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平塚市教育委員会平成３０年４月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年４月 27日（金）14時 00分 

 

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    川崎  登 

教育総務課長      中戸川泰彦   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 

学校給食課長      戸塚  清   学務課長        西ケ谷秀樹 

教職員課長       岩田 裕之   教育指導課長      工藤 直人 

教育研究所長      宮城 弘之   子ども教育相談センター所長  神田 陽一 

 

◎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      小林 裕治 

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 30年４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３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 30年３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）平成 30年度教職員の配置状況について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年度の市内小・中学校の児童・生徒数、学級数、教職員数について報告するもの

である。詳細は教職員課長が報告する。 

 

○教職員課長 

 昨年度と比較して、小学校では、児童数が普通学級で 213名の減、特別支援学級で 57名

の増、全体で 156名の減となっている。中学校では、生徒数が普通学級で 115名の減、特

別支援学級で 18名の増、全体では 97名の減となっている。また、学級数は、小学校では

普通学級で１学級の減、特別支援学級で 12学級の増となっている。中学校では普通学級で

２学級の増、特別支援学級で１学級の増となっている。 

 総計として、県費負担教職員数については、22.5名の増となっており、教職員数の増加

の要因として、特別支援学級の数が大幅に増えたこと等が挙げられる。 

 

【質疑】 

○水谷委員 

小学校・中学校ともに、児童・生徒数が減っているが、これは市における人口減少と比

例しているような状況であるのか。 

 

○教職員課長 

市内全体としては、児童・生徒数が減っているが、地域によって状況が異なり、一部で

は大幅に児童数が増加している学校もある。市全体の人口における年齢バランスに類似し

ていると思われるが、普通学級の数については、当初の予測よりも減少の幅は小さかった

と感じている。 

 

○田中委員 

五領ヶ台分校について、昨年度に開校してからの児童・生徒数の経過と、今年度開始時

点での児童・生徒数を確認したい。 

 

○教職員課長 

今年度は、小学校 13名、中学校６名で開始しており、ともに増加している。また、教職

員についても、小学校では３名増である６名、中学校は引き続き９名の配置となっている。 

 

○荒井委員 

特別支援学級について、児童・生徒数及び学級数が増えている理由は何かあるのか。 
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○子ども教育相談センター所長 

詳細な理由の分析を進めている状況ではあるが、大きな要因としては、相談環境の変化

にある。各家庭でのニーズを解決するために保護者の意識が高くなってきており、相談を

受け入れる体制を強化しているが、就学支援等の相談は増加しているため、このことが要

因として考えられる。 

 

○荒井委員 

不登校とは関係性があるのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

特別支援学級については、基本として、障がいのある児童・生徒が在籍する学級である。

不登校等との直接的な関連性はないが、通常学級において、そういった理由を抱えている

児童・生徒がいるのは事実であると考えられる。 

 

○荒井委員 

１年間で急激に増加しているが、１学級の在籍児童・生徒数は何名程度なのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

特別支援学級の定数は、８名で１学級となっている。 

 

○荒井委員 

入学当初から増加したものなのか。学年途中で増加したものなのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

昨年度、教育支援委員会において、特別支援学級の入級可否について審査を行ったが、

１年生については、相談件数 188名のうち、教育支援委員会で審査を行い、入学したのは

62名であった。また、学年途中で同様に審査を行った件数についても、昨年度は増加した。 

 

○林委員 

保護者が相談するハードルが低くなったように感じる。それは、今までは様々な理由が

あったとしても、普通学級の中で学校生活を送ることが一般的であったが、保護者が子ど

も教育相談センター等の相談機関を利用することに対して、社会的にも容認されてきてい

ることから、必然的に増加してきていると推測されるのではないか。 

 

○荒井委員 

 人口及び児童・生徒数が減っている中で、特別支援学級の学級数及び児童・生徒数が増

加していることは、腑に落ちないところがある。 

 現状のまま経過していくと、特別支援学級に在籍する児童・生徒数が増えていくと、担

当する教員数の増加だけに留まらず、様々な影響が出てくることが危惧される。 
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○林委員 

