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平塚市教育委員会平成３０年８月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年８月 21日（火）15時 30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 水谷 尚人  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    川崎  登 

教育総務課長      中戸川泰彦   教育総務課教育総務担当長  関野 良真 

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

学務課長        西ケ谷秀樹   教職員課長       岩田 裕之 

教育指導課長      工藤 直人   教育研究所長      宮城 弘之 

子ども教育相談センター所長  神田 陽一 

 

◎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 

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      小林 裕治   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 30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 30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 30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）平塚市中学校昼食検討委員会報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平塚市中学校昼食検討委員会において検討された結果を報告するものである。詳細につ

いては、学校給食課長から報告する。 

 

○学校給食課長 

平塚市中学校昼食検討委員会の報告書が、この程まとまり、８月 10日に教育委員会へ提

出されたので、その内容について報告する。 

平塚市中学校昼食検討委員会は、本市の中学校昼食のあり方について検討するため、昨

年５月に設置し、計 11回開催され、報告書がまとめられた。 

報告書の内容として、「１ 子どもたちをめぐる食の現状と課題」では、食に対する社

会環境の変化や、中学生の食の実態と課題、食育の推進に関わる法改正等への対応の記載、

「２ 中学校昼食の検討」では、平塚市の現状や給食区分、公立中学校の完全給食実施率、

神奈川県内の完全給食実施状況の記載、そして、４つの昼食方式とメリット・デメリット、

また、市民アンケートの調査結果を記載している。市民アンケートの調査結果として、特

に、２番目に多かった「共同調理場方式の給食」と３番目に多かった「単独校方式の給食」

の数値を合わせると、50.7％となり、半数を若干超える結果となっている。また、この検

討委員会で訪問した先進自治体への視察での結果を記載している。 

「３ 検討課題」として、（１）家庭からの弁当の意義と課題では、「家庭弁当のよさ

は、親子関係を深める手段である」や、「アレルギー対応等、個々の対応ができるところ

にある」とする一方で、弁当作りへの負担が大きい等の課題の記載がある。（２）給食の

意義と課題では、「給食のよい点は、温かい、季節感のある献立、弁当づくりの負担感や、

不安の軽減にもつながる」、「貧困対策の観点からも、給食の必要性はある」とする一方

で、費用的な問題や学校における課題等、解決しなければならないものもあるとの記載が

ある。（３）食育の推進のための課題では、「食の基本は家庭にある」、「家庭、学校、

行政が連携し、より良い食育を推進していく必要がある」との記載がある。 

「４ 検討結果」では、検討委員会の「結論」がまとめられている。「最良の方式は、

単独校方式であるが、現実的にはデリバリーか、共同調理場の２方式と考える」、「デリ

バリー方式の場合は、副食は配送時に冷却する必要があり、残食量を減少させるには課題

が残る」としており、検討委員会が考える望ましい昼食は、「生徒全員が栄養バランスに

配慮した昼食の提供を受けることができる共同調理場方式である」とまとめられている。 

「５ 提言」では、６つの提言でまとめており、そのうち、ポイントとなる２項目の提

言として、「１ 計画的かつ着実な方策により完全給食を実施することを望む」、「２ 給
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食の実施方式については、現実的な方式として共同調理場方式を望む」としており、その

他に４つの提言が記載されている。 

 

【質疑】  

○田中委員 

 報告書は、コンパクトによくまとめられていると感じた。アンケート調査や、先進自治

体の視察を行った上で、財政的な状況を踏まえ、様々な課題を念入りに検討し、結論を導

いているように思う。 

 提言内容の実現に向けて、教育委員会として最大限努力していかなければならないと感

じたが、今後、教育委員会として具体的にどのように動いていくのか確認したい。 

 

○学校給食課長 

この事業は、非常に大きな事業であると認識している。今後については、教育委員会を

中心に、市長部局の関連部課を含めて、市全体で検討を進めていきたいと考えている。 

 

○田中委員 

 ６つの提言のうち、４つについては、共同調理場方式といった完全給食の実施に向けた

提言であると思うが、その他の提言では、学校や家庭に対しての要望であると思う。学校

や関係機関と連携して、中学生の健全な食生活に取り組んでほしいと感じる。 

 

（２）平成３０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、学

務課長から報告する。 

 

○学務課長 

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 23校及び中学校 8校から 126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 12校、中学校４校の 29箇所について、７月 23日から７月 31日までのうち、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、

横浜国道事務所、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が検討された。 
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検討された安全対策の内容としては、市道への対策では、路側帯や交差点マークの引き

直し、文マークの新たな敷設等が挙げられ、国道への対策では、安全ポールの設置、県道

への対策では、横断防止柵の設置等が挙げられた。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等が挙げられ、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、通学路の変更によ

り対応する等の検討もなされた。 

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 

 

（３）平成３０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 

６月 30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。 

 

