
 

1 
 

教 育 委 員 会 定 例 会 

 
日時：平成２６年１１月１９日（水） 午前９時３０分～午前１１時４３分 
場所：教育センター ２階 ２０４会議室 

 
出席者：教育委員  早藤義則、石井紘一、小松泰子、貴田太史、髙橋 正 
 
事務局及び説明者  柏木課長、青木課長、大槻副課長、長田指導主事、田代指導主事 
          石倉図書館長 
会議録署名委員：石井紘一、小松泰子 
 
※ 傍聴人（１名）入室 

早藤委員長 みなさん、おはようございます。これより１１月の教育委員会定例会を開催

いたします。今日は、新しいメンバーとして貴田さんが新委員として、最初の定例会

での会議になります。非常に秋が深まったというか、外は紅葉が山の方も始まって非

常に湯河原の自然が満喫できる頃かなと思います。朝晩の冷え込みは厳しいですけれ

ども、昼間は日が当たればかなり暖かくなって、子どもたちも勉強に、あるいは運動

に、あるいは文化的な活動にと、かなり活発に活動してくれているいい時期ではない

かなと思います。また今日、この後に吉浜小学校で小学生の音楽会がありますので、

お時間の許す方は是非そちらの方にもご参加をお願いいたします。それではただいま

より１１月教育委員会定例会を開催いたします。まず、会議の始まる前に議事録の署

名人の指名をしたいと思います。本日の議事録は、石井委員と小松委員にお願いいた

します。 
   

議事録の承認  
（１） 平成２６年９月教育委員会臨時会議事録の承認について 
（２） 平成２６年１０月教育委員会定例会議事録の承認について                           

 
早藤委員長 続きまして、議事録の承認に移ります。９月の臨時会の議事録、および１０

月の定例会の議事録、この２件につきまして事前に事務局より皆さんのお手元の方に

届いていると思いますが、両方一緒に承認を得たいと思います。それでは事務局から

説明をお願いいたします。 
大槻副課長 今回の議事録につきましては、９月の臨時会と１０月の定例会の二点になり

ます。それでは、事前にメールでお送りさせていただいておりますが、いくつかのご

指摘をいただいております。その修正個所についてご説明させていただきます。 
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※修正個所の説明 
早藤委員長 ただいま事務局より、９月の臨時会および１０月の定例会の議事録について

修正個所の説明がございました。皆様からのご指摘を含めた中で修正していくと答え

られましたが、一括して両方の承認を得たいと思います。いかがでしょうか。承認い

ただけますでしょうか。 
委員 全員異議なし 
早藤委員長 それでは議事録、９月の臨時会および１０月の定例会の議事録は承認されま

した。 
 
早藤委員長 これより提出されております案件について審議いたします。（１）報告事項、

（２）議決事項、（３）その他の順でお願いします。案件の審議に入ります前に皆様に

お諮りしたいことがございます。（１）報告事項の⑥番、⑦番、そして（２）議決事項、

（３）その他、それらにつきましては人権問題ですとか、あるいは個人情報の問題等

が関わってまいります。あるいは、まだ審議途中で議会等に確認をしていない部分等

もございます。それらのことで、（１）報告事項の⑥番から以降の部分を秘密会にした

いのですが、いかがでしょうか。 
委員 全員異議なし 
早藤委員長 ありがとうございます。皆さんのご承認をいただきましたので、（１）報告事

項の⑥番、⑦番、（２）議決事項の①、②、③、④、そして（３）その他の①、②、③、

これらにつきましては秘密会といたします。 
 
（１） 報告事項 

① ２０１５湯河原温泉オレンジマラソンについて 
早藤委員長 それでは、さっそく（１）報告事項に入ります。まず、報告事項①番、２０

１５湯河原温泉オレンジマラソンについて、事務局より報告をお願いいたします。 
青木課長 おはようございます。それでは、お手元の資料１をご覧いただきたいと思いま

す。Ａ３横版になります。２０１５年湯河原温泉オレンジマラソン開催要項がまとま

りましたので、ご報告させていただきます。先月、１０月２７日（月）に第一回オレ

ンジマラソンの実行委員会が開催されました。その際に要項を提出させていただきま

して、概ね原案でのご承認をいただいたものでございます。 
（資料に基づき、２０１５湯河原温泉オレンジマラソンについて説明） 
・日時、会場、種目等について 
・参加賞の変更点等について 
・駐車場の周知等について 
・申し込み期間や、宿泊案内等について 

