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平塚市教育委員会平成２９年１２月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 29年 12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 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   岩崎 慎一   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   中央図書館管理担当長  髙橋 章夫 

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 12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 11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 11月定例会の会議録は承認されたものとする。 
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【非公開の発議】 

○吉野教育長 

 審議に先立ち会議に諮る。今定例会に提出している教育長報告（４）については、個人

の情報に関わる案件であり、公正かつ円滑な会議の運営を確保するため、「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第 14条第７項及び第８項」及び「平塚市教育委員会会議規則第

15条第１項及び第２項」に基づき、非公開での報告を発議する。発議については、討論を

行わず可否を決することと規定されているため、直ちに採決を行う。本件を非公開とする

ことに異議はないか。 

 

（異議なし） 

 

○吉野教育長 

 全員異議がないので、教育長報告（４）については、他の案件が終了後に非公開とする。 

 

１ 教育長報告 

（１）平成２９年１２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 

11月 27日から開催された平塚市議会 12月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 

清風クラブの坂間正昭議員からの「まちづくりについて」のうち、「ツインシティ整備」

ということで、「相模小学校移転整備事業の進捗について」との質問に対し、今年度は、地

権者との面談や大神地区環境推進協議会での基本設計の説明、実施設計に向けてのワーク

ショップの開催、関係自治会への基本設計の回覧を行う等、地元関係者への周知、説明を

行ってきた。地権者とは、移転に向けた既存建物等の調査を 11月には全て終了したが、仮

換地先への移転の期間を考慮すると、今年度中の小学校の用地取得は厳しいものと捉えて

いる。今後も、地域の方々への丁寧な説明を重ねるとともに、建設工事に必要な実施設計

や、地質調査を着実に進めることで、早期開校を目指していくと答弁した。 

清風クラブの諸伏清児議員からの「諸課題」のうち、「公立幼稚園の見直しについて」と

いうことで、「廃園となる幼稚園の地域関係者などにどのように周知されているのか」との

質問に対し、答弁者は市長部局であったが、平成 29年１月から２月にかけて、関係５地区

の自治会連合会会長及び関係３地区の公民館長に対して、「平塚市公立園再編検討会」が取

りまとめた各園の方向性について、説明をした。その後、平成 29年３月から４月にかけて、

在園保護者に対しても、同様の説明をした。 

なお、平成 29年５月には、さくら幼稚園及び金目幼稚園の廃園に係る地域への周知方法

について、関係３地区の自治会連合会会長と協議を行い、本市ホームページや広報ひらつ

か等を通じ、両園の廃園時期について市民へお知らせをしたと答弁した。 



－3－ 

湘南フォーラムの出村光議員からの「教育長に問う」のうち、「トイレの洋式化」につい

て、「今年度までに、何校洋式化が終了したか」との質問に対し、学校には、複数棟の建物

があり、これら全てを合計すると、124 棟の建物があり、そのうち洋式化が終了している

建物は、36棟となっており、校舎、体育館両方において洋式化が終了した学校は、１校と

なっていると答弁した。 

次に、「全校洋式化が終了するには相当の年月が必要だが、どのように考えるか」、「特化

した予算編成、工事の実施の考えは」との質問に対し、平成 31年度までに、トイレの洋式

化率 50％を目標としている。これはトイレ空間全体の快適性向上に向け、大規模改修等に

合わせて行っている。また、これとは別に、肢体不自由の児童・生徒等の入学・進学の状

況に合わせた洋式化も対応している。 

現在の進捗状況では、全校終了するまでには、相当の時間を要することは承知しており、

教育施策には、多額の予算を必要とする様々な課題があり、これらを全体的な視点で検討

していかなければならないが、早期の実施が可能となるよう取り組んでいくと答弁した。 

公明ひらつかの伊東尚美議員からの「将来を見据えた放課後全児童対策」のうち、「小学

校の余裕教室への移設をさらに進めるための教育委員会との連携」との質問に対し、答弁

者は市長部局であったが、小学校の余裕教室への移設を進めるため、平成 28 年度に学校、

教育委員会、青少年課にて「余裕教室開放利用のガイドライン」の見直しを行い、平成 29

年３月に改訂をした。これにより、利用可能な余裕教室については「出入口、手洗い水飲

み場、トイレを一体で管理できること」、「セキュリティが確保できること」、「学校運営に

影響がないこと」の３要件を満たしている場合は、２階等への移設も可能とすることとし

た。これに基づき、教育委員会が作成する各校の推計児童数と、教室数の推移を参考に、

青少年課が各放課後児童クラブの利用児童数や施設の状況から総合的に判断して対象校の

選定を行い、教育委員会とともに学校と協議を進めているところであると答弁した。 

  

