中で、程度の差はあれ、必ずしも先生の言うことをそ
のままストレートに聞かない、聞けないという状況が、かなり教育現場で起こっ
ているのが、今の日本の社会だろうと思うのです。学校の状況だと思うのです。
そこに出てきた一律調査というのは、私はそういう意味で、信頼関係を崩しか
ねない結構荒っぽいなと思うのです。一つ大きな課題があるのかなというのを、
感じているところです。
それから、そうやって困難である中で一生懸命努力している先生方が、それが
そういう形で一律に、ある意味努力が否定されたような印象を受けとった場合、
先生方のモチベーション、高い教育意欲を阻害するような要素が結構あるのでは
ないかなと、今回の調査では思った次第です。
でも、調査の目的とか、必要度というのはあるのでしょう。ですから、私はこ
こで、そのことを、やるやらないを云々したいのではありません。そんな現状の
中で、教育委員会が指導主事の先生たちを中心にして、各学校に、この取り組み
などをいろいろ言われると思うのです。結果も出ると思います。
今のようなことで、多分そのまま放っておけば先生方のモチベーションは下が
るだろうし、各学校で先生方の中には信頼関係を揺さぶられて、指導の困難度を
増しておられる先生がいるのではないかという認識を持ちながら、対応していっ
てもらいたいと思ったのです。先生方の気持ちを推察すると、そんなふうなこの
調査です。
私もこれまでには学校にお伺いして、体罰や不祥事などの防止に向けた取り組
みなどを、各学校の研修会に参加していろいろとやった経験もあるのですが、先
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生方は本当に真剣に考えて対応しているわけです。でも、もう１回戻ってしまう
と、今回の一律調査では、子どもとの信頼関係がややもすると崩れるかな、先生
方のモチベーションが下がるかなと。そうならないような工夫と、根本的なこと
まである程度考えながら、
「頑張りなよ」と言うだけではなくて、やはり個別指導
を充実させていく現在社会の教育の中では、教員が指導時間を十分確保できるよ
うな工夫も必要でしょうし、それから、先生が子どもに指導するというだけでは
なくて、子ども同士の学び合いの中で子ども同士のモチベーションも上がって教
育指導が行われるような工夫を、ぜひ深めていって欲しいと思います。
教育委員会でも考えて、先生方のモチベーションが上がるような工夫をしない
と、頑張っている先生がかなり突き崩さるのではないかなという不安感を持って
いるのが現状です。
○委員長【宇都宮泰昌】
今、体罰に関して現場の経験者という言葉でいろい
ろご意見をいただきましたが、体罰に関連することで、ほかの方で何かご意見は
ございますでしょうか。
○委員【菅原順子】
全ての伊勢原の先生方が真摯にお子さんと取り組んでい
らっしゃることと私も信じていますが、そういう先生方にとっては、この調査は
全然ビクともしないことなのではないかなと思うのです。
もしも、この調査の発端となった暴力的な先生がいるとしたら、それを見てい
る周りの先生方にとっては、こういう機会というのはいい機会になるのではない
かと思いますし、いじめ、セクハラ、パワハラなど、全て今まで声を上げること
のできなかった弱い立場の人、サイレント・マイノリティの声なき声を拾い上げ
るという傾向が、もう今の時代の流れになってきていると思います。その一つと
して、最後のセーフティネットとして、そこでもし声があるのだったら上げてく
ださいという機会だと思いますので、そのような声をすくい上げるものとして役
に立ってくれればいいなと思っています。
○委員長【宇都宮泰昌】
私は、体罰は絶対にあってはならないものという認
識をしております。また、伊勢原市にはそういうことはあってほしくないと希望
していますが、この調査をするに当たっての目的である、教職員の体罰に関する
議論や認識を深めるという点について、今、委員からも意見が出ておりますが、
この点について、本当にしっかりと研究、研鑽をしていくものにしてほしいとい
うお願いがあります。
体罰に関しては、私は教育委員としても、研究会等で議論はしていきたいこと
だと、前から思っておりましたが、以前に、大きな声を出して叱ることもできな
いというような現場の先生の声を聞いたことがあります。今回のこの調査によっ
て、現場の先生方が委縮してしまうような、渡辺委員が言われたようにモチベー
ションが下がるような、そういうことがないように、本当に教職員とか教育に携
わる人たちが、自信と誇り、また責任を持って児童・生徒に当たれるような、ま
たそのような環境をつくってあげるようなことをしっかりと考えていかなければ
いけないのではないかという、お願いと思いがあります。
○委員【三箸宜子】
この間の大阪の高校の例を見ると、先生がやはり行き過
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ぎていると思います。もう暴力に入るような行動までしてしまっています。体罰
をやらなくては指導できないような先生は先生じゃないというような批判もあり
ましたが、ちょっと手をかけて頑張らなくてはだめでしょう、というような程度
のものは許される範囲があると思うのですが、暴力まで行ってしまうのはやはり