早藤委員長 ただいま２０１５湯河原温泉オレンジマラソンについての報告がございまし
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た。募集要項についての説明ですが、みなさんの方から質問、ご意見等ありますでし

ょうか。 
石井委員 よろしいですか。定員の欄に今話し合った宿泊パック５００人とありますが、

去年どれくらい泊られたか分かりますか。 
青木課長 昨年は１７８組です。ペアで泊られている方もいらっしゃるので、１７８組の

方がご利用になりました。 
石井委員 そういう人たちは毎回泊っているかどうか知りませんけれども、湯河原に泊ま

ってくれる。これはある程度安い値段でやっているんですよね。評判とかは、どのよ

うに聞いていますか。 
青木課長 宿泊の方に関しましては、リピーターの方もいらっしゃるということなもので

すから、あとは今まで入浴体験をしていただいた人が、今度は泊って帰ろうというこ

とにシフトをしてくれればありがたいな、というふうに考えております。 
教育長 これは、案内所経由ですか。 
青木課長 基本的には案内所での受付けです。 
教育長 何か言ってきたのでしょうか、案内所の方から。 
青木課長 とくだん、クレームとかも聞いておりません。むしろ、通常よりも安く泊まれ

るというのがあるのではないでしょうか。 
石井委員 このマラソンとは直接関係がないようですけれども、泊っていただける方がい

れば泊っていただいて、宣伝してまた次に来てもらうということになりますのでよろ

しくお願いします。 
青木課長 はい、分かりました。 
早藤委員長 他には何か質問、ご意見はいかがでしょうか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 よろしいですか。ありがとうございます。  
 

② 平成２７年湯河原町成人のつどいについて 
早藤委員長 それでは続きまして報告事項②番、平成２６年湯河原町成人のつどいについ

て、報告をお願いします。 
青木課長 それでは、資料２、平成２７年湯河原町成人のつどい開催要項についてご報告

いたします。 
（資料に基づき、平成２７年湯河原町成人のつどいについて説明） 

    ・日時、場所等について 
    ・対象となる町内在住の新成人の人数について 
    ・式典における恩師からのことばについて 
    ・記念撮影と記念のつどい等について  
早藤委員長 ただいま平成２７年湯河原町成人のつどい開催要項についての説明がござい
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ましたが、これにつきましてみなさんの方から質問、ご意見等ありますでしょうか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 とくにありませんか。ありがとうございます。 
青木課長 最後に委員長、一点お願いいたします。会議の終了後に出席のご案内というこ

とで、皆様にお配りさせていただきます。式典の方です。教育委員さんとして是非ご

参加の方をよろしくお願いいたします。 
 

③ 湯河原町子どもフォーラム ＤＡＹ３、ＤＡＹ４について 
早藤委員長 それでは続きまして報告事項③、湯河原町子どもフォーラム ＤＡＹ３，４

について報告をお願いします。 
長田指導主事 よろしくお願いいたします。資料３をご覧ください。ＤＡＹ１，ＤＡＹ２

を６月に実施し、その続きでＤＡＹ３，ＤＡＹ４を１２月２０日（土）と１２月２１

日（日）に開催をいたします。そのご案内を兼ねた、実施要項、開催要項となってお

ります。これを、学校を通して児童・生徒に配布をして参加を募るというものでござ

います。 
  （資料に基づき、湯河原町子どもフォーラム ＤＡＹ３，４について説明） 
   ・ＤＡＹ３、ＤＡＹ４の開催日時、場所、内容、日程等について 
   ・防災ロゲイニングでの協力要請等について 
早藤委員長 ただいま平成２６年度湯河原町子どもフォーラムＤＡＹ３，ＤＡＹ４につい

