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平塚市教育委員会平成２９年７月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 29年７月 27日（木）14時 00分 

 

会議の場所 

平塚市教育会館 ２階中会議室 

 

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 

教育指導課指導主事   伊沢 秀樹   教育指導課指導主事   谷口 由美子 

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 

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      宮川 康樹   博物館長        澤村 泰彦 

美術館副館長      平井  悟   美術館管理担当長    近藤 俊男 

 

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７月定例会を開会する。本日、傍聴を希望される方が 10

名を超えているため、「平塚市教育委員会傍聴規則」第２条第３項の規定に基づき 10名を

超える傍聴を認める。 

 

【前回会議録の承認】 

○吉野教育長 

はじめに、平成 29年６月定例会の会議録の承認をお願いする。 
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（訂正等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

訂正等の意見がないので、平成 29年６月定例会の会議録は承認されたものとする。 

 

１ 平成３０年度平塚市立小学校使用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択について 

 

○吉野教育長 

平成 30年度に平塚市立小学校の児童が使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書につ

いて採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

平成 30年度平塚市立小学校使用「特別の教科 道徳」の教科用図書については、平塚市

教科用図書採択検討委員会設置要綱に基づき、採択検討委員会を設置し、採択に関する必

要な事項を教育委員会に報告することを目的に、調査・研究及び協議をしてきた。 

第１回平塚市教科用図書採択検討委員会では、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措

置に関する法律」、「教科用図書採択の流れ」、「平成 30年度義務教育諸学校使用教科用

図書採択方針」等を確認した。第１回平塚市教科用図書採択検討委員会の後、設置要綱に

基づき、今回採択する、小学校用「特別の教科 道徳」について「調査員会」を設置した。

調査員会については、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町の２市２町の調査員とともに調

査活動を行った。調査の観点については、神奈川県教科用図書選定審議会の観点を参考に

した。 

第２回平塚市教科用図書採択検討委員会では、平塚市の調査員が、調査報告を行い、そ

の後、検討委員による質疑と協議を行った。その中で、本市の児童の実態にあった教科書

の在り方を問う質問や意見、教師の指導に即した教科書の在り方について意見・要望をも

らうことができた。また、保護者代表の方も、協議に参加した。 

本日は、平成 30年度小学校において使用する「特別の教科 道徳」の教科書を協議のう

え、採択していただきたい。 

 

○吉野教育長 

 ただいまの説明について、質問はあるか。 

 

○浅沼委員 

はじめに、私から確認させていただきたい。教育指導課長から、これまでの経過の概略

説明があったが、公正な採択の確保という点で、今日まで対応がなされてきたかどうか伺

いたい。 

また、検討委員会において、公正に審議が進められたと受け止めているが、事務局とし

ては、どのように受け止めているか、確認したい。 
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○教育指導課長 

文部科学省や神奈川県教育委員会からの指導もあり、各学校に対して、公正確保の通知

を出している。また、学校において、教科書発行者による献本や自宅訪問等の不正行為が

ないように、校長会・教頭会において、十分注意するよう依頼してきた。その結果、学校

等における不公正な動きは見られなかったことを確認しており、公正公平に採択されるも

のと認識している。 

検討委員会においては、検討委員に、役割や立場を十分に理解してもらい、誓約書にも

署名をもらっている。検討委員会当日は、静謐な環境確保ができたものと考えている。ま

た、検討委員会の中では、調査員の調査研究報告がされた。報告は公正な内容であり、こ

れに基づき、協議を行い、会議は公正に進められたと認識している。 

 

○吉野教育長 

 他に質問はないようなので、小学校の「特別の教科 道徳」教科用図書の採択に移りた

いと思う。それでは、採択にあたって、それぞれの委員から意見を伺う。 

 

