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平成２６年１月定例教育委員会会議録 

 日      時  平成２６年１月１７日（金）  午後１時３０分～５時００分 

 場      所  秦野市役所西庁舎３階会議室 

 出席委員 
 委員長 望月 國男  委員長職務代理者 髙槗 照江 

 委 員 飯田 文宏  委 員 内田 晴久  教育長 内田 賢司 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 水野 和成 

教 育 部 参 事 小山田幸弘 

教育総務課長 山口  均 

学校教育課長 大津  操 

教育指導課長兼 

教育研究所長 杉山 哲也 

 

生涯学習課長 横溝 昭次 

図 書 館 長 石井 勇次 

公民館担当課長 井手 則夫 

教育総務課課長補佐(庶務担当) 鈴木 利昭 

教育総務課庶務班主事補 川﨑 倫明 

 傍聴者  ２名 

 会議次第 

１月定例教育委員会会議 

 

日 時 平成２６年１月１７日（金）   

午後１時３０分         

場 所 秦野市役所西庁舎３階会議室   

 

次     第 

１ 開  会 

２ 会議録の承認 

３ 教育長報告及び提案 

（１）平成２６年「教育長年頭あいさつ」について 

（２）平成２６年２月の開催行事等について 

（３）臨時代理の報告について 

  ア 報告第１号 平成２６年度管理職候補者の推薦について 

（４）「宮永岳彦が映した 現代と人々の心」について 

４ 協議事項 

（１）平成２６年度秦野市一般会計予算案（教育費）編成について 
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（２）小・中学校教員の兼務について 

（３）小学校長による幼稚園長の併任について 

（４）幼稚園と小学校の人事交流について 

５ その他 

（１）平成２６年度教育委員会会議日程について 

６ 閉  会 

 

 会議資料  別紙のとおり 

 

望月委員長 それでは、１月定例教育委員会会議を開催いたします。 

お手元の会議次第に沿って始めさせていただきます。 

まず、教育長報告（３）臨時代理の報告について、協議事項（２）

小・中学校教員の兼務について、同じく（３）小学校長による幼

稚園長の併任について、それから、同じく（４）幼稚園と小学校

の人事交流については、人事案件となりますので、秘密会での報

告及び協議としてよろしいでしょうか。 

 ―異議なし― 

望月委員長 それでは、教育長報告（３）、協議事項（２）（３）及び（４）

については、秘密会での報告及び協議といたします。 

では、教育長の報告及び提案についてお願いします。 

教育長 それでは、資料№２をご覧いただきたいと思います。「２６年

２月の開催行事等」でございます。 

まず、２月３日１４時半から、教職員を対象とした人権教育研

修会を開催します。教職員の人権感覚の向上を図る研修会でござ

います。会場は保健福祉センターです。 

次に、２月４日、防災教育研修講座を保健福祉センターで開催

いたします。講師は防災教育コンサルタント・社会福祉士の宮崎

氏にお願いをしています。 

次に、２月５日、学校訪問として本町幼稚園を訪問します。こ

れについては、時間の都合がつけば、ご出席いただければと思い

ます。 

次に、２月５日、１２日、１９日、３月５日の４回にわたり、

児童文学講座を図書館で開催します。子どもと本の出会いを支援

し、読書の楽しさを伝えるための講座でございます。 

次に、２月５日から８月３日まで、資料を用意していますが、

宮永岳彦記念美術館企画展で入替え後の展示という形になりま

す。「宮永岳彦が映した 現代と人々の心」と題して行います。 
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次に、２月７日と２５日は、例月のブックスタート事業を行い

