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平塚市教育委員会平成３０年１２月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年 12月 20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   教育指導課指導主事   小塚 祐歩 

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 

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   博物館館長代理     杉山 正彦 

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 12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 11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 11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１２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 

11月 28日から開催の平塚市議会 12月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 

公明ひらつかの伊東尚美議員からの「教育長に問う」について、「平塚市教育の方針から」

における「学びのセーフティネットの構築」のうち、「大規模改修事業のスピード感を持っ

た計画の推進」との質問に対し、大規模改修工事を行うにあたっては、建築年度や外壁、

屋上防水の劣化状況、トイレの洋式化の状況等を勘案し進めている。また、教育施策には、

多額の予算を必要とする様々な課題があり、これらを全体的な視点で検討していかなけれ

ばならないと考えている。学習環境の整備のため、早い段階で改修が行われるように計画

を推進していくと答弁した。 

次に、「特別教室及び体育館へのエアコン設置」との質問に対し、小・中学校の特別教室

のうち、音楽室、図書室、パソコン教室には、既にエアコンが設置されている一方で、エ

アコンが設置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、被服室等となっている。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

況等を把握し検討を進めていく。また、体育館へのエアコン設置についても望まれるとこ

ろではあるが、床面積が広く、天井が高い大空間であるため、設置方法は大変難しいもの

と考えており、まずは、施工事例の調査、研究等に取り組んでいくと答弁した。 

次に、「トイレの環境整備の早期実現」との質問に対し、現在、トイレの環境整備は、大

規模改修事業に合わせて行っているが、今後は大規模改修事業以外にもトイレの環境改善

の補助金を活用する等して、トイレ整備に特化した事業の取組を計画していく。これは、

既存のトイレを洋式化するだけでなく、いわゆるトイレの３Ｋである、「汚い」、「臭い」、

「暗い」を払拭するために、床、壁、天井を新しくし、バリアフリー化、照度アップ、換

気設備等を考慮するもので、早期にトイレ空間全体の快適性向上への改修を進めていくと

答弁した。 

次に、「避難所となる学校施設のバリアフリー化」との質問に対し、バリアフリー改修に

ついては、入学される肢体不自由児童や生徒の状況に合わせ、必要とされる手摺やスロー

プの設置等の改修を毎年行っている。また、学校施設のバリアフリー化は、防災の視点か

らも進めていきたいと答弁した。 

公明ひらつかの秋澤雅久議員からの「学校施設の防火設備の安全確保について」、「防火
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シャッター、防火扉の設置数、誤作動や事故の有無及び安全性の確保」との質問に対し、

