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平塚市教育委員会平成３０年３月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年３月 29日（木）14時 

 

会議の場所 

平塚市役所本館 ７階 720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 

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 

博物館館長代理     栗山 雄揮   博物館市史編さん担当長 熊澤 正郎 

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 30年３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２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 

訂正等の意見が無いので、平成 30年２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、教育長報告（２）及

び議案第 34号については、個人に関する案件であり、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、教育長報告（２）及び議案第 34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３０年３月市議会定例会代表質問及び総括質問概要について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

２月 22日から３月 23日まで開催された平成 30年３月市議会定例会における代表質問及

び総括質問の第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。詳細については、学校教育部長、教育指導担当部長から報告する。 

 

○学校教育部長 

公明ひらつかの鈴木晴男議員からの「教育長に問う」のうち、「相模小学校移転について」

における「今後の整備をどのように行うのか」との質問に対し、今年度において、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、平塚市まちづくり条例に基づく開発事業計

画板の設置及び近隣住民等への説明会を行う等、地元関係者への周知、説明を行ってきた。

しかしながら、土地区画整理事業の進捗状況から、今年度中の小学校用地取得は見込めな

いため、用地取得費の繰越を承認いただいたところである。今後も、建築基準法による申

請手続きを着実に進めることで計画の推進を図り、相模小学校の早期開校を目指していく

と答弁した。 

次に、「学区の見直しと、増加する児童数をどのように捉えているのか」との質問に対し、

学区の見直しについては、今後「平塚市立小学校及び中学校通学区域再編成委員会」を設

置し、協議していく。また、児童数については、平成 26年４月に策定した「相模小学校移
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転基本計画」では、移転後、田村地区は全て神田小学校学区に編入すると仮定しており、

相模小学校の規模は、１学年 50人、２クラス、全児童約 300人と想定している。現在、進

めている建築設計では、児童数は最大 470人、学級数は特別支援学級３クラスを含め 15ク

ラスを想定しており、この他にも教室に転用可能な多目的教室３部屋を設け、状況に応じ

て柔軟に対応できることとしていると答弁した。 

次に、「27 小学校との差別化や新たな視点での運営の考え方」との質問に対し、新たな

相模小学校では、校舎をコの字型とし、中庭を設け地域に開かれた配置計画としている。

また、校舎の内部では、温もりがあり集中力を高める効果がある、内装木質化を図ること

としている。さらに、西側の通りを挟んだ大神公民館との親和性を高め、イベントの開催

時には、中庭を介して特別教室等の学校施設を利用することを想定し、地域の方々も使い

やすい平面計画としていると答弁した。 

次に、「現相模小学校の跡地利用について」との質問に対し、移転後の相模小学校跡地に

ついては、現時点では全くの未定となっているが、一般的には更地とし、売却することが

考えられると答弁した。 

日本共産党平塚市議会議員団の渡辺敏光議員からの「平成 30年度施政方針から」のうち、

「平塚市行財政改革計画」における「単独調理場の民間委託化のメリット、費用対効果等」

との質問に対し、経費の削減が図られることに加え、食物アレルギー対応のノウハウを得

られるとともに、委託により職員の労務管理に係る業務が減り、食に対する指導業務に専

念できること等が挙げられると答弁した。 

公明ひらつかの小笠原千惠美議員からの「生命を守る防災対策について」のうち、「避難

所としての学校」における「避難所生活の環境整備」について、「トイレをどのように整備

していくべきか」、「学校施設トイレの洋式化・バリアフリー化の進捗状況、改修予定につ

いて」との質問に対し、学校のトイレ整備については、災害時に避難所として利用される

ことを考慮しながら、洋式化・バリアフリー化の改修を進めている。全校のトイレの洋式

化を終了するまでには、相当の時間と多額の予算が必要となるが、今後は大規模改修事業

以外にもトイレの環境改善の補助金を活用するなどして、トイレ整備に特化した事業の取

組を研究していくと答弁した。 

次に、「避難所である学校の Wi-Fi環境の整備について」との質問に対し、小・中学校の

電話回線を契約している電気通信事業者からの提案により、平成 25年に、電波状況が整わ

なかった２校を除く、小・中学校 41校に公衆無線 LAN、いわゆる Wi-Fi環境を整備してい

る。 

なお、通常時の Wi-Fi の利用は、当該事業者のユーザーに限定されているが、災害発生

時には、その制限は解除され、避難者等が情報収集等に活用できるものと捉えていると答

弁した。 

平塚自民クラブの金子修一議員からの「平塚市教育について」のうち、「相模小学校移転

整備事業の遅延理由」との質問に対しては、公明ひらつかの鈴木晴男議員と同様の答弁を

した。 

日本共産党平塚市議会議員団の松本敏子議員からの「子どもの貧困に本気で取り組むに

は」のうち、「学校における支援」における「生活保護基準引き下げに対する就学援助制度

の考え」との質問に対し、本市では今年度から引き下げ後の生活保護基準を用いて就学援
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助の認定審査を行っている。引き下げ後の生活保護基準を使用することにより、審査が厳

