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令和４年度大磯町教育委員会第６回定例会議事録 

 

１．日 時  令和４年９月22日（木） 

       開会時間 午前９時30分 

       閉会時間 午前９時59分 

 

２．場 所  大磯町役場４階第１会議室 

 

３．出席者  熊 澤  久  教育長 

       濱 谷 海 八 教育長職務代理者 

曽 田 成 則 委員 

トーリー 二葉 委員 

末 續 慎 吾 委員 

大 槻 直 行 教育部長 

瀬 戸 克 彦 町民福祉部長 

波多野 昭 雄 学校教育課長 

栁 田 美千代 子育て支援課長兼子育て支援総合センター所長兼子育て支援センター所長 

谷 河 かおり 生涯学習課長兼生涯学習館長 

北 水 慶 一 文化財活用推進担当課長 

國 見  徹  生涯学習課郷土資料館長 

佐 藤  聡  生涯学習課図書館長 

須 田 幸 年 学校教育課デジタル教育推進担当主幹 

添 田  健  学校教育課人事担当主幹 

片 野 剛 志 学校教育課企画調整担当係長 

田 中 恵 子 （書記）学校教育課副課長兼教育総務係長 

  

４．欠席者  辻 丸 聖 順 学校教育課コミュニティ・スクール推進担当主幹兼教育指導係長 
 
５．傍聴者  ３名 
 
６．付議事項 

  議案第13号 大磯町社会教育委員の委嘱について 

 

７．報告事項 

  報告事項第１号 絵本作家舘野鴻原画展の開催結果について 

  報告事項第２号 秋永悠『つくろう！ピザ』絵本原画展の開催について 

  報告事項第３号 秋季企画展の開催について 

  報告事項第４号 秋季企画展関連行事の開催について 

  報告事項第５号 湘南邸園文化祭参加事業について 

 

８.その他 
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（開 会） 

教育長） 皆様、おはようございます。本日はお忙しいところ、お集まりいただきましてあり

がとうございます。 

それでは、ただいまから、令和４年度大磯町教育委員会第６回定例会を開催いたします。 

本日の会議の内容ですが、付議事項１件、報告事項５件でございます。 

本日は５名全員出席しておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条

第３項の規定により、定例会は成立いたしました。 

なお、本日は傍聴を希望される方が見えておりますので、大磯町教育委員会会議規則第 12

条及び第17条の規定により、傍聴を許可いたします。 

暫時休憩します。 

 

～ 休憩 ～ 

 

【令和４年度第５回定例会の議事録の承認】 

教育長） 休憩を閉じて、再開します。 

それでは、はじめに「令和４年度第５回定例会議事録」の承認をお願いします。 

まず、「令和４年度第５回定例会議事録」は、お手元に配付しました内容のとおりでよろ

しいでしょうか。 

各委員） 異議なし。 

教育長） 異議なしの声がありましたので、「令和４年度第５回定例会議事録」については、

ご承認いただいたものとします。 

諸行事につきましては、執行状況表のとおりです。 

今後の予定につきましては、執行予定表をご参照ください。 

次に、８月定例会から本日までの間に、教育長に委任された事務で重要なものに関するこ

と、専決した事項に関することについての報告はございません。 

本日の報告は、以上でございます。 

 

【議案第13号 大磯町社会教育委員の委嘱について】 

教育長） それでは、議事に入ります。議案第13号『大磯町社会教育委員の委嘱について』を

議題といたします。書記より議案の朗読をお願いします。 

書記） 議案第 13号『大磯町社会教育委員の委嘱について』、本文については省略いたします。

令和４年９月22日提出、大磯町教育委員会教育長、熊澤久。 

  以上です。 

教育長） それでは、事務局から提案理由の説明をお願いします。 

教育部長） 議案第13号『大磯町社会教育委員の委嘱について』、提案理由の説明をいたしま

す。 

本案につきましては、大磯町社会教育委員の任期が令和４年９月 30日で任期満了となるこ

とから、大磯町社会教育委員に関する条例第２条の規定に基づく、新たな委員を委嘱するた

め、大磯町教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第 10号の規定に基づき、付議するも

のでございます。 

詳細につきましては、生涯学習課長が説明いたしますので、よろしくご審議くださるよう、

お願いいたします。 

生涯学習課長）  議案第13号『大磯町社会教育委員の委嘱について』、補足説明をさせてい

ただきます。説明資料の１ページをご覧ください。 

大磯町社会教育委員は、大磯町社会教育委員に関する条例に基づき、２年の任期で委嘱し
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ています。今月９月 30日をもって、現委員の任期が満了となることから、新たに委員を委嘱

