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平塚市教育委員会平成２９年８月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 29年８月 22日（火）16時 00分 

 

会議の場所 

平塚市役所豊原分庁舎１号館 １階会議室 

 

会議に出席した者 

教育長 吉野 雅裕  委員 浅沼 徳子  委員 田中千勢子  委員 水谷 尚人 

委員  荒井 正博 

 

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 

教育総務課課長代理   西ヶ谷秀樹   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 

教育研究所長      髙橋 浩也   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   社会教育課長      久保 利秋 

社会教育課課長代理   鈴木 和幸   中央公民館長      佐野 公宣 

中央公民館館長代理   海老沢建志   スポーツ課長      石塚誠一郎 

中央図書館長      宮川 康樹   中央図書館管理担当長  髙橋 章夫 

博物館長        澤村 泰彦   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 29年８月定例会を開会する。 

 

【前回会議録の承認】 

○吉野教育長 

はじめに、平成 29年７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） 
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○吉野教育長 

訂正等の意見がないので、平成 29年７月定例会の会議録は承認されたものとする。 

 

１ 教育長報告 

（１）平成２９年度通学路安全対策合同点検実施結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

通学路の安全対策合同点検実施結果について報告するものである。詳細については、教

育総務課長から報告する。 

 

○教育総務課長 

通学路の交通安全を確保するためには、継続的に取り組む必要があることから、平成 24

年度に国から通学路の緊急合同点検の実施の指示があって以降、毎年通学路の合同点検を

実施している。 

今年度は、小学校 26校及び中学校 12校から 144の危険箇所の報告があった。昨年度以

前に合同点検を実施済みであること等により、対策が事前に確定している場所を除き、小

学校 17校、中学校５校の 35箇所について、７月 24日（月）から７月 31日（月）までの

うち、４日間合同点検を実施した。 

合同点検には、各学校から学校長、教頭、担当教員、保護者、自治会役員、平塚警察署、

神奈川県平塚土木事務所、平塚市交通安全協会、本市交通政策課、道路管理課及び道路整

備課の職員等が参加し、現地に赴き、それぞれの危険箇所の状況を確認しながら、その状

況に合った効果的な安全対策について検討された。 

検討された安全対策の内容としては、市道では路側帯や交差点マークの引き直し、文マ

ークの敷設等、県道への対策依頼では、安全ポールの設置や横断歩道の移設等があった。

また、警察への対策依頼では、横断歩道や止まれの路面表示の塗り直し、その他として、

本市交通政策課にて注意喚起看板の設置や、学校における児童・生徒への交通安全教育の

実施、通学路変更への対応について検討された。 

今後は、検討された安全対策について、それぞれの機関において対策が進められていく

予定である。 

 

【質疑】 

な し 

 

（２）平成２９年度平塚市中学校総合体育大会結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

７月１日から開催された中学校総合体育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、教育指導課長から報告する。 
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○教育指導課長 

