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教 育 委 員 会 定 例 会 
 

日 時：令和元年９月１８日（水） 

午前 9時 25分～午前 11時 25分 

                        場 所：教育委員会 大会議室 

 

出席者：教育長 髙橋 正  教育委員 早藤義則、小松泰子、貴田太史、西山清和 

 

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 

          加藤社会教育課社会教育・青少年係長、大滝図書館長 

          池谷美術館長、髙橋社会教育課スポーツ振興係長 

          鈴木学校教育課副課長、櫻井学校教育課管理係長、川口 

 

髙橋教育長 皆さん、おはようございます。いよいよ１０月になりますと、文化の秋・スポーツ

の秋ということで、いろいろなイベントが控えておりますので、よろしくお願いいたします。

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、これより令和元年湯河原町教育委員会９月定例会を

開会いたします。本日の議事日程につきましては、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、早藤委員、小松委員の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、お諮りさせていただきます。（２）協議事項 協

議第１６号 美術館カフェイベント（案）について、協議第１７号 湯河原町体育功労者、

優秀選手、優秀団体等表彰について、（３）報告事項 ⑦ 美術館資料寄贈申し込みについて、

この３件につきましては、未発表の部分や未成熟な部分、そして美術館の件につきましては、

個人情報がございますので、非公開とさせていただきたいと思いますが、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、非公開といたします。 

 

  議事録の承認 

   （１）令和元年８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、議事録の承認に入ります。（１）令和元年８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。 

鈴木学校教育課副課長 ８月教育委員会定例会議事録をご覧ください。 

  ※ 訂正箇所 なし 

髙橋教育長 説明が終わりました。議事録につきまして、質疑等はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 ないようでしたら、令和元年８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、令和元年８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２５号 湯河原町立幼稚園預かり保育実施要綱の一部改正について 

髙橋教育長 案件に入らせていただきます。（１）議決事項 議案第２５号 湯河原町立幼稚園預

かり保育実施要綱の一部改正について、事務局から提案理由の説明をお願いします。 

鈴木学校教育課副課長 議案第２５号をお願いします。 

  （資料に基づいて、議案第２５号 湯河原町立幼稚園預かり保育実施要綱の一部改正につい
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て 説明） 

  ・預かり保育料「５００円」を「４５０円」に改める 

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。 

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２５号について

お諮りいたします。議案第２５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１８号 湯河原町教育委員会後援等承認申請について 

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１８号 湯河原町教育委員会

後援等承認申請について、事務局から説明をお願いします。 

鈴木学校教育課副課長 協議第１８号をお願いします。 

  （資料に基づいて、協議第１８号 湯河原町教育委員会後援等承認申請について 説明） 

  ・田崎清忠杯 第１回小学生英語暗唱大会ｉｎＳＨＯＮＡＮ 

髙橋教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

貴田委員 開催期間についてですが、日曜日になっているようですが。 

鈴木学校教育課副課長 申し訳ございません。土曜日です。 

髙橋教育長 他に質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 これより、協議第１８号についてお諮りいたします。協議第１８号については、原

案のとおり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 原案のとおり承認されました。 

 

     協議第１９号 湯河原町教育委員会後援等承認申請について 

髙橋教育長 次に、協議第１９号 湯河原町教育委員会後援等承認申請について、事務局から説

明をお願いします。 

鈴木学校教育課副課長 協議第１９号をお願いします。 

  （資料に基づいて、協議第１９号 湯河原町教育委員会後援等承認申請について 説明） 

   ・映画「あの日のオルガン」上映会 

髙橋教育長 説明が終わりました。町側にも申請が出ているんですよね。 

鈴木学校教育課副課長 町側にも後援申請が出ておりますので、同じタイミングで行政運営会議

に諮らせていただきたいと考えております。 

髙橋教育長 あらすじは、どういうものですか。 

鈴木学校教育課副課長 幼稚園教諭のお話で、戦争当時に子どもたちを一生懸命育てる様子をテ

ーマにした映画のようです。 

髙橋教育長 何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 これより、協議第１９号についてお諮りします。協議第１９号については、原案の

