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平塚市教育委員会平成３０年５月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年５月 24日（木）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 

学務課課長代理     渋谷 悟朗   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   中央公民館館長代理   海老沢建志 

スポーツ課長      石塚誠一郎   スポーツ課課長代理   市川  豊 

中央図書館長      小林 裕治   中央図書館課長代理   髙橋 章夫 

中央図書館課長代理   菊坂 伸江   博物館長        澤村 泰彦 

博物館主管       浜野 達也   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５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４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 

訂正等の意見がないので、平成 30年４月定例会の会議録は承認されたものとする。 

 

１ 教育長報告 

（１）平成３０年５月１日 児童・生徒数について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年５月１日現在の児童・生徒数について報告するものである。詳細は学務課長が

報告する。 

 

○学務課長 

学校基本調査の結果から、平成 30年５月１日現在の学年別児童生徒数が確定したので、

報告するものである。 

小学校の学級数は、通常学級数 425、特別支援学級数 85、合計で 510学級となっている。

昨年度と比較すると、通常学級において増減はないが、特別支援学級においては 12学級増

加している。 

人数は、男子 6,271人、特別支援学級の男子 274人、女子 6,213人、特別支援学級の女

子 102人、男女合計で 1万 2,484人、特別支援学級の男女合計で 376人、通常学級と特別

支援学級の合計の全児童数は、1万 2,860人である。昨年度と比較すると、通常学級の男

子は 156人、女子は 51人、ともに減少しているが、特別支援学級だけみると、合計で 54

人増加しており、全体では 153人減少となっている。 

中学校の学級数は、通常学級数 185、特別支援学級数 37、合計で 222学級となっている。

昨年度と比較すると、通常学級においては２学級増加、特別支援学級においては１学級増

加している。 

人数は、男子 3,258人、特別支援学級の男子 104人、女子 3,111人、特別支援学級の女

子 39人、男女合計で 6,369人、特別支援学級の男女合計で 143人、通常学級と特別支援学

級の合計の全生徒数は 6,512人である。昨年度と比較すると、通常級の男子は 77 人減少、

女子は 37人減少しているが、特別支援学級においては、17人増加しているので、全体で

は 97人減少となっている。 

なお、昨年度、市内に子ども自立生活支援センターが開所し、同じ敷地内に金目小学校

と中学校の分校が設立されている。特別支援学級として、小学校が２学級、中学校が１学

級設置され、小学生 13人、中学生６人が在籍している。 

 

【質疑】 

な し 
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（２）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年度市内小・中学校の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 

 ４月定例会では、県の基準である４月５日時点での状況を報告した。今回は、国の定数

基準日の５月１日現在の状況について報告する。 

４月５日時点との比較で、小学校において、児童数が通常学級で２名増加した。これに

伴い、学級数についても１学級増加となっている。 

 なお、教職員数については、４月５日時点で当該校において、本来であれば１学級であ

るところを、既に県からの加配での対応を行っていることから、変動は生じていない。 

 

【質疑】 

な し 

 

（３）平成３０年度各種研究委託等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年度における各種教育研究委託校等について報告するものである。詳細は教育研

究所長が報告する。 

 

○教育研究所長 

はじめに、「文部科学省関係」では、「スクールカウンセラー活用事業」として、平塚

市内の全 15中学校を対象とし、各中学校１名のスクールカウンセラーを配置し、児童・生

徒へのカウンセリング及び支援、教職員及び保護者に対する助言・援助を行っている。 

「スクールソーシャルワーカー活用事業」では、勝原小学校、春日野中学校区、横内中

学校区で行っており、県の「SSW巡回相談等強化事業」で、中教育事務所が管轄するスク

ールソーシャルワーカー３名が派遣される。スクールソーシャルワーカーは、問題を抱え

る児童・生徒が置かれた環境への働きかけや関係機関とのネットワークの構築、連携・調

整等を行っている。 

次に、「神奈川県教育委員会関係」では、「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事

業」として、「特別の教科 道徳」を要とした道徳教育をより充実させることを目的に、

小学校・中学校それぞれ４校を選定し、教職員の研修会や児童・生徒対象の講演会等の取

組を進める。 

なお、平成 29年度より、文部科学省から県が請け負う事業となったため、以前は小・中

1校ずつであったが、実践推進校以外として２校の追加をしている。 
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次に、「平塚市教育委員会関係」の事業では、教育指導課の事業である「幼・保・小・