いけない、とんでもないことだと思います。
信頼関係があったとしても体罰はだめなのであって、そこのところは注意する
必要があると思いますし、生徒のほうも、高校生ぐらいになったらもう自分でも
判断できるだろうから、先生にきちんと自分の考えを伝えるということが必要だ
と思うのですが、小学校や中学校だとなかなかそれもできにくいと思うのです。
そういう時、先生からいろいろと何か言われたときに、そこをフォローしてやる
システム、みんなでそれを共有し合って励まし合うような環境が必要だと思いま
す。だけど、それはなかなか小学校でできるかなというのがありまして、そこを
フォローしてあげるような仕組みがあったらいいのではないかなと思います。そ
れがどういうものなのかは、今、私も具体的にはわかりませんが、怒られたりし
た子どもを慰め、その子の言い分を聞いてやり、というのがあったほうがいいな
という気がします。
今、学校というのは、クラスはどうなっているのですか。昔はクラスの委員長
がいて、副委員長がいて、いろいろなことを統括してやっていましたよね。今、
学校は委員長とか副委員長はいないのですか。
○指導室長【高橋正彦】
おります。
○委員【三箸宜子】
そうしたら、そういう子が中心になってやるという雰囲
気はないのですか。
○指導室長【高橋正彦】
そういう学級組織づくりは、昔とそんなには変わっ
ていないと思います。
○委員【三箸宜子】
でしたら、例えば委員長があんなに言われちゃったけれ
ど一緒に言いに行こうとか、あるいは、あんなに言われちゃったけれどそんなに
心配しちゃだめだよとか、そういう慰めたりということはやられているのでしょ
うか。
○指導室長【高橋正彦】
例えば何か事案が起こった場合に、クラスでそのこ
とについて話し合いを持ったりする時は、委員長やそういう立場の者が率先して、
話し合いをしています。
○委員【三箸宜子】
そういう雰囲気ですよね。先生がクラスの委員長や副委
員長さんに、もっと他の子をこういうふうにしてやってくれとか、そういう指導
があってもいいように思います。
○指導室長【高橋正彦】
現在も行われています。
○委員【三箸宜子】
それがあればいいのです。子どもも自分できちんと言う。
小さいときは、誰かがフォローしてあげる。そういうシステムがあるといいなと
思います。
○教育長【鈴木教之】
これまでの経過をお話しておきます。いろいろな見方、
ご心配もあって、そのとおりだと思いました。
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この調査に関しては、県の教育委員会が緊急の教育長会議を招集し、その中で
議論をしたという経過があります。やはりどこの教育長さんも、先生のモチベー
ションが下がるだろうということを心配されていました。
その中で、そうはいっても、例えば１万人の教員がいて、１人が悪いことをす
れば１万人がみんな悪く見られる時代なので、これはシステムの問題とか調査の
問題ですから、先ほどの話にもありましたように、サイレント・マジョリティで
はなくてマイノリティ、ここもすくい上げる仕組みが必要な時代だろうというこ
とで、調査は調査で淡々とやりましょうと、同意に至ったということです。そし
て校長会などでは、ここを機会に前向きに取り組んでほしいと、いろいろなお話
をさせていただきました。
ただ、学校は人権教育を大昔からやっているのです。大昔からやっているけれ
ど、その成果が生かされていないという実態はあるなと私は思っています。繰り
返しやっているけれど、結局やったその時だけになってしまっているのです。
だから、常に継続して啓発していかないと、こういう問題は出てきます。そこは
現場も若干反省する部分もあるかなということは感じました。
ただ、これはあくまでも調査ですから、モチベーションはまた別に毅然とした
姿勢でやっていただくしかないと考えております。
実は記名にするか無記名にするかで議論があったのですが、やはりこれは記名
が原則。絶対責任ある回答をもらいましょうということで、記名といたしました。
ただ、案件によっては記名が不可能な場合もありますので、それは匿名も可能で
すよという回答書式になっているということです。
それから、せっかく調査をやるのですから、１回で終わってしまうと意味がな
いわけです。来年以降、文部科学省がどういう判断をするかわかりませんが、や
はり実態把握というのはいろいろなチャンネルを持った中でやっていく必要があ
るので、場合によっては継続という可能性も出てくるかなと思っています。
それから、本件もそうだし、いじめの問題もあるので、これはまた後ほど話が
あると思いますが、新しい仕組みを市としても整えることを、今、検討していま
す。場合によってはモデル事業という形になるかもしれません。
○委員長【宇都宮泰昌】
いろいろご意見が出ましたが、この体罰の件に関し
ては、調査後の報告もあるでしょうし、また教育委員としても議論はしたいと思
うので、研究会等でも取り上げて話し合っていきたいと思います。体罰の件につ
いてはこの辺でよろしいでしょうか。
その他のことで質問、ご意見がありましたらお願いいたします。
○委員【渡辺正美】
全国学力・学習状況調査の扱い方の中で、保護者云々と