しくなり対象から漏れてしまうケースが予測されたことから、認定基準を緩和し、極力影

響が少なくなるよう努めた。今後、国や近隣市町の動向を注視しながら、真に援助を必要

とする方のためになるよう、就学援助制度を運用していくと答弁した。 

次に、「就学援助制度における小学校入学前の入学準備金支給の方向性」との質問に対し、

本市では、今年度から中学校入学前に入学準備金を支給する取組を開始した。中学校入学

前の入学準備金の支給については、支給対象者が既に就学援助の認定を受けている準要保

護世帯の小学６年生と明確であるが、小学校入学前に入学準備金を支給するためには、新

たに支給申請を受け、支給対象となるか審査することが必要となる。今後は、次年度実施

に向け進めていきたいと考えていると答弁した。 

次に、「中学校昼食検討委員会での今年度の検討内容と今後のスケジュール」との質問に

対し、中学校昼食検討委員会は、中学校昼食のあり方について検討するため、平成 29年５

月に設置され、今年度は５回開催している。検討内容については、近隣市町や PFI 方式に

より建設された調理場のある関東近郊市への視察を行うとともに、本市の中学校昼食の現

状と課題の整理、自校式をはじめとする給食の各方式の比較、今月実施する市民アンケー

トの内容の検討等を行った。今後のスケジュールでは、先進市の視察を含め、数回の会議

を経て、今年夏には検討委員会としての意見をとりまとめ、教育委員会に報告する予定で

あると答弁した。 

清風クラブの須藤量久議員からの「シティプロモーションの推進」のうち、「平塚の魅力

発信」における「囲碁のまちひらつか」について、「学校や地域での児童・生徒を対象とし

た囲碁普及の取組」との質問に対し、これまで教育委員会では、平成 21年度から、囲碁文

化の普及・振興等を目的とした平塚市小・中学校交流囲碁大会を、平塚市まちづくり財団

や湘南ひらつか囲碁文化振興事業実行委員会の協力のもと、毎年開催してきた。しかし、

近年、参加校数や参加者の減少あるいは固定化が進んでおり、大会の開催目的を達成する

ことが難しくなってきていることから、平成 30年度については、囲碁文化の普及・振興事

業のあり方を大幅に見直す必要があると考えていると答弁した。 

清風クラブの黒部栄三議員からの「金目地区の人口増対応について」のうち、「みずほ小

学校の今後の児童数推移の見通し」との質問に対し、みずほ小学校の児童数は、平成 20年

度以降、毎年増加しており、平成 23 年度から平成 27 年度までの間は、毎年 20 人から 30

人ほど、平成 28 年度は 58 人、平成 29 年度は 54 人、それぞれ前年度から増加している。

平成 30年 4月の児童数は、平成 29年度から 62人増加となり、現時点で 546人の見込とな

っている。今後も同程度の増加が数年続くのではないかと思われるが、その後、減少に転

ずるものと考えられると答弁した。 

 

○教育指導担当部長 

公明ひらつかの鈴木晴男議員からの「教育長に問う」のうち、「奏プランを基本とした教

育環境の整備」における「学力向上について、評価しがたい結果となっている要素の分析

と対策をどのように行ってきたのか」との質問に対し、平成 29年度の全国学力・学習状況

調査では、本市の教科ごとの調査結果は、全国の平均正答率をやや下回っており、平日及

び休日における学校以外での勉強時間が１時間未満という児童・生徒の割合は、全国に比
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べて高い傾向となっている。 

