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平塚市教育委員会平成３０年１１月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年 11月 22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 水谷 尚人  委員 荒井 正博  委員 林 悦子 

委員 目黒 博子 

 

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 11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 10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 10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）冬季休業中の教職員の服務等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

12 月 25 日からの冬季休業を控え、教職員の服務の徹底について学校長へ通知したこと

を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 

11月 21日に開催された定例校長会において、各校長に通知したものを報告する。 

内容として、特に時節柄、飲酒の機会も増えることと思うので、飲酒運転、酒気帯び運

転、宴席での個人情報の漏えい、携帯電話・鍵等の紛失には十分に気をつけるよう、改め

て指導をお願いしたところである。 

また、例年この時期に、年末の慌ただしさの中で、通勤途中や休業中の交通事故、違反

の事案も起こりがちであるので、安全運転の徹底についても、改めて指導を依頼した。 

一方で、冬季休業中は、多忙な日常を離れ、課業期間中よりも、多少はリフレッシュの

時間も取りやすい時期かと思うので、職員の方のみならず、校長先生方自身も、ぜひ日頃

の疲れをとっていただきたい旨の話もしたところである。 

 

【質疑】 

な し 

 

（２）平成２９年度児童・生徒指導上の諸課題について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 29年度における児童・生徒指導上の諸課題の状況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 

平成 29年度の「神奈川県児童・生徒の問題行動等調査」をもとに、平塚市内の状況を教

育指導課でまとめたものを報告する。 

「１ 平成 29年度の暴力行為について」、「小・中学校における暴力行為発生件数等の

推移」として、小学校では、平成 28年度の 29件に比べて、117件増の 146件となってい

る。平成 27年度に急増し、平成 29年度は大幅な増となった。神奈川県でも、平成 29 年度

は 5,673件と急増している。内訳として、「対教師暴力」において、平成 28年度は１件で

あったが、平成 29年度は 53件と大幅に増加している。「児童間暴力」も平成 28年度は

24件であったが、平成 29年度は 56件で、こちらも２倍以上の件数となっている。「器物

損壊」も４件から 37件と大幅な増となった。 

中学校では、発生総件数は 71件と、平成 28年度から５件増加となっており、神奈川県
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は 35件減であった。内訳として、「対教師暴力」が 16件で、平成 28年度に比べて増加し