○水谷委員 

 私は、「光村図書」の良さに惹かれた。始めから「答え」が決められていて、導かれると

いったこと、要は「答え」を言わせるだけでは、道徳の授業は深まらないと思う。世の中

同様、道徳の授業は、「答え」が１つでないところが魅力であると思うので、発問が型には

まってしまうような教科書では、授業が深まっていかないのではないかと考えている。 

また、「いじめ問題」に着目してそれぞれの教科書を見たが、その中でも「光村図書」の

６年生に掲載されている「どうすればいいの？」という教材が非常に良かったと思う。共

通の友人がいる３人の関係性において、その中の１人がいないとき、いない人間をおとし

めるようなことを言って自身に注目させ、共通の敵や味方を作るようなことは、大人の社

会に置き換えてもよくある内容で、このような場面について、議論するような授業が先生

のリードにより展開されるのなら、非常に良い教材であると思うとともに、大切なことで

あると感じた。 

「学研教育みらい」は、写真やイラストが素晴らしく、児童の興味をそそる内容となっ

ており、教科書扉にある詩もとても良いと感じたが、全般的には参考書のようで、また、

サイズが大きく、扱いにくいのではないかと感じた。 

したがって、私は、子どもたちの考える余地を大きく与えている、「光村図書」が良いと

感じた。 

 

○浅沼委員 

 私は、「光文書院」と「光村図書」にそれぞれの良さを感じている。今回、教科化される

道徳科の目標である「物事を多面的・多角的に考える」という部分を考えると、子どもが

思いや考えを本音で語れるような工夫が必要である。そのためには、子どもの思考を促す

ために行う、教師からの投げ掛け、つまり、発問の質が、道徳の授業の質を左右すること

になると思う。その点から考えて、８者全てに掲載されている「はしのうえのおおかみ」

や６者に掲載されている「ぐみの木と小鳥」という教材に設定されている発問を比べてみ
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たが、「光文書院」の発問は、物事を捉える視点や行動の変化に着目する点等が、非常に深

く練られていて、魅力を感じた。 

ただし、小学生が使うということ、特に、低学年の児童が持ち運ぶということを考える

と、サイズや重さも選択するうえで考える必要があると思う。その点では、「光村図書」は、

コンパクトで扱いやすいサイズである。また、「光村図書」の教科書の扉には、６学年通し

て「みんな生きてる みんなで生きてる」という言葉が書かれている。このメッセージが

子どもたちにとって、命の大切さの意識を高めるうえで、非常に効果的ではないかと感じ

た。 

 

○荒井委員 

 全ての教科書に目を通したが、それぞれ素晴らしく立派な教科書であった。その中で、

私は、「日本文教出版」が良いと思う。自分の孫が小学校１年生であり、持ち物が多く、ラ

ンドセルが重いと感じている。同じ低学年の姿を思い浮かべると、教科書の重さと大きさ

が気になるとともに、写真がとても豊富であることで、授業に入り込みやすいと感じた。 

また、高学年において、「青の洞門」のような昔からある日本的な話も良いが、現代はグ

ローバルな社会となってきている。ペルーやトルコと日本のつながりのような話を通して、

日本人も外国人も同じような視点で物事を考えていることをバランス良く掲載されている

のが「日本文教出版」の教科書であったので、その点が良いと思った。 

 

○田中委員 

 私も、「日本文教出版」の教材の豊かさと随所に見られる構成の創意工夫に惹かれた。別

冊として、「道徳ノート」が添付されていることについては、意見が分かれるところかと思

うが、「日本文教出版」の別冊は、一回り小さいサイズになっていて、教科書に収まるよう

に作られている。「廣済堂あかつき」の別冊ノートは、全教材２ページの設定となっており、

活用するには負担が大きいのではないかと思う。「学校図書」については、教科書には問い

掛けがなく、教材そのものにじっくり向き合えるという良さや、別冊ノートには線がなく、

自由に記述できるという良さがあるが、両者の配列が異なるので、子どもたちが混乱する

のではないかという不安を感じる。 

「日本文教出版」の教科書には、何よりも、子どもたちの興味・関心をひく紙面づくり

に工夫が感じられるとともに、先ほど、浅沼委員の発言にもあったように「物事を多面的・

多角的に考える」ことに着目すると、「心のベンチ」というコーナーは、色々な角度から思

考を広げ深めることができるように考えられ、多彩な工夫により配置されている。また、

イラストにも教材に応じた配慮がされていて、子どもたちの考えがより深まる効果を考え

て作成されているのを感じる。したがって、私は「日本文教出版」が良いと思う。 

 

○吉野教育長 

 ここまで、皆さんの意見を伺ってきたが、私の意見を述べたい。 

私は、「光村図書」、「日本文教出版」、「光文書院」にそれぞれの良さを感じている。水谷

委員からの発言にもあったように、道徳の授業は「答えが１つではない」というところが

大切だと思っている。そのためには、やはり、発問がとても重要で、現場の先生方も、道
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徳の授業における発問について研究を重ねている。その点では、浅沼委員と同じで、「光文