いう項目が出てきていたのですが、このことに関しては、結果の扱い方とか、そ
ういう方針とかというのはどこかに出ているのですか。
○指導室長【高橋正彦】
調査自体がまだ来ていないのですが、目的としては、
子どもたちの家庭における状況の調査だとか、保護者の教育に対する考え方、そ
ういったものをお聞きする予定です。
○委員【渡辺正美】
私が心配するのは、それの出し方とかを、あまり細かく
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出すと、結果的には、細かく集計させるのがいいでしょうけれど、細かく出して、
家庭なり地域なりに、どこそこ学校はこんな意見だったとか、こんなことが多か
ったとか、ということは結局マイナス要因を、家庭の実態が見えてしまうわけで
すよね。
ですから、ぜひその辺のところを、もちろん、ですから本体の調査も、あると
ころまでの努力が、個人の努力で、平均点を知って努力をする方向性を保持する
というか、やるのはいいと思うのですが、それが特定の地域なり学校なりがやり
玉に上がったり攻撃されるような結果になっていくようなことにならないよう
に、家庭のところも、保護者に関する調査もなればなと思っています。
○教育長【鈴木教之】
これはかなり地域性が出ます。
○委員【渡辺正美】
出ますよね。
○教育長【鈴木教之】
ですから結果は調査目的以上も以下も使わないという
のが原則なので、そこを堅く守っていけばいいと思っています。
○委員長【宇都宮泰昌】
ほかに質問はございますか。
○委員【菅原順子】
雑誌スポンサー制度のことについてお伺いしたいのです
が、スポンサーになることによって、例えばこの雑誌というのはどれぐらい保管
するのですか。期限が切れたものをそのスポンサーが引き取ることもできるとか。
○図書館・子ども科学館長【藤元康博】
いえ、基本的には雑誌架の後ろに発
行されましたバックナンバーが全部保存してございまして、当月号は貸し出しが
できないのですが、バックナンバーになりますと貸し出しできるようにしており
ます。
○委員【菅原順子】
それはどれぐらいの期間なのですか。バックナンバーと
して貸し出すのは。
○図書館・子ども科学館長【藤元康博】
基本的にはその年度分になります。
○委員【菅原順子】
その期限が切れたものを、例えばスポンサーが引き取る
ことができるするとかは……。
○図書館・子ども科学館長【藤元康博】
それは図書館で保管いたします。
○委員【菅原順子】
わかりました。
○委員【三箸宜子】
大変な時ですので、どんどんこういう制度はやっていく
べきだと思うのですが、積極的にスポンサーになっていただけませんかと呼びか
けたほうがいいのではないですか。
○図書館・子ども科学館長【藤元康博】
市の商工会の事務局をはじめとしま
して、全部営業活動に３５社ほどお伺いをさせていただいております。
○委員【三箸宜子】
それはすごくいいと思います。どんどんやってください。
○委員【菅原順子】
今のところ、第１次募集というのはどれぐらい集まって
いるのですか。
○図書館・子ども科学館長【藤元康博】
今のところ、２社様から２誌の申請
をいただいております。
○委員【三箸宜子】
個人をやらないというのは、個人の宣伝になるといけな
い場合があるということですか。
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○教育長【鈴木教之】
そうです。１つの雑誌で幾らぐらいでしたっけ。
○図書館・子ども科学館長【藤元康博】
月刊誌で一番安いので２００円。高
いものだと大体１,５００円ぐらいです。平均しますと年間９,０００円ぐらいが、
月刊誌の平均の金額になります。
○教育長【鈴木教之】
比較的お手頃なんです。ですから、雑誌の種類に合っ
たコマーシャルがあるのではないですかということです。
○図書館・子ども科学館長【藤元康博】
花屋さんをやっておられる方から花
の雑誌の申請を既にいただいています。医療機関などもこれから働きかけをする
予定です。
○教育長【鈴木教之】
あと、飲食店とかね。
○委員長【宇都宮泰昌】
お寺とは神社はだめなんですか。宗教上の問題で。
○図書館・子ども科学館長【藤元康博】
確認させていただきます。
○委員長【宇都宮泰昌】
花火などもそうですが、非常に協力的に参加してく
ださるところが多いので、宗教活動ではなくて、そういうスポンサーみたいな形
でお願いすれば、なってくれるところは結構あるのではないかなと思いますよ。
法律的に行政とのかかわりが難しいということがあれば別ですが。
○教育長【鈴木教之】
要項上は、あくまでも政治性または宗教性のあるもの
という中で、宗教団体による布教活動を目的とするものは対象外とさせていただ
いております。
○委員長【宇都宮泰昌】
それ以外のものをやる分には構わないですよね。
○教育長【鈴木教之】
宗教団体で布教活動以外の活動というと、慈善活動と
いうのがありますね。仏教会はやっていますよね。それは合法でしょう。
○委員長【宇都宮泰昌】
可能であるのなら言っていただければ、仏教会があ
りますから、そこからお願いすることもできると思います。
ほかにございますか。ないようでしたら日程を進めさせていただきます。
－－－－－－－－－－－－－－
日程第３