このことから、本市においても PDCAに基づいて実態を分析した結果、基礎・基本の定着

に課題がみられたことから、これまで行ってきた教員の指導力向上や授業改善とともに、

家庭学習の習慣化を図るため、夏休みに「自主学習教室」を開催した。この事業では、小

学生が自分で学習計画を立て、わからないところは学習支援員に聞くことで、学習意欲の

向上につなげることができた。今後は、この成果を踏まえ、夏休みだけでなく、年間を通

して子どもたちに学習意欲を持続させられるよう、新たな事業を進めていくと答弁した。 

次に、「奏プランの事業で、家庭や保護者を対象にした取組が見当たらない理由と、家庭

学習の広がりが顕著に確認することができない認識と対応について」との質問に対し、奏

プランでは、重点項目１の基本方針１－１に掲げる家庭教育学級において、家庭における

親子での学びの大切さを伝えるとともに、日本語指導協力者派遣事業では、外国につなが

りのある児童・生徒の保護者に対し、学校での面談における通訳や通知表の翻訳を行う等

の事業も行っている。各学校では、全国学力・学習状況調査結果の分析と共に、「ご家庭で

取り組んでいただきたいこと」をホームページや学校だより等で具体的に伝えることで家

庭学習を促している。家庭学習の時間が全国平均よりも短いという実態については、大き

な課題であると認識している。このことから、平成 30年度から新たに始める学力向上の事

業では、子どもたちへの直接的な指導・支援により、家庭学習の広がりを図っていくと答

弁した。 

次に、「学校現場の過重労働の実態と部活動顧問の環境改善をどのように検討しているか」

との質問に対し、平均の退勤時刻を時間帯ごとに小学校、中学校における調査結果と合わ

せて、この間持ち帰り仕事をした教員は、小学校で 19.4％、中学校で 9.3％となっている

と報告し、中学校で部活動を超過勤務の事由としてあげている教員は、12.7％いることか

ら、本市の教員も大変多忙でゆとりのない中で教育活動を行っているものと認識している。 

部活動顧問の環境改善については、現在、中学校部活動研究推進協議会において検討を

進めており、教員・生徒及び保護者を対象とした「部活動の実態把握に関する調査」を実

施しているところである。 

今後、調査の結果や国から示される「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、中学校部活動研究推進協議会にて本市のガイドラインを作成し、部活動顧