小学校では、防火シャッターが 232 か所、防火扉が 228 か所、中学校では、防火シャッタ

ーが 141 か所、防火扉が 103 か所、設置されている。誤作動や事故の有無については、感

知器が誤作動したことにより、防火シャッターが閉鎖した事例が過去２年間において３件

あったが、挟まれ等の事故は発生していない。また、安全性の確保については、消防法の

規定に基づき、全ての小・中学校の作動状況について、毎年点検を行っている。さらに、

平成 28年６月に改正された建築基準法の規定に基づき、本年度全ての小・中学校の設置状

況、作動状況等について点検を行った。今後、建築基準法の規定に基づく点検の中でも、

安全確認を毎年行っていくと答弁した。 

次に、「小・中学校の閉鎖作動時の危害防止装置の設置状況」、「防火シャッターの安全確

保を計画的に進めるべき」との質問に対し、平成 17年に改正された建築基準法では、新築

建物の防火シャッターについて、閉鎖作動時の危害防止装置の設置が義務付けられたとこ

ろである。本市の防火シャッターが設置されている小・中学校は、平成 17年以前に建築さ

れたものであり、危害防止装置の設置はされていない。現在、進めている建物の長寿命化

を目指した大規模改修及びトイレの洋式化改修等、教育施策には多額の予算を必要とされ

る様々な課題があり、これらを全体的な視点で検討していかなければならないと考えてい

る。今後、安全な学校環境の整備のため、防火シャッターの降下時における注意事項の周

知を学校に図り、降下位置の床にテープを貼る等の注意喚起を行うと共に、防火シャッタ

ーへの危害防止装置の計画的な設置に向けて検討していくと答弁した。 

無所属の端文昭議員からの「ツインシティ整備計画について」、「相模小学校の開校時期

やその状況、土地取得費と建設費」との質問に対し、相模小学校の開校時期については、

今年度内に学校用地取得の作業が完了した場合には、平成 33 年度途中または、平成 34 年

４月を目指している。開校時の状況については、「平塚市立小学校及び中学校通学区域再編

成委員会」からの答申を踏まえた通学区域により、スタートすることになる。また、土地

取得費については、19億 6,711万 6,000円を計上している。建設費については、現在、実

施設計において費用を算出するための積算業務を進めている。工事費等については、今後、

示していきたいと答弁した。 

無所属の府川勝議員からの「市内小・中学校ならびに公共のトイレについて」、「学校ト

イレの清掃方法、課題、現状の解決方法」との質問に対し、清掃方法については、現在、

小学校 28 校、中学校 15 校のトイレを清潔に保つため、清掃業者に委託し、月８回、便器

の拭き取り、床や壁の清掃、手洗い場の水栓金具の磨き上げ等の作業を行っている。しか

し、黒ずみ、尿石等、経年劣化により、現在の清掃委託業務では落とし切れていない汚れ

があることは認識している。今後は、よりきれいで清潔なトイレにするための清掃が実行

できるよう、清掃業務委託における仕様、清掃方法や作業員の研修状況、報告書の内容等

について、改善を図っていく。また、校舎や体育館の大規模改修工事に合わせて、トイレ

環境の整備を行うと共に、トイレ整備に特化した事業の取組を計画し、児童・生徒にとっ

てトイレ空間全体の快適性が向上するよう努めていくと答弁した。 

 

○教育指導担当部長 

公明ひらつかの伊東尚美議員からの「教育長に問う」について、「平塚市教育の方針から」
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における「時代の変化に対応した学びの推進」のうち、「小学校教員の英語指導力向上のた

めの取組及び中学校英語科教員との連携等、現状の取組と今後の考え」との質問に対し、  

小学校教員の英語指導力の向上のために、大学教授を講師として招聘する研修、英語教育

推進リーダー及び指導主事による研修、授業づくり推進員による公開授業、小学校英語活

動担当者会等を実施している。また、より良い授業が行えるよう、活動プランを作成し、

指導方法や教材の活用方法を紹介している。中学校英語科教員との連携等については、小

学校での講師招聘研修等に中学校教員の参加を呼び掛けることや、外国語教育研究部会に

おいて、小・中学校９年間の教育課程を見通し、繋がりを視点に置いた活動案を作成し、

各学校に配付している。今後も、研修等を更に充実させていくと共に、学習内容や指導方

法について周知していくと答弁した。 

次に、「実用英語技能検定の志願者数の実績及び成果と課題」との質問に対し、志願者数

は、平成 26年度は 489人、27年度は 421人、28年度は 374人、29年度は 370人となって

おり、志願者数の減少が課題である。教育委員会としては、中学校１・２年生を対象とし、

２年生修了までに、英検４級の取得を目指し、それをきっかけとして、さらに３年生では

３級を取得してほしいと考えている。４級を受けた生徒の多くが３級にチャレンジしたと

いう報告も入っており、成果と捉えている。今後も、生徒の英語に対する興味・関心を高

める、魅力ある授業が行えるように教員をサポートすると共に、様々な機会を捉えて、生

徒や保護者への周知方法について学校に働きかけていくと答弁した。 

次に、「日本語指導が必要な児童生徒数の推移及び日本語指導の現状と課題」との質問に

対し、日本語指導が必要な児童・生徒数の推移としては、各年度４月現在で、平成 28年度

が 197人、29年度が 164人、30年度が 168人となっている。今年度４月現在では、小・中

学校 30校において、168人の児童・生徒に対し、日本語指導協力者 19人を派遣している。

対応できる言語は、11言語となっており、通知票の翻訳作業、保護者面談、就学時健康診

断での通訳等の対応が増えている。課題としては、日本語指導協力者と学校担当者の情報

交換の時間確保が難しい点、言語によっては日本語指導協力者を探すことが難しい点等が

あげられると答弁した。 

次に、「本市の現在の部活動の状況及び部活動への加入率」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、適切な運営のための体制整備、合理的でかつ効率的・