て１２月に行われるこのフォーラムについての説明がございましたが、みなさんの方

から質問、ご意見等ありますでしょうか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 特にございませんか。質問がないということでしたら、ただいま長田先生の

方から依頼がございましたように、教育委員の皆さんももし都合がつきましたらご参

加の方、よろしくお願いいたします。 
 

④ 平成２６年度教育支援委員会の結果について 
早藤委員長 では、次に入ります。報告事項④、平成２６年度教育支援委員会の結果につ

いて、事務局説明をお願いいたします。 
長田指導主事 よろしくお願いいたします。資料４をご覧ください。昨年度まで、「湯河原

町就学指導委員会」という名称でありましたものを、今年度から「湯河原町教育支援

委員会」という名称に変更させていただきました。理由並びに根拠としては文部科学

省からの通知があったということと、就学指導という一過性のものではなく、継続し

た教育支援を行うということを強調するために教育支援委員会と名称を変更させてい

ただきました。委員の皆様の構成は、就学指導委員会の皆様と変わりません。趣旨を

より明確にしたということでございます。 
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（資料に基づき、平成２６年度教育支援委員会の結果について説明） 
   ・メンバーの所属と職名について 
   ・結果の報告について（来年度新就学の児童・生徒、種別変更の児童・生徒、措

置替えの児童・生徒）                  
早藤委員長 ありがとうございます。ただいま平成２６年度教育支援委員会の結果につい

て報告がございました。委員会委員の名簿、そして２６年度の委員会の結果というこ

とで説明がございましたが、これらについて質問等ありますでしょうか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 特にないということですので報告の方は、ありがとうございました。 
 

⑤ 平成２７年度福浦幼稚園入園の申込みについて 
早藤委員長 次へ進みます。報告事項、⑤番目平成２７年度福浦幼稚園入園の申込みにつ

いて、事務局より報告をお願いいたします。 
柏木課長 それでは、資料５をお願いします。 
   （資料に基づき、平成２７年度福浦幼稚園入園の申し込みについて説明） 
    ・入園願書の配布や受付等について  
    ・募集園児数や入園資格等について 
    ・子ども・子育て支援新制度と保育料について 
    ・新制度における利用・公費の流れについて 
    ・公費のしくみの変更イメージについて 
    ・利用者負担及び公定価格について 
早藤委員長 ありがとうございました。ただいま平成２７年度福浦幼稚園入園の申込みに

ついてということで、来年度から新制度、「子ども・子育て支援制度」というものが新

しくなり、そのお金の流れが変わるために保育料をどのように新しい法律に合わせて

いくかということで事務局が大変苦慮しているということが分かったと思います。そ

の中で一応来年度については現行通りのものでという趣旨だったと思います。 
※柏木課長より、入園料についての補足説明 

    ・来年度、入園料分を保育料に組み入れた形を考えている。（月７２００円） 
早藤委員長 ただいま説明がございました。保育料について、５歳児の場合には問題なく

そのまま入園料をいただいているということです。新入園される方については入園料

というものが来年度からはもらえないということで、それを月々の保育料の中に組み

込んで、今までの７０００円を７２００円という形で負担していただくというものを

考えているということでございます。そのような方式は今、経過措置としてのことだ

というお話でしたので、今後周りの市町村の様子を見ながら、そして保護者なり町の

財政を見ながら最終的なものになっていくものと思われます。とりあえず来年度につ

いてこのような形で募集要項を作っていくということですが、それにつきまして皆さ
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んの方から質問、ご意見等ありますでしょうか。 
小松委員 現在園児数が２８名で定員に行かないのですけれども、私立の幼稚園ですと定