問の環境改善を進めていくと答弁した。 

次に、「プログラミング教育の具体的推進」における「小学校 18 校のタブレット配備と

配備台数について」との質問に対し、今年度は、小学校 10校にタブレット型端末を 520台

導入した。残りの小学校 18校は、今後９校ずつ２グループに分けて、概算で 1,000台程度

の導入を目指している。各校の配備台数については、本年度同様に１校 40台をベースにし

ながら、学校規模によって増台する方向で配備していくと答弁した。 

次に、「教育課程上の課題や指導力向上について、平塚市に合う形をどのように具体的に

決めていくのかについて」との質問に対し、プログラミング教育の課題については、平成

30年度に教育研究所において「プログラミング教育研究部会」を立ち上げ、教育活動のど

の場面で行っていくか、どういった手法で行うか等の研究を進めていく。また、教員の指

導力向上については、研修会にプログラミング教育の内容を盛り込む予定である。これら

の実践研究や学校からの意見等をもとに、平塚市の学校の実態に合うプログラミング教育



－6－ 

について具体化していくと答弁した。 

次に、「官民連携という視点も含めた教師と ICT支援員の関わりについて」との質問に対

し、専門性を生かした授業等を行える教育系支援員の必要性は認識しており、今後、教材

開発支援や教育指導支援等を行う民間の人材確保について、先進的な取組を参考にしなが

ら、教員の負担軽減や本市の児童・生徒の実態を踏まえた研究を進めていくと答弁した。 

次に、「プログラミング教育に関する平塚市全体の連携について」との質問に対し、プロ

グラミング教育については、今後これら地域での取組に関する内容を、情報教育担当者会

等で共有するとともに、民間が行うイベント等の周知等も行いながら、地域や民間等と連

携した実践に向け、研究を進めていくと答弁した。 

平塚自民クラブの臼井照人議員からの「市長に問う」のうち、「平塚市総合計画～ひらつ

か NEXT～平成 30 年度版実施計画」における「通級指導教室の今後の拡充計画について」

との質問に対し、まずは、平成 31年度に西部地域に開設し、対象児童数や教育的ニーズな

ど状況を見ながら、その後の拡充等について検討していくと答弁した。 

平塚自民クラブの金子修一議員からの「平塚市教育について」のうち、「教職員市外視察

の考え方」との質問に対し、教職員の市外視察については、各学校が主体的に学校研究の

発表会や各教育研究会等が主催する研究発表大会等に参加し、教員個々の力量を高めたり、

学校の教育力向上に役立てたりしている。平成 28年度は 20件の視察が行われ、小学校 22

人、中学校 14人の教職員が、大学の付属小・中学校をはじめとする研究校を訪問し、先進

的な授業実践や研究について学び、自校での実践に生かしている。このように教職員が、

先進校等を視察し、教育課程の実践や方法を研究することは、教職員の資質向上、また、

本市における教育活動の充実のためにも有意義なことであると考えていると答弁した。 

清風クラブの黒部栄三議員からの「子ども自立生活支援センター『きらり』について」

のうち、「現状と課題」における「設置されて１年の現状と課題」との質問に対し、県によ

ると、概ね 90％くらいの利用率で、開設から順調な運営状態である。また、地元との交流

が大切と考え、自治会の会合やイベントへの参加、会報誌「きらり通信」の刊行、昨年 11

月に行った「プレきらり祭」への招待、施設児童への紙芝居や本の読み聞かせ等のボラン

ティアの受入れ等、着実に歩みを進めている。金目小・中学校五領ヶ台分校については、

今年度の４月当初は、在籍者数が小学校５人、中学校２人で開校したが、現在は、小学校

12 人、中学校５人となっており、平成 30 年度はさらに増加が見込まれている。教員は小

学校が３人、中学校は９人が県から配置されているが、学校生活の基盤自体が形成されて

いない子どもたちの教育的ニーズは多岐にわたっており、特に、小学校の教員の負担は大

きいものとなっている。また、心身の健康管理や学校保健を担当する養護教諭が配置され

ておらず、さらに、様々な事務を取扱う事務職員も勤務時間に制限のある非常勤職員とな

っており、分校の教職員配置は改善の必要があると考えている。引き続き、子どもたちの

実態に合った、適正な教職員配置を県教育委員会に要望していくと答弁した。 

次に、「中学校部活動について」のうち、「現在の中学校部活動に対する認識」との質問

に対し、部活動については、スポーツや文化、科学等に親しみ、学習意欲の向上や責任感、

連帯感の育成等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであると認識している。

また、中学校教育において果たしている意義や役割は、大変大きいものと考えていると答

弁した。 
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次に、「働き方改革の視点で見た部活動の課題」との質問に対し、部活動の活動時間は、

平日は部活動の指導を終えた後に、授業の準備や学級事務等を行うため、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と考えている。また、休日には練習だけでな

く、大会や練習試合が行われることが多く、教員の休養日が確保できない現状もあること

から、子育てや介護等をしながらの部活動指導は、大きな負担になるものと認識している

と答弁した。 

次に、「部活動休養日設定に対する本市の見解」との質問に対し、今年度から、中学校部

活動研究推進協議会において、現在、教員・生徒及び保護者を対象とした「部活動の実態

把握に関する調査」を実施している。今後、調査の結果や国から示される「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、中学校部活動研究推進協議会にて本市

のガイドラインを作成し、適切な休養日が設定されるよう、部活動の環境改善を進めてい

くと答弁した。 

次に、「オーバーユース対策への見解」との質問に対し、各運動部顧問が専門的知見を有

する保健体育科教員や養護教諭等と連携し、心と体の状態に関する正しい知識を得たうえ

で指導が行える内容を、本市のガイドラインにも示していく。また、スポーツドクターと

の連携やスポーツトレーナー等、民間事業者の活用についても研究を進めていくと答弁し

た。 

次に、「外部指導者の現状と課題」との質問に対し、地域指導者は、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運動部及び文化部顧問の指導協力者として

派遣している。中学生に対して適切な指導ができる地域指導者の協力は、指導内容の充実、

教員の負担軽減につながっている。課題としては、学校で地域指導者の適任者が見つから

ない場合、速やかに派遣できないことや、部活動が学校教育活動の一環であることを十分

理解していただいたうえで、指導方針を定めていただく必要があること等が挙げられると

答弁した。 

次に、「部活動顧問が付いていかなくても対外試合を可能にすることについての見解」と

の質問に対し、文部科学省が「部活動指導員」を学校職員に位置付けたことで、「部活動指

導員」であれば、引率も職務として可能になる。しかし、本市の地域指導者を部活動指導

員として、すぐに任用することは、様々な条件整備が必要となることや予算面等で難しい

と考えている。部活動顧問が付いていかなくても対外試合を可能にすることについては、

今後、大会を運営する中学校体育連盟とも協議しながら研究を進めていくと答弁した。 

続いて、「諸課題」のうち、「学校司書の充実について」における「現在の本市学校司書

の現状と課題」との質問に対し、本市では平成 24年度から市内小中学校全校に学校司書を

配置しており、早期から学校図書館の充実に力を入れてきた。今年度は年間 91日、１日５

時間の勤務の中で、図書館資料の収集や整理、子どもや教員への資料提供、授業への協力

等を行っている。こうしたことで、各学校では多くの子どもたちが読書に関心を持つとと

もに、授業で図書館を利用する機会が増える等の成果があがっている。一方で、学校図書

館に配備された図書システムに関する技能の向上や、司書としての新しい知識を獲得する

ための研修時間の確保が課題として挙げられる。今後、学校司書と司書教諭や図書ボラン

ティアの方々との連携も深めることで、子どもたちの学習や読書活動をさらに充実してい

くと答弁した。 
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【質疑】 

○水谷委員 

 学校現場の過重労働の実態等について、中学校で部活動を超過勤務の事由として挙げて

いる教員が 12.7％いるのは、これは多いということなのか、少ないということなのか、捉

え方として確認したい。 

 また、同様に、教職員市外視察の考え方について、平成 28年度は 20件の視察が行われ、

小学校 22人、中学校 14人の教職員が参加しているということだが、これも多いというこ

となのか、少ないということなのか、捉え方として確認したい。 

 

○教職員担当課長 

 学校現場の過重労働の実態等について、調査における質問の仕方が、超過勤務の要因を

いくつか例示したものに対して、複数回答する形式であったことが影響していると考えら

れる。また、調査を行った 11月から 12月時期において、部活動の繁忙期であったかを含

め、捉え方の検証が必要であると思っている。 

 