効果的な活動の推進のための取組、適切な休養日等の設定、生徒のニーズを踏まえた活動

環境の整備等の観点に立ち、併せて教職員の働き方改革にも資するよう、「平塚市立中学校

に係る部活動の方針」の策定に取り組んでいる。策定にあたっては、国や県のガイドライ

ン等を参考に、平成30年２月に実施した、部活動の実態把握に関する調査結果を踏まえて、

今年度中の策定を目指している。また、部活動への加入率については、今年度５月末現在、

運動部、文化部合わせて 81.7パーセントとなっていると答弁した。 

次に、「部活動地域指導者の選考基準と人数及び女性指導者の人数」との質問に対し、  

選考基準は、部活動に関して専門的知識及び技能を有し、中学生に対して適切な指導技術

を有し、学校教育を理解し、学校の教育方針に協力できる成人とし、大学生の場合は 18歳

からと定めている。今年度は、11 月末現在、運動部、文化部合わせて延べ 96 人を派遣し

ており、そのうち女性指導者は 14人となっている。 

次に、「小中一貫教育についてハード・ソフト面での今後の展望」との質問に対し、教育
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委員会としても、小中一貫教育の考えは大変重要なものと認識している。ハード面につい

ては、県内の小中一貫教育のモデル地区の取組の成果と課題も参考にしながら、より良い

小中一貫教育の研究を進めていく。ソフト面においては、幼・保・小・中連携学習研究会

等を通して、研究及び協議することで、幼稚園、こども園、保育園、小学校、中学校の指

導の一貫性を図り、相互に理解を深め、接続・連携・交流を推進している。また、昨年度

から各中学校区での「小中夏季合同研修会」や相互の「授業参観」、「校内授業研究会への

参加」等の取組を始めている。今後も、幼・保・小・中及び中学校区の具体的な取組の状

況や課題を共有して連携の取組を更に進めていくと答弁した。 

続いて、「教職員の働き方改革」について、「勤務実態調査の結果を踏まえ、勤務時間に

対する意識改革をどのように学校現場では行ってきたか」との質問に対し、昨年、労働安

全衛生委員会による勤務実態調査を、11 月から 12 月にかけて実施しており、今年度も現

在各学校で取り組んでいる。また、神奈川県教育委員会でも、昨年、抽出による調査を、

同様に 11 月から 12 月にかけて実施している。昨年度の結果から、やはり本市の教員も、

時間外勤務や持ち帰り仕事も多く、大変多忙な中で仕事をしている実態があり、本来担う

べき業務に専念できる環境の確保は、取り組むべき重要課題と認識している。各学校では、

ノー残業デーを設けることや、時間外勤務をする場合には、事前に管理職に届け出ること、

また、校内研修会で働き方改革に関する講師を招聘して研修会を行う等の工夫をしながら、

教職員の意識改革を図っていると答弁した。 

次に、「教育委員会としてのこれまでと今後の取組」との質問に対し、これまでに、教員

の担ってきた事務処理を支援するための学校事務連携支援室の設置、校務の効率化のため

の校務支援システムの導入、スクールカウンセラーやサン・サンスタッフ等の配置、校務

作業員の複数配置等により、教員の負担軽減を図るよう支援を行ってきている。また、部

活動のあり方や、学校給食費の公会計化についても、現在検討を進めている。さらに今年

度、冬季休業中に対外的な業務を行わない学校閉庁日を２日間設定する予定となっている。

今後も業務改善について検討していくと共に、学校現場からの要望が最も強い、教職員の

定数増についても、引き続き国、県に要望をしていきたいと考えている。 

次に、「教師が担ってきた業務をスクールサポートスタッフ等に任せることに対する本市

の考えは」との質問に対し、現在、神奈川県教育委員会でも、教員の業務が確実に軽減さ

れるよう、職員室で教員のサポートを行うスクールサポートスタッフの市町村立学校への

配置について議論されている。教員の負担軽減を図るには、人的支援が不可欠であると考

えているので、神奈川県教育委員会に対して、今後も強く要望していきたいと答弁した。 

次に、「女性教職員のワークライフバランスについてどのような取組をしているか」との

質問に対し、現在、労働基準法や育児休業法で定められている出産休暇や、育児休業を取

得する場合は、代替の教職員が配置され、安心して子育てに関わることができるようにな

っている。その他にも、妊娠した事実が判明した時点から、体育実技の授業が免除される

制度や、養護教諭が妊娠している場合に定期健康診断の補助を行う非常勤講師を配置する

制度等により、支援を行っている。また、介護に関しても、法律に定められた制度のほか、

介護を理由に一旦退職した教員のうち、一定の条件を満たすものについては、選考試験に

より再採用が可能になる等、本人のワークライフバランスに沿った支援が行われていると

答弁した。 
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日本共産党平塚市議会議員団の髙山和義議員からの「幼児教育無償化に対する市の対応