○教育指導担当部長 

湘南フォーラムの小泉春雄議員からの「教育長に問う」のうち、「学校における働き方改

革」について、「管理職も含めた全ての教職員の勤務時間の把握について教育委員会の考え

は」との質問に対し、今年度は、勤務時間に関する市教育委員会の全校調査と、県による

抽出調査を、自己申告方式で行っている。 

全教職員の勤務時間の通年的な把握は、大変重要であり、これにより個々の教職員の業

務量の平準化、また産業医による面談の必要性等を把握し、安全衛生の確保につながるも

のと考えている。今後は、本市で全教職員に校務支援システムの機能を使った運用等につ

いて検討していくと答弁した。 

次に、「業務改善方針等の策定や、給食費等の学校徴収金の公会計化について教育委員会

の考えは」との質問に対し、業務改善方針については、県や他市町の内容も参考にしなが

ら、労働安全衛生小委員会等の場で、今後検討を進めていく。本市では、検討組織を立ち

上げ、他市町の先進事例について研究するとともに、ガイドラインの内容を踏まえ、公会

計化に向けた取組を進めていくと答弁した。 

次に、「本市の教員の時間外勤務の小中学校別の実態と、国や県との比較は」との質問に

対し、本市では、労働安全衛生委員会による勤務実態調査を毎年実施しており、昨年 11月

の１週間を対象とした調査での数値を報告した。そのうえで、調査内容や時期が違うため、
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国、県との比較はできないが、本市の教員も、大変多くの時間外勤務を行っており、業務

改善を進めることは重要と認識していると答弁した。 

続いて、「平塚市立小学校音楽会」のうち、「平塚市立小学校音楽会の現状」、「保護者が

鑑賞できる会場・方法についての見解」との質問に対し、現在の小学校音楽会は、平成 27

年度から、中央公民館での開催となっており、座席数の関係で、発表を鑑賞したいという

保護者の願いを叶えることができていない現状がある。 

この音楽会は、「市内の各小学校児童が一堂に会して、友だちと協力してつくりあげてき

た音楽の学習成果を発表したり、他校の演奏を聴き合ったりする」という目的の下で開催

されており、子どもたちの音楽性を高めるためには、音響設備の整ったホールでの開催が

望ましいと考えている。各小学校では、SCN の放映があることを周知したり、音楽会前の

学校でのリハーサルに保護者を招いたりする等の取組をしていると答弁した。 

清風クラブの諸伏清児議員からの「教育行政」のうち、「全国学力・学習状況調査につい

て」、「全国学力・学習状況調査の本市での位置づけ」との質問に対し、本市においても、

この調査結果を児童・生徒の学力や、学習状況を客観的に把握する資料の一つと捉え、結

果を一人ひとりの指導に役立てるとともに、授業改善のための資料としていきたいと考え

ている。また、学校には、本市全体の結果分析を踏まえ、調査結果の多面的な分析と検証

を進め、それぞれの学校の課題に応じた取組を、今後の教育指導の中で実践していくよう

に働きかけていると答弁した 

次に、「本市における課題とこれまでの取組」との質問に対し、本市の教科ごとの調査結

果については、小学校の国語・算数、中学校の数学における記述式問題の正答率が５割未

満であるとともに、無解答率も全国をやや上回る等、課題があると分析している。５年連

続で本市小・中学校の平均正答率が、全国と県の平均を下回っている結果については、「プ

ラスマイナス５％以内は同程度である」との文部科学省の見解はあるものの、その向上に

向けた取組の必要性を、大いに認識している。本市の学校ごとの平均正答率は、分布の幅

が広く、全国平均よりやや下位に厚く分布している傾向があることから、これらを踏まえ

た対策も重要であり、各学校の学習状況や生活習慣等の実態に応じた支援を研究していき

たいと考えている。 

これまでの取組としては、授業づくり推進員公開授業や中学校計画訪問、ワンポイント

研修等、教員の授業力向上や、自主学習教室等、子どもたちの学習習慣の育成を図る事業

をはじめ、多くの施策を実施してきた。今後も、成果と課題を検証しながら、更なる充実

を図っていきたいと考えていると答弁した。 

湘南フォーラムの出村光議員からの「教育長に問う」のうち、「平塚市の学力向上策は」 

について、「教育委員会としてこの現状をどのように捉えるのか、学力向上の具体的な施策

は」との質問に対し、今年度の調査結果では、基礎的・基本的な知識・技能の一層の定着

が必要であること、自分の意見や考えを書くことに課題がみられた。また、本市小・中学

校の平均正答率が、全国と県の平均を下回っている結果については、「調査で測ることがで

きるのは学力の一部である」との文部科学省の見解はあるものの、その向上に向けた取組

の必要性を大いに認識しているところである。 

教育委員会としては、今後もわかる授業、魅力ある授業づくりを通して、学ぶ意欲の育

成を図るとともに、体験的な学習や問題解決的な学習を充実させ、豊かな感性と思考力、

判断力、表現力を身に付けた児童・生徒の育成に努めていくと答弁した。 
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次に、「各学校の学力向上策の『見える化』について見解を伺う」との質問に対し、各学