ます。 

次に、２月８日、９日、本町公民館発表会を開催いたします。

本町公民館は発表会という名称で開催しておりますが、他公民館

で行っている公民館まつりとご理解いただければと思います。 

次に、２月１３日、第６回の園長・校長会を開催いたします。 

次に、２月１５、１６日は鶴巻公民館まつりを開催いたします。 

次に、２月１９日が２月定例教育委員会会議を開催する予定で

ございます。 

次に、２月１９日から２１日まで、図書館の資料のリユースと

いうことで、団体向けにリユース本等の提供を行います。 

次に、２月２２日、冬の特別おはなし会「昔話とかるたとり」

を図書館で行います。 

次に、２月２５日は定例の記者会見を行います。 

この後は、担当から説明をさせます。 

教育指導課長 それでは、教育長報告（１）に戻りますが、資料№１「教育長

年頭あいさつ」について、ご説明します。 

２６年の新年に当たり、各幼稚園、こども園、小学校、中学校

の教員に毎年、「教育長のあいさつ」という文書を読んでいただ

いているところです。今年も教育長から挨拶の骨子をいただき、

教育指導課で文章の作成をさせていただきました。 

その中で、高い人権感覚と研ぎ澄まされた感性について、いじ

め問題、体罰、子どもたちを見守るためにしっかりつくっていき

ましょうということ。 

それから、心を一つにチームとして、協働していく必要性、ひ

とりで抱え込まずにチームとして対応、議論していきましょうと

いうこと。 

最後に、午年のいわれとともに、「自負心」という言葉がキー

ワードになっていまして、子どもたちを育てる職務、子どもたち

とともに成長する教師という立場で、専門職としての自負心をし

っかり持って、自信と誇りを持っていこうという呼びかけになっ

ております。 

生涯学習課長 資料№４の「宮永岳彦が映した 現代と人々の心について」ご

説明いたします。 

この企画展は、おおむね半年ごとに美術館の作品を入れ替えて

実施してございます。今回は「宮永岳彦が映した 現代と人々の

心」と題しまして、宮永画伯が時代の変化や人々の流行などを常

に意識し、作品に反映させていたことに着目し、ポスター、表紙
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絵、童画、挿絵、油彩画など、多彩な作品を展示することで、宮

永作品が映した時代の空気や人々の心を感じていただくものでご

ざいます。 

展示の期間は、２月５日から８月３日まででございます。 

今回展示する作品は、油彩が１２点、童画５点、パステル画１

点、表紙画５点、ポスター１０点、その他として３３点となって

ございます。 

この展示会の周知については、ポスター、チラシの配布を公共

施設、学校関係、駅等で行っています。その他、ホームページで

も掲載しています。 

また、この企画展とは関係ありませんが、年末から年始にかけ

て浮世絵展を開催いたしました。１２月２１日から１月５日まで

の９日間開催させていただき、延べ５５７人、１日にしますと６

３名の方に足を運んでいただきました。 

望月委員長 それでは、教育長報告及び提案については、（３）を除いた（１）

（２）（４）について、質問、意見がございますか。 

「教育長の年頭あいさつ」ですが、今は放送を行っているので

すか。 

教育指導課長 放送は行っていません。プリントで職員に回覧、もしくは全教

職員に配るという形を取っております。また、学校長が読み上げ

る学校もあります。 

望月委員長  これは教育長の一つの考え方ですので、学校長の意識の問題も

あると思いますが、ぜひ先生方に教育長の考え方を周知していた

だければと思います。高い人権感覚は、今、問われている重要な

課題です。体罰をめぐる問題等もあります。人権感覚は大変重要

であるし、本市の重点施策として進めている課題でもあります。

ぜひ学校の先生方に徹底するようにしてください。 

教育長 １月１５日に園長・校長会がありました。園長・校長に、この

部分も含めて、私から徹底してほしいと話しました。学校も市役

所も同じですが、組織としてそういうことをきちっと理解してほ

しいと改めて伝えました。 

それから、１４日に中教育事務所で教育長会議がありました。

そこで県の子ども育成部長が出席し、県教委で昨年末に職員の処

分事例が７件ほどありました。その後、１２月末になって、さら

に臨時職員が２名処分されています。県も危機感を持っていまし

て、教育長から直接、校長・園長に伝えてほしいということでし

た。特に、事例の中身が体罰のような問題よりも、セクハラ、わ

いせつ行為が圧倒的に多いということもあり、そういう喚起を行
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わせていただきました。 

