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教育委員会定例会会議録 

１ 日   時  平成２４年１２月１９日(水)午後２時３０分～午後４時３０分 

２ 場   所  伊東市役所 ４階 中会議室 

３ 出 席 者  １番 杉田 純子君  ２番 佐藤 潤一君 

３番 田中 智海君  ４番 上村 昌延君 

５番 内山 義夫君 

４ 参   与  教育部長 鶴田 政利  次長兼教育総務課長 鈴木 健支 

幼児教育課長 泉 將好  生涯学習課長 堀井 裕三 

教育指導課指導主事 土屋 和広 

５ 書   記  教育総務課長補佐 村上 千明  主事 杉山 香織 

６ 会議の経過 

委員長：ただ今から、伊東市教育委員会１２月定例会を開会します。それでは、は

じめに、教育長の報告をお願いします。 

内山教育長：「１２月教育委員会教育長報告事項資料」に基づき次の事項について

報告がされた。 

１１月２６日 校長会幹事会、放課後児童クラブ訪問 

２７日 放課後児童クラブ訪問 

２８日 東部教育長会、伊東警察署交通規制審議会、市町駅伝団結式 

２９日 スマイル発表会、あいさつ標語表彰式 

３０日 臨時校長会、市町駅伝出発式 

１２月 １日 第１３回市町対抗駅伝 

２日 ＭＯＡ美術館児童作品展表彰式 

３日 第４回成人式実行委員会 

４日 市町駅伝市長報告 

５日 子供お能教室開講式 

６日 市議会１２月定例会開会（～２０日まで） 

９日 ミュージカル伊東元気サミット伊東編 

１３日 社会教育委員会 
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１６日 伊東温泉紅白合戦 

１７日 善行賞審査会 

１８日 バドミントン全国大会出場者市長訪問 

その他 

寄 附 

 (1) １２月３日 伊東遊技場組合より伊東市青少年育成市民会議へ 

現金３００，０００円 

 (2) １２月９日 琴美会 吉田栄芳様より南中へ 琴３面 

 (3) １２月１８日 池生涯学習センター運営協議会より 

あいさつ運動用ポール、ステッカー等 

委員長：ありがとうございました。ただ今の教育長報告について何か質問等はござ

いますか。 

委員：放課後児童クラブへは、委員としても訪問し、現状や、寄付の使途を確認し

たい。クラブ同士の情報交換は行っているか。 

泉幼児教育課長：月１回程度、幼児教育課の担当者を交えて行っている。 

委員長：その他何かございますか。 

（意見なし） 

委員長：委員からの報告がありましたらお願いします。 

（報告なし） 

委員長：それでは本日の議事に入ります。 

委員長：議決事項です。 

教議第６号「平成２３年度伊東市教育委員会自己点検・評価報告書について」

を議題といたします。説明をお願いします。 

（鶴田教育部長から資料に沿って説明） 

委員長：ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御質問、意見等ござい

ますか。 

委員長：学識経験者の個々の意見は載せないか。 

鶴田部長：三者の意見を集約したものを、了解を得た上で載せるようにしている。 
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委員長：他になにかございますか。 

（意見なし） 

委員長：この件について確認します。教議第６号「平成２３年度伊東市教育委員会自己

点検・評価報告書について」は、原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

委員長：委員の皆様から承認が得られましたので、教議第６号については原案どお

り決定しました。 

委員長：以上で議決事項は終了です。次は報告事項です。 

教報第７号「平成２４年度冬季休業中における幼・小・中学校（園）幼児、児

童、生徒の生徒指導上の留意事項について」を議題といたします。説明をお願い

します。 

（鶴田教育部長から資料に沿って説明） 

委員長：ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御質問、意見等ござい

ますか。 

（意見なし） 

委員長：次に移ります。 

教報第８号「平成２４年度冬季休業中における学校（園）施設等の管理及び教

職員の服務について」を議題といたします。説明をお願いします。 

（鶴田教育部長から資料に沿って説明） 

委員長：ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御質問、意見等ござい

ますか。 

鶴田部長：昨日から今朝にかけ、旭小学校で猥褻ないたずら書きがあり、不審者が侵入

した可能性がある。また、教員が担任の教室に置いておいた電子辞書が紛失した。

警察が入ったが、被害届は出していない。改めて学校に戸締り等に気を付けるよ

う危機管理対策について通知を出し、警察にはパトロール強化の申し入れをした。 

委員：児童が行った可能性も否定できない以上、学校として、児童に対しての説明や指

導等の対応が必要である。 

鶴田部長：基本的に、学校で物が壊された場合には、警察が入り、報道にも流すことに

なるため、児童生徒へ説明をするようにしている。今回の対応については、まだ
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学校から報告はないが、午前中に警察が来たことは児童も承知しているため、当

