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教 育 委 員 会 定 例 会 

 

日時：平成 25年 10 月 24 日（木）午後１時 52 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、篠原通夫 

 

事務局及び説明者   岩本事務局長、山浦課長、大竹副課長、小野副課長 

  

会議録署名委員：  石井紘一、小松泰子 

 

委員長 それでは皆さん、10 月の教育委員会定例会を開催いたします。早速、議事に入りますが、

その前に、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に

お願いいたします。続きまして、先の議事録の承認に入ります。 

 

  議事録の承認 

委員長 それでは、平成 25 年９月の教育委員会定例会議事録と平成 25 年 10 月の教育委員会臨時

会議事録の承認について、事務局から説明をお願いいたします。 

小野副課長 それでは説明いたします。９月の教育委員会定例会と 10月の教育委員会臨時会の議

事録につきましては、事前にメールで皆様へお送りし、ご確認をいただいております。今回

は 10 月の臨時会については訂正はございません。９月の定例会については６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 質問等ないようですので、承認でよろしいでしょうか。 

委 員 全員異議なし 

委員長 異議がないようですので、議事録につきましては承認されました。 

委員長 それでは、案件に入ります。 

 

（１） 報告事項 

① 湯河原町社会教育委員条例の一部改正について 

委員長 それでは、湯河原町社会教育委員条例の一部改正について報告をお願いします。 

大竹副課長 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、内容を説明） 

・ 「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（第３次一括法）が平成 25 年６月 14 日に公布され、平成 26 年４月

１日に施行されることに伴い、湯河原町社会教育委員条例の一部を改正するもの。 
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・ 条例の一部改正については、12 月議会の定例会に上程する予定。 

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。 

石井委員 改正文はないんですか。 

大竹副課長 現在、審査機関に改正文の例規審査を依頼しています。審査が済みましたら報告さ

せていただきます。 

委員長 今回は改正の概要ということで、こういう形になるということを示したものと思います。 

石井委員 具体的にどこが変わるのですか。 

岩本局長 湯河原町社会教育委員条例の４条に委任規定がありますが、その前に基準を加えさせ

ていただくということで、条文は文部科学省の参酌基準をそのまま引用させてもらうことを

考えています。 

大竹副課長 現行の４条の委任事項を５条に繰り下げ、そこに新しい条文を一条加えるというこ

とになります。 

石井委員 元の社会教育法が文部科学省の省令で変わったという話ですね。 

岩本局長 はい。そうです。社会教育委員の委嘱の基準を条例で規定しなければならないという

ことですので、文部科学省の参酌基準をそのまま加えさせていただきたいと思っています。 

山本委員 ただ、これは何に基づいて委嘱するかということは、社会教育法の方は教育委員会が

委嘱するという主語が入っていますが、文部科学省の参酌基準にはこの何々がという部分が

抜けてしまっています。これからはこの参酌基準に基づいてということですが、これで問題

はないのですか。 

岩本局長 これは現行と同じく教育委員会が委嘱することになりますので、「教育委員会が」とい

う文言がどこかに入ってきます。 

大竹副課長 現在、審査機関に依頼している例規審査の条文がありますが、そこには教育委員会

が委嘱すると書かれていますので、「教育委員会が」という文言が、この資料の中で落ちてし

まったようです。申し訳ありません。 

委員長 それでは､全く同じ内容になるのですね。 

大竹副課長 はい。そうです。 

委員長 山本委員、よろしいですか。 

山本委員 はい。 

委員長 他に質問・ご意見等ございますか。 

委 員 質問等なし 

委員長 特にないようですので、以上で報告事項を終了いたします。 

委員長 続きまして、次の案件に入りますが、その前に皆さんにお諮りいたします。協議事項の

１番目の「湯河原中学校の事故について」と議決事項の１番目の「平成 25 年度要保護児童・

生徒の認定について」とその他の１番目の「児童・生徒の事故報告及び生徒指導等について」

は人権の問題、個人情報の問題等がありますので、秘密会とし、協議事項については、２番

目の「視察研修について」を先に協議したいと思いますが、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。それでは協議事項の順番を変えまして、協議第 13号の「視察研