○教育指導課長 

今年度の平塚市中学校総合体育大会は、６月 30日、７月１日、14日、15日の４日間で

開催された。また、水泳競技については、８月４日に開催された。大会初日の６月 30日に

は、教育委員会委員の皆様方に、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の方々

へ、温かな言葉をかけていただいた。 

大会期間中、ソフトテニスが、２日目までに実施できなかった、女子個人戦準決勝、決

勝を７月 14日の予備日で実施したが、今年度は、雨や台風等の影響を受けることなく、ま

た、特に大きなトラブルもなく、４日間の日程で全種目を無事終了することができた。し

かしながら、今年度は、大変な暑さで、熱中症が大変心配される中での開催となった。顧

問の先生方が集まる打合せ会や、大会当日の連絡等で繰返し、熱中症予防の取組をするよ

うに働きかけていたが、５名の生徒が、軽い熱中症の症状で保護者とともに帰宅をしたと

いうことがあったが、いずれも大事には至らなかった。 

また、大会期間中の怪我や事故については、救急搬送はなかったが、４件の報告があり、

１件目は、サッカーで試合後に、意識がはっきりしないところがあったため、病院に行き、

軽度の脳震とうと診断されたが、その後、異常なしとのことであった件。２件目は、野球

でキャッチャーをしていた生徒が、ボールをピッチャーに返す際、バッターのバットに右

手親指付近を当ててしまい、病院に行き、打撲と診断された件。３件目は、バドミントン

で足を滑らせて転倒し、左の手の平を打撲した件。４件目は、同じくバドミントンで、シ

ョットした際、右ひざを負傷し、病院で受診した件。いずれも大事には至らなかったこと
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から、どの会場でも、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。 

なお、今後の平塚市中学校総合体育大会の予定として、陸上競技が９月１日、駅伝競走

が 10月 13日に開催される予定である。 

この中学校総合体育大会は、７月 15日より始まった、中ブロック大会を経て、７月 27

日から神奈川県中学校総合体育大会が横浜ブロック会場で開催され、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、中国ブロックで８月 17日から 25日

に開催され、現在、終了した種目と開催中の種目がある。本日は、関東大会、全国大会の

出場者と、現時点で出ている全国大会の結果について報告する。 

はじめに、団体の部を報告する。新体操では、太洋中学校新体操部が、県中学校総合体

育大会の女子団体総合で優勝、関東中学校新体操大会でも優勝し、全国大会出場となった。

島根県松江市で全国中学校新体操選手権大会が行われ、結果として、得点 13.700で、第７

位となった。 

次に、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。広島県広島市で全国中学校柔道大会が開催され、

男子団体戦は、予選リーグ２勝０敗で決勝トーナメントに進んだが、１回戦で敗退した。

女子団体戦は、予選リーグ１勝１敗となり決勝トーナメントに進むことはできなかった。 

次に、水泳競技では、江陽中学校水泳部が、県中学校水泳競技大会において、男子 400

メートルフリーリレーで、第２位の３分 46秒 92、男子 400メートルメドレーリレーで、

第３位の４分 13秒 69、また、女子 400メートルメドレーリレーで、第５位の４分 36秒 05

の記録を出し、それぞれ全国大会出場標準記録を突破し、岡山県倉敷市で開催された、全

国中学校水泳競技大会に出場した。結果は、男子 400メートルフリーリレーで予選 10位の

３分 47秒 01、男子 400メートルメドレーリレーで予選 16位の４分 12秒 73、女子 400メ

ートルメドレーリレーで予選 15位の４分 34秒 77であったが、いずれも、次に進むことは

できなかった。 

次に、個人の部を報告する。柔道では、すべて金目中学校の生徒の結果として、県中学

校総合体育大会男子個人戦で、50キログラム級で優勝、55キログラム級で優勝、73キロ

グラム級で優勝し、女子個人戦で、40キログラム級で優勝、52キログラム級で優勝、57

キログラム級で優勝、63キログラム級で優勝、70キログラム超級で優勝し、広島県広島市

で開催された、全国中学校柔道大会にそれぞれ出場した。結果は、男子個人戦で、50キロ

グラム級では１回戦敗退となったが、55キログラム級では２回戦、３回戦、準々決勝、準

決勝と勝ち上がり、決勝戦も優勢勝ちで、優勝した。73キログラム級でも、２回戦、３回

戦、準々決勝、準決勝と勝ち上がり、決勝戦も優勢勝ちで、優勝した。女子個人戦では、

40キログラム級では１回戦、２回戦は勝ったが、３回戦敗退した。52 キログラム級では、

２回戦から出場し敗退、57キログラム級では、２・３回戦は勝ったが、準決勝敗退となり

第３位となった。63キログラム級では、１回戦は勝ったが、２回戦敗退となった。70キロ

グラム超級では、１回戦、２回戦と勝ったが、３回戦敗退となった。 

次に、水泳競技では、江陽中学校の生徒が、県中学校水泳競技大会において、女子 200

メートル平泳ぎで、第４位の２分 36秒 00、女子 200メートル個人メドレーで、第５位の

２分 22秒 61の記録を出し、全国大会出場標準記録を突破し、岡山県倉敷市で開催された、
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全国中学校水泳競技大会に出場した。結果は、女子 200メートル平泳ぎで、予選第 14位の

