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平塚市教育委員会平成３０年９月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年９月 21日（金）10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    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   スポーツ課課長代理   市川  豊 

中央図書館長      小林 裕治   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 

美術館館長代理     所  雅人 

 

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９月定例会を開会する。 

 

【前回会議録の承認】 

○吉野教育長 

初めに、平成 30年８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８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９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 

８月 27日から９月 20日まで開催された平成 30年９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 

 清風クラブの数田俊樹議員からの「市長に問う」のうち、「落合かつひろ２期目の約束」

における「相模小学校の移転スケジュール」との質問に対し、現在、実施設計において建

設費を算出するための積算業務を進めるとともに、平塚市まちづくり条例の規定による協

議等、法令に基づく手続きを行っている。引き続き、土地区画整理事業の進捗を見ながら、

今年度中の用地取得に向けた取組を進める。今後の予定については、工事費予算案の議会

での承認及び入札等の手続きがあるが、用地取得後速やかに、工事発注に向けてこれらの

作業を進めたいと考えていると答弁した。 

次に、「中学校給食の実施に向けて」における「検討委員会の検討結果を踏まえ、中学

校給食実施に向けて本格的な内部検討を始めるということでよいか、市長の見解を伺う」

との質問に対し、今までは、校舎の耐震化や教室のエアコン設置を中心に、教育環境の充

実を図ってきたが、一定の目途がついたので、中学校の完全給食が教育環境の整備におけ

る次の大きな取組課題と認識している。報告書にもあるように、社会構造と生活様式が変

化している現在、多様な観点から学校における昼食の重要度は増しており、完全給食を実

施するべきと判断したところである。今後、報告書の提言を基本に、多額の財源を必要と

する大きな事業でもあることから、教育委員会を始め、庁内関係部局で実現に向けた検討

を進めていくと答弁した。 

公明ひらつかの小笠原千惠美議員からの「教育環境の安全性確保の推進を」のうち、「学

校施設や通学路におけるブロック塀等の安全対策の取組について」における「記念碑・銅

像等の台座設置物の安全点検について」との質問に対し、台座設置物については、各小・

中学校、幼稚園の全 47校のうち小学校 10校、中学校３校の計 13校に設置されていること

を把握している。今後、台座設置物の構造等を精査し、安全性の確保を検討していきたい

と考えていると答弁した。 

次に、「窓ガラスの飛散防止フィルムによる安全の確保について」における「小・中学

校の現況と今後の予定」との質問に対し、窓ガラスの飛散防止フィルムについては、一部

の学校では貼り付け後の経年劣化により、ガラスとフィルムとの間に気泡が生じる状況と

なっており、既に、貼り換えの時期であることは認識している。今後の改修については、

今年度に設置したエアコンの効率向上が見込まれるよう、飛散防止と遮熱効果を合わせ持
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ったフィルムとする等、より効果的な施工となるよう検討していくと答弁した。 

次に、「校内における熱中症対策について」における「県内小・中学校の普通教室のエ

アコン設置状況と本市の今後の中学校の具体的な設置スケジュールについて」との質問に

対し、県内の設置状況は平成 29年４月１日現在で、79.0パーセントになる。現在、来年

の夏休み明けからエアコンが使用できるよう設置を進めている。しかしながら、昨今の猛

暑を踏まえ、１日でも早く稼動できることが求められているところである。エアコンの設

置工事には、大きな音が出る作業が伴うことから、学習環境に影響が出ないよう、授業の

ある平日は工事が進められない状況にあり、現在は夏休みを利用しての工事計画となって

いる。このような状況を踏まえ、前倒し工事が可能かの検討を進めていくと答弁した。 

続いて、「幼稚園のエアコンの設置状況と、小・中学校の特別教室の設置状況について」

との質問に対し、幼稚園の保育室の設置状況は、土屋幼稚園で保育室の２室、さくら幼稚

園、ひばり幼稚園、金目幼稚園で共有のプレイルーム１室にエアコンが設置されている。 

小・中学校の特別教室は、すでに音楽室、図書室、パソコン教室に整備されている。エア

コンが整備されていない特別教室は、小学校では理科室、図工室、家庭科室。中学校では、

物理室、化学室、美術室、木工室、金工室、調理室、被服室等が残っている。小学校と中

学校では、授業の形態が異なり、特別教室の使用頻度に差があることから、利用状況等を

把握し準備を進めていくと答弁した。 

続いて、「学校体育館のエアコン設置の考えについて」との質問に対し、小・中学校の

普通教室完了後は、特別教室のエアコン設置を進めて行きたいと考えている。将来的には、

体育館にエアコン設置が望まれるところであるが、体育館は床面積が広く、天井高も高い

大空間であるため、空調機の設置方法は大変難しいものと考えている。まずは、施工実例

の調査、研究等に取り組んでいくと答弁した。 

続いて、「エアコン設置により、電気代に制限をかける自治体もあるが、本市の見解は」

との質問に対し、電気代を理由として、使用制限をかけるようなことは考えていないと答

弁した。 

次に 「『平塚市中学校昼食検討委員会 報告書』を受けて」における「これまでの一

部の報道では、決定したかのように誤解を招く記事があったが、見解を伺う」との質問に

対し、８月 10日に提出された報告書の提言を基本に、これから、中学校の完全給食実施に

向けた具体的な検討を、教育委員会を始め庁内関係部局で進めていくと答弁した。 

続いて、「中学校給食は相模小学校の移転が具体的にならないと進まないのではないか、

どのような条件が揃えば進めるのか」との質問に対し、中学校の完全給食は、多額の財源

を必要とする大きな事業となる。まずは、目下取り組むべき相模小学校移転整備事業を、

着実に進めていくことが肝要と考えている。一方で、中学校の完全給食の実施についても、

喫緊の課題として捉えているので、速やかに中学校の完全給食の実施に向けた具体的な検

討をしていきたいと考えていると答弁した。 

湘南フォーラムの小泉春雄議員からの「教育課題について」のうち、「中学校普通教室

へのエアコン設置」における「来年の夏休み明けより早期に使用が可能か」との質問に対

し、小笠原千惠美議員と同様の内容で答弁した。 

次に、「中学校の完全給食」における「検討委員会からの提言を受け、市長の見解を伺

う」、「今後どのように進めるのか伺う」との質問に対し、数田俊樹議員と同様の内容で
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答弁した。 