書院」の発問は、子どもたちに深く、広く物事を考えさせるものになっていると思う。 

また、記録を記載する欄にも着目したい。この欄は、子どもたちが自分自身の成長を振

り返ったり、実感したりするために、とても大切なものであるが、設問があらかじめ書か

れている教科書が多く、固定化されている感じを受ける。その点では、「光村図書」と「光

文書院」では、枠のみの設定が多く、学びの記録を大きく捉えられるようになっているの

で、子どもも教師も、授業の内容や方向性、その時の実態に合わせて発問をし、自由に書

き込むことができ、使いやすいのではないかと考える。これは、「東京書籍」のつくりも同

じかと思う。「日本文教出版」は、別冊になってはいるが、各教材１ページの設定で、必ず

「友達はどう考えるか」という設問があり、このような視点を持たせているという特徴が

ある。同じ設問を教材ごとに繰り返すことで、物事をそういった視点に立って考えられる

子どもが育てられるのではという期待ができる。 

ここまでの皆さんの意見を総括すると、「光村図書」、「日本文教出版」、「光文書院」を支

持する意見が多いと思うが、この３者について、もう少し皆さんの意見を聞きたいと思う。 

 

○荒井委員 

 先程、「グローバルな視点」と言ったが、これに平塚らしさということが何かあればとい

うことでは、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて、リトアニ

ア共和国が平塚市でキャンプを行うことになっており、昨年、大使が市内の小学校を訪問

された。既に、国際交流事業も色々と展開されており、今後さらに友好関係が進んでいく

と思う。リトアニア共和国といえば、杉原千畝氏の話が有名であり、「教育出版」、「光村図

書」、「日本文教出版」、「光文書院」の４者の教科書に掲載されており、教育長が挙げた３

者には、掲載されているということになる。その中でも、「日本文教出版」では、後段に地

図が掲載されている。リトアニア共和国からシベリア鉄道を通って日本へ来たことが分か

る地図を、私はとても気に入ったので、「日本文教出版」が良いと思う。 

 

○水谷委員 

 私も、杉原千畝氏の話は、とても良い教材だと思う。2020年に東京オリンピック・パラ

リンピックが開催され、世界的なスポーツの祭典を身近に感じられることは、大変貴重な

機会であり、平塚ではリトアニア共和国との関わりを持って、経験できるのは非常に良い

ことであると思う。ただし、良い教材というのは、逆に難しい面もあると感じる。杉原千

畝氏が行った功績は素晴らしいが、本当に上司が言ったことと違うことを行い、それが評

価されるかというと、そうはならないこともある。評価というものは、歴史がする部分も

あり、このことを含めて、授業の中でしっかりと展開することで、本当に良い教材になる

のではないかと思う。 

自分の仕事であるスポーツに関連して、少し違う話をさせていただきたい。８者ともに、

スポーツに関連した内容は多くあり、とても分かり易かった。スポーツに正解はなく、生

身の人間が身体を張って、性格が出るのがスポーツであるので、題材にすることは、非常

に良いと感じた。その中で、「光村図書」だけであるが、日本ハムファイターズの大谷翔平

選手が中学生の時に作成した「曼荼羅表」の話が教材となっている。「曼荼羅表」とは、自
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分がこうなるためには、何をしなければならないのかを順を追って記載している「目標シ

ート」である。これを用いた話を多くの子どもたちに知ってもらいたいので、１者だけが

扱っているのは、残念ではあったが、「光村図書」を推したいと思う。 

 

○吉野教育長 

 他に意見はあるか。 

 

○田中委員 

 実際に授業が展開されている場面を想像しながら教科書を見てみると、問いかけが多く

設定されているものは、子どもの思考を狭めてしまわないかと危惧する。子どもたちが深

く読み取ったうえでの感動や共感を重視したいことと、教師が主体的に進めていける授業

の展開を大切に考えていく必要があると思う。 

 

