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平塚市教育委員会令和元年８月定例会会議録 

 

開会の日時 

令和元年８月 22日（木）16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          石川 清人   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  太田  恵 

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      熊川 泰成   学務課長        西ケ谷秀樹 

学務課課長代理     渋谷 悟朗   教職員課長       岩田 裕之 

教育指導課長      石井 鮮太   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      藤田 忠義 

中央公民館館長代理   海老沢建志   スポーツ課長      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      戸塚  清 

 

会議の概要 

【開会宣言】 

○吉野教育長 

これから教育委員会令和元年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、令和元年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、令和元年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）令和元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を受けて以降、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７校から 133の危険箇所の報告があり、昨年度以前に

合同点検を実施済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く、小学校 16

校、中学校３校の 50箇所について、７月 24日から８月６日までの８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、また、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、平塚市交通政策課、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。 

検討された安全対策の内容としては、市道への対策依頼では、路側帯、ドット線、「文

マーク」の敷設等が挙げられ、県道への対策では、注意喚起ポール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」の路面表示の補修等が挙げられ、

その他として、平塚市交通政策課にて配布している注意喚起看板の設置、学校における児

童・生徒への交通安全教育の実施や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】 

○目黒委員 

 道路管理者や警察への依頼後の改善というのは、どのような状況となっているのか。 

 

○学務課長 

 市道については、土木部で路面表示の塗り直し等を年度内に実施していくことになる。 

 警察への依頼については、予算の関係もあり、対策が実施されるのは次年度以降となる



－3－ 

場合がある。 

 

（２）令和元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 29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 29日、30日、７月 13日、14日、15日の

５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 29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、涼しい日が続き、熱中症の心配は少なかったが、雨の日が多く、屋外の競

技の進行に影響があった。特にソフトテニスが、１日目、２日目、４日目も実施できず、

５日目の７月 15日の予備日まで実施したが、女子団体戦の試合が消化しきれず、決勝トー

ナメント１回戦まで行い、ベスト４までを決めて終了となったが、中ブロック大会への出

場校は決定できた。また、大会期間中の救急搬送は３件の報告があった。１件目はバスケ

ットボールで、試合中に相手の肩が鼻にあたり、救急搬送され、鼻骨骨折と診断された。

２件目はサッカーで、試合中に頭を打ったが、異常なしとのことであった。３件目もサッ

カーで、試合中、左足首を負傷し、気分も悪くなったので救急搬送したが、大事には至ら

なかった。ど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。 

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８月 31日、駅伝競走

が 10月 20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 14日より始まった、中ブロック大会を経て、７月 26

日から神奈川県中学校総合体育大会が平塚市を含む中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、近畿ブロックで開催され

ており、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、現時点で出ている結果について報告する。 

はじめに、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

会女子団体戦で優勝し、兵庫県姫路市で開催された全国中学校柔道大会に出場した。結果

は、１次リーグ２勝０敗で決勝トーナメントに進み、１回戦を勝ち上がり、準決勝で敗退

したが、第５位となった。 

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

メートルメドレーリレーで第２位、女子 400メートルメドレーリレーで第２位、女子 400

メートルフリーリレーで第３位となり、それぞれ全国大会出場標準記録を突破し、京都府

京都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メートルメド
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レーリレーは、４分 13秒 73で予選 18位であったため、次に進むことはできなかった。女

