
教育委員会定例会日程 

平成２６年１１月２７日 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の決定

４ 報告事項

（１）小田原市学区審議会への諮問及び同審議会からの答申について

（資料１ 教育総務課）

５ 議事 

 日程第１

  議案第２８号

   学校教育法施行細則の一部を改正する規則について     （教育指導課）

 日程第２

  報告第９号

   事務の臨時代理の報告（平成２６年１２月補正予算）について

（教育部・子ども青少年部）

６ 報告事項

（２）平成２７年度公立幼稚園新入園児応募状況について （資料２ 教育指導課）

（３）小田原市いじめ防止基本方針の策定について    （資料３ 教育指導課）

６ その他

７ 閉 会 











議案第２８号 

学校教育法施行細則の一部を改正する規則について 

 学校教育法施行細則の一部を改正する規則について、議決を求める。 

  平成２６年１１月２７日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



 

   学校教育法施行細則の一部を改正する規則 

 学校教育法施行細則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 

改  正  後 

別表（第５条関係） 

 （略） 

 １ 小学校通学区域 

学校名 通学区域 

（略） 

新玉小学校 

栄町一丁目１７番１号～６号、１８番１号～５号、２０番 栄町

二丁目１２番１６号～４５号、１３番２８号～５８号、１４番、

１５番 栄町三丁目２番～７番、８番１号～１４号、９番、１０

番３号の一部、４号～１６号、１１番１６号～１９号、１５番～

１８番、１９番３号～３２号、２０番～２２番 栄町四丁目 中

町一丁目１番１９号、２番１号、２１号、２２号 中町三丁目 

浜町一丁目１番、５番～８番、９番１号～１８号、２４号～３２

号、１０番１８号、１９号、１１番～１６番 浜町二丁目 浜町

四丁目 

足柄小学校 

扇町一丁目１５番７号～３０号、扇町二丁目 扇町三丁目 扇町 

四丁目 扇町五丁目 扇町六丁目８１４番地～９１３番地、 

１，０１８番地 井細田（６１６番地を除く。） 多古（３９１

番地～３９３番地を除く。） 久野７７番地～７９番地、８１番 

地～８３番地、８５番地、８６番地、１３８番地、１３９番地、 

１４８番地、１５３番地～１６１番地、１６４番地～１９６番地、 

１６５番地、１６９番地、１８４番地～１９６番地、１９８番地

～２１２番地、２４７番地、２４９番地～２９７番地、２９９番

地～３１２番地、３１４番地～３９５番地、４０２番地～４６９ 

番地、４７４番地～６１９番地、６３２番地、６５３番地、 

６５５番地～６６０番地、６６７番地～６８１番地、６９０番地

～６９２番地、７０１番地～７１３番地、７２６番地、７３２番

地、７３４番地～７５１番地、７５４番地～７６５番地、７６７ 

番地～７６９番地、７８９番地、７９１番地～７９８番地、 

８８１番地～８８６番地、１，０１８番地～１，０２９番地、 
 



 

