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平塚市教育委員会平成３０年１月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年１月 18日（木）14時 00分 

 

会議の場所 

平塚市役所本館６階 619会議室 

 

会議に出席した者 

教育長 吉野 雅裕  委員 田中千勢子  委員 荒井 正博  委員 林 悦子 

 

説明のため出席した者 

◎学校教育部 

部長          今井 高司   教育指導担当部長    深谷 昇平 

教育総務課長      中戸川泰彦   教育総務課教職員担当課長  岩田 裕之 

教育総務課教育総務担当長  関野 良真   教育総務課課長代理   斗澤 正幸 

教育施設課長      渡邊  浩   学校給食課長      戸塚  清 

教育指導課長      工藤 直人   教育指導課指導主事   髙橋 幸宏 

教育研究所主管     柴﨑 厚子   子ども教育相談センター所長  小松 且幸 

 

◎社会教育部 

部長          高橋 勇二   社会教育課課長代理   鈴木 和幸 

中央公民館長      佐野 公宣   スポーツ課長      石塚誠一郎 

スポーツ課課長代理   市川  豊   中央図書館長      宮川 康樹 

博物館長        澤村 泰彦   博物館館長代理     栗山 雄揮 

美術館副館長      平井  悟 

 

会議の概要 

【開会宣言】 

○吉野教育長 

これから教育委員会平成 30年１月定例会を開会する。開会に当たり、水谷尚人委員から

欠席の連絡があったので報告する。 

 

【前回会議録の承認】 

○吉野教育長 

はじめに、平成 29年 12月定例会の会議録の承認をお願いする。 

 

（訂正等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

訂正等の意見がないので、平成 29年 12月定例会の会議録は承認されたものとする。 



－2－ 

１ 教育長報告 

（１）平成２９年度文化関係コンクール等上位入賞者について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年度文化関係コンクールにおける上位入賞者を報告するものである。詳細につい

ては、教育指導課長から報告する。 

 

○教育指導課長 

コンクールの多くは、夏休み前に募集がかけられ、夏休み中に自主的に児童・生徒が作

品づくりに取組み、応募したものになる。各コンクールの審査内容は、市の選考会から段

階を経て全国へ選出されるもの、初めから全国規模で募集し選考されるもの、また、全国

までつながらず、県の時点で終了するものなど様々であるが、本日は平成 29年 12月 28日

まで各学校から報告があった、県レベル以上の入賞作品について報告する。 

小学校では、全国で 52 点、関東で５点、県で 72 点、各規模の合計で 129 点の入賞、中

学校では、全国規模で 23点、関東で１点、県で 40点、各規模の合計で 64点の入賞となっ

ている。時間の関係上、一つひとつの作品について触れていくことはできないので、上位

入賞作品の中から、特徴のあるもの数点について紹介する。 

はじめに、小学校の部では、花水小学校５年生が、「第 42 回ゆうちょアイデア貯金箱コ

ンクール」で「すてきなデザインアイデア賞」を受賞した。このコンクールは、昭和 50年

から40年以上にわたって、小学校における夏休みの工作課題の定番として親しまれており、

貯金箱の作製を通じて、子どもたちの造形的な創造力を伸ばすとともに、貯金に対する関

心を持つことを目的として実施されている。作品名は「パンケーキ貯金箱」で、この作品

は、参加作品約 77 万作品の中から、「すてきなデザイン・アイデア賞」として、219 作品

に選ばれたものである。 

続いて、港小学校６年生が、「第 32 回『WE LOVE トンボ』絵画コンクール」の６年生の

部で、金賞である「トンボ学生服賞」を受賞した。トンボ、またはトンボのいる風景につ

いて、画材や表現方法等に決まりはなく、自分の好きなトンボを自由に描くものである。

今年度も全国から 14万点以上の応募があり、その中からの受賞となる。トンボと一緒に空

を飛びたいという夢と、トンボに対する関心の高さや、熱い思いを感じることができる作

品となっている。 

続いて、崇善小学校３年生が、「第 25 回木原記念こども科学賞」小学校低学年の部で最

優秀賞を受賞した。子どもたちが身近な自然に親しみ、自ら疑問や課題を解決していくた

めの観察、調査、実験等の活動を奨励することにより、将来の科学者としての芽を育むこ

とを目的としている。県内の小・中学生から 197 作品の応募があり、最優秀賞の３作品の

中の１作品に選ばれた。題名は「土からぬいたホウセンカは水さいばいできるか」であり、

じっくりと観察し、自分で調べ、安定した生育環境を予想する姿勢が伝わる作品となって

いる。 

次に、中学校の部では、浜岳中学校３年生が、「読書探偵作文コンクール」に応募し、210

作品の中から、中高生部門で最優秀賞を受賞した。このコンクールは、外国の物語や絵本

を読んで面白さを伝えようという趣旨で翻訳書を読んで書いた作文を応募するものである。
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今回、「レッドツリー」を読み応募し、自分の思ったことを率直に伝えようと心掛け、今後

