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平成２７年１月定例教育委員会会議録 

 日      時  平成２７年１月１６日（金）  午後１時３０分～午後２時４５分 

 場      所  秦野市役所西庁舎３階会議室 

 出席委員 
 委員長 望月 國男  委員長職務代理者 髙槗 照江 

 委 員 飯田 文宏  委 員 内田 晴久  教育長 内田 賢司 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 水野 和成 

教 育 部 参 事 小山田幸弘 

教育総務課長 山口  均 

学校教育課長 片野 新治 

教育指導課長兼 

教育研究所長 柏木 荘一 

生涯学習課長 佐藤 正男 

図 書 館 館 長 石井 勇次 

公民館担当課長 井手 則夫 

教育総務課課長補佐（庶務担当） 鈴木 利昭 

教育総務課庶務班主任主事 小泉 祐介 

 傍聴者  なし 

 会議次第 

 １月定例教育委員会会議 

 

日 時 平成２７年１月１６日（金）  

午後１時３０分         

場 所 秦野市役所西庁舎３階会議室     

 

次     第 

１ 開  会 

２ 会議録の承認 

３ 教育長報告及び提案 

（１）平成２７年「教育長年頭あいさつ」について 

（２）平成２７年２月の開催行事等について 

（３）臨時代理の報告について 

   ア 報告第１号 平成２６年度教育功労者等表彰・教育長表彰の 

被表彰者の追加について 

   イ 報告第２号 平成２７年度管理職候補者の推薦について 

（４）秦野市いじめ防止基本方針(案)について 

（５）平成２６年度「学校生活全般における体罰の実態把握に関する 

調査(市町村立学校)」の実施について 

（６）子どもの事件・事故等について 

（７）宮永岳彦記念美術館企画展「宮永岳彦郷愁の情景展」について 
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（８）文化財防火デーに伴う消防訓練について 

（９）はだの史・発見展「はだの・寺子屋入門」について 

４ 議  案 

（１）議案第１号 秦野市文化財保護委員会委員の委嘱について 

５ 協議事項 

（１）平成２７年度秦野市一般会計（教育費）予算（案）について 

（２）小・中学校教員の兼務について 

（３）小学校長による幼稚園長の併任について 

（４）幼稚園と小学校の人事交流について 

（５）秦野市立幼稚園園則及び秦野市立学校教育施設の開放に関する 

規則の一部を改正することについて 

６ その他 

（１）平成２７年度教育委員会会議日程について 

（２）市制６０周年記念事業について 

（３）旧梅原家住宅部材の取り扱いについて 

７ 閉  会 

 会議資料  別紙のとおり 

 

望月委員長 ただいまから１月の定例教育委員会会議を開催いたします。 

お手元の会議次第に沿って進めさせていただきます。 

まず、「２ 会議録の承認」について、ご意見、ご質問等がご

ざいましたらお願いいたします。 

また、秘密会につきましては、ご意見、ご質問等がある場合は、

会議終了後、事務局に申し出てください。 

よろしいですか。 

 ―特になし― 

望月委員長 それでは、ないようですので、会議録を承認します。 

次に、「教育長報告（３）イ 報告第２号 平成２７年度管理

職候補者の推薦について」、「同じく（４）秦野市いじめ防止基

本方針（案）について」、「同じく（６）子どもの事件・事故等

について」、「協議事項（２）小・中学校教員の兼務について」、

「同じく（３）小学校長による幼稚園長の併任について」及び「同

じく（４）幼稚園と小学校の人事交流について」は、個人情報等

が含まれる案件及び人事案件となりますので、秘密会での報告及

び協議としてよろしいでしょうか。 

 ―異議なし― 

望月委員長 よって、この６件につきましては秘密会といたします。 

それでは、「教育長報告及び提案」について、お願いいたしま
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す。 

