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平塚市教育委員会平成２９年９月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 29年９月 21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   教育指導課課長代理   石井 鮮太   

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   若林 勝司   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 

博物館長        澤村 泰彦   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 29年９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８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８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９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 

８月 25日から９月 20日まで開催された平成 29年９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 

日本共産党平塚市議会議員団の松本敏子議員からの「学校給食について」のうち、「共

同調理場建て替え」について、「子どもたちに安全かつ喜んで食べてもらえる給食は、大

規模調理では無理と考えるが見解を伺う」との質問に対し、本市の給食調理業務は、「平

塚市学校給食衛生マニュアル」に基づき、厳格な衛生管理を行うことにより、食中毒の予

防に努めている。万が一、食中毒が発生した場合に備え、それぞれ２種類の献立による調

理作業を実施することにより、リスクの分散を講じている。また、バリエーションに富ん

だメニューを考え、食文化を伝える取組等を行っている。大量調理においても、安全かつ

喜んで食べてもらえる給食を提供することは、可能であると考えていると答弁した。 

次に、「自校式給食を拡充していくべきと考えるが見解を伺う」との質問に対し、調理

したての給食を食すことができる自校式のメリットについては、認識しているところであ

るが、多額の財政負担が発生すること、また、調理場の建設場所となる学校敷地内の制約

や、今後、児童数が減少していく中、栄養士の配置基準に満たない学校が存在する等の課

題も見込まれることから、本市では自校式の調理場の拡充は考えていないと答弁した。 

続いて、「中学校給食の実施に向けて」について、「どのような中学校給食を進めて行

く考えなのか」との質問に対し、今年の５月に「中学校昼食検討委員会」を立ち上げ、本

市における中学校昼食のあり方について検討を始めている。１回目は５月末に開催、６月

下旬には２回目として大磯町へデリバリー給食の視察を行った。今月下旬には、３回目と

して近隣市へ完全給食の視察を予定している。今年度は、他市への視察等を交えながら、

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

示されることになっていると答弁した。 

清風クラブの黒部栄三議員からの「子育てするなら平塚で」のうち、「廃園予定幼稚園

エリアの子育て支援」について、答弁者は市長部局であったが、廃園幼稚園にかかる質問

については、関連性があるため、報告する。「廃園後の子育て支援等の検討経過と今後の

予定」との質問に対し、公立園のあり方については、施設の老朽化や耐震改修の必要性を

踏まえ、15園あった公立園を８園体制に再編することとしている。再編後の子育て支援施

策等については、子育て支援の強化・充実に向けた政策フレームに基づき、子ども・子育

て推進会議において、各事業の進捗を踏まえた課題の共有と検討を進めているところであ

る。今後についても、地域ごとの人口の動向や教育・保育需要の推移等を考慮しながら、

「子育て世代から選ばれるまち」を目指していくとの答弁であった。 
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○教育指導担当部長 