とおり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 原案のとおり承認されました。 

 

   （３）報告事項 

     ① 令和元年度社会教育課夏季事業報告書について 

髙橋教育長 次に、（３）報告事項に入らせていただきます。① 令和元年度社会教育課夏季事業

報告書について、事務局から報告をお願いします。 

加藤社会教育課社会教育・青少年係長 資料１をお願いします。 
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  （資料に基づいて、① 令和元年度社会教育課夏季事業報告書について 報告） 

  ・海のプランクトン観察会、夏休み親子陶芸教室、夏季プール開放事業 他４件 

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。 

貴田委員 ６番の夏休みジュニアスポーツプログラムですが、全５回で１０人のみの参加だった

んですか。 

冨士川社会教育課長 全５回が１つのプログラムになっていまして、それに１０人が申し込んだ

ということです。 

貴田委員 わかりました。 

髙橋教育長 他に質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

 

     ② 「自然科学教室」秋の植物観察会について 

髙橋教育長 次に、② 「自然科学教室」秋の植物観察会について、事務局から報告をお願いし

ます。 

加藤社会教育課社会教育・青少年係長 資料２をお願いします。 

  （資料に基づいて、② 「自然科学教室」秋の植物観察会について 報告） 

   ・幕山公園周辺の植物を観察する 

   ・定員１５名（対象：町内在住の小学３年生以上と中学生） 

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 湯河原町民レクリエーションの集いについて 

髙橋教育長 次に、③ 湯河原町民レクリエーションの集いについて、事務局から報告をお願い

します。 

髙橋社会教育課スポーツ振興係長 資料３をお願いします。 

  （資料に基づいて、③ 湯河原町民レクリエーションの集いについて 報告） 

  ・プログラムのうち、障害物競走に幼児が保護者と参加できるようになったことと、 

区会役員リレーが加わった 

髙橋教育長 工事の方とは調整できているんですか。 

髙橋社会教育課スポーツ振興係長 工事の業者は決まりましたが、まだスケジュールの打ち合わ

せが終わっておりませんので、スケジュールはこちらの方を優先していただくようにしたい

と思います。 

髙橋教育長 報告が終わりました。種目も増えたんですね。 

髙橋社会教育課スポーツ振興係長 増えたことにより、終わりが１５分ほど延びております。 

髙橋教育長 ここのところ、子どもの参加が多くて、非常にいい方向に行っています。 

髙橋社会教育課スポーツ振興係長 実行委員会の方にオブザーバーとして、青少年団体４名に出

席していただいております。中学校も部活があるのはしょうがないんですが、地域指導者で、

バレー等出ているところの指導者が、女子バレー部がまた積極的に参加してくださっていま

す。また、バスケットの方も、出られたら出ますというご回答をいただいております。 

髙橋教育長 学校と調整してください。何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

     ④ 令和元年度図書館夏季事業報告について 

髙橋教育長 次に、④ 令和元年度図書館夏季事業報告について、事務局から報告をお願いしま

す。 

大滝図書館長 資料４をお願いします。 

  （資料に基づいて、④ 令和元年度図書館夏季事業報告について 報告） 

  ・２つのおはなし会と２つの体験型催し 

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 
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     ⑤ 令和元年度町立湯河原美術館夏季事業報告について 

髙橋教育長 次に、④ 令和元年度町立湯河原美術館夏季事業報告について、事務局から報告を

お願いします。 

池谷美術館長 資料５をお願いします。 

  （資料に基づいて、⑤ 令和元年度町立湯河原美術館夏季事業報告について 報告） 

   ・こども鑑賞教室、こどもワークショップ 他２件 

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 

 

     ⑥ 美術館カフェイベント実績報告書（８月分）について 

髙橋教育長 次に、⑥ 美術館カフェイベント実績報告書（８月分）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６をお願いします。 

  （資料に基づいて、⑥ 美術館カフェイベント実績報告書（８月分）について 報 

告） 

・美術館カフェのライブイベント、温泉場十景写真展 

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 

 

