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教 育 委 員 会 定 例 会 
 

日 時：平成 28年 8月 25日（木）午前 9時 25分～午前 10時 50分 

場 所：教育センター２０４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 

 

事務局及び説明者 柏木参事、大滝課長、池谷館長、鈴木副課長、長田指導主事 

         植村非常勤指導主事 

 

議事録署名委員：小松委員、貴田委員 

 

 ※ 傍聴希望人 １人（秋山喜作 様） 

  

髙橋教育長 おはようございます。きょうは、石井委員が急遽欠席ということで、申し出がござ

いました。傍聴の申出はお一人いらっしゃいます。このお暑い中、昨日の講演会、そして本

日ということで、ご出席いただきまして、ありがとうございます。３カ月予報が出ておりま

したが、この秋も気温が高めになるという予報が出ております。そうしますと、やはり台風

の接近というのが非常に危惧されるわけでございますが、学校の方も来週の月曜日まで夏季

休業ということで、火曜日から再スタートでございますが、ちょうどその頃に台風１０号が

接近するというようなので、子どもの安全も確保していかなきゃいけないというような状況

になっております。 

   それでは、早速でございますが、教育委員会８月定例会を開催させていただきます。 

   では議事録署名人の指名でございます。本日は小松委員と貴田委員にお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

    

  案 件 

髙橋教育長 それでは、案件に入る前に、秘密会の案件について、お諮りさせていただきます。

まず案件（１）議案事項の① 平成２８年度要保護・準要保護児童・生徒の追加認定につい

て、これにつきましては、個人情報がありますので、秘密会とさせていただきたいと思いま

す。そして② ９月補正予算について、これにつきましても、今後予算の編成作業に入りま

すので、まだ未成熟な情報でございますので、これも秘密会とさせていただきたいと思いま

す。 

  それから、（２）協議事項 ① 平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果の公表について、

これにつきましても、まだ未公表情報でございますので、秘密会とさせていただきたいと思

います。この３件につきまして、秘密会とすることにつきまして、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、そのような扱いをさせていただきたいと思います。 

   それでは、傍聴人の入場をお願いいたします。 

 

（傍聴人 １名入室）  

 

  議事録の承認 

   （１）平成２８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 続きまして、議事録の承認に入ります。（１）平成２８年７月教育委員会定例会につ

いて、事務局から説明を求めます。 

鈴木副課長 それでは、７月定例会の議事録について、修正をさせていただいた箇所について、

ご説明をさせていただきます。 

  ※ 訂正箇所の説明 

髙橋教育長 説明が終わりました。議事録につきまして、何かご質問等はございますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 
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髙橋教育長 ないようでしたら、平成２８年７月教育委員会定例会議事録について、ご承認を求

めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、平成２８年７月教育委員会定例会議事録は承認されました。 

  

  案 件 

   （２）協議事項 

    ②「オーストラリアの日 in ゆがわら」後援について 

髙橋教育長 次に（２）協議事項 ②「オーストラリアの日 in ゆがわら」後援について、事

務局から説明をお願いします。 

大滝課長 協議第８号をお願いします。 

  （資料に基づいて、「オーストラリアの日 in ゆがわら」後援について 説明） 

  ・異文化交流体験をもとに国際交流意識の向上を図る（主催：ゆがわら国際交流協会） 

髙橋教育長 説明が終わりました。この件について、何かご質問等はございますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 ないようでしたら、協議第８号 「オーストラリアの日 in ゆがわら」後援につ

きましては、ご承認いただけますでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 ご承認いただきました。それでは、ぜひご参加いただければと思います。 

 

   （３）報告事項 

    ① 町防災訓練の実施について 

髙橋教育長 次に（３）報告事項 ① 町防災訓練の実施について、事務局からお願いします。 

鈴木副課長 資料１になります。 

  （資料に基づいて、町防災訓練の実施について 説明） 

  ・各小学校会場訓練内容 

  ・開催日 平成２８年９月４日（日） 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様、ご意見・ご質問等はございますでしょうか。 

小松委員 こちらは住んでいるところに関係なく、自分の興味のある各小学校の会場に参加でき

るんでしょうか。 

鈴木副課長 ちょっとわかりません。 

髙橋教育長 それは構わないと思います。ご覧になっていただいて、よろしいと思います。 

   他にありますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ② 平成２８年度三原市・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 次に② 平成２８年度三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業について、事

務局からお願いします。 

大滝課長 資料２になります。 

  （資料に基づいて、平成２８年度三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業につい て 

説明） 

  ・交流日程、参加人数、事前学習会、事後学習会、日程表 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様、何かご意見・ご質問等はございますでしょうか。 