ており、「生徒間暴力」は、３件減とほぼ横ばいである。 

「平成 29年度の暴力行為の発生件数と増減について」では、暴力行為の総数、対教師暴

力、生徒間暴力、対人暴力、器物損壊、それぞれの発生学校数・発生件数と、学校管理下

と管理下以外の加害者・被害者の実人数を示している。 

暴力行為については、問題を起こした児童・生徒との会話を心掛け、毅然とした指導を

行うとともに、一人ひとりの教育的ニーズをきめ細かく把握した上で、関係機関と連携し

て必要な指導支援を粘り強く続けることを学校に働きかけていきたいと考えている。また、

教育委員会としても、学校への依頼だけではなく、研修の充実、人的支援について検討し

ていく。 

次に、「２ 平成 29 年度のいじめの状況について」、「いじめの認知件数等の推移」と

して、小学校では、平成 28年度の 1,375件から、平成 29年度は 1,983件と増加し、これ

は平成 25年度の約 22倍の数値となっている。中学校では、平成 28年度の 250件から平成

29年度は 289件と、こちらも増加している。 

「いじめの認知件数」の学年別の件数では、以前は認知のピークが小学校６年から中学

校１年になる傾向があったが、現在の定義となってからは、各学年で認知される傾向とな

っている。 

「いじめられた児童・生徒の相談の状況」では、小・中学校ともに、一番の相談先とし

て「学級担任に相談をしている」ことが分かる結果となった。しかしながら、「誰にも相

談していない」に該当する児童・生徒が、小学校で 53人、中学校で 17人となり、平成 28

年度と比較すると多くなっている。引き続き、SOSの出し方やいじめを伝えることは当た

り前のことであること等を、児童・生徒に繰り返し伝えていただくよう学校に依頼した。 

「いじめの態様」では、「冷やかし」や「からかい」等が小・中学校ともに多くなって

いる。SNS上のいじめについても、今後、十分に注意していく必要があると考えている。 

「いじめられた児童・生徒への特別な対応」では、スクールカウンセラー等のカウンセ

リング、別室提供、家庭訪問の他、児堂相談所等の関係機関と連携した対応が小学校で増

加した。 

「いじめの解消の状況」では、平成 28年度と比較して、解消率が下がり、取り組み中の

率が上がっているが、対応が難しい事案の他、指導後、慎重に経過を観察していただいて

いる現れでもあると受け止めている。 

「学校におけるいじめの問題に対する日常の取組」、「実態把握のための方法について」

の回答結果を受け、学校へいじめに関する職員研修会の実施とともに、アンケート調査を

効果的に活用し、いじめの実態把握を進めていくことと、アンケート調査を複数の教員で

確認することを改めて依頼した。 

次に、「３ 平成 29年度長期欠席児童・生徒について」、「長期欠席児童・生徒数の推

移」として、平成 29年度の小学校の長期欠席児童数は 215人、中学校では 360人となった。

出現率については、若干下がっているが、小・中学校ともに、平成 20年度からの推移では

比較的高い数値となっている。 

「不登校」として、小学校では、平成 29年度の不登校児童数は 94人、出現率 0.72パー

セントで平成 20年度からの推移では一番高い数値となった。中学校では 243人、出現率
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3.68パーセントで、平成 24年度からの推移では一番高い数値となった。 

次に、「４ 平成 29年度不登校児童・生徒について」では、平塚市、神奈川県、全国の

不登校児童・生徒の出現率の比較を示している。平成 29年度調査では、平塚市、神奈川県、

全国すべてが、平成 27・28年度調査と比べて出現率が高くなっている。 

「不登校の要因」に関する調査結果では、小・中学校で違いがあり、小学校では、「家

庭に係る状況」が、平成 29年度は 44.7パーセントと最も多くなっている。中学校では、

「家庭に係る状況」の割合は 30.0パーセントと、「いじめを除く友人関係のめぐる問題」

の 32.1パーセントに次いで２番目となっている。一方で、「学業の不振」は、小学校は

11.7パーセントとなっているのに対し、中学校では、28.4パーセントと小学校に比べて高

くなっている。学校段階、発達段階によって不登校の要因は様々であると考えられるので、

今後とも、個々の状況を丁寧に把握するよう依頼したところである。 

「不登校児童・生徒への指導結果状況」では、「指導の結果登校するまたは登校できる

ようになった児童・生徒数」、「指導中の児童・生徒」、「指導中の児童・生徒のうち、

好ましい変化が見られるようになった児童・生徒」の３つの項目があり、それぞれ実数と

比率について、平塚市と全国の数値を示している。 

不登校は、問題行動ではないが、寄り添う必要のある子どもたちということを念頭に入

れ、孤立化をさせないための支援体制づくりと関係機関と連携し、長期的な視野に立って

継続して関わり続け、当該児童や生徒、保護者の気持ちに寄り添う体制づくりを改めて学

校に依頼した。 

次に、文部科学省と神奈川県教育委員会からの調査概要に続いて、平成 30年度の短期調

査（第１期）のまとめを示している。現在、詳細を確認しているものもあり、今後、数値

に若干変更が生じると考えられるが、報告をする。 

「暴力行為」と「いじめ」では、調査期間について、昨年度までは４月から７月末日ま

でとなっていたものが、４月から９月末日に変更となったため、数値に若干影響があると

思われる。「小学校・暴力行為」では、総件数は 42件、「児童間暴力」が多くなっている。

小学校においては、課題に応じた関係機関との連携等、様々な視点からの指導・支援が必

要であると考えている。また、「小学校・いじめ」の認知件数は、1,566件となっている。

「中学校・暴力行為」では、総件数 16件、「中学校・いじめ」の認知件数は、133件とな

っている。 

次に、「長期欠席」の状況であるが、この調査の期間は、昨年度までと変更はなく、４

月から９月末までとなっている。「30日以上の欠席」において、小学校では、長期欠席総

数は 85人、出現率は 0.66パーセントとなっている。不登校数は 63人、出現率 0.49パー

セントとなっている。中学校でも、「30日以上の欠席」において、長期欠席総数は 214人、

出現率 3.29パーセント、不登校生徒数は 180人、出現率 2.76パーセントとなっている。 

学校へは、短期調査から読み取れる状況への速やかな対応とともに、自校の暴力行為、

いじめ、不登校等の特徴について分析をしていただき、学校の実情、子どもの実態に応じ

た対応をするように依頼したところである。 
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【質疑】 

○荒井委員 

 小学校の暴力行為総数について、昨年度に比べて５倍程度の増加となっている。これは

調査の方法に変更があった訳ではなく、実態としてということなのか。 

 