然学校で何らかの説明をすると思われる。 

内山教育長：このような場合、中学校では臨時の全校集会等を開いて生徒へ説明をする。 

委員長：児童から保護者にも伝わる話であるため、対応は早急にしてほしい。市教委か

らも呼びかけをしてほしい。 

委員：教員の私物が教室内に置いてあることは問題ではないか。 

鶴田部長：好ましくないことではあるが、授業に使用するものであれば、クラス担任と

いうこともあり、常に持ち歩くことは難しいとも考える。 

土屋指導主事：原則としては持ち歩くことにしている。 

委員長：他になにかございますか。 

（意見なし） 

委員長：次に移ります。 

教報第９号「小・中学校情報セキュリティポリシーについて」を議題といたし

ます。説明をお願いします。 

（土屋教育指導課指導主事から資料に沿って説明） 

委員長：ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御質問、意見等ござい

ますか。 

鈴木次長兼教育総務課長：パソコンについては、教職員１人１台ということで導入を進

めてきた。中学校では、１１月６日にモデル校として、門野中学校に導入し、Ｎ

ＡＳ等の使用方法を決めた。スタートは全校で同じ方法を採ったが、その後のや

り方については各学校で検討してもらう。順に導入を進め、１１月２０日の北中

学校をもって全中学校に導入が完了した。小学校への導入も年度内に完了したい。 

委員長：セキュリティポリシーに沿って、問題が起きないことを望む。 

委員：パソコンを活用していくための研修は行っているか。 

鶴田部長：市としての研修は行っていない。 

内山教育長：導入の理由は、事務の簡素化が主である。授業や研修に活かすことが目的

ではない。成績処理など効率的な事務により、事務時間が短縮されることで、授

業や指導に対応する時間が増え、結果的に子どもたちのためになる。 

委員長：他になにかございますか。 
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（意見なし） 

委員長：次に移ります。 

教報第１０号「平成２５年成人式について」を議題といたします。説明をお願

いします。 

（堀井生涯学習課長から資料に沿って説明） 

委員長：ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御質問、意見等ござい

ますか。 

委員長：実行委員会の様子を見たが、良い指導ができていたと思う。少年少女合唱団が

５中学校の校歌を歌う予定のため、県外出身の新成人及び東部特別支援学校卒業

の出席者がいるか確認したところ、県外出身者についてはほとんどが地元で出席

し、東部特別支援学校の卒業生についても、出席の連絡が現時点ではないという

ことであった。今後、申込者数の内訳を作成する際に、５中学校の出身者以外に

ついても入れてもらえると、計画を立てる際に助かると思う。 

委員長：他になにかございますか。 

（意見なし） 

委員長：以上で報告事項は終了です。次はその他です。 

「市議会１２月定例会（一般質問・補正予算）について」を議題とします。説

明をお願いします。 

（鶴田教育部長から資料に沿って説明） 

委員長：ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御質問、意見等ござい

ますか。 

委員長：保育コンシェルジュは、県下で伊東、沼津、焼津の３市で実施されている。保

育園に入れない方に園を紹介するなどアドバイスをしている。しかし、金銭面や

距離的な問題で難しい方もいるようである。 

泉幼児教育課長：もともと横浜で実施し、成果があったものである。保育園に待機児が

出ている市で集中的に実施してほしいと県から打診があり、すべて国の補助金で

実施している。 

委員長：他になにかございますか。 

（意見なし） 
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委員長：次に移ります。 

「各課からの業務報告について」を議題とします。説明をお願いします。 

鈴木次長兼教育総務課長：平成２５年教育機関職員採用試験の結果について、身上調

査及び身体検査ともに問題なく、幼稚園教諭として、４人の内定を決定した。 

１２月８日、富戸小学校で屋内運動場耐震補強工事のために設置していた仮

囲いが、強風により倒れた件については、その後、安全に配慮し対応している。 

学校給食運営計画については、学校長、栄養士、調理員等及び職員組合への

説明を終えたところである。１月中旬に福祉文教委員会協議会へ説明をすると

ともに、Ｐ連会長へ説明し、東小学校及び川奈小学校のＰＴＡ役員会でも説明

していきたいと考えている。 

委員：自己点検評価でも学識経験者が給食を取り上げていた。基になる詳細な数字を

出していて、進歩が感じられる。 

委員：門野中学校しか中学校給食を実施していないため、評価の中では進歩したとは