員割れしてしまうと経営に悪影響が出てくるので定員を埋めたいというふうに考える

と思うのですが、町としては定員人数についてはどう考えておられるのでしょうか。 
柏木課長 福浦幼稚園はご承知の通り先生の数はそんなに多くありません。結構今は手一

杯の状況ですので現状維持ぐらいがいいのかなと思います。ただ、ご希望があれば受

け入れますけれども、そんなにキャパシティはないのかなというふうには感じており

ます。 
小松委員 保育料が所得に応じて変更になるということに関しては、保育の内容がすごく

魅力的であれば高いお金を出しても入れたいと思うので、そこを町としてその保育園、

あるいは福浦幼稚園の位置づけをどういうふうにするのかということが基本にあって

園児を集めたいのであれば納得します。 
教育長 そういうことも検討していかなければいけないのですけれども、やはり保育料を

いくらに設定するかというような問題だと思います。それが適正なサービスを与えら

れるかということを考えていかなくてはいけないと思います。これが国の示している

一般的な指針ですので、これをそのまま幼稚園に適用できるかという事も少し今後考

えてみないといけないですね。教育長の集まりの中でも、やはり急すぎているので来

年度については現行を変えずに、というところが多いようです。ただ、そうもずっと

言ってはいられませんので、２８年度くらいからはこれに準じた方法、ただ、価格に

ついては設定できますから、保育園のように７割というのも一つの選択手法なのかな

と思います。  
柏木課長 今、宮上幼稚園は２万３０００円くらいです。スクール（園）バスがあります

し、いろいろとそんな面でも施設の面でもあちらの方が充実しているのでしょうから、

どこまで町立の方が上げられるのか非常に悩ましい部分かなと考えています。 
教育長 基本的には、これは私立幼稚園に対しての基準なのです。町立はこれを適用しろ

というわけではないのですけれども、順次そういう形で移行していこうという話にな

ります。 
柏木課長 国のイメージは１号の認定をされている幼稚園の方はこの料金だというのがね

らいだと思うのですけれども、なかなか今そう行くか。開きがあり過ぎるので 一気

に行かないというのが実情だと思います。 
早藤教育長 いかがでしょうか。 
石井委員 今、数字を見てのことなのですけれども、宮上幼稚園が２万３０００円、こっ

ちが７０００円。本当にいいかどうか私は知りませんけれども、もし今までの７００

０円が公定価格として７０００円ということは、その他は全部公費ですか。そういう

考え方でいいですか。今後、他の高いところ、一番後ろのページのイメージというの

から見ると、ほとんどの人は上がっちゃっているのですね。 
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教育長 このまま適用すればそうなりますね。 
石井委員 そういった場合に、どうするか分かりませんけれども委員会に全部流れちゃう。 
教育長 その可能性はあります。ただ、サービスのタイプとか、それも考慮していかなけ

ればいけないし、もう一つは公立の幼稚園という性格もありますので、民間の施設と

同様に考えるというのは公立であることから、意味合いが薄れてしまうのかなという

ようなこともあると思います。近隣の市町村の状況を参考にしながらやっていかない

といけないかなと思います。 
石井委員 その先を考えると、今課長が言ったように、子どもが定員いっぱい来たら教員

の数が間に合わないかもしれないですね。  
教育長 現状の教員数で定員は賄えます。 
石井委員 実際問題、子どもが５０人来ちゃったならば手が足りなくなる可能性がある。 
教育長 そういう状況になれば非常勤の職員の対応になるかと思います。 
石井委員 今、我々が考える必要はないでしょうけれども、何年か先になると分配という

話が入ってきますね。 
教育長 そうですね。ましてや私立幼稚園があります。 
石井委員 少子化であり、ここで少々値上げになったのはいいけれども、私立幼稚園はう

れしけれども、今後どうなっていくのか。 
教育長 そうですね。その辺が１年半狂ってきますので。 
柏木課長 私立幼稚園は、民営を圧迫しないようにということで、公立の方へ上げるよう