校の分析結果や今後の取組等について、市のホームページで公表するとともに、各学校で

は、学校教育計画やグランドデザインに学力向上の具体的方途を明記し、学校だよりや学

年通信、保護者会等で伝えている。また、学校評議員会や地域の会合等でも広く情報提供

を行い、保護者や地域の方々の理解や協力をいただくことで、学校・家庭・地域との連携

を図っていると答弁した。 

次に、「子どもたちが予習・復習などを家庭でできる環境作りについて見解を伺う」との

質問に対し、各小・中学校では、日頃から保護者との連絡ノートや三者面談等の折に、家

庭学習の大切さや家庭における時間の使い方、スマートフォンやゲーム機に関する約束事

をしっかりと確立するよう働きかけている。 

教育委員会としては、子どもたちにとって過重負担にならないよう配慮しながら、宿題

等を有効に活用した予習・復習の動機づけを図っていけるよう、学校に働きかけていくと

答弁した。 

次に、「義務教育の中で、英語検定３級程度の力をしっかりつけてもらいたいと考えるが、

見解を伺う」との質問に対し、これからの英語学習では、対話的な言語活動を重視した授

業や、ネイティブ・スピーカーとコミュニケーションを取り、英語に触れる機会が重要で

あることから、AETの訪問日数の拡充を図っていきたいと考えている。 

本市としては、まず、中学１・２年生を対象に、英語検定４級の受験に対して、奨励金

を交付することで、英語に対する興味・関心を高め、中学２年生までに多くの生徒が４級

を取得することで、さらに中学３年生での３級の取得に向け、意欲をもって取り組んでほ

しいと考えている。 

清風クラブの野崎審也議員からの「市民の声から」のうち、「中学校の昼食時間について」、

「中学１年生は子どもの実態に応じて、昼食時間を延ばす検討ができないか」との質問に

対し、各学校では、限られた時間の中に様々な教育活動を割り振り、日課表を編成してい

る。現在、市内の中学校の昼食時間は、多くの学校で 15 分間となっており、その後に 15

～20分間の昼休みが設定されていることから、引き続き食事をすることができるようにな

っている。教育委員会としても、小学校から中学校への円滑な接続は、大変重要であるこ

とから、昼食時間について、適切な時間配分がなされるよう、各学校に働きかけていくと

答弁した。 

公明ひらつかの小笠原 千惠美議員からの「学習環境と学力向上について」、「『平成２９

年度全国学力・学習状況調査』から」ということで、「数値に表せるもの、表せないものの

分析の結果について」との質問に対し、数値については、今年度の調査結果では、小学校

の国語・算数の平均正答率は 63.2％、全国との差は△3.3％。中学校の国語・数学の平均

正答率は 64.6％、全国との差は△2.5％であった。 

数値で表せないものについては、基礎的・基本的な知識・技能の一層の定着が必要であ

ること、自分の意見や考えを書くこと等に課題が見られた。また、テレビやビデオ、スマ

ートフォンの使用等に費やす時間が多い児童・生徒の割合が、全国と比較して高く、基本

的生活習慣にも課題があると考えていると答弁した。 

次に、「PDCA をどのように回し学力向上への取組をしたのか。学力向上に向けたビジョ

ンと具体的な考えについて」との質問に対し、本市では、教育委員会の基本方針である「学

習意欲や考える力を含む確かな学力の向上」をビジョンの柱とし、授業改善と個に応じた



－6－ 

指導の充実を図っている。分析結果や今後の取組等については、校長会等において、周知・

確認するとともに、各学校でも自校の結果について、分析・考察を行っている。 

各学校では、これらの分析結果を踏まえた授業実践を行うとともに、授業研究会での反

省や、学校評価等に基づく授業改善を進め、児童・生徒一人ひとりが充実感・達成感を感

じられるような魅力ある授業づくりに取り組んでいると答弁した。 

次に、「保護者・地域の方々への取り組むべき課題の周知と、その環境作りについての見

解」との質問に対し、平塚市及び各学校の分析結果等は、市のホームページで公表するだ

けでなく、各学校では、学校教育計画やグランドデザインに、学力向上に向けた具体的方

途を明記し、学校だよりや学年通信、保護者会等で伝えている。また、学校評議員会や地

域の会合等でも広く情報提供を行い、学校・家庭・地域との連携を図っていると答弁した。 