     ⑧ 湯河原町教職員夏季研修について 

髙橋教育長 次に、⑧ 湯河原町教職員夏季研修について、事務局から報告をお願いします。 

川﨑教育指導担当課長 資料８をお願いします。 

  （資料に基づいて、⑧ 湯河原町教職員夏季研修について 報告） 

  ・郷土研修、人権教育研修会、幼保小中連携研修会 

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。 

早藤委員 それぞれの研修をした場所が記載されていないですね。それから、郷土研修のところ

では、どういったところに行ったのか、コースも報告として出していただきたかったです。 

川﨑教育指導担当課長 湯河原町人権教育研修会については、防災コミュニティセンターの２０

５会議室で実施いたしました。 

   それから、湯河原町幼保小中連携研修会については、東台福浦小学校で実施いたしました。

それは、その日に外国語活動、外国語科の授業公開を行った関係で、そのあと江原先生のお

話をお聞きしました。 

   それから、郷土研修のコースにつきましては、例年と同じコースになりますが、城願寺～

光風荘～不動滝～観光会館の資料館～昼食（防災コミュニティセンター）、支援教室等の見学

～美術館～環境美化センター（新しい埋め立て施設の見学）となっております。 

髙橋教育長 感想が多かったのは、土肥實平の関係ですか。 

川﨑教育指導担当課長 いろいろありましたが、美化センターについては、できたばかりでした

ので、埋めるところに降りさせていただいて、実際にそこを歩かせていただき、広さや深さ

を体感しました。そこが約７０年でいっぱいになってしまうということもお聞きして、学校

の教材として使えるのではないかといったことも感じておられたようでした。 

髙橋教育長 実際に４年生が行くんですよね。 

川﨑教育指導担当課長 そうですね。 

早藤委員 史跡の説明はどなたがされたんですか。 

川﨑教育指導担当課長 観光ボランティア２名の方にお願いしました。城願寺、光風荘、不動滝、

資料館で説明をしていただきました。 

早藤委員 城願寺もボランティアの方だったんですか。 

川﨑教育指導担当課長 ご住職が急用でいらっしゃらなかったので、ボランティアの方に説明し

ていただきました。 

髙橋教育長 他に質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

     ⑨ 各校の人権教育に係る取り組みについて 
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髙橋教育長 次に、⑨ 各校の人権教育に係る取り組みについて、事務局から報告をお願いしま