平塚自民クラブの金子修一議員からの「リトアニア共和国との交流について」のうち、

「リトアニア共和国への教育視察団派遣」における「教育視察団の派遣目的と意義、経費、

構成メンバー」、「派遣経費が支出される予算科目」との質問に対し、派遣目的について

は、カウナス市及びアリートゥス市との教育交流をさらに充実したものとするため、両市

の教育の現状等を把握するとともに、各交流対象校を視察することで、今後の具体的な交

流内容等について改めて両市教育関係者と共通理解を図ることであると考えている。 

 なお、派遣経費は 140万円を予定していると答弁した。 

次に、「平塚市中学校昼食検討委員会報告書について」における「検討委員会からの報

告書を受け、教育委員会及び市長の考えはどうか」、「中学校の完全給食は、いつまでに

実施できるのか」との質問に対し、数田俊樹議員と同様の内容で答弁した。 

湘南フォーラムの出村光議員からの「教育委員会に問う」のうち、「相模小学校移転に

ついて」における「現状と今後の予定」との質問に対し、数田俊樹議員と同様に答弁した。 

 次に、「トイレの洋式化とエアコン設置」における「今年度までの、取組状況」との質

問に対し、平成 30年度は大規模改修工事として、江陽中学校と山城中学校の工事を現在行

っており、年度末までに、トイレの洋式化率は44.0パーセントを予定していると答弁した。 

続いて、「トイレの洋式化は、避難所となる小・中学校を優先すべきでは」との質問に

対し、現在の進捗状況では、全校で終了するまでには、相当の時間を要することは承知し

ているが、多額の予算を必要とする事業であるので、全体的な視点で検討を進めていく。 

安心で快適なトイレ空間への改修は、児童・生徒だけでなく、学校を利用するすべての方々

のための事業であるので、貴重な意見として受け止めると答弁した。 

 続いて、「中学校と幼稚園のエアコンの設置状況について」との質問に対し、小笠原千

惠美議員と同様の内容で答弁した。 

次に、「給食費の未納について」における「小学校における給食費等徴収業務の現状に

ついて」、「徴収業務における先生の役割について」、「給食費未納の際には、誰がどの

ように担っているのか」との質問に対し、小学校における給食費の徴収については、学校

ごとに学校長が管理を行っている。徴収方法は、児童の保護者口座から学校長の口座へ振

替で行い、口座振替が不能の場合には、教職員が現金徴収を行っている。また、未納の際

には、教職員等が催告文書を未納世帯へ送付したり、あるいは、保護者が在宅している夜

間に家庭訪問を行う等の取組も行っている。 

なお、平成 29年度の給食費未納の状況として、平成 30年５月 31日現在、金額ベースで

0.26パーセントとなっていると答弁した。 

続いて、「検討委員会の報告書に『給食費を公会計化し、未納者への対応を市が行う必

要がある』との記述があるが、この報告内容をどのように受け止めるのか」との質問に対

し、給食費等の学校徴収金の公会計化については、文部科学省から平成 30年度内に、ガイ

ドラインが示されるとなっている。一方、本市では、庁内関係各課で、公会計化に関する

情報の共有を行うとともに、システム構築に向けた研究も行っている。また、先進事例研

究のため、給食費等の公会計化を実施している自治体の視察に関係各課で行ってきた。今

後は、学校現場の負担軽減を視野に入れ、公会計化に向けた取組を進めていくと答弁した。 

日本共産党平塚市議会議員団の松本敏子議員からの「平塚市中学校昼食検討委員会の報
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告書から」における「検討委員会の報告書を受け、市長の考えを伺う」との質問に対し、

数田俊樹議員と同様の内容で答弁した。 

続いて、「中学校給食における単独校方式または親子方式の導入の検討について」との

質問に対し、検討委員会の報告書でも単独校方式が最良の方式とされている。しかしなが

ら、単独校方式での調理場の建設費用やその後の維持管理費用に多額の財政負担が生じる

こと、また、調理場の建設場所となる学校敷地内の制約等から、実施は難しいと考えてい

る。また、親子方式については、多額の財政負担が生じることから、課題は多いものと考

えていると答弁した。 

続いて、「中学校給食実施となれば、小学校の２つの共同調理場１場案も見直しとなる

のか。また、共同調理場１場でどれくらいの食数を調理できるのか、どれくらいの規模の

土地が必要になるのか」との質問に対し、平成 26年 12月議会定例会にて答弁した、老朽

化した現在の北部と東部の共同調理場を１場で新設する案に、仮に中学校給食分の約 7,000

食を加えると、食数としては約１万 6,000食となる。 

なお、約１万 6,000食規模の共同調理場に必要な土地の広さについては、他自治体の事

例では、１万 5,000食の調理場を設置するのに、約 9,000平方メートルの土地が供されて

いるので、これに相当する広さの土地が必要と思われると答弁した。 

清風クラブの須藤量久議員からの「子育て世代から『選ばれるまち』」のうち、「教育

環境の向上・エアコン設置について」における「中学校普通教室のエアコンの前倒し設置

の見解」、「未設置の特別教室及び体育館へのエアコン設置の考え」との質問に対し、小

笠原千惠美議員と同様の内容で答弁した。 

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

の今後のスケジュール」のおける「用地取得に至る条件整備の進捗状況」との質問に対し、

建設予定地内で操業されている方については、換地先の整備が終わり、移転に向け準備を

開始している状況である。また、建設予定地内にお住まいの方々については、既に建物の

取り壊しを行っている方や、換地先で新しい住居の建築が始まり、完成後、現在の住まい

から移転する予定となっている方等がいる。引き続き、関係部局と連携して土地区画整理

事業の進捗を見ながら、今年度中の用地取得に向けた取組を進めていくと答弁した。 

続いて、「建設工事に必要な実施設計や申請手続きの進捗状況」との質問に対し、数田

俊樹議員と同様の内容で答弁した。 

続いて、「用地取得から開校までのスケジュール」との質問に対し、用地取得後の予定

については、工事費予算案の議会での承認及び入札等の手続きがあるが、速やかに工事発

注に向けて、これらの作業を進めていきたいと考えている。工事期間は、概ね２年の期間

を要するので、その後の開校となると考えていると答弁した。 

 続いて、「学校建設に想定される金額」との質問に対し、現在、積算業務を進めている。

今後、議会にて承認いただく際に、工事費予算案等について示したい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「真田・北金目地区の現状と課題」における「みずほ

小学校児童数増加への対応及び金目中学校の生徒数増加の見通し」との質問に対し、みず

ほ小学校児童数増加への対応については、平成 30年４月現在の在籍児童数と、既にみずほ

小学校区に在住している未就学児数や、今後の真田・北金目地区への人口流入を加味し、
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８教室を増築する予定となっている。また、金目中学校の生徒数増加の見通しについては、

現在、全校生徒数は 390人、普通級及び支援級合計で 10クラスとなっており、今後の生徒

数増の見込みから、全学年が５クラスに、支援級が３クラスになると仮定した場合も、現

状、様々な用途で使用されている教室を、普通教室等に転用することで対応できると考え

ていると答弁した。 

  