中連携学習研究会」については、幼稚園・こども園・保育所・小中学校の指導の一貫性を

図るため、指導の在り方や指導上の問題点等について研究協議し、相互に理解を深め、連

携・交流を推進することを目的としており、今年度は、土屋小学校で就学前と小学校、横

内小学校で小・中連携について、それぞれ実施する。 

「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、地域に根ざした魅力

ある学校教育活動の展開を目的とし、土沢中学校の地元、神奈川大学の学生がボランティ

アとして、学校の教育活動をサポートする等の活動を行っている。 

次に、教育研究所の事業である「研究委託」については、特別研究委託校を８校、学校

研究委託校を小・中学校 32校、幼稚園・こども園４園選定し、実施している。特別研究委

託校については、授業公開等を行い、他校の教員を交えて学校研究を進めている。また、

研究の成果については、教育研究所の広報紙「平塚教育」や研究成果物を教育会館で配架

する等して、学校等に周知している。 

調査研究部会については４つあり、「教育調査研究部会」では、市内抽出校で児童・生

徒・保護者対象のアンケートを実施し、市内の子どもたちの生活や意識・行動について調

査・研究を行うものである。 

「地域資料開発研究部会」では、小学校３・４年生の社会科副読本「わたしたちの平塚」

について、平成 31年度末の全面改訂に向け、教材・資料の調査研究を行うものである。 

「プログラミング教育研究部会」は、今年度新たに発足させた部会である。新学習指導

要領に示されている、プログラミング教育に関する調査研究を行うものである。 

「個人・グループ研究部会」は、若手教員の個人の研究課題について討議し、各自の資

質や指導力の向上を目指すものである。 

最後に、子ども教育相談センターでの事業である「スクールカウンセラー派遣」では、

平塚市立全小・中学校に配置しており、中学校については、文部科学省のスクールカウン

セラー活用事業と市の派遣で複数配置となっている。 

「スクールソーシャルワーカー派遣」事業では、派遣要請のあった学校に派遣している。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）平成２９年度春期特別展「四之宮前鳥神社－その神輿と地域の信仰－」開催結果報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年３月 17日から５月６日まで開催した春期特別展「四之宮前鳥神社－その神輿

と地域の信仰－」の開催結果について報告するものである。詳細は博物館主管が報告する。 

 

○博物館主管 

 前鳥神社の御鎮座 1650年祭の節目に、前鳥神社の歴史と文化財に対する理解と関心を深 
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めてもらうことを目的に、３月 17日から５月６日まで、当館特別展示室を会場に前鳥神社

と共催で開催した展示であった。江戸時代に製作された大神輿をはじめ、神社所蔵の古文

書や棟札、宮大工明王太郎の資料、地域の稲荷講関係資料等を展示したもので、神社や地

域の方々の積極的な協力により実現したものである。 

開催期間中の来場者数は、9,331名であった。昨年、一昨年の春期特別展と比べるとや

や少ないが、対談「神輿を語る」や展示解説等の関連行事は、参加者数が多く、高い関心

を持った熱心な参加者が多かったことがうかがえる。 

 また、アンケートの自由意見欄には、「解説文にルビを振ってほしい」、「文章が難しい」

等の意見も寄せられ、もう少し分かりやすさを心掛けるべきであったと思う。 

 

【質疑】 

○林委員 

感想として、八坂神社の神輿が非常に立派なものであり、宮大工の方が大山との関係が

深いとの説明に関心を持った。 

確かに、展示にはもう少しルビがあると良いと思ったが、内容的には非常に充実してい

たと感じるとともに、図録の内容や関連行事を通して、多面的な視点から捉えることがで

きた。 

 

○田中委員 

文化公園で行われたお囃子や神楽を観たが、神輿の造りは非常に見事で圧倒された。ま

た、神社等の地域の方々のバックアップを感じることができた。 

お囃子と神楽については、屋外の開催というのが、とても良かったと思う。また、四之

宮地区に在住する方からは、自身の子どもたちと一緒に神楽へ参加しているということを

聞いた。この話を聞いて、地元の歴史や伝統を大切にしたいという気持ちや、大人の関わ

り方が、子どもたちに影響してくるということを感じることができた。 

 

