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教 育 委 員 会 定 例 会 

 

日 時：平成２７年１２月１７日（木）午前９時３０分～午前１１時２０分 

      場 所：教育センター２階 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 

（石井委員は欠席） 

 

事務局及び説明者：柏木部長、青木課長、大滝課長、池谷館長、長田指導主事 

         田代指導主事、中村係長、川口課付 

 

議事録署名委員：小松委員、貴田委員 

 

※傍聴人希望なし 

 

髙橋教育長 おはようございます。定例会を始めさせていただきます。その前に、石井委

員から、本日欠席の申し出がございました。１２月に入りまして、暖かい日が続いて

おりまして、私は風邪をひいてしまいまして、喉が尐し痛いので、委員の皆さんはご

注意いただければと思います。本日、年内最後の定例会ということでございます。年

が明けますと、成人式等、いろいろとイベントもございます。よろしくお願いいたし

ます。それでは、議事録署名人の指名をさせていただきたいと思います。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。案件に入る

前にお諮りいたします。案件の中で、（１）報告事項③行政文書公開請求について、

それから（４）その他①児童・生徒の事故報告及び生徒指導等について、これにつき

ましては、個人情報、それから請求者の情報等もございますので、秘密会とさせてい

ただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、そのようにさせていただきます。 

 

  議事録の承認 

（１）平成２７年１１月教育委員会定例会議事録の承認について 
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髙橋教育長 それでは、平成２７年１１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。 

川口課付 １１月の議事録でございますが、１点、修正がございます。 

  ※訂正箇所の説明 

 

髙橋教育長 ただいま事務局から説明がございました。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 ないようでしたら、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 それでは、全員の賛同が得られましたので、１１月定例会の議事録につきま

しては、承認されました。 

 

  案件 

（１）報告事項  

  ① 平松礼二画伯作品寄贈について 

髙橋教育長 続きまして、案件に入らせていただきます。（１）報告事項①平松礼二画伯

作品寄贈について、事務局から説明をお願いします。 

池谷館長 資料１をご覧ください。 

 （資料に基づき、平松礼二画伯作品寄贈について説明） 

  ・寄贈の経緯 

・平松画伯と湯河原との関わり等 

・寄贈作品 等 

髙橋教育長 説明が終わりました。ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

早藤委員 大変にたくさんの寄贈作品ということですが、美術館の収蔵庫はなかなか収蔵

の量が大変だとか、あるいは施設的にいろいろ問題があるのではないかという話を、

以前聞いたことがあるんですけれども、そういう点でこれだけたくさんの作品を寄贈

していただいても、保管・管理、その辺はどうなんでしょうか。 

池谷館長 収蔵庫につきましては、現在、平松先生から年間約１００点の作品をお借りし

て、収蔵庫に保管しておりますので、そちらとの兼ね合いをしながら、こちらの寄贈

作品を収蔵することは、今のところ可能です。ただ、まだ先の話になりますけど、平
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松先生からは、次の寄贈ということも頭の中にあるようで、そういったことを考えま

すと、今後は収蔵庫のスペースは足りなくなってくるのではないかなと考えておりま

す。また、保管の問題ですけれども、収蔵庫自体は年間を通じまして、同じ温度、同

じ湿度で保たれておりますので、保管は問題ないんですが、展示室につきましてはな

かなか、古い建物を利用しておりますので、温湿度の努力はしておりますけれども、

新しい美術館に比べて、なかなかそういう状況が、あまり好ましくないと言いますか、

ベストではないと考えております。こちらも今後、課題として考えていかなければい

けないと思っております。 

早藤委員 収蔵庫の方は大丈夫だということで安心しましたけれども、展示室に関して、

今、館長からも話がありましたように、特に照明が、いろいろな電気関係のところが、

ＬＥＤに製造を全部替えていくというような話がある中で、やはり絵を見るためには、

決してＬＥＤの灯りがベストではない場合もあるかなと思うんですけれども、そうい

うための古い電球がいいのか、あるいはＬＥＤもいろいろな色があるんでしょうけれ

ども、その辺の対応というのは現在検討している状況なのか、今後の展望はあるんで

しょうか。 

池谷館長 ＬＥＤにつきましては、彩色性の問題というよりは、電気の料金の関係になっ

ていると思います。あとは熱が出るかどうかということだと思うんですけれども、現

在の展示室の状況は、スポットライトと蛍光灯も含めまして、紫外線をカットしたも

のということで、彩色も非常に抑えたもの、美術館仕様のものを使っておりますので、

光の点では、大丈夫だと思います。ただ今後、ハロゲン球や蛍光灯がなくなるという

ことも考えられますので、計画的に切り替えをしていかなければいけない時期にある

のかなと考えております。 

髙橋教育長 新聞紙上では、オリンピック前までに、全部生産を終了するような話も出て

いますから、それも検討課題の１つとして入れていただきたいと思います。収蔵庫の

問題とともに、その辺は課題です。１月１日、２日ですけれども、開館しておりまし

て、平松先生に館内にいていただける形になっておりますので、お客様に案内をして

いただけるのでしょうか。 

池谷館長 在館していただいて、希望者の方にはサインをしてくださったり、展示の案内

をしてくださったりということを考えていらっしゃるようです。１日いてくださるよ

うです。 

早藤委員 アートトークがあるわけではないのですか。  
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池谷館長 特別に時間を限定してということではなく、先生がご自由に出入りしている中

