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平塚市教育委員会平成３１年１月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 31年１月 24日（木）14時 

 

会議の場所 

平塚市役所本館７階 720会議室 

 

会議に出席した者 

教育長 吉野 雅裕  委員 水谷 尚人  委員 荒井 正博  委員 林 悦子 

委員 目黒 博子 

 

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   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 

教育指導課指導主事   髙松 正実   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 

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 31年１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 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） 
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○吉野教育長 

訂正等の意見がないので、平成 30年 12月定例会の会議録は承認されたものとする。 

 

【非公開審議の発議】 

○吉野教育長 

 審議に先立ち会議に諮る。今定例会に提出されている議案のうち、議案第 18号について

は、率直な意見交換や意思決定の中立性等から公開とすることが適当でないと認められる

ことから、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条第７項及び第８項」及び「平

塚市教育委員会会議規則第15条第１項及び第２項」に基づき、非公開での審議を発議する。

発議については、討論を行わず可否を決することと規定されているため、直ちに採決を行

う。本件の審議を非公開とすることに異議はないか。 

 

（異議なし） 

 

○吉野教育長 

 全員異議がないので、議案第 18号については、全ての案件の最後に非公開で審議する。 

 

１ 教育長報告 

（１）平成３０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 30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。詳細は教育

指導課長が報告する。 

 

○教育指導課長 

文化コンクールの多くは、夏季休業前に募集がかけられ、夏季休業中に自主的に児童・

生徒が作品づくりに取組、応募したものが主となる。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等、様々であるが、上位入賞者につ

いては、12 月 17 日までに各学校から報告があった、県レベル以上で入賞した作品の紹介

となる。 

小学校では、全国 65点・県 135点、各規模のコンクール合計で 200点、中学校では、全

国 20点・関東３点・県 52点、各規模のコンクール合計で計 75点となっている。時間の関

係上、一つ一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、

特徴のあるものを数点紹介する。 

はじめに、小学校の部では、松原小学校の２年生が、「第 30 回全国児童水辺の風景画コ

ンテスト」において、小学校低学年部門で優秀賞の「銀賞」を受賞した。このコンクール

は、子どもたちが水辺に出かけ、新たな発見・体験する機会を創出するとともに、表現す

ることを通じて感性を育むことを目的として、平成元年より毎年実施されている。作品名
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は、「ほのふね」で、この作品は、今年度の応募数 9,928点の中から１次審査 676点、２次