○教育指導担当部長 

公明ひらつかの小笠原千惠美議員からの「教育環境の安全性確保の推進を」のうち、「学

校施設や通学路におけるブロック塀等の安全対策の取組について」における「安全性に疑

問のある通学路のブロック塀 204か所の再調査結果について」、「通学路のブロック塀の

チェックは、打音、金属検出器を用いて行ったか」との質問に対し、学校周辺及び住宅密

集地の指定した通学路における、高さ概ね 1.2メートル以上のブロック塀、石塀等を対象

とし、目視による点検の結果、ひび割れ、破損、傾斜等のある塀が、204か所確認され、

職員で再点検し、危険と思われる箇所は、その所有者に塀の安全点検のお願いをするとと

もに、改善に向けて、本市の補助制度の活用を案内した。点検にあたっては、国土交通省

が作成した「ブロック塀の点検チェックポイント」の項目に沿い、所有者の話を伺いなが

ら実施したと答弁した。 

続いて、「防犯や防災の視点を取り入れた『通学路交通安全プログラム』の見直しにつ

いて」との質問に対し、現在、今年５月に新潟市で、下校中の児童が殺害されるという痛

ましい事件が発生したことを受け、国から通学路における防犯面での緊急合同点検を実施

する旨、依頼を受けている。こうしたことから、現行の「通学路交通安全プログラム」は、

交通安全面のみに特化したものであるため、今後、防犯面、防災面の取組を一体として進

めていく方向で、関係機関とも協議していくと答弁した。 

次に、「自転車走行の安全対策の取組」のうち、「中学生の部活動の移動手段による自

転車利用の見解」、「中学生の自転車利用時の安全への啓発の取組」、「中学生の部活動

での移動時の自転車事故の特徴的な事例」との質問に対し、本市では、中学生が部活動を

行う際、移動手段として、自転車の利用を認めており、各学校では移動距離や天候等を考

慮し、自転車利用を許可している。自転車利用については、利便性の面でメリットがある

が、事故防止の観点から、交通ルールの遵守とマナーや、車両の点検・整備を行うこと等

についても、確実に指導を行う必要があると考えている。安全への啓発の取組については、

中学校の保健体育科の授業で、交通事故防止について学習している。また、神奈川県警察

本部の自転車交通安全用教材「チリリン・タイム」を活用したり、交通安全教室を開催し

たりして、交通安全教育に取り組んでいる。さらに、長期休業前や市中学校総合体育大会

の前には、自転車での飛び出しや信号無視、スピードの出し過ぎや二人乗りをしないよう

に注意喚起をしている。自転車事故の特徴的な事例については、市中学校体育連盟からの

報告によると、転倒、交差点で自動車や歩行者との接触、自転車同士の接触等が報告され

ていると答弁した。 

湘南フォーラムの小泉春雄議員からの「教育課題について」のうち、「児童・生徒をい

かに守るか」における「本年５月から６月にかけて城島地区で連続して発生した不審者出

没の事案概要と対応」との質問に対し、１件目は、５月下旬、小学校の校庭で、休み時間
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に遊んでいた児童に不審者が近づき声をかけ、不審者は、校庭にいた教職員に気づくと、

フェンスを乗り越え去っていった事案である。事案発生後、当該校は、速やかに全教職員

に事案について周知し、平塚警察署、平塚市教育委員会、平塚市学校・警察連絡協議会へ

連絡を入れ、保護者へメール配信を行った。連絡を受けた教育委員会は、学校へ職員を派

遣し、状況確認をするとともに、青色防犯パトロールを実施した。また、市内全校に情報

提供をし、注意喚起も行った。後日、当該校では保護者に児童の安全対策について文書に

て周知した。今後、当該校に防犯カメラを１台追加で設置する予定である。２件目は、６

月中旬、下校途中の中学生が、すれ違った男性に声をかけられる等、不審者に遭遇した事

案である。当該校は、平塚警察署に連絡を入れ、パトロール強化を依頼するとともに、平

塚市学校・警察連絡協議会に連絡をした。その後、全校生徒へプリントの配付、保護者へ

メールを配信し、注意喚起を行うとともに、教職員による地域の巡視を夏季休業に入るま

で実施したと答弁した。 

続いて、「本市小・中学校の児童・生徒が対象となった犯罪及び未遂・不審者情報等、

教育現場から報告された件数と対応」との質問に対し、不審者情報等の報告は、平成 29年

度は 74件、平成 30年度は、４月から８月末までで、41件となっている。対応については、

教育委員会に不審者情報等が入った場合は、各学校に情報を提供し、注意喚起をするとと

もに、状況に応じて職員を派遣し、学校とともに子どもの安全確保のために支援をすると

答弁した。 

続いて、「隣接自治体や隣接する小・中学校との情報共有」との質問に対し、不審者等

の情報の発生場所や内容によって、隣接自治体には教育指導課から情報提供を行っている。

各自治体の教育委員会担当課では、状況に応じて所管の小・中学校へ情報提供がなされる

ものと認識していると答弁した。 

続いて、「通学路沿いの危険箇所の除去に向けた取組」との質問に対し、現在、国から

の依頼を受け、通学路における防犯面での緊急合同点検の実施に向け準備を進めている。

この取組は、学校・保護者等が通学路の点検を実施し、防犯の観点から危険があると認め

られる箇所を抽出の上、教育委員会に報告し、報告を受けた教育委員会が関係機関ととも

に危険箇所の合同点検を実施するものである。初めての取組となるが、継続的な実施に向

け関係機関と協議していくと答弁した。 

清風クラブの片倉章博議員からの「安心・安全なまちづくり」のうち、「防災フェア」

における「小・中学校で行っている現状と学校が行っている訓練」との質問に対し、避難

訓練については、学校保健安全法や消防法により、全ての学校に義務付けられている。各

学校の計画には、学校や地域の実態に応じた時期や避難方法、災害の種類や注意事項が具

体的に記載されており、年間を通じて計画的に実施されていると答弁した。 

公明ひらつかの秋澤雅久議員からの「平塚市いじめ防止基本方針（改定素案）について」

における「過去５年間の小・中別いじめ認知件数の推移と国・県との比較」との質問に対

し、平塚市立小・中学校におけるいじめ認知件数は、小学校では、平成 24年度 41件、25

年度 87件、26年度 176件、27年度 764件、28年度 1,375件で、５年間で約 33.5倍、中

学校では、平成 24年度 72件、25年度 84件、26年度 189件、27年度 170件、28年度 250

件で、５年間で約 3.4 倍となっている。神奈川県では、小学校は平成 24年度 3,098件、28

年度 10,607件と５年間で約 3.4倍、中学校は平成 24年度 2,729件、28年度は 3,459件と
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約 1.3倍となっている。全国では、小学校は平成 24年度 117,384件、28年度 237,921件