で、サービスと言いますか、そういったことをしたいとおっしゃっています。 

髙橋教育長 ご厚意です。 

池谷館長 図録を寄贈いただきました。来館者に差し上げてくださいとのことで、５０冊

ほどいただいております。毎年やっておりますが、抽選会をやって、入館された方に

はくじを引いていただいて、何かが当たるというようなことは考えております。 

髙橋教育長 そのＰＲはするんでしょう。 

池谷館長 これから印刷をして、旅館さんにお配りします。 

髙橋教育長 旅館さんに。特に町外のお客様をお迎えしたいと思っております。 

早藤委員 美術館の展示ではなくて、入口の書棚の美術関係の本の並べ方がすごく雑とい

うか、ただ置いてあるだけなので、できれば、図書館ではないけれども、もう尐しコ

ーナーごとというか、寄贈された美術書や何かはまとまってあるんだけれども、行っ

たときに見にくいというか、せっかく美術館なので、寄贈されたものにしても、もう

尐しうまく配置していただけたらいいかなと思います。 

池谷館長 わかりました。 

髙橋教育長 年末の展示替えの時に。 

早藤委員 あそこの本がすごくいいという人がいるんです。私もそう言われて見たんだけ

れど、ちょっともったいないなという感じがしました。 

池谷館長 平松先生の関係ですが、学校課外授業の日程が決まりまして、湯河原小学校で

１月２２日に行うことになりました。６年生６５名の卒業記念講演と合わせた形で、

先生にご指導いただき、講演会をするという形になっております。また、これに先立

ちまして、前もっての学習ということで、１月１５日に美術館で鑑賞教室を開催する

予定になっております。 

髙橋教育長 １月のこれはオープンで、保護者も見れるんですか。 

池谷館長 学校は、そのようにおっしゃっていました。 

髙橋教育長 東台福浦小学校で好評で、子どもたちも喜んだようです。 

早藤委員 吉浜小学校だけは、まだやらないんですね。 

髙橋教育長 順番になります。 

早藤委員 吉浜小学校もやる予定が入っているんですか。 

髙橋教育長 来年お願いできればということです。学年によってそういう授業があるんで

すが、先生のご予定もございますので。先生がサインをしてくださるんでしょう。 
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池谷館長 そうです。子どもの名前を一人一人書いて、サインをしていただけます。 

髙橋教育長 よろしいでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  ② ａｌｌかながわスポーツゲームズ 第７０回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大

会について 

髙橋教育長 次に②ａｌｌかながわスポーツゲームズ第７０回市町村対抗「かながわ駅伝」

競走大会について、事務局から説明をお願いします。 

大滝課長 資料２をお願いします。 

 （資料に基づき、ａｌｌかながわスポーツゲームズ 第７０回市町村対抗「かながわ駅

伝」競走大会について説明） 

   ・期日、距離、区間、編成、コース概略 等 

髙橋教育長 これについては、昨年まで湯河原単独では参加していなかったんですけれど、

真鶴、湯河原、それから清川の混合チームで７０回記念大会ということで、参加する

という予定になっております。経費については、すでに９月の補正予算で計上させて

いただいているものでございます。説明が終わりました。何かご意見、ご質問等はご

ざいますでしょうか。湯河原町からは何名ですか。 

大滝課長 湯河原町からは４名でございます。補欠を含めた中での４名でございます。 

髙橋教育長 全体で何人ですか。 

大滝課長 全体で１１人でございます。 

髙橋教育長 質問はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

※秘密会 

（４）その他 

  ① 児童・生徒の事故報告及び生徒指導等について 

髙橋教育長 順番を変更させていただきまして、（４）その他①児童・生徒の事故報告及

び生徒指導等について、秘密会に入らせていただきます。事務局から説明をお願いし

ます。 

青木課長 資料を説明させていただきます。 

 （資料に基づき、児童・生徒の事故報告及び生徒指導等について説明） 
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※秘密会終了 

  