議案第５号

○

－－－－－－－－－－－－－－－

伊勢原市生涯学習推進指針（案）について

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第３、議案第５号「伊勢原市生涯学習推進指針
（案）について」、提案説明をお願いいたします。
○教育長【鈴木教之】
議案第５号、生涯学習の推進指針の案でございます。
これは、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第１号の規定に基
づき提案させていただきます。
昨年９月の定例会、それから前回の１月定例会において説明をさせていただい
ております。ここで指針がまとまったということで、議案としてお示し、ご承認
をいただきたいということでございます。
ご承認をいただきましたら、まず市議会のほうに報告を行い、さらにホームペ
ージの掲載、冊子の閲覧等を行いまして周知を進めていきたいと考えております。
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ご審議をよろしくお願いいたします。
○委員長【宇都宮泰昌】
ありがとうございました。
ご意見、ご質問などがございましたらお願いいたします。
○教育長【鈴木教之】
１点だけ補足の説明を。この指針でいろいろいただき
まして、その中で重点ということで２つほどいただいております。やはり家庭支
援の話です。子育て支援のような話のウエイトを高めようというご意見をいただ
いています。
それと、いわゆるモデル的な事業、社会教育の機能を生かしたものを今、検討
しているということでございまして、新年度の予算に計上しているということで
す。事業名は何でしたっけ。
○社会教育課長【相原博】
地域人材家庭教育支援事業です。
○委員長【宇都宮泰昌】
ご意見、ご質問ございますでしょうか。
ないようでしたら採決に入らせていただきます。
日程第３、議案第５号「伊勢原市生涯学習推進指針（案）について」、賛成の方
は挙手をお願いいたします。
○委員全員
挙手。
○委員長【宇都宮泰昌】
挙手全員。よって本案は原案のとおり可決決定いた
しました。
－－－－－－－－－－－－－－
日程第４