は」について、「公立園の存続に対する影響」との質問に対し、2019年 10月に開始が予定

されている教育・保育の無償化において、公立幼稚園や公立保育所を利用する子どもの保

護者が支払う保育料の無償化については、市が全額を負担することで検討されていること

から、本市としては、新たな負担が発生することとなる。このことから、無償化の実施が

公立園にどのような影響があるか、慎重に見極める必要があると答弁した。 

清風クラブの野崎審也議員からの「平成 30年度市民意識調査から、選ばれるまちへ」に

ついて、「まちづくりの状況について」のうち、「園児や子どもの不審者対策、通学路の安

全対策の現状と対策は」、「地震で倒壊の恐れがある通学路のブロック塀の現状と対応は」

との質問に対し、不審者対策については、市内で緊急事案が発生した場合は、平塚警察署

から当該地域の学校、教育委員会及び危機管理課へ連絡が入り、その後、庁内関係各課へ

情報が伝達され、幼稚園や保育園・小中学校へ情報提供している。通学路の安全対策の現

状と対策と、地震で倒壊の恐れがある通学路のブロック塀の現状と対応については、今年

度は、夏に交通安全面と倒壊の危険性があるブロック塀について、また、秋に防犯面で通

学路の点検を実施した。早急な対応が困難なケースについては、危険箇所を地図等に落と

し込み「見える化」し、児童・生徒に注意喚起をしていくと答弁した。 

公明ひらつかの鈴木晴男議員からの「MTBI（軽度外傷性脳損傷）予防の啓発について」、 

「幼稚園・保育園及び小・中学校への MTBIの予防啓発に関する見解」との質問に対し、平

塚市議会が平成 26年９月 25日に、政府に提出した意見書では、子どもたちが MTBIを発症

する可能性が高くなっていると指摘されている。したがって、幼稚園・保育園及び小・中

学校における認識を高める必要があると考えている。今後、定例校長会や、幼稚園・こど

も園園長会、保育園園長会等において、MTBIは頭部に衝撃が与えられること、衝撃が軽度

で CT検査等に異常がない場合でも、数日から数週間経って症状が現れることもあること等

を周知すると共に、先進自治体の取組も参考に研究していくと答弁した。 

清風クラブの諸伏清児議員からの「教育課題」について、「中学校の部活動について」の

うち、「本市の中学校における部活動の課題」との質問に対し、平成 30 年２月に実施した

生徒、保護者、教職員を対象とした「部活動の実態把握に関する調査結果」では、困って

いることや心配なこととして、生徒からは、勉強との両立、技能が上達しない、疲労がと

れないこと等が、また、保護者からは、学業との両立、家族団らんができない、部活動の

時間・日数が長いこと等があげられた。一方、教職員の悩みとしては、公務が忙しくて思

うように指導できない、ワークライフバランスがとれない、指導力不足等があげられた。

また、自身の休養についての質問では、「とれていない・どちらかといえばとれていない」

と感じるとした回答が58.6パーセント、部活動の指導についてどう感じるかとの質問では、

「負担を感じる・どちらかといえば感じる」とした回答が 74.4パーセントであったことも

課題として考えていると答弁した。 

次に、「本市の取組」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」の策定に取り組んでいる。本方針は、生徒にとって望

ましい部活動環境を構築するという観点に立ち、部活動が学校、地域に応じた多様な形で

最適に実施されることを目指し、学校や学校の設置者が取り組む内容を示しており、併せ

て教員の働き方改革にも資するようになっている。具体的には、部活動の方針策定や指導・
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運営に係る体制の整備、心身共に安心・安全な活動となるような適切な指導、休養日や活