次に、「児童・生徒は、調査結果に対してどのような捉え方をしているか」との質問に対

し、児童・生徒の調査結果に対する捉えについて、教育委員会としての把握はしていない。

各学校においては、児童・生徒一人ひとりの頑張った点や、課題を把握したうえで、担任

が個人票を渡す際に、アドバイスを添えながら、励みとなる視点での振り返りを行ってい

る。さらに、その後の授業やテスト等でも、児童・生徒の成果や課題を見取り、指導を積

み重ねていると答弁した。 

次に、「学力向上対策先進地との交流により、授業改善や学ぶ意欲の向上に結び付けてい

く考えについての見解」との質問に対し、これまでも、秋田県秋田市における授業改善の

方法や学校支援の在り方、埼玉県八潮市からは、小中連携による９年間を見通した学力向

上の取組を学び、平塚市の実践に生かしてきた。今後も、全国学力学習状況調査の分析結

果から見えている本市の課題を解決していくため、施策を進めていくと答弁した。 

続いて、「学習環境へのアプローチ」のうち、「家庭学習の充実のためのアプローチにつ

いて」との質問に対し、教育委員会では、夏休みに「自主学習教室」を開催し、子どもた

ちの学習意欲の向上等を図るとともに、各学校では、教育相談や保護者会、三者面談等の

機会に、家庭学習の働きかけを行っている。今後は、先進する県の実践を参考に、本市に

おける家庭学習の充実に向けた研究を進めていくと答弁した。 

次に、「子どもの教育には、家庭の経済状況も影響すると言われているが、本市の状況に

対してどのような対応を講じてきたのか」との質問に対し、各小・中学校では、夏休み期

間に、誰でも参加できるサマースクールを開催したり、中学校では、定期テスト前や放課

後に学習会を開催したりする等、子どもたちに学ぶ場を提供している。 

なお、経済状況に応じた学習の支援としては、生活保護世帯等の中学生を対象とした学

習サポート事業を行っている。また、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生

徒の保護者に対しては、就学援助制度により、学用品費や給食費等、必要な費用の一部を

援助し、所得の格差が学力の格差に繋がらないよう努めていると答弁した。 

次に、「家庭学習について、保護者と情報をどのように共有し具体的な取組をしているか」

との質問に対し、日頃から保護者へのお便りや連絡ノート、教育相談等の折に、家庭学習

の大切さを伝え、学習の進め方についても確認や助言をしている。この他に、例えば、小

学校では、音読を保護者に聞いてもらう宿題や、計算問題の宿題の採点を保護者にしてい

ただく等、担任と保護者が子どもの学習に関する情報を共有する工夫等も行われていると

答弁した。 

無所属の府川勝議員からの「中学校教員の部活動指導について」のうち、「勤務時間内に
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仕事が終わるような環境を整備すべきではないか」との質問に対し、部活動の活動時間は、

現状では季節や時期によって、始業前や放課後の教員の勤務時間外にも設定されており、

部活動指導が教員の長時間労働の一因となっている面がある。教育委員会としては、今後

スポーツ庁から示される「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を踏まえ

たうえで、本市のガイドラインを作成し、望ましい部活動の在り方について、検討を進め

ていきたいと考えていると答弁した。 

次に、「『指導に必要な知識や技術がない』という教員が、顧問にならざるを得ない状況

があるのではないか」との質問に対し、競技や指導経験がない教員が、部活動の顧問を担

当することがあり、大会時に審判や役員を務めなければならないことや、生徒・保護者か

ら指導への大きな期待が寄せられる等、身体的にも精神的にも負担となる場合がある。教

育委員会では、「平塚市中学校部活動地域指導者派遣事業」を実施し、希望する学校に専門

的な指導ができる地域指導者を派遣することで、これらの教員の負担軽減を図っていると

答弁した。 

次に、「顧問を担当していない教員には何か理由はあるのか」との質問に対し、部活動は、

教育課程外の活動ではあるが、学習指導要領では「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」と示されていることから、原則として全教員を部活動