○教育指導課長 

 小学校の暴力行為については、調査の定義に変更はないが、従来までは些細なことであ

れば、発生件数に計上していなかった状況があった。しかしながら、そういった些細な行

為も、暴力行為として認識することで、発達段階に合わせた指導を行っていくという学校

及び教員における意識の表れが、一つの要因として考えられる。 

 この要因以外にも、自分の気持ちをコントロールできず、また、言葉で伝えることもで

きないため、暴力行為に発展してしまう子どもたちが増えていることも、事実であると認

識している。 

 

○荒井委員 

 「対教師暴力」についても増加している。理由はよく分からないが、教師に言われたこ

とを聞かずに暴力行為をするということなのか。 

 

○教育指導課長 

 各学校からの報告によると、荒井委員が発言されたような実態が少なからずある。 

また、従来までは、児童や生徒が暴れてしまった場合に、教師がそれを抑える際に体が

当たってしまった場合等は、計上していなかった状況もあったが、現状ではそういった細

かい部分も含めて計上している。 

 

○目黒委員 

 暴力行為について、急激に増加していることに驚いているが、加害者数に比べて、発生

件数が多いということは、同じ児童や生徒が複数回、暴力行為に関わっているということ

で捉えてよいのか。 

 

○教育指導課長 

 同じ児童や生徒が複数回、暴力行為に関わっているということは事実としてあるが、そ

ういった状況が増加しているということではない。 

 

○目黒委員 

 複数回、暴力行為に関わっている児童・生徒に対して、具体的にどのような指導が行わ

れているのか。 

 

○教育指導課長 

 学校では、学級担任のみに任せるのではなく、授業を行うにあたって他の教員と入替を

行ったり、教務主任、教頭、校長が学級に入る等、複数の目で子どもの特性を認識した上
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での指導を行い、保護者にも協力を求めている。 

 また、神奈川県教育委員会の事業として、非常勤講師の派遣を受けるということもして

おり、学校からの依頼に応じて、実際の状況を確認した上で、非常勤講師の配置を行う取

組をした事例もあった。 

 

○林委員 

 いじめについて、内にこもって陰湿化していくケースがあるが、SNS等では、初期段階

においては誹謗中傷というよりも、仲間はずれにされたくないという意識から、いじめと

いう認識はないにも関わらず、加わってしまっている実態があるように感じている。 

いじめにあった子どもたちは、学級担任に相談するケースが高いので、多少は安心でき

る部分ではあり、担任が子どもたちの様子を見ることや、アンケートを行う等、早い段階

で対応しようとする意識が感じられる。その一方で、誰にも相談せずに孤立してしまう実

態もあるため、難しいところではある。 

数値上では多くはないが、学校以外の機関への相談をしているケースもあり、その対応

事例等を参考にしてもらい、実際に数値としては出てこないケースについても、目を向け

るような体制づくりをしていかなければならないと、自分自身も教育委員として認識をし

ているところである。 

 

○目黒委員 

 不登校の要因について、友人関係や学業の不振ということが理由として多い。暴力行為

でもあったが、カウンセリングや個別支援、指導といった人的な配置も考えながら、改善

に向けて取り組んでもらいたいと思う。 

 

（３）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第４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（１０月専決分） 

 

【報告】 

○吉野教育長 

11月 28日に開会する市議会 12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、10月専決分の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。詳細は教育総務課教育総務担当長が説

明する。 

 

○教育総務課教育総務担当長 

全体として、歳入については、1,660万円を、歳出については、合計で 4,959万 8,000

円を計上している。これは、平成 30年 10月１日の台風 24号により発生した被害の復旧を

図るために計上したものである。 
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詳細として、はじめに、歳入について説明する。21款「市債」、１項「市債」、９目「災

