
教育委員会定例会会議録 

１ 日  時 平成２７年１１月２４日(火) 午後２時３０分～午後３時５０分 

２ 場  所 伊東市役所高層棟 ４階中会議室 

３ 出 席 者 １番 井上 靖史君  ２番 上村 昌延君   

３番 佐藤 潤一君  ４番 山本 香織君 

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 

       教育指導課長 小田 靖久 幼児教育課長 岸 弘美  

生涯学習課長 冨士 一成  

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１１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：「伊東市教育委員会１１月定例会教育長報告事項資料」に基づ

き、次の事項について報告を行う。 

１０月２１日 東郷記念館３周年記念事業、成人式実行委員会 

２３日 就学援助認定会 

２４日 伊東ふるさと児童絵画展表彰式 

２７日 保育園５歳児交流会、 

青少協幹事会・補導センター合同会議 

２８日 宮川分園研究発表会 

３０日 熱海市教委打合せ、放課後児童クラブ要望 

１１月 １日 ゴミフェスティバル 

２日 あいさつ運動、校長会（北中） 



３日 伊東図書館開設１００周年記念事業（飯野和好特別講演） 

５日 石丁場遺跡保存活用要望 

６日 幼稚園長会 

７日 税に関する作品表彰式、伊東温泉花笠踊り 

９日 静東教育事務所長・次長来庁 

１０日 放課後児童クラブ訪問（どろんこ） 

１１日 幼稚園訪問（吉田幼）、文化財保護審議会 

１３日 放課後児童クラブ訪問 

（旭キッズ、ひまわり、やんもｋｉｄｓ） 

１４日 就学時健診（～１５日）、ワイズ杯ドッジボール大会 

１５日 わたしの主張発表会 

１６日 放課後児童クラブ訪問（わんぱく、風の子、東っ子） 

静教組東豆支部長来庁 

１７日 青少年問題協議会・キャンペーン 

１８日 芸術祭表彰式 

２０日 門野中研究発表会 

２１日 スポーツ少年団交流体育大会 

２２日 市史講演会、ワイズメンズクラブ創立４０周年記念例会 

キャンドルナイト２０１５ 

２４日 教頭会、教育委員会定例会 

保育園５歳児交流会では１台のバスの到着が遅れたが、待っている間に先

生たちがゲームを始め、上手に間を埋めていた。保育園の先生たちの子ども

を引き付ける力に感心した。１１月１５日のわたしの主張発表会では、実体

験の中で感じた内容の主張であり、素晴らしい発表であった。 



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。 

委員長：わたしの主張発表会の中で英語のスピーチがあったが、英語のスピ

ーチ大会自体は以前に実施したものなのか。 

冨士生涯学習課長：英語のスピーチの大会は以前にひぐらし会館で実施され

た。その大会の大賞と準大賞を受賞した生徒がわたしの主張発表会でスピー

チをした。 

 委員長：その他、何かございますか。 

  （意見・質問なし） 

それでは議題に移ります。教議第１０号「平成２６年度伊東市教育委員会

自己点検・評価報告書について」説明をお願いします。 

 （鈴木次長兼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、質問はございますか。 

 （意見・質問なし） 

  それではこの件についてお諮りします。教議第１０号「平成２６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１０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１１号「伊東市教育委員会電子公印規則の一部改正につ

いて」説明をお願いします。 

 （鈴木次長兼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、質問はございますか。 



 （意見・質問等なし） 

それではこの件についてお諮りします。教議第１１号「伊東市教育委員会

電子公印規則の一部改正について」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１１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１２号「普通財産の管理について」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、質問はございますか。 

委員：事務局としての考えを伺いたい。 

鶴田教育部長：図書館建設の候補地ではあるが、建設地としての計画が具体

的に見えた段階で教育財産としても遅くはないと考えられる。現状では管理

移管を受け、使用する方向で良いものと考えている。 

委員長：今後の用途を考慮すると管理移管の方が臨機応変に対応できると思

う。 

 その他、意見、質問はございますか。 

 （意見・質問なし） 

それではこの件についてお諮りします。教議第１２号「普通財産の管理に

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１２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１３号「教育財産の用途廃止について」説明をお願いし



ます。 

  （冨士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、質問はございますか。 

委員：当該地はひぐらし会館の第２駐車場として利用されているが、用途廃

止をすることにより駐車場がなくなってしまう。将来的にはどのように考え

ているのか。 

冨士生涯学習課長：新保健福祉施設が完成すると１００台程度の駐車場が整

備される。その駐車場をひぐらし会館利用者も利用することができるため、

支障はないと考えている。 

委員長：その他、質問等ございますか。 

 （意見・質問なし） 

それではこの件についてお諮りします。教議第１３号「教育財産の用途廃

止について」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１３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１２号「平成２７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」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、質問はございますか。 

委員長：インフルエンザの流行状況はいかがか。 

小田教育指導課長：先週、南中学校で２クラスの学級閉鎖があったが、その

後は拡大していない。 



委員長：その他、質問等ございますか。 

 （意見・質問なし） 

 質問等ないようですので、続きまして教報第１３号「平成２７年度冬季休

業中における学校施設等の管理及び教職員の服務について」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、質問はございますか。 

委員長：内規等でＳＮＳに関する特記事項はあるのか。 

小田教育指導課長：ない。 

委員長：スマートフォンはセキュリティーの脆弱性が顕著であるため、注意

していただきたい。 

 その他、質問等ございますか。 

 （意見・質問なし） 

質問等ないようですので、その他の事項に移ります。その他の事項「伊東

市子ども・子育て支援法施行細則について」説明をお願いします。 

（岸幼児教育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、質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