す。 

川﨑教育指導担当課長 資料９をお願いします。 

  （資料に基づいて、⑨ 各校の人権教育に係る取り組みについて 報告） 

  ・現状（予想）、目的・ねらい、具体的方策、留意点、振り返り・評価 

髙橋教育長 報告が終わりました。先生方もだいぶ代わったわけですが、チームで対応するとい

うことを維持していけば、自然とそういった意識は保たれるかなと思います。何か質疑等は

ございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

     ⑩ 令和２年度福浦幼稚園入園案内について 

髙橋教育長 次に、⑩ 令和２年度福浦幼稚園入園案内について、事務局から報告をお願いしま

す。 

櫻井学校教育課管理係長 資料１０をお願いします。 

  （資料に基づいて、⑩ 令和２年度福浦幼稚園入園案内について 報告） 

  ・募集園児数 ４歳児：２５人、５歳児：１８人 

髙橋教育長 報告が終わりました。見込み数は出ていますか。 

櫻井学校教育課管理係長 見込み数は、まだ出ておりません。 

髙橋教育長 何か質疑等はございますか。 

小松委員 ２号認定を受ける条件はありますか。 

櫻井学校教育課管理係長 たとえば病気、就労、妊娠・出産、求職活動、就学、虐待・ＤＶの恐

れがあるなど該当する方は、保育園の入所認定と同じになりますが、そういう条件があれば、

２号認定の申請をしていただいて、その方は預かり保育の場合の保育料は無償になります。

これらに該当しない１号認定の方は、有料となります。 

髙橋教育長 申請から仕組みについては。 

櫻井学校教育課管理係長 申請の方法は、まず該当される保護者の方に、こども支援課に申請を

していただきます。そして、２号認定を受けた場合は、無料になるということです。 

髙橋教育長 お金の支払いはしなくていいんですか。 

櫻井学校教育課管理係長 ４５０円をいったん払っていただきまして、あとから給付ということ

で、戻るということになります。 

髙橋教育長 その辺を理解していただかないといけないです。 

早藤委員 資料の黒枠の中の日本語がおかしいと思います。「預かり保育料については」のあとは

「有料です」となると思います。そして、「ただし」が入って、２号認定を受けた場合は無償

になるということですよね。無償の方のために書いてあるので、基本的にそこを書いてない

と、文章として読めないんです。 

髙橋教育長 しかも一度払っていただくわけですからね。ご指摘、ありがとうございます。 

菅沼参事 それから、１０月２８日とか１１月７日というのは、保育園の受付等と同じように揃

えてあります。これについては、県の教育委員会の方から、たとえばスタートは１０月１５

日以降とか１１月何日以降にしてくださいという要請があった中で、町の中で揃えておりま

す。恐らく、宮上幼稚園も揃えてくださっていると思います。そういう形で、わかりやすく

言えば解禁日を揃えているということです。 

早藤委員 たとえば、保育園に入れなくて、幼稚園にというのもあると思います。第二次募集と

いうのはあるんですか。 

菅沼参事 たとえば、４歳児が１０人いかないという想定の中で、福浦幼稚園としては受け入れ

態勢としては、まだ十分あります。 

早藤委員 受け入れられるんでしょうけど、その申請についてはどうなんですか。 

菅沼参事 定員に空きがある場合は、随時受付をしております。 

早藤委員 書いてないと、もうだめだなと思うんじゃないですか。 

菅沼参事 表現が非常に難しいんです。それを記載してしまうと、スタートの時点で、空きを想

定しているようになってしまいます。当然、定員に達していない限りは、３月までとか４月

以降でも出てきます。 
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髙橋教育長 最近でも、入園希望者がいらっしゃいましたよね。 

早藤委員 保育園がだめだった場合、幼稚園もありますよという案内はするんですか。 

髙橋教育長 こども支援課の方で、そういう形でやっているかどうかわからないんですけど。 

菅沼参事 こども支援課でも、待機児童ゼロを目指してがんばっていますからね。待機児童ゼロ

というのは、就園する保育園があればゼロにカウントされるんです。自分の希望している保

育園でなくても、他に空きがあって、そこに入れば、ゼロということになります。 

髙橋教育長 現在４歳児が７人、５歳児が１１人ですからね。 

菅沼参事 お子さんが減っていますから、無償化によって預けやすくなるのは、幼稚園も保育園

も事実だと思います。 

髙橋教育長 他に質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

 