公明ひらつかの伊東尚美議員からの「健康都市ひらつかを目指して」のうち、「がん教

育」について、「昨年度市内２校で行ったがん教育について生徒の感想、先生の反応と負

担」との質問に対し、授業後に行った生徒アンケートでは、「こんなに多くの人ががんに

かかっているとは思わなかった」等の感想があった。また、授業を行った教員からは「生

徒は予想以上に真剣に取り組み、質問への反応もよかった」といった授業評価とともに、

「県のホームページに掲載されている、がん教育教材が活用できたので、負担感もなかっ

た」との肯定的な報告を受けていると答弁した。 

次に、「がん教育を他市より先んじて全学校で取り組むことについての見解」及び「小

学校でのがん教育に対する本市の考えと取組」との質問に対し、学習指導要領では、生活

習慣病について取り扱うことになっており、小学校では養護教諭とのティームティーチン

グによる授業が多く行われている。中学校では発生要因や予防について、より深く学んで

いる。また、今年度も県のがん教育の研修を受けた教員が、授業でがん教育を実践する予

定になっている。こうした取組が増え、教育現場に広まるよう努めていくと答弁した。 

次に、「がん教育充実のための外部講師導入についての見解」との質問に対し、学校医

をはじめとする医療従事者等を外部講師として導入することは、効果的であると考えてい

る。文部科学省が作成した「外部講師を用いたがん教育ガイドライン」等を参考にし、学

校が実情に応じて取り組むことができるよう、支援していくと答弁した。 

続いて、「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」について、答弁者は市長で

あったが、関連する質問であるため、報告する。「学校で認知症サポーター養成講座の受

講をすすめること」との質問に対し、「認知症サポーター養成講座」については、すでに

市内の小中学校で開催されている。今後も、より多くの学校でたくさんの児童・生徒、そ

して教職員が受講するように、教育委員会と連携して取り組んでいくとの答弁であった。 

清風クラブの須藤量久議員からの「教育行政」のうち、「新学習指導要領」について、 

「今回の学習指導要領の改訂のスケジュールとポイント」との質問に対し、新学習指導要

領は、小学校は平成 32年度から、中学校は平成 33年度からの全面実施に向け、小学校で

は平成 30年度から２年間、中学校では平成 30年度から３年間が、「移行期間」となって

いる。主なポイントとしては、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学

びに向かう力、人間性等」の３つの柱に整理したことや、子どもたちの「主体的・対話的

で深い学び」の実現に向けた授業改善を行うこと、道徳教育や外国語教育の充実が図られ

た点等があげられると答弁した。 

次に、「実施に向けた本市の取組」との質問に対し、教育委員会では指導主事が、各種

担当者会や計画訪問を行い、６月に道徳教育担当者会で、前文部科学省教科調査官を講師

として招き、講演会を実施したと答弁した。 

次に、「英語教育の充実についての見解」との質問に対し、増加する時数について説明

し、すぐに授業で活用できる活動プランの作成や、授業づくり推進員による公開授業等に

より、授業の実践力向上を図っている。今後は、外国人英語指導者（AET）の増員に向けて

努力するとともに、新学習指導要領の趣旨の周知、徹底を図り、全ての教員が自信を持っ

て授業に臨めるよう支援していくと答弁した。 

続いて、「確かな学力・学力の向上」のうち、「『平成 29年度全国学力・学習状況調査』



－4－ 

の結果と結果分析から見えた本市児童生徒の状況・課題」との質問に対し、小学校国語・

算数の平均正答率は、63.2％、中学校の国語・数学の平均正答率は、64.6％であった。こ

の結果は、全国の平均正答率との差が５％以内であることから、全国の結果と同程度であ

ったと考えていると答弁した。 

次に、「10 回の調査における、本市児童・生徒の状況や課題の推移」との質問に対し、

本市の教科ごとの調査結果は、例年全国の平均正答率をやや下回っているものの、ほぼ全

国と同程度で推移している。児童生徒質問紙による調査では、少しずつ家庭学習の時間が

増えてきている傾向がみられると答弁した。 

