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平塚市教育委員会平成２９年５月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 29年５月 25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 

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 

 博物館主管       浜野 達也   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５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４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、平成 29年４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）平成２９年５月１日 児童・生徒数について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年５月１日現在の児童・生徒数について報告するものである。詳細は教育総務課

長が報告する。 

 

○教育総務課長 

学校基本調査の結果から、平成 29年５月１日現在の学年別児童生徒数が確定したので、

報告するものである。 

小学校の学級数は、通常学級数 425、特別支援学級数 73、合計で 498学級となっている。

昨年度と比較すると、通常学級においては７学級減少しているが、特別支援級においては

３学級増加している。 

人数は、男子 6,427人、特別支援級の男子 241人、女子 6,264人、特別支援級の女子 81

人、男女合計で 1万 2,691人、特別支援級の男女合計で 322人、通常学級と特別支援級の

合計の全児童数は、1 万 3,013 人である。昨年度と比較すると、通常学級の男子は 94 人、

女子は 117人と、ともに減少しているが、特別支援級だけみると、合計で 30人増加してお

り、全体では 181人減少となっている。 

中学校の学級数は、通常学級数 183、特別支援学級数 36、合計で 219学級となっている。

昨年度と比較すると、通常学級においては２学級減少、特別支援級においては１学級減少

している。 

人数は、男子 3,335人、特別支援級の男子 90人、女子 3,148人、特別支援級の女子 36

人、男女合計で 6,483人、特別支援級の男女合計で 126人、通常学級と特別支援級の合計

の全生徒数は 6,609人である。昨年度と比較すると、通常級の男子は 49人減少、女子は

24人減少しているが、特別支援級においては、19人増加しているので、全体では 54人減

少となっている。 

なお、今年度から市内に児童自立生活支援センターが開所し、同じ敷地内に金目小学校

と中学校の分校が設立された。小学校、中学校ともに、特別支援学級が１学級ずつ設置さ

れ、小学生５人、中学生３人が在籍している。 

 

【質疑】 

な し 
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（２）平成２９年度教職員の配置状況について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年度市内小・中学校の教職員数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 

 ４月定例会では、県の基準である４月５日時点での状況を報告した。今回は、国の定数

基準日の５月１日現在の状況について報告する。 

４月５日時点との比較で、小学校児童数は、通常学級で４名の減、特別支援級で３名の

増となり、合計が 1万 3,013名となっている。 

また、中学校の生徒数は通常学級で１名の減、特別支援学級で１名の増となり、合計が

6,609名となっている。 

 なお、児童・生徒数の変動はあったが、教職員の変動はなかった。 

 

【質疑】 

な し 

 

（３）平成２９年度各種研究委託等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年度における各種教育研究委託校等について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 

はじめに、「文部科学省関係」では、「放課後子ども教室推進事業」として、放課後や

週末等の子どもたちの適切な遊びや学びの場として、地域の方々の主体的な参画を得なが

ら、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動などの取組を進める。現在、八幡

小学校の教室等を活用した「やわた子ども村」と港小学校の「港放課後子ども教室」で実

施している。 

「スクールカウンセラー活用事業」は、平塚市内の全 15中学校を対象とし、各中学校１

名のスクールカウンセラーを配置している。生徒の心のケアに加え、保護者相談や教員の

カウンセリング能力等の向上に係る校内研修等も行っている。 

「スクールソーシャルワーカー活用事業」は、大野中学校及び勝原小学校が対象である。

県の「SSW巡回相談等強化事業」で、中教育事務所が管轄するスクールソーシャルワーカ

ー２名が派遣される。SSWは、教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技術を有し、

学校の枠を越えて、関係諸機関等との連携強化を担っている。 

「土曜の教育活動支援事業」は、より多くの子どもたちに、より豊かで有意義な土曜日
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等を提供することを目的に実施するもので、平塚市では横内地区の「横内マイタウンスク

