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平塚市教育委員会平成３０年２月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年２月 20日（火）14時 30分 

 

会議の場所 

平塚市役所本館 ３階 304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   西ヶ谷秀樹 

教育総務課課長代理   斗澤 正幸   教育総務課課長代理   鈴木 真吾 

教育総務課主管     渡邉千津子   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   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 

スポーツ課課長代理   五島 裕文   中央図書館長      宮川 康樹 

博物館長        澤村 泰彦   博物館館長代理     栗山 雄揮 

美術館副館長      平井  悟   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 30年２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 30年１月定例会の会議録の承認をお願いする。 
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（訂正等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

訂正等の意見が無いので、平成 30年１月定例会の会議録は承認されたものとする。 

 

【非公開審議の発議】 

○吉野教育長 

 審議に先立ち会議に諮る。今定例会に提出されている議案のうち、議案第 20号について

は、人事案件であり、公正かつ円滑な人事管理を確保するため、「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、非公開での審議を発議する。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。本件の審議を非公開とする

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、議案第 20号については、全ての案件の最後に非公開で審議する。 

 

１ 教育長報告 

（１）平成２９年度中学校文化部全国・関東大会等出場について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

中学校文化部において全国・関東大会等出場者を報告するものである。詳細については、

教育指導課から報告する。 

 

○教育指導課長 

浜岳中学校囲碁部が、平成 29 年７月９日に開催された「第 14 回文部科学大臣杯・小中

学校囲碁団体戦神奈川県予選」兼「第 22回神奈川県中学校囲碁選手権大会」において、３

勝１敗で第３位という成績を修めた。その結果、平成 29年７月 30日に開催された「第 14

回文部科学大臣杯・小中学校囲碁団体戦全国大会」に出場した。１次リーグで８チーム中、

２勝１敗で第２位という成績を修めたが、１位のみが本戦トーナメントに進むことができ

ることになっており、残念ながら本戦トーナメントに進むことはできなかった。 

次に、金旭中学校科学部が、11 月３日に平塚市立太洋中学校で行われた「第 18 回全国

中学生創造ものづくり教育フェア INかながわ」で、創造アイデアロボットコンテスト応用

部門に出場した。この競技は、生徒たち自身で規格に沿って作成したロボットによる対戦

型で、コート中央に設置されたゴールにアイテムを差し込む競技となっている。１チーム

は生徒２名から６名で構成し、競技に参加するのは、生徒４名であり、そのうち２名まで

を操縦者、２名までをアシスタントというルールがある。金旭中学校科学部は、最終的に
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優勝し、神奈川県教育委員会教育長賞を受賞した。その結果、12月３日に埼玉県春日部市

で開催された「第 18回全国中学生創造ものづくり教育フェア 関東甲信越地区大会埼玉県

大会」に出場し、予選リーグ１勝２敗で健闘しましたが、惜しくも予選敗退となった。 

次に、太洋中学校サイエンス部が、11 月３日に平塚市立太洋中学校で行われた「第 18

回全国中学生創造ものづくり教育フェア INかながわ」で、創造アイデアロボットコンテス

ト基礎部門に出場した。この競技は、生徒たち自身で規格に沿って作成した歩行型ロボッ

トで、決められたエリアまでアイテムを取りに行き、どれだけたくさんのアイテムを運ん

だかを競い合うものである。１チームは２名までとし、操縦者は１名となっている。太洋

中学校サイエンス部は、最終的に３位となり、神奈川県公立中学校教育研究会「技術・家

庭科研究部会」の会長賞を受賞した。その結果、12月３日に埼玉県春日部市で開催された

「第18回全国中学生創造ものづくり教育フェア 関東甲信越地区大会埼玉県大会」に出場、

決勝トーナメントまで進出し、最終的に基礎部門で第３位となった。 

今回紹介した生徒たちが参加した「平塚市中学校文化優秀賞表彰式」では、それぞれの

生徒が、それまで支えてくれた御家族や顧問の先生方、地域指導者への感謝を述べていた

こと、また、大会出場を通して、成長する姿を温かく学校が見守っていることが印象に残

った。 

 

【質疑】 

な し 

 

（２）第７２回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会の結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

２月 11日に開催された大会の結果について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 

「かながわ駅伝」競走大会は、秦野市カルチャーパークから県立相模湖公園まで、中学

生男子区間及び女子区間を含む、７区間 51.5 キロメートルで、県内各市町の代表 30 チー

ムが参加した。 

平塚市のメンバー編成は、社会人が２人、大学生が２人、高校生が男女１人ずつ、中学

生男子が１人の７人で挑んだ。第１区の中学生男子は、トップと 29 秒差の８位と好走し、

２区に襷を繋いだが、２区では各市町ともエースを投入しており、14位まで順位を落とし

てしまった。その後、３区から６区の選手まで、粘りの走りで襷を繋ぎ、最終区の７区で

は、９位で襷を受けたが、最終的には昨年の 11 位から１つ順位を落とす 12 位という結果

でゴールした。監督の目標とした８位以内には届かなかったが、昨年の 12月から練習会を

重ね、選手は全力を出し切った。 

大会は、総合の部で横須賀市が初優勝を飾り、準優勝は横浜市、３位は川崎市であった。

また、町村の部では愛川町が２年続けて優勝、２位は箱根町、３位は葉山町であった。 
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【質疑】 