大滝課長 冊子ができましたので、お配りさせていただきます。 

髙橋教育長 感想の中には、５年生からは「来年、ぜひ行きたい」がほとんどでしたね。 

早藤委員 いま大滝課長のお話にありましたように、継続事業でやるということで、来年度の人

数云々は別にしても、この教育長から感想の話があったように、「来年も行きたい」と書い

てあるのを見ましたし、尐なくとも５年生にはそういうインフォメーションを、もういまの

うちから「やるよ」と。さらに、もっと下の子たちに、そういうのを申し込んで、次のとき

の受け入れもっていう話も、行くのと同時に、受け入れもするんだということを意識させる

ような、そういうようなものを早いうちから、インフォメーションしていただいた方がいい
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かなと思います。 

大滝課長 はい、わかりました。 

髙橋教育長 感想は、だいたい「楽しかった」という結果になっています。 

   他にありますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ③ 平成２８年度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③ 平成２８年度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

らお願いします。 

大滝課長 資料３になります。 

  （資料にもとづいて、平成２８年度ポートスティーブンス市中学生派遣事業について 説明） 

  ・派遣日程、派遣人数、事前説明会、語学研修会等 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆さん、ご質問等はございますでしょうか。 

早藤委員 つい先日、先方の姉妹都市委員会の方からメールをいただきまして、今回の男子３人、

女子３人のこのバランスが、非常に向こうとしてはやりよかったということが、まず最初に

書いてありまして、向こうから今年９月に来るわけですけども、それが男子７人、女子４人

で男子の方が多いんですけども、そういうものもできるだけバランスがとれるようにしたい

という、姉妹都市委員会からの意見でしたけれども、学校の先生側からは、人数について特

別なものはありませんでした。 

そして、先ほど大滝課長からお話があった、（生徒が）体調が悪かったのは、うちの生徒た

ちのせいじゃなくて、やはり向こうはインフルエンザが流行り出したところで、ホストファ

ミリーとか学校の生徒、あるいは学校の教員も、インフルエンザで休みが急に増えたところ

だったと。そこにたまたま湯河原の生徒もかかってしまって、ホストファミリーも担当の人

たちも非常に苦慮したけれども、とりあえず無事に終わってよかったということでした。あ

とでメールを転送いたします。 

髙橋教育長 最近はこういうのはなかったですよね。 

早藤委員 初めてです。いままでの中で、私の記憶している範囲では。 

髙橋教育長 尐し気分が悪くなったりというのはありましたよね。 

早藤委員 それとホームシックにかかったりというのはありましたけど、インフルエンザという

のは初めてです。 

髙橋教育長 学校側からも、一人の先生では不安な部分があると。ここでこういうことが起きて、

その辺は考えていかなきゃいけないのかなということです。もうちょっとサポートができれ

ばと、今後尐し考えていかなきゃいけないのかなと思っています。 

   他にご意見はございますでしょうか。 

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 

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、事務局からお願いします。 

大滝課長 資料４になります。 

  （資料に基づいて、自然科学教室「親子天体観察会」について、説明） 

   ・参加対象 町内在住の小学校４年生から中学３年生まで 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様、ご意見・ご質問等はございますでしょうか。 

早藤委員 天体観測は午後６時からというのでわかるんですけど、望遠鏡の作成がウィークデー

の昼間にやるということで、これは確かに湯河原の場合には、秋休みの期間になっていると

いうことだろうかなと思うんですけども、普通に考えると、やはりウィークデーの昼間にこ

ういう事業をするっていうことはないと思うんですね。昼間にやる場合には、土曜日なり日

曜日なり。これは講師の都合でしょうか。 

大滝課長 近い日に町民レクリエーションですとか、尐年尐女球技大会とかございます。先生の

ご都合かどうか、聞きそびれてしまったんですけれども、そのようなところも考えた中で、

先生の都合だったのかも知れませんが、５日という形にさせていただいております。 

早藤委員 だから、ウィーデーの昼間にやるということに疑問があるんですよ。普通だったら、
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たとえば学校があったり、湯河原の小中学生だったら、たまたま秋休みだったらいいんです