と５年間で約 2倍、中学校は平成 24年度 63,634件、28年度 71,309件と約 1.1倍となっ

ている。全国・神奈川県・平塚市とそれぞれ増加傾向にあり、特に平塚市の小学校で大幅

な増加が見られると答弁した。 

続いて、「これまでのいじめ防止対策の検証」との質問に対し、各学校では、「学校い

じめ防止基本方針」を策定したことにより、いじめに対しての教職員の意識が高まり、個

で抱え込まずに組織で対応することや、教育相談やアンケート調査等を実施し、日常の学

校生活においても、児童・生徒にきめ細かく対応するようになっている。いじめの認知件

数の増加については、国によりいじめの認知に関する考え方が詳細に示され、各学校では

いじめられた児童・生徒の立場に寄り添い、ささいな兆候であっても、いじめではないか

と疑いを持って、早い段階から関わりを持ち、積極的にいじめを認知し、指導につなげて

いることが、大きな要因と捉えていると答弁した。 

続いて、「SNSを活用したいじめ相談の参加状況と導入へ向けて」との質問に対し、神

奈川県教育委員会が試行で実施する「SNSいじめ相談＠かながわ」に、本市では、中学校

２校 948名が参加する予定となっている。近年、中高生の多くが SNSをコミュニケーショ

ン手段として活用している状況を踏まえ、多様な相談窓口を確保していくことは、大変重

要だと考えている。今後、神奈川県教育委員会の中間報告や、いじめ防止対策調査会から

の答申を参考に、情報を密に取り合いながら、引き続き導入について研究していくと答弁

した。 

続いて、「『協働』に特別な意味を付与するものなのか」との質問に対し、本市では、

すべてのいじめを見逃さない、見過ごさないという姿勢で、学校・家庭・地域の協働で、

子どもたちを守り、育てていく取組を推進し、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受

け止めることができるようにするために、「協働」を明記したと答弁した。 

続いて、「地域と連携したいじめ防止対策の具体例」との質問に対し、いじめは、様々

な生活の場面で起り得るもので、いじめを防止するには学校だけでなく、家庭、地域、関

係機関や関係団体が連携し、より多くの大人が児童・生徒とコミュニケーションを図り、

悩みや相談を受けとめることができるようにすることが必要と考えている。そのためには、

児童・生徒と家庭や地域の大人が、触れ合い、互いに顔が分かるような取組を工夫するこ

とが大切と考えていると答弁した。 

続いて、「今回のいじめの定義となった理由と狙い」との質問に対し、いじめへの対応

については、早期発見・早期対応の充実を図る必要がある。いじめの定義に「児童・生徒

本人がいじめと感じたものはすべて、いじめとしてとらえる」を追記することで、どの児

童・生徒にも、どの学校でも起こり得ることであり、すべての児童・生徒を対象とした、

いじめの未然防止の意識が、さらに高まるものと考えている。また、ささいな兆候であっ

ても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から関わりを持ち、早期にいじめを

認知することで、速やかに適切な指導と支援がなされることも期待でき、すべての児童・

生徒が楽しく学び、生き生きとした学校生活を送ることができることに結びつくと考えて

いると答弁した。 

続いて、「いじめ対策の理念をどう大人社会・地域に浸透させたのか」との質問に対し、  

教育委員会では、平塚市いじめ防止基本方針をホームページに掲載することや、PTAの会
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合等の場で説明することで、周知を図っている。各学校では、年度当初に学校いじめ防止

基本方針を各家庭に配付し周知するほか、自治会の会合等で配布し、周知している学校も

あると答弁した。 

続いて、「浸透度合いの認識」との質問に対し、PTA等の会合の中で、いじめの予防や

対応について、それぞれの立場で何ができるかが話題に上がり、考えていただく場面も出

てきていることから、大人社会にも浸透し出していると捉えていると答弁した。 

続いて、「弁護士等、法の専門家による法教育」との質問に対し、法律の専門家による

法教育により、いじめが刑事罰の対象となり得ること等について、実例を示しながら、具

体的な法律効果を児童・生徒に対して教える取組は、大変有効であると考えている。本市

では、神奈川県教育委員会の事業を活用し、横浜弁護士会による「いじめ予防授業」を実

施した学校もあるが、多くの学校では、学校の実情に合わせ、警察署員、平塚警察署少年

補導員、企業協力による「携帯電話教室」や臨床心理士等の専門家を招いて、「いじめの

未然防止」のための学習に取り組んでいると答弁した。 

続いて、「幼児期における教育について想定される施策」との質問に対し、各園では、

発達段階に応じたいじめの未然防止に向けて、幼児期の教育においても、幼児が他の幼児

と関わる中で、相手を尊重する気持ちを持って行動できるよう、豊かな人間性を育んでい

く教育活動を実践している。心の教育の在り方の取組を、引き続き実践していただくよう、

園長会や担当者会、また、市内の公立と私立の幼稚園・こども園・保育園の先生方が集ま

る幼・保・小・中連携学習研究会等を通じて、働きかけていくと答弁した。 

続いて、「『学校いじめ防止基本方針』に児童・生徒や保護者・地域の考えをどのよう

に反映させるのか」との質問に対し、各学校では、児童会・生徒会活動等において、児童・

生徒自身の主体的な活動を行っている。また、教育相談や個人面談、保護者会、PTAの諸

会議、学校評議員会、学校評価等で、学校のいじめの状況や防止の取組について意見や思

いを聞き、児童・生徒や保護者・地域の考えを基本方針に反映させていると答弁した。 

続いて、「どう広報周知、PDCAサイクルをどう回すのか」との質問に対し、各学校のい

じめ防止基本方針は、年度当初に保護者や学校評議員等に配付し、周知をしている。また、

「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施状況や、取組が適切に機能しているか、

その実効性について教職員で毎年度検証し、改善を図っていると答弁した。 

続いて、「『学校いじめ防止プログラム』の策定への関与」との質問に対し、学校では、

いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのために、年間の学校教育活動全体を

通じて、多様な取組を行っている。教育委員会としては、各学校で行っている効果的な取

組を、児童・生徒指導担当者会や人権教育担当者会等で情報共有を行い、有効なプログラ

ムになるよう働きかけていくと答弁した。 

湘南フォーラムの出村光議員からの「諸課題」のうち、「市内の安全なブロック塀につ

いて」における「幼稚園、小学校、中学校敷地内及び通学路に面するブロック塀の安全確

認と現状把握、不具合箇所への対応」との質問に対し、幼稚園・小学校・中学校敷地内の

ブロック塀について安全点検したところ、法令に違反するブロック塀は存在しなかった。

これ以外については、小笠原千惠美議員と同様の内容で答弁した。 

平塚自民クラブの柏木徹議員からの「2020オリンピック・パラリンピックにむけて」に

おける「平塚の小学生のマスコット投票へのおおよその参加率」との質問に対し、全体の
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７割近い学校の参加があったと答弁した。 