な し 

  

（３）平成２９年平塚市スポーツ優秀選手の表彰について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

国際大会や全国レベルの大会において優秀な成績を収めた個人 12名及び１団体を、本市

スポーツ優秀選手及び団体として表彰したので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 

平塚市スポーツ優秀選手表彰規定に基づき、スポーツの競技会において優秀な成績を収

めた選手に対して、平塚市長が表彰するものである。国際大会で優勝、または準優勝及び

全国大会で優勝した高校生を除く個人、または団体を対象とするものとなっている。 

１月から 12月までの競技会を対象として、東海大学や神奈川大学、平塚市体育協会の各

種目の協会に照会をかけるとともに、広報ひらつかやスポーツ課のホームページに掲載し

て、周知をしている。 

個人では、国際大会で優勝の５名と準優勝の１名、全国大会で優勝の６名の計 12名を表

彰することになった。団体は、全国大会で優勝した東海大学柔道部１団体を表彰すること

になった。表彰は毎年、建国記念の日である２月 11日に実施しており、平塚市体育協会の

優秀選手表彰と併せて行った。 

なお、同日に公益財団法人平塚市まちづくり財団が、小・中・高校生を対象に、国際大

会出場や全国大会等で優秀な成績を収めた個人 20名、３団体について、優秀選手表彰を行

っている。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）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 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

２月22日に開会する市議会３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
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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 

 歳入については、合計で４億 1,641万 2,000円の増額を、歳出については、４億 3,767

万 6,000円の増額をそれぞれ補正予算として計上している。 

はじめに、歳入について詳細を説明する。13款「使用料及び手数料」１項「使用料」８

目「教育使用料」２節「幼稚園使用料」の現年度分の幼稚園の保育料において、公立幼稚

園の園児数が、当初予算要求時の見込より少なかったため、300万円を減額している。 

また、３節「社会教育使用料」において、春に開催した「リアルのゆくえ展」の美術館

観覧者数が当初の見込より上回ったため、美術館観覧料を 200万円増額し、一方で、美術

館施設使用料が当初の見込より下回ったため、50万円減額している。 

14款「国庫支出金」２項「国庫補助金」６目「教育費国庫補助金」３節「中学校費補助

金」では、中学校大規模改修事業において外壁改修等の改修工事に係る補助金を活用する

ため、8,421万 3,000円を増額するものである。 

 17款「寄附金」１項「寄附金」４目「教育費寄附金」３節「教育総務費寄附金」におい

て、教育振興のための指定寄附金があったことから５万円を計上している。 

18款「繰入金」１項「基金繰入金」２目「公共施設整備保全基金繰入金」において、中

学校の大規模改修事業の実施のため、5,291万 1,000円を増額するものである。 

20款「諸収入」６項「雑入」２目「雑入」９節「教育費雑入」においては、ツインシテ

ィ大神地区土地区画整理事業に伴い、大神公民館の設備の移設を行ったため、土地区画整

理事業移転補償金として 1,983万 8,000円を増額補正する。 

21款「市債」１項「市債」７目「教育債」１節「小学校債」においては、小学校の施設

管理事業の事業費確定見込により 400万円の減額、３節「中学校債」においては、中学校

の大規模改修に係る国の補助金の活用のため、２億 6,490万円を増額するものである。 

次に、歳出について説明する。10款「教育費」２項「小学校費」１目「学校管理費」「小

学校図書館図書充実事業」において、教育振興のための指定寄附金により学校図書館図書

購入費用として備品購入費に５万円を計上するものである。続いて、事業費確定見込によ

り、「小学校施設管理事業」において、市債の減額補正に伴う財源充当補正を行っている。 

３項「中学校費」３目「学校建設費」「中学校大規模改修事業」において、江陽中学校及

び山城中学校・校舎の改修工事を実施するため、消耗品費及び工事請負費合わせて４億3,762

万 6,000円を増額するものである。当費用は、平成 30年度に繰越し、工事を実施する予定

である。 

４項「幼稚園費」１目「幼稚園費」「幼稚園施設管理事業」、５項「社会教育費」２目「公

民館費」「地区公民館管理運営事業」、また、６目「美術館費」「魅力ある美術展覧会事業」

及び「アートギャラリー等施設利用促進事業」においては、それぞれ財源充当補正を行う。 

最後に、繰越明許費としては、「中学校大規模改修事業」の他に、「相模小学校移転整備

事業」において、今年度中の用地取得が難しいため、用地取得経費を全額繰越設定する。 

また、債務負担行為の補正として、「小学校施設管理事業」のプール塗装修繕について、

翌年度事業を早期に発注することにより、年度間の狭間の仕事量を確保する「ゼロ市債事

業」として追加している。 
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【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７号 平成 30年度平塚市一般会計（教育関係）当初予算について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