教育指導課長 それでは、資料№１「教育長年頭あいさつ」について、ご覧い

ただきたいと思います。 

２７年１月８日始業式に、各幼稚園、こども園、小学校、中学

校の全教職員に配付しました。 

今年は、市制施行６０周年を迎え、各種記念事業があるのでご

協力をお願いしました。幼小中一貫教育については、５年目を迎

え総括の年であること。いじめ、暴力行為、不登校、児童虐待な

ど問題に関しまして、秦野市としていじめ防止基本方針を策定す

るということを教職員に伝えました。 

以上です。 

教育長 資料№２をご覧いただきたいと思います。 

平成２７年２月の開催行事等でございます。 

２月２日は、学校・教育訪問、西幼稚園でございます。 

同日に、教職員の人権感覚を磨き、意識の向上を図るため、人

権教育研修会を開催します。 

２月４日から８月９日までですが、宮永岳彦記念美術館企画展

「宮永岳彦 郷愁の情景展」を開催いたします。後ほど、資料№

７で詳細は説明いたします。 

７日、８日は、本町公民館発表会でございます。本町公民館の

場合は、公民館まつりではなく、発表会という名で行います。 

１０日は、園長・校長会でございます。 

１０日、２４日は、定例のブックスタート事業でございます。 

次のページを見ていただきまして、２月１０日から３月１５日

までですが、はだの史・発見展「はだの・寺子屋入門」を桜土手

古墳展示館で開催します。 

１３日は、定例教育委員会会議でございます。時間は、午後２

時３０分からでございます。 

１４日は、ミュージアムさくら塾中世の秦野桜土手古墳展示館

で開催します。 

１４日、１５日は、鶴巻公民館まつりでございます。 

１８日から２０日まで、図書館で、団体向けに図書館資料リユ

ースを行います。 

１８日は、学校・教育訪問、南幼稚園でございます。年末にイ

ンフルエンザが発生しまして変更した関係で今回この日程になり

ました。 

２０日は、第４回社会教育委員会議でございます。 

２６日から、第１回議会定例会が開会されます。３月２６日ま
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での会期でございます。予算審査が行われる議会になります。 