望月委員長  ほかにいかがですか。 

内田委員 ２月７日と２５日に予定されているブックスタート事業です

が、対象の子どものうち、どの程度の方が利用されているのです

か。 

図書館長 現在、７カ月検診に合わせて毎月２回行っておりますが、実際

の対象年齢の子どもが来ているのは、過去のデータですと約９８

パーセントです。７カ月検診に来られなかった家庭には、その後、

関係の資料、本を届け、全員に行き渡るような形でフォローして

おります。 

望月委員長 ほかによろしいでしょうか。 

２月３日の人権教育研修会ですが、この堀尾氏は、主にテーマ

はどういうことについて講演されるのですか。 

教育指導課長 心泉学園児童養護施設の相談をされている方なので、その経験

も含めてのお話になります。基本的には、自分を大切にできる子

ども、ほかの人のよさ、ほかの人を認め、人も自分も大事にする、

そういうことを具体的に、ご自身が相談の中で感じられているこ

とを含めてお話をしていただくことになっています。 

望月委員長 ほかに何かありますか。 

それでは、協議事項に入りたいと思います。「協議事項（１）

平成２６年度秦野市一般会計予算案（教育費）編成について」の

説明をお願いします。 

教育総務課長 お手元にお配りをしてございます資料をご覧ください。 

前回、１２月２０日の教育委員会会議の際に、２６年度予算の

当初要求として２８億１，０６２万２，０００円を財政サイドに

提示したいという協議させていただきましたが、本日は、示達額

以降のお話をさせていただきます。 

当初の予算要求を行い、１月６日に財政サイドから示達額とし

て、２６億１，４８４万４，０００円、当初要求に比べ、１億９，

５７７万８，０００円、約７パーセント減になります。 

なお、大きな部分は工事費のカットです。特に教育総務課関係

の学校改修の部分は、工事を十数本挙げている中で３本ほどカッ

トされています。示達でそのままのせられた工事費も、原則、挙

げた金額の１０パーセントをカットされています。そういう部分

を削減された示達がございました。 

特に、教育総務課は１億４，６６０万円、８割程度の数字にな

りますが、来年度予定しています中学校の空調の施設も同じよう

に総額で約４億５，０００万円の１割をカットされて、約４，０
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００万円を超える減額になります。また、学校施設の改修が、外

壁塗装を幼小中、３園校挙げたのですが全てカットされています。

その部分が約８，０００万円となり、その部分が削減の大きな部

分でございます。 

次に、学校教育課では、２，０５９万５，０００円がカットさ

れ、これは主に給食関係の改修費、給食調理の委託費等の部分が

カットされています。 

次に、教育指導課では、約８００万ですが、相談員、介助員等

の勤務時間の増加、増員がカットされています。 

次に、生涯学習課では、約１，８００万円をカットされていま

す。これは公民館等の改修工事費がカットされたためです。 

図書館も同様に改修工事がカットになっています。 

その上で、削減を受けて、通常は既存の示達で確保できた予算

の中でカットした部分を調整しますが、調整をし切れない部分は、

復活要求を行います。教育費は、エアコンの工事、外壁の部分が

カットされている部分の一番必要なところの７，４０１万６，０

００円を復活要求します。 

そのほか、教育指導課でも相談員、介助員の減額対象部分の復

活要求をします。 

また、追加要求額というものは通常はないのですが、学校教育

課で１，０７２万９，０００円を要求しています。これは私立幼

稚園をメーンに就園奨励費を支出しているわけですが、国の制度

で幼稚園の保育料無償化を国が進めている部分です。２６年４月

からは、保育料を無料にする世帯として、２人以上の園児が同居

し、小学１年生から３年生までの児童が同居しない世帯において

は、在園児のうち第２子にかかる保育料が２分の１、第３子以降

が無償化、また、園児と小学１年生から３年生までの児童が同居

する世帯においては、在園児のうち第１子にかかる保育料が２分

の１、第２子以降が無償化となる、そういう制度改正がございま

したので、その部分を反映して約１，０００万円の追加要求する

ことになりました。 

示達後の復活要求も含めた要求額は２７億８５４万９，０００

円ということで、当初要求の２８億１，０００万円と比べると、

約１億２，０００万円、３．６パーセントの減額になります。ま

た、前年度の予算と比べると約５億円、２２パーセントの増とな

ります。これは空調整備に約４億円かかり、その他の全体として

は約１億円が２５年度予算より、予算規模が大きい状況です。 

通常、復活要求ということで、最後の市長査定を行うわけです
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が、今週日曜日に市長選がある関係で、市長査定の日程は未定で