次に、「学力向上に向けたこれまでの取組と成果・課題」との質問に対し、夏休みに学

習をサポートする「自主学習教室」では、児童から「割り算の筆算が早くできるようにな

って楽しくなりました」といった感想や、保護者からは「毎日達成感いっぱいで帰ってき

て、家族全員が驚きました」といった声が寄せられている。今後は、これら教育施策の充

実を図るとともに、学習意欲の向上、子どもたちが互いに教え合い学びあえる授業づくり、

さらに家庭との連携を図っていきたいと考えていると答弁した。 

次に、「小中連携・一貫に向けた取組の進捗」との質問に対し、今年度から、各中学校

区で「小中夏季合同研修会」を始めた。全中学校区で実施するのは、今年度からとなるた

め、まずは出来ることから学区の主体性を生かしたテーマで実践し、年度末には、小中で

成果と課題の検証を行い、次年度の研究へ進めていきたいと考えていると答弁した。 

次に、「確かな学力・学力の向上を図るためのマンパワーの充実や学習環境の整備」と

の質問に対し、マンパワーの充実については、今年度サン・サンスタッフ学習支援補助員

を 110名配置し、支援を行っている。学校現場からのサン・サンスタッフに対する必要性、

重要性は、ますます高まっていることから、平成 31年度までには、114名を配置し、小学

校３名、中学校２名の完全配置を目指していく。学習環境の整備については、全ての小・

中学校の普通教室等にエアコンの設置を、みずほ小学校では、今年度末までの増築工事に

合わせた整備をする。残りの小学校 27校については、平成 30年の使用開始を目標に、ま

た、中学校 15校については、平成 31年の使用開始を目標に取り組んでいると答弁した。 

続いて、「豊かな心を育む教育を」について、「本市の暴力行為やいじめ等、児童・生

徒の問題行動の現状」との質問に対し、平成 27年度の文部科学省の調査では、暴力行為の

件数は、前年度と比較すると、小学校で 33件増の 41件、中学校で 12件減の 70件となっ

ている。市内の小中学校のいじめの認知件数は、小学校で 764件、中学校で 170件となっ

ており、小学校では約９倍、中学校では約２倍となっている。これは、ひやかしや、から

かい等を、いじめとして認知したことによる増加であり、学校が初期段階のものも含め、

積極的にいじめを認知し、解消していこうとする姿勢の表れと考えていると答弁した。 

次に、「健全な心と体を培い、豊かな人間性を育む学びの取組状況」との質問に対し、

学習支援補助員として、学校司書を全校へ配置することにより、読書への意欲を高める取

組や、市内小学校の全６年生が、劇団四季の演劇を鑑賞する「こころの劇場」等の取組を

通して、豊かな人間性を育む教育の充実を図っていると答弁した。 

次に、「豊かな心を育む教育に向けた道徳教育や体験活動を充実させるための取組」と

の質問に対し、担当者会の内容と回数の拡充を図るとともに、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、充実に向けた取組を進めている。ま
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た、体験活動を充実させるため、「生きる力を育む学校づくり推進事業」により、各学校

のふれあい教育や総合的な学習の時間の学習活動を支援している。 

次に、「農業活動という直接的な体験を契機とした、豊かな心を育む教育」との質問に

対し、本市の小・中学校での実践事例を紹介したうえで、体験活動及び農業に携わる人々

との触れ合いは、食べ物や命の大切さを考える態度を養うこと、自然や郷土を理解し愛す

ること、また、生産者の苦労や収穫の喜びを知る等、まさに児童・生徒の豊かな人間性を

育む機会となることから、一層の充実に努めていきたいと考えていると答弁した。 

続いて、「体力の向上について」のうち、「本市児童・生徒の体力・運動能力の現状に

ついて」との質問に対し、平成 28年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査における体

力合計点の平均値として、小学校５年生と中学校２年生の結果を報告したうえで、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であること、また、本市の平均

