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平塚市教育委員会平成２９年６月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 29年６月 29日（木）14時 00分 

 

会議の場所 

平塚市役所豊原分庁舎１号館 １階会議室 

 

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 

中央公民館長      佐野 公宣   スポーツ課長      石塚誠一郎 

中央図書館長      宮川 康樹   中央図書館管理担当長  髙橋 章夫 

博物館館長代理     栗山 雄揮   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６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 29年５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） 

 

○吉野教育長 

訂正等の意見がないので、平成 29年５月定例会の会議録は承認されたものとする。 
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１ 教育長報告 

（１）平成２９年６月市議会定例会総括質問の概要について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

６月２日から６月 27 日まで開催された平成 29 年６月市議会定例会における総括質問の

第１回目の発言の概要について、教育委員会所管部分の報告をするものである。詳細は学

校教育部長、教育指導担当部長、社会教育部長が報告する。 

 

○学校教育部長 

清風クラブの佐藤貴子議員からの「子どもを産み育てやすい環境づくり」のうち、「中

学校給食」における「平成 24年度学校給食検討委員会で出された検討報告について」との

質問に対し、中学校における給食の役割と意義は大きいとの認識をもっていたが、多額の

財政負担が生じる校舎の老朽化対策等、子どもたちの安全安心に関わることより、優先し

て実施することは難しいとの結論に至った。しかし、保護者の負担軽減を求める声に応え

ることも重要であるとの提言から、現在の業者弁当方式を実施することにしたと答弁した。 

次に、「中学校昼食検討委員会を設置する理由について」との質問に対し、前回の検討

を行ってから５年が経過し、児童・生徒数の減少等、学校を取り巻く環境に変化が生じて

きたこと、県内において中学校給食を実施する自治体が増えてきたこと、平成 28年７月に

行った現行の業者弁当方式の生徒や保護者へのアンケート調査において、中学校給食を望

む声があったこと等から、再度、検討を行う必要があると考え、設置したと答弁した。 

次に、「中学校昼食検討委員会の委員構成とこれからの予定と進め方について」との質

問に対し、委員構成は、中学校校長会から３人、小学校校長会から２人等の計 14人である。

平成 29年度では、他市への視察等を交え、本市の中学校昼食の現状と課題等を整理し、平

成 30年度には提案をとりまとめ、本検討委員会から教育委員会へ中学校昼食の方向性が示

されることになると答弁した。 

次に、「現在、中学校全校で実施している業者弁当方式の利用率と利用者の声について」

との質問に対し、平成 28年度の１日あたりの業者弁当の利用率は、多い学校で 12.1％、

少ない学校で 1.6％、全 15中学校の平均利用率は 5.3％、平均販売個数は 20.5個であった。

平成 28年度の調査における生徒や保護者の声としては、73.9％の保護者が「今後も実施し

た方が良い」とのことであり、理由としては「温かいものが食べられる」、「体調不良等

のとき助かる」等であった。弁当の内容については、74.7％の生徒が「今のままでよい」

であり、販売方法については、生徒・保護者ともに「今のままでよい」が 89.0％であった

一方で、「販売時間を長くしてほしい」等の改善要望があったと答弁した。 

次に、「今後の児童・生徒数の推移について」との質問に対し、平成 34年度までの推計

として、各学校によって多少の増減の違いはあるものの、平成 29年度と比べると、小学校

で約 1,170人の減、中学校で約 420人の減となっており、全体的に減少傾向にあると答弁

した。 

湘南フォーラムの出村光議員からの「ツインシティ整備推進事業」のうち、「相模小学

校移転計画」における「今後の計画について」との質問に対し、現在、実施設計を進める
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ため、建設予定地において地質調査を行っている。また、６月 10日に大神地区の自治会長

やPTA役員等を対象としたワークショップを実施し、６月24日には２回目を計画している。

ワークショップでは、地域と新しい相模小学校との交流を促進する使い方について考え、

地域の方々と一緒につくりあげていきたいと考えている。今年度は、これらを踏まえ、実

施設計作業に取り組んでいると答弁した。 

次に、「用地取得に向けての取組について」との質問に対し、建設予定地は、ツインシ

ティ大神地区土地区画整理事業における保留地を取得することとなる。また、土地区画整

理組合では、建設予定地の地権者との間で精力的に移転交渉が行われている。教育委員会

としても、地権者との面談を積極的に行い、丁寧な説明を重ねている状況であり、引き続

き、関係部課と連携して土地区画整理事業の進捗を見極めながら、平成 29年度中の用地取

得に向け、手続きを進めていくと答弁した。 

公明ひらつかの鈴木晴男議員からの「教育長に問う」のうち、「自校式調理場の外部委

託について」における「自校式調理場を民間委託するのか、するならば７場全てが対象な

のか、統廃合するのかについて」との質問に対し、自校式調理場業務については、本市で

平成 27年 10月に策定した「民間活力の活用に係る具体的業務の方向性について」におい

て、「民間委託を前提とした検討を進めるべき業務」に位置づけている。また、第７次行

政改革「平塚市行財政改革計画」の重点事業として、「民間活力活用事業」に位置づけて

おり、これらに基づき推進し、今後は正規職員の配置や７場全体の方向性等、更なる研究

を進めていくと答弁した。 

次に、「民間委託にした場合の共同調理場との整合について」との質問に対し、東部・

北部両共同調理場は、平成 26年度から給食業務全般を民間委託にしたことによって、直営

では実施できなかった食物アレルギー対応やドライ運用による衛生面の向上が図られてい

ること等、メリットが多いものとなっている。自校式調理場を民間委託にした場合には、

共同調理場同様のメリットが期待されるものと考えており、共同、自校式それぞれの調理

場でつくられる給食が、双方とも高い質で提供されることが必要と考えていると答弁した。 

次に、「自校式調理場における現状の設備を利用したドライシステムに準じた変更につ

いて」との質問に対し、ドライシステムとは、床に水を流さずに乾いた状態で調理や洗浄

作業を行う方式で、床からの跳ね水による食品への食中毒菌の二次汚染を防ぐことができ、

高温多湿の環境を改善することができるため、より衛生的に調理できる等のメリットがあ

る。一方、古い厨房施設に見受けられる、使用したお湯や水を床に流し、常に濡れている

のがウエットシステム方式である。本市の２つの共同調理場を含めた９つすべての調理場

は、施設・設備的にはウエットシステム方式であるが、共同調理場の委託化に伴い、ドラ

イ運用を徹底するようになり、衛生面の向上に努めていると答弁した。 

 

