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教 育 委 員 会 定 例 会 

 

日時：平成 26年８月 21日（木）午前９時 31 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、山本明峰、小松泰子 

 

事務局及び説明者   髙橋事務局長、柏木課長、青木課長、小野副課長、長田指導主事 

          石倉図書館長 

 

会議録署名委員：  石井紘一、小松泰子 

 

傍聴者：      ３名 

 

委員長 皆さん、おはようございます。ただいまより、教育委員会８月の定例会を開催いたしま

す。大変に暑い中、毎日のように高温注意報が発令されているようです。皆さんの方は、い

かがでしょうか。子ども達も、今のところ大きな事故はないと聞いておりますけれども、ま

だまだ、心配がされます。また、先月までは、教科書の採択がありまして、委員の皆さんに

は連日のように審議をしていただきました。臨時会や３町での共同採択ということで、頻繁

にご出席していただくことがございまして、本当にありがとうございました。本日は、提出

されている案件は、あまり多くございませんが、皆さんの慎重なご審議をよろしくお願いい

たします。それでは、本日の議事録署名人の指名をいたします。本日の議事録署名人は、石

井委員と小松委員、お願いいたします。それでは、続きまして、議事録の承認に移ります。 

 

  議事録の承認 

委員長 それでは、平成 26 年７月教育委員会定例会議事録の承認について、そして平成 26年７

月教育委員会臨時会議事録の承認について、２件一緒にお願いいたします。それでは、事務

局から説明をお願いします。 

小野副課長 それでは説明いたします。７月定例会及び７月臨時会の議事録につきましては、事

前にメールで委員の皆様へお送りし、ご確認をいただいております。今回、皆様へお送りし

たものから何箇所か訂正がございます。７月定例会の議事録では４箇所、７月臨時会では１

箇所の文言等の訂正がありました。それでは、議事録の承認につきまして、ご審議の程よろ

しくお願いいたします。 

委員長 ただいま事務局から説明がありましたが、質問、ご意見等ありますでしょうか。 

委 員 質問等なし 

委員長 質問等がないようですので、この２件の議事録につきまして、承認でよろしいでしょう

か。 

委 員 全員異議なし 
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委員長 異議がないようですので、平成 26 年７月教育委員会定例会及び平成 26年７月教育委員

会臨時会の議事録につきましては承認されました。それでは、これより案件に入ります。案

件に入ります前に、皆さんにお諮りいたします。本日の案件で、議決事項の１番「９月補正

予算について」、そしてその他の「児童・生徒の事故報告及び生徒指導等について」及び「全

国学力学習状況調査の結果の公表について」につきまして、９月補正予算につきましては、

原案としてこれから議会の方へ上程し審議されるものであるということ、そして、その他の

ところにつきましては、個人情報の保護に係る部分がありますので、この議決事項とその他

の案件につきましては秘密会としたいのですが、いかがでしょうか。 

委 員 全員賛成 

委員長 ありがとうございます。それでは案件の３番の議決事項と４番のその他につきましては、

秘密会とさせていただきます。それでは、早速案件に入ります。 

 

（１） 報告事項 

① 平成 25 年度図書館の活動報告について 

委員長 それでは、平成 25 年度図書館の活動報告について報告をお願いします。 

石倉館長 それでは、資料１に基づいて説明をいたします。 

 （資料に基づき説明） 

・ 図書館の活動報告については、前年度の図書館の活動を纏めたもので、毎年発表し

ているもの。 

・ 数値的なものについては、５月の定例会でご報告しているので、今回は、この冊子

に基づきご説明する。 

・ 平成 25 年度の実施事業、図書館協議会、活動指標、貸出ベスト、ボランティア団体

等について説明。 

委員長 ただいま、事務局から説明がありましたが、皆さんの方から、質問、ご意見等あります

でしょうか。 

委 員 質問等なし 

委員長 本日は、せっかく、図書館長が来ていますので、この案件についての質問・ご意見でな

くても、今後の図書館の運営等についてでも結構ですので、皆さんの方から、もし何かあれ

ば、いかがでしょうか。 

委 員 特になし 

委員長 それでは、私の方から１つお聞きしたいのですが、この報告書の 22 ページの人口一人当

たりの資料購入費 223.2 円という数値がありますが、先程、貸出点数は、人口が同じ規模の

市町村では、同じような数値になっているという説明でしたが、この資料購入費の方がいか

がでしょうか。 

石倉館長 少し古い資料ですが、寒川町の平成 22年度の図書館活動報告年報という資料がありま

すが、それですと寒川町では 158 円となっております。 

委員長 ありがとうございます。ちなみに、これは人口が多くなればなるほど、その金額は小さ

くなると考えて良いのですか。 

石倉館長 はい、そうです。 

委員長 同じように貸出点数も少なくなるのですか。 
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石倉館長 その市町村によっても違うと思いますが、大きな市町村ですと、人口に対する図書館

