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平塚市教育委員会平成３０年６月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年６月 29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 

教職員課教職員担当長  桂山 賢二   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 

中央図書館館長代理   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 30年６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５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５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６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 

６月５日から６月 28日まで開催された平成 30年６月市議会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 

清風クラブの諸伏清児議員からの「教育行政」のうち、「学校における災害対策につい

て」における「学校の危機管理体制はどうなっているのか」との質問に対し、教育委員会

では、平塚市学校安全・防災計画として、地震・津波対策編、風水害対策編、不審者等対

策編の３編を作成し、各学校に提示している。 

各学校は、それぞれの対策編等をもとに安全や防災に関する計画を策定し、児童・生徒

の安心安全を確保するため、地震・津波を想定した訓練や、学校敷地内への不審者等の侵

入を想定した訓練等を実施していると答弁した。 

湘南フォーラムの府川正明議員からの「本市の安心・安全について」のうち、「学校周

辺」における「学校周辺等の状況をどの程度把握しているのか」との質問に対し、各学校

においては、教室・体育館等の施設や黒板・照明器具等の設備の安全点検を実施しており、

樹木の管理についても、校庭や運動場の点検の中で実施している。安全点検実施後、施設・

設備等に危険個所が認められ、改善の必要性がある場合もあり、その状況によっては、当

該校から教育委員会に報告がなされることとなっている。教育委員会では、日頃から子ど

もたちの安心安全の確保を最優先に取組を進めており、報告を受けた場合は、速やかに対

応を図っていると答弁した。 

次に、「子どもたちの安全を確保するため、照明灯の設置や樹木の剪定が必要だと考え

るが見解は」との質問に対し、照明灯の設置については、地域の生活道路が暗いため照明

が必要な場合は、自治会の要望を受け、本市の基準に基づいて、防犯街路灯を電柱に設置

している。 

なお、学校周辺に電柱がなく、防犯街路灯の取付や電源の確保が難しい場所については、

地域や関係部署等と協議し、対応していく。一方、樹木の剪定については、各学校の校務

作業員が作業にあたり、また、校務作業員が作業することができない高木は、施設管理運

営委託料で、学校が業者に委託しているが、緊急性や規模の大きさに応じて対応が必要な

場合には、教育委員会として当該校への支援を行っている。今後とも、子どもたちの安心

安全を確保するため、各学校と教育委員会とが、しっかりと連携し取組を進めていきたい

と考えていると答弁した。 
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○教育指導担当部長 

清風クラブの諸伏清児議員からの「教育行政」のうち、「奏プランから」における「自

主学習等推進支援事業の成果と課題について」との質問に対し、自主学習教室は、平成 26

年度から平成 29年度までの４年間、夏季休業中に教育会館や市内公民館で開催してきた。

参加した児童・保護者のアンケートでは、「分からないことが分かるようになって自信が

ついた」「自分で勉強する習慣が身に付いた」等の回答が多く寄せられた。 

課題としては、夏季休業中５日間の集中した開催であったため、継続的な学習支援がで

きないこと、人数や会場が限定されるため、希望する児童すべてに対応できないこと等が

あげられると答弁した。 

次に、「放課後自主学習教室を実施する目的及び事業の具体的な内容について」との質

問に対し、目的は、学習意欲の向上及び家庭学習の習慣化を目指すことであり、原則、授

業がある火・木曜日の放課後において、午後３時 40分から午後４時 25 分までの 45 分間、

学校を会場として、放課後自主学習教室を開き、児童の学習支援を行っている。今年度は、

松延小学校をパイロット校として依頼し、６月５日から実施している。 

本教室では、児童は、国語や算数を中心に、授業で分からなかったことや学習を深めた

いこと、または、宿題、予習・復習、その他各自の課題等、自分で学習したいことに取り

組み、退職教員である学習支援員等が、児童の自主学習を支援している。また、児童が自

分で家庭学習を進めることができるよう、希望があれば、学習計画を立てる支援もしてい

ると答弁した。 

湘南フォーラムの府川正明議員からの「本市の安心・安全について」のうち、「通学路」

における「低学年への通学時の安全確保の取り組みは」との質問に対し、児童を事件や事

故から守るための安全対策として、何より見守り活動が効果的であると考えるが、本市で

は全ての小学校が、地域の方々の協力を得て実施している。 

教育委員会の取組では、通学路の安全確保のため、「通学路合同点検」や地域と学校と

の連携により、児童が安全で安心して通学できる環境づくりを進めている団体に、活動費

を助成する「通学路安全対策事業」を実施している。 

新入生をはじめ、低学年への通学時の安全確保の取組については、学校では「自分の身

は自分で守る」ための不審者対応教室を実施したり、学級指導や全校集会で「ついて行か

ない、一人で帰らない、一人で遊ばない」「大きな声で助けを呼ぶ」等の具体的な指導を

行っている。また、交通事故防止については、交通安全教室を開催し、交通安全協会の指

導員と一緒に地域を歩いてみる等、学んだことが実生活と結びつくような工夫をしている。 

また、登校班での集団登校や下校時刻を、学級だよりやメールで家庭にお知らせしたり、

教員・保護者・地域の方や防犯協会等が見守り隊を結成し、登下校時に旗振りやパトロー

ルを実施する等、地域の力も借りながら、各学校の実態に合わせて不審者対策や交通事故

防止に取り組んでいると答弁した。 

公明ひらつかの小笠原千惠美議員からの「自殺対策計画策定について」のうち、「教育

現場では」における「教育現場における『SOSの出し方に関する教育』の取組の現状と考

えについて」との質問に対し、文部科学省通知「児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、

強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育の推進に

ついて」を受けて、各学校へは自殺予防教育を適切に行うよう依頼している。また、教職
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員への研修等については、福祉総務課と連携し、教頭研究会や人権教育担当者会で、自殺