議案第６号

○

－－－－－－－－－－－－－－－

伊勢原市子ども読書活動推進指針（案）につ
いて

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第４、議案第６号「伊勢原市子ども読書活動推
進指針（案）について」、提案説明をお願いいたします。
○教育長【鈴木教之】
５ページになります。議案第６号でございます。
これも同様に、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第１号の
規定に基づいて提案をさせていただきます。
本指針につきましても、前回１月定例会でいろいろご協議を願っているという
ことです。その後、ここでまとまったということで、議案としてお示しし、ご承
認をいただければということです。
先ほどの生涯学習指針と同様、議会報告、さらには市民周知を図っていきたい
ということです。よろしくお願いいたします。
○委員長【宇都宮泰昌】
ありがとうございました。
ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。
○委員【三箸宜子】
この指針についてではないのですが、関連して、学校で
朝の読書時間があるというのを時々聞きますが、あれはどんなふうにやられてい
るんですか。
○指導室長【高橋正彦】
各学校で取り組んでいる朝の読書活動ですが、学校
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によって多少１週間の中の取り組みの日数は異なるのですが、１校時目が始まる
前に、１０分とか１５分ぐらいの時間で、読書をして気持ちを落ちつかせて学習
活動に入ろうという目的で、実施しております。
○委員【三箸宜子】
その本は、みんなばらばらに自分が好きな本を読んでい
るのですか。
○指導室長【高橋正彦】
そうです。基本的には自分が読みたい本、自宅から
持ってくるか、図書室にあるものを読んでいます。その時は担任もついて、一緒
に読書をします。
○委員【三箸宜子】
わかりました。
○委員長【宇都宮泰昌】
ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。
ないようでしたら採決に入らせていただきます。
日程第４、議案第６号「伊勢原市子ども読書活動推進指針（案）について」、賛
成の方は挙手をお願いいたします。
○委員全員
挙手。
○委員長【宇都宮泰昌】
挙手全員。よって本案は原案のとおり可決決定いた
しました。
－－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－
日程第５

議案第７号

平成２４年伊勢原市教育委員会表彰（退職時）
被表彰者について

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第５、議案第７号「平成２４年伊勢原市教育委
員会表彰（退職時）被表彰者について」、提案説明をお願いいたします。
○教育長【鈴木教之】
９ページになります。本件につきましては教育委員会
の教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第１５号の規定に基づい
て提案をしたいということです。
県費負担教職員の表彰対象者でございます。これは、市の教育委員会表彰取扱
要綱というのがございまして、その第３条第１号に、管内の学校長を５年以上勤
務し退職した者、または管内学校で通算２０年以上勤務という要件があり、なお
かつ職務に精励、特に功績があった者ということで規定しております。
次の１０ページに該当者を記載してございます。本年度はこちらの３名の方が
推薦対象になるということです。校長歴５年以上であり、学校長として的確な判
断力を持って、教育指導並びに学校経営に精励された功績が大きいということで、
推薦させていただきます。
この表彰式でございますが、３月２９日、退職辞令の時に表彰を行うというこ
とです。よろしくお願いします。
○委員長【宇都宮泰昌】
ありがとうございました。ご意見、ご質問がござい
ましたらお願いいたします。
ないようでしたら採決に入らせていただきます。
日程第５、議案第７号「平成２４年伊勢原市教育委員会表彰（退職時）被表彰
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者について」、賛成の方は挙手をお願いいたします。
○委員全員
挙手。
○委員長【宇都宮泰昌】
挙手全員。よって本案は原案のとおり可決決定いた
しました。
－－－－－－－－－－－－－－
日程第６

議案第８号

○

－－－－－－－－－－－－－－－

平成２４年度伊勢原市立小・中学校教職員ほ
う賞被ほう賞者について

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第６、議案第８号「平成２４年度伊勢原市立小
・中学校教職員ほう賞被ほう賞者について」、提案説明をお願いいたします。
○教育長【鈴木教之】
１１ページになります。これにつきましても、教育長
に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第１０号を根拠に提案するという
ことです。
県費負担教職員の退職の時のほう賞ということです。この基準につきましては、
伊勢原市立小・中学校教職員ほう賞規程というものがございまして、その中の第
２条第１号で、教職員として２０年以上の在職かつ勤務成績が優秀であった者と
いう規定がございます。
１３、１４ページに該当者が記載してあります。全部で１６人。うち定年退職
が９人、勧奨退職が７人という内容でございます。
○委員長【宇都宮泰昌】
ありがとうございました。ご意見、ご質問がござい
ましたらお願いいたします。
ないようでしたら採決に入らせていただきます。
日程第６、議案第８号「平成２４年度伊勢原市立小・中学校教職員ほう賞被ほ
う賞者について」、賛成の方は挙手をお願いいたします。
○委員全員
挙手。
○委員長【宇都宮泰昌】
挙手全員。よって本案は原案のとおり可決決定いた
しました。
－－－－－－－－－－－－－－
日程第７