     ⑪ ＩＣＴ整備に関する状況報告について 

髙橋教育長 次に、⑪ ＩＣＴ整備に関する状況報告について、事務局から報告をお願いします。 

櫻井学校教育課管理係長 資料１１をお願いします。 

  （資料に基づいて、⑪ ＩＣＴ整備に関する状況報告について 報告） 

  ・ＩＣＴ環境の整備状況、今後におけるＩＣＴ環境の整備、プログラミング教育 

髙橋教育長 報告が終わりました。これは充実させればさせるほどいいわけですが、財源的な手

当については。 

櫻井学校教育課管理係長 無線の整備とかは、ここで歳入という形で、国の方で支援措置がある

ということですので、それを利用できればと思っております。 

髙橋教育長 財源は何なのかということも記載しておく必要があると思います。実際、金額につ

いては積算中なんですか。 

櫻井学校教育課管理係長 積算中で、明日、お会いする予定になっております。 

髙橋教育長 いずれにしても、来年度予算に計上しなければいけませんし、町長の所信にも入っ

ている内容です。前々回の総合教育会議の中でも、この件について、湯河原町は県内でも低

い状況になっているということをお話させていただきました。それを引き上げて、子どもの

学習環境を整えていきたいと思います。数字は出ていないので、ご提示ができないんですが。

何か質疑等はございますか。 

早藤委員 ＩＣＴ支援員の充実というところで、支援員の増員は希望するところですが、知識を

持った教員が支援するのか、プロの人が各校を回って、ソフトやハードの使い方を説明した

りするという支援員なんですか。 

櫻井学校教育課管理係長 現在でも、月に１回、専門の方が各校を回って、ホームページや学校

教材などを支援していただいております。そのような形で専門家の方に付いていただく、あ

るいは回数を増やしていただいて、先生方のフォローをしていただけたらという案を考えて

おります。 

早藤委員 外部から来た人を受け入れるということで、先生方の時間の問題も出てくるでしょう

ね。ただ単に人数、回数が多くなればいいということになると、先生たちの時間をどういう

ふうに使うかというのも、大きな問題になるんじゃないでしょうか。理想はたくさん勉強の

時間があればいいんでしょうけど、実際の授業時間との割り振りとか、学校によって、たと

えば教科によってどういうふうに違うのか、あるいは授業に関係するものについてのやり方

は、どういう形で時間をつくっているのか。各学校でやっているのは、まとめてやっている

のか。今後、どういうふうに考えていますか。 

櫻井学校教育課管理係長 こういう支援を導入しているところを、インターネットで調べさせて

いただきました。教科によって、教材のつくり方は違いますが、授業内容に対しての教材の

資料のつくり方など、先生方が考えている授業を行うに当たって、これを生かす方法がある

か、授業の組み立ての段階で相談したりして、支援員の力を借りているということが、いま

のところ多いようです。他の学校で経験されている支援員さんもいらっしゃると思いますの

で、その辺はデータの出し方ですかと、スムーズに行くように支援していただければと思っ

ております。 

髙橋教育長 学校から要望が出ているんじゃないんですか。 
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櫻井学校教育課管理係長 この支援もそうですし、使い方などの研修的なところも考えてほしい