予防に繋がるテーマの講演を行い、今年度も実施予定となっている。 

各学校では、「24時間子供 SOSダイヤル」の周知や、文部科学省の啓発資料「わたしの

健康」及び「かけがえのない自分、かけがえのない健康」を活用した授業、講演等を通し

て、児童・生徒の心の健康を保持する教育に取り組むとともに、児童・生徒が一人で悩み

を抱えこまないよう、教育相談の強化や自殺予防のメッセージ発信を行っている。 

今後も、教職員への研修を充実させ、適切に対応できる教職員を育成するとともに、学

校と家庭、地域が連携・協力して自殺予防教育を進めていきたいと考えていると答弁した。 

清風クラブの佐藤貴子議員からの「小・中学校の性教育について」における「『小・中

学校での取組』について」との質問に対し、学校全体で共通理解を図りつつ、体育科、保

健体育科等の関連する教科、特別活動等において、発達の段階を踏まえ心身の発育・発達

と健康、性感染症等の予防等に関する知識を身に付けることや、生命や他者の個性を尊重

するとともに、相手を思いやり、望ましい人間関係を構築すること等を学習している。 

具体的には、例として、小学校の体育科保健領域では、４年生で、体は年齢に伴い変化

し、思春期になると大人の体に近づくと体つきが変わることや、異性への関心が芽生える

ことを、５年生で、年齢に伴う心の発達について学習している。中学校の保健体育科保健

分野では、１年生で、思春期には生殖にかかわる機能が成熟することや、異性の尊重、性

情報への適切な対処等、性に関する適切な態度や行動の選択が必要となることを、３年生

で、エイズ及び性感染症の予防について学習していると答弁した。 

次に、「家庭と学校の役割の再認識が必要だと考えるが、見解を伺う」との質問に対し、   

学校で行う性に関する指導は、学習指導要領に示された内容に基づき、児童・生徒の発達

の段階を踏まえ、学校全体で共通理解を図ることが大切となる。特に、性については、個々

の児童・生徒間での発達の段階や置かれた状況の差異が大きいことから、事前に集団指導

として行う内容と、個別指導との内容を区別しておく等、計画性をもって実施することや、

指導の効果を高めるため、養護教諭等の協力を得ながら指導することが大切となっている。

家庭には、学校での指導内容や授業の感想等について、学校便りや保健便りでお知らせす

ること等により、子どもに対する性の指導について考える機会をもっていただけるよう努

めていくと答弁した。 

続いて、「諸課題」のうち、「中学校夜間学級（夜間中学）について」における「中学

校夜間学級連絡協議会の協議内容について」との質問に対し、主な協議内容は、現在、県

内に設置されている「横浜市立蒔田中学校」及び「川崎市立西中原中学校」の現状と課題

についての報告、県外夜間中学の視察報告、神奈川県教育委員会が平成 29年度に実施した

「夜間中学に関するアンケート」の調査結果報告、協議会の中間とりまとめと今後の方向

性等について協議を行ってきたと答弁した。 

次に、「市としての見解」との質問に対し、平成 27年７月の文部科学省通知「義務教育

修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関する考え方について」によ

り、一定の要件のもと既卒者の夜間中学への受入れを認めることが望ましいとされた。ま

た、同通知では、市町村教育委員会に「中学校夜間学級」についての相談があった場合は、

立場や心情に配慮し、きめ細かな対応に努めるよう示されている。 

本市では、設置についての具体的な検討は、現段階ではしていないが、学び直しの場が
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求められている社会情勢を鑑み、国や県、他市町村の現状や今後の動向について連絡協議

会を通じて情報収集し、神奈川県教育委員会とともに、就学の機会を提供するための措置

について、引き続き研究していきたいと考えていると答弁した。 

次に、「不登校のここ３年の現状」との質問に対し、小学校では、平成 26年度の不登校

は 74名、27年度は 64 名、28年度は 88名となっている。中学校では、平成 26年度の不登

校は 196名、27年度は不登校 187名、28年度は不登校 227名となっている。 

平成28年度の不登校の主な要因については、小・中学校ともに一番高くなっているのは、

「家庭に係る状況」で、小学校では 43.2％、中学校では 35.2％となっており、次いで、「い

じめを除く友人関係をめぐる問題」が、小学校では 29.5％、中学校では 34.8％であり、「学

業の不振」は、小学校では 10.2％、中学校では 24.2％となっている。 

 