動時間の設定、また、大会やコンクールの結果を追求するだけでなく、生涯にわたってス

ポーツや文化的な活動に親しむ基礎を培うこと、生徒の心身の調和のとれた発達を促すよ

うな活動環境の整備に努めることを示している。 

なお、策定にあたっては、国や県のガイドライン等を参考に、部活動の実態把握に関す

る調査結果を踏まえて、今年度中の策定を目指していると答弁した。 

続いて、「全国学力・学習状況調査について」、「調査結果を踏まえた本市のこれまでの取

組」との質問に対し、授業づくり推進員による公開授業、要請訪問、中学校計画訪問、ワ

ンポイント研修等を実施し、教員の授業力向上に努めている。特に、授業づくり推進員に

よる公開授業は、子ども同士の学び合いのある授業や、ICT を効果的に活用した授業等が

多く見られ、授業後の研究会では、自校の様子を情報提供する等、活発な意見交換が行わ

れ、授業改善に資するものとなっている。また、子どもたちの理解とわかりやすい授業づ

くりを目的として、平塚市教育講演会を夏季休業中、全教職員対象に実施した。さらに、

９月下旬に開催した「学力・学習状況研究会」では、市全体の課題等について共有すると

共に、各学校には自校の調査結果を分析することにより、児童・生徒の実態を把握し、成

果と課題を捉え、家庭や地域と連携しながら課題に応じた取組をしていくことを働きかけ

ている。 

なお、今年度より、放課後自主学習教室を開催し、子どもたちの学習意欲の向上や学習

習慣の育成を図る事業も実施していると答弁した。 

 

○社会教育部長 

湘南フォーラムの内堀祐一議員からの「福祉施策について」、「障がい者福祉」のうち、

「本市の障がい者スポーツの取組」との質問に対し、本市では、障がいのある人でも気軽

に楽しめるニュースポーツ体験会やボッチャ競技大会を、平成 29 年度から開催しており、

多くの方に参加をいただいている。また、ボッチャやバスケットボール用車いす等の用具

の貸出も行っており、障がい者スポーツの普及に努めている。平成 31 年３月 10 日には、

スポーツをする機会を提供することや、障がい者スポーツの理解を深めるため、「第１回ひ

らつかパラスポーツフェスタ」を開催する予定である。今後も、障がいのある人が参加し

やすいスポーツ事業の実施に努めると共に、情報を積極的に発信し、スポーツをするきっ

かけづくりを進めていきたいと答弁した。 

公明ひらつかの伊東尚美議員からの「市長に問う」について、「平成 31 年度予算編成方

針から」のうち、「博物館でのクラウドファンディングの成果と今後の取組について」との

質問に対し、今年度、博物館では、火星の大接近に合わせ望遠鏡を購入するため、本市初

の取組として、クラウドファンディングの手法により広く寄附金を募った。博物館での成

果としては、財源確保のみならず、結果として平塚市博物館の存在や事業の魅力を、広く

全国に発信することができたという点にもある。一方で、クラウドファンディングは、自

治体が市民に提供すべきサービスの費用の一部を寄附金として募る制度の性質上、いかに

多くの方に賛同していただける事業を選定し、納得性のある寄附額を設定するかが重要で

ある。今後も様々な手法を研究しながら活用していきたいと答弁した。 

公明ひらつかの鈴木晴男議員からの「『東京 2020 オリンピック・パラリンピック』の取
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組と今後について」、「平塚市のスポーツの歴史と顕彰及び人材育成支援」のうち、「過去の