 １，０３０番地の一部 

子小学校 

栄町三丁目８番１５号 中町一丁目９番、１２番～１４番、１５

番１号～４号、５号の一部、６号～１５号、城山一丁目６番５２

号～５６号、５８号の一部、５９号～６６号、７番～３１番 城

山二丁目１番１号～６号、２１号～２４号、２番～２６番、２７

番１号～６５号、２８番 城山三丁目１番２１号～３０号、７番

～９番、１０番（１号～９号を除く。） 扇町一丁目１番～１４

番、１５番１号～６号、３１号～４０号、１６番～４６番 緑 

荻窪 谷津 池上 井細田６１６番地 久野１番地～７６番地、 

８０番地、８４番地、８７番地～１３７番地、１４０番地～ 

１４７番地、１４９番地～１５２番地、１６２番地、１６３番地、 

１６６番地～１６８番地、１７０番地～１８３番地、１９７番地、 

２１３番地～２４６番地、２４８番地、２９８番地、４７０番地

～４７３番地、６２０番地～６３１番地、６３３番地～６５２番 

地、６５４番地、６６１番地～６６６番地、６８７番地～６８９

番地、６９３番地～７００番地、１，８５９番地～１，９２２番

地 

（略） 

富水小学校 

扇町六丁目５１番地～６３番地、９１４番地～９１７番地、 

１，０５５番地～１，０６８番地 多古３９１番地～３９３番地 

 正寺２５４番地の一部、２５５番地～２９４番地、２９５番 

地の２、３１５番地、３１７番地～３４０番地、７５０番地～ 

７５８番地、７６０番地～７７６番地、７９９番地～８０７番

地、８２９番地～１，０５４番地 飯田岡２番地の１、３番地～

３４番地、４６番地～７２番地、７８番地の２、７８番地の１６

～１８、７９番地～８３番地、９７番地～１１１番地、１３３番

地～６６０番地 堀之内３１７番地～３２７番地 柳新田４２番

地～４８番地、５０番地の３ 小台１番地～５９番地、３５２番

地～３５８番地 新屋２６番地～３９番地、４４番地～１４３番

地、２０６番地～２１２番地、２６４番地～２８０番地、２８２

番地 府川 北ノ窪 清水新田１番地～１２６番地、１３４番地

の２、１３５番地の２、１３５番地の６、１３６番地～３０１番

地 穴部 穴部新田 

（略） 
 



 

下府中小学校 

中里 鴨宮３番地、４番地の一部、５番地の一部、６番地～２９

番地、３６番地～４０番地、１２９番地～１４３番地、１４７番

地～１６２番地、１６３番地の一部、１６４番地～２３３番地、

２３９番地～２５２番地、２６６番地～２８６番地、３０３番地 

～３０６番地、３０９番地、３１０番地、６６６番地の３、 

６６６番地の５、６６６番地の６、６６６番地の８ 下新田 

２６２番地～２６４番地 酒匂９２４番地～９４４番地、９５４ 

番地～９９６番地、１，０４０番地～１，０５５番地、 

１，１２２番地～１，１２９番地、１，３７４番地～１，４４２

番地、１，４４４番地 前川１番地～２４５番地 １，５８０番

地～１，５９５番地 

（略） 

東富水小学校 

正寺１番地～２５３番地、２５４番地の一部、２９５番地の一

部、２９６番地～３１４番地、３１６番地、３４１番地～７４９ 

番地、７５９番地、７７７番地～７９８番地、８０８番地～ 

８２８番地 中曽根 飯田岡１番地、２番地の２、３５番地～ 

４５番地、７０番地の１、７３番地～７７番地、７８番地の１、

７８番地の６～１５、７８番地の１９、７８番地の２１～２３、

８４番地～９６番地、１１２番地～１３２番地 堀之内１番地～

１２６番地、１３６番地～２０９番地、２４２番地～２６１番

地、４１４番地～４１６番地、４３６番地～４３９番地、４４１ 

番地～４５９番地 栢山１，０４４番地～１，０７６番地、 

１，１３５番地、１，１３６番地、１，１４０番地 

（略） 

矢作小学校 

下堀 矢作 鴨宮１番地、２番地、４番地の一部、５番地の一

部、１６３番地の一部、２３４番地～２３８番地、２５３番地～

２６５番地、２８７番地～３０２番地、３０７番地、３０８番

地、３１１番地～６６５番地、６６６番地の１、６６６番地の 

１１、６６７番地～９０５番地、１，０１６番地～１，０４０番

地、１，０５６番地～１，０６１番地 上新田 中新田１番地～

２２番地、２４３番地～３４０番地、３６２番地～３６５番地 

 下新田１４７番地～１５３番地、１６２番地～１７４番地、 

１８０番地～２３３番地 飯泉６０番地～４９３番地 成田４５

番地～４８番地 
 



 