○社会教育部長 

日本共産党平塚市議会議員団の松本敏子議員からの「民間活力の活用に係る具体的業務

の取組方針について」のうち、「図書館業務の指定管理者制度導入計画」における「指定

管理者制度の導入でどのような図書館運営をめざしているのか」との質問に対し、現在の

図書館サービスを維持し、提供し続けるためには、包括的に運営を任せることで民間事業

者の有する様々なノウハウを広く活用することが有効であると判断した。民間のノウハウ

の活用による、さらなる市民サービスの向上を進めることにより、誰もが読書に親しみ、

学ぶことができ、居心地がよいと感じてもらえる図書館を目指していくと答弁した。 

次に、「継続が保障されない制度の導入は、様々な資料を保存するという重要な役割を

持つ図書館運営にプラスになるのか」との質問に対し、公共図書館ではその地域に関する

資料の収集はもちろんのこと、それらを保存し、市民の求めに応じて提供するという重要

な役割を持っている。この重要な役割の継続性については、仕様書等のほか、業務マニュ

アル等によって業務の継続性に対応できるものと考えている。現在、業務等の精査を行っ

ており、その中で、民間事業者に任せるもの、市が直接携わっていかなければならないも

の等の仕分けを行い、図書館のサービス水準を維持していくとともに、市民サービスのさ

らなる向上を目指していくと答弁した。 

次に、「図書館運営の指定管理者制度導入は、市民の意向を聞かないまま進めるべきで

はないと考えるが、見解を」との質問に対し、指定管理者制度の導入を進めるにあたって

は、平塚市図書館協議会から意見をいただきながら進めていくこととしている。いただい

た意見を踏まえ、現在の図書館サービスの充実を図っていくと答弁した。 

日本共産党平塚市議会議員団の髙山和義議員からの「市庁舎及び文化ゾーン駐車場有料

化後の実態について」における「図書館や博物館の昨年から今年の入館者数減少の要因を

どのように考えるか」との質問に対し、駐車場有料化も減少に影響を与えたのではないか

と考えているが、他にも、この時期における各館のイベント開催内容の違い、気象・天候

の影響等も考えられると答弁した。 

清風クラブの佐藤貴子議員からの「図書館運営について」における「新図書館システム

導入が利用者の利便性向上にどう影響するのか」との質問に対し、現在の図書館システム

は、導入から 12年目を迎え、スマートフォンの普及等といった時代の変化に対応できなく

なっていることから、更新をすることとなった。今回の更新では、様々な新しい機能が追



－6－ 

加され、主なものとしては、スマートフォンからのアクセスへの対応、調べもの、いわゆ

るレファレンスのウェブサイトからの受付、貸出し履歴の確認機能、資料の返却期日を事

前にメールで知らせる機能等がある。また、図書館全体の貸出冊数の増加を図るため、貸

出点数の変更を行うこととし、市内４つの図書館で合計 15点まで借りていただくことがで

きる。移動図書館「あおぞら号」では、この 15点とは別に 10点までとなると答弁した。 

次に、「図書館が設置されてから 70年を迎えるが、記念事業は」との質問に対し、本市

では、昭和 23年に現在の江陽中学校敷地内に図書館が設置されて、今年度で 70周年を迎