続いて、「参加できなかった小学生がいた場合の、その代表的な理由」との質問に対し、

平成 29年 11月に、「東京 2020大会のマスコット選定における小学生による投票の事前登

録開始等について」の依頼文書を各小学校長宛てに送付した。各小学校では、学校の実情

に応じて検討し、投票への参加・不参加の判断をしたと認識している。この投票について

は、小学生にとって貴重な機会であったと思うが、実際、学校現場は多忙を極めているの

で、対応が難しい状況があったことと推測されると答弁した。 

清風クラブの須藤量久議員からの「子育て世代から『選ばれるまち』」のうち、「『英

語で学べるまち』を目指して」における「新学習指導要領全面実施へ向けた英語教育の取

組」との質問に対し、小学校の外国語活動においては、次の４つの支援体制をとっている。

１つ目は、３・４年生用の活動例を作成し配付した。２つ目は、実施校を２校設置し、複

数回訪問する講師招聘研修や、英語教育推進リーダーによるサマー研修、授業づくり推進

員による公開授業により、一層の指導力向上を図っている。３つ目は、小学校英語活動担

当者会において、文部科学省の新教材の活用方法や指導方法について情報提供をするとと

もに、新学習指導要領について、さらに理解を深められるように周知している。４つ目は、

外国人英語指導者の訪問日数を昨年度より拡充した。児童・生徒に活発なコミュニケーシ

ョンの場をより多く設定できるように、効果的な運用を各校で工夫していると答弁した。 

続いて、「外国人英語指導者の派遣体制」との質問に対し、今年度は、幼稚園・こども

園には年間２回、小学校１・２年生には１クラスあたり年間３時間、３・４年生は年間７

時間、５・６年生は年間 25時間、中学生は年間 13時間程度、外国人英語指導者が訪問し

指導を行っている。昨年度よりも２名増員し、各クラスへの訪問時数を、３・４年生は年

間５時間、５・６年生は、年間 15時間増やしていると答弁した。 

続いて、「外国人英語指導者増員に向けて」との質問に対し、2020年に新学習指導要領

の全面実施となり、小学校では、３・４年生の外国語活動、５・６年生の外国語科のそれ

ぞれの時数は、現在よりさらに 20単位時間ずつ増えることとなっている。児童・生徒が英

語に触れる機会を充実することと合わせて、授業を実際のコミュニケーションの場面とす

るため、外国人英語指導者をさらに増員し、訪問時数を増やしていきたいと考えていると

答弁した。 

続いて、「東海大学、神奈川大学の人材を活用した英語教育の充実に向けた連携」との

質問に対し、英語に親しむきっかけとして、神奈川大学のネイティブスピーカーの先生が、

「英語を楽しもう」をテーマに、小学校３・４年生を対象に、「子ども大学ひらつか 奏

アカデミー神奈川大学」というプログラムがあり、今年は、30名のところ 120名を超える

応募があった。東海大学や神奈川大学と近隣小・中学生の国際交流については、国際理解

教育の推進を図れること、国際交流という視点で、大変意義のある活動だと考えており、

今後、どのような形で交流を進めていくのが、小・中学生にとって有用なのかを研究して

いくと答弁した。 

続いて、「リトアニアやローレンス市との交流による英語教育の充実に向けた取組」と

の質問に対し、昨年度から土沢中学校と港小学校において、リトアニア共和国との交流が

進んでいる。選手団が土沢中学校を訪問し、生徒たちは総合的な学習の時間で、リトアニ

ア共和国について調べたことを英語で伝えたり、体育館で綱引きをしたりして交流を深め
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た。港小学校では、リトアニア料理の給食を駐日大使と一緒に食べたり、リトアニア共和

国を題材にした外国語活動の授業を実施した。また、ローレンス市との交流では、互いの

市でホームステイしたり、来日したローレンス市の中高生が、中学生と一緒に授業に参加

したり、日本文化等を体験したりしている。自分の思いが相手に通じた、あるいは、相手

の思いが分かったという、言語によるコミュニケーションの楽しさを、様々な活動を通し

て味わうことが、外国語学習への大きな原動力になると考えていると答弁した。 

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

の今後のスケジュール」における「平塚市立小学校及び中学校通学区域再編成委員会の開

催状況と内容について」との質問に対し、今年７月、第１回の会議を開催した。相模小学

校及び神田小学校通学区域の指定について、委員会に諮問し、学校規模や通学時間等、基

本的事項を整理するとともに、相模小学校移転予定地の確認をした。 

なお、９月中旬に第２回会議の開催を予定しており、通学区域変更の必要性の有無につ

いて、意見交換を行う予定となっていると答弁した。 

清風クラブの黒部栄三議員からの「諸課題」のうち、「エドテック導入の調査・研究」

における「タブレットの導入状況と課題、パソコン機器の更新とタブレット化の経費の違

い」との質問に対し、タブレットの導入状況については、平成 29年度に小学校 10校にタ

ブレットを 630台導入し、今年度は 10月から、中学校 15校にタブレット 1,240台を導入

する予定となっている。また、未導入となっている小学校 18校については、導入までの間、

教育研究所が保有するタブレットを 10台ずつ貸し出す予定となっているが、課題は、教員

のタブレット活用のスキルアップ及び未導入の 18校への支援と捉えている。パソコン機器

の更新経費とタブレット化の経費の違いについては、平成 29年度に、小学校 10校でパソ

コン機器からタブレットに入替を行い、入替前の単年度費用は 410台で約 2,207万円、入

替後の単年度費用は 630台で約 1,533万円となっている。タブレットの導入により、単年

度費用が低減される一方、導入台数は約 1.5倍増えていると答弁した。 

続いて、「英語教育やエドテック等、タブレットのさらなる利用範囲拡大」との質問に

対し、新学習指導要領では、小学校３・４年生で外国語活動、小学校５・６年生で英語が

導入されるが、タブレットは教員の授業力向上につながる支援ツールとして期待される。

また、英語以外の学習でも、子どもたちの学習に対する意欲を高めることが期待できると

考えられる。現在、研究部会を立ち上げて、タブレット等の効果的な活用について研究し

ているので、今後、この取組が各学校に広がるよう検討していくと答弁した。 

無所属の江口友子議員からの「こどもたちの熱中症対策の必要性について教育長の見解

を問う」のうち、「学校における熱中症発生状況は」における「小・中学校における熱中

症発生状況」との質問に対し、今年度、市内の小・中学校から教育委員会に報告があった

熱中症による救急搬送は、８月 31日までに８件となっている。校種別では小学校が１件、

中学校が７件となっており、月別では、６月が１件、７月が６件、８月が１件、時間帯別

では、休み時間が１件、授業中が１件、部活動中が６件となっている。また、発生場所別

では、校外の公共施設が１件、教室が２件、体育館が２件、グラウンドが３件となってい

ると答弁した。 

次に、「国は熱中症対策を求めるさまざまな通知を自治体に向けて出しているが、本市

の小・中学校では具体的にどのような対策を講じているのか」における「愛知県での死亡
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事故をうけて再発防止策を講じたか」との質問に対し、平成 30年７月 17日、愛知県での