次からは、各課長から説明をさせます。 

 教育総務課長 資料№３をご覧いただきたいと思います。 

報告第１号、平成２６年度教育功労者等表彰・教育長表彰の被

表彰者の追加について説明いたします。 

１月１７日に開催する平成２６年度秦野市教育功労者等表

彰・教育長表彰に伴い、１１月定例会以降、追加具申があったた

め、教育長の臨時代理について、報告します。 

教育功労者等表彰候補者の表彰対象者は、個人（スポーツ）２

名、内田妙子さんは、スポーツチャンバラ世界選手権大会で第３

位、田中義信さんは、全国障害者スポーツ大会ソフトボール投げ

優勝されました。団体（学術）２団体、西中学校ＰＴＡ広報委員

会が、毎日新聞社主催の全国小中学校ＰＴＡ新聞コンクールＰＴ

Ａ広報の部で最優秀賞、東中学校広報委員会が神奈川県中学校・

高等学校新聞コンクール中学生の部で最優秀賞でした。感謝状対

象者は、個人（奉仕）１名、加藤幸徳さんは、多年にわたり小学

校児童の交通安全指導を行い、児童の安心安全にご尽力いただき

ました。団体（寄付）１団体、渋沢共有地管理組合が、渋沢小学

校に体育館電動スクリーンを寄贈されたため、それぞれ追加の具

申がありました。 

教育長表彰候補者の表彰対象者は、いずれも個人で学術部門３

名、大槻日向さんは、県環境農政局主催の愛鳥週間用ポスターコ

ンクールにて最優秀賞、石井李咲さんは、かながわ新聞感想文コ

ンクール小学校４年生の部において最優秀賞、矢部千桜さんは、

少年少女文化作品展（絵画）及び青少年主張コンクール（作文）

において神奈川県少年少女育成指導協会理事長賞を受賞しまし

た。スポーツ部門２名、松田啓悟さんは、スポーツチャンバラ世

界選手権大会で第３位、大津礼華さんは、日本ソープボックスダ

ービー日本グランプリで準優勝しましたので、それぞれ追加の具

申がありましたので、表彰させていただく予定です。 

 教育指導課長 資料№６をご覧いただきたいと思います。 

平成２６年度「学校生活全般における体罰の実態把握に関する

調査(市町村立学校)」の実施について説明いたします。 

目的は、体罰の実態把握と根絶で、本年度で３回目を迎えます。

実施要項と留意点については、昨年と変わりはございません。そ

の後に、小学校保護者あての案内文、小学校の質問紙の内容につ

きましても変更はございません。昨年度、回答用紙は、選挙の投

票箱を使用して学校ごとに管理職立会いのもと２日間、朝の３０
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分で、投票箱に入れて回収という形でした。今年度は、予算を計

上しまして、郵送で対応したいと思っています。アンケートの裏

面をご覧いただきますと料金後納扱いで直接ポストへ投函してい

ただきますと教育指導課宛てに届くようにいたしました。 

次に、中学校保護者向けの案内文、質問紙となっております。

小・中学校で質問紙を分けた理由といたしましては、部活動に関

する回答がございますので混乱を招かないよう別々にわけまし

た。 

次に、教職員の調査ということで、学校長によるヒアリング、

聞き取り、質問紙を使った把握、学校事情に合わせて対応してい

きたいと思います。なお、昨年度と違うところは、集計の作業が

１か月早まっています。中学校は、高校入試の最中でやるような

形となっています。かなりタイトな日程となっていますが、実施

していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

以上です。 

 生涯学習課長 「宮永岳彦記念美術館企画展」から「はだの史・発見展」まで

の３件についてご説明いたします。 

最初に、資料№７本日配付いたしましたカラーのチラシをご覧

ください。本市出身の宮永画伯の業績を紹介する宮永岳彦記念美

術館では、おおむね半年ごとに常設展示室の展示替えを行ってい

ます。 

今回は、２月４日から８月９日まで「宮永岳彦 郷愁の情景展」

をタイトルに、本市が今年１月１日に市制施行６０周年を迎えた

ことを記念して、初期の油彩画や秦野近郊の風景画、童画、表紙

画、そして代表的な油彩美人画など多岐にわたる宮永作品を紹介

するとともに、身近に親しまれている「たばこ祭」や「丹沢まつ

り」のポスターや「小田急初代特急ロマンスカーSE車」のデザイ

ン、発売から６０年を迎える「ぺんてるくれよん」のパッケージ

デザインなど、全体で１１０点の作品・資料を展示します。 

また、資料はございませんが、美術館では年末年始に、二つの

自主事業を行いました。一つは、１２月２３日に常設展示室で、

２７回目となるギャラリーコンサートとして、鎌倉新フルート合

奏団による「フルートオーケストラクリスマスコンサート」を開

催しましたが、５７人の来場がありました。 

２つ目は１２月の教育委員会議で報告しました「市所蔵浮世絵

展・おめでた尽くしの浮世絵」を市民ギャラリーで、１月３日か

ら１１日の会期８日間で開催しました。入場者数は８２４人、１

日平均１０３人が会場を訪れましたが、浮世絵展は今回で１３回
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目となりますが、一日平均の入場者数は過去最高の人数となりま