顧問に充てている。基本的には、１つの部活動を複数の教員で担当しているが、学校によ

っては、顧問の負担を平準化することから、特定の部活動を担当せず、引率や大会役員等、

必要に応じて教員を配して運営しているため、顧問が１人という場合があると答弁した。 

次に、「地域で担える部活動は地域で担うようにすべき」、「現在の地域指導者が派遣され

ている 14 種目を選んだ理由」、「14 種目以外の種目を採用する可能性」、「各学校にバラン

スよく地域指導者を配置すべき」との質問に対し、地域指導者は、心身ともに健全な中学

生を育成するうえで、より効果的に部活動を展開するため、学校からの要請に応じて、教

育委員会が専門的な資質を有する者を、指導協力者として派遣している。部員数や顧問の

競技経験、指導経験等、学校からの要請に応じて派遣しているため、学校や種目によって

派遣人数が異なっている。現在、運動部、文化部合わせて 14種目に延べ 108人を派遣して

いるが、14種目以外についても、今後、学校から要請があれば派遣していく。 

なお、学校の規模により設置される部活動の数や部員数が異なること、顧問が十分に指

導できる種目については、学校からの派遣要請がないこと等により、学校ごとの派遣数に

違いがあると答弁した。 

次に、「地域指導者はどのような基準で選定されているのか」との質問に対し、部活動に

関して専門的知識及び技能を有し、中学生に対して適切な指導技術を有し、学校教育を理

解し、学校の教育方針に協力できる成人としているが、大学生の場合には 18歳からとして

いると答弁した。 

次に、「スポーツ団体に照会がない理由」との質問に対し、地域指導者は、学校長からの

要請に基づいた派遣としているが、適任者がどうしても見つからない場合には、教育委員

会から平塚市体育協会等に照会をさせていただき、適任者を地域指導者として派遣してい

る。今年度は、全ての地域指導者が、学校長から推薦された方のため、平塚市体育協会へ

の照会は行っていないと答弁した。 
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○社会教育部長 

清風クラブの諸伏清児議員からの「教育行政」のうち、「芸術文化について」、「本市にお

ける伝統芸能についての取組」との質問に対し、無形文化財である郷土芸能の継承と後継

者の育成を図るため、公演の場の提供、演技指導者の派遣、補助金等の支援を行っている。  

今年度は、「湘南ひらつか七夕まつり」の郷土芸能披露で、高浜高校文楽部が、また、「第

41回民俗芸能まつり」では、前鳥座・湘南座などが、それぞれ出演した。演技指導者の派

遣では、前鳥座が市内の小・中学生を対象に「芸術文化子ども体験事業」で、人形遣いを

指導している。また、保存支援のために、毎年「文楽人形伝承団体補助金」等を提供して

いると答弁した。 

次に、「芸術文化子ども体験事業での、今年度の取組と成果、課題」との質問に対し、「芸

術文化子ども体験事業」は、芸術文化に対する関心や理解を深め、豊かな人間性を育むこ

とを目的に、平塚市文化連盟加盟団体等の協力により、生け花、茶道等の伝統芸術や文化

を、子どもたちに体験してもらう事業となっている。今年度は中原と大住の２つの中学校

区及びみずほ小学校で新たに実施する等、昨年度よりも多くの教室が開催される予定であ

る。参加した子どもたちからは、「普段なかなか学べないような体験ができて、とても楽し

かった。また、やってみたい。」等の感想が多く寄せられており、今後も地域や学校への働

きかけを継続し、事業内容の充実や開催地区の拡大を図っ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「将来を見据えた放課後全児童対策」のうち、「放課

後児童クラブと放課後子ども教室の一体型または連携について、現在の取組状況とこれか

らの取り組み方、方針」との質問に対し、答弁者は市長部局であったが、本市においては、

現在「やわた子ども村」と「港放課後子ども教室」を放課後児童クラブと一体型の放課後

子ども教室として学校施設内に設置している。組織の確立や牽引する指導者の確保が必要

となる。今後も、地域や学校、また庁内関係各課とも連携を図り、さらに事業拡大に向け

検討を進めていくと答弁した。 

次に、「地域の人材を活かし、地域の特性を考慮した放課後子どもの居場所づくりを展開

すべきと考えるが見解を」との質問に対し、子どもの居場所づくりについては、八幡地区

と港地区での「放課後子ども教室事業」や、横内地区での「土曜日の教育体制等構築事業」

がある他、岡崎地区での福祉村を中心とした子どもの学習支援、吉沢地区での大学生らに

よる学習支援等、地域の方々に実施していただいている。今後も、地域の力による子ども

の居場所づくりを目指したいと考えていると答弁した。 

次に、「全ての児童が放課後等に多様な体験、活動ができる全児童対策プラン策定への見

解を」との質問に対し、国による放課後子ども総合プランでは、家庭に代わる生活の場と

して実施されている「放課後児童健全育成事業」と、全児童を対象として学習や体験、交

流活動を行う「放課後子ども教室事業」の両事業を一体的に整備することとしている。本

市においては、全児童対策プラン策定には至っていないが、「子ども・子育て支援事業計画」

に掲げたとおり、放課後児童クラブの充実を図るとともに、放課後子ども教室との連携し

た取組を進めていくと答弁した。 

清風クラブの佐藤貴子議員からの「平塚市美術館について」のうち、「大型商業施設の開

設による来館者の変化」との質問に対し、美術館では、企画展や特集展のポスター・チラ

シ等を、近隣の大型商業施設や企業等に送付し、掲示・配布等による展覧会の PRに努めて

おり、ここ数年の観覧者数は、年間 10万人を超えている。 
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来館者の変化については、市内・外から多くの方々に来館していただいているので、近