議案第９号

○

－－－－－－－－－－－－－－－

平成２４年伊勢原市スポーツ賞表彰被表彰者
（追加分）について

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第７、議案第９号「平成２４年伊勢原市スポー
ツ賞表彰被表彰者（追加分）について」、提案説明をお願いいたします。
○教育長【鈴木教之】
１５ページになります。スポーツ賞表彰の追加分とい
うことで、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第１０号の規定
により提案したいとするものです。
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前回１月の定例会でスポーツ賞の被表彰者についてご審議いただきましたが、
その後、候補者の追加があったということでございます。提案をお願いする次第
でございます。
該当者は１６ページに記載の個人５人ということです。よろしくお願いいたし
ます。
○委員長【宇都宮泰昌】
ありがとうございました。
ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。
ないようでしたら採決に入らせていただきます。
日程第７、議案第９号「平成２４年伊勢原市スポーツ賞表彰被表彰者（追加分）
について」、賛成の方は挙手をお願いいたします。
○委員全員
挙手。
○委員長【宇都宮泰昌】
挙手全員。よって本案は原案のとおり可決決定いた
しました。
－－－－－－－－－－－－－－
日程第８

協議事項

○

－－－－－－－－－－－－－－－

きょういく伊勢原の発行について

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第８、協議事項「きょういく伊勢原の発行につ
いて」、説明をお願いいたします。
○教育部長【坂間敦】
教育委員会の情報誌であります「きょういく伊勢原」
は、教育委員会の各種の取り組みを、児童・生徒、保護者をはじめとしまして、
多くの市民の方々に知っていただいて、開かれた教育委員会の実現、いろいろな
活動に対する理解とご協力を得ることを目的として発行しております。
この「きょういく伊勢原」は、平成２３年４月１日に創刊しましてから年１回
のペースで発行しておりまして、今回で３回目となります。
本日お配りしました資料７でございますが、今回掲載する内容の主旨や構成を
まとめております。この内容をもとにしまして、教育委員の皆様からご意見をい
ただきまして、今後の参考にさせていただきたいと思っておりますので、よろし
くお願いいたします。
詳細につきましては教育総務課長からご説明を申し上げます。
○教育総務課長【風間誠司】
資料７になります。平成２５年度テーマ（案）
をご覧ください。そこに書かれているような内容を盛り込んでいきたいというこ
とです。
具体的には、教育委員の活動だとか来年度の新規事業、先ほどご承認いただき
ました施策関係等について載せていきたいと考えております。
まだ漠然とした内容しかお話できませんが、次回の教育委員会では、具体的な
ものをご提案していきたいと思っております。
○委員長【宇都宮泰昌】
ありがとうございました。
ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。
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この「きょういく伊勢原」は、もう２回発行していますね。その評判はいかが
ですか。
○教育長【鈴木教之】
意外とすんなり市民の皆さんに受け入れられているか
なと思っていおります。
○委員長【宇都宮泰昌】
開かれた教育委員会というようなこともテーマの中
にあったと思うのですが、教育委員は何をやっているのかが、これを見てわかっ
てきたという声は結構聞いていましたので、これに関してはいいことだなと思っ
ています。
中身については、また議論はしていきたいと思います。
○教育長【鈴木教之】
今、世間の人が教育の問題で知りたいことというのは
何でしょうか。端的にいえばいじめと体罰の話が一番関心があるのかなと思いま
す。ですから今回はそういう方向で打ち出すべきかなと、私は感じています。
これを見ますと、構成が、教育委員会議の仕組みや制度、来年度から改定され
る教育関係の諸計画や指針となっているけど、一般の人にはあまりなじみがない
のかなと思います。
○委員長【宇都宮泰昌】
４月１日号として出すんですよね。
○教育総務課長【風間誠司】
例年、この時期に出しております。
○教育長【鈴木教之】
保護者と一般の市民が知りたいことは何かを、もっと
議論してもらいたい。供給サイドではなくて、受けとるサイドが今教育について
何に関心を持っているかが大事です。
○委員【三箸宜子】
今は、いじめ・体罰がまずナンバーワンプライオリティ
だと思うのですが、それから発達障害の問題とか、放課後の学童の問題とか、そ
ういったものも市民は非常に感心を持っていると思います。
○委員長【宇都宮泰昌】
来月原案が出されるでしょうから、原案が出来上が
りましたら、時間的に余裕を持って見させていただければと思います。
それでは、これは協議事項ですので、今までいただいた意見等も踏まえまして、
事務のほうは進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
－－－－－－－－－－－－－－