するため、教育委員会の承認を求めるものでございます。 

議案第13号及び説明資料の２ページをご覧ください。 

今回、提案させていただいた委員の方々は、名簿の選出区分欄にありますように、学校教

育の関係者１名、社会教育の関係者５名、家庭教育の向上に資する活動を行う者３名、学識

経験のある者２名としております。 

はじめに、野口裕美氏は、大磯町社会教育委員に関する条例第２条第１号の規定による学

校教育の関係者といたしまして、大磯町立園長・校長会よりご推薦をいただいたものでござ

います。 

次に、同条第２号の社会教育の関係者といたしまして、尾白佳隆氏は大磯町体育協会から、

土方公雄氏は大磯町老人クラブ連合会から、庄子幸太氏は大磯町青少年指導員連絡協議会か

ら、萩原まさみ氏はガールスカウト神奈川県第 95団からそれぞれご推薦をいただいたもので

ございます。 

また、上野広子氏につきましては、公募町民としてお願いをするものでございます。 

次に、同条第３号の家庭教育の向上に資する活動を行う者として、榎本文孝氏は大磯町立

学校ＰＴＡ連絡協議会から、放課後子ども教室サポーターである織戸明氏は、子育て支援課

からそれぞれご推薦をいただいたものでございます。 

また、加藤理絵氏につきましては、公募町民としてお願いをするものでございます。 

次に、同条第４号の学識経験のある者として、元学校長である池田伊三郎氏及び鈴木敦子

氏にお願いするものでございます。 

説明資料の３ページは、社会教育委員の設置、委嘱の基準等に関する法令の抜粋でござい

ます。 

また、４ページは、今回の改選前における社会教育委員の名簿でございます。 

  任期である令和４年９月末までは、この11名の方に社会教育委員をお願いしております。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教育長） ただいま事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見があればお願いします。 

＜質疑応答＞  

トーリー委員） 公募町民の加藤理絵氏は、具体的にどういった方でしょうか。 

生涯学習課長） 現在、職業としては大学の准教授ということで、心理学の研究活動を行われ

ていることと、子育て中のお子様がいらっしゃいますので、保護者という立場で家庭教育の

活動を行う者として、公募町民として推薦させていただいたところになります。 

  以上です。 

トーリー委員） 具体的には何人ぐらい応募がありましたでしょうか。 

生涯学習課長） 応募はちょうど２名いらっしゃいました。選考委員会を開きまして、評点以

上の点数をとっていただきましたので、この方々をご推薦させていただきました。 

トーリー委員） 承知いたしました。 

教育長） 公募町民の方は論文を出していただいて、審査をされているということで、お二人

とも適格だという判断をしております。 

  それでは、質疑を打ち切ります。討論を省略し採決に入ります。議案第13号について、原

案どおり、ご異議ありませんでしょうか。 

各委員） 異議なし。 

教育長） 異議なしの声がありましたので、議案第 13号『大磯町社会教育委員の委嘱について』

は、原案どおりご承認いただいたものとします。 

 

【報告事項第１号 絵本作家舘野鴻原画展の開催結果について】 
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教育長） 続きまして、報告事項に移ります。 

それでは、報告事項第１号『絵本作家舘野鴻原画展の開催結果について』、事務局より報

告をお願いします。 

図書館長） 報告事項第１号『絵本作家舘野鴻原画展の開催結果について』、ご報告いたしま

す。 

  まず、訂正箇所がございます。「６ ギャラリー・トーク」の開催時刻が 14 時から 16 時

間までとなっておりますが、16 時の誤りです。また、「７ アンケート結果」の「何で知っ

たか」は（３）、「主な自由感想」は（４）の誤りです。お手数をおかけしますが、修正を

お願いいたします。申し訳ございませんでした。 

この絵本原画展は、令和４年８月５日金曜日から８月 21 日日曜日の 15 日間開催いたしま

した。展示作品は、舘野氏の絵本作品『がろあむし』原画全点とラフスケッチ、参考図書で

す。観覧者は約307人でした。 

  また、８月 13日土曜日 14時から 16時まで、ギャラリー・トークを開催いたしました。テ

ーマは作品『がろあむし』の制作過程について。参加者は 17人でした。 

  来場者のアンケート結果については、記載のとおりとなります。 

主な自由感想としては、「大変繊細で神秘に満ちた生命への尊厳を感じた。何でも興味

津々の息子の質問一つひとつに楽しく真剣にお話いただきありがとうございました。表紙の

絵を子供が気に入り今日で３回目です。自然の中の生き物について考える機会になった。」

などがありました。 

  報告は以上です。 

教育長） ただいま事務局から報告のありました件につきまして、ご意見・ご質問等があれば

お願いします。 

＜質疑応答＞ なし 

 