行政の立場として考えると、荒井委員の発言はその通りであると思うが、現状は過渡期

にあると思う。障がいのある子どもたちが、市民権を得ることに対して社会が容認をして

いき、社会全体が成熟に向かう過程の中で、教員や教室の数といった問題との兼ね合いと

いうのは、非常に難しいことであると考える。 

 

○吉野教育長 

これまでは、我が子に障がいがあっても、普通学級に在籍させたいという保護者が多か

ったが、特別支援教育や支援教育が多くの人々に理解されてきている中で、より手厚く対

応してもらえるという観点から、入級を希望する保護者が増えてきているのではと思う。 

また、子ども自身がどのように自立し、社会参加していくのかということが、大切にな

るので、就労に結びつけていくために、一人ひとりに合った教育を受けさせたいという保

護者の思いも影響しているのではと考えられる。 

 

（２）その他 

な し 

 

２ 議案第１号 平塚市心臓疾患判定委員会委員の解嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市心臓疾患判定委員会委員を解嘱するものである。詳細は学務課長が説明する。 

 

○学務課長 

 平塚市心臓疾患判定委員会は、学校保健安全法施行規則第６条第１項に規定されている

健康診断の検査項目のうち、「心臓の疾病及び異常の有無」について、検査結果に基づき

判定し、幼児・児童・生徒の適正な管理指導を行うために設置している。当委員会は、平

塚市附属機関設置条例における附属機関と位置付けられており、詳細は、平塚市心臓疾患

判定委員会規則で定められている。現在、この規則に基づき、６名の医師に委員を委嘱し

ているが、１名から辞任についての申出があったため、解嘱するものである。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 
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３ 議案第２号 平塚市結核対策委員会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市結核対策委員会委員を委嘱するものである。詳細は学務課長が説明する。 

 

○学務課長 

平塚市結核対策委員会は、学校保健安全法施行規則第６条第１項に規定されている健康

診断の検査項目のうち、「結核の有無」において、健康診断における問診調査と学校医によ

る診察の結果をもとに、結核感染が疑われる児童・生徒の管理方針を検討するとともに、

地域における学校の結核対策の管理方針を検討するために設置している。当委員会は、平

塚市附属機関設置条例における附属機関と位置付けられており、詳細は、平塚市結核対策

委員会規則で定められている。現在、この規則に基づき、７名の方に委員を委嘱している

が、委員のうち２名に代わり、後任の２名に前任の残任期間の平成 31年４月 30日まで委

嘱するものである。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

４ 議案第３号 平成３１年度平塚市立小・中学校で使用する教科用図書の採択のあり方につ 

いて 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 31年度に平塚市立小・中学校で使用する教科用図書の採択のあり方について説明す

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 

教科用図書の採択のあり方については、一般的に「採択方針」と呼ばれている。その内

容は、「平塚市教育委員会は、平成 31年度平塚市立小･中学校で使用する教科用図書の採

択について、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 10条、第 13条及び

第 14条の規定に基づき、平塚市教科用図書採択地区として平成 31年度に平塚市立小･中学

校において使用する教科用図書の採択を行う。ただし、小・中学校用教科用図書は、学校

教育法附則第９条の規定による教科用図書を除き、それぞれの「教科書目録」に登載され

ている教科用図書のうちから採択する。なお、学校教育法附則第９条の規定による教科用

図書の採択は、新たな図書を採択することができる。採択に際しては、神奈川県教科用図

書選定審議会や平塚市教科用図書採択検討委員会における調査研究と協議内容を十分に参
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考にし、学習指導要領に基づいて、学校･児童･生徒･地域等の特性を考慮し、かつ公正確保