２月22日に開会する市議会３月定例会への平成30年度平塚市一般会計当初予算のうち、

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 

 本市における平成 30年度一般会計全体の総額は、810億円で、前年度当初予算と比較し

て、45億 5,000万円、率にして 5.3％の減額となっている。減額の主な要因としては、新

庁舎建設工事完了や、平成 29年度計上していた相模小学校の用地取得のための経費分が減

額となったためである。 

 教育費については、平成 30年度の当初予算は、66億 1,465万 6,000円で、平成 29年度

当初予算 83億 4,715万 3,000円と比較して、金額では 17億 3,249万 7,000円、率にして

約 20.8％の減額となっている。 

はじめに、歳入予算について説明する。13 款「使用料及び手数料」１項「使用料」８目

「教育使用料」のうち、２節「幼稚園使用料」は、市立幼稚園４園における保育料を計上

しており、２節を除いた１節「教育総務使用料」から４節「保健体育使用料」までは、各

種施設の使用料や観覧料を計上している。 

14款「国庫支出金」２項「国庫補助金」６目「教育費国庫補助金」１節「教育総務費補

助金」では、要保護及び特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者に対する扶助に伴う

ものや、防災・安全交付金として通学路安全確保のための道路環境整備に伴う国庫補助金

を計上している。 

なお、防災・安全交付金の歳出にかかる予算は、平成 30年度も、土木費の道路施設維持

管理事業で計上している。 

 ２節「小学校費補助金」及び３節「中学校費補助金」では、理科教材の整備に関する国

庫補助金を計上している。４節「幼稚園費補助金」では、私立幼稚園に就園している幼児

の保護者に対する就園奨励のための国庫補助金を計上している。５節「社会教育費補助金」

は、開発等に伴う埋蔵文化財の調査費に係る補助金である。 

 15款「県支出金」２項「県補助金」１目「総務費県補助金」１節「総務管理費補助金」

には、一括交付金として交付される市町村事業推進交付金から、市内遺跡発掘調査に関す

る補助金を計上している。７目「教育費県補助金」１節「幼稚園費補助金」には、子ども・
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子育て支援新制度への円滑な移行を図るための私立幼稚園に対する補助に関する県の補助