というのもあります。いきなり機械が来ても、使い方がわからないということがありますか

ら。 

髙橋教育長 それは先生方の願いだと思います。他の市町村もそうなんです。先進の町村では、

そういうことはとても重要だと言っています。 

菅沼参事 いまの支援員さんは校務系なんです。学校の現場では、教科系の支援員さんがほしい

ということです。新しいプログラミング教育ということで、ハードがどんどん入っても、特

に小学校の先生などは、そこまでやり切れない。パソコンやタブレットを使って、こういう

教材で授業をやりたいので、どうやったらつくれるのかと相談に乗ってくれるような支援員

がほしいということです。授業の資料をつくるやり方を教えてくれる、できれば一部つくっ

てくれる、そういう支援員を学校現場では求めています。 

   それから、箱根などでは、朝来る時間を遅くして、午後６時までいていただいて、先生方

が授業が終わってから相談できるようにしているようです。 

小松委員 現在は、各教科で、副教材として持っているのは、まだそれほど出てないんですか。 

髙橋教育長 出てないんです。そういうふうになっていないんです。使っても、テレビに映し出

すという状況ですよね。 

櫻井学校教育課管理係長 現在も、テレビの大きいものを移動しながら使ったりはしています。 

髙橋教育長 パソコン自体というかタブレット自体が４年前のもので、ちょっと古くなってきて

いるんです。そして、パソコン教室にしかないんです。ネット環境も、学校によって違うん

ですよね。 

櫻井学校教育課管理係長 そういう点もあります。 

髙橋教育長 まず、そこから入っていかないといけないんです。 

早藤委員 いまでも違うんですか。 

髙橋教育長 当然、パソコン教室には備えていますが、普通教室には入っているところと入って

いないところがあります。 

菅沼参事 ５年前なので、パソコン教室にタブレットとパソコンを持っていって、そこではでき

るけれども、そこから運んでしまうと、環境が悪いので、できるところとできないところが

あるんです。 

早藤委員 無線ＬＡＮは。 

髙橋教育長 それで、１番目にそのことが書いてあるんです。 

小松委員 急速に進み過ぎているんですよね。 

髙橋教育長 パソコン教室内で済んでいたものが、いまはそういう時代じゃなくなっていて、各

教室に必要、むしろ１人１台という時代になってきています。パソコン教室の整備は早かっ

たんですが、それが古くなってしまったんです。その後更新したんですが、他のところはさ

らに先に行っているんです。 

小松委員 教材をつくるのも大変ですね。 

髙橋教育長 市販のソフトを使うんでしょうけど、その使い方もあると思います。そういうとこ

ろに支援員が必要なんです。 

早藤委員 いまの説明でだいたいわかりましたが、支援員が来る日数とか時間を考えると、１人

１人の先生が聞きたいことに対応できないと思います。それなら、基本的な説明などについ

ては、３つの小学校を集めて、説明をするというようなことをやっていく方が、とりあえず

ベーシックなものができると思います。それからは、あと月に２回とか３回のものは、個々

で聞けるようにしていかないと、せっかく来ていただいても、全体がある一定のレベルまで

上がっていないと、使いこなせないと思います。 

髙橋教育長 そういう工夫をする必要はあると思いますが、いままでの支援員は校務系の専門で

すから、新しいものが入ってくると、それに対しての専門家が必要になってくるのかなと思

います。それはどこも必須のようです。先生方の会合の中では、先生によって格差がある、

そういった話題は出ていますか。 

櫻井学校教育課管理係長 多少出ております。各学校には情報担当の先生もいらっしゃいますの

で、相談しながら進めているようですが、時間の問題などがあります。その先生に集中して

しまうんですよね。苦手な先生は、理解してつくっていくのに、時間がかかっているようで
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す。 

髙橋教育長 そんな状況です。数字が出ていないので、申し訳ないんですが、数字が出ましたら、

またお知らせしたいと思います。子どもたちのために、それだけ先生方の責任も大きいと思

います。ポートスティーブンス市に行ってきた生徒たちも、向こうではそういう形でやって

いると言っていました。他に質疑はございませんか。 

貴田委員 ハードについては、無線ＬＡＮにしてもタブレットにしても、最新のものを入れてい

かなきゃいけないんでしょうけど、それを有効に使いこなせるかが大きな課題じゃないかと

思います。我々でも、付いていくのが大変な状況ですので、授業で有効に活用できるのかと

いうのが課題じゃないかと思います。 

髙橋教育長 貴田委員のお力もお借りしたいですね。他に質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

 