の数は少なくなりますから、どうしても、そこを利用する方は減ってしまうということで、

人口が多くなると利用者の数値は落ちてきます。 

委員長 ありがとうございます。他には、いかがでしょうか。 

委 員 質問等なし 

委員長 特にないようですので、次の案件に移ります。 

 

    ≪石倉図書館長 退室≫ 

 

② 平成 26 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 

委員長 それでは、平成 26 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報告をお

願いします。 

青木課長 それでは、資料２に基づいて説明をいたします。 

 （資料に基づき説明） 

・ 交流期日は８月２日（土）・３日（日）。 

・ 湯河原町からの参加児童は 41 名。内男子が９名、女子が 32 名。内小学校５年生が

27 名、６年生が 14名。 

・ ６年生 14 名の内、前回三原市を訪問した時に参加した児童は 10 名。前回三原市を

訪問した時に参加した児童で、後から参加を希望した児童が３名いたが、期日が過

ぎていたことやプレゼント交換の数の問題もあり、お断りをさせていただいた。 

・ 事前学習会（全３回）、事後学習会（８月 21日（木））について説明。 

・ ８月２日・３日の行程及び結果について報告。 

委員長 ただいま、事務局から説明がありましたが、皆さんの方から、質問、ご意見等あります

でしょうか。 

委 員 質問等なし 

委員長 三原市から来られた児童と付添いの方の人数は何人ですか。 

青木課長 三原市からは 39 名の児童が参加されまして、付添いの方が９名お越しいただきました。 

委員長 その９名の内、教員は何名ですか。 

青木課長 教員の方は２名です。後はやっさ踊りの協議会の方が２名。商工会議所の方が１名で、

残りは事務局職員の方です。 

委員長 ありがとうございます。他には、いかがでしょうか。 

委 員 特になし。 

青木課長 委員長すみません。参加した児童の感想文を纏めた冊子ができておりますので、後程

お配りさせていただきます。委員の皆様には、ご覧いただきますようお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。それでは、特に質問等ないようですので、次の案件に移ります。 

 

③ 平成 26 年度ポートスティーブンス市中学生派遣事業について 

委員長 それでは、平成 26 年度ポートスティーブンス市中学生派遣事業について報告をお願いし

ます。 

青木課長 それでは、資料３に基づいて説明をいたします。 
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 （資料に基づき説明） 