【報告事項第２号 秋永悠『つくろう！ピザ』絵本原画展の開催について】 

教育長） 次に、報告事項第２号『秋永悠「つくろう！ピザ」絵本原画展の開催について』、

事務局より報告をお願いします。 

図書館長） それでは、『秋永悠「つくろう！ピザ」絵本原画展の開催について』、報告いた

します。資料をご確認ください。 

  この原画展は、絵本の原画及びラフスケッチなどの制作過程を鑑賞することにより、絵本

の魅力、絵が持つ素晴らしさを感じてもらうとともに、読書のきっかけ作りとするために実

施するものです。 

会期は、10月７日金曜日から 10月 16日日曜日まで、場所は、図書館本館展示コーナーで

す。 

作者の秋永悠氏は、1979 年千葉県生まれ、国府中学校卒業、東京都在住。多摩美術大学グ

ラフィックデザイン学科卒業。パレットクラブスクール 19期イラストコース修了。絵本『つ

くろう！ピザ』世界文化社 2022年４月刊でデビューしました。 

今回の展示作品は、『つくろう！ピザ』の絵本原画 19点と新作を１から２点及びラフスケ

ッチ等です。 

主催は、図書館と NPO 法人大きなおうち。株式会社世界文化ワンダークリエイトに協力を

いただきました。 

  周知につきましては、広報おおいそ10月号、図書館ホームページ・ツイッター、タウンニ

ュース。また、案内ハガキ、ポスター、立て看板につきましては、秋永氏と株式会社世界文

化ワンダークリエイトにお願いしました。 

説明は以上です。 



 

 5 

教育長） ただいま事務局から報告のありました件につきまして、ご質問等があればお願いし

ます。 

＜質疑応答＞  

濱谷委員） 国府中学校の卒業生ということで、国府中学校では何かイベント的なものをやり

ましたか。 

図書館長） イベント等はまだ開催したことはないんですけど、今般、原画展の開催時期が国

府中学校の文化祭と重なるということで、秋永さんにお話をして、この原画展のポスターを

文化祭の会場に掲示するということはどうでしょうかと伺ったら、快諾していただけました。 

濱谷委員） もう１点、主催の NPO法人大きなおうちとは、どういう団体でしょうか。 

図書館長） NPO 法人大きなおうちというのは、図書館の活動、主に行事を共催して助けてい

ただいたりしています。また、自分たちの主催行事、例えば今年度は人形劇まつりに際して、

子供たちに人形劇を見せてくださったりとか、共催事業としては、コロナ禍で行えていない

んですけど、大磯図書館まつりで一緒に協力していただいて、以前だと松ぼっくりでクリス

マスツリーを作ろうですとか、バルーンアートで遊ぼうとか、そういった催しを一緒にして

いただいている団体となります。 

教育長） 国府中学校の卒業生ということで、聞くところによるとテニス部だったと。 

  こういう著名な方になっていただけてありがたいなと思っております。ぜひまた、時間を

見つけて覗きに行っていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

【報告事項第３号 秋季企画展の開催について】 

教育長） 次に、報告事項第３号『秋季企画展の開催について』、事務局より報告をお願いし

ます。 

郷土資料館長） 報告事項第３号『秋季企画展の開催について』、ご説明いたします。 

資料裏面をご覧ください。本年は島崎藤村生誕 150 年にあたることから、郷土資料館令和

４年度第２回企画展として「島崎藤村と大磯を愛した文人たち」を開催いたします。会期は

令和４年10月22日（土）から12月11日（日）です。今回の展示の趣旨・内容は記載のとお

りです。本日リーフレットを机上配布させていただいておりますので、併せてご参照くださ

い。 

説明は以上です。 

教育長） ただいま事務局から報告のありました件につきまして、ご質問等があればお願いし

ます。 

＜質疑応答＞ なし 

 