えた。70周年という節目を機に、図書館の PRと市民の皆様に図書館に来ていただけるよ

うな事業を計画している。具体的な内容については、新しい図書館キャラクターの発案、

テーマに沿って選んだ本を袋に入れて貸出しをする「本の福袋」等、市民の皆様に図書館

に親しみを感じていただけるような企画を検討していると答弁した。 

次に、「図書館業務民間活力導入事業の内容について」との質問に対し、中央図書館窓

口業務は、業務等の精査や準備作業等を行い、平成 32年度より窓口業務において民間活力

の導入を予定している。地区図書館業務は、業務等の精査や条例改正、選定作業を含めた

準備作業等を行い、平成 34年度より地区図書館業務において、指定管理者制度による管理

運営を開始する予定としている。移動図書館業務は、今年度中に業務の在り方を検討し、

今後の事業の方針を決定することとしている。現在、業務等の精査を行っており、その中

で、民間事業者に任せるもの、市が直接携わっていかなければならないもの等の仕分けを

行っているところであると答弁した。 

次に、「本市の図書館運営に関する将来構想について」との質問に対し、現在、平塚市

図書館協議会において、今後の図書館サービスの在り方について、検討をしているところ

である。今後の図書館サービスの在り方では、市民の役に立ち、誰もがいきいきと学べ、

自慢となるような図書館づくりを目指した「平塚市図書館のサービス方針」を今年度中に

策定し、子どもから大人まで読書に親しみ、学ぶことができ、居心地がよいと感じてもら

える図書館を目指していくと答弁した。施設については、平塚市公共施設等総合管理計画

に基づき、今後は個別施設毎の具体の対応方針を定める計画を策定する予定となっている

と答弁した。 

 

【質疑】 

な し 

 

（２）夏季休業中の教職員の服務等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

７月 21 日からの夏季休業を控え、教職員の服務等の指導について報告するものである。

詳細は教職員課教職員担当長が報告する。 

 

○教職員課教職員担当長 

 夏季休業を迎えるにあたり記載の事項について、教職員に徹底するためのものである。
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昨年と同様の内容であるが、「信用失墜につながる行為を慎むこと」や「交通法規を遵守し

た慎重な運転」等、内容の周知、指導の徹底について、７月の定例校長会で各校長へ周知

する。また、これに併せて、日常の職務においては、非常に多忙な中で職務にあたってお

り、学校及び地域行事等で週休日を含めて、対応していることも見受けられることから、

積極的にリフレッシュを図るよう周知する。 

 

【質疑】 

な し 

 

（３）夏季休業中における平塚市立学校の児童・生徒指導について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

７月 21日からの夏季休業を控え、休業中における児童・生徒指導の要点について報告す

るものである。詳細は教育指導課長が報告する。 

 