○浅沼委員 

 田中委員が発言した内容から考えると、確かに「光文書院」の発問は良いと思うが、そ

の一方で、教材の途中に何度か、子どもたちへの投げ掛けがされているので、教材にじっ

くり向き合うことがしにくいのではないかとも思った。 

もう一つ、私が考えたいのは教材の数である。道徳の授業は、年間 35単位の時間で行う

ことになるが、各学年の教科書に、「光村図書」は 35教材、「日本文教出版」と「光文書院」

は 35教材にプラスして付録としていくつか教材がある。先生たちは、目の前にいる子ども

たちの実態に合わせて道徳の授業を作り上げていくと思うので、教材を選択できる「ゆと

り」があった方がいいのではないかと考える。 

 

○吉野教育長 

 今の発問の数や教材の数といった視点の意見は、確かにそうだと思う。 

 私から一つ、別の視点から申し上げたい。第２回採択検討委員会の折に、意見として出

たことであるが、教科書は、全ての児童・生徒が学習に用いるものであり、誰にとっても

学びやすい、適切な配慮がなされているものでなければならない、いわゆる「ユニバーサ

ルデザイン」の観点を持っていることが大事である。もちろん、文部科学省からも、教科

書発行者に対して「障がいの有無にかかわらず、全ての児童・生徒にとって学習しやすい

レイアウト等の適切な配慮の研究」が求められているので、どの者も配慮されているかと

思うが、その観点で、現在、協議に挙がっている３者を見ると、「光村図書」と「日本文教

出版」は、カラーユニバーサルデザインと特別支援教育に関する専門家によって、校閲さ

れていることがはっきり記載されていた。ただし、「光村図書」は、持ちやすい B5版で作

られている分、全体的に文字が小さいところが気になる。そう考えていくと、私は「日本

文教出版」ということを考えているが、いかがか。 

 

○荒井委員 

 道徳の授業は、他の授業と違って、これを覚えるとか、これをやるとかいうものではな

い。よって、「特別の教科 道徳」という位置付けになっていると考える。設問が別冊とし
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て用意されていても、あくまでも子どもたちに考えさせるための投げ掛けだと思う。そう

考えると、別冊ではあるが、「日本文教出版」の教科書は、写真が豊富でもあり、魅力的な

つくりになっていると思う。 

 

○水谷委員 

 「日本文教出版」の分冊については、色々な考えがあるかと思う。実際に、子どもに持

たせてみると重たく感じる雰囲気を受けた。また、教科書とは別に、立派な分冊が用意さ

れると、「これについて答えなさい。」というような印象を受けるので、それに捕らわれ過

ぎず、荒井委員の発言であったように、子どもたちへの投げ掛けであることを認識しても

らいたい。先生が捕らわれ過ぎてしまうことで、答えを出すことが主体となってしまい、

本来の道徳の授業における広がりが失われてしまうのではないかと感じられる。特に、低

学年においてはその傾向が強くなると思う。 

 

○田中委員 

 水谷委員の発言のとおり、分冊については、「捕らわれ過ぎてしまうのでは」、「子どもた

ちにとって負担になるのでは」という考えもあると思うが、私は、子どもの考えが蓄積さ

れ、振り返られるという点では良いと思う。低学年の段階においては、書く能力に配慮し

ながら取り扱う必要を感じるが、記入する項目は最小限に絞られており、誘導的な問い掛

けにならないような工夫もされている。 

初めての教科化なので、研究を進めるヒントにもなるのではないかと考えるとともに、

教師の扱い方次第で、子どもたちの負担感は、少なくすることができると思う。 

 

○吉野教育長 

 「日本文教出版」についての意見が多くあったが、他に意見はあるか。 

 

○浅沼委員 

 分冊や問いの投げ掛けについて、様々な意見があったが、「日本文教出版」のつくりは、

教材に入る前に、主題に対して子どもへの投げ掛けがなされていることや登場人物の紹介

がされており、丁寧さを感じる。道徳が教科化されて、初めての教科書ということを考え

ると、丁寧なつくりである教科書を使用した方が良いのではないかと思う。 

 

○吉野教育長 

 ここまで、各委員から多くの意見が出たが、「日本文教出版」を支持するものが多いよう

に感じられる。 

他に意見がないようであれば、「日本文教出版」を採択するということでよろしいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「日本文教出版」が採択された。 
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２ 議案第９号 平成３０年度平塚市立小学校使用教科用図書の採択について（「特別の教科 

道徳」を除く） 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 30年度に平塚市立小学校の児童が使用する教科用図書のうち、「特別の教科 道徳」