害復旧債（教育）」、１節「災害復旧債（教育）」において、大神スポーツ広場復旧修繕

のため、社会教育施設災害復旧債として 1,660万円を計上するものである。 

次に、歳出の内訳について説明する。10款「教育費」、１項「教育総務費」、７目「子

ども教育相談センター費」の同センター管理運営事業において、屋上に設置されている消

防用補助水槽の通気口配管が破損したため、交換費用として２万 5,000円を計上するもの

である。 

同じく、10款「教育費」、２項「小学校費」、１目「学校管理費」の小学校施設管理事

業」において、破損した小学校の扉や窓ガラス等の修繕料、及び倒木撤去やグランド復旧

のための委託料として 2,000万 6,000円を計上するものである。 

同じく、10款「教育費」、３項「中学校費」、１目「学校管理費」の中学校施設管理事

業において、破損した中学校の門扉や窓ガラス等の修繕料、及び倒木撤去やグランド復旧

のための委託料として 1,160万 4,000円を計上するものである。 

同じく、10款「教育費」、４項「幼稚園費」、１目「幼稚園費」の幼稚園施設管理事業

において、破損した幼稚園の屋根の修繕料、及び折れた樹木の枝撤去の委託料として 69万

4,000円を計上するものである。 

同じく、10款「教育費」、５項「社会教育費」、１目「社会教育総務費」の文化財保護

事業において、破損した埋蔵文化財調査事務所の屋根の修繕料として 15万 5,000円を計上

するものである。 

同じく、10款「教育費」、５項「社会教育費」、２目「公民館費」の地区公民館管理運

営事業において、破損した公民館の扉や屋根等の修繕料として 51万 4,000円を計上するも

のである。 

最後に、14款「災害復旧費」、１項「文教施設災害復旧費」、１目「社会教育施設災害

復旧費」の大神スポーツ広場災害復旧事業において、台風被害により冠水してしまった大

神スポーツ広場のグランドの復旧修繕を行うため、1,660万円を計上するものである。 

 

【質疑】 

な し 

  

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（２）報告第５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 

11月 28日に開会する市議会 12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。詳細は教育総務課教育総務担当長が説明する。 
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○教育総務課教育総務担当長 

全体として、歳入については、10万円を、歳出については、合計で 5,516万 2,000円を

計上している。 

詳細として、はじめに、歳入について説明する。17款「寄附金」、１項「寄附金」、４

目「教育費寄附金」、１節「社会教育費寄付金」において、博物館教育普及活動推進のた

めの指定寄附金として 10万円を計上するものである。 

次に、歳出の内訳について説明する。職員給与費については、通常、毎年度 12月市議会

に付議されており、４月の人事異動等による当初予算とのずれを修正するためのものに加

え、「平塚市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の改正として、国家

公務員に準じて一般職員及び特定任期付職員の給料表を改訂するほか、一般職員、特定任

期付職員、特別職員及び議会議員の期末手当の支給率並びに一般職員の勤勉手当の支給率

の見直しを行うに当たり、教育委員会所属職員の人件費について、各費目において、所要

額を補正予算にて計上するものである。具体的には、10款「教育費」、１項「教育総務費」、

２目「事務局費」において、２節「給料」、３節「職員手当等」、及び４節「共済費」を

合わせて 881万 7,000円の増額、続いて、２項「小学校費」、１目「学校管理費」におい

て、111万円の減額、同じく、２項「小学校費」、４目「学校給食費」において、3,551万

9,000円の増額、続いて、３項「中学校費」、１目「学校管理費」において、227万 6,000

円の増額、続いて、４項「幼稚園費」、１目「幼稚園費」において、1,732万 9,000円の

減額、続いて、５項「社会教育費」、１目「社会教育総務費」において、1,671万円 2,000

円の増額、最後に、６項「保健体育費」、１目「保健体育総務費」において、59万 6,000

円の減額をそれぞれ補正予算として計上するものである。 

職員給与費以外の補正予算では、２項「小学校費」、４目「学校給食費」の共同調理場

運営事業において、東部共同調理場の連続焼物機が老朽化のため、新たに購入するための

費用として 720万 3,000円を計上するものである。 

次に、５項「社会教育費」、２目「公民館費」の地区公民館管理運営事業において、崇

善公民館の新築移転のための引越し費用、及び消耗品や備品の初度調弁費用、また、金田

公民館と須賀公民館の空調機修繕のための修繕料として 357万円を計上するものである。 

次に、同じく５項「社会教育費」、４目「博物館費」の博物館教育普及活動推進事業に

おいて、植物標本乾燥機を購入するため、10万円を計上するものである。こちらは歳入で

説明した指定寄附金による歳出となっている。 

 

【質疑】 

 な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 
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（３）報告第６号 指定管理者の指定について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成31年４月から旧横浜ゴム平塚製造所記念館の管理を行わせる指定管理者の指定につ

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。

詳細は社会教育課長が説明する。 

 

