
教育委員会定例会会議録 

１ 日  時 平成２５年４月２３日（火）午後２時３０分～午後４時５０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 上村 昌延君  ４番 田中 智海君 

       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 萩原 博 

      教育指導課長 小田 靖久  幼児教育課長 泉 將好 

      生涯学習課長 堀井 裕三 

５ 事務局 教育総務課課長補佐 山下匡弘  主事 日吉直樹 

６ 会議の経過 

 委員長：ただ今から、伊東市教育委員会４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：「４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。 

３月２６日 伊東市史講演会 

２９日 退職発令 

４月 １日 人事異動発令 

４日 保育園長会 

５日 交通安全一斉街頭広報 

８日 伊東高校定時制入学式 

９日 市町教育委員会教育委員長・教育長会 

１０日 園長・校長会 

１１日 石丁場視察 



１２日 東部教育長会 

１３日 ＤＨＣ杯ジュニアバレーボール大会 

１４日 オール伊豆社会人ソフトボール大会 

１５日 生徒指導協議会 

１６日 諏訪市海の家閉所式 

１７日・１８日 戦略事業会議 

１９日 静岡県都市教育長協議会 

２１日 伊東市少年少女合唱団発表会 

２２日 教職員一人一改革表彰 

２３日 教頭会、定例教育委員会 

県の教育長から「命を守る教育の充実」・「人権意識の高揚」・「教育行政の

あり方検討会」についての話があった。今年度は大池小学校が静岡県下唯一

の人権教育の指定学校とされているので伊東市全体で応援・対応していただ

きたい。 

    また、教職員の一人一改革の募集を行い、川奈小学校の山田教諭が受賞

した。 

 委員長：山田教諭以外の良い案はあったか。 

 小田教育指導課長：今回が初めての試みとして意見を募集し、職場の改善の

提案等を期待していたが、提出者の自己評価が多く、意図していたものと

提案は異なるものが多かった。今年度は２回目となるので、提案が形とな

り、学校に残っていくことを期待する。 

 内山教育長：教育行政あり方検討会の内容の抜粋資料を配布しているので、

目を通していただき、要望等があれば教えてほしい。 

 委員長：ありがとうございました。ただいまの教育長報告について何か意見・



質問はございますか。 

（意見、質問なし） 

 委員長：それでは本日の議事に入ります。 

    教議第１号「平成２５年度伊東市教育行政の基本方針について」を議

題とします。説明をお願いします。 

（内山教育長から資料に沿って説明） 

 委員長：このことについて何か質問等はありますか。 

 委員：先日の校長会にて２５年度の基本方針の資料をいただいたが、内容は

同じだが今回の資料はわかりにくいものとなっている。資料はわかり易

く作成してほしい。 

 鶴田教育部長：提案ですが、来年度は校長会での説明が年度当初にある関係

で、そこで基本方針を出すとなると、３月の定例会にて基本方針を諮っ

た方が事業の進め方としては良いと思う。ただ、法律等で定めがある可

能性もあるので素案を３月の定例会で（案）として挙げ、正式な議決は

４月の定例会で行う方法が良いかと考えるので、調べてまた報告する。 

 委員：簡潔にまとめられた資料の方がわかり易いのではないか。 

 委員：変更点を示すよりも今年の方針を案として提示してもらった方がわか

り易い。 

 委員長：来年度に向けて法的な問題を調べ、３月定例会に素案提示、４月に

は完成物を提示するという流れを検討してほしい。 

 他に何かありますか。 

（意見なし） 

それではこの件についてお諮りします。教議第１号「伊東市教育行政 

の基本方針について」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１号については原案

どおり承認されました。 

続きまして教議第２号「旅館業承継承認申請に係る意見について」 

（萩原教育総務課長から資料に沿って説明） 

 委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。 

    （意見、質問なし） 

 委員長：それではこの件についてお諮りします。教議第２号「旅館業承継承

認申請に係る意見について」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２号については原案

どおり承認されました。 

    続きまして教議第３号「伊東市学校給食調理業務民間委託業者選考委

員会設置要綱について」を議題といたします。 

    （萩原教育総務課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。 

 委員：選考委員選定のＰＴＡについては当該学校とはうたっていないが。 

 萩原総務課長：ここにはうたってはいないが、当該学校関係者である市Ｐ連

会長、東小・川奈小の母親代表、校長会代表、栄養士部会担当校長であ

る大池小校長、栄養士部会会長である大池小栄養士等にお願いしたいと

考えている。 

 委員：当該はうたったほうが良いのではないか。また、第５条の任期があや

ふやだが、いかがか。 

 萩原総務課長：任期については業者選定までの間なので、業者が決まった段



階で満了である。「当該」とうたってない理由については状況に柔軟に対

応するためであるのでご理解いただきたい。 

 委員：業者の契約期間は何年か？ 

 萩原総務課長：基本的には３年を考えている。 

 委員：３年後には再び選定を行うのか？ 

 萩原総務課長：契約期間の終了前に改めて選考委員会を設置することとなる。 

 委員長：他に意見、質問はありますか。 

    （意見、質問なし） 

 委員長：それではこの件についてお諮りします。教議第３号「伊東市学校給

食調理業務民間委託業者選考委員会設置要綱について」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３号については原案