審査通過 300点の中から最終審査において入賞作品 42点が選ばれ、その中で、小学校低学

年部門で優秀賞の銀賞を受賞した。みなとみらいの日本丸を見て、海で浮かばせてみたら

どうなるのかを考えて描き、いろいろな向きから海鳥が楽しいそうに飛んでいるところが、

工夫した点となっている。 

続いて、崇善小学校の６年生が、同じく「第 30回全国児童水辺の風景画コンテスト」に

おいて、小学校高学年部門で優秀賞の「銀賞」を受賞した。親戚のおじさんが漁をしてい

る姿を想像して描いた作品で、これからも元気に漁をして美味しい魚を送ってほしいとの

願いが込められた作品である。 

続いて、相模小学校の５年生が、「第 13 回赤十字・いのちと献血俳句コンテスト」にお

いて、小学校高学年の部で「最優秀賞」を受賞した。このコンテストは、日本赤十字社が

主催する、いのちの尊さ、愛、友情、助け合い、感動等について思うこと、感じたことを

俳句で表現するコンテストで、今年度は 13万句を超える作品の中、計 203作品が表彰対象

となり、小学校高学年の部で最優秀賞を受賞した。作品は、「けん血と 初もうで行き 願

い事」で、夏休みの課題で初めて俳句に挑戦し、自分も献血ができる年齢になったら、病

気の人が良くなるように、願いを込めて献血をしてみたいという思いが込められた作品で

ある。 

次に、中学校の部では、春日野中学校の３年生が、「第 19 回全国中学生創造ものづくり

教育フェア INかながわ」の生徒作品コンクール部門で「神奈川県知事賞」を受賞した。ま

た、木工チャレンジコンテスト部門においても、「神奈川県知事賞」を受賞した。この大会

は、全日本中学校技術・家庭科研究会が主催し、生徒作品コンクール部門・木工チャレン

ジコンテスト部門をはじめ、創造アイデアロボットコンテスト部門等の６部門のコンクー

ルから構成され、中学生が技術・家庭科で学習したものづくりの成果を競う大会である。

今回、２部門で第１位にあたる「神奈川県知事賞」を受賞して県の代表となり、続く全国

大会の１次審査を通過して、１月 26 日・27 日に開催される全国大会に出場することにな

っている。生徒作品コンクール部門の作品は、「ちゃぶ台とペン立て」で、「隠し釘」とい

う技術を使用したちゃぶ台と「あられ組み継ぎ」という技術を使用したペン立てである。

また、木工チャレンジコンテスト部門の作品は、「災害用避難キューブ Ver.２」で、平常

時はゴミ箱、災害時はトイレとして、２つの使用法ができるものとなっている。 

 

【質疑】 

○林委員 

 絵画の作品にとても感動した。低学年の部の作品に描かれた日本丸は、私も実物を見る

際には、帆を張ったら素晴らしいであろうと想像しながら見ている。高学年の部の作品は、

目力の強い絵画となっており、２つの作品共に、自分で見たこと、それに関係しているこ

と、そして創造性がとても良くマッチングされており、技術も高い作品で感激した。 

 

（２）平成３０年度平塚市市内駅伝競走大会結果について 

 

【報告】 
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○吉野教育長 

１月13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。

詳細はスポーツ課課長代理が報告する。 

 

○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 65 回地区対抗の部」及び「第 58 回市内実業団

対抗の部」を１月 13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、ゴールの山城中学校を目指して、

地区対抗は女子区を含む６区間 32.1 キロメートル、実業団対抗は５区間 29.9 キロメート

ルで行われた。 

地区対抗においては、24 ある体育振興会から 23 地区が参加、実業団対抗の部は、12 チ

ームの申込があったが、１チームが棄権となり、11チームの参加、オープン扱いのクラブ

チームが１チーム、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、計 36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、毎年大変好評で「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、大磯高校の陸上部員を含む５名の協力を仰ぎ、中継所の順位速報をお知らせした。

今年度で４年目となり、認知度や周知の効果もあって、１日で約 2,000 件のアクセスがあ

った。昨年度までの最高アクセス数を塗り替える等して好評を得ている。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。 

結果については、富士見地区が２区の区間新記録の走りでトップを独走したが、昨年準

優勝で雪辱に燃え、優勝を目指す崇善地区が４区でトップに立つと、後続を引き離して１

年ぶり７度目の優勝の栄冠を手にした。準優勝は安定した力を発揮した旭南地区が、３位

は富士見地区となった。また、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 20 位から 15 位とな

った八幡地区が受賞している。 

実業団対抗の部は、横浜ゴムが５区間中３区間の区間賞を獲得し、完全優勝で４度目の

栄冠を手にした。後半の追い上げも及ばず平塚市役所が準優勝、３位には５区で繰り上げ

があったが、アンカーが区間２位の力走で平塚警察署が入った。 

今回は、地区対抗では２区での独走もあって 10チーム、実業団対抗では８チームの繰り

上げスタートとなり、その数が多くなった。閉会式では、50歳以上で出場した選手３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】 

○目黒委員 

 開会式と女子区に出席した。地区によっては出場選手を選ぶことが大変であると伺った

が、開会式前から地区ごとに盛り上がっている様子が見受けられ、女子区の応援も盛んに
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行われていた。そして、友好都市である伊豆市が連続して参加しており、こういった大会

でも交流ができていることは素晴らしいと思った。 

 

○吉野教育長 

 開催当日は、少し風が強かったが、天気も良くて駅伝日和であったと思う。 

 

（３）平成３０年度かながわの遺跡展「潮風と砂の考古学」開催報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年 12月１日から平成 31年１月６日まで開催された結果について報告するもので

ある。詳細は博物館館長代理が報告する。 

 