（２）協議事項 

  ① 平成２８年度湯河原町教育委員会基本方針（案）について 

髙橋教育長 次に（２）協議事項 ① 平成２８年度湯河原町教育委員会基本方針（案）

について、事務局から説明をお願いします。  

柏木部長 協議第１８号をお願いします。 

（資料に基づき、協議第１８号平成２８年度湯河原町教育委員会基本方針（案）につい

て説明） 

 ・平成２８年度湯河原町教育委員会基本方針（案）の概略 等 

髙橋教育長 説明が終わりました。養護学校の件についてはまだ盛り込んでおりませんが、

状況によって、盛り込んでいくような形になるかと思います。教育委員会として要望

を出していたということで、その辺が記載される可能性があります。前回もそうでし

たが、この段階で叩き台になっておりますので、次回以降、継続協議で皆さんのご意

見を伺えればと考えております。よろしいでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  ② 湯河原町駐車場条例施行規則の一部を改正する規則について 

髙橋教育長 続きまして②協議第１９号湯河原町駐車場条例施行規則の一部を改正する

規則について、事務局から説明をお願いします。 

中村係長 協議第１９号について説明させていただきます。 

 （資料に基づき、協議第１９号 湯河原町駐車場条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて、説明） 

  ・湯河原町民グラウンド条例の廃止に伴う一部改正 

髙橋教育長 説明が終わりました。皆さん、ご質問、ご意見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 それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、承認されました。 

  

  ③ 湯河原町臨時的任用職員及び非常勤職員の給与に関する条例施行規則の一部を
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改正する規則について 

髙橋教育長 次に③協議第２０号湯河原町臨時的任用職員及び非常勤職員の給与に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則について、事務局から説明をお願いします。 

中村係長 協議第２０号について説明させていただきます。 

 （資料に基づき、協議第２０号湯河原町臨時的任用職員及び非常勤職員の給与に関する

条例施行規則の一部を改正する規則について説明） 

  ・湯河原町民グラウンド条例の廃止に伴う一部改正 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様、ご意見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 それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、承認されました。 

 

④ 湯河原町スポーツ推進審議会への諮問取下げについて 

髙橋教育長 次に④協議第２１号湯河原町スポーツ推進審議会への諮問取下げについて、

事務局から説明をお願いします。 

大滝課長 協議第２１号をお願いします。 

 （資料に基づき、湯河原町スポーツ推進審議会への諮問取り下げについて説明） 

  ・湯河原町民グラウンド条例の廃止に伴い、当該諮問を取下げ 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様、何かご質問、ご意見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 それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、承認されました。 

    

⑤ 陳情について 

髙橋教育長 続きまして⑤協議第２２号陳情について、事務局から説明をお願いします。 

青木課長 協議第２２号について説明させていただきます。 

 （資料に基づき、陳情について説明） 

  ・「教育の日」制定に関する陳情 
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川口課付 （近隣自治体の状況等について説明） 

  ・近隣自治体の状況 

・陳情の取り扱い方法 等 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様いかがでしょうか。 

早藤委員 真鶴がこういう日を定めたのは、たぶん小学校の合併の問題があった頃かなと

思うんですけれども、やはりそういう問題があると、いろいろと教育に目を向ける場

が必要になってくる。ただ、湯河原の場合、特にいじめ対策に対するいろいろなこと

も中心にやっているので、あえてここで、この陳情を採択するということではなくて、

私は机上配布でもいいのかなという気がしました。 

髙橋教育長 早藤委員から、机上配布というご提案がございましたが、皆さんいかがでし

ょうか。 

小松委員 考え方としては、とてもいいと思いますけれども、教育の日を定めるには、そ

れに付随して、何らかのことを企画していかなければならないので、すぐに実現は。 

髙橋教育長 条例になりますと、どういう取り組みをするのか、考え方はどうなのかとい

うことを示した上で、提案するということになります。 

小松委員 盛りだくさんなので、また新たに、これに関して、すぐには難しいかと思いま

す。 

貴田委員 私も、小松委員とほぼ同じ意見です。いいことかなと感じておりますけれども、

なかなか盛りだくさんなので、すぐには実行することができないかなと考えてます。

なので、趣旨採択なのか机上配布なのか、どちらかだと思います。 

髙橋教育長 こういうものをやる場合には、町民全体とか保護者の主体性が必要になるの

かなというふうに感じます。どういたしますか。早藤委員から、机上配布でというこ

とですが、よろしいでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、今回は机上配布とさせていただきます。 

   

⑥ 小・中学校の卒業式及び入学式について 

髙橋教育長 次に⑥協議第２３号小・中学校の卒業式及び入学式について、事務局から説

明をお願いします。 

青木課長 協議第２３号をお願いします。 

 （資料に基づき、協議第２３号小・中学校の卒業式及び入学式について説明） 
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  ・小・中学校等の卒業式及び入学式の出席者について 