金を計上している。２節「社会教育費補助金」は、放課後等子どもの居場所づくり推進事

業費やひらつかパラスポーツフェスタに係る県補助金である。 

16款「財産収入」では、有償刊行物頒布収入を計上しており、17款「寄附金」１項「寄

附金」４目「教育費寄附金」１節「社会教育費寄附金」として、「博物館教育普及活動推進

のための指定寄附金」では、天体望遠鏡購入のための寄附を募るにあたり、クラウドファ

ンディングの手法を導入する。18款「繰入金」１項「基金繰入金」２目「公共施設整備保

全基金繰入金」は、市の公共施設の整備保全のための基金から、学校等の施設修繕に係る

経費を繰り入れるものである。４目「子ども・子育て基金繰入金」１節「子ども・子育て

基金繰入金」は、子ども・子育てに係る施策の充実及び安定を図るための基金から、引き

続き、高等学校等における修学支援や、児童・生徒の就学援助事業、通級指導教室整備事

業等に繰り入れるものである。 

20款「諸収入」６項「雑入」２目「雑入」１節「総務費雑入」では、美術館の「魅力あ

る美術展覧会事業」の委託料に充当するため、神奈川県市町村振興協会からの交付金を計

上している。９節「教育費雑入」では、各施設における自動販売機の設置に伴う電気使用

料や管理料、公衆電話料金やコピー代など様々な収入等について計上している。 

21款「市債」１項「市債」７目「教育債」１節「小学校債」では、相模小学校の設計委

託料や小学校受水槽改修工事に係る財源の一部を、２節「中学校債」では、中学校受水槽

改修工事に係る財源を一部計上し、また、３節「社会教育債」では、吉沢公民館建て替え

に係る財源を一部計上している。 

次に、歳出について説明する。10款「教育費」１項「教育総務費」１目「教育委員会費」

では、教育委員の報酬と各種負担金を計上している。２目「事務局費」「教育委員会事務局

庶務事業」では、事務局職員の健康診断の委託料等、教育委員会事務局の庶務的な費用に

ついての予算を計上している。 

３目「教育指導費」では、「子ども自立生活支援センター内分校運営事業」において、神

奈川県立子ども自立生活支援センター内にある、平塚市立金目小・中学校の分校を運営す

るための教材等の購入経費を計上している。「学務庶務事業」では、須賀新田地区から松原

小学校へ通学する児童のための通学バス運行の委託等を行う。また、相模小学校の移転に

係る通学区域再編成委員会の開催を予定している。 

「高等学校等修学支援事業」では、高校生等への支援事業として、勉学に意欲的で経済

的な支援が必要な生徒に対し修学支援金を支給する。平成 30 年度の新１年生についても、

募集人数を前年度に引き続き 85人とするが、県の実施する「高校生等奨学給付金」につい

ては併用を認め、この受給対象者は、その給付金分を差し引いた額を修学支援金として支

給することとしている。 

「教職員庶務事業」は、教員の長期病休など、教員不在の事態を解消するための非常勤

講師の雇用等を行う。 

「サン・サンスタッフ派遣事業」は、学習支援補助員及び学校司書の派遣を行う事業で

ある。学習支援補助員は、市内各小・中学校の中で、集団生活、学習活動に支障のある児

童・生徒への支援を行い、学校司書は、司書教諭や図書ボランティアとの連携を図りなが

ら、学校図書館の資料整理や子どもたちの読書活動への支援を行っていく。平成 30年度も
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引き続き、学習支援補助員 110人、学校司書 43人を、市内の小・中学校全校に継続して派