○教育指導課長 

例年、夏季休業中は、子どもたちにとって、学校を離れ、家族とのふれあいはもちろん、

地域の方や自然とのふれあい、様々な体験を深めるよい機会となる。また、この機会に、

自主的・自律的な生活習慣を形成していく力を身につけてほしいと願っているところでも

ある。しかしながら、この時期は、海や山をはじめ観光地等へ出かけることも多くなるこ

とから、水の事故や遭難事故等に遭遇する危険性も高くなる。また、生活リズムが乱れ、

問題行動へ発展してしまうケースも少なからず見られる。 

本日の資料は、各学校が夏季休業を前に、児童・生徒へ事前に指導するための基礎資料

となるものである。各校では、６月末の職員会議で議題に取り上げることから、夏季休業

では少し期間はあるが、６月 22日付けで各学校へ発送をしている。 

「指導の具体的事項」として、「学習に関する指導」については、大きく２点にまとめ

ているが、各学校では夏季休業前や休業中、本人・保護者との面談を実施する中で、夏休

み前までの学習を振り返り、休業中の学習課題や学習方法について指導支援をしている。  

本市では２学期制をとっているので、この部分の充実が図られることが大切となる。 

「生命の尊さ」については、生命尊重はもちろんのこと、自分自身また他の人の心と体

を大切にするということは、夏季休業中に限らず、年間を通して学校の教育活動全体の中

で指導している事項でもある。 

「生活に関する指導」については、12点を記載している。薬物や危険ドラッグでは、今

後も学校に注意喚起をしていくとともに、性被害の未然防止に向けて発達の段階に応じて

指導するように依頼している。また、最近特に多くなっているソーシャルメディア等への

違法行為や迷惑行為の投稿等はしてはいけないこと、無料通信アプリを悪用した犯罪に巻

き込まれないようにすること等についても、児童・生徒指導担当者会で、特に注意を呼び

掛けた。「SNS等のコミュニティサイトの利用を通じて、自画撮り被害にあう児童・生徒

が増加し、画像等がインターネット上に流出すると、不特定多数の者に繰り返しコピーさ
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れ、画像等の削除が非常に困難になることや、取り返しのつかない被害が生じてしまうお

それがあること」については、昨年度、新たに追加した部分であり、児童・生徒にも分か

るように発達段階に合わせた指導をするよう依頼している。 

「人権尊重」と「いじめ」への指導や対応については、特に「いじめ」を受けた児童・

生徒に対して、連絡を入れて状況の確認や心のケアを行うことや夏季休業中であっても、

交友関係の中で「いじめ」が起きることも考えられるので、児童・生徒及び家庭に対して

も、適切な指導をお願いしている。 

「健康・安全に関する指導」については、はじめに、時期的に食中毒防止も注意をして

いかなければならないので、手洗い、うがいの徹底について記載している。 

続いて、交通規則の順守として、平成 27年６月に道路交通法が一部改正され、自転車利

用のルールが厳しくなったため、今まで以上に安全を考えて交通ルールの順守とマナーを

守ることについて記載している。また、小中学生の火遊び事案が少なからず発生している

現状があるため、火の取扱い方の指導ということで記載している。 

続いて、地域における危険な場所の周知として、過去、花水川河口で事故が発生し、尊

い命を落とす痛ましい事故も発生している。昨年度は、２件ほど、小学生が川で遊んでい

て、そのうち１件は、かなり深いところにいたという報告が入っていた。海・川での事故

防止については、先週行われた児童・生徒指導担当者会、７月３日の教頭研究会等で、再

度指導の依頼をしていく予定である。 

続いて、不審者への対応として、５月・６月は、県外で小学生が被害者となる事件も発

生しており、また、平塚市内においても不審者の情報が多く寄せられている現状が見られ

る。被害に巻き込まれない時間や場所を考えた行動とともに、自ら身の安全を守る行動等

の指導の他、緊急時の連絡場所等の周知も依頼している。 

続いて、夏季休業中に行う教育活動等では、「高温多湿下においては、活動可能な状況

の見極めと健康観察、休息や水分の補給をして熱中症等の防止に努めること」として、夏

休み中の部活動やサマースクール等、屋内外を問わず注意するように依頼していきたい。 

「緊急時の体制について」については、例年どおりの記載であるが、６月 18日には大阪

府北部を震源とする地震の際、小学生が犠牲になったこともあるので、避難回避行動、避

難方法等の指導について、今後も働きかけていく予定である。「夏季休業後に向けての指

導」については、内容は例年と変わりはないが、夏季休業後、児童・生徒の心身の状態や

行動に変化が表れやすいことから、いじめ問題への徹底及び自殺予防の取組の充実につい

て最初に記載している。これまでも「児童・生徒の自殺予防」に関する件では、文部科学

省からの通知等を受けて、学校に伝えているところではあるが、改めて、命の大切さにつ

いて、繰り返し指導するとともに、学校全体で見守り、児童・生徒の示す小さな変化やサ

インを見逃さないよう、校内の教育相談体制の充実に向けて取り組むよう、今後も随時依

頼をしていく。また、自殺については、４月の年度当初と５月の連休明け、そして、９月

の夏休み明けに自殺者が増える傾向があるので、その時期に着目し、学校や地域、あるい

は家庭において、児童・生徒への見守りの強化や、児童・生徒向けの相談や講演等の対応

を集中的に行うことで、一層の効果が期待できると示されており、この点も併せて依頼し

ていく。 

「その他」については、例年どおりの記載であるが、児童虐待については、常にアンテ
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ナを高くしておき、児童生徒の安全を最優先に的確な対応をするように今後も働きかけて