髙橋教育長 説明が終わりました。これは、ここで決めなければいけないですか。石井委

員がいらっしゃらないですし。 

青木課長 まだ時間がありますので、ご覧いただいて、実際のご予定等もあると思います

ので、石井委員もお揃いの上でお決めいただければいいのかなと思います。よろしく

お取り計らいのほど、お願いいたします。 

髙橋教育長 それでは、皆さん、予定だけは確保していただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

（３）議決事項 

① 湯河原町民グラウンド条例施行規則の廃止について 

髙橋教育長 それでは議決事項に移らせていただきます。議案第１６号湯河原町民グラウ

ンド条例施行規則の廃止について、事務局から説明をお願いします。 

中村係長 議案第１６号について説明いたします。 

 （資料に基づき、湯河原町民グラウンド条例施行規則の廃止について説明） 

  ・湯河原町民グラウンド条例の廃止に伴い、規則の廃止を要するもの 

髙橋教育長 説明が終わりました。委員の皆様、いかがでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 よろしいでしょうか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 湯河原町民グラウンド条例施行規則の廃止については、議決されました。こ

こには出ていないですが、町部局の機構改革にあわせて、教育委員会部局について、

部ができて１年しかたっておりませんけども、部を廃止という手続きがございます。

それに対しての規則関係の改正が、今後来年にございますので、よろしくお願いいた

します。 

 

（４）その他 

② その他 

髙橋教育長 それでは、（４）その他②その他に移らせていただきます。委員の皆様から

何かございますでしょうか。 

小松委員 先日、図書室にプリンターを早速入れていただいて、司書さんがとても喜んで
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いらっしゃいました。ありがとうございました。 

髙橋教育長 速やかな対応をしていただきました。他に何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、事務局からお願いします。 

青木課長  

・湯河原町要保護児童対策地域協議会委員の推薦について 

髙橋教育長 協議しないといけないですね。いつまでに出すんですか。 

青木課長 １２月２５日までです。定例会を開かないとできませんので。 

髙橋教育長 それでは、追加案件に入れますか。どういう内容ですか。 

青木課長 その点については、後ほど説明させていただきます。 

・給食アンケート結果の給食検討委員会への報告について 

髙橋教育長 前後いたしましたが、協議第２４号を追加させていただいてよろしいでしょ

うか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、協議第２４号を追加させていただきます。福祉部局から依頼があ

りました、湯河原町要保護児童対策地域協議会委員の推薦につきまして、お諮りさせ

ていただきます。前任が山本委員ということでした。 

早藤委員 以前、山本委員にお願いしたのは、民生委員の経験があるということで、青木

課長の説明にもありましたように、この職務の構成委員の中で、そういう知識・見識

の広い方ということで、山本委員を推薦したという経緯があったと記憶しております。

今回も、この委員の中からということでしたら、小松委員さんか貴田委員のように、

そちらの方面に造詣の深い方にお願いできたらなと思います。 

小松委員 興味のある分野ですので、私、出させていただきます。 

髙橋教育長 そのようなことでしたら、小松委員にお願いいたします。 

早藤委員 一つ提案なんですけれど、今のようなことがあって、教育委員として委嘱され

る部分というのは、いろいろあると思います。そのリストを作っていただくと、今の

ように、当然これも任期がちぐはぐになりますので、できましたら、作成していただ

くといいと思います。お一人にばかり重圧がかかっても、申し訳ありませんので。 

髙橋教育長 ごもっともだと思います。洗い出しをして、事務局で作成いたします。その

他、何かございますか。 

青木課長  
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・総合教育会議の日程について 

柏木部長 

・湯河原町人口ビジョン「湯河原町まち・ひと・しごと創生総合戦略プラン」の配布

について 

髙橋教育長 それでは、次回の１月定例会が１月２０日の午前９時３０分から。そして２

月定例会でございますが、ご提案させていただきますと、２月１０日ですが、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、２月１０日でよろしいでしょうか。１月定例会との期間があまり

ないですけれども、よろしくお願いいたします。 

    

※秘密会 

案件 

（１）報告事項 

③ 行政文書公開請求について 

髙橋教育長 ここから再び秘密会に入ります。案件（１）報告事項③行政文書公開請求に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

青木課長 資料３をお願いします。 

（資料に基づいて、行政文書公開請求について説明） 

※秘密会終了 

 

髙橋教育長 以上で、すべて終了しましたが、何かございますか。 

青木課長 

・１２月１９日（土）の子どもフォーラムの中止について 

髙橋教育長 他に何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、以上をもちまして、今年最後の教育委員会定例会を終了させてい

ただきます。 

 

終了 午前１１時２０分 