隣の大型商業施設と美術館を回遊する方だけの把握は、難しいものと捉えているが、来館

するきっかけ等についても、調査項目に加え、来館者の傾向を把握し、引き続き PRに力を

入れ、大型商業施設からの来館者の増加へとつなげていくと答弁した。 

次に、「開館時間の延長」との質問に対し、美術館では、夏の展覧会は、子どもたちの夏

休み期間に合わせて、通常より１時間の開館延長を実施しており、この時間帯に観覧され

た方は、平成 28年度は合計 943人、この期間の観覧者数の約２％、平成 29年度は合計 617

人、同じく観覧者数の約４％となっている。開館延長については、受付・監視業務委託費

の増加等、費用対効果を踏まえながら、様々な面から検証を進めていくと答弁した。 

次に、「地域に根ざした役割と今後の事業運営」との質問に対し、美術館は、市民の美術

に関する知識の向上を図り、市民の芸術文化振興に寄与するために設置され、地域の文化

の拠点としても優れた美術文化を幅広く紹介する役割がある。特に、美術鑑賞を通し、子

育て支援として、親子で参加できる赤ちゃんアート等の人気のあるワークショップや、地

域に根ざした取組として、保育園児を対象とした美術鑑賞ツアーや、小学生を対象とした

対話による美術鑑賞教育などの充実を図っていく。地域社会に期待される役割を担うため

には、企画展などの魅力ある展覧会に加え、地域と密着したワークショップの充実、美術

教育の普及体験活動の推進にも力を入れ、市民の方々が訪れやすい環境を整えていきたい

と考えていると答弁した。 

次に、「施設の維持管理の現状と今後の対応」との質問に対し、電気、空調などの設備に

ついて保守点検や修繕を実施しているが、開館後 26年が経過し、建築や設備とも経年劣化

が進行している。現在は、美術館の長寿命化を図っていくために、劣化診断調査等の委託

において、劣化状況や不具合箇所などの詳細な調査を実施しており、今後は、この調査報

告を踏まえ、関係各課と調整し、平塚市公共施設等総合管理計画等に基づき、建物や設備

機器の改修や修繕の取組内容を具体化していくと答弁した。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 働き方改革について、校務支援システムの機能を使った運用とはどのようなことか伺い

たい。 

 また、小学校音楽会については、今年はどの学校も素晴らしい発表であったと思う。今

までの歴史の積み上げや、音楽担当教諭の研修成果によって、学校間の差がないことが感

じられた。たしかに、会場で保護者の方々にも感動を味わっていただきたいとの感想は持

ったが、座席数を考えるとやむを得ないことであり、その中でも２部制にして、子どもた

ちに発表や鑑賞の機会を与えていることに対して、担当されている方々に感謝をしたいと

思う。 

 

○教育研究所長 

 現在運用している校務支援システムに、出勤・退勤の管理についての機能を加えること

である。これについては、システムの操作により行うものと、ICカードを利用して行うも

のがあり、今後において、このような機能をどのように取り込むことができるかを検討し

ていくということである。 
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○林委員 

 まず、学校教育の分野では、全国学力・学習状況調査の結果に関連することで、授業を

やっていて「分かる授業」というのが、受ける側にとっては一番魅力的な授業であること

から、宿題を有効に使って、教育内容を浸透させていくのは良い方法であると思う。 

 また、結果として、全国平均と比較して、「プラスマイナス５％以内は同程度である」と

のことであるが、自分の意見や考えを書くことに課題が見られたことや、スマートフォン

の使用時間が多いことについては、親が仕事によって家庭で宿題を見てあげられる時間が

少なくなっていることが原因として考えられる。教育内容が増えている現状はあるが、一

番最小限で良いので、子どもと一緒に話す時間を作り、学校教育に繋げていくようなこと

ができれば、「分かる授業」の推進に向けて、平塚市の教育が良い方向へ進んでいくのでは

ないかと思った。 

 社会教育の分野では、美術館について、大型商業施設とは位置的に少し離れた場所にあ

るので、関連付けた効果的な周知のプログラムというのは、難しい部分であると思う。今

でも、大型商業施設において、平塚市の案内をしているようであるが、あまり目立っては

いないと感じる。市外からの来館者については、大型商業施設経由での来館者を増やすこ

と、また、市民の来館者については、企画展を充実させることという基本的な考えは承知

しているが、より良い効果的な周知のプログラムを検討しているようであれば伺いたい。 

 

○美術館副館長 

 美術館では、年間 50件程ワークショップを開催しているが、大型商業施設内でも民間の

ワークショップが開催されている。そこで、大型商業施設１階に設置されている平塚市全

体の案内ブースにおいて、企画展の PRをすることや、中央図書館、博物館と３館コラボ事

業を実施し、来館者の増加を試みている。 

引き続き、大型商業施設では、企画展や催し物の案内を重点的に行っていきたいと考え

ており、来館者の傾向に注視しながら、今後の増加へつなげていきたい。 

 

（２）平成３０年度平塚市立幼稚園募集結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年度平塚市立幼稚園における園児の募集状況について、入園予定者数などの概要

を報告するものである。詳細は教育総務課長から報告する。 

 