○教育研究所長 

 教職員市外視察の考え方については、議会での質問の趣旨として、他の現場に視察に行

き、直接見てくることは非常に大切なことであるので、その機会を増やしてほしいとのこ

とであった。しかしながら、各学校において、その機会を増やすことにより、旅費の負担

が多くなるという実情がある。このことに対処する方法として、教育研究所の学校研究委

託事業等を用いることを実績と合わせて答弁した。 

 一般的には、件数や参加者数は多くはないという捉え方にはなるが、こういった予算を

用いる方法があるということを示したことになる。 

 

（３）平成２９年度事業報告（研修会等）について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年度に開催した各種研修会・研究会の業務報告をするものである。詳細について

は、子ども教育相談センター所長から報告する。 

 

○子ども教育相談センター所長 

平成29年度に開催した子ども教育相談センター主催研修及び研究会が終了したことに伴

い、報告するものである。教育相談・支援教育研修会を６回、学校訪問事例研究会４校、

教育相談コーディネーター担当者会４回、特別支援教育研修会７回、特別支援学級訪問研

究会として、市内全体を６ブロックに分け、それぞれ３回計 18回、通級指導教室訪問研究

会４回を開催した。 

 

【質疑】 

な し 
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（４）平成２９年度就学相談・指導のまとめについて 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年度の平塚市教育支援委員会の審査結果について報告するものである。詳細につ

いては、子ども教育相談センター所長が報告する。 

 

○子ども教育相談センター所長 

 平成29年度の平塚市教育支援委員会の審査が終了したことに伴い、報告するものである。

新入学予定幼児、在籍児童・生徒、合計 124名の審査を行い、そのうち、通常指導１名、

特別支援学級の知的障害学級 42名、自閉症・情緒障害学級 61名、肢体不自由学級１名、

病弱・身体虚弱学級３名、難聴学級２名の計 110名、特別支援学校の視覚障害教育部門２

名、聴覚障害教育部門１名、知的障害教育部門８名、肢体不自由教育部門３名、計 14 名、

という結果であった。また、言語障害、難聴、発達障害のための通級指導教室については、

通級の必要ありが 37名、必要なしが１名となっている。 

 

【質疑】 

○田中委員 

今年度から巡回指導員による相談ということに力を入れてきたかと思うが、効果として

数値で表れていることはあるのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

 巡回相談については、就学前に相談をしていたケースについて、就学後に全小学校を巡

回し、約 200人の状況を確認したが、それに留まらず、巡回をする中でさらに約 200人の

確認を行ったため、合計で約 400人の状況を確認した。その中で、カンファレンスをした

結果、支援級に移った児童もいる可能性がある。 

いずれにしろ、審査結果は昨年度よりも増えており、支援級に在籍する児童・生徒も増

えているのが現状である。 

 

（５）第１９回博物館文化祭の開催結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

２月４日から 18日まで開催された結果を報告するものである。詳細については、博物館

館長代理から報告する。 

 

 

○博物館館長代理 

「博物館文化祭」は、博物館の年間会員制行事や、博物館をベースに活動する研究グル

ープがその成果を、参加者自身が発表する場として、また、参加者同士の交流、あるいは
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興味の拡大や、新たなメンバー勧誘の場として開催され、19回目を迎えた。今年度は２月

４日から 18日まで開催し、開館日数では 14日間であった。 

博物館の年間会員制行事は、博物館が主催する行事である。色々なテーマで学芸員と参

加者が一緒になって調査研究活動を実践するもので、ワーキンググループと呼んでいる。

毎年３月に広報ひらつかやホームページ等で参加者を募集している。 

今年度の文化祭には平塚学講座の受講生を含めて、12グループが参加した。実行委員会

は終了後の反省会を含めて５回開催し、運営を行った。展示には 11グループが参加し、特

別展示室でこの１年の成果を発表した。 

活動報告会では５グループが発表し、70名の方が熱心に耳を傾けた。以前は自身が関係

する発表以外は退席する傾向があったが、近年では他のワーキンググループの発表の際に

も、熱心に聴講される姿が多くなり、博物館文化祭の趣旨が浸透してきたと感じている。 

なお、実演は２グループが３つのテーマで行った。開催期間中の入館者数は、2,034 人

ということで、ここ数年の入館者数と比較すると少ない結果となったが、天候による影響

も考えられる。 

 

【質疑】 

な し 

 

（６）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第９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 

３月23日に閉会した市議会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

めに基づき報告するものである。詳細については、教育総務課長が説明する。 

 

○教育総務課長 

 10款「教育費」５項「社会教育費」５目「市史編さん費」１「市史編さん事業」におい

て、「平塚市史 13上」の刊行のため、印刷製本契約を締結し、校正作業を進めているが、

執筆者の死亡に伴う大幅な修正・加筆等により作業が遅れ、３月末日までに事業が終了し

ない見込みであることから、印刷製本費 538万 2,000円の繰越しの設定をする。 

 

【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。 

 

（２）その他 

な し 

 

３ 議案第２３号 平成３０年度平塚市教育の方針について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 30年度平塚市教育の方針を定めるものである。詳細は教育総務課課長代理が説明す