いく。 

なお、小学校向け「夏休みのすごしかた」と中学校向け「夏季休業中の生活」について

は、説明した注意事項を児童・生徒向けに構成したもので、各学校ではこれを参考に、学

校ごとの「こころえ」を作成・配布の上、指導を行っている。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）平成３０年度平塚市教育研究所要覧について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年度平塚市教育研究所要覧について、その内容を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 

この要覧は、研究所の各事業の取組内容をまとめ、広く周知するものである。教職員の

研究・研修を中心に説明する。 

「調査研究活動」の「教育調査研究部会」及び「小中学校・幼稚園研究推進事業」につ

いては、教育委員会５月定例会で報告したとおりであるので、説明は割愛とする。 

「研修事業」として、市内教職員向けに夏季休業中の教育講演会・研究教室や平日開催

のワンポイント研修会等、各種の研修会を企画している。今年度の教育講演会は８月２日

に大阪学院大学の特別支援教育士である山田 章氏を招き、「多種多様な子どもたちの理

解と支援の方法」というテーマでの講演を予定している。また、今年度も、中央公民館で

午前・午後の２回開催になっている。 

「ワンポイント研修会」では、日常の教育活動にすぐに生かすことができるピンポイン

トの内容で実施しており、平日の放課後を含め、５回程度の開催を予定している。既に「キ

ャンプファイアー研修会」や崇善小学校での音楽の研修会を実施し、大変好評いただいて

いる。 

「夏の研究教室」では、各教育分野で活躍の方を招き、９講座を予定している。講座は

教職員のニーズと各教科のバランスを考えて設定するが、基本的な指導力向上の内容に加

え、次期学習指導要領や今日的な教育課題を踏まえ内容を設定している。 

「新採用教員研修会」では、市・中地区・県の集合研修を終え、８月に宿泊を伴う２日

間に亘る研修を行う。 

「学校研究推進担当者研修会」では、今後、各担当者が他校で公開される研究授業・研

究会に参加することで、自校の研究に生かしていく研修となるようにしている。 

「教育関係諸団体との連携」では、主に小中学校教育研究会等、団体への助成及び支援

を行うことで、学校教育の推進と充実を図っている。 

「教育の情報化の推進」では、情報教育及び校務支援の情報環境の整備とともに、教職
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員向けの研修会を実施している。今年度は、中学校パソコン教室等の機器の入替に併せて

教育用のタブレット PCの配備を進めている。 

「教育関係資料の収集と提供」では、機関誌「平塚教育」・研究所便り「そよかぜ」を

紙面で学校に配布するとともに、校務用パソコンの掲示板に掲載し、教育情報の提供をし

ている。また、教育関係図書は、教科指導の月刊誌、研修でお招きした講師の著作物、教

職員から希望のあった書籍等、教育会館ロビーの配架や、教職員への貸し出しで、授業づ

くりや学校運営に役立つよう活用している。 

 

【質疑】 

な し 

 

（５）平成２９年度教育相談統計等の報告について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年度教育相談統計等の報告について、その内容を報告するものである。詳細は子