○

－－－－－－－－－－－－－－－

その他事項
○委員長【宇都宮泰昌】
それでは、その他事項に移ります。委員の皆様のほ
うから、何かその他事項でございますでしょうか。
ないようでしたら、事務局から何かありましたらお願いいたします。
○指導室長【高橋正彦】
では、その他事項の１番でございます。今年度の小
・中学校の卒業式の参加者、開式時間等についてご報告させていただきます。資
料８をご覧ください。
今年度の卒業式ですが、中学校が３月８日、金曜日、小学校が３月１９日の火
曜日に行われます。
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教育委員会関係の参加者につきましては、これまでの経過を踏まえて割り振り
をさせていただきました。
なお開式時間と卒業生の人数等は、資料に記載されているとおりでございます。
また、委員さんたちのお手元に封筒を置かせていただきました。その中に、案
内、学校要覧等入っておりますので、よろしくお願いいたします。
○社会教育課長【相原博】
それでは社会教育課から、
（２）第２８回伊勢原美
術協会展の開催につきまして説明させていただきます。資料９と本日はがきサイ
ズのご案内をお配りいたしました。
本年度で２８回目を迎えまして、３月４日の月曜日から１０日の日曜日まで、
中央公民館の展示ホールで開催いたします。
ご承知のように、この作品展は県内外の大きな展示会等で活躍されております
美術協会会員など、今回は計２６人、２８点が展示される予定でございます。
３月４日の初日の午後６時から、開場の展示ホールでオープニングパーティが
とり行われますが、この中では、制作者みずからがそれぞれの作品に込めた思い
など、鑑賞に当たって参考となるコメント等を披露していただきたいと考えてお
ります。以上でございます。
○文化財課長【鍛代喜久男】
続きまして、文化財課から説明させていただき
ます。伊勢原の遺跡調査報告会の開催です。資料は１０になります。
日時は３月１６日の土曜日、午後０時５０分から４時３０分まで、場所は伊勢
原市立図書館の２階にありますＡＶホールで行います。
内容につきましては、かながわ考古学財団等が昨年市内で実施しました発掘調
査の概要報告を市民一般に行う報告会です。お時間がありましたらご参加いただ
きたいと思います。
次に、いせはら歴史ふれあいウォークの開催です。資料は１１になります。
日時は３月２３日の土曜日、午前９時から午後４時。場所につきましては、比
々多地区の史跡と文化財を見学します。
申し込みにつきましては、３月１日の金曜日から、市の広報やホームページに
掲載いたします。以上でございます。
○スポーツ課長【内藤康雄】
続きまして、
（５）の伊勢原市スポーツ競技全国
大会等出場激励金交付額の変更についてということで、別刷りの資料で本日お手
元に配付をさせていただきました。
１２月に行われましたスポーツ推進審議会におきまして、この案件についてご
審議いただいております。また、交付金の額の改定ということで、２５年度予算
の計上を進めさせていただいてございます。
現行額、例えば個人の国内の全国大会出場者、２４年度中におきましては８,０
００円であったものを、２５年度からは５,０００円ということで、減額措置を講
じるということでございます。
この減額については、２３・２４とかけて徐々に県央レベル、神奈川県の県央
地区の各市の状況に類似するレベルの金額に歩調を合わせるといったところで、
減額措置を連続して実施してきたところでございます。
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今回の改定をもちまして、今後当分間はこの額でいこうと考えております。
続きまして、（６）第２８回大山登山マラソン大会の概要でございます。
３月１０日の日曜日に、大山登山マラソン大会を開催いたします。ゲストラン
ナー等は記載のとおりでございます。
教育委員の皆さまには、後ほどご案内の書状をお渡ししたいと思いますので、
ぜひ、当日はご出席いただければと思います。
なお、当日の交通規制等に関する資料としまして、
「開催のご案内と交通規制の
お知らせ」という色刷りのパンフレットがございます。このパンフレットにつき
ましては、市内の全ての自治会を通じまして回覧ということで、各家庭にご覧に
なっていただきまして、登山マラソンを知っていただく、また当日の交通規制等
についてのご理解とご協力をいただくということで準備を進めております。
続きまして、（７）第６６回かながわ駅伝競走大会の結果報告でございます。
去る２月１０日に実施されましたかながわ駅伝競走大会、本市のチームにつき
ましては、昨年１１位だったのですが、今回は１２位ということで順位を一つ落
とす結果になりました。タイム的には３分５０秒ほど昨年より遅れるわけでござ
いますが、４分前後のところで１桁に入れるか入れないかといった際どい競争が
毎年行われております。
皆様には、白根中継所等で選手の応援をしていただきまして、大変ありがとう
ございました。以上です。
○教育総務課長【風間誠司】
（８）平成２５年度の関東甲信越静市町村教育
委員会連合会総会の日程でございます。資料１４をご覧ください。来年度は５月
３１日の金曜日に茨城県つくば市のつくば国際会議場で行うこととなりましたの
でご案内いたします。また１日がかりになろうかと思いますが、よろしくお願い
いたします。
次に（９）、表彰式関係でございます。３月１日に教育委員会関連の表彰として
教育委員会表彰とスポーツ賞表彰を行います。教育委員会表彰は午後３時から市
役所２階の２Ｃ会議室、スポーツ賞表彰は午後３時５０分から青少年センター３
階の集会室で行います。当日は午後２時４０分までに教育長室にご参集いただけ
ればと思います。よろしくお願いいたします。
最後に（１０）、次回３月定例会の日程です。次回は３月２８日木曜日、午前９
時３０分から第３委員会室となりますので、よろしくお願いします。
○委員長【宇都宮泰昌】
ほかにございますか。
ないようでしたら、その他事項でご意見、ご質問がありましたらお願いいたし
ます。
ないようでしたら、その事項を終了させていただきます。
それでは、この後、追加議案を審議することになりますが、冒頭で申し上げま
したとおり、追加議案の日程第９、議案第１０号と、日程第１０、議案第１１号
については人事案件のため非公開といたします。
よって、関係所属署以外の職員の方はご退席をお願いいたします。
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－－－－－－－－－－－－－－
日程第９