どおり承認されました。 

    続きまして教選第１号「伊東市公民館運営審議会委員兼社会教育委員

の委嘱について」を議題といたします。 

    （堀井生涯学習課長から資料に沿って説明） 

 委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。 

    （意見、質問なし） 

 委員長：それではこの件についてお諮りします。教選第１号「伊東市公民館

運営審議会委員兼社会教育委員の委嘱について」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、教選第１号については原案



どおり承認されました。 

    続きまして報告事項に移ります。教報第１号「教育指導課指導の重点

について」報告いたします。 

（小田教育指導課長から資料に沿って報告） 

 委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。 

 委員長：具体性を向上させることで目標をしっかりもつことができる。外か

らも見やすく、風通しの良い学校にしていただきたい。 

委員長：その他意見、質問はありますか。 

   （意見、質問なし） 

    質問等ないようですので引き続き教報第２号「伊東市教育委員会の主

要事業について」報告いたします。 

    （鶴田教育部長から資料に沿って報告） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。  

（意見、質問なし） 

質問等ないようですので議事を進行します。続きましてその他の事項

「平成２５年度伊東市教育委員会の組織機構等について」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：ただいまの説明につきまして意見・質問はありますか。  

（意見、質問なし） 

質問等ないようですので引き続きまして「平成２５年度生涯学習課の 

年間事業計画について」を議題とします。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：ただいまの説明につきまして意見・質問はありますか。  



委員：青少年級別認定事業とはどのようなものか？ 

堀井生涯学習課長：小学生の船や小学生ふるさと教室におけるアシスタント 

として参加いただいた中学生等にむけて、県よりリーダーとして認定され

るものである。 

委員：その認定を受けると、何らかのメリットがあるのか？ 

堀井生涯学習課長：今のところは名誉のみだが、県に対策を取っていただけ 

るように要望している。 

委員長：その他意見、質問はありますか。 

    （意見、質問なし） 

質問等ないようですので引き続き「平成２５年度保育園・幼稚園、小・

中学校一覧表について」を議題とします。説明をお願いします。 

（萩原教育総務課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。  

（意見、質問なし） 

質問等ないようですので引き続き「教職員一人一改革について」を議 

題とします。説明をお願いします。 

    （小田教育指導課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。  

（意見、質問なし） 

 質問等ないようですので引き続き「伊東市スポーツ施設整備基金条例 

について」を議題とします。説明をお願いします。 

    （堀井生涯学習課長より説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。  

委員：体育施設を作るのはいいが、指導者はどのようにするのか？  



 鶴田教育部長：体育協会に属している人材から検討する。ただ、実際に建設

するとなると長期に渡ることになると考えている。また、基金を作るこ

とでスポーツ関連団体の振興を図る目的も考慮している。 

 委員：施設が整えば、より高度な指導ができるので、出来るだけ早く実施し

てほしい。また、先の事をふまえた計画をまとめてほしい。 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。  

（意見、質問なし） 

 質問等ないようですので引き続き「伊東市文化財保護条例の改正につ 

いて」を議題とします。説明をお願いします。 

    （鶴田教育部長より説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見・質問はありますか。  

（意見、質問なし） 

 質問等ないようですので引き続き「学校の現況について」を議題とし 

ます。説明をお願いします。 

    （小田教育指導課長より説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はありますか。 

 委員：教員が教員を評価・監視するということは難しい面もあると思うので、

外部監視機関を作ることも一考だと考えるが、いかがか？ 

 小田教育指導課長：多様な問題があり難しいところでもあるが、問題が発生

したら現場から早急に報告をあげるように促しているところである。 

委員長：今年度の方針を読んだが、よく出来ているため期待している。 

委員長：その他意見、質問はありますか。 

（意見、質問なし） 

 質問等ないようですので引き続き「各課からの重点施策について」を 



議題とします。説明をお願いします。 

萩原教育総務課長：教育総務課の重点施策について説明をする。 

重点事業としては今、説明した学校給食事業や小中学校の耐震化等を推 

進する。 

 小田教育指導課長：教育指導課の重点施策について説明をする。 

県補助を受けスクールソーシャルワーカーの推進を図る予定である。 

   不登校の適応指導教室「なぎさ」について広野の包括支援センター２階

へ移転する予定である。 

西小学校の杉の子教室に関してだが、教室を改修して支援員を配置して 

２カ所で実施可能な状況にする予定である。 

 泉幼児教育課長：幼児教育課の重点施策について説明をする。 

幼稚園及び保育園の放射能検査に関してだが、数値が安定していること 

を踏まえ平成２５年度は３か月毎に実施することとする。 

子ども・子育て支援新制度に関してだが、こうした支援制度の普及には 

国の動きが重要となってくるが、市の取り組みとしてニーズ調査を実施して

認定保育園等の整備を含めた子ども・子育て支援計画を平成２７年度までに

策定することとなる。その準備として今年度は、保護者代表等を委員として

子ども・子育て会議の設置を予定している。 

堀井生涯学習課長：生涯学習課の重点施策について説明をする。 

お手元に配った伊東の自然と災害が完成しました。このような資料はと 

ても珍しく注目を浴びる可能性があるものとなっている。 

肝臓先生の顕彰碑が寄附されたのでご報告をさせていただく。 

委員長：今後の日程について確認します。 

   ５月の定例会については５月２４日（金）午後２時３０分から 



   ６月の定例会については６月２１日（金）午後２時３０分から 

  

 委員長：ご苦労さまでした。以上で伊東市教委員会４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  佐 藤  潤 一 

  

 書 記  日 吉  直 樹 