○教育指導担当部長 

公明ひらつかの鈴木晴男議員からの「教育長に問う」のうち、「中学校教師の部活動に

おける長時間労働について」における「平塚市の中学校部活動の長時間労働の実態と管理」

との質問に対し、昨年度、平塚市立中学校教職員を対象に行った「勤務実態調査」で、部

活動を平日の超過勤務理由に挙げた教職員は 15.6％、休日に仕事をした理由に挙げた教職

員は 22.6％であり、部活動指導が長時間労働の一因になっている面がある。また、指導時
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間の把握・管理については、「特殊勤務手当実績整理簿」で行うとともに、休日の部活動

指導にあたっては、事前に学校長へ実施計画書等を提出し、管理職が把握、承認をしてい

ると答弁した。 

次に、「文部科学省通知に対しての本市の検討内容と対策」との質問に対し、本市では

これまでも、関係各課で様々な検討をしてきており、すでに、学校事務機能強化のための

「学校事務連携支援室」の設置、校務の効率化という点からの校務支援システムの導入、

サンサンスタッフ等の人的配置の充実を進めているが、今後も引き続き、推進を図ってい

きたいと答弁した。 

次に、「未経験者が部活動顧問をしている場合の対応と問題点」との質問に対し、競技

や指導の経験がない教職員が、顧問を担当することは、身体的にも精神的にも負担となる

場合がある。このような中、学校では、顧問を複数の教職員で担当したり、部活動の休養

日を設ける等の対応をしている。また、教育委員会では、「部活動地域指導者派遣事業」

を実施し、学校を支援していると答弁した。 

次に、「部活動顧問の位置付けと認識」との質問に対し、部活動は、教育課程外の活動

ではあるが、学習指導要領でも「学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよ

う留意すること」と示されており、全教職員が顧問を務めている。部活動は、教育的効果

は大きく、授業とはまた違った充実感を得られるものでもある。しかし、休養日が確保で

きない現状や、子育てや介護をしながらの部活動指導による負担感は、否定できないもの

と認識していると答弁した。 

次に、「部活動において週１回の休みの設定」との質問に対し、既に本市でも、部活動

における生徒・教職員の負担軽減を図るため、平日にノー部活デーを設けたり、土・日の

どちらか一方は、原則休養日とする等のルールを定めている中学校もある。教育委員会と

しては、今後示される国のガイドラインを踏まえた上で、本市のガイドラインを作成して

いきたいと考えていると答弁した。 

平塚自民クラブの臼井照人議員からの「動物愛護行政について」のうち、「動物介在教

育」における「動物介在教育についての本市の考え」との質問に対し、広く動物を介在し

た教育は、動物愛護の精神を養い、児童が命を大切にし、思いやりの心を育む大変意義あ

るものであるが、特別なトレーニングを積んだ専門家が実践する「動物介在教育」につい

ては、現時点で市内の各学校で実践していくことは難しいと考えていると答弁した。 

清風クラブの坂間正昭議員からの「教育環境と教育力の向上について」における「総合

教育会議の状況と課題」との質問に対し、総合教育会議は、平成 27年７月から、これまで

に５回開催している。平成 27年度では、「平塚市教育大綱」の策定に向けた意見交換を行

い、その時々における教育行政を取り巻く課題についても、協議調整を行っている。今後

も、協議調整事項の内容や会議の運営方法等の検討を進める等、より一層民意を反映した

教育行政を推進していくと答弁した。 

次に、「小学校英語教育の今後の進め方」との質問に対し、平成 32年度から全面実施と

なる小学校学習指導要領では、３・４年生で外国語活動を、５・６年生で外国語科が導入

されることから、教育委員会として、教員の不安を軽減し、円滑に移行できるよう次の３

つの支援体制をとっていく。１つ目は、３・４年生用外国語活動プランの作成である。２

つ目は、教員の指導力向上のため、授業づくり推進員による公開授業や講師による訪問研
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修等を開催し、授業の実践力向上を図っていく。３つ目は、教員のサポート体制をより充