個人及び団体でオリンピック出場の歴史と顕彰はどの部署が把握して記録しているのか」

との質問に対し、公益財団法人平塚市まちづくり財団が行う「スポーツ団体等に対する助

成・援助」における申請状況や、スポーツ課が行う平塚市スポーツ優秀選手表彰、平塚市

体育協会や大学等からの情報収集等により、スポーツ課が把握し取りまとめていると答弁

した。 

次に、「人材育成面から体育協会など関係部署とどのように今まで取り組んできたのか」、

「2020年度以降の計画は」との質問に対し、競技力の向上や普及・推進を主体とする事業

として、平塚市体育協会等と共に、スポーツ選手及び指導者等に強化練習会や交流大会、

講習会等を行っている。また、スポーツ優秀選手や体育功労者の表彰のほか、公益財団法

人平塚市まちづくり財団では、スポーツで優秀な成績を収めた選手に対して支援金等の交

付を行っており、スポーツに係る人材の持続的な発展に寄与している。2020年度以降につ

いても、競技力の向上や普及・推進を主体とする事業を継続して実施すると共に、大学、

企業、関係団体等とも連携を図りながら優れたアスリートの輩出ができるよう研究してい

きたいと答弁した。 

清風クラブの諸伏清児議員からの「文化の発信」について、「文化芸術について」のうち、

「本市における前鳥座等の伝統芸能についての取組」との質問に対し、本市の長い歴史の

中で守り伝えられてきた伝統芸能は、絶やすことなく保存・継承し、後世に伝えていく必

要がある。このため、神奈川県指定文化財である相模人形芝居前鳥（さきとり）座に対し

ては、技術向上のため演技指導者の派遣を継続して行っている。また、伝統芸能を披露す

る機会として、今年度は、「湘南ひらつか七夕まつり」で行われた郷土芸能披露への大神寄

木（よりき）神社太鼓連・大神至誠団（しせいだん）の出演や、前鳥座・湘南座等の出演

による「第 42 回民俗芸能まつり」を開催したほか、前鳥座が、「かながわ民俗芸能祭」へ

出演する等、市外の民俗芸能祭等へも参加・公演を果たしている。さらには、保存支援の

ために、毎年「文楽人形伝承団体補助金」、「指定文化財保存管理奨励補助金」を交付する

と共に、民間財団等による補助金等の情報を適宜、提供していると答弁した。 

次に、「芸術文化子ども体験事業での、これまでの取り組みと成果、課題」との質問に対

し、芸術文化子ども体験事業は、平塚市文化連盟加盟団体や前鳥座の協力により、生け花、

琴、茶道、奇術等の伝統芸術や文化、人形浄瑠璃の操作を子どもたちに体験してもらう事

業であり、芸術文化のすそ野を広げる狙いもある。主に、平塚市地域教育力ネットワーク

協議会や小・中学校からの依頼を受けて実施しているが、昨年度は２つの中学校区と２つ

の小学校で新たに実施する等、多くの教室が開催され、子どもたちが伝統的な日本の芸術

文化に触れる機会を増やすことができた。参加した子どもたちからは、「とても楽しかった。

基本が分かったので、もっと習いたい」、保護者からは、「子どもたちにとって、普段味わ

えない貴重な体験となり、とても良かった」等の感想が多く寄せられている。今後も学校

や地域への働きかけを継続し、実施種目や開催地区の拡大を図っていきたいと答弁した。 

 

【質疑】 

○林委員 

 「日本語指導が必要な児童生徒数の推移及び日本語指導の現状と課題」について、日本
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語指導協力者というのは、どのように募集して、どのような労働条件であるのか、確認し

たい。 

 

○教育指導課長 

 公募等による募集はしていない。学校関係でのつながりや、現在協力いただいている方

の知り合い等に、教育委員会から必要に応じて依頼している。 

労働条件として、報酬は１時間 3,000円としている。 

 

○林委員 

 今期の国会では外国人材の拡大についての法案が扱われたが、現在でも日本に在留して

いる外国人は、250万人を超えている。その中には、平塚市も含めて、既に在留している

方々の子どもたちが数多く学んでいる。世代を超えて日本に在留する外国人の方々は、言

葉の関係から就職する際に影響が出てしまうことも考えられる。これからの可能性がある

子どもたちについては、教育環境における質の違いによって、将来のキャリアを形成する

際の格差につながってしまうことを危惧するところもあるが、その一方、多様性が豊かに

なるので大いに期待もしている。 

また、実用英語技能検定や小学校での英語教育については、日本人、在留外国人の児童

共に、その多くが初めて英語の教育を受けることになるので、共通語としての英語で子ど

もたちが交流できるようになればという希望的観測を持っている。 

 

（２）平成３１年度平塚市立幼稚園募集結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

入園予定者数等の概要を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 

10月 15日から入園願書の配布を行い、11月１日に入園願書の受付を行った結果を報告

する。 

さくら幼稚園と金目幼稚園は、平成 31年度末をもって廃園となるため、園児の募集は行

わず、ひばり幼稚園と土屋幼稚園の２園のみ、新入園児の募集を行った。 

昨年、「入園願書受付初日の時点で、入園希望者が５人未満の場合は募集を停止するこ

と」と規則を改正している。今年の 11月１日の時点の状況は、ひばり幼稚園は 20人、土

屋幼稚園は５人の入園希望者がおり、いずれの園も入園願書を提出いただいたすべての方

に入園を許可した。その後、土屋幼稚園については、12月に入り１人の方から入園希望を

取り下げるとの申出を受け、現時点での入園予定者は４人となっている。 

現時点での状況は、２園で 45人の募集定員に対し、24人の入園を予定しており、募集

定員に対しての比率は約 53パーセントに留まっている。また、今年度は支援を要する園児

の入園希望は現時点ではない。各園の欠員分については、現在も引き続き、追加募集を行

っている。 
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参考に、昨年の募集結果は、４園で 95人の募集定員に対し、入園希望者は 31人で、比

率にして約 33パーセントであった。 

 

【質疑】 

な し  

 