今年度の平塚市中学校総合体育大会は、７月１日、２日、15日、16日の４日間で開催さ

れた。 

大会初日の７月１日には、教育委員会委員の方々に各会場を視察していただき、生徒た

ちの熱戦の様子を御覧いただくとともに、大会運営や指導にあたっている先生方、地域指

導者や協会役員に激励をいただき、感謝申し上げる。 

例年この時期は、台風の影響を受け、大会運営に苦慮するが、幸いにも今年度は、その

ような影響もほとんど受けず、順調に大会をスタートすることができた。大会の２日目に、

前日の雨の影響で、ソフトテニスが１時間遅れでの開始となり、女子の団体戦における３

位決定戦と決勝戦を実施することができなかったので、３日目の予備日を使ったが、４日

間の日程で全種目を無事終了することができた。 

大会期間中の怪我や事故については、救急搬送が１件あった。これは、サッカーのゲー

ム中、後頭部にボールがあたり、その場で転倒し、吐き気等はなかったとのことであった

が、体に力が入らないため救急車を要請。市民病院に搬送されたが、CT検査の結果、異状

なしとの報告を受けている。その他、骨折が２名、打撲が２名となっている。 

なお、骨折については、１名がバスケットボール部男子で右前腕部の骨折、もう１名は

サッカー部男子１名で、左手首の骨折で、いずれも試合中の転倒が原因であった。また、

熱中症の症状で卓球部１名の報告があったが、大事には至らなかった。どこの会場も迅速

かつ適切な対応を取っていただいたことを報告する。 

今後の市総体の予定としては、陸上競技が９月３日、駅伝競走大会が 10月 14日に開催

される予定である。 

中学校総合体育大会は、７月 16日より始まった中ブロック大会を経て、７月 27日から

県総体が横須賀ブロック会場で開催された。その後、８月初旬から中旬にかけて、関東大

会が開催された。全国大会は現在開催されているものと競技が終了したものがある。本日

は、関東大会、全国大会の出場者と現時点での結果について報告する。 

今年度の全国大会は、九州ブロックで開催されている。初めに団体の部を報告する。 

柔道では、金目中学校柔道部が、県中学校総合体育大会で男子団体戦、女子団体戦とも

に優勝し全国大会出場となった。本日から福岡県福岡市で大会が開催されている。 

次に、水泳競技では、全国大会出場の標準記録が設定されており、江陽中学校は、県中

学校水泳競技大会において、男子 400mフリーリレーで第６位、３分 52秒 69で全国大会出

場標準記録を突破し、８月 17日から鹿児島県鹿児島市で開催された、全国中学校水泳競技

大会に出場したが、決勝進出はならなかった。 

次に、個人の部である。始めに柔道では、金目中学校の生徒が、県中学校総合体育大会

の男子個人戦 66kg級、73kg級、81㎏級でそれぞれ優勝した。 

同じく金目中学校の生徒が、県中学校総合体育大会の女子個人戦 52㎏級、63㎏級でそ

れぞれ優勝、大野中学校の生徒が女子個人戦 48㎏級、57㎏級でそれぞれ優勝し、本日８

月 22日から福岡県福岡市で開催される、全国中学校柔道大会に出場している。 

続いて、水泳競技では、浜岳中学校の生徒が、県中学校水泳競技大会において、女子 50

ｍ自由形で第２位、27秒 03の記録を出し、全国大会出場標準記録を突破、同じく女子 100

ｍバタフライで第３位、１分 02秒 57の記録を出し、これも全国大会出場標準記録を突破
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し、８月17日から鹿児島県鹿児島市で開催された、全国中学校水泳競技大会に出場したが、

どちらも決勝進出はならなかった。また、同じく浜岳中学校の生徒が、県中学校水泳競技

大会において、女子 100ｍ平泳ぎで第４位、１分 13秒 28の記録を出し、全国大会出場標

準記録を突破、同じく女子 200ｍ平泳ぎで第２位、２分 36秒 44の記録を出し、これも全

国大会出場標準記録を突破し、８月 17日から鹿児島県鹿児島市で開催された、全国中学校

水泳競技大会に出場したが、どちらも決勝進出はならなかった。 

続いて、関東大会出場者の紹介をする。関東大会には、県大会の上位入賞者が出場とな

る。成績・記録は割愛する。 

団体では、太洋中学校新体操部、金目中学校柔道部男子・女子、大住中学校ソフトテニ

ス部、金旭中学校バドミントン部、浜岳中学校剣道部女子、江陽中学校水泳部男子 400ｍ

メドレーリレーが関東大会出場を果たした。 

次に、個人の部を報告する。柔道男子では、金目中学校の生徒が 50kg級、66kg級、73

㎏級、81㎏級にそれぞれ出場した。柔道女子では、金目中学校の生徒が 52㎏級、57㎏級、

63㎏級にそれぞれ出場した。また、大野中学校の生徒が 48㎏級、57㎏級にそれぞれ出場

した。ソフトテニスでは、大住中学校の生徒がペアで出場した。水泳競技では、浜岳中学

校の生徒が女子 50ｍと女子 100ｍ自由形に、山城中学校の生徒が女子 100ｍと 200ｍ自由形

に出場した。 

 

【質疑】  

○水谷委員 

 柔道の結果が大変素晴らしいが、中学校で柔道をしている生徒は、小学校の頃から地域

の道場に通って鍛えられているのか。 

 

○教育指導課長 

 全ての小学校時代の経験は把握できていないが、大会等で顧問から伺った情報では、柔

道協会に所属しており、小学校の頃から柔道をしているとのことである。 

 

（３）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第３号 平成２９年度平塚市一般会計（教育関係）補正予算について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

８月25日に開会する市議会９月定例会への平成29年度平塚市一般会計補正予算のうち、

教育委員会所管部分の予算について、臨時に事務を代理し、市長へ申し出たので規則の定

めに基づき報告するものである。詳細は教育総務課長が説明する。 
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○教育総務課長 