実させるため、外国人英語指導者派遣事業（AET派遣）について、学校のニーズにあった

効果的な運用を進めていくと答弁した。 

次に、「総合的な学習の時間の短縮」との質問に対し、文部科学省は、総合的な学習の

時間の一部を、増加する外国語活動の授業に充てることができるという案を発表した。こ

れにより、今後、増加する外国語活動の授業時間数の確保には、各学校・各自治体の判断

に委ねられていることから、校長会とも連携を図りながら検討していくと答弁した。 

次に、「学力向上の取組」との質問に対し、昨今は授業改善の取組により、各学校の授

業で主体的・対話的に学ぶ児童・生徒の姿が多く見られるようになってきたと感じている。

また、全国学力・学習状況調査の調査結果も分析し、学習環境の充実や家庭との連携を図

ることで、学力向上に取り組むとともに、小・中学校の指導の一貫性を図るために、市内

全中学校区において、具体的なテーマでの研究を進めていくと答弁した。 

次に、「教員の勤務実態」との質問に対し、平塚市立の小中学校教職員を対象に行った

「勤務実態調査」から、本市の教員も大変多忙な中で仕事をしており、本来担うべき業務

に専念できる環境の確保は、取り組むべき重要課題と認識していると答弁した。 

日本共産党平塚市議会議員団の髙山和義議員からの「平塚市の学校教育について」のう

ち、「平和を語り継ぐ教育」における「教育基本法を前提に奏プランが策定されているの

か」との質問に対し、平塚市の教育振興基本計画である奏プランは、国の教育振興基本計

画を踏まえて策定したので、教育基本法に則っているということになると答弁した。 

次に、「奏プランに『平和』についての記載がないのはどうしてか」との質問に対し、

奏プランの重点項目「時代の変化に対応した学びの推進」や「豊かな心を育む読書文化の

充実」に位置づけられた多くの事業は、子どもたちの平和学習を推進するものであり、そ

の趣旨を反映しているものと考えていると答弁した。 

続いて、「中学校での銃剣道授業」について、「銃剣道を授業に導入した経過」との質

問に対し、平成 26年度に、日本武道館長及び全日本銃剣道連盟会長から土沢中学校の保健

体育科教諭に、同武道館・同連盟主催、文部科学省後援による中学校武道授業（銃剣道）

指導法研究事業に研修教員としての出席依頼があった。この研修を終えた当該教員が、武

道のねらいを達成できると判断し、平成 27年度に、当時の校長に実施したい旨を申し出、

保護者に銃剣道の履修に向けた通知を出した上で実施されたと答弁した。 

次に、「指導している教諭の経験・資格」との質問に対し、指導を行っている教諭は、

中学校及び高等学校の保健体育科一級免許状を有しており、大学で武道の単位を取得して

いる。自身の銃剣道における競技経験や指導者としてのライセンス等はないと答弁した。 

次に、「空手道・合気道・少林寺拳法・なぎなた・弓道の実施学校数」との質問に対し、

それぞれの実施校数を答弁した。 

次に、「どのように保護者の了解を取ったのか。」との質問に対し、実施にあたっては、

通知文を履修生徒の全家庭に配布し、「学習内容及び時間数」「履修の理由」「学習指導

要領における位置づけ」「銃剣道の特性」を知らせるとともに、不明な点があった場合は、

学校に問い合わせるよう依頼しているが、これまで保護者から授業に対する問い合わせ等

はないと答弁した。 

平塚自民クラブの吉野和美議員からの「教育委員会に問う」のうち「学校の安全教育と
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管理の在り方」における「今後の学校の安全教育と管理の在り方」との質問に対し、東日

本大震災後、各学校に対して、震災当日の状況を含め、学校への影響や課題について検証

した上で、「平塚市学校安全・防災計画（地震・津波対策編）」を作成し、平成 26年度に

も改訂を加えたが、今後も、最新の情報や専門的な見地からの助言を受けながら、適宜見

直しを図り、この計画に沿った的確な防災管理が行われるよう学校を支援していくと答弁

した。 

続いて、「児童・生徒の安全を確保する防災教育とは」について、「教育現場の検証と

議論が防災教育に活かされているのか」との質問に対し、本市でも、東日本大震災での課

題へ対応し、各学校における地震・津波対策をより実効性のあるものにするため、「学校

等安全対策研究会」において議論を重ね、「平塚市学校安全・防災計画」を作成している。

各学校では、指導部会や職員会議での検討を重ねながら、安全・防災計画を策定し、冷静

かつ的確な判断や行動ができるよう備えていると答弁した。 

次に、「教職員の防災教育研修や議論の重要性及び学校長の指導力と役割の重要性につ

いての見解」との質問に対し、教育委員会が行う研修を受けた教職員が、各校で内容を伝

達することを通して、教職員の防災に対する意識を高めることは、大変重要であると考え

ている。今後も校長会との連携を十分に図り、防災教育の充実に努めていくと答弁した。 

続いて、「避難訓練と地域・関係機関との連携強化」について、「学校や地域の実態に

応じた避難訓練の計画的な実施」との質問に対し、年間を通じて計画的に実施されている

と答弁した。 

次に、「学校の立地条件を考慮し、地域・関係機関と連携した避難訓練の実施」との質

問に対し、各学校では起震車や心肺蘇生、応急手当体験や負傷者の搬送訓練等、災害時に

被害を出さない、あるいは被害を低減させる体験活動を、地域や関係機関の協力を得なが

ら進めていると答弁した。 

次に、「消防署・消防分団との連携を図った、あらゆる可能性を想定した訓練の実施」

及び「今まで実施した避難訓練の検証結果」との質問に対し、実施した避難訓練の検証に

ついては、実施の時期、災害の想定、児童・生徒の様子、教職員の動き等、訓練の目標達

成ができたかを検証し、次回の訓練の計画に活かしていると答弁した。 

次に、「学校と地域との円滑な協力体制が組めるような組織的な活動体制」との質問に

対し、各学校では、緊急時の対応や避難所が開設された場合の役割分担、防災教育の内容

等の情報を共有化し、それぞれの防災意識の向上に努めていると答弁した。 

次に、「防災教育と避難訓練時の地域・関係機関との連携強化についての見解」との質

問に対し、現在、自然災害をはじめ、不審者や交通災害等、様々な危険にさらされる可能

性があり、これらの災害から子どもたちの命を守るため、教育委員会としても、学校・家

庭・地域の連携強化の在り方をさらに深めていきたいと考えると答弁した。 

次に、「教育委員会と学校長・教職員の役割についての見解」との質問に対し、学校教

育活動において、児童・生徒の生命を守ることは、学校が果たすべき最も重要な責務であ

る。これら防災教育に係る教育委員会と学校の責任は、大変大きいものであるが、家庭や

地域との協力により、その政策を着実に進めていきたいと考えると答弁した。 

清風クラブの諸伏清児議員からの「諸課題」のうち、「全国体力・運動能力、運動習慣

等調査について」における「平成 28年度の調査結果を踏まえての本市の見解」との質問に
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対し、平成 28年度の調査における体力合計点の平均値として、本市では小学校、中学校の