修について」を協議いたします。 
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（２） 協議事項 

  ② 視察研修について（協議第 13号） 

委員長 それでは、協議第 13号、視察研修について説明をお願いします。 

小野副課長 はい。説明させていただきます。資料に入ります前に、前回の定例会で横浜市の釜

利谷南小学校のコミュニティースクールを視察するということで、現在、横浜市の教育委員

会に視察の申込書を提出してございます。横浜市の教育委員会がその申込書を受け、学校と

調整していただいているところでございまして、12 月 10 日（火）、12 月 12 日（木）、12 月

13 日（金）の３日間のいずれかで調整していただいておりますが、まだ、その回答が来てい

ません。日程等がまだ確認できていない状況でございます。また、先日釜利谷南小学校を中

心に学力向上の取り組みをしているところの視察というお話がありましたので、同じく横浜

市の教育委員会に視察ができる学校はないか照会させていただいておりますが、そちらもま

だ回答が来ていません。今回の資料につきましては、横浜近辺で文化的なものというお話し

もありましたので、横須賀美術館と神奈川県立近代美術館葉山館の資料をご用意させていた

だきました。また、外にもいろいろ施設等がありますので、委員の皆さんでこの様な所があ

るということが有れば教えていただきたいと思います。 

    （資料に基づき、内容を説明） 

・ 横須賀美術館のパンフレットに基づき説明。12月 10 日（火）近辺では「山崎省三・

村山槐多とその時代」という企画展が実施される予定。 

・ 神奈川県立近代美術館葉山館のパンフレットに基づき説明。12月 10 日（火）近辺で

は「松本瑠樹コレクション ユートピアを求めて」という企画展が実施される予定。 

委員長 ただいま、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。 

委員長 美術館でもう一つ平塚の美術館の館長さんが展覧会等についての特殊な方式を行ってい

て、平塚の美術館はいろいろ話題になっているので、そこの資料がもしあればいただきたい

と思います。 

小野副課長 わかりました。 

委員長 他にご意見・質問等ございますでしょうか。 

委 員 意見・質問等なし 

委員長 ありがとうございます。それではこの案件につきましては、事務局に日程或いはコース

の調整をしていただきたいと思います。 

 

  ① 湯河原中学校の事故について（継続協議） 

委員長 継続協議となっております湯河原中学校の事故について説明をお願いします。 

山浦課長 それでは、湯河原中学校の事故について説明いたします。 

    （資料に基づき、内容を説明） 

・ 資料の内容等について説明。 

委員長 以上で、湯河原中学校の事故について終了いたします。続きまして議決事項に移ります。 

 

（３） 議決事項 

  ① 平成 25 年度要保護児童・生徒の認定について（議案第 16 号） 
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委員長 議案第 16号、平成 25年度要保護児童・生徒の認定について説明をお願いします。 

山浦課長 それでは、平成 25年度要保護児童・生徒の認定について説明いたします。 

    （資料に基づき、内容を説明） 

・ 資料の内容等について説明。 

・ 審議の結果、４名を認定。 

委員長 以上で、平成 25年度要保護児童・生徒の認定について終了いたします。続きましてその

他に移ります。 

 

（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 

委員長 児童・生徒の事故報告及び生徒指導等について説明をお願いします。 

山浦課長 それでは、児童・生徒の事故報告及び生徒指導等について説明いたします。 

    （資料に基づき、内容を説明） 

・ 資料の内容等について説明。 

委員長 以上で、児童・生徒の事故報告及び生徒指導等について終了いたします。続きましてそ

の他のその他に移ります。 

  ② その他 

    ・ 教育センター駐車場内のたんぽぽ作業所建設に伴い、現在の弓道場を取り壊し、（仮

設）弓道場をバレーボール練習場の場所に建設することになったことを報告。 

      また、教育センター前の中学校グラウンドについて、12月議会または３月議会で条

例改正し、中学校のグラウンド用地から外させていただき、（仮称）町民グラウンド

条例の制定を現在検討していることを報告。 

    ・ 教育委員会連合会の講演会について、教育センターを午前 10時に出発することで了

承された。 

    ・ 小・中学校及び幼稚園の行事予定表を配布。 

    ・ 台風 26 号の被害状況について報告。 

ア．東台福浦小学校の屋根の一部が強風に煽られ破損した。被害額は約 24 万円程

度。 

イ．吉浜小学校のアカシアの木の枝が折れたが被害は無かった。折れた枝について

は、消防の協力により、翌々日には全て処理した。 

    ・ 10 月 26 日（土）の湯河原小学校、東台福浦小学校及び福浦幼稚園の運動会につい

て、各校長及び園長から、台風の接近に伴い日曜日に延期となる可能性が有るとの

報告があった。 

    ・ 二宮町の小学生の事故について、県からメールが届いているが、海に限定すること

なく台風による注意事項として各校へ FAX 送信したことを報告。また、特に中学校

については海に近いので、平日でも海に近寄らないことを申し入れることとした。 

    ・ ポートスティーブン市中学生派遣事業の報告書を配布。 

    ・ わんわんパトロールを永年行っていた犬が今年亡くなった件について、異例ではあ

るが町の表彰ができないか秘書広報室と相談することとした。 
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委員長 12 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。 

    《12 月定例会の日程調整の結果》 

      11 月の定例会は、11月 21 日（木）午後１時 30 分から、教育センターで開催 

      12 月の定例会は、12月 19 日（木）午後１時 30 分から、教育センターで開催 

 

委員長 それでは以上で、教育委員会定例会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

   （終了時間 午後２時 51 分） 

 