値は、小学校・中学校の男女ともに、神奈川県の平均値を上回っており、特に、小学生の

ソフトボール投げ、中学生のハンドボール投げにおいて、男女とも全国の平均値を上回る

結果となっていると答弁した。 

次に、「体力づくりや運動能力向上に繋げる体育・保健体育の授業内容の充実について」

との質問に対し、教科指導の充実については、計画訪問や授業づくり推進員による公開授

業の場で研究を深めるとともに、県の研究指定を受け、学校教育全体を通じて総合的な健

康・体力づくりの研究を進めた、旭陵中学校の研究成果を各校へ波及させる等、より一層

の体力づくり、運動能力の向上に努めていくと答弁した。 

次に、「児童・生徒のスポーツ好きを増やす工夫として、大学が有する専門知識や優れ

た人材の活用、トップスポーツに触れる機会の提供等に取り組むことについての見解」と

の質問に対し、教育委員会では、スポーツへの関心を深め、体力の向上、心身の健全な育

成を図ることを目的として、各種スポーツ大会を実施しており、参加する児童・生徒は、

アドバイスに目を輝かせながら汗を流している。また、湘南ベルマーレ、横浜 DeNAベイス

ターズ、横浜ビー・コルセアーズの無料観戦や、選手の小学校訪問を行う、本市独自の「ド

リームパスポート事業」を行ってきた。これらの事業は、一流選手のプレーを身近に感じ

ることや、新たにスポーツを始めるきっかけになる等、大変有意義な事業となっており、

今後も充実させていきたいと考えていると答弁した。 

公明ひらつかの鈴木晴男議員からの「持続可能な教育環境の整備」のうち、「プログラ

ミング教育について」、「プログラミング教育について本市の取組の考え方について」と

の質問に対し、プログラミング教育の実施にあたり、必要なことは、どの学年のどの教科・

単元で行うかという教育課程上の位置づけや、ICT機器等の環境整備、教員の指導力向上

等があげられる。平塚市では、学校 ICT機器更新の時期にあり、プログラミング教育に必

要な環境づくりを進めているところである。今後、学校現場の状況を見極めながら、平塚

市に合う形で実施できるよう研究を進めていくと答弁した。 

次に、「教育の IT化に向けた環境整備の内容について」及び「今後の ICT環境の整備に

ついて」との質問に対し、平成 26年度から、小学校パソコン教室の機器更改の際、教室で

の利用を視野に入れた仕様にしている。例えば、コンピュータは、デスクトップ型からノ

ート型、さらには、今年度タブレット型端末を導入する予定となっている。今後の ICT環

境の整備については、今年度、小学校 10校のパソコン教室機器更改において、タブレット
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型端末を人数に応じた台数で増加配備する予定となっている。今後のパソコン教室の機器

更改に関しても、増加配備できるよう進めていきたいと考えていると答弁した。 

次に、「教材開発や指導事例集の整備、ICT支援員等の人材確保について」との質問に

対し、小学校のプログラミング教育に関する教材開発や実践研究は、進んでいない状況と

なっている。実践研究と同様、専門性を生かした授業等を行える教育系支援員の確保につ

いても、引き続きの検討課題であると認識していると答弁した。 

次に、「指導体制の充実や社会との連携・協働について」との質問に対し、今後、機器

環境整備やプログラミング教育に携わる支援員体制の研究を進めていく。プログラミング

教育については、地域の実態に合った実施が必要であり、課題もあるが、学校現場に無理

のない形で導入できるよう対応していくと答弁した。 

続いて、「水泳指導の委託について」のうち、「水泳授業の教師などへの負担について」

との質問に対し、各学校では、６月頃にプール清掃を行い、水抜き・水入れ完了日等の報

告が必要となる。授業実施期間中は、プール内も含めた施設の安全点検や水質管理、水位

の調節等を教職員で分担して行っている。また、授業にあたっては、保護者から参加承諾

書を得ることや児童・生徒の健康観察の実施等、安全へ細心の注意を払って実施している。

教職員にとって水泳の授業は、通常の授業よりも、より高い安全配慮義務を負うとともに、

様々な業務が増えることから、その負担は大きいと言えると答弁した。 

次に、「本市の小中学校 43校のプールの維持管理費について」との質問に対し、ここ数

年の平均値や直近の実績値では、小中学校全体の水道・電気・薬剤・施設補修等の維持管

理費は約 4,000万円となっている。学校種別ごとの維持管理費は、小学校が約 3,000万円

で、１校あたり約 107万円、中学校が約 1,000万円で１校あたり約 70万円となっていると

答弁した。 

次に、「水泳授業に対しての保護者等の評価と課題について」との質問に対し、教育委

員会として、保護者からの評価は把握していない。しかし、水泳の授業は天候に左右され、

計画通りに進まないことや、子どもたちの泳力に大きな差がある中で、授業者の人数が少

ないため、習熟度別の指導ができないといった課題があると答弁した。 

次に、「本市の小中学校 43校の電気使用量について」との質問に対し、年間全体として、

小学校で約 300万 kWh、中学校で約 180万 kWhの電気使用量となっている。水泳指導期間

である６月及び７月は、電気使用量が増えているが、プール施設稼働に伴う増加分に併せ

て、特別教室や管理諸室の空調を稼働させていることに伴う増加分が含まれていると認識

していると答弁した。 

次に、「本市の『小中学校における水泳指導に関する基本的な考え方』について」との

質問に対し、学習指導要領に則って、各校で学校水泳実施計画を作成して水泳指導に取り

組んでいる。また、学校プールのあり方については、本年度、小中学校の校長会、教頭会、

教職員の代表と教育委員会関係所管課の職員を構成員とする検討会を立ち上げ、その方向

性を協議していると答弁した。 

 

○社会教育部長 

日本共産党平塚市議会議員団の松本敏子議員からの「平塚市公共施設再編計画と社会教

育施設の統廃合について」、「平塚市社会教育委員会議の提言をどう考えているのか」と
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の質問についてであるが、報告にあたって、この提言は、平成 19 年度に、これからの公民