死亡事故を受けて、速やかに７月 18日付けで各学校長、園長に対し「熱中症に関する注意

喚起について」の通知文書を送付し、熱中症事故の防止のための適切な措置を講ずるよう、

改めて教職員に周知することを依頼した。また、７月 24日付けで、スポーツ庁次長からの

依頼文書をうけ、各中学校長に対し「部活動における熱中症事故の防止等について」を送

付し、特に部活動中の熱中症事故の防止等の安全確保を徹底するよう依頼した。さらに、

８月３日付けで、文部科学省からの「熱中症予防強化月間の延長について」の文書を各学

校長、園長に送付し、引き続き熱中症予防のための万全な対策を講ずるよう依頼したと答

弁した。 

続いて、「部活動熱中症対策に関する教育委員会としての基準や指針」、「この夏、熱

中症対策で部活動の大会等開催が延期になったケース」との質問に対し、現在、「中学校

部活動研究推進協議会」において、「平塚市立中学校に係る部活動の方針」を策定中であ

る。その中で、熱中症については、日本スポーツ協会による「熱中症予防のための運動指

針」等を参考に、科学的かつ合理的な理論に基づいて指導し、生徒にとって心身ともに安

全・安心な活動となるよう、検討を進めている。 

なお、この夏、熱中症対策で大会開催が延期になったケースはなかったと答弁した。 

続いて、「小・中学校への暑さ指数測定器の配置」との質問に対し、「熱中症環境保健

マニュアル 2018」によると、熱中症対策には、気温、湿度、日射・輻射熱、風の４要素を

取り入れた暑さ指数を用いることが望ましいとされている。暑さ指数を測定できる器具を

各小・中学校、幼稚園に配置することは、熱中症予防に有効と考えているので、今後、設

置について関係各課と検討を進めていくと答弁した。 

続いて、「来年度にむけて中学校運動会の開催時期の見直し」との質問に対し、現在、

中学校長会では厳しい暑さが続く可能性のある９月初旬の運動会の開催について、定期テ

ストや修学旅行、他の学校行事や小学校の運動会の日程を考えながら、来年度以降の開催

時期の検討を始めたところであると答弁した。 

 

○社会教育部長 

湘南フォーラムの小泉春雄議員からの「諸課題」のうち、「城島分庁舎の地域活用」に

おける「城島分庁舎１階の収蔵図書と活用について」との質問に対し、博物館では、開館

42年を経て、収蔵庫が満杯となり、寄贈の申出をお断りするほどの状況になった。加えて

市史編さんのために集めた資料も、事務室・資料室に収まりきれない状況のため、これま

で学校の余裕教室や、民間の倉庫を利用し、さらに平成 10年から城島分庁舎の一部を、資

料の保管場所として使用している。質問の図書類は、長らく市史編さん協議会委員を務め

られた日野一郎氏の遺族から平成 10年に寄贈されたものである。生前、神奈川県内の文化

財調査を牽引した日野氏の蔵書には、考古学、歴史学等の希少な文献が多数含まれ、地域

の研究史としても貴重なものであり、「平塚市史」最新刊の執筆資料、教育活動の資料等、

広く活用している。と答弁した。 

清風クラブの片倉章博議員からの「中心市街地活性化」のうち、「（仮称）新文化セン

タープロポーザルの内容」における「崇善公民館と市民活動センター複合施設の進捗状況

と財政負担軽減効果」との質問に対し、複合施設については、来年４月の供用開始を目指
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し、８月末から本格的な工事が始まった。年内には建物の外観が完成し、年明けからは内

装工事及び外構工事に着手する予定である。また、財政負担軽減効果については、具体的

な算定は行っていないが、複合施設としたことで玄関や通路等の共用部が削減でき、その

分の建設費及び維持管理経費が軽減される。さらに、建設手法をリース方式としたことに

よる総事業費の削減や、現在 JAビル内にある市民活動センターの賃借料と共益費の合計に

対する複合施設における負担の軽減も見込まれると答弁した。 

無所属の端文昭議員からの「平塚市行財政改革計画 2016-2019」のうち、「民間活力の

活用」における「図書館業務の民営化は何を目指していつから行うか」との質問に対し、

平塚市行財政改革計画（2016-2019）の平成 30年度追加事業として「図書館業務民間活力

導入事業」を掲げ、中央図書館の窓口業務への民間活力の活用と地区図書館業務への指定

管理者制度導入に向けて検討を進めている。市民サービスの向上と事務の効率化を目的と

して、中央図書館では平成 32年度から、地区図書館では平成 34年度からの実施に向けて、

業務等を精査していると答弁した。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 いじめの関係で、それぞれの立場で何ができるかとの答弁や、不審者への対応における

答弁で気付いたこととして、８月の地域の会合で、学務課から「しながら見守り」のチラ

シが配布されたが、これはいつから、またどのような場で周知しているのか確認したい。 

 

○学務課長 

 新潟県で発生した事件を受けて、国からの通知の中で「しながら見守り」の周知等につ

いての記載があり、これを受け、夏休みが明けるタイミングで、教育委員会から全自治会

にチラシを配布し、地区内での回覧を依頼した。 

 

○田中委員 

 とても良い呼び掛けであると感じるので、もっと大々的にアピールしても良いと思う。 

 

○水谷委員 

 体育館のエアコンについて、費用が掛かるのは十分に承知してはいるが、災害が発生し

た際の避難場所となる可能性が高く、その際には非常に大きな問題となり得る。整備費用

を当該自治体が負担しなければならないかは難しいところではあるが、災害が起きてから

では遅いと考えられるので、早急な対応が必要なのではないかと思った。 

 

（２）教育研究所主催 夏期研修事業報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年度の夏季休業期間に実施した教育研究所主催の事業について、概要及び結果を

報告するものである。詳細については、教育研究所長から報告する。 
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○教育研究所長 