遣していく。 

「教職員福利厚生事業」は、平塚市立小・中学校に勤務する県費負担教職員の福利厚生

に関して計画を立案し、実施する。教職員の健康診断の実施や、心理的な負担の程度を把

握するための検査等、いわゆるストレスチェックを行い、実態を把握し職場の環境改善に

繋げていく。 

「生きる力を育む学校づくり推進事業」は、ふれあい教育や芸術鑑賞等により、幼･小･

中学校の創意工夫を生かした、特色ある教育活動の展開を図るための経費を計上している。 

「外国人英語指導者の学校訪問事業」では、幼児・児童・生徒の英語に対する興味・関

心を高め、外国の生活・文化に親しめるよう、外国人英語指導者が学校・幼稚園を訪問す

る。平成 30年度は、小学校の外国語活動が３・４年生に 15時間導入され、また、５・６

年生の時間数も、35時間から 50時間へと増える。さらに、平成 32年度には５・６年生は

教科化されることとなる。これらを踏まえ、平成 30年度は AETの人数を現行の９人から

11人へと増員し、外国語活動のさらなる充実を図っていく。 

「日本語指導協力者派遣事業」には、日本語の指導が必要な外国に繋がりのある児童･

生徒の日本語指導等を目的とした国際教室の経費を計上している。 

「地域に根ざした教育推進事業」では、地域の教育資源を生かした教育活動を展開する

ため、土沢中学校において神奈川大学の学生による学習支援ボランティア活動を引き続き

行っていく。 

「英語教育推進事業」では、小・中学校における英語教育の充実のため、小学校外国語

活動に関わる講師招聘による研修会・学習会等を実施するとともに、外国人英語指導者の

効果的な活用を支援する。また、中学生が英語に対する興味・関心を高め、コミュニケー

ション能力の基礎を養い、学習意欲を高めるため、実用英語技能検定の受験に要する経費

に対しての補助を行っていく。 

「教育指導事業」には、中学校体育大会や平素の学習成果を発表する文化的行事、また、

子どもたちの心に演劇の感動を届けるプロジェクト「こころの劇場」等、教育内容の向上

を図るための経費を計上している。 

「教育の情報化推進事業」は、情報の共有によるきめ細やかな指導の充実や、校務事務

の効率化を図るために必要な校務支援システム、及び教職員パソコンやプリンタ、サーバ

等を設置しているデータセンター等の経費である。 

なお、平成 30年度は、小・中学校全校の図書貸出用システムの入替を行う。また、小・

中学校 27校の特別支援学級用パソコンの入替も行う。 

４目「義務教育振興費」の「児童生徒就学援助事業」は、経済的理由により就学困難な

児童生徒の保護者に対して学用品、医療費、給食費等を援助し、義務教育への円滑な就学

を確保するための経費である。 

なお、対象となる準要保護児童・生徒については、認定基準は平成 29 年度と同一とし、

変更はない。また、中学校入学時に支給する入学準備金は、平成 29年度から小学校６年生

に前倒し支給を行っている。 

「特別支援教育就学奨励援助事業」は、特別支援学級に通学する児童・生徒の保護者に

対し、その負担能力の程度に応じ、学用品、給食費、校外活動費、通学費等を援助し、保



－9－ 

護者の経済的負担を軽減するための経費である。 

５目「教育研究所費」では、３事業あるが、いずれも教員の指導力向上を図るための研

究や研修等に要する経費である。 

６目「教育会館費｣の「教育会館管理運営事業」は、教職員及び教育関係団体等の研究、

研修の用に供する施設である教育会館の維持管理を行う。 

７目「子ども教育相談センター費」の「スクールカウンセラー派遣事業」は、不登校を

はじめ、児童・生徒の様々な問題を解決するため、本人や保護者のカウンセリングを行う

とともに、教職員を援助するスクールカウンセラー13名を各小・中学校に派遣するための

経費である。 

「教育相談事業」は、児童・生徒の様々な問題を解決するために、子ども教育相談セン

ターで行う教育相談と訪問相談に加え、発達障害の可能性のある児童・生徒に対して相談

員が各学校を巡回し、指導助言等を行うための経費である。 

「介助員派遣事業」は障がいのある子どもたちが学校（園）生活を円滑に送れるように、

学習活動や日常生活動作を支援する介助員と医療的ケアを必要とする子どもたちに看護師

資格を有した医療介助員を派遣する事業である。支援を必要とする子どもたちが増加して

いることから、平成 29年度当初よりも、介助員を 14名増員し、きめ細かな支援を行って

いく。また、医療介助員は１名増員し、４名で対応していく。 

「スクールソーシャルワーカー派遣事業」は、問題を抱えた児童・生徒の、問題行動等

の未然防止や早期解決に向けた対応を図るため、社会福祉に関する専門的な知識や技術を

有するスクールソーシャルワーカー、正規職員１名を含め嘱託職員２名と計３名体制で各

小・中学校に派遣するものである。 

「研修・研究推進事業」は、様々な教育課題をもつ児童・生徒にきめ細かな支援をする

ために、市立幼稚園・こども園・小中学校教員、及び子ども教育相談センター職員に対す

る研修会等の開催や、学校における教育相談支援体制を充実させるために相談支援チーム

を派遣するものである。また、発達に課題のある児童・生徒に対し小・中学校が連携した

適切な対応ができる体制づくりのために、引き続きスーパーバイザーを派遣し、ケース検

討会議を開催する。  

２項「小学校費」１目｢学校管理費｣「小学校運営事業」は、学校運営の最も基本となる

経費で、教育委員会で光熱水費等の学校運営経費の支払を行うほか、学校に予算の一部を

配当して、教材・校具などの充実を図っていく。 

「小学校学校図書館図書充実事業」、「小学校理科教材等充実事業」では、学校からの要

求額に応じて各校に予算を配当し、図書や理科教材を整備・充実していく。 

「小学校施設管理事業」では、施設の各種点検や建物・設備の改修、敷地内の整備を行

っていく。平成 30年度は、みずほ小学校を除く、小学校 27校の普通教室等へ空調設備を

設置するため、その賃借料を計上している。 

「小学校学校医等報酬事業」では、学校医及び薬剤師を委嘱し、児童の健康管理を行う。 

「小学校情報教育推進事業」は、小学校のパソコン教室の機器等の維持管理のための経

費である。 

なお、小学校費で説明した事業は、中学校費にも同様に予算を措置している事業がある。 

２目「教育振興費｣「通級指導教室整備事業」は、特別な教育的支援を必要とする児童に
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対して通級指導の充実を図るため、新たに市内西部地域に通級指導教室を整備するもので、

勝原小学校の余裕教室を改修する経費及び必要な教材等を購入する経費を計上している。 

「通級指導教室運営事業」は、特別な教育支援を必要とする児童・生徒に対して適切な

支援を行うため、予算を配当し通級指導教室で使用する教材・教具等の充実を図っていく。 

「小学校特別支援学級支援事業」は、小学校の特別支援学級の教育環境の充実を図るた

めの経費である。 

３目「学校建設費」「相模小学校移転整備事業」では、ツインシティ整備推進事業の進捗

を見据えながら、開校に向けて準備を進めていく。平成 30年度は、平成 27年度からの４

か年の継続事業による設計委託、及び学校用地の地質調査の費用を計上している。 

４目「学校給食費｣「学校給食管理事業」は、給食従事職員の検便検査費や食材の O-157、

残留農薬の他に放射性物質食材検査等、衛生管理の徹底や食材の安全・安心の確保に必要

な経費を中心に計上している。 

「単独調理場運営事業」及び「共同調理場運営事業」では、学校併設の単独調理場７場

と、外部委託による東部・北部共同調理場及び調理場の給食を受け入れる受配校 21校の運

営経費を計上している。 

なお、勝原小学校給食調理場については、平成30年度より外部委託を導入することから、

委託料を計上している。 

３項「中学校費」１目「学校管理費」「中学校運営事業」から「中学校理科教材等充実事

業」については、小学校費と同様の事業を予算計上している。 

「中学校施設管理事業」は、小学校費と同様に施設の各種点検や建物・設備の改修、敷

地内の整備等の経費です。平成 30年度は、春日野中学校、大野中学校の水槽改修工事を実

施する。 

「中学校昼食運営事業」は、中学校における昼食について、生徒が業者弁当を購入でき

る環境を整備するため、弁当注文、配布業務を委託するための経費である。 

「中学校情報教育推進事業」では、平成 30年度は、中学校のパソコン教室機器の入替と

併せて、タブレット端末を中学校全校に配備し、普通教室や特別教室で ICT機器を活用し

た授業の推進を図る。 

２目「教育振興費」「中学校特別支援学級支援事業」では、小学校費と同様に各学校に予

算を配当し、特別支援学級で使用する教材・教具などの充実を図る。 

なお、３項「中学校費」「学校建設費」については、平成 29年度の補正予算の報告にお

いて、説明したとおり、江陽中学校及び山城中学校の校舎大規模改修について、平成 30年

度に予算を繰り越し、工事を実施する。 

４項「幼稚園費」「幼稚園運営事業」と「幼稚園施設管理事業」には、公立幼稚園４園の

管理運営と施設整備経費を計上している。 

「幼稚園運営補助事業」は、幼児教育の充実のための補助事業であり、｢私立幼稚園就園

奨励費（補助金）｣は、国の幼稚園就園補助事業に基づいて、所得に応じた保育料の補助を

行い、私立幼稚園に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減するための経費として計上

している。また、国の待機児童解消のための「幼稚園長時間預かり保育支援事業」につい

ても計上している。 

５項「社会教育費」「無形文化財保存事業」では、民俗芸能まつりの開催、文楽人形伝承
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団体への支援や、指定重要無形文化財を保存するための経費を計上している。 