館のあり方として、「地域の特性を活かした公民館活動」というタイトルで、公民館の機

能と施設の利用についての利用基準の見直し、また有料化や民間への管理委託等、具体的

な政策の提言をいただいたものである。 

質問への答弁については、本市として、公民館を「地域コミュニティを強化していく場」

として位置づけている。また、公民館職員が地域の事業等を各種団体とコーディネートす

る役割を担っていることから、今後も提言を尊重しながら、地域の核となるよう公民館を

運営していきたいと考えていると答弁した。 

次に、「合築を進めるメリットとして重点を置くこと」との質問についてであるが、本

市では、公共施設における総合管理計画があり、既存施設を整備等する際には、他の既存

施設との複合化を検討することを掲げている。市議会においても、老朽化した崇善公民館

について、市民活動センターと合築して整備することを提案している。 

質問に対しては、合築を進めることで多くの人が集まり、多世代間や団体間の交流が進

むことが期待される。また、スペースの共用等床面積を縮減することで、施設の維持管理

にかかる費用を削減し、将来の人口減少等に備えることができると認識していると答弁し

た。 

次に、「崇善公民館と市民活動センターとの複合施設における施設使用料について」と

の質問に対し、現在、整備を進めている複合施設については、施設使用料を無料としてオ

ープンし、誰もが生き生きと、そして心豊かに学べる新たなコミュニティ拠点となるよう

目指していくと答弁した。 

無所属の端文昭議員からの「公共サービス基本法と駐車場の有料化について」のうち、

「新庁舎及び社会教育施設（中央図書館、博物館、美術館）駐車場の有料化」について、

「有料化するのは図書館法や博物館法に反しないのか」との質問に対し、図書館法第 17条

では「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収して

はならない。」、博物館法第 23条では「公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に

対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情の

ある場合は、必要な対価を徴収することができる。」となっている。この対価の徴収につ

いては、図書館や博物館等への入館料や所蔵する資料の利用に関するもので、来館の手段

の一つである駐車場の料金は、ここで言う対価には該当しないと解釈されている。よって、

駐車場の有料化については、図書館法と博物館法に反していないと答弁した。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 「小中夏季合同研修会」について確認したい。７月に神明中学校区での学校長との懇談

会で、これについての話を受け、とても良い取組であると思った。この取組は、全中学校

区で行われたのか。また、どのような場での投げ掛けがあって実施に至ったのか。 

 

○教育指導課長 

 教育指導課から投げ掛けをして、15中学校区で実施したものである。今後は、１月もし

くは２月の担当者会及び教頭研究会において、今年度に取り組んだ実績と課題等を情報交
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換や反省をしてもらい、来年度以降、どのようなテーマで研究を行っていくかを検討して

もらう。 

 

○田中委員 

 投げ掛けをしたのは、経緯を含めて、どういった会議の場であったのか。 

 

○教育指導課長 

 教育指導課で主催する「教育課程課題検討連絡協議会」において、小中連携について協

議をした。その中で、中学校では、中 1ギャップや不登校等の様々な課題があることや、

確かな学力の向上においても、小学校と中学校の取組を互いに理解することが必要である

こと等の意見が出た。また、小中９年間の義務教育のあり方や、指導上の問題点について

研究・協議をし、相互に理解を深めることが大切であるという方向性も確認された。これ

を踏まえて、学校現場からの意見を聞き入れながら、教育指導課から合同研修会の開催に

ついて、投げ掛けをした。 

 

○水谷委員 

 「がん教育」について、とても良いことであると感じた。内容としては、検診や早期発

見が重要といったことを取り上げていると思う。昨年度実施した２校では、対象者はいな

かったかもしれないが、世の中の実態として「小児がん」の患者がいる。自分がそういっ

た患者と触れ合う機会の中で、子どもが親から告知されていない場合や、その病名を知ら

ない場合がある。それは、伝えられた瞬間に自分の命が危ないのではと感じることや、学

校にいる周りの子どもたちからの視線を気にして、親が伝えていないことが理由としてあ

る。 

こうしたことを踏まえると、別の項目として報告があった「豊かな心を育む教育」にも

関連してくると考えられる。これからダイバーシティにより、多様化していく中で、様々

な人がいて、その中の一つに、がんを克服したことで、普通に生活している人がいるとい

うことも伝えることが、教育の中で必要であると思う。 

 

○浅沼委員 

 「プログラミング教育」とは、具体的にどのようなものであるのか。 

 