・ 派遣日程は平成 26年８月 11日（月）から 22日（金）まで。現在、ポートスティー

ブンス市を訪問中。 

・ 参加者は、中学２年生が６名。内湯河原中学校の生徒５名、真鶴中学校の生徒１名

で、随行として湯河原中学校の教諭１名。 

・ 事前説明会、語学研修会、出発式について報告。 

・ 今後の予定として、帰朝報告会（８月 26 日（火））、事後研修会（８月 26日（火））

について説明。 

・ 前回、石井委員からお話をいただいた、参加者が全員女性ということについて、先

方から受け入れ先を見つけることが厳しいというご意見をいただいた。今後、募集

に当たっては、そういった部分も含めて検討していきたいと考えている。 

委員長 ただいま、事務局から説明がありました。現在派遣中で、明日、帰朝するということで

ございますが、皆さんの方から、質問、ご意見等ありますでしょうか。 

委 員 質問等なし 

委員長 青木課長。先程のお話で、今年度初めて６名の派遣が全員女子だったということで、先

方から、そのことについて、男女の割合を何とかならないかというお話があったということ

ですけれども、どの方からの依頼だったのですか。 

青木課長 実行委員長のナイジェル氏からのメールです。 

委員長 それは、誰に対して来たのですか。 

青木課長 社会教育課の担当宛に来たものです。なかなか、ホームステイ先が決まらないという

ことがありまして、ホームステイをお願いしたところですが、どうしても女性６名で偏って

いますので、なかなか決まらない。ですので、もう少しバランス良くなってくれると助かる

というような内容のメールが来ました。選考に当たっては、成績上位ということで決めさせ

ていただいておりますが、その辺をもう少し考慮していかないと、受け入れの問題が出てく

るのかなということがありましたので、今後の選考に当たっては、そういった部分も少し考

慮しながら行う必要があると考えております。 

委員長 今、青木課長が言われた件につきましては、前回、石井委員の方から、やはりそういう

偏った選考になると、今後の交流にもいろいろ支障があるのではないかということがござい

ました。今回、派遣された生徒たちが戻ってきてから、現実に向こうの様子を聞いて、そし

て来年度のことをもう一回検討していくというお話をしたと思いますので、また機会を作っ

て、早めに来年度のことも検討していきたいと思いますが、そういうことでよろしいでしょ

うか。 

委 員 全員賛成 

委員長 他に質問、ご意見等ありますでしょうか。 

山本委員 成績上位の人を選考するということですが、１芸入試みたいなのがあります。例えば、

運動ができる生徒を選考するとか、万遍なくできるということではなく、選定方法の一つと

して、そんなことも考慮できるのではないかと思います。 

青木課長 ありがとうございます。 

委員長 山本委員は、息子さんもポートスティーブンス市に行かれているし、向こうの状況もい

ろいろと知っていらっしゃると思いますし、今のご意見を参考にした中で、次回からの選考
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というものを設定していただけたらと思いますので、参考としてお願いいたします。 

委員長 他には、何かございますか。 

委 員 特になし 

委員長 それでは、特にないようですので、次の案件に移ります。 

 

④ 湯河原町体育功労者、優秀選手、優秀団体等表彰について 

委員長 それでは、湯河原町体育功労者、優秀選手、優秀団体等表彰について報告をお願いしま

す。 

青木課長 それでは、資料４に基づいて説明をいたします。 

 （資料に基づき説明） 

・ 本町のスポーツの普及、振興、発展などに功労のあった者又は優秀な成績をおさめ

た個人及び団体について表彰を行うもの。 

・ 近隣の小学校、中学校、高校については、該当する生徒の有無について、アンケー

トを実施し、該当する生徒がいる場合はご推薦をいただく。 

・ 昨年は、９名の方が表彰を受けている。 

委員長 ただいま、事務局から説明がありましたが、皆さんの方から、質問、ご意見等あります

でしょうか。 

委 員 質問等なし 

委員長 この表彰選手の決定については、９月の定例会の時にご報告いただけるのですね。 

青木課長 ９月の定例会でお示しできればと考えております。 

委員長 他に質問等ございますか。 

委 員 特になし 

委員長 特に質問等ないようですので、次の案件に移ります。 

 

⑤ 町防災訓練の実施について 

委員長 それでは、町防災訓練の実施について報告をお願いします。 

小野副課長 それでは、資料５に基づいて説明をいたします。 

 （資料に基づき説明） 

・ 実施日は平成 26 年９月７日（日）午前８時から。昨年と同様に、中央会場を設けず

に、町職員は湯河原町民体育館で、自主防災組織につきましては、各区で定めた訓

練会場で実施する。 

・ 教育対策部の訓練内容について説明。主に、各施設へ職員を派遣し、非常用電話を

設置し被害状況等の報告訓練を実施する。 

委員長 ただいま、事務局から説明がありましたが、皆さんの方から、質問、ご意見等あります

でしょうか。 

山本委員 今年のように、一定の時間に、一定の地区に集中的に雨が降るというようなことがあ

りますけれども、そういうことを想定した訓練は行わないようですね。土砂の危険個所につ

いては、大きなマップで示されることはありますが、皆さんあまり知らないようです。例え

ば、城堀地区では上の方に土砂の危険地域がマップに塗られているんですけれども、その直

ぐ近くに家屋が有ったりして、割と知られていない。この防災訓練に盛り込むことはなかな
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か難しいかも知れませんけれども、こういう機会に、城堀なら城堀単位でここが危ないみた