は思いを全て表現できるように、もっと本を読もうと思ったと受賞の感想で述べている。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 コンクールは、教育委員会を通して案内が送られてくるものと、学校や教員が独自で入

手しているものがあると思うが、両者の割合はどの程度なのか。 

 

○教育指導課長 

 両者の割合は把握していない。各学校ごとに、夏休み前に一覧表を作成し、児童・生徒

に配布している。 

 

○田中委員 

 今回報告したのは、教育委員会を通して応募したものなのか。 

 

○教育指導課長 

 直接、主催団体へ応募したものもある。 

 

（２）平成２９年度平塚市市内駅伝競走大会結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

１月７日に市内で行われた平塚市市内駅伝競走大会の結果について報告するものである。

詳細については、スポーツ課課長代理から報告する。 

 

○スポーツ課課長代理 

新春恒例の平塚市市内駅伝競走大会「第 64 回地区対抗の部及び第 57 回市内実業団対抗

の部」を１月７日に開催した。 

ShonanBMW スタジアム平塚を午前９時にスタートして、ゴールの山城中学校を目指し、

地区対抗は女子区間を含む６区間 32.1ｋｍ、実業団対抗は５区間 29.9ｋｍで行われた。 

地区対抗の部では、24 ある体育振興会から 22 地区が参加、残念ながら横内地区は選手

の体調不良により、登録外選手の代走となったため、オープン参加となった。 

実業団対抗の部では、昨年度と同じ13チームとオープン扱いのクラブチームが１チーム、

また、今年も友好都市の「伊豆市」が、「天城湯ヶ島町」であった平成６年度から連続して

特別参加しており、合計 37チームの参加で行われた。 

大住中学校前の中継所では、第 61回大会から大住中学校の生徒が、ボランティアで温か

い飲み物を配布するサービスがあり、振る舞いを受けた関係者からは「体が温まる」と大

変好評で「支えるスポーツ」としての側面を大いに感じる大会となった。また、平成 27 年

度の大会から、市のホームページとは別に開設している市内スポーツ情報に特化した「ひ

らつかスポーツナビ」で順位速報を公開しており、大磯高校や平塚学園の陸上部員の協力

を仰ぎ、中継所の順位速報をお知らせした。１日で 1,800 件を超えるアクセスがあり、今
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までの最高アクセス数を記録した。今後も高校生等の協力を得ながら、順位速報の提供を

していきたいと考えている。 

結果について、地区対抗の部では、４連覇を目指す崇善地区が３区でトップに立つもの

の、中原地区に競り負け、中原地区が７年ぶり４度目の優勝を大会新記録で栄冠を手にし

た。デットヒートを繰り広げた準優勝の崇善地区も大会新記録を樹立、３位は花水地区と

なった。上位６位に入賞したチームを除き、前回大会との順位差が５位以上で順位差が一

番あったチームに授与される敢闘賞は、前年度 15位から９位となった岡崎地区が受賞して

いる。 

実業団対抗の部は、連覇を狙う横浜ゴムと平塚市役所が激しく先頭を争い、アンカー勝

負を制した平塚市役所が、最多優勝記録と並ぶ 18 度目の優勝を大会新記録で駆け抜けた。

準優勝には順調に順位を上げてきた平塚警察署が、３位には横浜ゴムが入った。また、第

３区では３人が区間新記録を達成している。 

閉会式では、50 歳以上で出場した選手５名に、平塚市陸上競技協会 OB なでしこ会より

メダルが授与された。 

なお、多数回出場として表彰される 20回以上の選手については、該当者はいなかった。 

 

【質疑】 

○田中委員 

ここ数年の大会を観戦しているが、走者の世代交代が年々あり、以前に出場していた選

手の子どもが出場しているケースもあると伺った。確かに、中高生の活躍が目立つように

感じたが、主催者側から選手の年齢的な傾向をどのように捉えているか。 

 

○スポーツ課課長代理 

選手選考については、各地区で苦労しているようだが、以前は走者として出場していた

方の子どもや高校生の参加も多くなってきており、年齢層が若い方の出場が見受けられる。 

 

○吉野教育長 

当日、田中委員とともに観戦したが、中原地区と崇善地区のトップ争いが素晴らしかっ

たと思う。 

 