○教育研究所長 

 今回答弁した内容は、新学習指導要領にも示されているものであるが、従来のプログラ

ミング教育は、プログラミング言語を使用してプログラムを作ることが一般的な解釈であ

った。一方で、学校教育の中でのプログラミング教育というのは、プログラミングの手法

を取り入れながら、論理的な思考を育むというものである。 

例えば、コンピュータのソフトを使用しながら、命令のブロックを組み合わせて、一連

の動きを作るといったことや、算数や数学の課題について、論理的な考えを持って、取り

組むことに繋げる手法がある。これについては、実際にロボットを動かすことであったり、

物事における筋道の考え方というような評価の中でのものであったり、色々な手法が現在
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あるので、地域の実態にどのようなものが合うのか、調査研究をしているところである。 

  

○浅沼委員 

 論理的な思考を育むという観点では重要であると思うが、説明されたことを学習する機

会というのは、もっと先の教育段階で十分可能性はある。小学校、中学校という段階にお

いて、何を学習させるかということを研究したうえで、学習指導要領で示されていること

を、具体的にどのようにして取り入れていくか、考えて進めてもらえればと思う。 

 

（２）教育研究所主催 夏期研修事業報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年度の夏季休業期間に実施した教育研究所主催の事業について、概要及び結果を

報告するものである。詳細については、教育研究所長から報告する。 

 

○教育研究所長 

はじめに、「平塚市教育講演会」について、今年度も中央公民館の２回開催で実施し、

831名に参加をいただいた。講師の三原先生には、ネットゲーム障害の様々な実態を具体

的に紹介いただき、そのうえで学校・家庭でできる対応策についてお話しいただいた。 

次に、「新採用教員研修会」について、教員としての指導力の育成を図るため、講話や

班別協議、スポーツ研修等を、総合公園の宿泊所に泊まりながら、２日間にわたって実施

した。班別協議は、学習指導・生徒指導・学級経営の中からテーマを選択し、これまでの

指導の悩みや、これからの指導のアイデア等、参加者が真剣に考え、実りのある研修にな

った。 

次に、「研究教室」について、今年度は９講座を実施した。道徳の評価や、これからの

外国語教育等、新学習指導要領にも絡む新しい情報も取り入れ、多くの先生方に参加いた

だいた。また、理科では園芸用の土から鉱物を取り出す等、興味の湧く実験を理科室の器

具を使って行った。 

次に、「ICT活用研修会」について、講師は教育研究所の所員が務めた。パワーポイン

トと iPadを使って、どちらの研修もノートパソコン、タブレット型端末を実際に動かしな

がら、教員のスキルアップを図る研修とした。 

次に、昨年度終了した「調査研究部会の研究発表会」について、「地域資料研究部会」

では、小学校６年生の社会科・歴史分野の地域資料をまとめた。今回、博物館にも協力し

てもらい、市内の史跡や人物資料等をまとめ、活用例としての指導案も付けている。また、

教材として、写真や絵など掲示資料も各校に配布した。「ICT活用研究部会」では、研究

部員にタブレット型端末を渡し、実際に授業で活用してもらいながら研究を進めた。活用

の利点だけではなく、デメリットも含めて考察し、実際に授業で使うことを想定しながら

研究を進めた。両部会とも、10月 13日に藤沢市で行われる県の教育研究所連盟の大会で

発表する予定である。 

最後に、「ワンポイント研修会」について、この研修会は、教科の題材を絞り込んで、
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すぐ授業で使えるような内容で実施している研修である。今回は、版画をテーマに、彫刻

刀で彫るのではなく、ニスで描きながら、インクのはじき具合を利用して刷る版画の技法

を学んだ。彫る作業がないので、安全で、低学年や支援級の授業でも使え、参加者も実際

に木版で作りながら、楽しく研修することができた。 

今後も、教職員のニーズに応じた、質の高い研修・研究を実施できるよう努めていく。 

 

【質疑】  

○田中委員 

 「地域資料研究部会」について、若手教員や市外の教員が多い中で、すぐに活用できる

研究となっており、良いヒントを提供できたなと思う。 

 地域資料というのは、教員によって差が出てくるものであるが、歴史学習の中に身近な

地域である平塚市を取り上げて、子どもたちに探求への意欲をかき立てたところに大変意

義を感じた。また、一枚の写真の価値を感じるとともに、教材一式を各学校に配布したこ

とも、良い取組であると思った。県の大会においても、自信を持って発表してもらいたい。 

 