いなことを実地に検証するようなことも、やはり必要になってくるのではないかと思います。 

髙橋局長 土砂災害の警戒区域の関係につきましては、県が指定することになっていまして、法

律に基づいて一部指定をしております。レッドゾーンとイエローゾーンの規制がありますの

で、それはもう指定してありまして、現在、マップを作成しております。マップも、全体で

はなくて部分的に作るということだったと思います。その次に、こういう地区がありますと

いう周知をしていきます。公共機関としては、そういう危険個所を直ぐに改修することは難

しいので、避難経路等のハザードマップを作って周知をさせていただくということを、今後

やっていくという状況です。地域政策課でそういうことをしておりまして、できあがりまし

たら、区にそういったものを配っていくということです。 

山本委員 これからなんですね。 

髙橋局長 はい、これからです。もうすでに、県の方で指定はしてありますので、それを今後、

マップにしてお配りする。そういう状況です。 

委員長 今のお話は、行政として各地区にお知らせするだけではなく、町民全てにお知らせしま

すか。 

髙橋局長 確か、町民にお知らせするようになります。 

委員長 他には、何か質問、ご意見等ありますか。 

委 員 質問等なし 

委員長 資料の一番最後に、各学校の避難訓練等の実施日及び予定日についてのものがあります。

皆さんの中で、こういうものに参加して様子を見ていただく時間がございましたら、是非、

お願いしたいと思いますので、また、事務局の方にその時間等を確認していただけたらと思

います。それでは、以上５件で報告事項を終了し、協議事項に入ります。 

 

（２） 協議事項  

① 平成 26 年度湯河原町教育委員会行政視察について（継続協議） 

委員長 それでは、継続協議となっております平成 26 年度湯河原町教育委員会行政視察について

事務局から説明をお願いいたします。 

小野副課長 それでは、継続協議となっております平成 26 年度湯河原町教育委員会行政視察につ

いて説明いたします。 

（資料に基づき説明） 

・ ７月定例会で協議をしていただいた教育委員会の行政視察について、視察内容、視

察先、実施時期について再度協議をお願いするものです。 

委員長 先月からの継続協議になっております行政視察について、皆さんの方から湯河原町とし

て、教育委員会として、こういうところを今後の教育に活かしていくために、あるいは学校

教育、社会教育のために、こういうところを視察した方が良いというようなところがござい

ましたら、ご意見の方をお願いいたします。 

委 員 意見等なし 

髙橋局長 委員長よろしいですか。 

委員長 事務局長の方から、提案があるようですので、お願いいたします。 

髙橋局長 事務局の方で考えさせていただいた中で、５月２日の臨時会で、青梅市の市立美術館
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との交流展についてのご説明をさせていただいたかと思います。来年度、予算が取れれば実