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 

 この統計は、昨年度に子ども教育相談センターでお受けした来所と電話による相談件数

の実数である。相談件数総数は 570件で、来所相談は平成 29年度より 41件減って 346件

で内容別に見ると、「不登校」「発達障がいの心配」「学習面の心配」が例年通り多くなって

いる。これらを内容とする電話相談は減少しているが、来所の継続相談は 26名増加してお

り、直接、相談員と会って話したいという気持ちが強いと考えられ、一つひとつの心配の

程度が大きくなっているものと受け止めている。今後も、電話による相談はもちろん、直

接お会いしての相談を、丁寧に進めていく。 

 来所相談 346件に対し、面接や遊戯療法を延べ 3,268回実施した。４つの面接室、２つ

のプレイルームがあり、全ての部屋で、例年同様、ほぼ毎日、ほぼ空きのない利用状況で

あったが、できるだけ待たすことなく、初回面接を行い、市民サービスとしての教育相談

が、スムーズに行えるよう努力している。また、「学校教育相談」として、学校の先生方の

相談も受け、関係機関も交えた情報交換も随時行い、ケース理解を深め、よりよい支援を

行えるよう取り組んでいる。 

この統計にはないが、相談者である保護者の希望により、児童・生徒の面接の状況や検

査の結果を医療機関へ情報提供している。この情報提供書の作成や、心理検査を実施した

後の結果の集計、報告書の作成といった業務が、年を追うごとに増えている状況である。 

適応指導教室くすのきの統計では、この教室は、不登校の児童・生徒が、生徒自身の状

態に合わせて通室し、専任教員や指導員との相談、臨床心理士との心理面接などの支援を

受けながら、個別の学習、集団コミュケーションのための活動をし、学校復帰を目指す教

室である。昨年度、正式通室した児童・生徒は 20名、前年度より４名の減であった。正式

通級をする前の段階である「体験通室」している児童・生徒もいるため、多いときには 30
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名近くの生徒が教室を利用していた。学校に復帰した生徒は 1名であったが、適応指導教

室で卒業式を迎えた生徒全員が、高等学校に進学している。 

障がいのある児童・生徒の就学の場について相談する「就学相談」の件数では、この 188

件それぞれについて、担当指導主事２名、平成 30年度は３名であるが、園や学校へ訪問し

て子どもの様子を観察しながら、保護者と面談をする。就学先についての審査を望まれる

場合には、必要に応じて検査を行ったり、医学的検診を受けていただいたりして、平塚市

教育支援委員会での審査を受けていただいた。前年度同様にニーズが高く、担当指導主事

は相談や学校訪問等でフル稼働の状況にある。相談は、新就学の年長児 118件、措置替え

の児童・生徒 70件があり、その中で、新就学の幼児 62件、児童・生徒の措置が 62件、計

124件であった。この件数も前年度より 11件増えている。 

不登校訪問相談実施状況では、学校だけでなく、関係機関にも通えず、なかなか家庭か

ら出られない児童・生徒５件に、年間延べ 361回の支援等を行った。担当の相談員１名で、

実施しており、深刻なケースや長期化してからのケースが多いため、学校への直接復帰の

数は僅かであるが、訪問を続ける中で、当センターの適応指導教室につながったケースも

ある。 

相談支援チームの学校訪問状況では、学校から依頼のあった状況に合わせて、教育、福

祉、保健、医療等、様々な関係機関の職員を派遣し、授業参観やケース会議等を行った。

昨年度は 57件について、36回の派遣があった。 

スクールソーシャルワーカーの活動統計では、昨年度より 36件多い、191件のケースを

受けた。学校や家庭等の訪問 257回、ケース会議の開催 124回、関係機関等との連携を延

べ 1,185回行った。児童・生徒本人への働きかけだけでは、児童・生徒の問題の解決が難

しく、家庭への働きかけを必要とするケースが増えていることが分かるが、家庭を、教育

機関だけでなく、福祉、医療、警察等の支援につなぐことで、不登校や問題行動などの児

童・生徒の問題が解消したり、問題の解決に向けて見守る支援の層を厚くしたりという活

動を行うことができた。 

スクールカウンセラーの教育相談件数統計では、昨年度は市のスクールカウンセラーを

13 名、県のカウンセラーと合わせて小・中学校全校に配置した。統計は全て延べ人数で、 

相談内容の全体的な傾向は、例年の傾向とは大きく変わらないが、児童・生徒からは友人

関係や自己の性格について、保護者や教職員からは長期欠席や学習・進路、発達の心配に

ついての相談が多くみられた。当センターとスクールカウンセラーが連携するケースも多

く、学校と当センターとの連携にも、スクールカウンセラーが大きな役割を担ってきてい

ると感じている。 

 

【質疑】 

○田中委員 

不登校訪問相談について、昨年度から件数が減っているにもかかわらず、相談実施回数

が増えており、担当者の対応が丁寧であったのではないかと考えられる。その一方で、ス

クールソーシャルワーカーについて、件数が増加しているが、訪問回数は減っているのは

何か理由があるのか。 

また、スクールカウンセラーについては、来所相談数が増えており、これに伴い対応に
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要する時間も増えていると思われるが、対応にあたって工夫している点等があれば確認し

たい。 

 

○子ども教育相談センター所長 

スクールソーシャルワーカーの訪問回数が減っている理由については、学校において経

験の積み重ねもあり、ソーシャルワークでの対応に支障が少なくなってきていることが考

えられる。 

スクールカウンセラーの相談時間については、授業時間と同様の設定に加えて、放課後

に行っており、40分から 50分程度となっている。スクールカウンセラー自身の時間のや

りくりや、学校からの話では、学校において優先順位を付けて相談に対応しているという

ことも聞いており、そういったことが要因としてあると思う。 

 