男女とも、ほぼ全国平均と同等の結果となった。教育委員会としては、児童・生徒の体力

向上とともに、生涯にわたって運動に親しむ資質や望ましい食習慣を育て、子どもたちの

健康・体力の増進に努めていくと答弁した。 

続いて、「道徳教育について」、「これまでの取組と今後の取組」との質問に対し、こ

れまで本市では、「道徳教育担当者会」と年間３回の授業研究会の開催を通して、道徳教

育の充実に努めてきた。今年度は、２回目の「道徳教育担当者会」を小・中別に開催し、

内容と回数の拡充を図っていく。また、神奈川県が実施する「道徳教育の抜本的改善・充

実に係る支援事業」を活用して、「考え、議論する道徳」へと質の向上を図り、道徳教育

の充実に取り組んでいくと答弁した。 

無所属の江口友子議員からの「市立中学校の保健体育の授業で銃剣道を導入した経緯と

意義について教育長の見解を問う」のうち「履修の理由を伝えた保護者宛の文書から見る

導入の経緯」における「いつから導入しているのか」、「私立中学校や高等学校の授業で

教えているところはあるか」及び「なぜ導入したのか、配布文書はどのようなものか、具

体的には何を導入理由としているか」との質問に対し、この授業は、平成 27年度から行わ

れており、実際に最初の授業が行われたのは平成 28年２月であり、私立中学校及び高等学

校での履修状況については、私立中学校では０、高等学校は調査データがないとの回答で

あった。導入の理由としては、日本共産党平塚市議会議員団の髙山和義議員からの質問と

と同様の答弁をした。 

続いて、「学習内容とその成果は」における「具体的な学習内容と対象者」との質問に

対し、土沢中学校では、姿勢や構え、足さばき、声の出し方、基本の型を学び、実際の打

突練習では、防具がないため、対人的な練習は行わず、新聞紙やボールを使い、ゲーム的

な要素を加えながら学習している。対象生徒は１・２年生で、武道８時間のうち銃剣道は

後半４時間程度を使って行っていると答弁した。 

次に、「銃剣道の歴史的経緯を子どもたちへ伝える必要性をどう考えているか」及び「教

育長はその歴史的経緯をどのようにとらえているか」との質問に対し、銃剣道の授業に限

らず、その歴史的経緯を伝えることは重要であると考えている。銃剣道は、戦時中は「銃

剣術」として戦闘の手段であったが、戦後はスポーツとしての道を歩み、現在では国民体

育大会の種目として行われているとともに、小中学生の全国大会も開催されている。今日

では現代的スポーツとなっていることから、学習指導要領にも明記されているものと考え

ていると答弁した。 

次に、「中学校保健体育で教えることの教育的意義」との質問に対し、銃剣道は、現行

の学習指導要領においても、履修することができる種目であるので、武道学習のねらいを

達成することにおいて、意義があるものと考えていると答弁した。 

次に、「外部講師として自衛官や自衛官 OBが銃剣道を教えることは制度上可能か」との

質問に対し、本市においても、柔道や剣道の授業では外部指導者による授業も行われてき

ている。このことから、外部指導者の活用という面において、授業支援を行うことは可能

ではあるが、現在、土沢中学校で行っている初歩的な段階においての活用はないものと思

っていると答弁した。 

次に、「新学習指導要領に『銃剣道』が明記された経緯」における「現行指導要領にお



－8－ 

ける銃剣道の位置づけは何か」、「『武道』の定義は何か」、及び「日本武道協議会加盟

団体実施種目以外の武道を指導できるか」との質問に対し、現行の中学校学習指導要領保

健体育においては、１・２年生で武道が必修とされており、内容の取扱いについては、柔

道・剣道・すもうから１つを選択し履修するが、地域や学校の実態に応じて、なぎなた等、

その他の武道も履修できることになっている。その他の武道の例示として、銃剣道が明記

されている。また、武道の定義としては、中学校学習指導要領解説に「武技・武術等から

発生した我が国固有の文化であり、相手の動きに応じて、基本動作や基本となる技を身に

つけ、相手を攻撃したり相手の技を防御したりすることによって、勝敗を競い合う楽しさ

や喜びを味わうことができる運動」と示されている。 

なお、日本武道協議会加盟団体以外の武道を授業で扱うことは可能であるが、指導の目

標やねらいが十分達成できるものであるか、安全上の問題はないか等を学校長が判断した

うえで、学習指導要領における位置づけがないことから、教育委員会との相談も必要にな

ってくると考えると答弁した。 

次に、「新学習指導要領に銃剣道が明記された経緯」及び「現行学習指導要領との違い」

との質問に対し、今回の中学校学習指導要領保健体育科の改訂案では、授業における銃剣

道の実施率が低いことから、当初記載はなかったが、パブリックコメントにおいて「銃剣

道を入れてほしい」との要望を受け、最終案に盛り込まれた。現行の学習指導要領との違

いは、これまで「その他の武道」として学習指導要領解説に例示されていたものが、新学

習指導要領では本文中に銃剣道が明記された点であると答弁した。 

 

○社会教育部長 

公明ひらつかの鈴木晴男議員からの「教育長に問う」のうち「公民館の畳部屋改修によ

る多目的スペースの確保について」における「畳部屋の当初と現在の利用目的と利用率を

伺う」との質問に対し、公民館の和室は、会議室としての利用もあったが、昨今では会議

室としての利用は敬遠され、公民館設立当初から見られる茶道、日本舞踊等のサークル等、

限られた活動に利用されている。また、乳幼児を寝かせられることから、子育てサークル

の活動に、さらに、足が伸ばせることから、災害時に自主避難施設となる際に利用されて

いる。本市の地区公民館の和室利用率を平均すると、全利用時間の約３割となっており、

他の部屋の利用率と比較して低くなっている。しかしながら、一定の利用があることから、

全てを洋室化することは困難であるが、洋室化を含めてできるだけ利便性の向上につなが

るよう、研究を進めたいと考えていると答弁した。 

清風クラブの坂間正昭議員からの「オリンピック、パラリンピックを迎えたスポーツ振

興について」における「オリンピック、パラリンピックを通して使用される施設等の全国

大会規模の競技誘致や支援について」との質問に対し、総合公園をはじめ、市内の各施設

では、これまでも全国規模の大会やプロ球団の公式戦が行われている。今回、リトアニア

共和国がオリンピックの事前キャンプで施設を使用することから、国の代表、ナショナル

チームが使用する施設という面を PRの一つとして、今後も大会等での利用を各団体に働き

かけていくと答弁した。 

次に、「オリンピック、パラリンピックを迎えたスポーツ振興の発信、活用の進め方に

ついて」との質問に対し、昨年開催されたリオデジャネイロオリンピック・パラリンピッ
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クでの選手の活躍や東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が近づくにつ