以外の教科について採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

「特別の教科 道徳」を除く、平成 30年度平塚市立小学校使用教科用図書の採択につい

ては、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」第 14条において、「政令

で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科書を採択するものとする」と規定されてい

る。平塚市立小学校使用教科用図書は、平成 26年度に採択され、平成 27年度から平成 30

年度までの４年間、種目ごとに同一の教科書を採択することになっている。確認のうえ、

採択をしていただきたい。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

３ 議案第１０号 平成３０年度平塚市立中学校使用教科用図書の採択について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成30年度に平塚市立中学校の生徒が使用する教科用図書について採択するものである。

詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

平成 30年度平塚市立中学校使用教科用図書の採択については、「義務教育諸学校の教科

用図書の無償措置に関する法律」第 14条において、「政令で定める期間、毎年度、種目ご

とに同一の教科書を採択するものとする」と規定されている。平塚市立中学校使用教科用

図書は、平成 27年度に採択され、平成 28年度から平成 31年度までの４年間、種目ごとに

同一の教科書を採択することになっている。確認のうえ、採択をしていただきたい。 

 

【質疑】 

な し 
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【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

４ 議案第１１号 平成３０年度平塚市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書の採択に 

ついて 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 30年度に平塚市立小・中学校特別支援学級の児童・生徒が使用する教科用図書につ

いて採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

平成 30年度平塚市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書については、学校教育法附

則第９条により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、又は文部科学大臣が著作の名義

を有する教科用図書以外の図書を使用することができる。このことから、「特別支援学校

用（小・中学部）教科書目録（平成 30年度使用）」、「平成 30年度用一般図書一覧」、

本市で採択された教科書、及び下学年の使用教科書、拡大教科書（弱視者用含む）からの

選定となるので、確認のうえ、採択をしていただきたい。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

５ 議案第１２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 

入園の許可及び複式学級に係る規定を整備するとともに、幼稚園教育要領の全部改正に

伴い規定を整備するほか、必要な規定を整備するものである。詳細は教育総務課長が説明

する。 

 

○教育総務課長 

保育所の保育ニーズが増加する一方、幼稚園のニーズは減少し、本市においても幼稚園

園児数と保育所園児数の推移を見ると、平成 26年度に逆転している。このような中、平塚

市立幼稚園は、平成 27年度に「子ども子育て支援新制度」に移行し、平成 29年度からは、

保育料が私立幼稚園と同額となったこともあり、園児数は、５年前の平成 24年度と比較す

ると、４歳児、５歳児を合わせた数は、232人から 117人へと減少している。また、入園
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児においても、平成 24年度は 110人であったのに対して、平成 29年度は 51人と半減以下

となり、入園児が１桁の園が２園となっている。 

このような状況に対応するため、市立幼稚園への入園希望者が少数であった場合の具体

的な対応を定めたいと考えている。まず、入園希望者が一定数、５人に満たない場合は、

当該園児やその保護者が集団保育のメリットを受けることができないこと、あるいは、園

運営の効率性等を総合的に判断し、園児の入園を休止することとする。また、園全体の園

児数が一定数、15人に満たない場合は、４歳児及び５歳児からなる複式学級を編制するも

のとする。 

なお、園児数には支援を要する園児を含むものとする。 

以上の内容について、当該規則第５条第３項において、在園する園児の総数が 15人未満

の幼稚園については、複式学級とすることと規定し、また、第 13 条の第２号において、教

育長が定める日（入園願書の受付開始日）において、翌年度に入園を希望する４歳児が５

人未満の場合は、入園を許可しないことを規定する。規則の施行期日については、公布の

日とする。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 改正の趣旨はよく分かった。今回の規則改正は、今後の公立幼稚園の統廃合における動

きにも影響があるのではないかと思うが、保護者や地域に対して、今後の方針についてど

のような説明がなされたのか、その経過について確認したい。 

 

○教育総務課課長代理 

 大変重要な案件であるので、年度を跨って対応している。まず、平成 28年度においては、

平成 29年１月から２月にかけて、それぞれの幼稚園における地元説明ということで、自治

会長及び公民館長に対して、説明を行った。その後、平成 29年３月に、本市の子育ての方

向性を決定する「子ども子育て会議」において、市民から意見聴取を行った。さらに、さ

くら幼稚園からの要請に対して、保護者説明会を開催した。平成 29年４月には、さくら幼

稚園において、２回目の保護者説明会を開催、また、金目幼稚園でも保護者説明会を開催

した。その間、地元自治会長の皆様からも意見聴取をしたが、大きな意見としてはなかっ

たことを確認している。 

 