に努める。さらに、採択後の情報の公開に配慮する。」である。 

この「採択方針」の前半においては、平成 31年度から使用する、小学校と中学校の教科

用図書を平塚地区として採択する、ということを述べている。 

教科用図書の採択は、毎年、行うものである。ただし、一度採択替えを行った教科用図

書については、法令により４年間は、同じ発行者のものを使用することが定められている。 

小学校の教科用図書は、平成 26年度に採択を行い、平成 27年度から今年度まで４年間、

同一の教科用図書を使用してきたことから、今年度新たな採択を行う。また、中学校の教

科用図書のうち、「特別の教科 道徳」の教科用図書については、今年度新たに採択を行う。 

なお、小学校の教科用図書のうち、平成 29年度に新たな採択を行った「特別の教科 道

徳」及び中学校の教科用図書のうち、平成 27年度に新たな採択を行った「特別の教科 道

徳」以外については、平成 31年度も同じ教科用図書を使用することになるが、採択は行い、

国に需要数を報告し、無償給与を受けるという流れは必要ということになる。 

「採択方針」の後半では、採択において、教科書目録に登載されている文部科学省検定

済教科用図書のうちから採択すること、また、十分な調査研究、公正確保、情報公開に向

けた方針を示している。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

５ 議案第４号 平塚市教育支援委員会委員の委嘱等について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市教育支援委員会委員を委嘱等するものである。詳細は子ども教育相談センター所

長が説明する。 

 

○子ども教育相談センター所長 

平塚市教育支援委員会は、障がいのある児童・生徒の就学に係る支援について調査及び

審議するために設置している。 

当委員会は、平塚市附属機関設置条例の定めるところによる附属機関であり、詳細は別

紙、平塚市教育支援委員会規則で定められている。 

今回、同規則第２条第１項に基づき、25 名を委員として委嘱又は任命するものである。

また、同規則第２条第２項により、委員任期は平成 30年５月１日から１年となる。 

 

【質疑】 

な し 
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【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

６ 議案第５号 平塚市博物館協議会委員の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市博物館協議会委員を新たに任命するものである。詳細は博物館長が説明する。 

 

○博物館長 

本市博物館では、博物館法第 20条、平塚市博物館の設置及び管理等に関する条例第 15

条の規定に基づき、博物館の運営に関して館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意

見を述べる機関として平塚市博物館協議会を設置している。平塚市博物館の設置及び管理

等に関する条例第 17条に基づき、委員は６名、任期は２年としている。平成 30年４月 30

日に現在の委員の任期が満了となるため、新たに委員を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。 

 

７ 議案第６号 平塚市美術品選定評価委員会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市美術品選定評価委員会委員を新たに委嘱するものである。詳細は美術館副館長が

説明する。 

 

○美術館副館長 

本市美術館の美術品取得にあたり、円滑かつ適正な選定・評価を行うため、平塚市附属

機関設置条例に基づき、平塚市美術品選定評価委員会を設けている。委員の任期は、平塚

市附属機関設置条例及び平塚市美術品選定評価委員会規則に基づき、委員は５人以内、任

期は２年としている。現在の委員の任期が平成 30年４月 30日をもって満了となるため、

５名を新たに平成 30年５月１日からの２年間、委嘱するものである。 

 

【質疑】 

な し 
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【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

８ 議案第７号 平塚市美術館協議会委員の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市美術館協議会委員を新たに任命するものである。詳細は美術館副館長が説明する。 

 

○美術館副館長 

本市美術館では、博物館法第 20条、平塚市美術館の設置及び管理等に関する条例第 15

条の規定に基づき、美術館の運営に関して館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意

見を述べる機関として平塚市美術館協議会を設置している。平塚市美術館の設置及び管理

等に関する条例第 17条及び施行規則第 20条に基づき、委員は８名、任期は２年としてい

る。この度、１名の委員について変更が必要となったため、後任として新たな委員を前任

の残任期間である平成 31年７月 31日ま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。 

 

９ 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、教育委員会平成 30 年４月定例会は閉会する。 

 

（14時 28分閉会） 