れ、市民のスポーツへの興味や関心は益々高まっていると感じている。平塚市スポーツ推

進計画の着実な実現に向け、「スポーツを楽しみ、健康で長寿のまち ひらつか」を目指

す姿として、庁内関係課や各種団体等と連携を密にして取り組んでいる。今後も本市スポ

ーツ推進計画の各事業において、オリンピック・パラリンピックを意識しながら市民の心

身の健康増進につなげていきたいと答弁した。 

続いて、「地域活性化について」のうち「史跡保存活動」における「史跡保存活動や環

境整備を官民連携で保存をしていかなければならないと考えるが見解は」との質問に対し、

平成 12年度から実施した「ふるさと歴史再発見事業」の「歴史的文化遺産整備事業」で市

内各所に、説明板等を設置し、文化財の周知と見学者等の便宜を図っており、これらの維

持管理のための点検、補修も適宜行っている。また、保存のために、指定文化財に対して

は、毎年「指定文化財保存管理奨励補助金」を交付している。今後は、文化財に対する周

知活動や、歴史・文化に関する資料の提供等を通して、史跡の保存活動や環境整備につい

て、関係団体と連携を図っていくとともに、更なる連携の方策を検討していきたいと答弁

した。 

次に、「平塚八景を活かした岡崎、真田、土屋の史跡めぐり等の観光資源の活用も必要

と考えるが見解は」との質問に対し、この地域の、豊かな自然の中に数多く残された由緒

ある史跡は、周辺の平塚八景と合わせて、本市の貴重な観光資源と捉えている。このため、

「やすらぎ回廊」やハイキングコースを設定し、観光マップでの紹介と合わせ、ハイキン

グツアー等を実施してきた。今後は、この地域の恵まれた農産物の活用等も含め、地域の

活動とタイアップした周遊ルートの魅力化に向けた取組とともに、近隣市町との連携によ

る広域観光を活用した情報発信を進めていきたいと答弁した。 

公明ひらつかの伊東尚美議員からの「子ども読書のまち・ひらつかを目指して」におけ

る「絵本を手渡しするブックスタートの本市の近年の参加率等を含めた現状と課題は何か」

との質問に対し、平成 28年度は、保健センターで実施している「７か月児相談」でもブッ

クスタートを開始した結果、前年度と比較すると、開催数は 44回から 66回に、参加者数

は 919組から 1,199組に、参加率は 50.4％から 69.7％と、それぞれ上昇した。課題として、

対象の乳児全員が参加していないという点があるため、今後は、以前にブックスタートに

参加された乳児の保護者を対象に、アンケートを実施して、その結果を今後の事業の PRに

活用していく予定であると答弁した。 

次に、「『子ども読書の日』や『子どもの読書週間』等に、どのような取組を行ってき

たのか」との質問に対し、毎年、４月 23日の「子ども読書の日」と、４月 23日から５月

12日までの「子どもの読書週間」に、イベントを企画・実施している。今年度は「えほん

しりとり」等のイベントや情報誌「こどもきぃぷ」を市内小学校や４図書館の来館者に配

布するとともに、図書館ホームページ上でも公開し、図書館や本、イベントの PR等を行っ

ていると答弁した。 

次に、「親子で図書館に来やすい様々な工夫をこらしているところが増えているが、本

市の図書館で現在行っていること、また今後企画していることは何か」との質問に対し、  

現在、市内の各図書館では、「赤ちゃんおはなし会」や３歳児から小学校低学年を主に対

象とした「おはなし会」を実施している。また、中央図書館では毎週日曜日に、親子で一
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緒に楽しめる映画会を開催している。今年度は、テーマに沿って選んだ本を袋に入れて貸

出しをする「本の福袋」を中央図書館で実施する等、より多くの方に図書館に来てもらえ

るような事業を企画、実施していくと答弁した。 

次に、「『読書通帳』の導入について」との質問に対し、自分が読んだ本を記録し、振

り返ることは、読書意欲の向上につながると考えられている。図書館システムの更新の際

に、この機能を導入し、利用者本人が、自身の読書履歴を確認できるようにすることを検

討していると答弁した。 

次に、「『子ども読書のまち・ひらつか』を宣言し、市内外に子育て支援のまちをアピ

ールすべきと思うが、見解は」との質問に対し、子どもたちの読書活動については、「平

塚市子ども読書活動推進計画（第三次）」で、読書に関する啓発を行いながら、市民とと

もに推進している。すでに宣言をしている愛知県一宮市等、先進事例の情報収集をし、研

究していきたいと考えていると答弁した。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 動物介在教育における「特別なトレーニングを積んだ専門家が実践するもの」について、

学校で行われているものとの違いを確認したい。 

 また、外国人英語指導者派遣事業について、「学校のニーズにあった効果的な運用を進

めていく」とは、どのようなことであるかを確認したい。 

 

○教育指導課長 

「特別なトレーニングを積んだ専門家が実践するもの」とは、訓練と講義を受けた者が

行うものであり、教職員が行う動物との触れ合いとは異なる。具体的には、イヌやネコと

の介在により、心労を癒す効果が得られるものであったりする。 

次に、「学校のニーズにあった効果的な運用を進めていく」については、外国語活動は

小学校中学年で 35時間、高学年で 70時間となることから、これを全て担任教諭で対応す

ることは負担が大きく、AETの活用により、負担を軽減することが必要であることから、

各学校及び担任教諭の指導とのバランスを考慮し、AETの導入を実施していくということ

である。 

 

○田中委員 

「学校のニーズ」とは、時間数に関することのみであるのか。 

 

○教育指導課長 

今回の答弁においては、時間数に関するニーズということである。 

 