     ⑫ ネットコモンズユーザーカンファレンス２０１９について 

髙橋教育長 次に、⑫ ネットコモンズユーザーカンファレンス２０１９について、事務局から

報告をお願いします。 

川﨑教育指導担当課長 資料１２をお願いします。 

  （資料に基づいて、⑫ ネットコモンズユーザーカンファレンス２０１９について 報告） 

   ・教育関係のネットワークシステムを、国立教育研究所に加盟するところが中心に 

なって、そのシステムを構築するもの 

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。 

早藤委員 これは有料サイトなんですか。 

川﨑教育指導担当課長 これは無償です。動画や大量の写真を載せたりせず、通常の使い方をす

れば、５ギガまで無償ということです。 

早藤委員 学校のホームページは、かなりの容量になってくるんじゃないですか。 

川﨑教育指導担当課長 そうですね。５ギガを超えると、有料になってくるんですが。 

早藤委員 簡単に言うと、フェイスブックと一緒じゃないですか。フェイスブックも言語の変換

をやれば、できちゃうと思います。 

川﨑教育指導担当課長 基本的な構造はそうですね。それを管理するのが、国の機関に関連した

ところだということです。 

早藤委員 そのサイトに入るのは、学校のみなんですか。 

川﨑教育指導担当課長 学校と幼稚園、保育園です。 

早藤委員 要するに、そういう公共機関だけですね。たとえば、そこにＰＴＡ保護者会も入るん

ですか。 

川﨑教育指導担当課長 ＰＴＡ保護者会は、話はしておりませんでした。幼稚園・保育園、小・

中学校、高校、大学です。 

早藤委員 あくまでも教育機関の学校であって、そこの同窓会などは入らないんですか。 

川﨑教育指導担当課長 それは入りません。入るときには、そこの学校長の決裁が必要になりま

す。 

早藤委員 では、学校長の決裁がＯＫなら、入れてしまうわけですか。そうなると、学校によっ

て違うということになります。プロバイダーというか、サイトの主催者が、確実に縛りがあ

る中でやるならわかるけど、学校の決裁があれば、その範囲でできますよということになっ

てしまうと、うちの学校は同窓会はＯＫですとしたら、入ってしまうわけですよね。 

髙橋教育長 同窓会は別です。 

早藤委員 要するに、サイトの主催者が、そういう縛りをちゃんとしているのかということです。 

川﨑教育指導担当課長 それは大丈夫です。実際の申し込みのところをやっていないので、どう

いう情報でそこに辿り着くのか、細かいところまでは把握していないんですが、同窓会など

は入れない仕組みになっていると思います。 

早藤委員 個人情報のことがあるから、普通は入れないと思いますが、学校長の決裁によっては、

たとえば百周年をやりたいからとかっていうことになって、他の学校のものも知りたいと言

われたときに、じゃあそこはどうなるのか。主催者側がどういうふうに考えているかで違っ

てくると思います。 
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川﨑教育指導担当課長 そういう情報は入らないと思います。 

髙橋教育長 まだ細かい部分はないんでしょう？ 

川﨑教育指導担当課長 追加のプラグインというのがあるんですが、どんなものが入ってくるの

か、読み切れない部分があります。 

髙橋教育長 基本は公開情報だけですよね。 

川﨑教育指導担当課長 そうです。学校で公開可能な情報を入れるということです。 

小松委員 もうすでに５，０００以上が導入されているということですね。 

髙橋教育長 大学とかが入っているんですよね。それを公立の学校にも開放しようということで

すね。私立も含まれるんですか。 

川﨑教育指導担当課長 特に私立とか公立とか言っていませんでした。 

貴田委員 たぶん、ＰＴＡの情報などを挙げることも可能だと思いますよ。学校単位で管理者の

ようなものを付けていて、その決裁が通れば、ＰＴＡも掲示板に載せたりできると思います。

東台福浦小学校で、「まちｃｏｍｉメール」をやったときに、原則として、ＰＴＡの方からは

メールは回せないということでしたが、一部、校長先生の決裁がとれれば回せるという特別

なルールもありますので、そういうようなものじゃないかなと思います。 

髙橋教育長 町のホームページなどでも、情報を勝手に流せないので、そこでチェックする仕組

みにはなっているんです。当然、そういう仕組みを求めているということですよね。公益的

なものであればということなんでしょうね。他に質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

 

     ⑬ 湯河原駅開業イベント協力依頼について 

髙橋教育長 次に、⑬ 湯河原駅開業イベント協力依頼について、事務局から報告をお願いしま

す。 

鈴木学校教育課副課長 資料１３をお願いします。 

  （資料に基づいて、⑬ 湯河原駅開業イベント協力依頼について 報告） 

  ・開業９５周年に当たり、保育園・幼稚園・中学校による電車のオリジナルヘッドマーク作

成 

髙橋教育長 報告が終わりました。いま作成中なんですね。 

鈴木学校教育課副課長 来週早々に、でき上がってくる予定でございます。 

髙橋教育長 何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

     ⑭ 神奈川県公立幼稚園・こども園協会 令和２年度要望書について 

髙橋教育長 次に、⑭ 神奈川県公立幼稚園・こども園協会 令和２年度要望書について、事務

局から報告をお願いします。 

鈴木学校教育課副課長 資料１４をお願いします。 

  （資料に基づいて、⑭ 神奈川県公立幼稚園・こども園協会 令和２年度要望書について 報

告） 

   ・追記された部分 外国籍の児童に関わる支援充実のための教諭の配置、仕事の効 

率を上げ、時間を有効活用するための環境の整備の２点 

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 

 