（３）平成３０年度平塚市中学校体育連盟主催大会の結果等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

今年度開催された大会の結果及び反省、スポーツ優秀賞の受賞校及び受賞者の報告をす

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 

今年度の平塚市中学校体育連盟主催大会については、11月 13日に平塚市中学校体育連

盟の運営協議会において、事業報告がなされた。今後、12月から来年の１月にかけて、県

大会までつながる協会との共催の大会が、バスケット・サッカー・バドミントン・卓球・

柔道であるが、平塚市中学校体育連盟主催の大会は終了したので、事業報告に基づき、報

告をする。 

今年度の平塚市中学校総合体育大会は、七夕まつり開催期間の前後、６月 30日・７月１

日、14日・15日の４日間を中心に開催された。例年この時期は台風の発生等もあり、天候

判断等で悩まされるが、今年度は、大会期間中の天候に恵まれ、予定通り大会を運営する

ことができた。天候には恵まれたが、今年度は、災害級の暑さと言われたように、熱中症

が大変心配される状況下での開催となった。教育委員会からも、事前の会議で熱中症予防

のための注意喚起と共に、大会本部からも、開催日の朝の連絡で各専門部に注意喚起をし

ていただいた。各専門部では、水分補給を呼び掛けること、出場選手だけでなく、応援選

手にも注意喚起をすること、試合の間隔を空ける等配慮すること、試合中に給水の時間を

とる規定を新たに設ける等、熱中症予防のためにこれまで以上に取り組んでいただいた。

しかしながら、熱中症と思われる症状を訴えた生徒は、少なからず出てしまったが、適切

な対応をしていただき、重症化する事案はなかった。 

運営面については、種目協会の皆様や東海大学の学生が、審判の部分を中心に協力いた

だいた。また、大きなトラブルや事故もなく、無事に大会を終えることができた。 

なお、水泳競技は８月４日、陸上競技は９月１日、駅伝競走は 10月 14日と別日程の開

催となっている。 

大会の成績一覧として、団体の上位入賞校、個人種目の上位入賞者の他に、競技種目の

うち参加校が１チームまたは２チーム、個人種目も参加者２名という種目があったことを

報告する。 

大会の反省として、運営面の反省事項が各専門部から出されており、主な事項について

報告する。バスケットボールからは、審判員の不足と顧問の先生方への負担の増加、大会

規模の縮小の検討、熱中症予防のため冷房使用の公共体育館での開催希望、保護者の車の
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乗り入れについての課題。バレーボールからは、公共体育館４面を確保でき、スムーズな