○浅沼委員 

 ブックスタートについて、今後は、以前に参加された乳児の保護者を対象に、アンケー

トを実施するとあるが、平成 28年度の参加者へのアンケートということであるのか。それ

とも参加者を遡って実施するのか。 
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○中央図書館長 

 現状では、平成 28年度のブックスタート参加者を対象に、７か月や３歳児検診といった

際、ブックスタートが親子でのコミュニケーション等にどのような効果があったのかをア

ンケートしていきたい。そのアンケート結果を用いて、対象者へ周知することを考えてい

る。 

 

○浅沼委員 

 参加者にアンケートすることで、その後の効果を把握することはよいと思うが、７か月

や３歳児検診といった際に、ブックスタートに参加できなかった方にもアンケートするこ

とで、今後の対応にもつながるのではないかと考える。 

 

○水谷委員 

 教員の勤務実態について、県や全国、もしくは民間企業と比較した場合、どのような状

況であるのか。 

 

○教育総務課教職員担当課長 

 「勤務実態調査」は、昨年 11月における１週間の勤務実態を用いて実施した調査である。

よって、時期による変動を考慮すると、県や全国での数値と一概に比較することはできな

い。ただし、文部科学省で実施した調査の結果で見ると、平塚市の教員も全国と同様に多

忙な勤務実態であると感じている。 

民間企業との比較として、「ストレスチェック」の結果を用いての回答ではあるが、教員

において、仕事の「質」と「量」については、課題となっている一方で、「上司からのサポ

ート」や「技量の活用度」については、良好な部分となっている。しかしながら、子ども

たちに対して、豊かな教育を提供したいという教員の熱い想いから成り立っている部分が

大きいと思うので、改善は必要であると感じている。 

 

○水谷委員 

 熱い想いというのは非常に大切であると思うが、若者における仕事の選び方として、時

間に対する考え方があり、自分の時間を重視する部分がある。そういった状況においても、

優秀な人材を確保していくことは、大変重要であるため、勤務時間は、その目安となるこ

とから、確認させてもらった。 

 

○吉野教育長 

 銃剣道について、実際に授業を受けた生徒の感想が分かれば教えてほしい。 

 

○教育指導課長 

 生徒全員が初めて行うものではあったが、特に苦手意識もなく取り組むことができ、基

本の動きを教わることによって、無理なく授業を楽しむことができたとの感想を報告とし

て受けている。また、銃剣道の授業が怖かった等の感想は出ていない。 
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（２）夏季休業中の教職員の服務等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

７月 21 日からの夏季休業を控え、教職員の服務等の指導について報告するものである。

詳細は教育総務課教職員担当課長が報告する。 

 

○教育総務課教職員担当課長 

 夏季休業を迎えるにあたり記載の事項について、教職員に徹底するためのものである。

昨年と同様の内容であるが、「信用失墜につながる行為を慎むこと」や「交通法規を遵守し

た慎重な運転」等、内容の周知、指導の徹底について、７月の定例校長会で各校長へ周知

する。また、これに併せて、日常の職務においては、非常に多忙な中で職務にあたってお

り、学校及び地域行事等で週休日を含めて、対応していることも見受けられることから、

積極的にリフレッシュを図るよう周知する。 

 

【質疑】 

な し 

 

（３）夏季休業中における平塚市立学校の児童・生徒指導について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

７月 21日からの夏季休業を控え、休業中における児童・生徒指導の要点について報告す

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 

例年、夏季休業中は、子どもたちにとって、学校を離れ、家族とのふれあいはもちろん、

自然とのふれあい、様々な体験を深めるよい機会となる。この機会に、積極的に自主的・

自律的な生活習慣を形成していく力を身につけてほしいと願っているところである。しか

しながら、この時期は、海や山をはじめ観光地等へ出かけることも多くなることから、水

の事故や遭難事故等に遭遇する危険性も高くなる。また、生活リズムが乱れ、問題行動へ

発展してしまうケースも少なからず見られる。 

本日の資料は、各学校が夏季休業を前に、児童・生徒へ事前に指導するための基礎資料

となるものである。各校では、６月末の職員会議で議題に取り上げることから、夏季休業

までは少し期間はあるが、６月 23日付けで発送している。 

「指導の具体的事項」として、「学習面に関する指導」については、端的に２点にまと

めているが、各学校では夏季休業前や休業中、本人・保護者との面談を実施する中で、夏

休み前までの学習を振り返り、休業中の学習課題や学習方法について指導支援をしている。

本市では２学期制をとっているので、この部分の充実が図られることが大切となる。 

「生命の尊さ」については、生命尊重はもちろんのこと、心と体を大切にするというこ
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とは、夏季休業に限らず、年間を通して学校教育全体の中で指導している事項である。 

