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平塚市教育委員会平成２９年１１月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 29年 11月 24日（金）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 田中千勢子  委員 水谷 尚人  委員 荒井 正博 

委員  林 悦子 

 

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   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   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 11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 10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 10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）冬季休業中の教職員の服務等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

12 月 25 日からの冬季休業を控え、教職員の服務の徹底にかかる学校長への通知につい

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 

11 月 22 日に開催された 11 月定例校長会において、各校長に通知したものを報告する。 

季節柄ということで、酒気帯び運転や宴席での個人情報の漏えい、携帯電話や鍵等の紛

失といったことについて、職員への指導を依頼した。 

また、例年、年末の慌ただしさの中で、休業中に交通事故や交通違反の事案も残念なが

ら発生しているので、安全運転を心掛けるよう依頼した。 

併せて、冬季休業中は、多忙な日常を離れて、リフレッシュの時間も取りやすいので、

日頃の疲れを癒してもらいたいと伝えた。 

 

【質疑】 

な し 

 

（２）平成２８年度児童・生徒指導上の諸課題について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 28年度における児童・生徒指導上の諸課題の状況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 

平成 28年度の「神奈川県児童・生徒の問題行動等調査」及び文部科学省「児童生徒の問

題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」をもとに、平塚市内の状況を教育指

導課でまとめたものを報告する。 

「平成 28年度の暴力行為について」は、平成 24年度からの推移をまとめたものである。 

小学校の暴力行為の状況として、平成 27年度の 41件に比べて、12件減少の 29件となっ

った。平成 27年度が急増し、平成 28年度は減少したが、神奈川県では、小学校における

暴力行為の状況は年々急増している。平塚市では、児童間暴力が平成 27年度調査から急増

しており、これは県の傾向と同様となっている。中学校では、発生総件数は 66件と、平成

26年度から減少傾向が続き、これは県も同じ傾向が見られる。平成 27年度と平成 28年度

の暴力行為の発生件数の様子を、学校管理下と学校管理下以外の別で集計した結果では、

小学校で、管理下の発生件数 28件、管理下以外１件、中学校で、同様に 57件と９件とな

っているとおり、暴力行為の多くは学校管理下で発生していることが分かる結果となった。 
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「平成 28年度のいじめの状況について」、「いじめの認知件数の推移」として、小学校

では、平成 27年度の 764件から、1,375件と増加し、これは平成 24年度の約 34倍の数値

となった。中学校では、平成 27年度の 170件から 250件と、こちらも増加している。これ

は、国により、いじめの認知に関する考え方が詳細に示され、各学校がいじめられたとす

る児童・生徒の立場に立ち、積極的に認知するようになったことによるものと考えられる。 

「いじめの認知件数」では、小学校 28校、中学校 15校と、全ての学校でいじめを認知

している。小学校では２年生が 295件と多く、中学校では１年生が 121件と多くなってい

る。「いじめの発見のきっかけ」については、小・中学校ともに、「アンケート調査など

学校の取組により発見」が最も多く、次いで、「学級担任が発見」「本人からの訴え」の

順となっている。 

「いじめられた児童・生徒の相談の状況」では、小・中学校ともに、一番の相談先とし

て、「学級担任に相談をしている」ことが分かる結果となった。しかし、「誰にも相談し

ていない」に該当する児童・生徒が、小学校で 39人、中学校で２人いる。引き続き、SOS

の出し方や相談してよいこと等を繰り返し伝えてもらうよう、今後も働きかけていく。 

「いじめの態様」については、小・中学校ともに、「冷やかしやからかい、悪口や脅し

文句、嫌なことを言われる」が圧倒的に多く、次いで、「仲間はずれ、集団による無視さ

れる」や「軽くぶつかられたり等」が多くなっている。 

「いじめる児童・生徒への特別な対応」については、「いじめられた児童・生徒や、そ

の保護者に対する謝罪の指導」「保護者への報告」等が多くなっている。 

「いじめられた児童・生徒への特別な対応」については、「担任等の家庭訪問」「スク

ールカウンセラー等のカウンセリング」「別室提供等での心身の安全確保」「教育委員会

と連携」となっている。 

「いじめの解消の状況」については、小・中学校ともに、「解消している」と「解消に

向けて取組中」で 100％となった。 

「いじめの問題により就学校の指定変更等を行った児童・生徒数」については、該当す

る児童・生徒はいなかった。 

「いじめの問題に対する日常の取組」では、教職員間で共通理解、学校いじめ基本方針

の見直し等は、全校で実施されていることが分かる結果となった。 

「いじめの日常的な実態把握のために、学校が直接児童生徒に対して行った具体的な方

法」については、アンケート調査は全校で実施され、実施頻度は、「年２回～３回」、「年

４回以上」の回答を見ると、全ての小・中学校において、年間複数回の実施をしているこ

とがわかり、中には、記名式と無記名式を併用している学校もあった。 

「平成 28年度の長期欠席児童・生徒について」では、小学校の長期欠席児童数は 219人

で、28人の増加となった。中学校は 376人で、107人の増加となった。出現率についても、

小・中学校ともに、平成 19年度からみると一番高い数値となった。「病気」については、

小学校で増加、中学校で２倍以上の増加となった。単に、平成 28 年度だけの状況なのか、

次回の調査結果についても注視していく必要があると考えている。「不登校」については、

小学校での不登校児童数は 88人、出現率 0.67％。中学校では、227人、出現率 3.41％で、

どちらも前年度より増加している。 

「平塚市、県、全国の不登校児童・生徒の出現率の比較」としては、全てにおいて、平
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成 27年度調査より出現率が高くなったことが分かる結果となった。 