子 400メートルメドレーリレーは、決勝に進み、４分 27秒 69で第５位となった。女子 400

メートルフリーリレーも、決勝に進み、４分 05秒 70で第８位という結果であった。 

続いて、個人の部を報告する。柔道では、金目中学校の生徒の結果として、県中学校総

合体育大会、女子個人戦で、40キログラム級で優勝、44キログラム級で優勝、52キログ

ラム級で優勝、70キログラム級で優勝、70キログラム超級で優勝し、全国大会に出場した。 

結果は、40キログラム級では１・２回戦、44キログラム級では２回戦、52キログラム級

では１回戦、70キログラム級では１・２回戦、70キログラム超級では１・２回戦をそれぞ

れ勝利した。 

次に、ソフトテニスでは、大住中学校のペアが、県中学校総合体育大会男子個人戦で優

勝した。この時点で全国大会出場の資格を得た。また、関東中学校ソフトテニス大会に出

場し、４回戦で敗退したが、全国大会代表決定戦では勝利した。京都府宇治市で開催され

た全国中学校ソフトテニス大会に出場した。結果は、１・２回戦を勝ち上がり、３回戦で

敗退となった。 

次に、水泳競技では、江陽中学校の生徒の結果として、県大会において、男子 400メー

トル個人メドレーで第３位、男子 200メートル平泳ぎで第７位となった生徒が、全国大会

出場標準記録を突破し、全国大会に出場した。結果は、男子 400メートル個人メドレーは、

４分 34秒 47で予選 10位、男子 200メートル平泳ぎは、２分 22秒 57で予選 21位であっ

たため、それぞれ次に進むことはできなかった。女子 200メートル平泳ぎで第３位、女子

400メートル個人メドレーで第２位となった生徒が、全国大会出場標準記録を突破し、全

国大会に出場した。結果は、女子 200メートル平泳ぎは、２分 35秒 68で予選第 22位であ

ったため、次に進むことはできなかった。女子 400メートル個人メドレーでは、決勝に進

み、４分 55秒 80で第７位であった。女子 400メートル個人メドレーで第３位、女子 200

メートル個人メドレーで第３位となった生徒が、全国大会出場標準記録を突破し、全国大

会に出場した。結果は、女子 400メートル個人メドレーで、決勝に進み、４分 59秒 77で

第８位、女子 200メートル個人メドレーでは、２分 23秒 33で予選 18位であったため、次

に進むことはできなかった。 

最後に、陸上競技では、金旭中学校の生徒が、全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会

において、男子共通 800メートルで、決勝第８位となり、全国大会出場標準記録を突破し、

大阪府大阪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。男子共通 800メ

ートルは本日、競技が行われ、速報では、予選５組２分 03秒 36で第７位であったため、

次に進むことはできなかったようである。 

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・女子が関

東大会に出場した。 

次に、個人の部である。柔道では、男子個人戦に金目中学校の生徒１人、女子個人戦に

浜岳中学校の生徒１人、金目中学校の生徒６人が出場した。ソフトテニスでは、大住中学

校のペア２組が出場した。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。卓球では、江陽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
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技では、江陽中学校の生徒が、女子 800メートル自由形、浜岳中学校の生徒が、男子 200

メートル個人メドレー、同じく浜岳中学校の生徒が、男子 200メートル平泳ぎ及び男子 400

メートル個人メドレーに出場した。最後に、陸上競技では、太洋中学校の生徒が、男子１

年 1,500メートルに、浜岳中学校の生徒が、女子共通四種競技に、同じく浜岳中学校の生

徒が、女子１年走り幅跳びに出場した。 

 

【質疑】 

な し 

 

（３）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第４号 令和元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 29日に開会する市議会９月定例会への令和元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 50万円を、歳出については 1,911万 7,000

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 50万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」、７目

「子ども教育相談センター費」、「８ 子ども教育相談センター管理運営事業」において、

電子ピアノを更新するため、備品購入費として、18万 7,000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

の増加に伴い空調機を移設するため、施設修繕料として1,200万円を計上するものである。 

続いて、５項「社会教育費」、３目「図書館費」、「５ 中央図書館業務事業」において、

中央図書館の窓口業務委託に伴う図書館システム改修のため、委託料として、23万円を計

上するものである。４目「博物館費」、「２ 博物館教育普及活動推進事業」において、展

示用免振装置等を購入するため、50万円を計上するものである。６目「美術館費」、「１ 魅

力ある美術展覧会事業」において、次年度に実施する展覧会の準備業務のため、委託料と

して、620万円を計上するものである。 
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【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（２）報告第５号 平塚市立の学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平塚市立さくら幼稚園及び平塚市立金目幼稚園の廃園に伴い、別表を整備することにつ