「生活に関する指導」については、12点を記載している。薬物や危険ドラッグでは、今

後も学校に注意喚起をしていくとともに、子どもたちの入手経路を絶つように、学校、行

政、関係機関で取り組んでいきたいと考えている。また、最近特に多くなっている「You Tube」

といったソーシャルメディア等への違法行為や迷惑行為の投稿等はしてはいけないこと、

「ライン」等の無料通信アプリを悪用した犯罪に巻き込まれないようにすること等につい

ても、児童・生徒指導担当者会で、特に注意を呼び掛けた。「SNS等のコミュニティサイ

トの利用を通じて、自画撮り被害にあう児童・生徒が増加し、画像等がインターネット上

に流出すると、不特定多数の者に繰り返しコピーされ、画像等の削除が非常に困難になる

ことや、取り返しのつかない被害が生じてしまうおそれがあること」については、新たに

追加した部分であり、児童・生徒にも分かるように発達段階に合わせた指導をするよう依

頼している。 

「人権尊重」と「いじめ」への指導や対応については、特に「いじめ」を受けた児童・

生徒に対して、連絡を入れて状況の確認や心のケアを行うことや夏季休業中であっても、

交友関係の中で「いじめ」が起きることも考えられるので、児童・生徒及び家庭に対して

も、適切な指導をお願いしている。 

「健康・安全に関する指導」については、はじめに、時期的に食中毒防止にも注意をし

ていかなければならないので、手洗い、うがいの徹底について記載している。 

続いて、交通規則の順守として、平成 27年６月に道路交通法が一部改正され、自転車利

用のルール―が厳しくなったため、今まで以上に安全を考えて交通ルールの順守とマナー

を守ることについて記載している。また、小中学生の火遊び事案が少なからず発生してい

る現状があるため、火の取扱い方の指導ということで記載している。 

続いて、地域における危険な場所の周知として、過去、花水川河口で事故が発生し、尊

い命を落とす痛ましい事故も発生している。今年度も、すでに２件ほど、小学生が川で遊

んでいて、そのうち１件は、かなり深いところにいたという報告が入っているところであ

る。海・川での事故防止については、先週行われた児童・生徒指導担当者会、７月４日の

教頭研究会等で、再度指導の依頼をしていく予定である。 

続いて、夏季休業中に行う教育活動等では、「高温多湿下においては、活動可能な状況

の見極めと健康観察、休息や水分の補給をして熱中症等の防止に努めること」が新たに追

加した部分であり、夏休み中の部活動やサマースクール等、屋内外を問わず注意するよう

に依頼していきたい。 

「緊急時の体制について」については、例年どおりの記載である。「夏季休業後に向け

ての指導」については、内容は例年と変わりはないが、夏季休業後、児童・生徒の心身の

状態や行動に変化が表れやすいことから、いじめ問題への徹底及び自殺予防の取組の充実

についての記載を最初に移動した。今年度に入り、４月末から５月にかけて、小中学生の

自殺という大変痛ましいニュースが数件報道され、これまでも「児童・生徒の自殺予防」

に関する件では、文部科学省からの通知等を受けて、学校に伝えているところではあるが、

改めて、命の大切さについて、繰り返し指導するとともに、学校全体で見守り、児童・生

徒の示す小さな変化やサインを見逃さないよう、校内の教育相談体制の充実に向けて取り

組むよう今後も随時、依頼をしていく。また、自殺については、４月の年度当初と５月の
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連休明け、そして、９月の夏休み明けに自殺者が増える傾向があるので、その時期に着目

し、学校や地域、あるいは家庭において、児童・生徒への見守りの強化や、児童・生徒向

けの相談や講演等の対応を集中的に行うことで、一層の効果が期待できると示されており、

この点も併せて依頼していく。 

「その他」については、例年どおりの記載である。小学校向け「夏休みのすごしかた」

と中学校向け「夏季休業中の生活」については、説明した注意事項を児童・生徒向けに構

成したもので、各学校ではこれを参考に、学校ごとの「こころえ」を作成・配布の上、指

導を行っている。 

最後に、インターネット利用の際の保護者向けのチラシを合わせて配布する。神奈川県

警の HPに掲載されているもので、小学生用と中学生用があり、各学校で保護者面談時や懇

談会等の時に、参考資料として活用してもらうことを目的とする。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）平成２９年度平塚市教育研究所要覧について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年度平塚市教育研究所要覧について、その内容を報告するものである。詳細は教

育研究所長が報告する。 

 

○教育研究所長 

 この要覧は、研究所の各事業の取組内容をまとめ、広く周知するものである。教職員の

研究・研修を中心に説明する。 

「調査研究活動」については、４つの部会を設置し、今日的な教育課題について調査研

究を行う。外国語教育研究部会は、２年計画の２年目となり、「子どもの『使いたい！』を

ひきだす外国語教育」をテーマに、今年度これまでの研究をまとめる。教育調査研究部会

と地域資料開発研究部会は、今年度、新部会として立ち上げた。教育調査研究部会の調査

は、５年に一度子どもへのアンケートを実施し、「ひらつかの子どもたち」の実態や意識を

探るものである。 

「小中学校・幼稚園研究推進事業」では、昨年と同様、特別研究委託を 10校、学校研究

委託を小中 25校、幼稚園・こども園３園に委託し、学校研究の充実を進める。 

「研修事業」では、夏季休業中の教育講演会・研究教室や、平日開催のワンポイント研

修等、各種の研修会を企画している。今年度の教育講演会は、８月２日に心理療法士の三

原聡子氏を招き、「ネット依存の実態とその対応」について講演していただく。 

また、今年度も市民センターが使用できないことから、中央公民館で午前・午後の２回

開催となっている。ワンポイント研修では、日常の教育活動にすぐに活かすことができる

ピンポイントの内容で実施しており、平日の放課後を含め、５回程度の開催を予定してい
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る。昨日、崇善小学校で「音楽科・楽器の扱い方について」を実施し、様々な楽器の扱い

方・指導法等を勉強した。 

「夏の研究教室」では、各教育分野で活躍の方を招き、教職員に有意義な研修を９講座

提供する。講座は教職員のニーズと各教科のバランスを考えて設定するが、基本的な指導

力向上の内容に加え、例えば、道徳の教科化に伴う評価に関すること、小学校外国語活動

については、教科化を意識した中学校とのつながり、次期学習指導要領等、今日的な教育

課題の内容も盛り込む。 

「新採用教員研修」では、市・中地区・県の集合研修を終え、８月に宿泊を伴う２日間

にわたる研修を行い、「学校研究推進担当者研修会」では、今後、各担当者が他校で公開さ

れる研究授業・研究会に参加することで、自校の研究に活かせる研修となるようにしてい

る。 

「教育関係諸団体との連携」では、主に小中学校教育研究会等、団体への助成及び支援

を行うことで、学校教育の推進と充実を図っている。 

「教育の情報化の推進」では、情報教育担当者研修会や校務支援システム研修会等を実

施している。また、学校 ICT環境の充実については、今年度、全小学校教職員の校務用パ

ソコンの入替え、小学校・指定 10校のパソコン教室で使われる生徒用パソコンの入替え等

を行う。 

「教育関係資料の収集と提供の充実」では、機関誌「平塚教育」・研究所だより「そよか

ぜ」を紙面で学校に配布するとともに、校務用パソコンの掲示板に掲載し、教育情報の提

供をしている。また、教育関係図書は、教科指導の月刊誌、研修でお招きした講師の著作

物、教職員から希望のあった書籍等、教育会館ロビーの配架や、教職員への貸し出しで、

授業づくりや学校運営に役立つよう活用している。 

 