初めに、８月２日に開催した「平塚市教育講演会」について、今年度も中央公民館の２

回開催で実施し、844名に参加をいただいた。近年では最も多い参加者数ではないかと思

う。講師の山田先生には、子どもたちの発達の様子に応じた支援の方法やコミュニケーシ

ョンの取り方について、具体例を基にお話しいただいた。参加者からも大変好評で、実り

ある教育講演会となった。 

次に、「新採用教員宿泊研修会」について、今年度の宿泊研修は、８月 10日、11日に

予定していたが、台風 13号接近のため、急遽１日目を午後からの開始とした。このため、

各学校に連絡等の協力をしてもらったが、変更した時程通りにスタートすることができた。

この研修会は、平塚市新採用教員を対象に、教員としての指導力の育成を図るため、講話

や演習、班別協議等を、２日間にわたって実施した。班別協議では、グループ毎にテーマ

を決め、これまでの指導の悩みやこれからの指導のアイデア等、活発に協議した。２日目

には、協議の続きを行い、内容をまとめて発表をした。新採用教員にとって今後の指導の

参考となる発表となり、充実した研修となった。 

次に、「研究教室」について、今年度は９講座を予定していたが、台風 13 号の影響で、

８月９日に予定していた「研究教室７・道徳」が中止となり、８講座の開催となった。学

習指導要領や最新の教育情勢、授業ですぐに使える活動等、幅広い内容で研修を実施し、

多くの先生方に参加いただいた。 

次に、「ICT活用研修会」について、今年度は、プログラミング教育に関する研修会、

小・中学校に順次導入しているタブレット型端末を使った授業作りの研修会を行った。研

修では、端末を実際に使いながら行い、授業を具体的にイメージできる研修会となった。 

最後に、昨年度終了した外国語教育研究部会の研究発表会についてであるが、この部会

は、平成 28・29年度に「子どもの『使いたい!!』をひきだす外国語教育」をテーマに、小・

中学校間での段階を踏んだ指導の工夫や小学校での効果的な文字指導等を研究してきた。

小・中学校の先生方が連携をし、非常に熱心に研究をしていただき、また、各学校には成

果物である研究冊子「架け橋活動案」を配布した。10月 19日に横浜市で行われる県の教

育研究所連盟の大会で発表する予定である。 

今後も教職員のニーズに応じた質の高い研修・研究を実施できるよう努めていく。 

 

【質疑】  

な し 

 

（３）第６７回市民総合体育大会の結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

８月 19 日から市内各地で開催された第 67 回市民総合体育大会の成績について、結果報

告するものである。詳細については、スポーツ課課長代理から報告する。 
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○スポーツ課課長代理 

８月 19日、20日、25日、26日の４日間にかけて、第 67回市民総合体育大会を大神ス

ポーツ広場や総合体育館等の市内スポーツ施設等において開催した。この市民総合体育大

会は、市民スポーツの祭典として市内 24地区体育振興会の対抗形式で行っており、今年度

は各地区から 3,703人の参加があった。 

 得点の対象となる正式種目は、16種目 19競技、得点の対象とはならない公開種目は６

種目６競技を実施した。昨年度から、公開種目の「水泳」と「空手」については、参加資

格を小学生以上として、市民にスポーツをする機会の増加に繋がるとともに大会を盛り上

げていただいた。 

総合成績は、旭北地区が優勝で、平成 26年度からの５連覇を達成している。準優勝は昨

年度旭北地区と同時優勝した金目地区、３位は旭北地区同様に、全種目に参加した花水地

区となった。 

なお、敢闘賞は、６位以内の地区を除き、５位以上順位が上がった地区に授与されるも

のですが、昨年度 16位で今年度 10位の吉沢地区になった。 

 今年度は５位から９位が僅差の戦いや、同順位となったこと等、変化に富んだ成績とな

った。第 60回から導入しているニュースポーツ大会のうち、バウンドテニスは、既に６月

23日に開催しており、トリムバレーボールは、11月 11日に開催を予定している。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）平成３０年度夏期特別展「火星～赤い惑星のひみつ」開催結果報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

７月 14日から９月９日まで開催された結果を報告するものである。詳細は博物館館長代

理が報告する。 

 

○博物館館長代理 

この特別展の会期は、７月 14日から９月９日までの 50日間を予定していたが、８月 28

日以降、休館となったため、38日間の開催となった。今回の特別展では、15年ぶりに火星

が地球に大接近をする機会を捉えて、古来より人々の関心を集めてきた火星に焦点を当て

た。 

展示ならびに図録では、火星研究の最前線を紹介するとともに、惑星や太陽系のことを

知り、改めて私たちが暮らす地球への関心を持つきっかけとなることを意図した。 

関連行事では、記念講演会を２回、体験学習はプレイベントを含めて３回、展示解説を

２回実施した。プラネタリウムでは、通常の投影に加えて、特別投影を１回、演劇公演を

２回開催した。星を見る会は、火星が最接近した７月 31日を含めて４回開催し、９月７日

開催予定の１回は中止とした。火星大接近の話題はもちろんであるが、４月からクラウド

ファンディングを実施したことによる宣伝効果や、それによって導入した高性能の望遠鏡
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の話題性もあり、かつてない数の参加をいただいた。 

印刷物では、展示解説図録、ポスター、リーフレットに加えて、ガイドブック「太陽系

と惑星」を刊行した。期間中の入館者数は、１日平均で 407人を超え、期間短縮にもかか

わらず、多くの方々に来館いただいた。 

アンケートの状況では、回答者年齢をみると、歴史系のテーマに比べて若い世代の関心

が高いことがうかがえる。そのことから、情報の入手先で「その他」が多くなっている。

この点は、データはないが、既存の選択肢にない「SNS」を想定している。内容については、

自然科学のテーマの場合、「難しい」という意見は避けられないが、全体には良い評価を

いただいた。 

   

【質疑】 

○田中委員 

 火星が大接近した７月 31日に「星を見る会」に参加した。大盛況で 30分程待ったが、

幼児から高齢者まで非常に感動されていて興奮が伝わってきた。リーフレットや図録も、

興味深くて分かりやすく、良くできていたと思う。また、記念講演会の１日目にも参加し

たが、とても良い経験となり、勉強になった。素晴らしい企画であったと感じる。 

 

（５）「金魚絵師 深堀隆介展 平成しんちう屋」開催結果報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

７月７日から９月２日まで開催された結果を報告するものである。詳細は美術館副館長

が報告する。 

 