した。 

続きまして、資料№８の「文化財防火デーに伴う消防訓練」に

ついてですが、毎年１月２６日は「文化財防火デー」でございま

す。 

これは、昭和２４年１月２４日に世界最古の木造建造物である

法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画が焼損したことから、

文化財保護思想の強化徹底を図るため、昭和３０年に、焼損した

日を「文化財防火デー」と定め、全国的な取組みとして、文化財

愛護に関する意識の高揚を図っています。 

本市においても、この文化財防火デーに合わせて、平成１１年

から毎年、文化財所有者や地域住民、消防関係者が連携・協力し

て、文化財建造物の防火運動に取り組んでいます。 

今年度は１月２７日火曜日の午前１０時から、下大槻にある健

速神社で地域と一体となった消防訓練を実施します。健速神社の

本殿は、寛永１３年(１６３６年)の建造で、現存する市内最古の

社殿ということで、平成１５年２月に市の重要文化財に指定して

います。 

当日は、氏子や自治会をはじめ、防火教育として、地域のひろ

はた幼稚園・こども園、なでしこ第２保育園にも呼び掛け、約１

００人が参加する予定となっています。１１９番通報、文化財の

持出し、消防ポンプ車による放水、消火器の取扱いなどの訓練を

行うとともに、園児は消防車両の見学や機能の説明などを受ける

ことになっています。 

続きまして、資料№９の「はだの史発見展」についてですが、

この事業は、本市の歴史的過程を市が所蔵する資料を通じて紹介

するもので、今回は、２月１０日から３月１５日まで、江戸時代

の庶民の教育を支えた「寺小屋」をテーマに、桜土手古墳展示館

映像室で開催いたします。 

展示内容は、寺小屋の師匠の功績をたたえて建てられた「筆子

塚」の写真や、当時の教科書など４１点の資料を紹介します。ま

た、寺小屋学習を体験できるよう、和算の入門書「じんこうき」

の問題を解いたり、読み書き教材の「いろはきょう」を読んだり

するコーナーも設けます。 

最後に、議題となっていませんが、各教育委員の机上に、１月

１８日日曜日午後１時から文化会館大ホールで開催します｢親と

子の音楽会｣のプログラムを配布させていただきました。 

音楽を通じて親子や地域の絆を深めるため昭和４９年から開催
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していますが、今回は、南が丘小学校合唱部や西中学校吹奏楽部

など市内の子供から大人までの音楽団体など１４団体が出演し、

また、市制施行６０周年を記念し、エンディングの全体合唱で、

市制施行５０周年に本市の子供の歌として作られた｢with you あ

りがとう｣を出演者全員で合唱することになっています。 

以上です。 

望月委員長 ありがとうございました。 

それでは、「教育長報告及び提案」について、一括して、質問、

ご意見を受けたいと思います。 

それでは、質問、ご意見ございますか。 

内田委員 資料№７の宮永岳彦記念美術館企画展についてお聞きしたいの

ですが、事業費の７２６千円とありますが、主な支出はどういっ

たものなのでしょうか。 

 生涯学習課長 宮永岳彦作品は、東京の倉庫に保存するものですから、事業費

の主なものは、保存に係る費用となります。その中でも、作品の

運搬料金が一番かかります。 

内田委員 記念美術館の建物の中には、保存できる倉庫はないのでしょう

か。 

生涯学習課長 ございません。 

望月委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 ―特になし― 

望月委員長 それでは、「教育長報告及び提案」については、ここで閉じた

いと思います。次の議案に移ります。 

「議案第１号 秦野市文化財保護委員会委員の委嘱について」

の説明をお願いいたします。 

 生涯学習課長 それでは、「議案第１号 秦野市文化財保護委員会委員の委嘱

について」、ご説明いたします。 

委員の任期が、この１月２８日で満了となるため、後任の委員

を委嘱するため、議案を提出するものです。委員の定数は、秦野

市文化財保護条例により７人と定められ、文化財について専門の

学識経験のあるものから教育委員会が委嘱することになっていま

すが、現在の委員全員を再任していくものです。なお、候補者名

簿は別添をご覧いただきたいと思います。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

望月委員長 それでは、ただいまの説明に対してご意見、ご質問ございます

か。 

内田委員 秦野市文化財保護委員会の開催頻度は、年間どのくらいでしょ

うか。 
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 生涯学習課長 年に４回を予定していますが、必要に応じて開催となります。 