○田中委員 

 幼稚園の中には廃園ということもあり、保護者にとっては大変深刻な問題であると思う

が、教育委員会として丁寧な説明がされているということは、よく分かった。 

 今回の改正については、いつ頃周知する予定であるのか。 

 

○教育総務課課長代理 

 これについては、市全体における方針転換であるので、市における庁議や市議会への説

明を適切に行い、その後に幼稚園の職員、保護者の皆様へ８月から９月にかけて行う予定

である。さらに、10 月に実施する入園説明会においても、今回の改正については、丁寧に
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説明させていただきたいと考えている。 

 

○水谷委員 

 入園の許可について、「許可としないことがある」となっているが、４歳児が５人に満た

ない場合には、そういったケースもあるということなのか、それとも、全く許可しないと

いうことなのか、確認したい。 

 

○教育総務課長 

 規則上は、「許可しないことがある」としているが、教育委員会の考え方としては、集団

保育のメリット等を考え合わせると、入園を許可しない立場で考えている。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

６ 議案第１３号 平成２９年度平塚市体育功労者被表彰者の決定について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市体育功労者表彰要綱に基づき、選考委員会から本市体育の振興に顕著な成果を挙

げたとして、個人７名の候補者の推薦を受けたので、被表彰者としての決定するものであ

る。詳細はスポーツ課長が説明する。 

 

○スポーツ課長 

平塚市体育功労者表彰は、平塚市体育功労者表彰要綱に基づき、スポーツの健全な普及

及び発展に貢献した方々を表彰するものである。表彰の基準は、要綱第２条に定められて

いる４項目であり、「地域または職域において 10年以上、体育、レクリエーションの普及

奨励に努め、その功績が顕著であるもの」、「スポーツマンとして実践生活が常に他の模

範となるもの」、「体育の発展のための価値ある研究をなしたもの」、「その他、表彰に

値すると認められる業績、または行為があったもの」となっている。表彰候補者の選考に

ついては、表彰要綱第４条に基づき、各種スポーツ団体の代表者ら７名の委員で構成され

た選考委員会において、選考されている。選考委員会は、６月 29日に開催し、協議の結果、

７名を被表彰者として推薦することとなったので、表彰候補者の決定について、審議して

いただきたい。決定された表彰者は、８月 20日に開催する第 66回市民総合体育大会開会

式の中で、表彰を行う予定である。 

それでは、表彰候補者の功績概要について、順次説明する。平塚市体育協会から推薦が

あった上野氏は、サッカーの普及・振興に貢献している。同じく、平塚市体育協会から推

薦があった新藤氏は、太極拳の普及・振興に貢献している。平塚市体育振興連絡協議会か

ら推薦があった中村氏は、豊田地区の体育振興に貢献している。同じく、平塚市体育振興

連絡協議会から推薦があった坂東氏は、岡崎地区の体育振興に貢献している。平塚市スポ

ーツ推進委員協議会から推薦があった山脇氏は、松が丘地区体振副会長、そしてスポーツ
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推進委員として、地域スポーツの振興に貢献している。平塚レクリエーション連盟から推

薦があった阿部氏は、民舞を通して市民の健康・体力づくりの推進に寄与している。平塚

市スポーツクラブ連合から推薦があった水野氏は、サッカーを通して青少年の健全育成に

貢献している。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

７ 議案第１４号 平塚市美術館協議会委員の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

現在の委員が平成 29年７月 31日をもって２年の任期を満了するため、次期委員を任命

するものである。詳細は美術館副館長が説明する。 

 

○美術館副館長 

平塚市美術館協議会は、博物館法第 20条第２項の規定に基づき、美術館の運営に関して

館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関として、美術館活動の充実

と発展を図ることを目的に設置している。委員の任期は、「平塚市美術館の設置及び管理

等に関する条例」に２年と定められており、同施行規則で定数は８人となっている。 

現在の委員の任期が平成 29年７月 31日で満了するため、新たに議案のとおり平成 29年

８月 1日から平成 31年７月 31日までの任期で任命するものである。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

８ 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７月定例会は閉会する。 

 

（14時 45分閉会） 