２分 34秒 37、女子 200メートル個人メドレーで、予選第 20位の２分 23秒 03で、次に進

むことはできなかった。続いて、同じく江陽中学校の生徒が、県中学校水泳競技大会にお

いて、女子 400メートル個人メドレーで第２位の５分 00秒 67の記録を出し、全国大会出

場標準記録を突破し、岡山県倉敷市で開催された全国中学校水泳競技大会に出場した。結

果は、女子 400メートル個人メドレーで予選第 12位の４分 58秒 28で、次に進むことはで

きなかった。続いて、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 100メ

ートルバタフライで第３位の１分 04秒 04の記録を出し、全国大会出場標準記録を突破し、

岡山県倉敷市で開催された全国中学校水泳競技大会に出場した。結果は、女子 100メート

ルバタフライで予選第 26位の１分 03秒 94で、次に進むことはできなかった。 

最後に、陸上競技では、春日野中学校の生徒が、県中学校選抜陸上競技大会男子共通走

り幅跳び決勝で、第１位の６メートル 82センチメートルの記録を出し、続いて、男子３年

100メートル決勝で、第３位の 11秒 19の記録を出した。また、全日本中学校通信陸上競

技神奈川県大会では、男子共通走り幅跳び決勝で、第１位の６メートル 98センチメートル

の記録を出し、それぞれ全国大会出場標準記録を突破し、岡山県岡山市で開催された全日

本中学校陸上競技選手権大会に出場した。結果は、男子 100メートルで１次予選５位の 11

秒 21を出し、２次予選に進んだ。２次予選では、５位の 11秒 43で準決勝に進むことはで

きなかった。男子共通走り幅跳びは、本日、競技が行われているところである。 

続いて、関東大会について、出場者のみ紹介をする。関東大会には、県大会の上位入賞

者が出場となる。団体の部では、太洋中学校新体操部、金目中学校柔道部男子・女子、江

陽中学校水泳部女子が関東大会に出場した。 

次に、個人の部では、柔道男子個人戦で、金目中学校の生徒９人が出場した。柔道女子

個人戦においても、金目中学校の生徒９人が出場した。バドミントンでは、浜岳中学校の

生徒が、女子個人戦シングルスに出場した。水泳競技では、浜岳中学校の生徒が、男子 100

メートルと 200メートルの自由形に、同じく浜岳中学校の生徒が女子 100メートルバタフ

ライに出場した。陸上競技では、春日野中学校の生徒が、男子共通走幅跳びに、大野中学

校の生徒が、男子１年 1,500メートルに出場した。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第３号 平成３０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 
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８月27日に開会する市議会９月定例会への平成30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。 

 

○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 25万円を、歳出については 3,916万 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。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、博物館教育普及活動推進のための指定寄附

金として５万円を計上するものである。 

続いて、20款「諸収入」、６項「雑入」、２目「雑入」、９節「教育費雑入」において、

美術展覧会開催のための助成金として、20万円を計上するものである。 

次に、歳出についての詳細である。10款「教育費」のうち、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、児童の就学援助を目的とした新入

学用品費の支給時期変更に係る経費のため、扶助費として609万円を計上するものである。 

続いて、２項「小学校費」、１目「学校管理費」の小学校施設管理事業において、学級数

の増加による普通教室等の空調機追加分の賃借料として、40万 2,000円を計上するもので

ある。同じく、２目「教育振興費」の通級指導教室整備事業において、勝原小学校通級指

導教室に空調機を設置するため、1,722万 2,000円を計上するものである。 

続いて、５項「社会教育費」、２目「公民館費」の地区公民館管理運営事業において、地

区公民館の空調機やバスケットゴール等の設備修繕料として 1,090万円を、大神公民館の

外構等整備設計業務委託として 430万円を計上するものである。同じく、４目「博物館費」

の博物館教育普及活動推進事業において、指定寄附金を活用して、天体観測用機材を購入

するため、５万円を計上するものである。同じく、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助成金を活用して、企画展に関する集荷返却

展示撤去作業委託料として、20万円を計上するものである。 

最後に、債務負担行為の補正として、みずほ小学校校舎賃借料について、平成 31年度か

ら平成 41年度までの期間で、総額２億 5,500万円を計上している。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（２）その他 

な し 
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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８月定例会は閉会する。 

 

（15時 57分閉会） 