○教育総務課長 

10月 16日から入園願書の配布を行い、11月１日に入園願書の受付を行った結果である。 

今年度の募集から、「入園希望者が５人未満の場合は募集を停止すること」としたが、該

当する園はなかった。全園の欠員分については、現在も引き続き、追加募集を行っている。 

12 月４日現在、４園で 95 人の募集定員に対し、31 人の入園を予定しており、募集定員

に対しての比率は約 33％に留まっている。また、支援を要する園児の枠として、４人の入

園を予定しているので、合計で 35人が現時点での平成 30年度の入園予定者となっている。 

なお、「追加応募」として、ひばり幼稚園に１人なっているが、これは支援を要する園児
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であり、入園予定者数（支援枠）の数に含まれている。また、さくら幼稚園と金目幼稚園

については、平成 31年度で廃園となることから、今年度が最後の園児募集となる。 

参考に、平成 29年度の募集結果は、４園で 95人の募集定員に対し、最終的に 56人で比

率にして約 59％であった。 

 

【質疑】 

○田中委員 

支援枠については、これまで２名となっていたが、ひばり幼稚園で３名となっているの

は理由があるのか。 

 

○教育総務課長 

支援枠については、体験保育等を踏まえて、入園における決定の可否をしたが、相談の

段階から７名程度の入園希望者がいた。そういった状況から、柔軟な対応として３名の入

園ということで進めている。 

 

○田中委員 

 その考え方には賛成であるが、従来は介助員の配置から、２名というのは厳しく扱われ

てきたと思う。公立幼稚園として、支援枠を受け入れるという姿勢を持ったうえで、以前

からこういった対応があればと感じた。 

 

○教育総務課長 

柔軟な対応にあたっては、子ども教育相談センターとも調整を行い、介助員の増員の可

能性や、他の市立幼稚園における廃園の動向を考慮したうえで、このような判断をした。 

 

○林委員 

 各家庭の働き方が変動し、競争率が下がることや、廃園となることは致し方ないことで

はあると思うが、支援枠の充実であったり、幼稚園の存在理由というものを打ち出してい

くことはあるのか。 

 

○学校教育部長 

 現在では、今後の公立幼稚園としての存在意義を議論して醸し出したものはない。経過

として、公立保育園を合わせた、公立園全体として効率的な運営を図るため、再編の計画

を定め、今に至っている。 

 さくら幼稚園、金目幼稚園については、廃園が決定しているが、土屋幼稚園については

吉沢保育園と統合し、認定こども園となった段階で廃園ということになっている。ひばり

幼稚園は、平成 32年度までに今後の方向性について、検討を深めてあり方を決めていくこ

とになる。 

このような状況から、公立園の立ち位置をどのようにしていくのかの議論はしておらず、

公立園全体をみて、限られた予算を効率的に配分して運営していくことの議論に留まって

いるのが現状である。 
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○林委員 

 どうしても長い時間預かってもらえる希望が強い傾向であると思うが、もし、幼稚園が

残るのであれば、その存在理由があればという希望的観測を持ったので確認した。 

 

（３）平成２９年度平塚市中学校体育連盟主催大会の結果等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

今年度開催された中体連主催大会の結果及び反省、スポーツ優秀賞の受賞校・受賞者の

報告をするものである。詳細については、教育指導課長から報告する。 

 