「地域教育力ネットワーク推進事業」では、子どもの自立と「生きる力」を育むため、

各中学校区地域教育力ネットワーク協議会を主体に、地域の特色を活かし、地域内の様々

な世代間のふれあい交流や、学校の授業で体験できない地域社会での体験事業などに取組

むための経費を計上している。 

「放課後等子どもの居場所づくり推進事業」では、放課後などに地域の支援を得て、学

び遊べる活動に取り組む「放課後子ども教室」や、土曜日の教育支援を実施するための経

費を計上している。 

「歴史的建造物保存・活用事業」は、旧横浜ゴム平塚製造所記念館の指定管理者管理運

営委託料、及び自主事業開催に係る経費などを計上している。 

「文化財保護事業」は、本市の貴重な文化財や文化遺産を後世に伝えるための、指定文

化財の保存・活用や埋蔵文化財の調査・整理を行う。平成 30年度は、旧東部福祉会館白寿

荘に移転する埋蔵文化財調査事務所金目分室の解体に関わる経費や、北金目神社本殿の修

理補助金などを計上している。 

２目「公民館費」「多様な学習推進事業」は、生涯学習活動を推進するため、児童から高

齢者まで、幅広い世代を対象とした講座などの開催経費を計上している。 

「中央公民館まつり開催事業」から、「地区公民館管理運営事業」までは、生涯学習活動

と地域活動の拠点としての公民館の各種事業実施にかかる経費や、安心して快適に公民館

を利用していただくための維持管理などの経費を計上している。なお、平成 30年度は、神

田公民館及び松が丘公民館の屋上防水及び外壁等修繕のほか、金目公民館駐車場用地買取

及び舗装整備の経費を計上している。 

「地区公民館整備事業」では、生涯学習活動及び地域活動を推進するため、吉沢公民館

建替に向けた設計委託や地質調査委託などの経費を計上している。設計委託については、

平成 30年度から 31年度の継続事業になる。 

３目「図書館費」「子ども読書活動推進事業」では、家庭・地域・学校等が連携協力し、

子ども読書活動を推進するために、各中学校区に設置されている協議会への支援や、読書

フォーラムの開催経費などを計上している。 

「ブックスタート事業」では、絵本を通じて赤ちゃんの時から豊かな心を育て、親子の

絆を深めるための事業や、そのフォローアップとして乳幼児向けの絵本を提供するための

図書購入費を計上している。 

「中央図書館業務事業」から、「南図書館運営事業」まででは、図書・雑誌などを充実さ

せるための経費や、読書活動に携わるボランティアの技術向上を目的とした各種講習会に

かかる経費などを計上している。また、平成 30年度は、スマートフォンへの対応やデジタ

ル化資料の公開等、利用者の利便性を高めるため、新図書館システムを導入する。 

４目「博物館費」「博物館特別展事業」は、特別展開催に伴う図録等の刊行、展示パネル

等の製作委託等に関する経費である。平成 30年度は、天文分野、考古分野、民俗分野の特

別展や博物館文化祭を開催する。 

「博物館教育普及活動推進事業」は、歴史・地質・天文等、６分野における教育普及事

業及びその基礎となる調査研究活動に伴う経費である。平成 30年度は、火星大接近に合わ

せ、高性能な天体望遠鏡を新規購入し、市民向け普及事業の充実を図る。なお、財源とし
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てクラウドファンディングの手法を導入する。 