な要請を出すというようなことをしているという背景もあります。 
早藤委員長 たまたま湯河原町の公立幼稚園は福浦幼稚園一つだけで、貴田さんが多分こ

この卒園生ですか。そういうこともあって貴田さん、こういう形で委員会も初めて出

られてこのような報告事項が出たわけですけれども、特に何か感想とかあるいは質問

とかありましたらいかがでしょうか。 
早藤委員長 まだ古い園舎の時ですよね。今の東台に一緒の中に入ってというのではない

ですね。その当時とは状況は随分違うかもしれませんが、お子さんは入っていたりし

ていたかと思います。 
貴田委員 そうですね。やはり福浦幼稚園というのは今でも人気でありまして、福浦、川

堀地区だけではなくよその地区からも来ている方が何人かいらっしゃいます。それは、

料金的なことが一番大きいのかなと思っております。お金のことはあまりよくは分り

ませんが、あまり上がっていかないほうが保護者の立場としては、本当にありがたい

なと考えております。 
早藤委員長 やはり、この福浦幼稚園の存続については園舎が移転した時から議会の方で

も教育委員会の方でも話題にのぼっていたこともあります。今、少子化で、非常にそ

の辺の、先ほどからの話題にありますけれども、やはり教育委員会の管轄の中で小・

中学校の他に幼稚園としてどうかなというもの、しかもそれは公設の幼稚園としての
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ものがあるということは、長い目で見た幼・小・中の連携とか、そういう面でも一番

重要な部分を占めているということもありますし、東台の校長先生たちの話を聞いて

も、幼稚園方の様子が見えることで非常に子どもたちの小学校での生活にも参考にな

るというような話もございます。ですから、今回の福浦幼稚園の入園の申し込みにつ

いての説明がございましたが、これは来年度の申し込みの内容、そして料金について

のもの以外に、今後の存続あるいは先ほどの料金とともに保育内容について、教育内

容についての指導、そういうものも皆さんの方で考えていただいてより良い形で民間

の幼稚園を圧迫しない形、そして公立として必要なものはどこなのか、ということも

考えた中でこういうものを再度議論していただけたらと思います。 
石井委員 現在２８人いますよね。この中で東台福浦小学校の学区から、学区以外から来

ているものはどのくらいいますか。感覚的にはそれほど多くないですか。 
長田指導主事 正確な数は分りませんが、多くはないと思います。５歳児クラスでも私が

把握しているのは二人、もしかしたらもう少しいるかもしれませんので、片手に余る

くらいと思います。 
早藤委員長 今まで聞いた中でも、決して多くはないけれどもいなくはないという程度の

話を今までも伺っています。石井委員、よろしいでしょうか。他には、質問、ご意見

等ありますでしょうか。教育長の方からコメント等ありますか。 
教育長 特にありませんが、国の方の動きとして無償化というのが出ております。    

実際に現実問題としてできる話ではないのですが、そういうこともありますのでこう

いった幼稚園の教育は非常に重要だと思っております。公立であるという意義も今後

考えていかないといけない。ただ、今ありましたように、地域的な限定がされている

ということになると、町全体としてどうなのかなというのもありますので、これは難

しい問題だと思います。近隣の市町村などとも調整しながらやっていく必要があると

思います。 
 柏木課長より補足説明 
    ・住所地のある市町村の保育料が適用されること 
    ・幼稚園、保育園共に実施されること 
早藤委員長 いかがでしょうか。いろいろと補足されることもございましたが、この件に

関しまして皆さんの方から質問、ご意見等、他にありますでしょうか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 よろしいでしょうか。なければ次に移ります。⑥番からは秘密会になります。 
 
 ※傍聴人（１名）退出 
 

⑥ 中学校給食検討委員会の状況について 
早藤委員長 それでは引き続き報告事項を行います。報告事項⑥番、中学校給食検討委員
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会の状況について、事務局よりお願いします。 
柏木課長 １１月１３日に第６回目の検討委員会を開催しました。現在はまとめの段階に

入っておりまして、資料６でお示ししました通り現在の報告書案を取りまとめている

ところでございます。 
（資料に基づき、中学校給食検討委員会の状況について＜報告書（案）＞説明） 

   ・「はじめに」、「報告書」の文面について 
・アンケート調査について 
・実施方式、導入時期、給食費、人員配置等について 
・給食検討委員会検討経過について 
・給食検討委員会設置要綱について 
・給食検討委員会委員について 
・「中学校給食導入に関するアンケート」の集計結果について 