（５）「博物館こどもフェスタ２０１８」開催結果報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年５月６日に開催した「博物館こどもフェスタ 2018」の開催結果について報告

するものである。詳細は博物館主管が報告する。 

 

○博物館主管 

この行事は、子どもたちに博物館の面白さに触れてもらおうという意図で、自然と人文

の全部門が総出で、毎年連休の最終日に実施している。13回目となる今年度は、５月６日

に実施した。天候にも恵まれ、１日を通して計画した11のイベントを予定通り実施できた。

今回は、新規イベントとして「サメの歯化石のレプリカを作ろう」や「郷土かるた大会」

を加えた。 

参加者数の合計は 1,766名で、昨年度の 1,647人を上回った。また、アンケート結果か
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らは、総じて楽しんでもらえたことがうかがえる。 

 

【質疑】 

○田中委員 

大型連休の最終日に開催する設定が良いと思った。連休最終日に、身近な場所において

ほとんど無料で楽しめるというのは、公共施設の特徴であり、「竹馬遊び」や「水ロケット

の打ち上げ」等、大人を含めて楽しんでいる様子が感じられた。 

職員以外の方々の協力が見られたが、ボランティアの人数が分かれば確認したい。 

 

○博物館主管 

86人の方々にボランティアとしての協力をいただいた。この方々は博物館の年間会員と

してワーキンググループに所属している方々である。 

 

（６）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第１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 

５月15日に開会した市議会５月臨時会への平成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 

 全体では、補正予算要求額として、歳入が５万円の増額、歳出が 1,674万 4,000円の減

額を計上している。 

詳細として、歳入については、17款「寄附金」１項「寄附金」４目「教育寄附金」２節

「保健体育費寄附金」において、スポーツ振興のための指定寄附金として５万円を新たに

計上するものである。 

歳出については、10款「教育費」のうち、２項「小学校費」３目「学校建設費」２の「み

ずほ小学校校舎増築事業」において、事業費の確定に伴い減額補正をするものである。詳

細として、13節「委託料」の設計意図伝達業務で２万 6,000千円、15節「工事請負費」で

1,671万 8,000円、合計で 1,674万 4,000円の減額となっている。 

なお、本件については、３月専決処分として市議会５月臨時会で可決している。 

 

【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）報告第２号 平成３０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 

 ６月５日に開会する市議会６月定例会への平成 30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 

 補正予算要求額として、歳出について 349万 9,000円の増額を計上している。 

詳細として、10款「教育費」のうち、１項「教育総務費」７目「子ども教育相談センタ

ー費」８の「子ども教育相談センター管理運営事業」において、階段昇降車ステアシップ

を購入するもので、18節「備品購入費」として 154万 5,000円を計上している。 

次に、10款「教育費」のうち、２項「小学校費」１目「学校管理費」２の「小学校運営

事業」において、グランドピアノを購入するもので、18節「備品購入費」として設置と撤

去を含め、190万 4,000円を計上している。 

最後に、10款「教育費」のうち、６項「保健体育費」１目「保健体育総務費」７の「各

種スポーツ大会開催事業」において、体力測定用具等を購入するもので、11節「消耗品費」

として５万円を計上している。 

なお、この３件については、いずれも指定寄附金に基づく歳出となっている。 

 

【質疑】 

○田中委員 

階段昇降車ステアシップについて、どのような経過で購入することになったのか。子ど

も教育相談センターには、既にあるものと考えられるが、新たな要因があるのであれば確

認したい。 

また、グランドピアノを設置した小学校は、何処であるのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

既に小学校で２校、中学校で３校に設置しているが、新たに中学校で設置が必要となっ

たため、購入するものである。 

階段昇降車ステアシップについては、所有は子ども教育相談センターであるが、設置及

び使用するのは、学校ということになっている。 

 

○教育総務課長 

グランドピアノについては、山下小学校に設置する予定である。現状のものは当該校に

設置後、不具合等があったため、指定寄附金を使用して購入し、入替を行うものである。 
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【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

３ 議案第８号 平塚市立小学校及び中学校通学区域再編成委員会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市立小学校及び中学校通学区域再編成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 