「不登校の要因」に関する調査結果のまとめとして、小学校では「家庭に係る状況」が

43.2％と最も多くなったが、中学校では「家庭に係る状況」の割合は 35.2％と小学校に比

べて低くなっている。一方で、「学業の不振」は、小学校で 10.2％となっているのに対し、

中学校で 24.2％と、小学校に比べて高くなった。学校段階、発達段階によって不登校の要

因は様々であると考えられるので、今後とも、個々の状況を丁寧に把握していくよう働き

かけていく。 

「不登校児童・生徒への指導結果状況」について、「指導の結果登校するまたはできる

ようになった児童・生徒数」は、小学校で 30人、中学校で 62人、比率として、小学校が

全国と比べて高く、中学校が少し低いものとなっている。 

文部科学省と神奈川県教育委員会からの調査概要、今年度の短期調査（第１期）及び（第

２期）のまとめを参考として示しているので、後程確認いただきたい。 

各学校には、平成 28年度と平成 27年度との調査結果の比較等、暴力行為、いじめ、不

登校等の分析をし、学校の実情、子どもの実態に応じた対応をするように働きかけたとこ

ろである。 

   

【質疑】 

○田中委員 

 いじめについて、認知件数が大幅に増えていることがとても気になる。文部科学省から

いじめの認知に関する考え方が詳細に示され、積極的に認知するようになったとの説明が

あったが、果たしてそれでよいのか疑問に思う。決して、増えてよいものではないので、

分析を細かくする必要があると感じた。 

 「いじめの発見のきっかけ」として、学級担任の発見よりも、アンケート調査等による

発見が多いことについては、担任が気づかないところで行われている場合が多いというこ

とか。 

 次に、「いじめられた児童・生徒の相談の状況」において、「学級担任に相談」が 1,271

件にもかかわらず、「いじめの発見のきっかけ」では、「学級担任が発見」は 255件となっ

ている。これは、相談の内容がいじめに該当するものではなかったのか、或いは、相談か

ら発見までの過程がどうなっていたのか、この結果をどのように考えているか確認したい。 

 

○教育指導課長 

 学級担任の発見よりも、アンケート調査等による発見が多いことについては、学校内で

行われたものは学級担任を含めた教職員で発見できるが、SNSやインターネット環境によ

るもの等、担任が見えないところで行われているものがあると考えられる。 

 「学級担任に相談」が 1,271件にもかかわらず、「学級担任が発見」は 255件となってい

ることについては、複数回答であることやアンケート調査後、学級担任へ相談したため、

件数が多くなっていると考えられる。 

 

○田中委員 

 学校訪問をすると、授業中に友だち同士で、言われて不愉快な気分にさせられていると
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思うような場面を稀に感じることがある。言われた本人は、授業中は笑って過ごしている

ようだが、心の中ではどう思っているのか危惧してしまう。この状況で気になったのは、

担任が聞こえている筈なのに、指導しないことである。いじめに繋がるような冷やかしや、

からかいを見た時点で、厳しく指導する姿勢が必要ではないかと感じた。 

相談件数が多いということがあったが、真剣に受け止めてあげることや、子どもたちの

サインを汲み取ること、学級の雰囲気を感じ取れる感性を身につけること等、些細な言葉

づかいでも、絶対にいじめは許さないという姿勢を示すことも、解決策として、とても大

切であると思っている。 

 

○教育指導課長 

 学校で過ごす時間のほとんどが授業であり、授業の中での子どもが発する言葉、態度、

友人関係について、その場で指導することは非常に大事なことである。このことについて

は、教頭会等の各担当者会議を通して指導していきたい。 

 

○水谷委員 

 いじめの件数が劇的に増えていることについて、積極的に認知することとは、些細なこ

とでもカウントしなさいということなのか。 

 

○教育指導課長 

 いじめが社会問題化する前は、その場の出来事として認知しなかったことがあったと思

うが、法律の制定や、文部科学省の指針により、些細なことでも積極的に認知し、その段

階から指導することで、重大ないじめに繋がらないという考え方から、学校が認知する件

数は増えている。 

 

○水谷委員 

 推測でしかないが、仮に子どもたちに対して、先生が傷つくような発言をした場合には、

カウントはできないのか。 

 

○教育指導課長 

 この調査結果には反映されていないが、不適切な言動については、教職員担当とも連携

しながら、教員が発言することの重みについて働きかけていきたい。 

 

○水谷委員 

 こういった出来事を聞く場面があり、子どもは些細な一言でも、調査対象となってしま

うが、先生の発言については、誰もチェックすることができない部分なのかと思ったので

確認をした。 

 