５目「市史編さん費」「市史編さん事業」では、平成 29年度に印刷・発行した「平塚市

史・別編寺社（１）」の頒布を行う。また、引き続いて別編寺社（２）の編さん作業と執筆

資料の収集整理のための費用を計上している。 

６目「美術館費」「魅力ある美術展覧会事業」では、近代、現代の美術作品を鑑賞してい

ただくために、テーマを設定した企画展と、所蔵品を活用した特集展を開催するための経

費を計上しています。平成 30年度は、「深堀隆介(ふかほりりゅうすけ)展」、「小倉遊亀(お

ぐらゆき)展」等の展覧会を予定している。 

「美術教育の普及・体験事業」では、赤ちゃんから大人まで幅広い年齢層が参加・体験

できるワークショップや市内小学生を対象とした「対話による美術鑑賞」を実施するため

の経費を計上している。 

６項「保健体育費」１目「保健体育総務費」「保健体育庶務事業」では、各種スポーツ団

体や全国規模のスポーツ大会開催等の支援や、市内スポーツ情報ポータルサイトの運営、

リニューアルに係る経費を計上している。 

「サッカー文化の振興によるまちづくり事業」では、湘南ベルマーレと連携し、幼稚園、

保育園、小学校への巡回授業や、小・中学生トレーニングセンターへの指導者派遣等に係

る経費を計上している。 

「市民総合体育大会開催事業」から、「選手派遣事業」までは、スポーツ・レクリエーシ

ョンの振興のための経費である。市民総合体育大会や青少年等を対象とした各種スポーツ

大会、また新規事業として障がい者へのスポーツ機会の提供や、パラスポーツの普及・振

興のため行うひらつかパラスポーツフェスタの開催に係る経費などを計上している。 

「手話ダンスによる健康づくり事業」では、手話にダンスを取り入れたエンターテイメ

ントグループ HANDSIGNと連携し、小学校への巡回公演等に係る経費を計上している。 

２目「体育施設費」「スポーツ施設活用事業」及び「土沢スポーツ広場（パークゴルフ場

等）活用事業」では、学校夜間照明施設を含む市内各スポーツ施設の維持管理経費や、指

定管理運営委託に係る経費を計上している。 

 

【質疑】 

○荒井委員 

 「日本語指導協力者派遣事業」について、実際に日本語指導が必要である児童・生徒は

増えているのか。 

 

○教育指導課長 

平成 29年４月においては、小学生 103人、中学校 61人、対象者は合計 164人となって

いる。それぞれの児童・生徒の状況によって対応しているが、人数については、ほぼ横ば

いとなっている。 

 

○荒井委員 

実際の就学年においての対応ということでよいのか。 
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○教育指導課長 

 就学をさせる義務のある児童・生徒については、その通りである。 

 

○田中委員 

文部科学省主催の研究協議会に出席した際、来年度の事業や予算についての概要説明が

あり、新学習指導要領の円滑な実施、働き方改革について新たに予算化するということで

あった。英語専科指導教員や、中学校における生徒指導、部活動指導に必要な人員を配置

するということであるが、英語専科指導教員では全国で 1,000人ということであり、県に

換算すると 20人前後となるため、市ごとに配置されるか分からない状況である。そういっ

た状況下においても、確率が低いからという理由で諦めないで、手を挙げてもらいたいと

思う。専門教員の配置については、学校からの要望も強いのではないかと考えられるため、

具体的に必要な数を表すことで、国の予算化を裏付けることにもなるので、市の負担も増

えるところではあるが、積極的に要望していってもらいたい。 

質問として、「サン・サンスタッフ派遣事業」についての予算額が増額となった理由を確

認したい。また、「通級指導教室整備事業」において、新たに市の西部地域に整備する教室

では、どの程度の教員数及び児童数を見込んでいるのか。 

 

○教育総務課課長代理 

「サン・サンスタッフ派遣事業」の増額については、最低賃金が引き上げられたことに

よるためであり、就労時間が増えたということではない。 

 

○子ども教育相談センター所長 

「通級指導教室整備事業」について、現在、崇善小学校にある教室の対象児童のうち、

40人程度の移行を想定している。検討委員会を立ち上げ、具体的に決定したいと考えてい

る。また、新たに整備する勝原小学校においては、３部屋を整備する予定で、そのうち１

部屋に間仕切りを入れ、合計４つの教室を設置する予定である。 

 

○田中委員 

教員の確保が難しいと思うが、教員の資質や能力の向上という点については、どのよう

に考えているのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

これから人事異動ということになるが、今までは１カ所しかなく、崇善小学校で培って

きた部分を踏まえたうえで、教職員担当と配置について検討していきたい。 

また、崇善小学校にいる教員との研修等を通して、資質を高めることに努めていきたい。 

 

○水谷委員 

「職員給与費」について、事務局費では増額となっているが、小学校や幼稚園では減額

となっている。その理由があれば確認したい。 
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○教育総務課長 

事務局費については、増額となっている理由として、給与の昇給等が考えられる。人員

の数については大きな変動はない。 

 

○水谷委員 

小学校や幼稚園で減額となっている理由もあれば確認したい。 

 

○教育総務課長 

小学校及び中学校については、校務作業員における正規職員の配置状況によって、金額

に変動が生じるが、人員の数については、再任用職員及び嘱託員の配置により確保される。 

 

○水谷委員 

幼稚園の減額が大きいようであるが、他に理由はあるのか。 

 

○教育総務課長 

幼稚園の職員については、今年度において園長が１名退職する予定であるため、その分

の差として生じているのが要因として挙げられる。 

 

○田中委員 

図書館について、大和市には素晴らしい図書館が開設されたが、その図書館内に本を借

りた方が自由に本を消毒できる機械があった。平塚市の図書館では、同様のものが設置さ

れているのか。 

 

○中央図書館長 

本自体を消毒する機械は設置されている図書館はない。 

 

○田中委員 

平塚市でも設置してもらいたいと考えるが、こういった機械が話題になったということ

はないのか。 

 