る。 

 

○教育総務課課長代理 

 本冊子は、平塚市教育振興基本計画である奏プラン後期実施計画をもとに、平成 29年度

教育委員会各部の基本方針や目標等をまとめたものとなっている。 

冊子は大きく２部で構成しており、第１部については、教育委員会各部の基本方針や目

標について、第２部については、教育委員会点検・評価の結果や社会情勢の変化等を踏ま

え見直したものも含め、奏プラン平成 30年度版の各構成事業の事業概要について記載して

いる。 

各内容について、要点の説明をする。平成 28年度に総合教育会議における議論を経て、

本市の教育大綱が策定された。この教育大綱は、平塚市総合計画を受け本市の教育、学術

及び文化の振興に関する方向性を定めるものであり、また、教育大綱の方向性を具現化す

るものが、平塚市教育振興計画である奏プランであると捉えていることから、冒頭に関係

性を分かりやすくイメージ図として掲載した。 

次に、第１部「平成 30年度平塚市教育委員会の基本方針」として、はじめに学校教育部

については、平塚市教育大綱基本方針との整合性を図りつつ、その方向性を「豊かな人間

性を育む学びの推進と、子どもの育ちを支援する環境の充実」とし、基本方針を受けた５

つの目標を設定した。 

続いて、社会教育部については、基本方針は学校教育部と同様、教育大綱との整合性を

図りつつ、その方向性を「市民が主体的に学習する機会の提供及び支援と、生涯学習活動

及び地域活動の拠点機能の充実」とし、基本目標を受けた５つの目標を設定した。 

次に、第２部「奏プラン平成 30年度版構成事業」について、（３）として平成 30年度版

の構成事業の見直しについて記載をしている。本年度は、名称変更する４事業、組織改正

により担当課が変更となる９事業、新規追加の２事業、全体で 107の事業について取り組

んでいく。 

重点項目ごとに、平成 30年度の構成事業をそれぞれ記載したが、昨年度から重点項目ご

とに２つ、あるいは３つの分類を設け、各事業を分類ごとに記載することで、それぞれの

事業がどのような方向性を見据えたものかを分かりやすくした。 

重点項目１を例にとると、分類は①子どもの学びを推進するための取組、②支援が必要
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な子どもに対する取組、③広く市民が学べる環境づくりの取組の３つとし、それぞれの分

類に係る事業を記載している。同様に、重点項目２、３及び５については、２つの分類ご

とに、重点項目４については、３つの分類ごとに、それぞれ各事業を記載した。 

なお、構成事業を担当課別にまとめた一覧と、基本計画の体系一覧を参考までに掲載し

ている。 

以上、平成 30年度も子どもたちをはじめ、市民を学びの主人公に位置付け、生涯学習社

会の実現に向けて引き続き取組を進めていきたいと考えている。今後、本冊子については、

各学校等に配布するとともに、平塚市のホームページでの公表を行う。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 基本方針に基づく目標であるが、平成 30年度の実施計画に合わせて、非常に明確に打ち

出されていると感じた。 

 重点項目２において、２つに分類し事業を進めるということだが、その中で「変化のあ

る学習」や「変化のある学び」という表現を用いて分類していることについて、理解しづ

らい部分があるので、どのような意味を持っているのか確認したい。 

 

○教育総務課課長代理 

重点項目２は「時代の変化に対応した学びの推進」ということを柱に据えていることか

ら、例えば、平成 30年度から開始される事業や、教育の内容について社会情勢を踏まえて

変化するものもあるので、それに対応した分類ということで捉えていただきたいと思う。 

 

○田中委員 

 言葉だけを見てしまうと、「変化のある」という表現は、理解しがたい部分があるという

感想を持った。 

 別の質問として、「放課後自主学習教室事業」におけるパイロット校とは、どの学校であ

るのか。２点目に、「手話ダンスによる健康づくり事業」では、具体的に何校での普及が可

能となるのか。最後に、「通級指導教室運営事業」について、通級指導教室を新たに開設す

ることに加え、今後のあり方について検討するということであるが、どのようなことを検

討していくのか。以上について確認したい。 

 

○教育指導課長 

「放課後自主学習教室事業」におけるパイロット校については、現在、学校と調整して

おり、具体的に回答することはできないが、当該校に対しては事業について説明をし、４

月中には決定する見込みである。 

 

 

○スポーツ課長 

「手話ダンスによる健康づくり事業」については、平成 29 年度では３校で実施したが、

平成 30年度も同様に３校で実施する予定である。 
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○子ども教育相談センター所長 

 「通級指導教室運営事業」における今後のあり方については、検討委員会を立ち上げ、

これまでに２回の機会を設けて検討してきた。その中で、西部地域にどれくらいの人数が

移るのかを検討するうえで、余裕教室を用いて４つの教室と考えていることから、まとめ

て移ることはできないため、保護者や地域での周知を含めて、実際に開設した後に生じる

課題等を見込んで検討している。 

 