議案第１０号

○

－－－－－－－－－－－－－－－

平成２４年度末校長及び教頭の退職に係る内申に
ついて

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第９、議案第１０号「平成２４年度末教頭の退
職に係る内申について」、提案説明をお願いします。
○教育長【鈴木教之】
(提案説明する。)
○委員長【宇都宮泰昌】
日程第９、議案第１０号「平成２４年度末教頭の退
職に係る内申について」、説明のとおり賛成の方、挙手をお願いいたします。
○委員全員
挙手。
○委員長【宇都宮泰昌】
全員挙手でございます。よって本案は、原案のとお
り承認いたしました。
－－－－－－－－－－－－－－
日程第１０

○

議案第１１号

－－－－－－－－－－－－－－－
校長及び教頭の異動に係る内申について

○委員長【宇都宮泰昌】
日程第１０、議案第１１号「校長及び教頭の異動に
係る内申について」、提案説明をお願いします。
○教育長【鈴木教之】
(提案説明する。)
○委員長【宇都宮泰昌】
日程第１０、議案第１１号「校長及び教頭の異動に
係る内申について」、説明のとおり賛成の方、挙手をお願いいたします。
○委員全員
挙手。
○委員長【宇都宮泰昌】
全員挙手でございます。よって本案は、原案のとお
り承認いたしました。
－－－－－－－－－－－－－－
○委員長【宇都宮泰昌】

○

－－－－－－－－－－－－－－－

ほかに何かございませんか。
(「なし」の声あり)
以上で本日予定いたしました日程につきましてはす

○委員長【宇都宮泰昌】
べて終了いたしました。
それでは、本日の教育委員会議はこれをもちまし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１１時１０分
閉会
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いて
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資料１０：伊勢原の遺跡調査報告会
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資料１２：第２８回大山登山マラソン大会について
資料１３：第６７回市町村対抗「かながわ駅伝」競争大会ＲＥＳＵＬＴＳ
資料１４：平成２５年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会
（茨城大会）の開催予告について
《その他配付資料》
○教育委員会関連主要行事一覧（平成２５年３月から４月）
○子ども科学館ニュース（２０１３年３月から４月号）
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