○中央図書館長 

近隣市と話題になったこともあり、経費がかかることではあるが、要望をいただくこと

もあるので、導入に向けて検討していきたい。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（３）その他 

な し 
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４ 議案第２１号 平塚市指定重要文化財の指定について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市文化時保護委員会からの答申に基づき、平塚市指定重要文化財に指定するもので

ある。詳細は社会教育課課長代理が説明する。 

 

○社会教育課課長代理 

「把手付き片口鍋他真田・北金目遺跡群 18Ａ区（大久保遺跡）３号竪穴住居跡出土資料

一括」について、平塚市指定重要文化財として、文化財保護条例第３条に基づき提案する

ものである。平成 29年度の平塚市指定重要文化財の指定について、平成 29年 11月 30日

の第２回平塚市文化財保護委員会に諮問し、同日、「平塚市指定重要文化財の指定を適当と

認める」との答申を受けた。 

本遺物は、特定土地区画整理事業に伴い、平成７年～25年にかけて大規模な発掘調査が

実施された、真田・北金目遺跡群（真田・北金目地区）18Ａ区の３号竪穴住居跡から出土

したものである。 

なお、18Ａ区は、平塚市遺跡台帳では、遺跡№233・大久保遺跡にあたる。 

出土遺物は、土師器、須恵器、灰釉陶器、石製品、鉄製品（把手付き片口鍋等）、銭（長

年大宝）があり、出土した土器から、これらの遺物は９世紀末～10世紀前半頃の所産と考

えられるものである。 

このうち、把手付き片口鍋は、竪穴住居跡の北東コーナー付近の覆土中から出土したも

ので、径 20.5㎝、深さ 7.1㎝ほどで、長さ６㎝の中空の柄を持ち、口縁部は片口をなして

いる。 

把手付き片口鍋の類例は、宮城県多賀城跡、秋田県秋田城跡など、現在までのところ本

例を含めて全国的に４例が知られるのみである。また、近年茨城県古河市川戸台遺跡から

大量の鋳型が発掘され、これらの鍋に対する検討がなされるようになった。 

こうした検討から、出土例のうち２例が陸奥・出羽の古代城柵出土であることや大量鋳

造の事実から、把手付き片口鍋は、東北地方の蝦夷征夷事業に関わる兵士の携行用の鍋と

して供給された可能性が指摘されている。また、住居跡から出土した遺物の時期との関係

から、秋田城が焼き討ちされる等、古代史上大規模な反乱となった元慶の乱（878～879年）

に関連する遺物とする説も提示されている。 

以上のように、当該資料は、全国的にも貴重な遺物であるとともに、律令制のもとでの

古代平塚と蝦夷遠征に関わる貴重な資料であると考えられ、本市の重要文化財に指定する

のが望ましいものである。 

 

【質疑】 

○林委員 

 大きさについては、説明があったが、重さはどのくらいあるものなのか。 

 

 



－16－ 

○社会教育課課長代理 

錆びついて、破片になっていることもあるため、正確な重量は量っていないが、１㎏以

上はあるかと思われる。 

 

○林委員 

 秋田城が焼き討ちされた元慶の乱において、官軍の兵士に供給された可能性を考えると、 

蝦夷の討伐ルートに、大量の鋳型が発掘された茨城県古河市と平塚市が関わっているので

あれば、非常に興味深い古代史の一説が考えられると思い、確認をした。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

５ 議案第２２号 平塚市体育施設及び学校運動場夜間照明施設の設置及び管理等に関する 

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 

公共施設の相互利用に関する協定を締結することに伴い、必要な規定を整備するもので

ある。詳細はスポーツ課長が説明する。 

 

○スポーツ課長 

平成 25年９月１日に締結された、３市３町の「公共施設の相互利用に関する協定」が改

正されることに伴い、本市体育施設使用料の減額に関する規定を追加するほか、必要な規

定を整備するものである。 

平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町、中井町で組織している「３市３町広域行

政推進協議会」による広域行政推進の一環として、協定を結んで公共施設の相互利用を実

施しており、本市では、博物館、美術館を対象施設として運用しているが、今回新たに本

市のスポーツ施設を加えた協定を再締結するものである。 

これに伴い、平塚市以外の２市３町の住民が、本市の施設を利用する際、利用料金を平

塚市民と同額で利用できるようにするため、規則に減額に関する規定を追加する改正を行

うものでる。 

なお、この規則は平成 30年４月１日に施行し、平成 30年６月１日以後の利用に係る分

から適用を予定している。 

 

【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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６ その他 

な し 

 

【非公開審議】 

○吉野教育長 

 教育長が議案第 20号の審議に際し、傍聴者及び関係課以外の事務局職員の退室を発言し

た。 

 

３ 議案第２０号 平成３０年度平塚市立学校長等の人事異動の内申について 

 

【結果】 

教育長及び教育総務課教職員担当課長の提案説明の後、質疑はなく採決した結果、全員

異議なく原案どおり可決された。 

 

【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２月定例会は閉会する。 

 

（16時 00分閉会） 