全体の補正予算要求額として、歳入については 600万 2,000円、歳出については 7,005

万 4,000円を計上している。 

はじめに、歳入についての詳細である。14款「国庫支出金」２項「国庫補助金」６目「教

育費国庫補助金」４節「幼稚園費補助金」において、幼稚園就園奨励費補助金の増額分と

して、457万 2,000円を計上している。 

17款「寄附金」１項「寄附金」４目「教育費寄附金」１節「社会教育費寄附金」におい

て、美術展覧会開催のための指定寄附金の申出があり、93万円を計上している。また、同

じく４目「教育費寄附金」２節「保健体育費寄附金」において、スポーツ振興のための指

定寄附金の申出があり、５万円を計上している。 

20款「諸収入」６項「雑入」２目「雑入」９節「教育費雑入」において、公益財団法人

からの美術展覧会開催助成金として、45万円を計上している。 

 次に、歳出についての詳細である。10款「教育費」１項「教育総務費」４目「義務教育

振興費」の児童生徒就学援助事業において、児童、生徒の就学援助を目的とした新入学用

品費の増額及び支給時期変更に係る経費のため、扶助費として 2,422万 9,000円を計上し

ている。また、同じく１項「教育総務費」７目「子ども教育相談センター費」の子ども教

育相談センター管理運営事業において、空調機の修繕を行うため 1,026万 5,000千円を計

上している。 

 ２項「小学校費」４目「学校給食費」の単独調理場運営事業において、正規職員・嘱託

職員の病休等に伴う補充パートの賃金として、149万 3,000円、老朽化した調理用備品の購

入のために、48万 6,000円を計上している。 

４項「幼稚園費」１目「幼稚園費」の幼稚園運営補助事業において、就園奨励費支出見

込み額の増加により、補助金として 1,828万 2,000円を計上している。 

５項「社会教育費」２目「公民館費」の中央公民館管理運営事業において、中央公民館

の消防設備修繕のため、49万 9,000円を計上している。同じく、２目「公民館費」の地区

公民館管理運営事業において、地区公民館の給水ポンプや自動ドア等の設備修繕料として

830万円を計上している。同じく、５項「社会教育費」３目「図書館費」の北図書館運営事

業において、空調機器設備の修繕を行うため 507万円を計上している。同じく、５項「社

会教育費」６目「美術館費」の魅力ある美術展覧会事業において、企画展を充実させるた

めの指定寄附金や助成金を活用して、企画展に関する作品借用等謝礼や集荷返却展示撤去

作業委託料等、合計 138万円を計上している。 

６項「保健体育費」１目「保健体育総務費」の各種スポーツ大会開催事業において、ス

ポーツ振興のための指定寄附金を活用して、ニュースポーツ用具を購入するため、需用費

の消耗品５万円を計上している。 

 最後に、債務負担行為の補正として、中央図書館の図書館システム構築・保守委託料及

び機器等賃借料について、平成 29年度から平成 35年度までの期間で、１億 1,623万円を

限度額として設定している。また、崇善公民館の老朽化に伴いリース方式での整備を図る

ため、平成 31年４月からの供用開始を目指し、平成 29年度から平成 40年度までの期間で、

債務負担行為として、概算事業費４億 2,531万 3,000円を設定する予定である。 
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【質疑】 

○田中委員 

 私立幼稚園等就園奨励費補助金について、具体的な内容を伺いたい。また、ニュースポ

ーツ用具の購入について、スポーツ課で非常に力を入れている部分であるが、今回はどの

ような用具を購入する予定であるのか、確認したい。 

 

○教育総務課課長代理 

 現在、従来からの私学助成制度の幼稚園と子ども子育て新制度に移行した幼稚園の２つ

の制度に分かれているが、今回の増額補正は、従来からの私学助成制度における幼稚園が

対象である。この制度の幼稚園は、保育料を一律に徴収し、保護者の世帯における所得に

応じた区分ごとに保育料を軽減するため、就園奨励費を支給しているが、今年度は、前年

度と比較して、国が示した基準に応じて低所得の多子世帯に対する軽減を拡充したことか

ら、増額補正により対応するものである。 

 

○スポーツ課長 

 パラリンピックの正式種目である「ボッチャ」の用具について、２セット購入予定であ

る。これにより、４セット保持しているため、合計で６セットとなる。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（２）その他 

な し 

 

３ 議案第１５号 平塚市立学校事故・事件等調査委員会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市立学校事故・事件等調査委員会委員について、委嘱するものである。詳細は教育

総務課課長代理から説明する。 

 

○教育総務課課長代理 

平塚市立学校事故・事件等調査委員会の設置にあたり、５名に委員として委嘱したいと

考えており、委嘱年月日としては、平成 29年９月 29日とする予定である。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 
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４ 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８月定例会は閉会する。 

 

（16時 24分閉会） 