○教育指導課長 

11 月 14 日に中学校体育連盟の運営協議会において、今年度の事業報告がなされた。今

後、12月から年明け１月にかけて、県大会までつながる協会共催の大会が、バスケットボ

ール・サッカー・バドミントン・卓球・柔道であるが、中学校体育連盟主催の大会は終了

したので、事業報告に基づき、本年度の報告をする。 

まず、「平塚市中学校総合体育大会」ついて報告する。今年度は七夕まつり開催期間の前

後、７月１日・２日、15日・16日の４日間を中心に開催された。例年、この時期は台風の

発生等もあり、天候判断に悩まされるが、本年度は、大会期間中の天候に恵まれ、予定通

りに大会を運営することができた。天候が良かったため、例年のとおり熱中症の心配がさ

れたが、各会場評議員の校長先生をはじめ、役員の先生方の的確な対応、種目協会や東海

大学の学生の協力もあり、大きな事故もなく、無事に大会を終えることができた。 

なお、水泳競技は８月３日、陸上競技は９月３日、駅伝競走は 10 月 14 日と別日程の開

催となった。 

「成績一覧」として、上位入賞校、個人種目の上位入賞者の他に、競技種目のうち、柔

道部男子・女子、水泳部男子・女子は、市内に部活動の設置されている学校が２校、新体

操は１校となっており、個人種目についても、２名もしくは１名のみ参加した種目がある。 

「反省」として、運営面では、熱中症対策として、積極的に水分補給を促すことや、公

共の体育館で試合を行う際には、エアコンを利用する等の配慮をした。今後も熱中症対策

については、継続的に呼び掛けていく必要があると感じている。また、種目協会や東海大

学等へ審判派遣の依頼を行い、顧問教諭の負担軽減とともに、大会運営がスムーズに行う

ため、今後も継続していく必要があると考えている。 

課題としては、さらに円滑な運営ということで、バスケットボールでは審判不足、バレ

ーボールでは会場準備、ソフトテニスでは天候判断を伴う対応ということが挙げられてい

る。また、近年の課題となっている、応援に来場する保護者のマナーについては、今年度

は特に大きな課題としてはなかったが、今後も各学校顧問を通じマナー向上について、引

き続き呼び掛けていきたい。 

「けが・事故」については、救急搬送はサッカー、陸上競技であったが、重症化とはな

らなかった。また、打撲や骨折、熱中症等の症状が見られる生徒もいたが、養護教諭を中

心に、適切な判断や対応をしてもらった。 

「その他」については、主に来年度への課題・要望であるが、ゴミの問題や会場施設の
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未施錠といった運営上の課題の他に、救護員の配置等の要望が挙がっている。 

なお、ソフトテニス会場の本部であった庭球場管理棟のエアコン故障については、今年

度において、担当課の予算で修理されたことから、熱中症対策の面で大変安心ができたと

の報告があった。また、養護教諭から出されている冊子にあった、AED の設置場所が同会

場にも拘らず、標記が異なっていたことについては、引き続き、資料作成時の確認をしっ

かり行うよう心掛けていきたい。 

次に、「平塚市中学校体育大会新人戦」について報告する。「成績一覧」として、新人戦

は平塚市中学校体育連盟の規定により、一日のみの開催で実施することになっていること

から、時間の関係上、バスケットボール、野球、サッカーについては、ブロックでの優勝

ということになる。今年度においては、当日が雨天、また、予備日も雨天であったため、

ソフトテニス、野球、サッカーについては中止となった。 

「反省」として、運営面では、バスケットボールにおいて、男・女のチームを１人の顧

問で技術指導している学校や審判割りの関係で、公共の体育館１箇所での開催希望が出さ

れている。バドミントンでは、試合数が多いことから、公共体育館での開催希望が出てい

るが、運営方法の改善を含めて反省が挙げられている。 

「けが・事故」、及び「その他」について、「けが・事故」では、骨折、捻挫、熱中症と

なった生徒が数名発生した。秋の開催においても、熱中症が発生しているので、引き続き

注意喚起していきたい。 

次に、各専門部の「反省」では、「来年度への要望」として、繰り返しになるが、審判の

確保、スムーズな運営のできる会場確保、屋内の種目については空調についての要望が挙

げられている。 

次に、全国・関東大会出場者一覧、今年度の平塚市中学校体育連盟スポーツ優秀賞受賞

者について報告する。11 月 21 日に教育会館において、文化優秀賞とともに表彰式を行っ

た。スポーツ優秀賞は、中学校体育連盟の表彰規定により、「全国大会出場」、「関東大会８

位以内」、「県大会３位以内」、「市総合体育大会において個人で同一種目３年連続優勝者」、

「団体で同一種目５年連続優勝した学校」が対象となっている。また、スポーツ優秀賞に

は届かなかったが、関東大会出場、県大会８位入賞を対象として、顕著な活躍をした学校、

個人を成績優秀者として、表彰を行った。 

最後に、大会の延べ参加者数について報告する。こちらは部員数ではなく、10人の部員

が３日間、大会に参加したら 30人という扱いとなっている。 

報告は以上となるが、文化の部については、現在、教育指導課から各学校に最終確認を

しているため、改めて報告する予定である。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 多くの種目で審判について、人員不足や技術面の課題が、反省事項として挙がっていた

と思う。ソフトテニスにおいて、生徒が審判とあるのは、これは中学生が審判員となって

いたのか。また、中学生が審判を行うことが他の競技でもあるのか、確認したい。 

 

○教育指導課長 

 ソフトテニスについては、生徒が審判を行い運営されている。公式戦の審判ということ
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で、各専門部も大会までに審判講習会等を実施して、技術を高めるような取組をしている

が、生徒が行うため、全て正確に判断できているかというと、難しい場合もあるのではな

いかと思う。また、他の競技としては、バドミントン、卓球、バレーボール等においても、

生徒が審判を行っている。 

 

（５）その他 

な し 

 

２ その他 

な し 

 

【非公開案件】 

○吉野教育長 

 教育長が教育長報告（４）の報告に際し、傍聴者及び関係課以外の事務局職員の退室を

発言した。 

 

１ 教育長報告 

（４）いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態への対処方針の決定について 

 

【報告】 

教育長及び教育指導課長が報告を行い、質疑について確認した後、終了した。 

 

【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 12月定例会は閉会する。 

（15時 11分閉会） 