施したいというように考えている事業ですが、去る７月４日に青梅市の教育長、課長を始め

４名の方が湯河原町立美術館に来館され、来年度の対応につきまして、少しお話をさせてい

ただいた部分がございます。相互に美術品の借用をして交流展を考えている訳ですが、青梅

市は全国梅サミットでも加盟会員としてお付き合いがある訳ですが、また、併せて圏央道も

開通したことによりまして、非常に近くなっております。当然、こういう文化的な交流も必

要ですし、湯河原町としても観光客をお招きしたいというような意図もございます。そうい

った関係で、交流を考えているということでございますので、委員の皆様にも、青梅市立の

美術館をご覧になっていただくのも、ひとつ考えられるのかなというふうなことでございま

す。 

委員長 ありがとうございます。いかがでしょうか、みなさんのご意見をお伺いしたいのですが。

ちなみに、お手元にございますここ 10年間ほどの行政視察の視察内容につきましても、学校

教育のものが多いですけれども、過去には公立美術館の管理運営についての視察ということ

で、長野県の高遠町を視察したり、あるいは、茅野市の市立図書館の学校図書館との連携と

いうところで、視察をしたこともございます。確か高遠町の美術館の時は、ちょうど湯河原

の美術館が「湯河原ゆかりの美術館」から「町立湯河原美術館」に変わるタイミングで視察

をいたしました。また、図書館につきましては、茅野市の学校図書館との連携ということで、

その視察からセカンドブックを実施しようということが生まれてきたということもございま

す。非常に視察したことが、現実に湯河原町の教育に役立っているということもございます

が、今、事務局長の方からお話がありました、青梅市の美術館との美術品の交流をすること

で、美術館の活性化をということの中で、事前に先方の様子を見ておこうというような、そ

ういうことはどうかということでございます。他に、何かもっと良いもの、あるいは、これ

にプラスしてというものがありましたら良いかと思いますが。いかがでしょうか。 

委 員 意見等なし 

委員長 それでは、青梅市の美術館を中心にして、先方の都合もあると思いますので、事務局で

視察日程を検討してもらうということでよろしいでしょうか。 

委 員 全員異議なし 

髙橋局長 委員長。一点、公用車の予約状況表の中で、委員のご都合の悪い日が決まっておりま

したら、あらかじめ教えていただければと思います。 

委員長 今説明がございましたが、視察は公用車で行きますので、町のワゴン車が空いている日、

表の中で「×」が入っている日は、既にワゴン車の予約が入っているということですけれど

も、この 10 月、11 月で「×」入っている日以外で、皆さんのご都合がどうしてもつかない

日がございましたら、お願いいたします。先方の美術館は、月曜日がお休みでしょうか。 

髙橋局長 確認いたします。 

委員長 美術館は、月曜日が休館のところが多いので、月曜日は外しておいた方が良いかもしれ

ません。 

髙橋局長 美術館だけではなくて、青梅市の中で関係があるようなところをご紹介いただくとい

うことは考えております。 

委員長 先程、事務局長からお話がありましたように、青梅市は梅サミットに加盟しており、梅

の関連と言いますか、自然保護、梅はたまたま病気になって、全て植栽をやり直すというよ
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うな状況で、非常にそういう自然ですとか、環境にも配慮したものにもかなり力を入れてい

るということですから、その辺もかなり勉強材料として有るかと思います。それでは、皆さ

んの方から、この日はどうしても都合が悪いという日はございますでしょうか。 

 

  ＜各委員の都合を確認＞ 

 

委員長 そうしますと、10 月 22 日、23日、24 日が一番安全なところでしょうか。 

髙橋局長 青梅市の美術館の休館日を確認したところ、月曜日でした。ですから、月曜日の視察

は無理ですね。 

委員長 では、水曜日、木曜日、金曜日で、10月 22 日、23 日、24日は、いかがでしょうか。そ

こであれば、皆さんのご都合も良いですし、後は先方の都合を確認していただいて、そこで

決定してよろしいですか。 

委 員 全員賛成 

委員長 それでは、視察先としてメインは青梅市の美術館、そして青梅市の梅林等を含めた環境

教育の推進、そして、日にちは 10月 22 日、23 日、24 日の中で決定していただくということ

でお願いいたします。 

髙橋局長 美術館長がコネクションがございますので、調整させていただきます。 

委員長 お願いいたします。それでは、継続協議となっておりました、平成 26 年度湯河原町教育

委員会行政視察については、10月 22 日、23日、24 日の中で、先方の都合で決定していただ

くということでお願いします。それでは、以上で協議事項を終了し、議決事項に入ります。

ここからは、秘密会とさせていただきます。 

 

    ≪傍聴者３名 退室≫ 

 

（３） 議決事項  

① ９月補正予算について 

委員長 それでは、議案第 20号、９月補正予算について事務局から説明をお願いいたします。 

柏木課長 それでは、議案第 20 号、９月補正予算について説明をいたします。 

（資料に基づき説明） 

・ 平成 26 年度９月補正予算について意見を求める。 

委員長 それでは、平成 26 年度９月補正予算についてご承認いただけますでしょうか。 

委 員 全員承認 

委員長 それでは、議案第 20号、９月補正予算につきましては承認されました。以上で議決事項

を終了し、その他へ入ります。 

 

（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 

    ・ 児童・生徒の事故報告及び生徒指導等の状況について報告 

② 全国学力学習状況調査の結果の公表について 

    ・ 調査結果の公表にかかる県教育委員会の考え方について報告 
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  ③ その他 

・ 湯河原小学校体育館屋根塗装工事の請負業者、工期等について報告 

・ 町長・副町長との意見交換会について説明 

・ 小学校修学旅行の現地視察の結果について報告 

・ 小中学校の学校だよりの掲出について、小田原市では市役所内に全小中学校の学校

だよりを掲出し、学校の様子の周知を図っている。湯河原町でも同様なことを行っ

たらどうか。 

  →現在、教育センターには掲出している。役場本庁舎等への掲出について調整させ

ていただく。 

・ 中学校の部活の大会結果等について、地方紙等でもっと発信をしたらどうか。 

  →地方紙等に載せることは可能と思われる。ただし、児童・生徒の人権やプライバ

シーポリシーについて考慮する必要がある。 

・ ポートスティーブンス市中学生派遣事業での事案について報告 

 

委員長 10 月の定例会の日程につきまして、皆さんのご都合をお伺いいたします。 

    《10 月定例会の日程調整の結果》 

      ９月の定例会は、９月 12日（金）午前９時 30分から、湯河原小学校で開催 

      10 月の定例会は、10月 22 日（水）、23 日（木）、24 日（金）の３日間の中で調整す

る。開催場所は湯河原中学校。 

 

委員長 今日は、この後、午後２時からは２市８町の県西地区の教育講演会がありますので、で

きるだけご参加いただきたいと思います。まだまだ暑い日が続きますけれども、是非、皆さ

んも健康に留意されて、湯河原の教育のためにご尽力いただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。本日は、ありがとうございました。 

 

   （終了時間 午前 11 時 20 分） 