ございます。１月末から２月初めに行うことになりますが、最終

的には市長査定を受け、予算の最終案ができ上がります。教育費

の部分についても、２月の教育委員会会議で議案を提出させてい

ただき、ご審議いただく予定です。 

一緒につけてございます部分は、科目別の予算の内容ですので、

説明は省略させていただきます。 

望月委員長 何か質問、意見がありますか。 

小・中学校の教育指導助手は、具体的な人数で言うと、来年度

は何人の予定ですか。 

教育指導課長 教育指導助手は変わりません。小学校が４９名、中学校が３名

です。問題行動は小学校で４名です。 

望月委員長 介助員は増えているのですか。 

教育指導課長 今回、介助員を４名増員で予算要求したのですが、それが切ら

れてきていますので、２名の復活要求を行います。 

教育長 教育指導助手の勤務時間を４時間から５．５時間へ時間延長し、

各学校からとても評価されました。昼をまたいでの時間帯につい

て、評価をいただいたのです。増やしたいのですが、教育指導課

長が説明したように介助員を全てカットされましたので、徐々に

増やしていかざるを得ない状況です。ましてや来年度は、施設案

件で大幅に予算が増えているので、バランスを含めてよく検討し

てくれた結果として、約２７億円と昨年度の当初予算に比べれば、

増加している結果になっています。 

望月委員長 ほかにどうでしょうか。 

飯田委員 小・中学校の空調設備事業で、２６年度は小中学校の両方とも

予算を要求されるということなのですか。 

教育総務課長 ２６年度については、中学校は空調設置の工事費、小学校は設

置に向けた設計費でございます。 

望月委員長 ほかにいかがですか。 

社会教育費の放課後子ども教室は、来年度も上地区で行うので

しょうか。 

生涯学習課長 そのとおりです。 

来年度も引き続き上地区で実施していきたいと思います。 

望月委員長 一度、見学に行きたいと思っているのですが、どの程度の頻度

で行っているのですか。 

生涯学習課長 概ね毎月１回は実施しております。４月以降でもお時間が許せ

ば見学していただけます。 

望月委員長 公民館が中心に行っているのでしたか。 
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生涯学習課長 そのとおりです。公民館から職員２名、ボランティア等で現在

は行っています。 

望月委員長 二宮尊徳の事業の継続の予算はどこに入っているのですか。 

生涯学習課長 尊徳の関係については、社会教育費です。 

望月委員長 わかりました。後で教えてください。 

ほかにありますか。 

では、予算案については、今まで協議を行い、各関係課等で大

変御苦労された結果がこういう数字になってきているのではない

かと思います。最後に市長査定が行われるということですが、今

年度は市長選の関係で１月末から２月上旬ということで、それで

最終決定で、２月に教育委員会会議で提出されるということでよ

ろしいですか。 

それでは、「その他（１）平成２６年度教育委員会会議日程に

ついて」説明をお願いします。 

事務局 平成２６年度教育委員会会議日程の案ということで、毎月定例

会を第３週の金曜日に開催することを基本としておりますが、中

には、教育委員の出張、あるいは議会の開催状況等により、第３

週の金曜日に開催できない場合もございますので、若干ずれた形

で予定を組ませていただいております。 

望月委員長 若干の変更等が出てくるのではないかと思いますが、明らかに

都合が悪い日程はございますか。 

内田委員 ６月の日程には、既に別件が入ってしまっています。 

望月委員長  では、６月は再検討でお願いします。 

 ほかにどうでしょうか。 

教育部長 ４月は、委員長ご承知のとおり、アメリカのパサデナ市から訪

日予定が入っていますので、調整中でございます。 

望月委員長 ほかにどうですか。 

その他に案件がございますか。 

それでは、これから秘密会にいきたいと思いますので、関係者

以外の立ち退きをお願いします。 

 ―関係者以外退室― 

 〔削除〕 

望月委員長 それでは、以上を持ちまして、定例教育委員会を終わります。 

 

 

 