望月委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 ―特になし― 

望月委員長 では、「議案第１号 秦野市文化財保護委員会委員の委嘱につ

いて」、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 ―異議なし― 

望月委員長 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

次に、協議事項に入ります。「（１）平成２７年度秦野市一般

会計（教育費）予算（案）について」の説明をお願いいたします。 

 教育総務課長 お手元にお配りをしてございます協議事項(１)の資料をご覧く

ださい。 

前回、１２月１９日の教育委員会会議の際に、２７年度予算の

当初要求として２６億５４２万円を財政サイドに提示したいとい

う協議をさせていただきましたが、本日は、示達額以降のお話を

させていただきます。 

当初予算要求を行い、１月５日に財政サイドから示達額として、

２２億７，７３７万３，０００円、当初要求と比べますと３億２，

８０４万７，０００円、約１２．６％減になります。 

特に、教育総務課は、１億８，９０７万円の減、当初要求額の

８３％程度の数字になりますが、学校改修部分の予算がカットさ

れました。今年度は、北小学校と鶴巻小学校に太陽光発電設備・

蓄電池を設置してございますが、来年度については、南が丘小学

校と堀川小学校で太陽光発電設備・蓄電池設置工事について計上

したところ１億３，４５０万円カットされました。 

次に、学校教育課では、１，４３５万２，０００円がカットさ

れ、これは主に給食関係で給食室等の改修工事費の部分が１０％

カットされています。 

次に、教育指導課は約３４６万円、教育研究所は約１２４万円

がカットされましたが、これは問題行動等対策指導助手の増員分、

刊行物（社会科資料集）の印刷製本費の１冊当たりの単価がカッ

トされています。 

次に、生涯学習課では、約１億１４６２万９，０００円がカッ

トされています。これは公民館等の改修工事費がカットされたた

めです。 

図書館では、窓口業務の委託拡大のための業務調査委託費（３

２４万円）がカットになっています。 

削減を受けて、示達で確保できた予算の中でカットされた部分

を調整しますが、調整をしきれない部分は、復活要求としてあげ



 9 

させていただきます。 

教育費は、小学校２校（南が丘小、堀川小）で太陽光発電設備・

蓄電池設置工事及び屋上防水等工事（１億３，４５０万円）など

４件を復活要求させていただきます。 

また、追加要求額というものは通常はないのですが、生涯学習

課で９７６，０００円を要求しています。これは今年１０月に北

海道豊頃町で開催が予定されている「全国報徳サミット」への参

加者するための旅費及びのぼり旗を作製するための経費を追加要

求することになりました。 

市長査定を来週１９日（月）に受け、予算の最終案ができ上が

ります。教育費の部分についても、２月の教育委員会会議で議案

を提出させていただき、ご審議いただく予定です。 

以上です。 

望月委員長 それでは、「（１）平成２７年度秦野市一般会計（教育費）予

算（案）について」、質問、ご意見ございますか。 

それぞれ、復活要求されるのはどういったものになるのでしょ

うか。 

教育長 今回、エアコン設置に合わせて、太陽光発電設備もしていく予

定でしたが、それを行うと屋上防水もしなければならなくなり、

こちらは市単となってしまいます。そのため、カットされてしま

いました。少なくとも４校については、上についているものを外

して新たなものを付けるわけですから、その重量に耐えられる建

物になっています。ほかの学校は、できませんから、これについ

ては、なんとか復活させたいということで要求しています。 

また、生涯学習課の減額の大きな要因は、エレベーターになり

ます。 

 教育指導課長 教育指導課については、問題行動等対策指導助手をここで復活

させることにより、各小・中学校に、派遣することができます。 

 生涯学習課長 エレベーター以外では、だいぶ老朽化しています南公民館のト

イレの改修費でございます。 

内田委員 確認させていただきたいのですが、太陽光発電は、たしか売電

できませんよね。 

 教育総務課長 ２分の１国庫補助金の場合は、売電可能でしたが、今回、１０

分の１０の補助金ですから売電できない条件になっています。し

かし、蓄電は可能です。 

内田委員 空調の電気代のうちどのくらい賄える想定でしょうか。 

 教育総務課長 今年度、北小学校と鶴巻小学校にここで設置しましたが、年間

おおよそ数十万円ではないかと想定しています。 
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内田委員 蓄電池の容量は、屋上の面積で決まってくるものなのでしょう