言い難い。計画に伴い、給食に係る人件費等の経費は減るか。 

鈴木次長兼教育総務課長：職員体制を変えていくことにより臨時職員数が減っていく。

２７年度以降は正規職員についても、定年退職等で徐々に減っていく。 

鶴田部長：計画の拡大を考えており、２７年度以降の第２ステージにおいては、宇佐

美小学校及び宇佐美中学校の親子方式の想定や、給食センターの建設なども視

野に入れ、中学校でも給食を実施する方向で動いている。費用を減らすための

委託だけではなく、職員数減の対策でもある。 

委員：実態に即した形で進めているということで了解した。 

泉幼児教育課長：１１月２６日、２７日に、市内７つの放課後児童クラブへ教育長と

訪問した。現場の声として多かったのがスペースの問題であり、ほとんどのク

ラブが１部屋で行っているため、体調の悪い子の安静や隔離をするための対応

スペースが必要だという意見があった。また、耐震に対する不安もあり、民間

の建物を借りているクラブでは、学校のそばに新たな施設を建設したいという

希望があった。施設や備品面では徐々に改善が進んでおり、全体的には以前と

比べ、環境が整ってきたということであった。 

ノロウィルスについて民間及び公立保育園９園の状況を報告する。１２日の
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１３人から増加傾向にあり、１５日の３１人でピークを迎えたが、その後徐々

に減ってきている。荻栄光保育園は０歳児を中心に１０人以上の報告があった

ため、熱海保健所に報告するとともに、報道にも連絡した。これを受け、熱海

保健所が保育園へ来園し、感染予防等の指導をしたところである。流行に伴い、

幼稚園２園と公立全保育園で、恒例となっていたもちつき大会を中止した。ま

た、玖須美保育園の看護師が全園を回り、おう吐した際の処理方法や手洗いの

徹底などの指導を行い、感染予防に努めている。 

鶴田部長：大池小学校の学童保育は、荻の診療所の跡地を使っていたが、９月から大

池小学校の余裕教室を使うことになった。これにより、民間の建物を借用して

いるクラブは、八幡野の菜の花クラブのみとなった。もちつきについては、直

接手でさわることや、もち自体の温度等によりウィルスを蔓延しやすいため、

中止を決定した。来年以降も同時期に感染症が流行するようであれば、もちつ

き大会の開催時期や、実施そのものについて検討していく。 

堀井生涯学習課長：１月２０日開催のオレンジビーチマラソンの申込者数は１２月１

４日現在２，７２８人と、前年並となった。熱海のマラソン大会の中止による

影響はないようである。健康増進とスポーツ振興、市内経済の活性化へつなげ

ていきたい。なお、市長を顧問から名誉会長とした。 

２月３日開催の第４１回伊東駅伝競走大会は、昨年は震災により開催できな

かったため、今回の大会を記念大会とし、静岡県高校駅伝出場の男女各６チー

ムを招待する。招待については、参加料を無料とし、県下１位から３位のチー

ムはバス代を補助するなどの取り扱いで、周知を図っているところである。協

賛団体を増やすとともに、参加賞等も検討している。 

静岡県市町対抗駅伝競走大会は、全２７市町中２０位となり、今までの最高

タイムを記録した。１２月２７日には解散式を行う。 

１月２７日に善行賞の表彰式を１０時からひぐらし会館で行う。２２人の個

人と４団体を表彰する。 

委員長：よろしいでしょうか。その他で何かございますか。 

委員：伊東市の小中学校の長期休みの期間は統一しないのか。 

内山教育長：教育課程のため校長が決定しているが、できるだけ合わせている。休み前
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の教育相談など各学校の事情で多少のずれが生じる。原則的に中学校では統一し

ようとしている。 

委員：小学校でもクラブ等の横のつながりがあるため、善処してほしい。 

委員長：社会福祉課が学習チャレンジを開催し、シグマという業者が生活保護世帯の中

学生の子どもたちに学習指導を行っていた。金銭的な事情で塾に行けない子ども

たちにとって、非常に良い取り組みだったと思う。また、１月１７日の校長会に

合わせ、３時から校長会と教育委員との語る会を開催する。 

委員：小学校と中学校の校長を分けて開催してもらうと話がしやすい。今後検討してほ

しい。 

委員長：その他、何かございますか。 

（意見なし） 

意見も無いようですので、本日の審議事項は、以上を持ちまして終了します。 

 

委員長：今後の日程について確認します。 

１月定例会につきましては、１月２５日（金）午後２時３０分から、４階中

会議室 

２月定例会につきましては、２月１８日（月）午後２時３０分から、４階中

会議室 

 

委員長：ご苦労さまでした。以上で伊東市教育委員会１２月定例会を終了します。 

 

以上のとおり会議の次第を記録し、ここに署名する。 

 

委員長  杉田 純子 

 

委 員  田中 智海 

 

書 記  杉山 香織 