○田中委員 

 新しい通級指導教室に関することだけの検討ということなのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

 まずは、そのことに全力で取り組んでいるが、その検討の中で今後における課題が見え

てくると考えている。 

 

○林委員 

 重点項目２「時代の変化に対応した学びの推進」において、念頭にある「外国語教育」、

「情報リテラシー」については、早急な対応が必要となる。 

「外国語教育」については、外国語に興味を持ったら意味のあることをなるべく伝えら

れる力をつけてほしいと思うので、小学生の場合には、楽しく学ぶと同時に、国語力をつ

けていくことが必要であると感じている。 

また、「外国語教育」と「情報リテラシー」との関わりということでは、外国語で会話を

してコミュニケーションを取ることも大事ではあるが、メールでのやり取りで、重要であ

る部分を理解し、すぐに返信できる能力というのは、ビジネスにおいて大変重要である。

こういった基礎力ができるようになる方向づけで、外国語力と情報処理能力が車の両輪の

ように噛み合わせながら進めていってもらいたい。 

自分の経験からすると、好きなことを英語で話すことや書くことで、論理的に考えるよ

うになるので、そのためには多く読むことは避けられない。表面的なものだけではなく、

読んで書くといった基礎力をつけるといった視点も忘れずに考えて進めてもらいたい。 

 

○水谷委員 

 林委員が発言されたことは、まさにその通りで、「外国語教育」、「情報リテラシー」、そ

して「スポーツ指導」をそれぞれ個々に進めていくことはできないと思う。全てはリンケ

ージしてくる。自分の職業において、英語で行うサッカー教室というものがあり、大変熱

心に参加してもらえるが、スポーツの世界でも情報リテラシーが非常に重要となっている。

そういった意味では、それぞれの部署で個々に進めていくのではなく、関連し合って進め

ていってもらいたい。 

 質問として、「プログラミング教育」というのは、この方針のどの分野にあてはまるのか。 

 

○教育研究所長 

 重点項目２における小・中学校情報教育推進事業の中で、ICT機器の環境整備というこ
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とを主として位置付けてはいるが、ICT機器を活用した情報教育ということになる。ただ

し、ICT機器はあくまでもツールであるため、プログラミング的な思考を養うということ

では、機器を使用しない方法で進めていくことも考えられる。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

［関連案件のため一括審議］ 

４ 議案第２４号 平塚市教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する規則につい

て 

５ 議案第２５号 平塚市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について 

６ 議案第２６号 平塚市教育委員会行政文書取扱規程の一部を改正する訓令について 

７ 議案第２７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 

８ 議案第２８号 平塚市心臓疾患判定委員会規則の一部を改正する規則について 

９ 議案第２９号 平塚市腎臓疾患判定委員会規則の一部を改正する規則について 

10 議案第３０号 平塚市結核対策委員会規則の一部を改正する規則について 

11 議案第３１号 平塚市立小学校及び中学校通学区域再編成委員会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 

平成 30年４月期における事務局の組織改正に伴い、関連する規則及び規程の一部を整備

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 

 はじめに、平成 30年４月期組織改正の概要について説明する。 

学校教育部教育総務課において、所管部長が異なる状況を解消するため、「学務課」及び

「教職員課」を単独で設置する。これに伴い、「学務課」及び「教職員課」は、教育指導担

当部長の所管となる。 

次に、学校教育部教育施設課において、教育施設整備の増加に対し、体制を強化するた

め、教育施設課設備担当を「電気設備担当」と「機械・土木設備担当」に分割する。 

続いて、組織改正に伴う規則等の一部改正について、順に説明をする。 

議案第 24号「平塚市教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する規則につい

て」では、第１条において、組織改正に伴い、教育総務課の担当名を改めるとともに、新

設される課・担当名を追加するものである。また、別表において、現行では教育総務課の

所管として規定している事務を、２枚目の裏以降に記載のとおり、今回の組織改正により

新設される「学務課」及び「教職員課」が所管する事務として、改めて規定するとともに、

規定内容の見直しに伴い、必要な文言の整備等を行う。 

 次に、議案第 25号「平塚市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について」で
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は、別表第２の決裁事項において、現行では教育総務課の所管として規定している事項を

改めるとともに、今回の組織改正により新設される「学務課」及び「教職員課」に属する

事項として、学校給食課に属する事項に続き、追加するものである。その他に、「平塚市教

育委員会事務局の組織に関する規則」の一部改正に倣い、必要な文言の整備等を行う。 

 次に、議案第 26号「平塚市教育委員会行政文書取扱規程の一部を改正する訓令について」

では、第２条において、各課の行政文書の記号について規定しており、今回の組織改正に

より新設される「学務課」及び「教職員課」の記号を規定するとともに、表記については、

機構順に並べ替えをするものである。その他に、規定内容の見直しに伴い、必要な文言の

整備等を行う。 

 次に、議案第 27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」では、第２条において、現行では「保育料の収納に関する事務は、学