ール」で地域人材を活用した行事・イベントを実施している。 

次に、「神奈川県教育委員会関係」では、「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事

業」として、「特別の教科 道徳」を要とした道徳教育の充実を目的に、記載の小中４校

を選定し、教職員の研修会や児童生徒対象の講演会等の取組を進める。 

次に、「平塚市教育委員会関係」の事業では、教育指導課の事業である「幼・保・小・

中連携学習研究会」において、幼稚園・保育所・こども園・小中学校の指導の一貫性を図

るため、指導の在り方や課題等を研究協議する。今年度は、ひばり幼稚園・大野中学校で

実施する。 

「地域に根ざした教育推進事業」は、地域の教育資源を生かした魅力ある学校教育活動

の展開を目的とし、土沢中学校の地元、神奈川大学の学生がボランティアとして、学校の

教育活動をサポートするなどの活動を行っている。 

次に、教育研究所の事業として、「研究委託」では、特別研究委託校を 10校、学校研究

委託校を小・中学校 25校、幼稚園・こども園３園選定し、実施している。 

特別研究委託校については、授業公開等を行い、他校の職員も交えて研究を進めてもら

っている。研究の成果については、教育研究所の広報紙「平塚教育」に掲載して学校等に

周知している。 

調査研究部会については、４つあり「外国語教育研究部会」は、小中学校９年間の教育

課程を見通した外国語教育について調査・研究を進めている。教育指導課と連携して研究

部員の授業実践の研究等、進めている。 

「地域資料開発研究部会」は、小学校３・４年生の社会科副読本「わたしたちの平塚」

について、平成 31年度末の全面改訂に向け、教材・資料の調査研究を行うものである。 

「教育調査研究部会」は、５年に一度アンケートを実施し、市内の子どもたちの生活や

意識・行動について調査・研究を行うものである。 

「個人・グループ研究部会」は、若手の教職員の個人研究を支援し、各自の資質や指導

力の向上を目指すものです。今年度は「授業づくり」をメインのテーマに研究を進める予

定である。 

最後に「子ども教育相談センター」の「スクールカウンセラー派遣」及び「スクールソ

ーシャルワーカー派遣」事業について、スクールカウンセラーは、平塚市立全小学校と中

学校１１校に配置しており、この中学校 11校については、文部科学省のスクールカウンセ

ラー活用事業の１名と、市の配置の１名で複数配置となっている。 

スクールソーシャルワーカーは、これまで中学校区を指定し重点対応地域としていたが、

今年度から派遣要請のあった学校に派遣する形にした。また、スクールソーシャルワーカ

ーは、各学校のケース会議に参加したりしながら、学校・家庭だけでなく福祉関係の機関

もつないで、子ども・保護者・家庭・学校を支援する役割を担っている。 

 

【質疑】 

○田中委員 

道徳が特別な教科になるにあたって、研究推進の学校の中で、県からの指定の４校以外

に道徳を研究する学校はあるのか。 
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○教育研究所長 

 県からの指定の４校と合わせて、各学校においても研究の推進の中で、今年度のテーマ

として扱っているところもある。 

 

○吉野教育長 

神明中学校区で小中一貫等の研究をするが、これは研究推進事業の「特別研究委託校」

としての扱いでよいか。 

 

○教育研究所長 

 小中の連携を見据えた学校研究として、共通の視点を定めて研究を進めていくこととし、

神明中学校と八幡小学校については「特別研究委託校」として、大野小学校については「学

校研究委託校」として依頼している。 

 

（４）平成２８年度春期特別展「女の子と男の子のお雛さま ～桃と端午の節句人形～」 

開催結果報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年２月 25日から５月７日まで開催した春期特別展「女の子と男の子のお雛さま 

～桃と端午の節句人形～」の開催結果について報告するものである。詳細は博物館主管が

報告する。 

 