委員長：質問等ないようですので、続きましてその他の事項「平成２７年度

学力・学習状況調査結果のまとめについて」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、質問はございますか。 

委員長：小学校６年生・中学校３年生が受けているが、小学校５年生や中学

校２年生は翌年度の調査に向けてモチベーションが向上するようなものであ



るのか。 

小田教育指導課長：調査の結果によって進路に影響が出るわけではないので、

モチベーションの有無ははっきりしない。 

委員：学校やクラスによって結果は違うと思うが、同程度の水準を維持する

ための方策はあるのか。 

小田教育指導課長：非常に難しい問題である。点数をどれだけ取れたかとい

う問題ではなく、このテストを終えて子どもたちに何が身に付いていて何が

身に付いていないかといった点も重要であり、教師が子どもたちにどの様な

力を付けなければならないのかという判断が大切になってくるため、教師の

力量を高めることも必要である。今回の結果を分析し、身に付けさせたい課

題が明らかになっているので、市内の全ての学校では必ず取り入れるようお

願いしている。 

委員長：その他、何かございますか。 

（意見・質問なし） 

質問等ないようですので、続きましてその他の事項「各課報告について」説

明をお願いします。 

 鈴木次長兼教育総務課長：教育総務課の報告をする。 

  市ＰＴＡ連絡協議会より児童生徒が災害時に帰宅困難となったケースを想

定して、市内小中学校に３日分程度の食糧備蓄をお願いしたいとの要望があ

った。防災主管課と検討を行い、避難所としての位置付けもあることから、

今年度についてはアルファ米を配備することとした。次に小中学校施設管理

のあり方検討会について、１２月中旬に開催する予定である。結果について

は１２月の定例会で報告をする。 

 委員：アルファ米は賞味期限が５年程度であるが、期限が切れたものについ



てはどうするのか。 

 鈴木次長兼教育総務課長：期限が切れる前に防災訓練等で使用する予定であ

る。 

 委員長：その他、何かございますか。 

小田教育指導課長：教育指導課の報告をする。 

１０月の問題行動については小学校１９件、中学校２０件の報告を受けて

いる。生徒間暴力が多く、早目に発見して対応していくよう尽力している。

小中学校ともに昨年度よりは件数が下回っており、全体としては落ち着いた

状況となっている。次に不登校についてである。小学校が６件であり、前月

比±０である。しかし、準不登校者が多く、心配している状況である。中学

校については前月比＋９人となっているが、前年度と比べると減少しており、

準不登校の人数も減少している。様々な手段で改善を図っていきたい。いじ

めについては新規に小学校１件、中学校２件の報告が来ている。子どもの状

況をいち早く察知し、対応するよう心掛けていきたい。 

 委員長：その他、何かございますか。 

 岸幼児教育課長：幼児教育課の報告をする。 

学童クラブから要望書が提出されたので、現場の確認をしてきた。今後、

教育委員による視察の希望があればご相談いただきたい。次に、平成２８年

度の幼稚園・保育園の園児の申込状況について報告をする。幼稚園全１２園

で６０８人の申込があった。クラス数は３２クラスであるが、保育園と併願

している方もいるので、年度末に向けて数の変動がある。保育園については

公立・私立含む全１０園で９３３人の申込があった。昨年度比－９人である。

低年齢児では、園によっては定員の倍近い申込がある。０才児の申込は７４

人であり、昨年度比－１９人である。１才児は１５４人で昨年度比＋３人。



２才児は１７５人で昨年度比＋２８人。３才児は１６４人で昨年度比－１８

人。４才児は１７３人で昨年度比－２８人。５才児は１９７人で昨年度比＋

２９人であった。第１希望で漏れた際には第２希望で審査し直すこととなる

が、定員の問題もあり、若干人の待機児童が出てしまう状況である。 

 委員：野間自由幼稚園と聖母園の定員は何人か。 

岸幼児教育課長：野間自由幼稚園は施設的には１８０人であり、現在は８０

人が通園している。聖母幼稚園の定員は１００人であり、２８人が通園して

いる。野間自由幼稚園は保育料の多子軽減制度の存在や、２才児保育も可能

なので需要が増えている。 

委員：現在の学童クラブの会費の管理はどのようになっているのか。 

岸幼児教育課長：会計士のような専門的な機関に依頼しているクラブもある

が、自分達で管理しているクラブもある。来年度より監査業務を行うことと

なるため、運営状況の把握もできるようになるものと考えている。 

委員長：その他、何かございますか。 

 冨士生涯学習課長：生涯学習課の報告をする。 

 １１月２日のあいさつ運動では、雨天であったが様々な方の参加をいただ

き無事に実施することができた。１１月１５日のわたしの主張発表会では北

中学校３年生がオーディエンス賞であった。次に静岡県市町対抗駅伝につい

てであるが、現在は代表者の選考が最終調整段階である。１２月４日の午後

１２時３０分から市役所ロビーで出発式を行う。１２月５日の本番の応援に

ついては応援バスが出発する。今年の小学生女子及び高校生男子には県下で

もトップクラスのランナーがいるため、昨年度より良い成績が期待される。

１月１９日には第５０回オレンジビーチマラソンを開催する。今年度は安全

性を考慮し、バイパスの４車線全てを利用する。第５０回の記念大会である



ため、ゲストランナーとして猫ひろしが来場する予定である。 

 

委員長：今後の日程について確認します  

  １２月の定例会については１２月１７日（木）午後２時３０分から 

  １月の定例会については１月２９日（金）午後２時３０分から  

 

委員長：ご苦労さまでした。以上で伊東市教育委員会１１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  井 上 靖 史 

 

委 員  上 村 昌 延 

  

 書 記  日 吉 直 樹 