○水谷委員 

 「新採用教員研修会」について、今年度から働いている教員が対象ということでよいか。 

 

○教育研究所長 

 今年度採用された教員が対象である。 

 

○水谷委員 

 とても良い取組であると感じる。働き始めて、嫌に思うこともあったり、難しいことに

ぶつかっていることもある中で、同期というのは、かけがえのない繋がりを感じることが

できる。モチベーションが上がるような内容になればと思う。 

 

○教育研究所長 

 実際の感想からは、同じ悩みを持っていることや、同じ部分で行き詰まっている等を共

有できて、気持ちが楽になったということが寄せられている。宿泊で実施しているので、

それぞれが多くのことを語り合ったのではないかと思われる。 

 

○浅沼委員 

 「ICT活用研究部会」について、非常に具体的な研究成果となっており、参考となった。

教育研究所で 90台配備しているタブレットを、この研究成果を基に、活用していくことが

重要であると思う。 

 授業後の児童アンケートにおける自由記述の部分で、「小さいものをズームで大きく見

れた」や、「虫の脱皮が撮れた」という感想は、動きのあるものを捉えることや、見にく

にものを拡大して見ることに、ICT機器を使用することが有効であることから、良い活用

例であると思うが、一方で「自分で覚えてなくても、写真やビデオで保存することができ

た」という感想がある。 
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日頃、学生を相手にして思うことであるが、大事なことであると伝えても、全く頭に入

れることをしなかったり、紙媒体で配付しても、それを写真で撮って保存することで、本

人は大丈夫だという気になっている。その結果、本人が何を捉えなければいけないのか、

何をしなければならないのかということを、頭の中に留めることができない状況になって

しまっている。 

ICT機器を活用することは、とても重要なことではあるが、人間として本来は備えるべ

き機能を失っていっているような気がしてならない。今回の研究では、同じようなことが

課題として挙がっており、ICT機器本来の使用目的を見失わないようにすることが重要で

ある。 

今後、予算を確保したうえで、整備していくと思うが、効果的な使用方法を検討したう

えで、合理的な予算編成をしてもらいたい。 

 

（３）第６６回市民総合体育大会の結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

８月 20 日から市内各地で開催された第 66 回市民総合体育大会の成績について、結果報

告するものである。詳細については、スポーツ課長から報告する。 

 

○スポーツ課長 

８月 20日、26日、27日の３日間にかけて、第 66回市民総合体育大会を大神スポーツ広

場や総合体育館等の市内スポーツ施設において開催した。この市民総合体育大会は、市民

スポーツの祭典として市内 24地区体育振興会の対抗形式で行っており、今年度は各地区か

ら 3,665人の参加があった。 

得点の対象となる正式種目は、16種目 19競技、得点の対象とはならない公開種目は６

種目６競技を実施した。今年度から、公開種目の水泳と空手については、参加資格の「中

学生以下は除く。」という規定を削除し、水泳は小学生以上、空手は幼児以上を参加可能

にした。その結果、昨年度の参加人数と比較すると、水泳は延べ 37人、空手は延べ 233 人

の参加者が増え、市民がスポーツをする機会の増加に繋がった。軟式野球とソフトボール

については、大会初日の 20日は、前日に降った雨の影響で中止となり、大会３日目のみの

開催となった。総合成績は、大会史上初となる金目地区と旭北地区の同時優勝となった。 

なお、敢闘賞は、６位以内の地区を除き、５位以上順位が上がった地区に授与されるも

のであるが、今年度は該当地区が無かった。 

 

【質疑】 

○荒井委員 

 順位を見ると、昨年度と同じような結果であったと感じるが、地区における住民の年齢

層等が影響しているのか。 
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○スポーツ課長 

 昨年度の順位から大きな変動はなく、ここ数年においては、同じような傾向にあると思

う。選手については、各地区の体育振興会役員が選出しているが、それぞれの地区におい

て特性があり、力を入れている競技がある。 

 

○荒井委員 

 そういったことであれば、年齢層等が影響している訳ではないということか。 

 

○スポーツ課長 

 年齢層については、競技によって違いがある。バスケットボールやサッカーは若い選手

が多いが、卓球、バドミントン、パークゴルフについては、比較的年齢層が高い。ただし、

年齢層が高くても良い結果である場合がある。 

 