か。 

 教育総務課長 １５キロワットの太陽光発電で、蓄電能力も１５キロワットと

なっています。 

内田委員 蓄電することでかなりの節電ができると思いますのでバランス

よく蓄電できるよう期待しています。 

望月委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 ―特になし― 

望月委員長 次に、「（５）秦野市立幼稚園園則及び秦野市立学校教育施設

の開放に関する規則の一部を改正することについて」、説明をお

願いいたします。 

 教育総務課長 協議事項（５）をご覧いただきたいと思います。 

秦野市立幼稚園園則及び秦野市立学校教育施設の開放に関する

規則の一部を改正することについて説明いたします。 

まず、昨年１２月議会で、この４月から、市内に４園あるこど

も園が、幼稚園、保育園という枠を外して、統一してこども園と

いう位置づけになりました。それに伴い、幼稚園の園則に入って

いました名称と定員は、こども園を除いたものにすることとなり

ました。すえひろ幼稚園、みどり幼稚園、ひろはた幼稚園、つる

まきだい幼稚園が、名称があらたにこども園となっていきます。

こども園化する公立幼稚園４園を廃止することに伴い、その４園

に関する規定を削ります。今回、余裕教室を活用して、平成２７

年度中に３歳以下の未就園児が利用する「ぽけっと２１」の開設

が予定されている西幼稚園の定員をぽけっと２１で利用する２室

分を現在の定員３８５人から７０人差し引き、３１５人とします。 

また、平成２７年度中に渋沢保育園との施設の一体化をして、

２８年度からこども園化が予定されているしぶさわ幼稚園の定員

について、幼稚園（１号）として利用できる４室分とするため、

現在の定員４２０人を１４０人とします。 

次に、秦野市立学校教育施設の開放に関する規則についてです

が、恒常的に使っているものではありませんが、学校教育の開放

施設という幼稚園の位置づけで、園庭、遊戯室、ホールがありま

す。その中から、すえひろ幼稚園、みどり幼稚園、ひろはた幼稚

園、つるまきだい幼稚園については、こども園に移行させ、こど

も園化している４園を廃止することに伴い、園則と同様、その４

園に関する規定を削ります。この２点の改正でございます。 

以上です。 

望月委員長 それでは、「（５）秦野市立幼稚園園則及び秦野市立学校教育
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施設の開放に関する規則の一部を改正することについて」、質問、