けども、たとえば町外に出ている児童・生徒がいた場合には、当然、ここは入らないわけで

すよね。その対象をそういうふうに絞っちゃっているのか。ウィークデーだったら夜という

か、学校や何かが終わっている時間にやると思うんです。５日の昼間にした理由というのを、

いまお聞きしたかったんです。 

大滝課長 申し訳ありません。なぜ午後２時半になったのか、わかりませんでした。いま確認さ

せていただければと思うのですが、よろしいでしょうか。 

髙橋教育長 他に何かありますでしょうか。 

貴田委員 私よくわかってなくて、申し訳ないんですけども、内容・活動自体はすごくいいこと

だと思うんですけど、これはどのような趣旨でこのようなことをやるのを企画されたんでし

ょうか。 

大滝課長 親子で一緒に何かを作ったりとか、何かを一緒にやってみるということが１つでござ

います。また、自然科学教室の中の１つということで、生物の関係ですとか、これは天体と

いうことで、いろいろな方面のことを学習してはどうかということでございます。 

髙橋教育長 いつごろからですか。 

大滝課長 いつからかははっきりわかりませんが、以前、プラネタリウムがありましたときには、

プラネタリウムを利用して、星の動きですとかそういうものを観察したことがあったという

ふうに聞いております。 

早藤委員 天体観測は、かなり長いですね。梅原さんの前の坪内さんのときからです。坪内さん

ができなくなって、梅原さんが引き継いで、その流れでやっているかと思うんですよ。 

髙橋教育長 伝統的というか、継続しているみたいですね。 

早藤委員 私の記憶の中では、やっぱり湯河原の自然豊かなものを、子どもたちにも理解させた

中で、先ほど課長がおっしゃったような、地学的・生物学的な天体観測というものを、実際

に体験させようというようなことだったと記憶しております。 

髙橋教育長 他にも自然の関係とかあるんですよね。 

大滝課長 先ほどのご質問の、なぜ午後２時半なのかということですけれども、秋休みの前とい

うことで、学校も早く終わるという中で、先生のご都合もあり、この時間にさせていただい

たということでございました。 

髙橋教育長 そういうことでございます。 

早藤委員 ただ、今年はもう決まったことだから、もういいんですけど、今後はやはり、時間的

にはちょっとおかしいかなと思います。対象が町内在住の小学校４年生から中学校３年生と

いうことでしたら、町外に通っている方もいるわけですから、そうすると、この秋休みとい

う湯河原の二学期制になじまない部分もあるわけですから。そうすると、昼間にやるという

ことは、午後５時とか午後６時からでしたらわかるんですけれども、やはりそこは考慮すべ

きなんじゃないかなと思います。 

大滝課長 次回は、いまご指摘のあった点について、反映できるような形で進めたいと思います。 

髙橋教育長 他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ⑤ 平成２８年度湯河原町文化祭について 

髙橋教育長 次に⑤ 平成２８年度湯河原町文化祭について、事務局からお願いします。 

大滝課長 資料５になります。 

  （資料に基づいて、平成２８年度湯河原町文化祭について 説明） 

   ・１０月２日から１１月２９日まで 

髙橋教育長 新規のはありますか。 

大滝課長 この中で特に目新しいものはないんですけれども、プロの音楽会が、神奈川フィルハ

ーモニー管弦楽団に来ていただくということで、目玉ではないかと考えております。 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様、ご意見・ご質問等はございますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 ご都合がつくようでしたら、ご覧になっていただきたいと思います。 
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    ⑥ 美術館整備計画について 

髙橋教育長 次に⑥ 美術館整備計画について、事務局からお願いします。 

池谷館長 資料７になります。 

  （資料に基づいて、美術館整備計画について 説明） 

   ・目的、経緯、計画の概要、美術館の新規事業について 

   ・図面提示 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様、ご質問・ご意見等はございますでしょうか。 