報徳小学校 

堀之内１２７番地～１３５番地、２１０番地～２４１番地、 

２６２番地～３１６番地、３２８番地～４１３番地、４１７番地

～４３５番地、４４０番地 柳新田（４２番地～４８番地、 

５０番地の３を除く。） 小台（１番地～５９番地、３５２番地

～３５８番地を除く。） 新屋１番地～２５番地、４０番地～ 

４３番地、１４４番地～２０５番地、２１３番地～２４８番地 

 清水新田１２７番地～１３４番地の１、１３５番地の１、 

１３５番地の４、１３５番地の５ 栢山２，１４４番地、 

２，１４５番地、２，１４９番地の２、２，１５０番地～ 

２，１９６番地、２，２８９番地、２，２９０番地、２，２９５

番地～２，３３７番地、２，８９４番地～２，９１０番地、 

２，９５２番地～２，９９５番地、３，０１７番地～ 

３，０５０番地、３，０５２番地、３，０５３番地、３，０７２

番地～３，３００番地、３，３０８番地の２～３，３１９番地、

３，３３９番地～３，５６２番地、３，５８３番地～３，５９４

番地、３，９５１番地～３，９９６番地 

豊川小学校 
飯泉（６０番地～４９８番地を除く。） 成田（４５番地～４８

番地を除く。） 桑原 

（略） 

２ 中学校通学区域 

学校名 通学区域 

（略） 

白山中学校 

足柄小学校の通学区域 子小学校の通学区域のうち栄町三丁目

８番１５号 中町一丁目９番、１２番～１５番 扇町一丁目５番

２号～２３号、６番１０号～４７号、７番～１４番、１５番１号

～６号、３１号～４０号、１６番～４６番 荻窪（３９２番地を

除く。） 池上 井細田６１６番地 久野 久野小学校の通学区

域 

（略） 

鴨宮中学校 
下府中小学校の通学区域 矢作小学校の通学区域 豊川小学校の

通学区域のうち飯泉 

（略） 

  



 

 

改  正  前 

別表（第５条関係） 

 （略） 

 １ 小学校通学区域 

学校名 通学区域 

（略） 

新玉小学校 

栄町一丁目１７番１号～６号、１８番１号～５号、２０番 栄町

二丁目１２番１６号～４５号、１３番２８号～５８号、１４番、

１５番 栄町三丁目２番～７番、８番１号～１４号、９番、１０

番３号の一部、４号～１６号、１１番１６号～１９号、１５番～

１８番、１９番３号～３２号、２０番～２２番 栄町四丁目 中

町一丁目１番１９号、２番１号、２１号、２２号、１５番４号 

中町三丁目 浜町一丁目１番、５番～８番、９番１号～１８号、

２４号～３２号、１０番１８号、１９号、１１番～１６番 浜町

二丁目 浜町四丁目 

足柄小学校 

扇町一丁目１５番７号～３０号、扇町二丁目～扇町五丁目 扇町 

六丁目８１４番地～９１３番地、１，０１８番地 井細田 

（６１６番地を除く。） 多古（３９１番地～３９３番地を除 

く。） 久野７７番地～７９番地、８１番地～８３番地、８５番

地、８６番地、１３８番地、１３９番地、１４８番地、１５３番

地～１６１番地、１６４番～１９６番地、１６５番地、１６９番

地、１８４番地～１９６番地、１９８番地～２１２番地、２４７ 

番地、２４９番地～２９７番地、２９９番地～３１２番地、 

３１４番地～３９５番地、４０２番地～４６９番地、４７４番地

～６１９番地、６３２番地、６５３番地～６６０番地、６６７番

地～６８１番地、６９０番地～６９２番地、７０１番地～７１３ 

番地、７２６番地、７３２番地、７３４番地～７５１番地、 

７５４番地～７６５番地、７６７番地～７６９番地、７８９番地、 

７９１番地～７９８番地、８８１番地～８８６番地、１，０１８

番地～１，０２９番地、１，０３０番地の一部 

 
栄町三丁目８番１５号 中町一丁目９番、１２番～１４番、１５

番１号～４号、５号の一部、６号～１５号、城山一丁目６番５２ 
 



 

子小学校 

 