○荒井委員 

不登校の要因について、分かる範囲で教えてもらいたい。 

また、小学校における不登校として、１年生から発生している状況なのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

不登校の要因については、学年によって異なっており、また、特定することは難しいと

ころがある。背景としては、発達障がいや家庭の問題等があるが、本人も特定した要因が

分からない場合もあるため、相談を繰り返す中で、本当の要因はどういったことなのかを

追及していきながら、ケアをしている状況にある。 

また、小学校１年生の不登校については、相談等の対応ケースとして実在している。 

 

○教育指導課長 

小学校１年生の不登校については、文部科学省からの依頼を受けて実施している調査に

おいても、学校からの報告件数としてあることから、発生しているのが現状としてある。 

家庭の状況による要因ということについては、保護者の学校教育への考え方等が要因と

して挙げられる。 

 

○荒井委員 

小学校１年生から不登校となってしまうのは、乳児または幼児期での子育て環境が影響

している部分もあるのではないかと思うところがある。１年生から不登校となってしまう

と、その後に学校へ行く意欲が湧いてくるのかどうか、危惧してしまう。 

 

（６）その他 

な し 

 

 

 

 



－13－ 

２ 請願第１号 平塚市教育委員会会議規則第１９条に基づく請願 

 

【説明】 

○吉野教育長 

平塚市教育委員会会議規則第 19条に基づく請願について審議するものである。詳細は教

育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

平成 30年６月 20日付けで「平塚市教育委員会会議規則第 19条に基づく請願」が提出さ

れた。請願者の住所、氏名等の情報は、平塚市情報公開条例第５条第１号の規定により非

公開としている。 

この請願の趣旨は、「平塚市立土沢中学校銃剣道授業は中止すべきである」というもので、

その理由として次の５つの内容を述べられている。 

１点目として、「土沢中学校長の教育編成権について」ということである。土沢中学校の

授業の開始時期には、銃剣道の教科書への記載がなく「教科書以外の教材の使用」となる

ので、平塚市教育委員会の承認を受けなければ実施できない。承認を受けていないのであ

れば、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を逸脱した行為となり違法である、とい

う内容となっている。 

２点目は「指導教師の能力について」ということである。戦争中に敵を殺傷することを

目的に軍事教練として実施されていた銃剣道に対して、たった 1回模擬授業を実施しただ

けの教師に、銃剣道の危険性に対する十分な能力・資格はない、という内容となっている。 

３点目は「歴史的経緯を伝えることについて」ということである。銃剣道の授業に限ら

ず、その歴史的経緯を伝えることは重要だとしながら、今日では現代的スポーツだからよ

いとの判断には、理論的思考がない。歴史的経緯を十分考慮しない銃剣道の授業は中止す

べきである、という内容となっている。 

４点目は「学習指導要領に銃剣道が追記されたことについて」ということである。文部

科学省は、政治家の要請を受けて、銃剣道を学習指導要領に追記したのである。政治家の

不当な支配を受け追記された学習指導要領は、違法な学習指導要領であり、違法な学習指

導要領に従う義務はない、という内容となっている。 

５点目は「平塚市教育委員会の責務について」ということである。土沢中学校における

銃剣道授業は、教育基本法の趣旨から逸脱しており、本来あってはならない教育である。

平塚市教育委員会は、即刻、土沢中学校における銃剣道授業を中止すべきである、との内

容となっている。 

以上が、全体の内容となる。また、請願書の他に、別紙として４つの関連資料が添付さ

れている。項目及び内容が多岐にわたっているが、審議をお願いいたしたい。 

 

【審議】 

〇田中委員 

 請願書に記載の内容については、項目が多いので、慎重に議論をしていくということで

は、検討する期間をいただきたいと思っている。 
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〇水谷委員 

 私も田中委員の意見と同様の考えである。今回の定例会で結論を出すというよりも、検

討する期間を十分にもって、審議する必要があると思う。 

 

○吉野教育長 

 ただいま、田中委員、水谷委員から、検討する期間を延ばした方が良いという主旨の発

言があった。私も、検討する期間を延ばして、次回の定例会で再度審議することを考えて

いるが、いかがであろうか。 

 

○全委員 

 異議なし 

 

【結果】 

全員異議なく「継続審査」とされた。 

 

３ 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６月定例会は閉会する。 

 

（14時 55分閉会） 