校教育部『教育総務課長』が取り扱うものとする」と規定しているものを、「学校教育部『学

務課長』が取り扱うものとする」に改正するものである。 

次に、議案第 28号「平塚市心臓疾患判定委員会規則の一部を改正する規則について」で

は、第７条において、現行では「委員会の庶務は、学校教育部『教育総務課』において処

理する」と規定しているものを、「学校教育部『学務課』で処理する」に改正するものであ

る。その他に、規定内容の見直しに伴い、必要な文言の整備等を行う。 

次に、議案第 29号「平塚市腎臓疾患判定委員会規則の一部を改正する規則について」で

は、議案第 28号と同様に、第７条において、現行では「委員会の庶務は、学校教育部『教

育総務課』において処理する」と規定しているものを、「学校教育部『学務課』で処理する」

に改正するものである。その他に、規定内容の見直しに伴い、必要な文言の整備等を行う。 

次に、議案第 30号「平塚市結核対策委員会規則の一部を改正する規則について」では、

議案第 28号及び第 29号同様に、第７条において、現行では「委員会の庶務は、学校教育

部『教育総務課』において処理する」と規定しているものを、「学校教育部『学務課』で処

理する」に改正するものである。その他に、規定内容の見直しに伴い、必要な文言の整備

等を行う。 

 最後に、議案第 31号「平塚市立小学校及び中学校通学区域再編成委員会規則の一部を改

正する規則について」では、第２条において、委員会の委員として教育委員会が委嘱する

ものに、現行では（４）に「市議会議員」を規定しているが、これを削除する。また、議

案第 28号から第 30号同様に、第６条において、現行では「委員会の庶務は、学校教育部

『教育総務課』において処理する」と規定しているものを、「学校教育部『学務課』で処理

する」に改正するものである。その他に、規定内容の見直しに伴い、必要な文言の整備等

を行う。 

なお、施行期日は、全て平成 30年４月１日となる。 

 

【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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12 議案第３２号 平塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する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 

学校教育法施行規則の一部改正に伴い、規定を整備するものである。詳細は教育指導課

長が説明する。 

 

○教育指導課長 

はじめに、学校教育法施行規則（学習指導要領）の一部改正に伴い、教育課程上、新た

に位置付けられる「特別の教科である道徳」については、平成 30 年度から小学校で、平成

31年度から中学校でそれぞれ実施される扱いとなっている。 

改正規則の第１条として、第６条「教育課程の編成」の内容を、平成 30年度から小学校

で「道徳」から教育課程上「特別の教科である道徳」として実施されることに伴い、新た

に「特別の教科である道徳」を追加し、中学校で実施される「道徳」とを併記して規定す

るものである。 

次に、改正規則の第２条として、第１条と同じく、第６条「教育課程の編成」の内容を、

平成 31年度から中学校においても「道徳」から教育課程上「特別の教科である道徳」とし

て実施されることに伴い、小学校、中学校ともに「特別の教科である道徳」に一本化され

ることから、「道徳」を削除するものである。 

施行期日については、第１条の規定は平成 30年４月１日から、第２条の規定は平成 31

年４月１日からとなる。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

１３ 議案第３３号 教育委員会事務局等職員の人事発令について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 30年４月期の教育委員会事務局等職員の人事発令のうち、管理職員の発令について

諮るものである。詳細は教育総務課長が説明する。 

○教育総務課長 

教育委員会事務局等職員の人事発令のうち管理職の発令で、３月31日付けの発令が９件、

内訳としては、定年退職者が１名、学校へ転出が５名、市長部局等への出向が３名である。 

同じく４月１日付けの発令が７件、内訳としては、割愛採用が３名、市長部局等からの

出向が４名である。 

昇格・配置替え等については５件、内訳としては、昇格者が４名、異動者が１名となる。 
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【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

１５ 議案第３５号 平塚市立公民館長の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

市内 25館の地区公民館長の任期満了に伴い、各地区から次期館長候補者が推薦されたの

で新たに任命するものである。詳細は中央公民館長が説明する。 

 

○中央公民館長 

平塚市における地区公民館長については、「平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条

例」に公民館長の設置についての規定があり、平塚市非常勤公民館長推薦会設置要綱に基

づき、任期を２年としている。今回、平成 30年４月１日から平成 32年３月 31日までの２

年の任期について、各 25地区設置された推薦会から、会議により地区公民館長候補が推薦

されてきたので任命するものである。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

１６ その他 

な し 

 

【非公開審議】 

○吉野教育長 

 教育長が、教育長報告（２）の報告及び議案第 34号の審議に際し、関係課以外の事務局

職員の退室を発言した。 

 

（２）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の経過報告について 

 

【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。 
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１４ 議案第３４号 平塚市教育委員会高等学校等修学支援生の決定について 

 

【結果】 

教育長及び教育総務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３月定例会は閉会する。 

 

（15時 47分閉会） 

 