○荒井委員 

 地区に熱心な指導者がいることが影響してくるということか。 

 

○スポーツ課長 

 その通りである。 

 

○吉野教育長 

 参加する競技数も地区によって異なるということでよいか。 

 

○スポーツ課長 

 地区によって、参加する競技数は異なっている。成績が上位の地区については、ほとん

どの種目でエントリーしているが、下位の地区については、選手が揃わないこともあって、

エントリーしていない種目があるため、成績が伸びない傾向にある。 

 

○吉野教育長 

 全地区がエントリーしているのは、ゲートボールのみであったと思う。 

 

（４）その他 

な し 

 

２ 議案第１６号 平塚市教育委員会の点検・評価について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 29年度（平成 28年度対象）平塚市教育委員会の点検・評価について、別紙のとお

り公表するものである。詳細は教育総務課課長代理から説明する。 

 



－13－ 

○教育総務課課長代理 

今年度より冊子の構成について、大きく変更している。他市町村の報告書等を参考にし

たうえで、教育委員会の活動については、点検・評価の前に記載している。また、具体的

な点検・評価についても、２部構成としていたものを１部構成にし、重点項目ごとに記載

をしている。 

点検・評価の方法については、点検・評価会議を２回開催したうえで、３名の外部アド

バイザーから助言指導をいただき、検討・協議を経て、本点検・評価報告書を作成した。

今後の予定として、本日の定例会で承認いただいた後、市議会に提出・報告を行い、市民

に対してもホームページ等で公表する予定である。 

また、「平塚教育に関わるイメージ図」として、平塚市教育大綱を中心に、平塚市総合

計画及び平塚市教育振興基本計画「奏プラン」との関連性を示している。 

点検・評価の具体的な内容については、重点項目ごとの記載において、対象となる全事

業を示したうえで、詳細な点検についての主な事業を掲載している。また、重点項目ごと

に分類の項目を策定し、分かりやすい記載方法を目指した。 

重点項目１では、「①子どもの学びを推進するための取組み」として 15事業、「②支援

が必要な子どもに対する取組み」として９事業、「③広く市民が学べる環境づくりの取組

み」として６事業、各項目を設定した。それぞれの事業については、アドバイザーの方々

からの指摘を受けて、教育委員会からの総合見解を記載する体裁となっている。これにつ

いては、重点項目２から５も同様である。 

なお、参考として、平成 28年度における対象事業の一覧を、報告書の最後に記載してい

る。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 全体の構成として、分かりやすく作成されていると感じた。特に、各事業が今年度の教

育方針に沿って分類され、まとめられていることや、アドバイザーからの意見について、

記載する配置が工夫されており、内容が整理されていると思った。 

 「来館出来ない人への図書館サービス事業」における記載の中で、貸出点数が大幅に減

少した理由があるのか伺いたい。 

 

○中央図書館長 

 事業自体を縮小したということではなく、貸出を募集する段階で減少したと考えられる。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

○吉野教育長 

一つ前に報告した、第 66回市民総合体育大会の結果について、「全地区がエントリーし

ているのは、ゲートボールのみであったと思う。」と発言したが、ゲートボールは誤りであ

り、正しくはパークゴルフである。お詫び申し上げるとともに、訂正をさせていただく。 



－14－ 

３ 議案第１７号 平塚市文化財保護委員会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市文化財保護委員会委員を委嘱するものである。詳細は社会教育課長から説明する。 

 

○社会教育課長 

文化財保護委員会は、「文化財保護法」第 190条第１項で、市町村の教育委員会に置く

ことができるとされ、「平塚市文化財保護条例」第 13条第１項に基づき設置をしている。  

また、同条例において、「保護委員会は文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮

問に答え、または意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。」、「保護委員

会は７人の委員をもって組織する。」、「委員は文化財について専門の学識経験がある者

のうちから委嘱する。」と規定し、委員の任期は２年と定めている。 

今回、平成 29年９月 30日に任期満了となるため、新たに委員を委嘱するものである。

７人全員が文化財や歴史等について、深い造詣と見識を有しており、これまでも本市の文

化財保護行政の推進のため、貴重な意見をいただいていることから、再任となる。任期は

平成 29年 10月１日から平成 31年９月 30日までである。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

４ 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９月定例会は閉会する。 

 

（15時 00分閉会） 