○博物館主管 

 春期特別展は、節句人形と節句行事への理解と愛着を深めてもらうことを目的に、２月

25日から５月７日まで、当館特別展示室と常設展示室の古民家を会場に開催した。展示で

は、博物館が所蔵する江戸時代から昭和にかけて制作された約 40組の雛人形と五月人形を

制作年代順に展示し、時代による人形の姿や種類の移り変わりを紹介した。加えて、市内

のコレクターから寄贈された豆雛501組を展示し、創作雛や郷土雛の多様な魅力を伝えた。

４月１日から５月７日にかけて、五月節句飾りの一部を寄贈品コーナーでも展示した。 

開催期間は 62日間で、来場者数は１万 5,617名と大変盛況であった。一日平均来場者数

は 252名で、昨年度、徳川家康の没後 300年にちなんで大好評であった、春期特別展「ひ

らつかの家康伝説」と比べても遜色のない数字となり、お雛様人気の高さを感じている。

ただし、来場者数の割には、講演会３本と展示解説４回の参加者は少なめで、知識よりも

観賞を目的にした来場者が多かった傾向がうかがえる。 

 アンケートの回答数は 181枚で、特徴的なのは女性の回答者が 77％と圧倒的に多かった

ことである。年代は 70代が最も多く、年配の女性の関心が高かったことがうかがえる。「総

合評価」の項目では、「とても良い」が 149名と、全体の 82％から高い評価を得た。 

 アンケートの自由意見欄には、「豆雛が素晴らしかった」、「毎年開催してほしい」という

意見が多数寄せられた他、「解説が詳しくて分かりやすかった」、「各地で開催されている雛

人形展の中で一番良かった」という意見も寄せられた。 
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【質疑】 

○田中委員 

アンケートの感想が示すとおり、とても見応えのある展示であったと思う。一つの段飾

りだけでも飾るのは大変だが、今回の展示数を飾り付けるのは相当な苦労があったと感じ

る。 

寄贈された豆雛について、数の多さに圧倒されたが、準備にはどのくらいの期間を要し

たのか。また、どこに保管するのか確認したい。 

 

○博物館主管 

展示の設営準備は１カ月程度、また、準備については、博物館の職員だけでなく、会員

制行事の参加者にも協力してもらい、豆雛の展示に関しては、コレクター自身が飾り付け

を行った。 

保管については、現状の保管スペースにも余裕はないため、悩ましいところはあるが、

やりくりをしたいと思う。 

 

○田中委員 

展示の一部を常設してほしいくらいの印象を持った。 

 

○浅沼委員 

毎回アンケートについては、詳細にまとめてあり、よく分かるので大変参考としている。

今回、「バックグラウンドミュージックがほしい」という感想があり、こういったものが流

れていると喋り声等が気にならずに集中して観覧できるとも思うが、今後こういったこと

は検討していくのか。 

 

○博物館長 

音楽や展示の効果を考える中では、検討する価値はあると思う。ただし、これまでの感

想においては、音楽を使用した場合に逆に耳障りとなり、言語的な情報が頭の中に入りづ

らいというものもあったので、併せて報告する。 

 

○水谷委員 

感想は非常にポジティブなものが多く、素晴らしい展示だったと感じる。アンケート回

答者の性別や人数は示されているが、来場者の状況がイメージとして分かっていれば教え

てほしい。 

 

○博物館主管 

イメージとしては、60代以降の女性の来場者が多いと感じた。ただし、休日や春休み期

間においては、子ども連れの家族も多く、幅広い年齢層の方々の来場があったと感じる。 
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（５）「博物館こどもフェスタ２０１７」開催結果報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

 平成 29年５月７日に開催した「博物館こどもフェスタ 2017」の開催結果について報告す

るものである。詳細は博物館主管が報告する。 

 

○博物館主管 

この行事は、子どもたちに博物館の面白さに触れてもらおうという意図で、自然と人文

の全部門が総出で、毎年連休の最終日に実施している。12回目となる今年度は、５月７日

に実施した。天候にも恵まれ、１日を通して計画した 13のイベントを予定どおり実施でき

た。新規イベントとして「はくぶつかんたんけんミッションゲーム」や「おひなさま探し」

を加えた。参加者数の合計は 1,564名で、昨年度より減少したが、これはイベント数を昨

年度の 16から 13に減らしたことが主な要因と考えている。また、例年は午前中にイベン

トが集中する傾向があったが、今年度は午後から夕方にかけてのイベントを増やしたため、

終日大勢の参加者で盛り上がった。また、アンケート結果からは、総じて楽しんでもらえ

たことがうかがえる。 

なお、当日、昭和 51年の開館以来 300万人目となる来館者を迎え、記念品を贈呈した。 

 

【質疑】 

○田中委員 

記念品は、どれくらいの来館者ごとに寄贈しているのか。 

 