○博物館館長代理 

「かながわの遺跡展」は、神奈川県教育委員会が毎年県下の市町村と共催して埋蔵文化

財資料を公開する事業である。以前から、平塚市博物館との共催も求められていたが、今

回、当館の特別展事業に位置付け、秋期特別展として開催することで初めて実現した。一

方で、秋期特別展としているとおり、当初の計画では平成 30年 10月 20日から 11月 18日

まで、第１弾として神奈川県と平塚市の丘陵上の出土資料を中心とした「収蔵資料展」の

開催を予定していたが、準備段階での内装モルタル剥落と臨時休館の影響で、こちらの開

催を見送り、第２弾の「かながわの遺跡展」のみ、博物館の第２ホールを出入口にして特

別展示室エリアを部分開館することで開催した。 

展示のテーマは、平塚市との共催であることから、平塚の地形の特徴でもある砂丘や沖

積地等、海浜に近い低地遺跡にスポットを当て、人々の海浜利用の歩みを物語風に紹介し

た。会期は、平成 30年 12月１日から平成 31年１月６日までの 28日間であった。 

関連行事は、記念講演会を１回、展示室での解説を２回開催した。図録・ポスター・リ

ーフレットの印刷物制作は、神奈川県教育委員会が担当し、図録は無料で配布している。 

開催期間中の来場者数は、1,607 名に留まったが、一方で、アンケートの回答数は 448

枚に上っており、常設展示の閉鎖やプラネタリウム投影の休止という状況の中で、多くの

方々に来館いただいたと思っている。 

アンケートの結果では、おおむね良い評価をいただいているが、低い評価では、「展示シ

ナリオが難しい」、「会場内の導線がわかりにくい」といった意見が寄せられている。また、

神奈川県教育委員会との共催ということもあって、市外からの来館者が多かったことや、

平塚での開催が初めてであったことが影響しているかもしれないが、初めて「かながわの

遺跡展」を訪れる方が多かったこと等が特徴的であった。更に、情報の入手方法で「その

他」が多くなっており、その９割近くが「通りがかりに開催を知った」というもので、図

書館や美術館に来て、たまたま見たという記載もあるので、文化公園全体の利用者の動向

の一端を伺うことができた。 
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【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９号 教育財産の取得の申出について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

相模小学校用地として教育財産の取得について、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。詳細は教育施設課長が説明する。 

 

○教育施設課長 

申出を行った教育財産は、相模小学校の移転先の学校用地の取得である。所在地は、平

塚都市計画事業ツインシティ大神地区土地区画整理事業第 33街区で、土地の面積は 19,154

平方メートル。契約の相手方は、平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合理事長で

ある。 

相模小学校の移転先の学校用地については、「平塚都市計画事業ツインシティ大神地区

土地区画整理事業」によって生み出された保留地を取得するものとして、手続きを進めて

いる。現在の保留地内の整備状況として、保留地内で操業されていた方については、換地

先への移転が完了し、また、保留地内にお住まいだった方については、既に換地先の新し

い住居へ移転され、保留地内の建物の取壊しが完了した。その一方で、一部の畑に野菜が

植わっている部分がある。 

早期の学校用地取得を図るため、土地区画整理組合と協議・調整を進めているが、本日

時点で土地区画整理組合と地権者との間で合意に至っていない点があることから、今後も

引き続き取得に向けての調整を図り、地権者との合意が得られた時点で、平塚市資産経営

課が仮契約を結び、３月市議会定例会へ追加議案として上程する予定である。 

開校の時期については、今年度内に学校用地取得の作業が完了した場合には、平成 31年

度中に、工事費予算案の議会での承認及び入札、契約等の手続きを経て、その後速やかに

工事着手する。着工から完成まで、おおむね２年の期間を要することから、相模小学校の

開校時期は、平成 33年度途中、もしくは、平成 34年４月になるものと考えている。 

 

【質疑】 

な し 

  

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 
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（２）その他 

な し 

 

４ その他 

な し 

 

【非公開審議】 

○吉野教育長 

 教育長が、議案第 18号の審議に際し、傍聴人及び関係課以外の事務局職員の退室を発言

した。 

 

３ 議案第１８号 行政文書の一部公開決定処分に係る審査請求に対する裁決について 

 

【結果】 

教育長及び教育総務課長の提案説明の後、質疑を経て全員異議なく原案どおり裁決され

た。 

 

【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 44分閉会） 