ご意見ございますか。 

内田委員 開放施設ということは、空いているとき、貸すことができると

いうことですけれども、利用状況はいかがでしょうか。 

教育総務課長 規則の位置づけはされていますが、日常的にというのは、小中

学校の校庭、体育館、格技室を利用者団体として組織を作ってい

ただき利用していただいております。幼稚園の園庭、遊戯室、ホ

ールについては、年に数回使うかどうかという状況でございます。 

望月委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 ―特になし― 

望月委員長  それでは、「その他」に入ります。 

「（１）平成２７年度教育委員会会議日程について」、説明を

お願いします。 

 教育総務課長 その他（１）平成２７年度教育委員会会議日程について説明い

たします。 

平成２７年度教育委員会会議日程の案では、毎月定例会を第３

週の金曜日に開催することを基本としています。予定の中で、教

育委員の出張、あるいは市議会の開催状況等により、第３週の金

曜日に開催できない場合もあるため、若干ずれた形で予定を組ん

でいます。ご都合が悪い場合は、変更いたします。裏面には、参

考で議会日程等載せてございますのでご確認よろしくお願いいた

します。 

望月委員長  ４月２４日は、教和会ですから、早めに幼小中に日程の周知を

お願いいたします。 

それでは、来年度の日程については、現時点でご都合の悪い日

程はありますでしょうか。 

 ―特になし― 

望月委員長 この案は、年間の予定ですから、直前になって若干変更するこ

とも出てくるかもしれませんが、お願いします。 

次に、「（２）市制６０周年記念事業について」、説明をお願

いします。 

教育総務課長 その他（２）市制６０周年記念事業について説明いたします。 

２７年度のものでございますから、現時点では、（案）というこ

とになります。 

まず、教育委員会としましては、子ども議会。自分たちが思い

描く未来のまちづくりについて発表する場として、議場で子ども

議会の開催を予定しています。これは、教育指導課と議会事務局

が担当課となります。 
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 人文字作成大会は、市内１３の小学校でそれぞれのグラウンド

に人文字を作成し、記念写真を撮影します。教育総務課が担当で

ございます。 

 秦野の民話・昔話は、秦野の民話や昔話の中から、中学校区ご

とに１作品の原画を制作し、その中学校区にある幼小中、図書館

等、関係機関に紙芝居として配付いたします。教育研究所が、担

当いたします。 

 大津雲山作品展は、画伯の業績を紹介する作品展を開催すると

ともに、作品の所蔵状況の把握と整理を図ります。生涯学習課が

担当いたします。 

 秦野市年代記（はだの史表）の刊行は、旧町村、７地区から各

５選、全体上位１５選から、本市に遺したいものを投票により選

定します。生涯学習課が担当いたします。 

記念講演会は、市民の生涯学習活動に資する各分野の専門家に

よる講演会等を開催します。図書館が担当いたします。 

また、２６年度につきましては、市立中学３年生を対象に、「未

来ポスト～１０年後への私への手紙～」と題しまして、１０年後

の自分に向けての手紙を書いてもらいます。中学３年生ですので、

受験が落ち着いてから、２月末から３月にかけまして各校で書き

集めていただき、教育委員会で１０年間保管し、市制施行７０周

年の際に、過去からの手紙として本人宛に送付するものです。 

以上です。  

望月委員長 人文字作成は、統一したものなのか、各校それぞれ違うものな

のか。どのようになりますか。 

 教育総務課長 具体的な図案をこちらで示すということはなくて、各学校で、

児童数が異なりますから、６０周年をイメージした図案など各学

校それぞれオリジナルになります。航空写真を撮る業者に委託を

しますので、各校で業者と相談のうえ、図案を決めていくことと

なると思います。 

望月委員長 児童数は、学校により異なりますからそれぞれ工夫して取り組

んでいただければと思います。 

秦野の民話・昔話については、中学校区ごとに１作品の原画を

制作するとありますが、現在どのような状況でしょうか。 

 教育指導課長 地区にまつわる昔話や民話がございます。その資料をまず、小

学校に提供して、その中から選択していただく。選択していった

ものを中学校にと考えていまして、中学の美術部がＡ４サイズの

１２枚分のストーリーを描いてもらうよう考えています。 

また、中学生が作った作品を小学生や中学生が、幼稚園に行っ
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て話を聞かせるという流れで考えています。ものといたしまして

