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日 時：令和２年１１月１６日（月）
午後１時 30 分～午後１時 52 分
場 所：防災コミュニティセンター205 会議室
出席者：教育長 髙橋 正

教育委員 小松泰子、貴田太史、西山清和、山田貴子

事務局及び出席者：菅沼参事、川﨑教育指導担当課長、冨士川社会教育課長
大滝図書館長、池谷美術館長、鈴木指導主事、鈴木学校教育課副課長
櫻井学校教育課管理係長
髙橋教育長 皆さん、こんにちは。お忙しい中ご参集いただきまして、ありがとうござい
ます。ただいまの出席者数は５名です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
１４条第３項に定める定足数に達しておりますので、これより令和２年湯河原町教育
委員会１１月定例会を開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりで
ございます。会議録署名委員は会議規則第３５条の規定により、小松委員、貴田委員
の２名を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。
それでは、非公開とする案件につきまして、お諮りいたします。
（１）議決事項 議
案第３６号 令和２年度湯河原町教育支援委員会結果について、本件につきましては、
個人情報を含む内容でございます。
（２）協議事項 協議第２５号 「人権」に関す
る川柳の最終選考について、本件につきましては審査過程で、決定後に公表するとい
うことでございます。協議第２６号 令和２年度美術館関係資料の寄贈受け入れにつ
いて、本件につきましても、寄贈者の個人情報等を含むものでございます。この３件
につきまして、非公開とすることにご異議ございませんか。
委員 全員異議なし
髙橋教育長 それでは、この３件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第１４条第７項ただし書き及び会議規則第３３条第１項の規定により、非公開と
させていただきます。
議事録の承認
（１）令和２年１０月教育委員会定例会議事録の承認について
髙橋教育長 次に、議事録の承認に入らせていただきます。
（１）令和２年１０月教育委員
会定例会議事録の承認について、事務局から説明をお願いします。
櫻井管理係長 お手元の令和２年１０月教育委員会定例会議事録をご覧ください。
※ 修正なし
髙橋教育長 説明が終わりました。議事録について、質疑等はございますか。
委員 質問、意見等なし
髙橋教育長 ないようでしたら、令和２年１０月教育委員会定例会議事録については、承
認することにご異議ございませんか。
委員 全員異議なし
髙橋教育長 それでは、令和２年１０月教育委員会定例会議事録については承認されまし
た。
案 件
（１）議決事項
議案第３７号 令和２年度冬季休業中における日直及び宿直を置かない日の設定
について
髙橋教育長 次に、案件に入らせていただきます。
（１）議決事項 議案第３７号 令和２
年度冬季休業中における日直及び宿直を置かない日の設定についてを議題といたしま
す。事務局から提案理由の説明をお願いします。
菅沼参事 議案第３７号をお願いします。
（資料に基づいて、議案第３７号 令和２年度冬季休業中における日直及び宿直を置
かない日の設定について 説明）
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・教職員の働き方改革の一環として、令和２年度の冬季休業中に学校閉庁日に準じ、
日直及び宿直を置かない日を設定するため
髙橋教育長 これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑
はございませんか。
小松委員 １２月２９日・３０日・３１日、１月１日・２日・３日、あと他に選ばれた日
で、こちらの日を選んだのは何か理由がありますか。
菅沼参事 年末年始の１２月２９日から１月３日までは、もともとが勤務を要しない日に
なっているかと思います。現実的に、冬季休業が１２月２５日から１月７日まで予定
されております。そういった中で、学校校長会の要望に基づきまして、年内が１２月
２８日、年が明けた１月３日を過ぎた４日・５日について、できれば日直・宿直を置
かない日にしていただきたいという要望に基づいて、お願いするものでございます。
小松委員 わかりました。では、もともと１２月２９日から１月３日までは、どなたも勤
務されないということですね。
髙橋教育長 他に質疑等はございますか。
委員 質問、意見等なし
髙橋教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより議案第３７号に
ついてお諮りいたします。議案第３７号については、決することにご異議ございませ
んか。
委員 全員賛成
髙橋教育長 本案は、原案のとおり可決されました。
（２）協議事項
協議第２４号 令和２年度湯河原町児童生徒就学援助費の修学旅行費の支給時期
について
髙橋教育長 次に、
（２）協議事項に入らせていただきます。協議第２４号 令和２年度湯
河原町児童生徒就学援助費の修学旅行費の支給時期について、事務局から説明をお願
いします。
菅沼参事 協議第２４号をお願いします。
（資料に基づいて、協議第２４号 令和２年度湯河原町児童生徒就学援助費の修学旅
行費の支給時期について 説明）
・例年と違い、今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、修学旅行について、
現時点で小学校が１２月、中学校が来年３月を予定しているため
髙橋教育長 説明が終わりました。何か質疑等はございますか。
小松委員 支給時期が２月下旬と３月下旬ですと、修学旅行が終わっている時期なんです
けれども、その場合、保護者の方は先に自費で立て替えるという形になるんですか。
菅沼参事 そのあたりのご懸念があるかも知れませんが、例年においても、７月の支給の
時点で、すでに５月・６月に実施し、修学旅行費が確定した時点で、確定値の金額に
ついて支援させていただいているものでございます。確定しない限り、事前にという
のはどうしてもできませんので、実施後という形にさせていただいております。
小松委員 それでは、
通常のときも事後にということですが、
いままでに工面できなくて、
支払いが困難だったことはありますか。
菅沼参事 現時点では、そのようなお話をいただいたことはございません。
小松委員 わかりました。
髙橋教育長 これは事前に支給することはできないですか。
菅沼参事 あくまでも確定値という形、実施したあとということになります。金額が確定
しない可能性があるということです。当然、学校ごとにも費用が違いますし、中学校
では学年ごとに違うということもあり得ます。まちまちでございますので、その辺の
決め方、事前に集金するんでしょうけど、あくまでも実施後でございます。
今後、そのようなことが発生するんであれば、何らかの対応をしていきたいと思い
ますが、いまの時点では支払いが困難だというお話は頂戴しておりません。
髙橋教育長 事前にというのが難しいのであれば、修学旅行が終わって、速やかにという
ことは事務的にできないですか。
菅沼参事 それは可能です。
小松委員 もしできれば、そうしていただきたいですね。
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髙橋教育長 そういう形で、速やかに交付してあげるべきものだと思います。
小松委員 中学校だとたしか５万円以上で、結構な金額ですよね。
髙橋教育長 いかがでしょうか。
山田委員 事前集金のタイミングをしっかり把握してないですが、事前集金の金額が決ま
ったタイミングで、その集金までの間か集金のときに、事前に確定した金額をお渡し
してあげると、工面のご負担なく、安心して支払いができるんじゃないかと思うので
すが。
菅沼参事 あくまでも金額が確定すれば、そのときに用意することは可能だと思いますが、
少し調べさせていただきます。委員の皆さんのご意見としては、支給を受ける方々に
対して、お支払いと町から援助する期間との日数がなるべく短くなるように、努力し
てほしいというご要望だと思いますので、その点につきましては、調べた上で実施し
たいと思っております。
髙橋教育長 支払いはどなたにするんですか。
菅沼参事 保護者です。
小松委員 記憶が定かではないんですが、中学校は月々積み立てていたと思いますが、ど
うでしたっけ。
菅沼参事 月々積み立てる方、一括で納める方、行く直近にすべて揃える方とまちまちで
ございます。保護者の方の選択ということで、強制的にしているものではございませ
ん。
髙橋教育長 就学援助という性格上、できる限り、速やかに交付できるようにしていただ
きたいと思います。ここではそういう形で決めさせていただきたいと思いますが、い
かがでしょうか。
委員 全員異議なし
髙橋教育長 また報告をしてください。
（３）報告事項
① 令和３年度学童保育所入所希望アンケートについて
髙橋教育長 次に、
（３）報告事項に入らせていただきます。① 令和３年度学童保育所入
所希望アンケートについて、事務局から報告をお願いします。
冨士川社会教育課長 資料１をお願いします。
（資料に基づいて、① 令和３年度学童保育所入所希望アンケートについて 報告）
・学童保育所別入所希望者
髙橋教育長 報告が終わりました。傾向としてはどういう状況になっていますか。
冨士川社会教育課長 １０月中旬からアンケート調査をしております。実際に入所してい
ただく際に、入所届を出していただいておりますが、入所希望よりも若干少なくなる
傾向にございます。
髙橋教育長 何か質疑等はございますでしょうか。
委員 質問、意見等なし
② 令和３年度図書館開館スケジュールについて
髙橋教育長 次に、② 令和３年度図書館開館スケジュールについて、事務局から報告を
お願いします。
大滝図書館長 資料２をお願いします。
（資料に基づいて、② 令和３年度図書館開館スケジュールについて 報告）
・年間会館日数 ２８７日
髙橋教育長 報告が終わりました。何か質疑等はございますか。
委員 質問、意見等なし
③ オンラインブックトークについて
髙橋教育長 次に、③ オンラインブックトークについて、事務局から報告をお願いしま
す。
大滝図書館長 資料３をお願いします。
（資料に基づいて、③ オンラインブックトークについて 報告）
・新型コロナウイルス感染症により、
「子ども読書まつり」に代わる子どもの読書の普
及啓発活動として、ブックトークを YouTube 配信するもの
- 3 -