   ・各実施方式における比較検討について 
早藤委員長 ただいま中学校給食検討委員会の状況というか報告書の案について説明がご

ざいました。この報告につきまして皆さんの方から質問、ご意見等ありますでしょう

か。 
委員 質問、意見等なし 

 
⑦ 行政文書公開請求について 

早藤委員長 それでは、続いての報告事項に入ります。⑦行政文書公開請求について事務

局からお願いいたします。 
柏木課長 資料７でございますけれど、文書の公開請求が２件ございました。 
 （資料に基づき、行政文書公開請求について説明） 
   ・文部科学省の「津波対策状況調査」に提出した回答について 
   ・平成２６年４月実施の全国学力学習状況調査について 
早藤委員長 報告事項⑦番行政文書公開請求について、２件の公開請求がございましたが、

これらにつきまして質問、ご意見等ありますでしょうか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 よろしいでしょうか。それでは報告事項は以上７点で終了致します。 
 
議決事項 

① 湯河原町指定重要文化財の指定について 
 
早藤委員長 続いて（２）議決事項に入ります。①湯河原町指定重要文化財の指定につい

て審議したいと思います。それでは事務局より説明をお願いいたします。 
青木課長 それではお手元、議案第２９号湯河原町指定重要文化財の指定について提案さ
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せていただきたいと思います。 
 （議案第２９号に基づき、湯河原町指定重要文化財の指定について説明） 
   ・指定物件について 
   ・提案理由について 
   ・別紙（由緒、沿革等）、添付書類（写真等）について 
早藤委員長 ただいま説明がございました湯河原町指定重要文化財の指定につきましての

申請がございました。文化財審議委員会の方で審議したものですが、最終的にここで

皆さんと審議をしたいと思いますがいかがでしょうか。何か質問、ご意見等あります

か。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 それではこれについて認定する形でよろしいでしょうか。 
委員 全員異議なし 
 

② １９期図書館協議会委員の任命について 
早藤委員長 それでは第３０号議案②第１９期図書館協議会委員の任命について、図書館

長が来ていますのでお願いいたします。 
石倉図書館長 それでは議案第３０号ということで、Ａ４の紙２枚をお願いいたします。 
（議案第３０号に基づき、第１９期図書館協議会委員の任命について説明） 
  ・任期、任命候補者等について 
  ・提案理由について 

早藤委員長 ただいま説明がございました、第１９期図書館協議会委員の任命につきまし

て候補者１０名の概略説明がございましたが、この１０名の方々を推薦してあります。

これについて皆さんの方から質問、ご意見等ありますでしょうか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 いかがでしょうか。特に皆さんの方から質問、ご意見等なければ、１０名の

方の推薦が出ておりますが、認めていただけますでしょうか。 
委員 全員異議なし 
早藤委員長 全員の承諾が得られましたので、第３０号議案②第１９期図書館協議会の委

員の任命について承認されました。 
 

③ 湯河原町教育委員会事務点検・評価委員の委嘱について 
早藤委員長 続きまして議案第３１号湯河原町教育委員会事務点検・評価委員の委嘱につ

いて事務局よりお願いいたします。  
柏木課長 この教育委員会の事務点検・評価委員の委嘱につきましては前回も２名お願い

しました。３名のところ、２名をお認めいただきました。今回３人目として追加で委

嘱をお願いしたいと考えております。 
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（議案第３１号に基づき、湯河原町教育委員会事務点検・評価委員の委嘱について説明） 
・任期、委嘱者名等について 
・提案理由について 

早藤委員長 ありがとうございます。ただいま湯河原町教育委員会事務点検・評価委員の

委嘱について１名の方の推薦がございました。これにつきまして質問、ご意見等あり

ますでしょうか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 それでは、ただいま提出してございます一名につきまして承認いただけます

か。 
委員 全員異議なし  
早藤委員長 ありがとうございます。全員の賛成が得られましたので、湯河原町教育委員

会事務点検・評価委員の委嘱については承認されました。 
 

④ 湯河原町いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について 
早藤委員長 続きまして議案第３２号湯河原町いじめ問題対策連絡協議会条例の制定につ