号～５６号、５８号の一部、５９号～６６号、７番～３１番 城

山二丁目１番１号～６号、２１号～２４号、２番～２６番、２７

番１号～６５号、２８番 城山三丁目１番２１号～３０号、７番

～９番、１０番（１号～９号を除く。） 扇町一丁目１番～１４

番、１５番１号～６号、３１号～４０号、１６番～４６番 緑 

荻窪 谷津 池上 井細田６１６番地 久野１番地～７６番地、 

８０番地、８４番地、８７番地～１３７番地、１４０番地～ 

１４７番地、１４９番地～１５２番地、１６２番地、１６３番地、 

１６６番地～１６８番地、１７０番地～１８３番地、１９７番地、 

２１３番地～２４６番地、２４８番地、２９８番地、４７０番地

～４７３番地、６２０番地～６３１番地、６３３番地～６５２番 

地、６５４番地の１、６６１番地～６６６番地、６８７番地～ 

６８９番地、６９３番地～７００番地、１，８５９番地～ 

１，９２２番地 

（略） 

富水小学校 

扇町六丁目５１番地～６３番地、９１４番地～９１７番地、 

１，０５５番地～１，０６８番地 多古３９１番地～３９３番地 

 正寺２５４番地の一部、２５５番地～２９４番地、２９５番 

地の２、３１５番地、３１７番地～３４０番地、７５０番地～ 

７５８番地、７６０番地～７７６番地、７９９番地～８０７番

地、８２９番地～１，０５４番地 飯田岡２番地の１、３番地～

３４番地、４６番地～６９番地、７０番地の２、７１番地、７２

番地の１、７９番地～８３番地、９７番地～１１１番地、１３３

番地～６６０番地 堀之内３１７番地～３２７番地 柳新田４２

番地～４８番地、５０番地の３ 小台１番地～５９番地、３５２

番地～３５８番地 新屋２６番地～３９番地、４４番地～１４３

番地、２０６番地～２１２番地、２６４番地～２８０番地 府川 

 北ノ窪 清水新田１番地～１２６番地、１３４番地の２、 

１３５番地の２、１３５番地の６、１３６番地～３０１番地 穴

部 穴部新田 

（略） 

 

中里 鴨宮３番地、４番地の一部、５番地の一部、６番地～２９

番地、３６番地～４０番地、１２９番地～１４３番地、１４７番

地～１６２番地、１６３番地の一部、１６４番地～２３３番地、 
 



 

下府中小学校 

 

 

 

２３９番地～２５２番地、２６６番地～２８６番地、３０３番地 

～３０６番地、３０９番地、３１０番地 下新田２６２番地～ 

２６４番地 酒匂９２４番地～９４４番地、９５４番地～９９６ 

番地、１，０４０番地～１，０５５番地、１，１２２番地～ 

１，１２９番地、１，３７４番地～１，４４２番地、１，４４４

番地 前川１番地～２４５番地 １，５８０番地～１，５９５番

地 

（略） 

東富水小学校 

正寺１番地～２５３番地、２５４番地の一部、２９５番地の一

部、２９６番地～３１４番地、３１６番地、３４１番地～７４９ 

番地、７５９番地、７７７番地～７９８番地、８０８番地～ 

８２８番地 中曽根 飯田岡１番地、２番地の２、３５番地～ 

４５番地、７０番地の１、７２番地の２、７３番地～７８番地、

８４番地～９６番地、１１２番地～１３２番地 堀之内１番地～

１２６番地、１３６番地～２０９番地、２４２番地～２６１番

地、４３６番地～４３９番地、４４１番地～４５９番地、栢山

１，０４４番地～１，０７６番地、１，１３５番地、１，１３６

番地、１，１４０番地 

（略） 

矢作小学校 

下堀 矢作 鴨宮１番地、２番地、４番地の一部、５番地の一

部、１６３番地の一部、２３４番地～２３８番地、２５３番地～

２６５番地、２８７番地～３０２番地、３０７番地、３０８番

地、３１１番地～９０５番地、１，０１６番地～１，０４０番

地、１，０５６番地～１，０６１番地、上新田 中新田１番地～

２２番地、２４３番地～３４０番地、３６２番地～３６５番地 

 下新田１４７番地～１５３番地、１６２番地～１７４番地、 

１８０番地～２３３番地 飯泉６０番地～４９３番地 

 

堀之内１２７番地～１３５番地、２１０番地～２４１番地、 

２６２番地～３１６番地、３２８番地～４３５番地、４４０番地 

 柳新田（４２番地～４８番地、５０番地の３を除く。） 小台

（１番地～５９番地、３５２番地～３５８番地を除く。） 新屋

１番地～２５番地、４０番地～４３番地、１４４番地～２０５番

地、２１３番地～２４８番地 清水新田１２７番地～１３４番地

の１、１３５番地の１、１３５番地の４、１３５番地の５ 栢山 



 

