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教 育 委 員 会 定 例 会 
 

日 時：令和元年８月２２日（木） 

午前 9時 30分～午前 11時 15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、川崎教育指導担当課長、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、鈴木指導主事、鈴木学校教育課副課長 

 

髙橋教育長 おはようございます。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。

先日の教科書採択の関係について、滞りなく終了いたしました。お疲れ様でございました。

ただいまの出席者は５名でございます。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８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、貴田委員、西山委員の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。 

   それではまず、非公開とする案件につきまして、お諮りいたします。案件（１）協議事項 

協議第１３号 令和元年度９月補正予算（案）について、協議第１４号 湯河原町立福浦幼

稚園保育料徴収条例の一部改正について、協議第１５号 令和元年度全国学力・学習状況調

査の結果の公表について、この３件につきましては、今後、町部局での検討、それから教育

委員会内での検討等がございますので、ここでは非公開とさせていただきたいと思います。

ご異議ございませんでしょうか。 

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７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７月教育委員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 ７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、令和元年７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７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 

  （２）報告事項 

    ① 三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業について 

髙橋教育長 それでは、案件に入らせていただきます。（２）報告事項 ① 三原市・湯河原町親

善都市子ども交流推進事業について、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。 

  （資料に基づいて、① 三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業について 報告） 

  ・令和元年８月１０日・１１日、参加人数３０人 



2 

 

髙橋教育長 報告が終わりました。何か質疑はございませんか。 

早藤委員 １つ質問です。昨年、三原市が大水害がありましたが、そういうことについては、こ

の席では三原市の副市長も来られたと思いますが、何らかのお見舞いとかの話は全く出なか

ったんですか。 

加藤社会教育課社会教育・青少年係長 歓迎レセプションの中では、三原市の児童が三原市の紹

介をしてくださいました。その中で、災害体験の話があり、自分たちはこういうことを学ん

だというお話をしていただきました。これを受けて、児童の作文の中には、その話が思い出

に残ったという子どももいました。 

髙橋教育長 この件につきましては、災害のことについて、何らかの形で子どもたちにも触れて

もらおうということで、事前にお話はしてありました。宿泊場所についても、災害を受けた

地域です。災害現場は回れたんですか。 

冨士川社会教育課長 バスで通過をいたしました。山肌の木が落ちてしまっているところなどは、

バスの中から見ました。 

早藤委員 非常によかったと思います。ぜひ、報告書の中に、災害体験の話を入れていただきた

いと思います。子どもたちの文章の中に入っていなかったら、何かコメントの中にそういう

ものを入れる、湯河原でもいつ起こるかわからない災害に対する意識というものも、啓発す

る部分は入れてもらったらいいと思います。 

冨士川社会教育課長 できれば入れさせていただきます。 

髙橋教育長 他に質疑はございますか。 

西山委員 今後の活動ということで、子どもたちの感想文集等がまとめられるということです。

実際に、こういう活動をしてきたという様子については、毎年、町広報に掲載していただい

ていると思いますが、今年度もその予定になっていますか。 

冨士川社会教育課長 以前、町広報に掲載していたかどうか、はっきり覚えていないんですが。 

西山委員 このあとの案件のポートスティーブンス市の派遣のところにも関連するかなと思うん

ですが、ぜひ何らかの形で、活動の様子について触れたものを、町民の皆さんにもわかるよ

うな手立てを講じていただければなと思います。 

冨士川社会教育課長 はい。 

髙橋教育長 他に質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ② ポートスティーブンス市中学生派遣事業について 

髙橋教育長 次に、② ポートスティーブンス市中学生派遣事業について、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 ポートスティーブンス市中学生派遣事業について 報告） 

  ・令和元年８月４日～１４日、派遣人数７人 

髙橋教育長 報告が終わりました。早藤委員のご提案で、市内観光で美術館に行きました。先生

のご報告をお聞きしますと、子どもたちはすごく関心を示したということで、よかったと思

います。何か質疑はございますか。 

早藤委員 対応してくださった、先方の姉妹都市委員会の方から、来年度への課題というのが提

示されていたと思いますので、それも報告していただければと思います。 

冨士川社会教育課長 ８月１５日に、姉妹都市委員会のイレーンさんから、文書をいただきまし

た。学校体験をした、セントフィリップスクリスチャンカレッジの校長先生が今年最後で、

転勤されるということです。２０２０年には、セントフィリップスクリスチャンカレッジの

新しい校長に会うことができますということです。生徒の交流事業をサポートしてくださる

ことを、校長先生が代わっても、期待しているということですが、新しい校長先生に会うま

で、このプログラムの依頼は不確定であると。校長の方針によって、学校に受け入れてもら

えるかは、課題になってくるということですが、良いお知らせができるよう、期待しており

ますということです。 

   あわせて、セントフィリップスクリスチャンカレッジでは、日本語のカリキュラムがなく

なっておりますので、生徒同士の相互訪問の交換留学でないため、現在、ホストファミリー
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を見つけるのが難しい状況であるという報告も受けております。 