（３）平成２９年度秋期特別展「ひらつかの村絵図を読む」開催報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

10 月 21 日から 12 月 17 日まで開催された秋期特別展「ひらつかの村絵図を読む」の開

催結果について報告するものである。詳細については、博物館館長代理から報告する。 

 

○博物館館長代理 

秋期特別展は、10 月 21 日から 12 月 17 日の会期で、開館日数しては 50 日間開催した。

開催主旨として、博物館で所蔵する江戸時代から明治時代の村絵図を公開した。その中か

ら、平塚の地形や土地利用の変貌を読み取るだけではなく、その時代の人々の地域感に触
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れることで、現代の平塚、特に自身における周りの様子を見直すきっかけにしてもらいた

いという意図もあり、展示や図録で現在の地図との比較を重視した。期間中の入館者は、

8,933人であった。 

関連行事では、記念講演会を２回、展示解説を３回、南原地区を対象とした野外見学会

を１回開催したが、いずれも予定を上回る参加があり、12 月３日に開催した講演会では、

当館講堂における収容人数の限界である 93人に達した。 

また、特別展期間中の１週間、開館時間を午後７時まで延長する「イブニング・ミュー

ジアム・ウィーク」は、11 月７日から 11 月 12 日まで実施し、「地図を読む」を統一テー

マとして、博物館の各分野で話をしたが、こちらも例年の「イブニング・ミュージアム・

ウィーク」と比較して、２倍から３倍の参加者があった。 

アンケートでは、概ね良い評価をいただいているが、今回は小・中学生以下には難しい

内容であったと思われる。この点は、昨年度の「知られざる平塚のロケット開発」と比較

して、子どもの割合や入館者数が低くなっていることにもつながっていると思われるが、

関連行事へは多くの方に参加があり、違ったニーズに応えることができたと考えている。 

なお、特別展期間終了後、ポスト特別展として一部の資料を博物館常設展示室２階の情

報コーナーにて公開を継続している。 

 

【質疑】 

○林委員 

 自分自身も図録や資料を用いて勉強した。来館者の意見や感想を見ると、自分の地区に

思い入れを持って観覧された方や、子どもの観覧者がいる一方で、かなり専門的な郷土史

家の方からの意見もあった。講演会も含めて、上手く焦点を当てながら開催していると感

じた。 

 

○田中委員 

 華やかさはなかったが、来館者の感想からは、貴重な資料の展示を待ち望んでいたこと

が感じられた。改めて図録に目を通すと、絵図から当時の景色だけでなく、人々の暮らし

まで想像できるところや、現在に至るまでの歴史の流れに感慨深く浸れることに、今回の

企画の価値があったと思う。 

 

（４）その他 

な し 

 

２ 議案第１９号 平塚市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正す

る規則について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

教育委員会会議における付議事項の整備に伴い、規定を整備するものである。詳細は教

育総務課長から説明する。 
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○教育総務課長 

いじめ防止対策推進法第28条第１項に規定する重大事態が発生した場合の対応に関して、

教育委員会会議での付議事項とするため、必要な規定を整備するものである。 

詳細としては、文部科学省が策定した調査の指針において、いじめによる重大事態が発

生した場合、その対処における基本的姿勢や、調査方法等の「対処方針」を教育委員会が

定めるにあたっては、教育委員会会議を招集し、十分な協議を経ることが示されている。 

このことから、この内容に則した対処に資するため、新たに規定を追加するものである。

施行期日については、公布の日からとなる。 

 

【質疑】 

○荒井委員 

 これまでは学校での対応であったが、教育委員会で行うということか。 

 

○教育指導課長 

 平成 25年９月に施行された、いじめ防止対策推進法において、学校長が重大事態と判断

した場合には、教育委員会へ報告する扱いとなることが規定されている。この法律が施行

される前については、学校長を中心とした対応を第一に、事案によっては教育委員会への

報告がされたうえで対応していた。 

 

○荒井委員 

 以前は、学校長が対応している様子が報道されていたが、最近は教育長を含め教育委員

会で対応している様子が見受けられる。 

  

○吉野教育長 

 いじめ防止対策推進法が施行される前から、平塚市では学校と教育委員会が互いに連携

を図りながら対応していた。法律ができたことによって変わったこともあるが、学校と教

育委員会が互いに連携を図りながらの対応については継続している。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

３ その他 

な し 

 

【閉会宣言】 

○吉野教育長 

 以上で全ての案件の審議が終了したので、教育委員会１月定例会は閉会する。 

 

（14時 23分閉会） 