報徳小学校 ２，１４４番地、２，１４５番地、２，１４９番地の２、 

２，１５０番地～２，１９６番地、２，２８９番地、２，２９０

番地、２，２９５番地～２，３３７番地、２，８９４番地～ 

２，９１０番地、２，９５２番地～２，９９５番地、３，０１７

番地～３，０５０番地、３，０５２番地、３，０５３番地、 

３，０７２番地～３，３００番地、３，３０８番地の２～ 

３，３１９番地、３，３３９番地～３，５６２番地、３，５８３

番地～３，５９４番地、３，９５１番地～３，９９６番地 

豊川小学校 飯泉（６０番地～４９８番地を除く。） 成田 桑原 

（略） 

 ２ 中学校通学区域 

学校名 通学区域 

（略） 

白山中学校 

足柄小学校の通学区域 の通学区域のうち栄町三丁目

８番１５号 中町一丁目９番、１２番～１５番 扇町一丁目５番

２号～２３号、６番１０号～４７号、７番～１４番、１５番１号

～６号、３１号～４０号、１６番～４６番 荻窪（３９２番地を

除く。） 池上 井細田６１６番地 久野１番地～７６番地、 

８０番地、８４番地、８７番地～１３７番地、１４０番地～ 

１４７番地、１４９番地～１５２番地、１６２番地、１６３番地、 

１６６番地～１６８番地、１７０番地～１８３番地、１９７番地、 

２１３番地～２４６番地、２４８番地、２９８番地、４７０番地

～４７３番地、６２０番地～６３１番地、６３３番地～６５２番

地、６５４番地の１、６６１番地～６６６番地、６８７番地～ 

６８９番地、６９３番地～７００番地、１，８５９番地～ 

１，９２２番地 久野小学校の通学区域 

（略） 

 

 

 

 

 

鴨宮中学校 

下府中小学校の通学区域のうち中里 鴨宮３番地、４番地の一部、 

５番地の一部、６番地～２９番地、３６番地～４０番地、１２９ 

番地～１４３番地、１４７番地～１６２番地、１６３番地の一部、 

１６４番地～２３３番地、２３９番地～２５２番地、２６６番地

～２８６番地、３０３番地～３０６番地、３０９番地、３１０番

地 下新田２６２番地～２６４番地 酒匂９２４番地～９４４番 



 

 

地、９５４番地～９９６番地、１，０４０番地～１，０５５番地、 

１，１２２番地～１，１２９番地、１，３７４番地～１，４４２

番地、１，４４４番地 前川１番地～２４５番地、１，５８０番

地～１，５９５番地 矢作小学校の通学区域 豊川小学校の通学

区域のうち飯泉 

（略） 
 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この規則による改正前の学校教育法施行細則別表に定める区域に住所の存する者に係る同規則

第５条第１項（同規則第６条において準用する場合を含む。）の規定によるこの規則の施行の日

において就学すべき小学校及び中学校の指定は、この規則の施行前においても、この規則による

改正後の学校教育法施行細則別表の規定の例により行うことができる。 
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学校教育法施行細則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

   小田原市学区審議会の答申を踏まえ、通学区域を変更する等のため改正する。 

［内  容］ 

  １ 通学区域の変更（別表関係） 

成田４５番地から４８番地までの区域において就学すべき小学校及び中学校を

次のとおり変更することとする。 

区 分 改 正 後 改 正 前 

小学校 矢作小学校 豊川小学校 

中学校 鴨宮中学校 千代中学校 

２ その他 

地番の変更等に伴う所要の整備を行うこととする。 

 ［適  用］ 

   平成２７年 ４ 月 １ 日 



報告第９号

事務の臨時代理の報告（平成２６年１２月補正予算）について 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、平成２６年１２月補正予算

について、原案のとおり同意することにつき臨時代理したので、同条第２項の規定

により、これを報告する。

  平成２６年１１月２７日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 
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平成２６年１２月補正予算要求概要  