 今年度、相模小学校移転整備事業として、設計業務委託が実施されているが、移転開校

後の相模小学校の通学区域について検討するため、通学区域再編成委員会を設置するもの

である。 

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、詳細に

ついては「平塚市立小学校及び中学校通学区域再編成委員会規則」で定めている。今般、

当該規則に基づき、10名に委員を委嘱するものである。 

構成は、地域団体の代表者３名、市立小学校及び中学校の PTAの代表者３名、学識経験

者２名、市立小学校及び中学校の代表者２名となっており、委嘱年月日としては、平成 30

年７月 12日とする予定である。 

 

【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９号 平塚市社会教育委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市社会教育委員を新たに委嘱するものである。詳細は社会教育課長が説明する。 

 

○社会教育課長 

社会教育委員は、「社会教育法」第 15条で市町村に設置することができるとされ、「平

塚市社会教育委員に関する条例」第２条に基づき設置している。現在の委員が、平成 30年

５月 31日を以って任期満了となるため、今回、新たに委員を委嘱するものである。 

委員 11名のうち、再任が３名、新任が８名で、構成は、学校教育関係者３名、社会教育

関係者３名、家庭教育関係者１名、学識経験者４名となる。 

なお、学識経験者４名のうち２名が公募委員である。委員の任期は、平成 30年６月１日
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から平成 32年５月 31日までの２年間となる。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

５ 議案第１０号 平塚市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市スポーツ推進審議会委員を新たに任命するものである。詳細はスポーツ課長が説

明する。 

 

○スポーツ課長 

現在の委員が、平成 30年５月 31日を以って任期満了となるため、今回新たに委員を任

命するものである。 

 スポーツ推進審議会は、「スポーツ基本法」第 31条において「市町村に、地方スポーツ

推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、審議会その他

の合議制の機関を置くことができる」と規定され、これに伴い「平塚市スポーツ推進審議

会条例」に基づき設置している。 

構成は、同条例第５条に基づき、学識経験者、スポーツ団体の代表者、公共的団体の代

表者、公募に応じた市民を対象とした 14名である。任期は、平成 30年６月１日から平成

32年５月 31日までの２年間である。 

選出母体については、スポーツを取り巻く様々な環境に対応し、スポーツに関する総合

的かつ計画的な推進を図るため、スポーツ関係団体をはじめ中学校体育連盟、地域スポー

ツクラブ、健康・運動指導、経済団体の分野等から委員を選出している。 

 

【質疑】 

○水谷委員 

議案第９号を含めて、選出にあたり男女比を同じくらいにした方がよいのではないかと

感じる。 

 

○スポーツ課長 

次回の選出にあたっては、男女比を考えたうえでの対応をしていきたい。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 
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６ 議案第１１号 平塚市の図書館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 

図書資料等の貸出しの点数等の見直しに伴い規定を整備するものである。詳細は中央図

書館長が説明する。 

 

○中央図書館長 

改正内容としては、図書館利用者の利便性の向上及び図書館全体の貸出冊数の増加を図

るため、図書資料等の貸出しの点数及び寄贈者の氏名等の表示に関する見直しに伴い、規

定を整備するほか、必要な規定を整備するものである。 

詳細としては、現在、市内各図書館及び移動図書館から７点までとなっている貸出点数

を、全図書館から 15点以内とするものである。ただし、移動図書館は別枠として 10点以

内とする。そして、それぞれの貸出点数のうち、コンパクトディスク、ビデオテープ、デ

ジタルバーサタイルディスク（DVD）といった視聴覚資料については、７点以内とする。 

施行期日については、第２条と第 17条は平成 30年６月 29日、その他の規定は公布の日

からとなる。 

 

【質疑】 

○荒井委員 

貸出について、期限までに返却されない数が 1,000件程度あるということであるが、そ

の対策についてはどのように考えているのか。 

 

○中央図書館長 

返却することができるのは図書館に限らず、公民館でも対応していることを啓発するこ

とと合わせて、貸出期限を過ぎてしまった方々については、督促を電話、メール、はがき

で行い、周知徹底を図っていきたい。 

 

○荒井委員 

期限を過ぎても返却されない件数は、年間ではどのくらいあるのか。 

 

○中央図書館長 

年間での件数については把握できていないが、貸出の際などに返却期限についてのお知

らせを確実に行っていきたい。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 
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７ 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５月定例会は閉会する。 

 

（14時 37分閉会） 