○教育指導担当部長 

 いじめの調査とは別に、教職員の体罰に関する調査を年度末に行っている。調査の中に

は、暴言についても、体罰に含める扱いとなっている。調査は、保護者全員を対象に行っ
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ており、学校を通さずに教育委員会が直接回収し、場合によっては、各学校長を通して、

指導するシステムとなっている。 

 いじめの件数が増えていることについては、定義が変わったからといって、件数が増え

てよいものではないという発言は、全くその通りである。現在は、主観主義的といって、

いじめられたと訴える子がいれば、それはいじめとして扱うことになっている。天体観測

で例えると、かつては一等星だけを報告していたものが、現在は星の数を報告するような

状況である。これまで、学校では、いじめのゼロを目指していたが、現在では、いじめの

見逃しのゼロを目指して、より多くのいじめを見つけている。件数が増えてしまうことは

やむを得ないことであるが、件数が増えてよいものではないという認識は持っており、極

め細かく対応していきたい。 

 

○水谷委員 

 細かく認知することがよいのかは分からない部分もあるが、子どもたちは日常的に些細

なことも見られているのに対して、先生については、保護者に聞くのが年に１回であれば、

些細なことは回答しないと思うので、ギャップを感じる。ただし、アンケートのために行

うのは良くないので、実態をどう捉えるかを主に考えてもらいたい。 

 

（３）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第５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（１０月専決分） 

 

【報告】 

○吉野教育長 

11月 27日に開会する市議会 12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、10月専決分の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。 

 

○教育総務課長 

全体として、歳入については、合計で 3,200万円、歳出については、合計で 3,268万 1,000

円を補正予算要求額として計上している。これは、平成 29年 10月 22日の台風 21号によ

り発生した被害の復旧を図るために計上したものである。 

詳細として、はじめに、歳入について説明する。21款「市債」１項「市債」11目「災害

復旧債（教育）」１節「災害復旧債（教育）」において、大神スポーツ広場復旧修繕のた

め、社会教育施設災害復旧債として、3,200万円を計上するものである。 

次に、歳入について説明する。10款「教育費」３項「中学校費」１目「学校管理費」「中

学校施設管理事業」において、台風被害により江陽中学校の高架水槽のパネルが破損した

め、高架水槽修繕料として 68万 1,000円を計上するものである。 
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続いて、14款「災害復旧費」３項「文教施設災害復旧費」１目「社会教育施設災害復旧

費」「大神スポーツ広場災害復旧事業」において、台風被害により冠水した大神スポーツ

広場のグランドの復旧修繕を行うため、3,200万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６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 

11月 27日に開会する市議会 12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。 

 

○教育総務課長 

全体として、歳入については、補正予算の要求額が「０」となっており、歳入について

は補正予算の計上はない。歳出については、１項「小学校費」から６項「保健体育費」ま

で、合計 5,154万 7,000円減額の補正予算を計上している。 

歳出の詳細について説明する。まず、職員給与費については、通常、毎年度 12月市議会

において付議されており、４月の人事異動等による当初予算とのずれを修正するために教

育委員会所属職員の人件費について、各費目の所要額を補正予算にて計上するものである。 

具体的には、10款「教育費」１項「教育総務費」２目「事務局費」の職員給与費において、

２節「給料」３節の「職員手当等」及び４節「共済費」を合わせて 993万 3千円の減額。 

２項「小学校費」、１目「学校管理費」の職員給与費において、3,985万 3,000円の増額。

同じく、２項「小学校費」４目「学校給食費」の職員給与費において、1,486万 9,000円

の減額。３項「中学校費」１目「学校管理費」の職員給与費において、198万 6,000円の

増額。４項「幼稚園費」１目「幼稚園費」の職員給与費において、4,137万 3,000円の減

額。５項「社会教育費」１目「社会教育総務費」の職員給与費において、3,226万円 7,000

円の減額。６項「保健体育費」１目「保健体育総務費」の職員給与費において、231万 7,000

円増額。以上について、補正予算をそれぞれ計上している。 

続いて、職員給与費以外の補正予算については、２項「公民館費」「地区公民館管理運

営事業」において、四之宮公民館、金目公民館、城島公民館、松が丘公民館の４ケ所で空

調設備修繕を行うため、施設修繕料として 273万 9,000円を計上している。 

最後に、資料に記載はしていないが、「相模小学校移転整備事業（設計委託）」におい

て、プールを設置することに伴い、設計委託の継続費として、平成 27年度から平成 29年

度までで、総額 9,428万 4,000円を設定していたものを、平成 30年度において、1,493万
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1,000円を新たに計上し、平成 27年度から平成 30年度までの４年間で、支出総額を 1億

921万 5,000円としている。また、債務負担行為の補正として、建設予定地の新たな地質

調査が必要になったことから、相模小学校地質調査業務委託として、平成 29年度から平成

30年度までの期間で、1,610万円を限度額として設定している。 

 

【質疑】 

 な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

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 11月定例会は閉会する。 

 

（14時 30分閉会） 