 

（歳 入）                                   （単位：千円） 

科 目 要求額 主 な 内 容 

(項)使用料 

 (目)教育使用料 ▲6,549    
公立幼稚園就園奨励費歳入還付 

 

(項)国庫補助金 

 (目 )教育費補助

金 

10,400 

私立幼稚園就園奨励費補助金（1/3） 

(項)国庫補助金 

 (目 )教育費補助

金 

2,183 

公立幼稚園就園奨励費補助金（1/3） 

合 計 6,034 
 

 

 

 

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 

科 目 要求額 主 な 内 容 

財 源 内 訳 

国県支

出金 
地方債 その他 

一般財

源 

(項)教育総務費 

  (目)事務局費 34,957 

幼稚園教育推進経費 

私立幼稚園等就園奨励費

補助金  
10,400   24,557 

(項) 小学校費 

  (目)学校管理費 0 

学校給食調理委託料 

（債務負担行為設定分）    0 

(項)中学校費 

  (目)教育振興費 
3,770 

中学校教育環境充実経費 

準要保護生徒援助費 

（学用品費・学校給食

費・医療費・眼鏡費） 

   3,770 

(項)社会教育費 

  (目)諸施設費 

1,910 

体験・交流学習経費 

 塔ノ峰青少年の家管理運

営事業 

  アスベスト等含有調査

委託料 

   1,910 

合 計 40,637  10,400   30,237 
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（繰越明許費補正）                        （単位：千円） 

款 項 事業名 金額 

10 教育費 5 社会教育費 塔ノ峰青少年の家管理運営事業 1,910 

 

 

 

（債務負担行為補正）               （単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

学校給食調理委託料 

平成 26年度 0 

平成 27年度 100,054 

平成 28年度 100,054 

平成 29年度 100,054 

計 300,162 

 



旧通園区域内 旧通園区域外
合　計

Ｃ

酒匂幼稚園 210 105 51 42 4 46 43.8 50 96 45.7

東富水幼稚園 140 70 44 39 1 40 57.1 48 88 62.9

前羽幼稚園 70 35 8 6 2 8 22.9 12 20 28.6

下中幼稚園 140 70 24 22 0 22 31.4 17 39 27.9

矢作幼稚園 140 70 61 47 5 52 74.3 58 110 78.6

報徳幼稚園 70 35 30 27 1 28 80.0 33 61 87.1

計 770 385 218 183 13 196 50.9 218 414 53.8

（参考）過去３年間の応募状況

４歳児定員
Ａ

願書配布数
入園数

Ｂ

４歳児定員に
対する割合
（％） B/A

４歳児定員
Ａ

願書配布数
入園数

Ｂ

４歳児定員に
対する割合
（％） B/A

４歳児定員
Ａ

願書配布数
入園数

Ｂ

４歳児定員に
対する割合
（％） B/A

酒匂幼稚園 105 50 48 45.7 105 60 63 60.0 105 46 47 44.8

東富水幼稚園 70 58 57 81.4 70 47 50 71.4 70 43 48 68.6

前羽幼稚園 35 11 13 37.1 35 13 14 40.0 35 12 12 34.3

下中幼稚園 70 25 24 34.3 70 29 29 41.4 70 16 18 25.7

矢作幼稚園 70 70 64 91.4 70 72 70 100.0 70 60 58 82.9

報徳幼稚園 35 27 24 68.6 35 32 32 91.4 35 34 35 100.0

計 385 241 230 59.7 385 253 258 67.0 385 211 218 56.6

平成２５年度 平成２６年度平成２４年度

平成２７年度公立幼稚園新入園児応募状況

　桜井、報徳

幼稚園名

　酒匂、富士見

　富水、東富水

平成26年11月2日現在

　前羽

　下中

　矢作、豊川、下府中

総定員
Ａ

４歳児定員
Ｂ

願書配布数

入園申込者数

幼稚園名
４歳児定員に
対する割合
（％） C/B

５歳児見込
Ｄ

H27園児見込
総数 Ｃ+Ｄ=Ｅ

総定員に対す
る割合（％）

Ｅ/Ａ
旧通園区域（小学校区）

資料２ 




















































