【質疑】 

な し 

 

（５）平成２８年度教育相談統計等の報告について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 28年度教育相談統計等の報告について、その内容を報告するものである。詳細は子

ども教育相談センター所長が報告する。 

 

○子ども教育相談センター所長 

この統計は、昨年度に子ども教育相談センターでお受けした来所と電話による相談件数

の実数である。相談件数総数は 611件で、来所相談は昨年度より 18件増えて 350件、電話

相談は 261件である。年々相談件数が増えており、できるだけ初回の相談者を待たすこと

がないように努めているところである。相談内容の全体的な傾向としては、不登校、発達

障害の心配、学習面の心配等の主訴が多くみられた。 

来所相談 350件に対し、面接や遊戯療法を延べ 3,774回実施した。延べ回数は、前年度
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よりも 173回増えた。面接室、プレイルームの利用状況は、ほぼ満杯であるが、初回の相

談者を待たすことなく、初回面接を行い、市民サービスがスムーズに行えるよう努力して

いる。学校や関係機関との情報交換も随時行い、ケース理解を深め、よりよい支援を行え

るよう取り組んでいる。また、統計以外ではあるが、相談者の希望により医療機関へ、面

接の状況や検査の結果を伝えるための情報提供書の作成や、知能検査実施後の結果の集計

や報告書の作成といった業務が年を追うごとに増えている。 

適応指導教室くすのきの統計では、昨年度正式通室した児童・生徒は 24名であった。前

年度より５名増えた。常時体験で通室している子どもたちもいるため、多いときには 30名

弱の子どもたちが教室を利用していた。学校に復帰した児童・生徒は１名、適応指導教室

で卒業した生徒は全員、高等学校に進学している。 

就学相談の件数では、この相談や訪問、検査は、障害のある児童・生徒の就学の場につ

いて相談するものである。この 178件それぞれについて、保護者と面談し、園や学校へ訪

問して子どもの様子を観察し、審査を望まれる場合には、必要に応じて検査を行い、医学

的検診、教育支援委員会の審査を受けてもらった。前年度同様にニーズが高く、担当指導

主事は相談や学校訪問等でフル稼働の状況にある。新就学の年長児 100名、措置替えの児

童・生徒 78名の相談を受け、審査は 113件であった。この件数も前年度より８件増えてい

る。 

不登校訪問相談実施状況についてでは、８件に年間のべ 302回の支援等を行った。担当

の相談員１名と、大学生のふれあいフレンドで、家庭から出られない子どもたちを対象に

サポートを行った。深刻なケースや長期化してからのケースが多いため、学校への直接復

帰の数は僅かであるが、訪問を続ける中で、当センターの適応指導教室につながったケー

スもある。 

相談支援チームの学校訪問状況では、教育、福祉、保健、医療等、学校から依頼のあっ

た状況に合わせて様々な関係機関の職員を派遣し、授業参観やケース会議等を行った。昨

年度は、44回の派遣で 82ケースに対応した。 

スクールソーシャルワーカーの活動統計では、重点対応校を中心に 155件のケースを受

けた。学校や家庭等の訪問 324回、ケース会議の開催 172回、関係機関等との連携を延べ

996回行った。家庭を福祉の支援とつなぐことで、子どもの不登校が解消したり、子ども

を見守る支援の層を厚くしたりという活動を行うことができた。 

最後に、スクールカウンセラーの教育相談件数統計では、昨年度は市のスクールカウン

セラーを 13名、県のカウンセラーと合わせて小中学校全校に配置した。統計はすべて延べ

人数である。相談内容の全体的な傾向に大きな変化はなく、子どもたちからは友人関係、

保護者や教職員からは長期欠席や学習についての相談が多くみられた。子ども教育相談セ

ンターとスクールカウンセラーが連携するケースも多く、学校とセンターとの連携にもス

クールカウンセラーが大きな役割を担ってきていると感じている。 

 

【質疑】 

○荒井委員 

不登校の原因として、子ども自身にあるものと保護者にあるものではどちらが多いのか。 
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○子ども教育相談センター所長 

原因は様々であるが、子ども自身の心因性であったり、友人関係が原因であることが多

い。しかしながら、保護者が学校とのコミュニケーションが上手くいかずに、子どもを学

校に行かせないケースというのも増えてきている。 

 

○荒井委員 

最近、保護者が朝早くに起床できないため、学校に通わすことができていないといった

ケースを聞いた。こういった場合には、どのような相談方法があるのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

スクールソーシャルワーカーは、家庭訪問を行うことができ、また、福祉的な支援も行

うことができるので、活用できるかと思う。 

 

○田中委員 

相談を受けるところがいくつかあるが、相談をする側からの状況として、教育相談員と

スクールカウンセラーの両方に相談をする場合等、重なってしまうことはあるのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

限られた人数で対応しているため、学校のスクールカウンセラーで受けられる場合には、

学校で対応してもらい、重篤な場合には、子ども教育相談センターで対応できるよう、連

携をして、すみ分けをしているが、重なってしまうことも多々ある。 

 

（６）その他 

な し 

 

２ 議案第８号 平塚市図書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。詳細は中央図書館長が説明する。 

 

○中央図書館長 

図書館協議会は、「図書館法」第 14条の規定により「図書館の運営に関し館長の諮問に

応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関」とさ

れており、「平塚市の図書館の設置及び管理等に関する条例」第９条の規定により平塚市

図書館協議会を設置している。 

委員については、条例で学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者並びに学識経験のある者の中から任命すると定めており、定数は６人、任期は２
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年となっている。現在の委員の任期が７月 31日で満了するため、平成 29年８月１日から

平成 31年７月 31日までの２年間、新委員を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。 

 

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６月定例会は閉会する。 

 

（15時 15分閉会） 