○社会教育課長 

本件は、旧横浜ゴム平塚製造所記念館の指定管理候補者を指定管理者として指定するた

め、市議会 12月定例会に議案を上程するものである。 

旧横浜ゴム平塚製造所記念館については、地方自治法第 244条の２第３項、及び平塚市

都市公園条例第 21条第１項の規定に基づき、指定管理者に管理業務を代行させている。 

平成 31年４月に指定管理者の更新を迎えることから、平成 30年 10月４日に開催された

平塚市指定管理者選定等委員会において、プロポーザル方式による選定作業を実施し、そ

の選定結果を受け、「八幡山の洋館運営管理共同事業体」を指定管理候補者として決定し

た。 

同共同事業体の構成員は「NPO法人ひらつか八幡山の洋館を活かす会」と「平塚市ビル

メンテナンス業協同組合」で、指定の期間は平成 31年４月１日から平成 36年３月 31日ま

での５年間である。 

 

【質疑】 

な し 

  

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（４）報告第７号 指定管理者の指定について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 31年４月から平塚市立軟式庭球場、平塚市立桃浜町庭球場及び大神スポーツ広場の

管理を行わせる指定管理者の指定について、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。詳細はスポーツ課長が説明する。 

 

○スポーツ課長 

本件は、平塚市立軟式庭球場、平塚市立桃浜町庭球場及び大神スポーツ広場の指定管理

候補者を指定管理者として指定するため、市議会12月定例会に議案を上程するものである。 

平塚市立軟式庭球場、平塚市立桃浜町庭球場及び大神スポーツ広場については、地方自

治法第 244条の２第３項の規定に基づき、指定管理者に管理業務を代行させている。 
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平成 31年４月に指定管理者の更新を迎えることから、平成 30年 10月４日に開催された

平塚市指定管理者選定等委員会において、プロポーザル方式による選定作業を実施し、そ

の選定結果を受け、「サカタのタネグリーンサービス・平塚ビルメン共同事業体」を指定

管理候補者として決定した。 

共同事業体の構成員は、「サカタのタネ グリーンサービス株式会社」と「平塚市ビルメ

ンテナンス業協同組合」で、指定の期間は平成 31年４月１日から平成 36年３月 31日まで

の５年間である。 

 

【質疑】 

○水谷委員 

 指定管理者の指定についての異論はないが、庭球場とスポーツ広場では、特性が異なる

と思う。３つの施設をまとめて管理を行わせるメリットやデメリットは何かあるのか。 

  

○スポーツ課長 

 共同事業体の代表としては、サカタのタネグリーンサービスが行うことになると考えら

れるが、それぞれの施設において適任である事業者が管理していくものと認識している。 

 

○水谷委員 

 サカタのタネグリーンサービスが、いくつかの指定管理者であることは知っている。そ

の前段となるが、パッケージにしている狙いとして、経費の削減等の理由はあるのか。 

 

○スポーツ課長 

 たしかに、施設の特性が異なる部分はあるが、人的な配置や管理における資材等を汎用

できるメリットがあると考えられる。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（５）報告第８号 指定管理者の指定について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 31年４月から湘南ひらつかパークゴルフ場、土沢野球場及び土沢多目的広場の管理

を行わせる指定管理者の指定について、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。詳細はスポーツ課長が説明する。 

 

○スポーツ課長 

本件は、湘南ひらつかパークゴルフ場、土沢野球場及び土沢多目的広場の指定管理候補

者を指定管理者として指定するため、報告第７号と同様、市議会 12月定例会に議案を上程

するものである。 
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指定管理候補者となる団体の名称は、「湘南ひらつかパークゴルフ場運営グループ」で、

グループの構成員は、「株式会社木村植物園」、「有限会社湘南平スポーツ企画」、「平

塚市ビルメンテナンス業協同組合」及び「株式会社スポーツプラザ報徳」で、指定の期間

は平成 31年４月１日から平成 36年３月 31日までの５年間である。 

 

【質疑】 

○林委員 

 報告第７号の案件とは異なる部分として、施設がある地区が限定されており、地元の事

業者が中心となって管理を行っていくということでよいのか。 

  

○スポーツ課長 

湘南ひらつかパークゴルフ場に隣接している野球場及び多目的広場となるので、地元の

事業者が中心となって管理を行うことを想定している。報告第７号での答弁と同様に、施

設の特性が異なる部分はあるが、４つの事業者の特性をいかして、それぞれの施設を管理

してもらいたいと考えている。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（６）その他 

な し 

 

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 11月定例会は閉会する。 

 

（14時 45分閉会） 