髙橋教育長 報告が終わりました。山田委員からご提案いただいて、図書館では YouTube
を使うことが増えてきたという状況です。何か質疑等はございますか。
委員 質問、意見等なし
④ 令和３年度美術館開館スケジュールについて
髙橋教育長 次に、④ 令和３年度美術館開館スケジュールについて、事務局から報告を
お願いします。
池谷美術館長 資料４をお願いします。
（資料に基づいて、④ 令和３年度美術館開館スケジュールについて 報告）
・開館日数３１２日 等
髙橋教育長 報告が終わりました。何か質疑等はございますか。
委員 質問、意見等なし
⑤ 中学校給食について
髙橋教育長 次に、⑤ 中学校給食について、事務局から報告をお願いします。
菅沼参事 資料はございません。先月の教育委員会定例会の協議事項の中で、業務委託し
た内容についてご報告させていただき、その結果のうちのＡの２案を中心に、実施に
向けて業務を進めたいお話をご理解いただいたところです。
実は中学校の給食検討委員会が、コロナ禍で開催できておりませんでした。１１月
９日に中学校ＰＴＡの新役員の方々を含めまして、第３回目として実施させていただ
き、先月の定例会と同じ資料を使いまして、過去の経緯、アンケート調査の結果、今
後の方向性についてご説明申し上げました。新役員の方々からは、特段のご意見はご
ざいませんでした。中学校敷地内に自校方式のものを建築する方向で、具体的に協議
を進めるということでご理解をいただいた旨を、ご報告させていただくものでござい
ます。
髙橋教育長 報告が終わりました。本件につきましては、教育委員会でも再三ご報告させ
ていただいた内容でございます。何か質疑等はございますか。
委員 質問、意見等なし
次回開催日程
髙橋教育長 それでは、次回開催日程についてでございます。１２月１８日（金）午後１
時３０分からでございます。１月定例会については、１月２２日（金）午後１時３０
分からお願いしたいと思います。
その他、委員の方から何かございますか。
委員 質問、意見等なし
髙橋教育長 それでは、本日の秘密会を除く日程は終了いたしました。
※ ここから秘密会
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