いて、事務局からお願いいたします。 
柏木課長 議案第３２号でございます。 
 （議案第３２号に基づき、湯河原町いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について説明） 
   ・提案理由について 
   ・条例の趣旨、協議会の設置や組織に関すること等について 
   ・委員の任期、報酬等について 
早藤委員長 ただいま湯河原町いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について提案がござ

いましたが、これにつきまして皆さんの方から質問、ご意見等ありますでしょうか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 特に、質問、ご意見等ないようでしたらこの原案通りで承認をいただけます

でしょうか。 
委員 全員異議なし 
早藤委員長 ありがとうございます。それでは議案第３２号の湯河原町いじめ問題対策連

絡協議会条例につきましてはこれで承認されました。 
 
※教育長より議案第２９号湯河原町指定文化財の指定における、補助金についての補足

説明あり。 
早藤委員長 それでは議決事項４件、全て議決されました。 
 
その他 

① 児童・生徒の事故報告及び生徒指導等について 
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早藤委員長 続きまして（３）その他の項目に入ります。その他①児童・生徒の事故報告

及び生徒指導等について、事務局からお願いいたします。 
柏木課長 
（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） 

・長期欠席児童・生徒１０月分集計表について 
・各校別の長期欠席者の状況について 
・適応指導教室の状況について 
・児童・生徒指導の状況、部活動指導上の課題等について 

早藤委員 ただいま児童・生徒の事故報告及び生徒指導について、また長期欠席の状況に

ついて詳細な説明がございましたが、皆さんの方から質問、ご意見等ありますでしょ

うか。 
委員 質問、意見等なし 
早藤委員長 それでは特にないようですのでその次に移ります。 
 

② 湯河原町子ども・子育て会議委員の推薦について 
早藤委員長 ②湯河原町子ども・子育て会議委員の推薦について、事務局からお願いいた

します。 
柏木課長 
 （口頭で説明） 
   ・被推薦者の選出や任期等について 
早藤委員長 これは充て職ということで、教育委員の中からこの委員会で推薦していただ

くという形になっていると思います。 
（委員相互の話し合いによって、被推薦者を選出） 

早藤委員長 それではこれにつきましては委員会として被推薦者を決定いたしました。 
   

③ その他 
早藤委員長 それでは（３）その他の③その他についてありますでしょうか。 
※（各人が口頭にて報告、連絡等を行う） 

長田指導主事 
・全国学力・学習状況調査町ホ－ムページアップの変更箇所について 

教育長 
   ・議会関係の状況等について 
小松委員 
   ・男女参画懇話会に出席しての感想について 
貴田委員 
   ・スポーツ団体からの学校施設等使用に関する要望について 



 

13 
 

大槻副課長 
   ・１０月３１日実施の就学時健康診断における受診状況について 
柏木課長 
   ・町内各小学校のインフルエンザの発生状況について 
   ・音楽会（吉浜小学校）、会場への送迎について 
   ・歓送迎会とその送迎について 
青木課長 
   ・成人のつどい案内、懇親会の案内について 
   ・成人のつどいでの一文（ことば）の依頼について 
大槻副課長 
   ・下郡３町の教育委員会の懇親会について 
早藤委員長 他には、ありませんでしょうか。それでは１月の定例会の方の日程調整をし

たいと思います。教育長の方から提案願います。 
教育長 １月のこの週についてはいろいろと出張等がありますので、申し訳ないですけれ

ども１月２１日（水）でいかがでしょうか。９時半からということでよろしいでしょ

うか。 
委員 異議なし 
 
 ※次回の教育委員会定例会  １月２１日（水）午前９時３０分～ 
 
早藤委員長 それでは１２月は、先ず１０日に下郡３町の懇親会、１７日に教育委員会。

そして今決まりました１月２１日に教育委員会ということになります。どうぞよろし

くお願いいたします。 
 
早藤委員長 本当に長い時間、審議の方ありがとうございました。皆さんに慎重に審議し

ていただいたおかげで、無事に全ての案件が審議できました。本日は遅くまでありが

とうございました。お疲れ様でした。 
 
   終了時刻 午前１１時４３分 
 