早藤委員 ですから、来るとしたら、選定を早くしてほしいという文章でした。 

加藤社会教育課社会教育・青少年係長 そのメールの前の段階で、ホストファミリーを探すのに、

もっと早く情報をいただければ、探しやすいということがイレーンさんから来ていたと思い

ますが、そのことでしょうか。 

早藤委員 そうです。来年度のためにはっていうことが入っていたと思います。 

髙橋教育長 スタートを早めないといけないということですね。 

菅沼参事 日本と違って、３月ではないですよね。 

早藤委員 １２月の終わりです。 

冨士川社会教育課長 １月が学期の始まりなので、来年早々には、姉妹都市委員会の方が新しい

校長先生にお会いできるのではないかと思っております。 

髙橋教育長 来年に関しては、校長先生のご意向があると思いますので、それを待ってからでな

いとできないと思います。通常の交流については、早めの対応ということでしょうかね。 

早藤委員 予算の問題があるでしょうから、教育委員会が動けるのが、３月に予算が決まってか

ら、４月にすぐ出せれば、少し早くできるかと思いますが、その辺の事務的なものを早めな

ければ無理だということを、向こうにきちんと説明しておかないといけないと思います。予

算の年度がこのようになっているということを、いままでも言っているつもりでしょうけど、

やはりわかってないと思います。 

髙橋教育長 今年については、男女別の生徒の確定のお知らせは、いつしたんですか。 

冨士川社会教育課長 選考が終わってからお知らせしました。 

加藤社会教育課社会教育・青少年係長 選考試験は５月２８日です。 

髙橋教育長 それを早めなければいけないですね。それは頭に入れておいてください。すべて、

早め早めに。 

早藤委員 それをすべて先方に伝えておかないといけないです。 

髙橋教育長 確かに、ホストファミリーが決まるのが、ぎりぎりのところがありました。 

早藤委員 先生は、行く当日でしょう。 

加藤社会教育課社会教育・青少年係長 こちらがお知らせしたあとに、向こうが３週間ほどの冬

休みに入ってしまったようです。その間には、全くホストファミリー探しができなかったよ

うです。 

髙橋教育長 いずれにしても、向こうと情報交換をして、こちらの状況もお伝えしてください。

駐在員もいることですから。そういうことで、課題が１つ出てきたということです。他に質

疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ③ 湯河原町文化際について 

髙橋教育長 次に、③ 湯河原町文化祭について、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３をお願いします。 

  （資料に基づいて、③ 湯河原町文化祭について 報告） 

  ・１３団体の発表会、町音楽会、手工芸・陶芸作品展 

  ・プロの部は開催しない 

髙橋教育長 報告が終わりました。何か質疑はございますか。 

小松委員 プロの部を開催しなくなった理由は何ですか。 

髙橋教育長 隔年になったんです。 

冨士川社会教育課長 実行委員会の方から、そのようにお話がありました。 

髙橋教育長 これは決定事項ですね。 

加藤社会教育課社会教育・青少年係長 これから印刷して、９月上旬には、各団体にお渡しいた

します。 

髙橋教育長 他に質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ④ 自然科学教室「親子天体観察会」について 
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髙橋教育長 次に、④ 自然科学教室「親子天体観察会」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４をお願いします。 

  （資料に基づいて、④ 自然科学教室「親子天体観察会」について 報告） 

  ・参加対象 小学校３年生から中学生及びその保護者 

  ・今年度は天体望遠鏡を使用しての観察会に特化し、１日の日程での開催 

  ・参加費無料 

髙橋教育長 報告が終わりました。何か質疑はございますか。 

早藤委員 防災コミュニティセンター屋上での観察ということですが、周辺の明るさは問題ない

んでしょうかね。講義はここでいいと思いますが、たとえば星ケ山に行くとか。 

冨士川社会教育課長 ＪＣＨＯ湯河原病院が完成してからですと、明るさがどうかなと思います

が、本年度についてはできると思います。 

髙橋教育長 いいご提案ですので、今後の対応をしてください。 

加藤社会教育課社会教育・青少年係長 講師ともご相談させていただきます。 

髙橋教育長 他に質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ⑤ 町立湯河原美術館Ｍuseum café and garden２０１９ ７月度イベント実 

績報告について 

髙橋教育長 次に、⑤ 町立湯河原美術館Ｍuseum café and garden２０１９ ７月度イベン

ト実績報告について、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、町立湯河原美術館Ｍuseum café and garden２０１９ ７月度イベン

ト実績報告について 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。何か質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ⑥ 令和元年度もみじライトアップ＆ナイトミュージアム事業開催要項（案）につ 

いて 

髙橋教育長 次に、⑥ 令和元年度もみじライトアップ＆ナイトミュージアム事業開催要項（案）

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、令和元年度もみじライトアップ＆ナイトミュージアム事業開催要項（案）

について 報告） 

  ・紅葉の時期にあわせ、美術館庭園のもみじをライトアップし、あわせて美術館展示室 

の夜間開館を行う 

髙橋教育長 報告が終わりました。何か質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  （３）その他 

髙橋教育長 次に、（３）その他に入ります。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、事務局から何かございますか。 

事務局 なし 

 

髙橋教育長 それでは、次回の開催日程について、お諮りさせていただきます。次回の９月定例

会については、１８日（水）午前９時３０分で確定しております。１０月定例会については、

１７日（木）の午前９時３０分でいかがでしょうか。それでは、１０月定例会については、

１０月１７日（木）午前９時３０分から、教育委員会大会議室にてということで、よろしく

お願いいたします。 
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   それでは、秘密会を除きます日程は、すべて終了いたしました。 

 

  ※ 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。 

      

  