は、データ化してスキャニングして配付する予定です。 

以上です。 

教育長 これは、市民に募集をして、提案されてそこから選考会を開い

て、企画課が採用したものですが、現状の民話などをピックアッ

プしていかないとできないので少し方向転換をさせていただいた

ものです。 

望月委員長 市民が選ぶ学校で、７地区から各５選とありますが、全部で選

ばれるのはいくつでしょうか。 

生涯学習課長 旧町村、７地区から各５選ですから、計３５選。秦野市全体上

位１５選と合わせますと全部で５０選となります。 

望月委員長 冊子を作成するとのことですが、どこに配付するのでしょうか。 

生涯学習課長 刊行して、公共施設に配付いたします。投票で選ばれた後、市

民に１００年後に遺したいものとして選ばれたことを示す必要が

ありますので、記録媒体として残していかなければならないと思

います。作った後の活用をいろいろ検討させていただきたいと思

います。一部販売をすることも検討しています。 

望月委員長 公民館とも連携していっていただければと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

髙槗委員 以前、図書館でも秦野の民話・昔話作成したと思いますがその

兼ね合いはいかがでしょうか。 

 図書館長 ２４年度に、秦野の民話をテーマにしまして、絵本を作成しま

した。民話については岩田先生にお願いをして、２話お借りしま

して、東海大学文学部の学生の協力により、協議をいたしました。

構成については、おはなしボランティアに入っていただき、言い

回しや話の切り方など打ち合わせをしまして本を作成しました。

図書館、学校図書室、公民館図書室、民間幼稚園などに配付し、

活用いただいています。 

髙槗委員 この２話とは別に新たに選ぶのでしょうか。 

 教育指導課長 この２話も参考に候補にしていきたいと思います。 

望月委員長 次に、「（３）旧梅原家住宅部材の取り扱いについて」、説明

をお願いします。 

 生涯学習課長 その他（３）旧梅原家住宅部材の取り扱いについて説明いたし

ます。 

「旧梅原家住宅部材の取扱い」について、口頭によりご報告い

たします。 

平成２６年１月２２日に臨時教育委員会会議を開いていただ

き、保存する会の公開質問状に対していろいろご意見をいただき
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ました。その後、委員に経過を報告させていただいていませんの

で、ご報告させていただきます。ご承知のとおり、旧梅原家住宅

は、貴族院議員を務めた梅原家が、現在の秦野郵便局の敷地に所

有していた洋館で、平成９年５月に「尾尻の洋館を保存する会」

から住宅部材の寄附を受けました。 

その際、保存する会とは「部材の保管等に関する覚書」を取り

交わしていますが、記録保存を原則に、「建造物調査に関する記

録の資料」として、無償で移譲を受け、部材については、現在ま

で末広小学校の余裕教室で保管している状況です。 

これまでも、部材の取扱いや、保存する会からの公開質問状の

対応などについて、教育委員会議に報告し、ご協議をいただいて

おりますが、平成２５年９月以降、保存する会との話し合いが滞

っていましたので、昨年５月から再開することができ、以後協議

を重ねた結果、部材の取扱いについて合意形成することができま

した。 

合意した内容は、「部材を厳選したうえで、末広小学校余裕教

室から、生涯学習課が所有する文化財資料の保管場所である本町

小学校の旧校舎に移転し、期限を定めて保管する。また、選別し

た中で、保管しない部材は記録を作成し、廃棄処分とする」とい

うものが合意の内容でございます。 

これに基づき、今後、作業を進めますが、部材の選別から移設

までの作業を保存する会と協働して取り組んでいきます。 

具体的には、今月１７日(土)に部材の選別、記録作成などを行

い、２月１日(日)に部材の移設を実施していきます。 

また、保管の期限などを明確に定めた部材の取扱いに関する

「覚書」を新たに取り交わしていくため、その内容についても、

保存会と協議を行っていきます。 

以上です。 

望月委員長 ほかにいいでしょうか。 

 ―特になし― 

望月委員長 それでは、秘密会の前に、次回の日程調整をしたいと思います。 

  ―次回の日程調整― 

望月委員長 それでは、ただいまから秘密会をいたしますので、関係者以外

の退席を求めます。 

 ―関係者以外退席― 

 〔削除〕 

望月委員長 以上で１月の定例教育委員会会議は終わります。 

 