進行ができたこと、協会審判の派遣が良かったこと。サッカーからは、協会と東海大学か

らの審判派遣で顧問の負担が大幅に軽減されたこと。ソフトボールからは、滞りなく運営

できたこと、順位決定の取り決めについての課題。ソフトテニスからは、対戦に接戦が多

く終了時刻を少し超過したこと等から、特に個人戦の在り方の見直しについて。卓球から

は、時間通りの運営ができたこと。野球からは、熱中症の取組とその状況について。新体

操からは、平塚市体操協会等の協力スムーズに運営できたこと。柔道からは、東海大学の

学生審判の協力でスムーズ運営できたこと。剣道からは、一部教員への負担、空調設備の

ある会場使用の要望。バドミントンからは、運営上の課題、応援生徒のマナー。水泳競技

からは、熱中症対策、中ブロック大会と合同開催でスムーズな運営ができたこと。以上に

ついて、それぞれ挙げられた。 

けが・事故については、専門部からの報告の他に、救急搬送は、今年度はなかった。捻

挫、打撲、脳しんとう、骨折、熱中症の症状の生徒もいたが、適切な判断や対応をしてい

ただいた。 

その他として、ソフトテニスからは、会場では応援の生徒や保護者のマナーが気になっ

た件、管理棟前のスペースに駐車する保護者を多く見かけ、対応に苦慮した件、自転車に

ついても同様に、指定の駐輪スペースを案内する等の改善点を模索していく必要について。

柔道からは、より多くの生徒に参加してほしい要望。剣道からは、学生審判への感謝と要

望、喫煙について、保護者の車の送迎について。バドミントンからは、ゴミの処理の仕方

について。それぞれ種目で挙げられた。 

続いて、秋に開催された、新人戦の日程等と成績一覧である。平塚市中学校体育連盟の

規定により、新人戦は一日開催で実施することになっていることから、試合時間の関係上、

バスケットボール、野球、サッカーについては、ブロックでの優勝ということになる。ま

た、今年度は、天候にも恵まれ、計画どおり全日程を終了することができた。 

新人戦の運営面での反省として、バスケットボールからは、公共の体育館１か所での開

催により、円滑に運営ができたこと。バレーボールからは、運営上の様々な反省点。ソフ

トボール、野球、新体操からは、スムーズな運営ができたこと。剣道では、一部の教員へ

の負担集中について。バドミントンからは、男女のエントリー数の違いについて。卓球、

ソフトテニス、柔道からは、スムーズな運営ができたこと。サッカーからは、顧問の審判

負担。陸上からは、大会の日程上の課題。水泳競技からは、競技役員の課題。それぞれ挙

げられた。 

けが・事故については、頸部むち打ち、捻挫、骨折、熱中症の他、事故として車との接

触が１件あった。秋の開催でも熱中症が発生しているので、来年度、注意喚起をしていき

たいと考えている。 

その他として、バスケットボールからは、日程についての要望。バレーボールからは、

大学生審判の課題、総合公園の駐車場の課題。バドミントンからは、会場のスリッパ利用。

それぞれ種目で挙げられた。 

続いて、13の専門部ごとの反省では、期日、会場、参加チーム、成績・結果、反省・感

想、運営面、競技面、参加生徒の態度、来年度の要望等があり、来年度への要望としては、

繰り返しになるが、審判の確保、スムーズな運営のできる会場確保、屋内の種目では冷房
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についての要望、顧問体制、生徒の出場機会の確保、今後の大会運営についての課題等が

挙げられている。 

総合体育大会、新人戦を含め、今年度、来年度の理事会で協議し、よりよい大会になる

ことを目指し、取り組んでいきたいと考えている。 

続いて、全国・関東大会出場者について報告する。全国大会には、団体では７団体、個

人では 12人の生徒が出場した。関東大会には、団体では４団体、個人で 23人が出場した。 

続いて、今年度のスポーツ優秀賞受賞者について報告する。11月 20日に平塚市教育会

館において、文化優秀賞とともに表彰式を行った。スポーツ優秀賞は、中学校体育連盟の

表彰規定により、「全国大会出場」、「関東大会８位以内」、「県大会３位以内」、「市

総合体育大会において個人で同一種目３年連続優勝者」、「団体で同一種目５年連続優勝

した学校」が対象となっている。また、スポーツ優秀賞には届かなかったが、関東大会出

場、県大会８位入賞を対象として、顕著な活躍をした学校、個人を成績優秀者として、表

彰を行った。 

最後に、大会の延べ参加者数についての報告では、市、中ブロック、県、新人戦の大会

参加延べ人数であるため、部員数ではないことから、10人の部員が３日間、大会に参加し

た場合には 30人という報告となっている。 

文化の部については、現在、各学校に最終確認をしており、改めて報告する予定である。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

 多くの方々の協力により、大会がスムーズに、そして、有意義に行われたことがよく分

かった。また、子どもたちにとっても、良い経験になったことと思う。 

 来年度の課題としていくつかある中で、審判の不足や顧問の負担ということについて随

所に出てきている。現在取り組まれている「平塚市立中学校に係る部活動の方針」の策定

においても検討されていると思うが、審判について協会からの派遣でとても良かったとい

うことが多く出ており、審判派遣費についても触れられている。審判の派遣についてはど

のような仕組みになっているのか確認したい。 

 

○教育指導課長 

 審判派遣費については、教育委員会の予算から平塚市中学校体育連盟へ委託料として支

出している。その後、連盟において、大会での審判派遣の実績に応じて各専門部へ配分さ

れ、執行されている。 

 大会日程によっては、学生や協会の協力体制を得られないことから、人数が不足してし

まうため、顧問による負担が生じてしまう。 

 

○水谷委員 

 非常に暑い中での開催となったので、御苦労があったと感じる。その中で、運営面の反

省として、「顧問の負担が大きすぎるため、今後は大会の規模縮小も検討していかなければ

ならない」ということが挙げられており、非常に難しい問題であると思った。誰のために

大会を開催しているのかとする一方で、働き方改革の問題もあり、どう捉えていくかが難
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しい。もし、審判の不足による負担が大きいということであれば、学生への協力依頼とし

て、大会開催の都度、大学の部活動へ依頼するという方法の他に、例えば、高校までの部

活動経験やスポーツ経験のある大学生を、予め登録制等によりストックしておいて、活用

するといった方法も考えられるのではないか。重要な問題であるので、意見として申し上

げる。 

  

（４）その他 

な し 

 

２ 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 12月定例会は閉会する。 

 

（14時 52分閉会） 