池谷館長 工事が順調に決まってまいりましたら、現在、特別展ですけれども、こちらが工事の

期間に入ってまいりますので、あまりお客様に迷惑がかけられないということで、期間を尐

し短縮して開催する考えでおります。 

髙橋教育長 いかがでしょうか。 

早藤委員 改修平面図の中にある、これはでき上がった図はこれですか。現在の形をそのまま残

すのか、それとも、これは全部付属品が付いているわけですか。 

池谷館長 付属品はほとんどなく・・・。 

早藤委員 付属品というか、棚とかいろいろ出っ張っているんだけど、踏み込みや何か、これは

そのままですか。 

池谷館長 そのままです。現在の形のものをそのまま利用して、そこの壁や床を新しくしたりと

かという程度の内装の改修です。 

早藤委員 これは平面図だからよくわからないんだけど、現場に行ったとき、たしか段差があっ

たと思うんだけど、その段差について、これは全部フラットになるのか、それとも、そのま

ま段差が生きたままなのか、その辺はどうなんですか。 

池谷館長 アトリエについては、段差はそのままになると思います。収蔵庫については、段差を

解消する踏み台みたいなものを付けて、行き来ができるような形になると思います。 

早藤委員 アトリエで、段差がある踏み込みが残っているということは、そうすると扉が２つで

すよね。廊下側の扉と中の踏み込みから入る、襖みたいな扉だったかな。 

池谷館長 ドアはそのまま使いますので、ドアを開けて踏み込みに入って、また引き戸を開ける

ということになっております。 

早藤委員 そこのところって、せっかくやるのに、無駄じゃないんですか。踏み込みと格子戸っ

ていうのは、全くいらない部分じゃないんですか。これを外した方が、アトリエとしても広

いし、開放感がある。たとえば、ここから品物の出入りのときに、そこで曲げなくても済む

し。柱があるのかどうかわからないけど、柱１本あるにしても、そこに格子戸があったり壁

があったりすると、これは搬入とかいろいろなもので不便じゃないかなと思うんだけど。 

池谷館長 躯体の壁自体は壊せないそうなんですよ。アトリエの真ん中の壁は、何とか広くとり

たいということで、できる限り抜くんですけれども、その他の柱とか壁とかについては、や

はり構造上取り去ることができないので、基本的には現在のレイアウトをそのまま残して改

修をするという計画でございます。 

早藤委員 トイレの改修が入っていますけど、３階・４階のトイレの改修はわかるんですけど、

２階のところを見させてもらったときに、あれも何とか一緒にできないのかなと。追加でと

いうか。 

髙橋教育長 １階のトイレの洋式とウォシュレットは、今回入れたんですけど、あそこはちょっ

と、いま使えない状況ですよね。 

早藤委員 もし使えないんだとしても、あれは開けただけでも臭いが出るような。あれは、ただ

ドアを閉めておくだけのものじゃないと思います。基本的に、完璧に塞いでしまうか、ある

いはすごくきれいに戻すか、どちらかをしないと、あのままというのは。 

髙橋教育長 今後また考えていく必要があるかも知れません。トイレの改修は入りそうですか。 

池谷館長 昨日、打ち合わせをしてお願いしまして、まだ見積もりが来てないですが、収める方

向で考えたいと思います。 

髙橋教育長 ２階のトイレですよ。 

池谷館長 ちょっとそこまでは考えていなかったんですが、何とかしないとと考えております。 

髙橋教育長 時間的な余裕がないですね。 

早藤委員 今回は無理だったとしても、できるだけ近いうちにやった方がいいかなと思います。 
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髙橋教育長 どのくらいかかるかを、まず金額を調べて、そして予算化をしていかなければいけ

ないと思います。 

池谷館長 開館のときに、あそこも改修をしたんですけれども、昔のトイレそのままで器材を入

れ替えただけなので、全然換気装置も付いてなく、臭いだけが出てきまして、それで閉じて

しまったということです。今後、考えていきたいと思います。 

髙橋教育長 本来は、ここで一緒にできればよかったですね。 

   他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

   （４）その他 

    ① 位置情報を活用したスマートフォンゲームの適切な利用について 

髙橋教育長 次に（４）その他 ① 位置情報を活用したスマートフォンゲームの適切な利用に

ついて、事務局からお願いします。 

鈴木副課長 資料６になります。 

  （資料に基づいて、位置情報を活用したスマートフォンゲームの適切な利用について 説明） 

  ・文部科学省、神奈川県警本部、県子ども教育支援課長を通しての依頼 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様、何かご質問等はございますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 以上で、定例会の案件は終了でございます。 

  （傍聴人 退室）   

   

※ 秘密会 

 

   （１）議案事項 

    ① 平成２８年度要保護・準要保護児童・生徒の追加認定について 

髙橋教育長 それでは、秘密会に入ります。（１）議案事項 ① 平成２８年度要保護・準要保護

児童・生徒の追加認定について、事務局からお願いします。 

鈴木副課長 議案第１２号になります。 

  （資料に基づいて、平成２８年度要保護・準要保護児童・生徒の追加認定について 

   説明） 

 

    ② ９月補正予算について 

髙橋教育長 次に② ９月補正予算について、事務局からお願いします。 

柏木参事 議案第１３号になります。 

  （資料に基づいて、９月補正予算について 説明） 

 

    （２）協議事項 

     ① 平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果の公表について 

髙橋教育長 次に（２）協議事項 ① 平成２８年度全国学力・学習状況調査の公表について、

事務局からお願いします。 

長田指導主事 協議第７号をお願いします。 

  （資料に基づいて、平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果の公表について 説明） 

 

※ 秘密会終了 

 

髙橋教育長 定例会に関する案件については、すべて終わりました。その他で、委員の方から定

例会として、何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 事務局側から、定例会について何かございますか。 

（事務局側 なし） 

髙橋教育長 それでは、教育委員会８月定例会を閉会いたします。 