○美術館副館長 

７月７日から９月２日までの 50日間開催した。今回の展覧会では、公立美術館で初めて

の開催で、透明樹脂にアクリル絵具で金魚を描くという独自で斬新な手法で制作された、

初期の立体作品から、代表作品の「金魚酒」や初公開となる新作インスタレーション「平

成しんちう屋」を含む約 200点の作品を展示し、不思議な美しさを湛えた深堀金魚の作品

を紹介した。 

観覧者数は、８月 19日までの 38日間の時点で４万人を突破し、歴代１位の観覧者数と

なった。その後、９月１日には６万人を超え、最終的には、６万 6,372人となった。１日

平均観覧者数では、最終日の９月２日に最多観覧者数として、3,900人を超えたこともあ

り、約 1,300人となった。観覧者の内訳は、一般 76パーセント、高校・大学生４パーセン

ト、小・中学生 15パーセント、未就学児５パーセントの割合であり、昨年度より 10パー

セント以上、大学生以下の観覧が高くなった。 

なお、夏休み期間の開催であり、市外・県外からの来館者や親子連れの方が多く観覧さ

れた。 

主な関連事業としては、ワークショップやアーティストトーク、公開制作等、展覧会を

さらに楽しんでいただけるようなイベントを実施し、多くの方々に参加していただいた。 
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このうち、「みんなで選ぼうお気に入りの作品 ひらつか子ども審査員賞」では、投票期

間を７月７日から８月９日に設定し、その結果発表を８月 14日から９月２日の期間に行っ

た。投票数は 1,187票で、１位は新作である「平成しんちう屋」となった。この他にも、

夏休みには、美術館・博物館・図書館のコラボレーション事業として、「魚の折り紙ラリ

ー」を実施した。 

アンケートの意見調査では、「数の多さとその美しさに驚いた」、「とても興味深く素

敵な作品に出会えた」、「金魚の立体的な構図やユニークな作品がたくさんあり、見てい

て飽きなかった」等、好評をいただいた結果となった。 

  

【質疑】 

○田中委員 

 初めは珍しい企画だと思っていたが、実際に観てみると本当に美しくて素敵な作品で驚

いた。８月下旬に美術館の場所を尋ねられて案内したが、横浜から来られた方で、この機

会でしか見られないと作品の価値を力説されていた。わざわざ平塚まで足を運んでいただ

いたことを誇りに思った。 

 

○林委員 

 テレビ番組で紹介されてから、観覧者数が増えたような気がした。２回観覧したが、本

当に不思議であり、綺麗でもあった。大人から子どもまで夢中になれる企画であり、子ど

もたちのために、作品を上から観られるように台が用意されていた。子どもたちが、金魚

が入った袋を上からも横からも覗いて不思議そうにしていたのが印象的であった。また、

ワークショップに多くの方々が参加されたのは、作品の制作方法に興味を惹かれた結果で

あったと感じる。参加された方々は、作るのは本当に大変だということを認識して感心さ

れたのではないかと思う。 

 

（６）その他 

な し 

 

２ 議案第１６号 平塚市教育委員会の点検・評価について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 30年度（平成 29年度対象）平塚市教育委員会の点検・評価について、別紙のとお

り公表するものである。詳細は教育総務課課長代理から説明する。 

 

○教育総務課課長代理 

点検・評価の方法については、外部アドバイザーとして、昨年度に引き続き１人、今年

度から新たに２人を招き、点検・評価会議を２回開催し、助言、指導をいただき、検討・

協議を経て、本点検・評価報告書を作成した。今後の予定として、本日の定例会で承認い
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ただいた後、市議会に提出・報告を行い、市民に対してもホームページ等で公表する予定

である。 

昨年度から冊子の構成について大幅に見直しを行い、初めに「教育委員会について」と

して、教育委員会の概要、構成員、会議等の開催状況を記載している。 

次に、教育委員会の各事業における「点検・評価」として、105事業について記載して

いる。昨年度から市民により分かりやすい構成としてする方向性から、重点項目ごとにそ

れぞれ２つから３つの分類を表記し、その分類ごとに全事業の概要と自己評価内容を記載

した上で、更に詳細な事業紹介として、いくつかの事業について記載をする構成となって

いる。 

重点項目１については、「①子どもの学びを推進するための取組み」として 15事業を記

載した上で、詳細な事業紹介として２事業を記載している。同様に「②支援が必要な子ど

もに対する取組み」として９事業を記載した上で、詳細な事業紹介として１事業、また、

「③広く市民が学べる環境づくりの取組み」として６事業を記載した上で、詳細な事業紹

介として１事業をそれぞれ記載している。重点項目２から５についても、同様の構成とな

っている。 

なお、外部アドバイザーから助言、指導の中で、さらに分かりやすい表記とするために、

全事業に「自己評価・前年度比較」の項目を設定し、文言による説明書きと、前年度比較

として矢印による表記を用いている。 

最後に、参考として、平成 29年度における対象事業の一覧を記載している。 

 

【質疑】 

○田中委員 

 前年度比較における矢印の表記は、見た目は分かりやすいと思うが、その基準等を記載

した方が良いのではないかと感じるがいかがか。 

 

○教育総務課課長代理 

 基準等を記載することについては、その必要性を今後検討する。 

 

○田中委員 

 多様な学習推進事業において、平成 28年度よりも平成 29年度の参加者が増加している

にもかかわらず、前年度比較の矢印は横向きとなっている。こういった評価となっている

のは何か理由があるのか。また、数値で表すのが難しい事業は、どのように評価したのか、

確認したい。 

 

○教育総務課課長代理 

 評価については、担当課が自己評価として表記したものであり、基準等を示したうえで

表記をしてもらっているのものではない。 

 

○中央公民館長 

 多様な学習推進事業については、参加者は前年度から約８パーセント増加したが、担当
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課としては、増加の幅を考慮すると、矢印を上向きで設定する判断までには至らなかった

という解釈である。ただし、基準等があれば、その解釈が変わった可能性もある。 

○林委員 

 矢印の表記はインパクトが強い。横向きであると、怠けているような印象として捉えら

れてしまい、誤解を招く可能性がある。自己評価の説明書きを見ると、横向きであっても、

これまでの実績等を踏まえて、継続していくということであったりすることが分かる部分

もあるが、どうしても矢印に目が行きがちとなるので、矢印の基準等の説明を冒頭に入れ

ることや、違う表現を用いることも考える必要があると思う。どの担当課も一生懸命に取

り組んでいるのに、矢印によりイメージが左右されるのは、もったいないと思った。 

 

○教育総務課課長代理 

 数値を用いて評価をすることは、教育における事業では難しい部分があり、そぐわない

部分があることから、矢印の標記と説明書きを用いたが、今回指摘があった内容を踏まえ

て、さらに説明が必要となる部分や、工夫が必要な部分等があるということが分かったの

で、改めて検討したいと思う。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

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９月定例会は閉会する。 

 

（11時 17分閉会） 