【報告事項第４号 秋季企画展関連行事の開催について】 

教育長） 次に、報告事項第４号『秋季企画展関連行事の開催について』、事務局より報告を

お願いします。 

郷土資料館長） 報告事項第４号『秋季企画展関連行事の開催について』、ご説明いたします。 

  資料裏面をご覧ください。秋季企画展「島崎藤村と大磯を愛した文人たち」に関連して、

濱谷浩写真展「大磯を愛した文化人」を開催いたします。場所は大磯町立図書館展示コーナ

ー、会期は企画展開催期間のうち、令和４年 11月 19日（土）から 12月 11日（日）です。

趣旨・内容につきましては記載のとおりです。 

ご説明は以上です。 

教育長） ただいま事務局から報告のありました件につきまして、ご質問等があればお願いし

ます。 

＜質疑応答＞ なし 
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【報告事項第５号 湘南邸園文化祭参加事業について】 

教育長） 次に、報告事項第５号『湘南邸園文化祭参加事業について』、事務局より報告をお

願いします。 

郷土資料館長） 報告事項第５号『湘南邸園文化祭参加事業について』、ご説明いたします。 

相模湾沿岸地域の約 40団体の市民活動団体等と神奈川県が公民連携で例年開催している湘

南庭園文化祭について、今年は公益財団法人大磯町観光協会主催で、「旧吉田茂邸開館５周

年記念イベント 吉田茂のガーデンパーティー」と題する行事が 10月 1日（土）に開催され

ます。行事の概要は、資料裏面の３に記載のとおりですが、このうち「邸内企画」開催に際

して、休館日である旧吉田茂邸の１日全館貸出を行なうものです。 

ご説明は以上です。 

教育長） ただいま事務局から報告のありました件につきまして、ご質問等があればお願いし

ます。 

＜質疑応答＞  

濱谷委員） 大変いい企画です。邸内企画及び庭園企画は、生涯学習課で企画されたものでし

ょうか。 

郷土資料館長） 主催であります観光協会のほうで行われるイベントということで、あくまで

今回は場所をお貸しするというものでございます。 

トーリー委員） 邸内企画は事前申込制となっておりますが、募集人数はあるのでしょうか。 

郷土資料館長） 募集については観光協会において実施されておりますが、定員60名で、邸内

の入館・移動時は５名ずつの班分けをされると聞いております。 

 

【その他】 

教育長） 次に「その他」について、何かございますでしょうか。 

トーリー委員） 先日、幼稚園の送迎バスに園児さんが取り残されたという悲惨なニュースが

ありましたが、それを受けて、大磯町の幼稚園のほうは何か対応をされましたでしょうか。

大磯幼稚園などは送迎バスではありませんけれども、そういうことを受けて何か、話し合っ

て対応をしていることはあるのでしょうか。 

子育て支援課長） 私立のこいそ幼稚園が、大きめの車で２回・３回巡回する形で送迎を行っ

ております。事件を受けまして、早速、担当からこいそ幼稚園のほうに、どういう形で点検

をしているか確認をさせていただきました。 

運転手と先生がきちんと確認をして、降ろし忘れがないような対応をきちんと取っている

ということでしたので、取り急ぎ、今のところは問題がないのかなと思っているのですが、

ただ、しっかりとしたマニュアル的なものの存在がないようなので、今後、そういったもの

も含めて準備が必要であろうと。 

大型のバスではないんですけれど、送迎していく中で、そのあたりは気を付けていただき

たいと周知はさせていただいております。 

教育長） 町立のほうは特に送迎バスは使っていないんですけど、こいそ幼稚園があります。 

  事故の件では、何回かチェックする場面があったのではないかと思いますけれども、登園

した際にいないとわかりそうな気もしますが。 

トーリー委員） ヒューマンエラーが絶対ないとは言えないですよね。 

教育長） 色々なことが重なると、ああいう大きな事故につながりますので、本当に他人事で

はないので、色々な面で丁寧にチェックしなければいけないなということです。 

濱谷委員） 確認忘れでございます。先ほどの報告事項第５号の件ですけれども、旧吉田茂邸

を１日貸出する際のルールはあるのでしょうか。 
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郷土資料館長） 基本的には、通常の開館の観覧の状況に準じた取り扱いになりますので、例

えば、中での飲食についてはご遠慮いただく、展示資料には触れないなどのルールで、許可

しております。 

教育長） それでは、事務局からお願いします。 

教育部長） 次回の教育委員会定例会は、10月 20日（木）、午前９時 30分から、４階第１会

議室で開催予定です。午後は、大磯中学校を訪問いたします。よろしくお願いいたします。 

教育長） それでは、以上をもちまして、令和４年度大磯町教育委員会第６回定例会を閉会い

たします。お忙しい中、長時間に渡りご審議いただきまして、ありがとうございました。お

疲れさまでした。 

 

（閉会）  
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