○博物館長 

これまでは、100万人と 200万人来館者の際に実施したが、特段、決まっているという

ことではない。 

 

（６）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第１号 平成２９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 

６月２日に開会する市議会６月定例会への平成 29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。 
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○教育総務課長 

 全体では、歳入が補正予算要求額として 100万円、歳出が補正予算要求額として、歳入

と同額である、100万円計上している。 

詳細として、歳入については、20款「諸収入」、６項「雑入」、２目「雑入」、９節「教

育費雑入」において、「コミュニティ助成事業助成金」として 100万円を新たに計上する

ものである。 

次に、歳出については、10款「教育費」のうち、５項「社会教育費」、１目「社会教育

総務費」、５の「エコ・ミュージアム推進事業」において、金目エコミュージアム設立 10

周年記念事業を実施するため、13節「委託料」において、「金目エコミュージアム設立 10

周年記念事業委託料」として 100万円を計上するものである。 

 

【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２号 工事請負契約の締結［平塚市立みずほ小学校増築工事（建築）］について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

 平塚市立みずほ小学校の増築工事請負契約の締結について、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。詳細は教育施設課長が説明する。 

 

○教育施設課長 

 工事請負金額は、１億 6,295万 400円であり、契約の相手方は、成瀬産業株式会社であ

る。工事名称は、みずほ小学校増築工事（建築）、工事場所は、平塚市北金目二丁目地内と

なる。また、工事期間は、平成 29年６月市議会での議決後、本契約の後、平成 30年３月

16日までとなっている。 

床面積及び内容は、３階建てで普通教室を各階２教室の設計とし、合計６教室で、床面

積は 672.29㎡である。設計金額は、１億 9,002万 400円であり、調査基準価格は、１億

7,901万円であることから、最低限度価格を１億 6,025万 400円とするものである。また、

建物配置については、既存の校舎の東側に配置する。 

なお、建物については、各階において、既存の校舎との渡り廊下を設置する。 

 

【質疑】 

な し 
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【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

 

３ 議案第６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よる保育料算定基準の見直しに伴い、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 

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が平成 29年３月 31日に公布された。 

同政令により、「要保護世帯等に係る特例措置」及び「多子世帯に係る特例措置」が拡

充されることになった。同政令を受けて、現在改正を進めている、市長部局が所管する「保

育料の徴収に関する規則」と差異が生じないように、当該規則に定めている平塚市立幼稚

園の保育料を改正するものである。 

改正内容として、別表第１の D1区分は、従前において「保育料の徴収に関する規則」と

同額の 4,100円であったが、要保護世帯等に係る特例措置を拡充するため、「保育料の徴

収に関する規則」が改正され、2,200円と規定された。これに準じて同額の 2,200円に改

めるものである。 

なお、国の通知では、保育料の額は 3,000円としているが、先程説明したとおり、平塚

市の保育料は、2,200円と規定されたため、差異が生じないように、当該規則においても、

2,200円にするものである。 

次に、保育料の額として、別表第１の備考６の表区分イについて、多子世帯に係る特例

措置を拡充するという国の通知を受け、表区分イに階層区分 B2及び C2を追加するもので

ある。B2と C2を追加することにより、D1区分と同様に、それぞれ保育料額は０円となる。 

この規則の施行期日については、公布の日としている。 

なお、改正後の規定は、平成 29年度以降の年度分の保育料について、適用することとな

る。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 
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４ 議案第７号 平塚市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市スポーツ推進審議会委員を新たに任命するものである。詳細はスポーツ課長が説

明する。 

 

○スポーツ課長 

平塚市スポーツ推進審議会委員については、平塚市スポーツ推進審議会条例に基づいて、

学識経験者、スポーツ団体の代表者、公共的団体の代表者、そして公募市民の 14名で構成

されている。 

現在の委員は、平成 28年６月から平成 30年５月までの２年間の任期として、任命して

いるが、この度平塚市中学校体育連盟から推薦されていた大高委員から辞任の申出があり、

新たに同連盟から守泉光江氏の推薦があったので、任命について承認を求めるものである。 

なお、任期は、前任者の残任期間である平成 30年５月 31日までとなる。 

 

【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５月定例会は閉会する。 

 

（14時 40分閉会） 