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 

この条例は、平塚市立の小学校、中学校及び幼稚園の名称及び位置について、別表第１

に小学校、別表第２に中学校、別表第３に幼稚園をそれぞれ規定しているものである。 

今回の改正については、平成 28年度に取りまとめた「平塚市幼保一元化に関する公立園

の見直し」における公立幼稚園の方向性に基づき、令和元年度を以って、平塚市立さくら

幼稚園及び平塚市立金目幼稚園を廃園とするため、別表第３に関して、一部改正を行うも

のである。 

なお、施行期日は、令和２年４月１日となる。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（３）報告第６号 平塚市立幼稚園の保育料の徴収に関する条例を廃止する条例について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、規定を整備することについて、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。詳細は学務

課長が説明する。 

 

○学務課長 

令和元年 10月１日から幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴い、平塚市立幼稚
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園の保育料は徴収が不要となる。これに伴い、保育料の徴収について規定する必要がなく

なるため、「平塚市立幼稚園の保育料の徴収に関する条例」を廃止するものである。 

なお、令和元年９月 30日までの利用に関する保育料については、同条例の経過措置によ

り対応し、条例の廃止後も徴収を行う。  

条例の廃止にあたっては、市議会９月定例会に議案を上程し、議決を得た後、本年 10月

１日付けでの施行を予定している。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（４）報告第７号 平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

【報告】 

○吉野教育長 

地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備することについて、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。詳細は中央公民館長が説明

する。 

 

○中央公民館長 

令和２年４月１日施行の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律において、

会計年度任用職員制度が創設及び導入される。この改正によって、特別職非常勤職員が厳

格化され、公民館の館長は、原則、一般職に移行することが適当であるとされた。 

本市の地区公民館長は、特別職ではあるものの、地域から推薦された「顧問」的な役割

であるという実情を踏まえて、一般職への移行は行わないが、特別職では館長を務めるこ

とができない。そのため、条例第 13条第２項の規定を見直し、一般職が担うべき地区公民

館の館長は、中央公民館長が兼務するものとし、現在の地区公民館長は、別途要綱に位置

付けを検討している。また、その他に必要な規定を整備している。 

なお、本条例の改正については、市議会９月定例会本会議に上程する。 

 

【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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（５）その他 

な し 

 

３ 議案第２１号 平塚市立幼稚園の保育料の徴収に関する条例施行規則の廃止について 

４ 議案第２２号 平塚市立幼稚園の管理運営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 

子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、規定を整備するものである。詳細は学

務課長が説明する。 

 

○学務課長 

 先程の報告第６号で申し上げたとおり、本年 10月１日から幼児教育・保育の無償化の実

施に伴い、平塚市立幼稚園保育料は徴収が不要となる。これに伴い、保育料の徴収につい

て規定する必要がなくなるため、「平塚市立幼稚園の保育料の徴収に関する条例施行規則」

についても、廃止するものである。 

 なお、令和元年９月 30日までの利用に関する保育料については、同条例施行規則の経過

措置により対応し、同条例施行規則廃止後も徴収を行う。 

 次に、「平塚市立幼稚園の管理運営に関する規則」については、同規則第 13条第３項に

おいて、平塚市立幼稚園に入園する際に保護者は、「平塚市立幼稚園保育料納付誓約書」

を教育委員会へ提出する旨を規定しているが、保護者が保育料を納付することがなくなる

ことから、同規定及び誓約書の様式を削除し、また、第 15条の保育料の規定についても削

除する。 

 施行期日は、いずれの規則についても、「平塚市立幼稚園の保育料の徴収に関する条例」

の廃止に伴うものであることから、条例の施行と同日の令和元年 10月１日としている。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

５ 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 27分閉会） 