    （４）その他 

     ・吉浜小学校「被ばくアオギリ二世の苗木」植樹について 

髙橋教育長 次に、（４）その他に入らせていただきます。吉浜小学校「被ばくアオギリ二世の苗

木」植樹について、事務局から説明をお願いします。 

川﨑教育指導担当課長 資料をお願いします。 

  （資料に基づいて、吉浜小学校「被ばくアオギリ二世の苗木」植樹について 説明） 

  ・広島市から譲り受けた被ばくアオギリの苗木を校地内に植樹して、平和の尊さを考 

える 
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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。 

早藤委員 苗木は１本ですか。 

川﨑教育指導担当課長 確認しておりません。 

西山委員 「植樹は５～６人のグループごとに行う」とありますから、苗木は数本あるんじゃな

いでしょうか。 

早藤委員 以前、東台福浦小学校でオリーブを植えたときに、代表者だけが土をかぶせたんです。

他の子どもたちは、ただ座っているだけでした。ですから、今度は少なくとも６年生全員で、

移植ゴテなどで土を入れるだけでもした方がいいんじゃないでしょうか。東台福浦小学校の

ときは、他の子どもがかわいそうな感じがしましたから。 

川﨑教育指導担当課長 具体的にどういう形になっているのか確認してないんですが。 

早藤委員 土をかぶせるとか、水をかけるとか、全員が携われた方がいいと思います。 

髙橋教育長 それも話してみてください。人数が多いから、時間がかかってしまうかも知れませ

んが、工夫してみてください。他に質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

 

     ・令和２年度児童・生徒数の推計について 

髙橋教育長 次に、令和２年度児童・生徒数の推計について、事務局から説明をお願いします。 

鈴木学校教育課副課長 資料をお願いします。 

  （資料に基づいて、令和２年度児童・生徒数の推計について 説明） 

   ・令和２年５月１日現在の見込み数 

髙橋教育長 中学校は、私立は考慮していないんですよね。 

鈴木学校教育課副課長 考慮しておりません。 

髙橋教育長 全部来て８５０人ですね。何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

髙橋教育長 委員の方から、何かございますか。 

小松委員 延長保育の認定の条件ですけど、保護者には説明の紙がいっているんですか。 

櫻井学校教育課管理係長 保護者に対して、説明会がございます。 

髙橋教育長 事務局から何かございますか。 

鈴木学校教育課副課長 先ほど、お手元に配布させていただきました、２０１９年度レッスンス

ケジュールというスケジュール表でございますが、こちらは５保育園・１幼稚園で、令和元

年６月から実施をさせていただいております、幼稚園・保育園の英語活動のスケジュール表

でございます。６月から実施しておりますので、１ページ目はレッスンスケジュールは載っ

ておりません。２週間で５保育園・１幼稚園を一巡するような流れとなっております。ＭＩ

がみやのうえ保育園、ＹＡが八雲保育園、ＭＡはまさご保育園、Ｏはおにわ保育園、ＴＡは

たちばな保育園、Ｆは福浦幼稚園の略でございます。４は４歳児、５は５歳児ということに

なります。４歳児につきましては、午前９時３０分から午前１０時１０分に行っております。

５歳児につきましては、午前１０時３０分から午前１１時１０分の時間帯で、英語活動を実

施しております。これが今年度の英語活動スケジュール表となりますので、ご案内させてい

ただきます。 

髙橋教育長 この予定になっておりますので、ご覧になっていただければと思います。 

早藤委員 これはヘボン式なんですが、かなり違いがありますので、チェックし直した方がいい

と思います。表記が混じっています。 

鈴木学校教育課副課長 わかりました。 

髙橋教育長 早藤委員のご提案から始めた新規事業です。もっとＰＲしなければいけないですね。

この前は湯河原新聞と神奈川新聞などが来ました。広報にも宣伝しておいてください。何か

質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

髙橋教育長 次に、次々回開催日程ですが、事務局としましては、１１月２０日（水）午前９時

３０分からお願いしたいと思います。その日の午後１時３０分から音楽会がございます。よ
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ろしくお願いいたします。 

   以上で、秘密会を除く本日の日程は、終了いたしました。 

 

  ※ ここから秘密会 

 

※ 秘密会終了 

 

髙橋教育長 それでは、本日の日程はすべて終了いたしました。お疲れ様でございました。 

 


