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平塚市教育委員会平成３１年２月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 31年２月 14日（木）14時 

 

会議の場所 

平塚市役所本館６階 619会議室 

 

会議に出席した者 

教育長 吉野 雅裕  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 

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 

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 31年２月定例会を開会する。開会に当たり、水谷委員から欠席

の連絡があったので報告する。 

 

【前回会議録の承認】 

○吉野教育長 

はじめに、平成 31年１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 31年１月定例会の会議録は承認されたものとする。 

 

【非公開審議の発議】 

○吉野教育長 

 審議に先立ち会議に諮る。本定例会に提出されている議案のうち、議案第 20号について

は、人事案件であり、公正かつ円滑な人事管理を確保するため、「地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第 14 条第７項及び第８項」及び「平塚市教育委員会会議規則第 15 条第

１項及び第２項」に基づき、非公開での審議を発議する。発議については、討論を行わず

可否を決することと規定されているため、直ちに採決を行う。本件の審議を非公開とする

ことに異議はないか。 

 

（異議なし） 

 

○吉野教育長 

 全員異議がないので、議案第 20号については、全ての案件の最後に非公開で審議する。 

 

１ 教育長報告 

（１）平成３０年度中学校文化部全国・関東大会等の結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

中学校文化部において全国・関東大会等出場者を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 

浜岳中学校の囲碁部が、平成 30 年７月８日に相模原市民会館で開催された「第 15 回文

部科学大臣杯小中学校囲碁団体戦神奈川県予選」兼「第 23回神奈川県中学校囲碁選手権大

会」において、４勝０敗で第１位という成績を収めた。参加した 12チーム中、８チームが

全国大会の出場権を獲得することができ、７月 29日に東京都の日本棋院会館で開催された

「第 15回文部科学大臣杯小・中学校囲碁団体戦全国大会」に出場し、全国から予選を勝ち

上がった 64校が参加する１次リーグで８チーム中、２勝１敗で第２位という成績を収めた

が、１位のみが本戦トーナメントに進むことができることになっていたため、残念ながら

本戦トーナメントに進むことはできなかった。 

次に、神明中学校囲碁部が、浜岳中学校の囲碁部と同じく、「第 15 回文部科学大臣杯小

中学校囲碁団体戦神奈川県予選」兼「第 23 回神奈川県中学校囲碁選手権大会」において、

１次リーグで８チーム中、３勝１敗で第３位という成績を収めた。その結果、７月 29日に

開催された「第 15回文部科学大臣杯小・中学校囲碁団体戦全国大会」に出場し、１次リー
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グで８チーム中、１勝２敗で第５位という成績を収めたが、１位のみが本戦トーナメント

に進むことができることになっていたため、、残念ながら本戦トーナメントに進むことはで

きなかった。 

 

【質疑】 

○荒井委員 

 平塚市は、囲碁のまちとして、様々な取組を行っているが、中学校の部活動で囲碁部は

どの程度あるのか。また、指導者は教員なのか、それとも外部からの指導者であるのか。 

 

○教育指導課長 

 今年度において、囲碁部が設置されているのは、浜岳中学校と神明中学校の２校である。

部員数は、浜岳中学校で 19人、神明中学校で７人となっている。 

２校ともに、顧問である教員はいるが、地域指導者が指導にあたっているという報告を

学校から受けている。 

 

（２）平成３０年平塚市スポーツ優秀選手の表彰について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

国際大会や全国レベルの大会において優秀な成績を収めた個人 17人及び３団体を、本市

スポーツ優秀選手及び団体として表彰したので報告するものである。詳細はスポーツ課課

長代理が報告する。 

 

○スポーツ課課長代理 

平塚市スポーツ優秀選手表彰規定に基づき、スポーツの競技会において優秀な成績を収

めた選手に対して、平塚市長が表彰するものである。国際大会で優勝、または準優勝及び

全国大会で優勝した高校生以下を除く個人、または団体を対象とするものとなっている。     

１月から 12月までの競技会を対象として、東海大学や神奈川大学、平塚市体育協会の各

種目協会に照会をかけると共に、広報ひらつかやスポーツ課のホームページに掲載して、

周知をしている。 

今年度、個人では、国際大会で優勝の４人と全国大会で優勝の 13人の計 17人を表彰す

ることになった。団体は、全国大会で優勝した東海大学の柔道部とバスケットボール部、

アジア大会で優勝したビーチバレーのぺアの３団体を表彰することになった。ビーチバレ

ーのぺアは、日本ビーチバレーボール連盟強化指定選手に選出されており、当該連盟のラ

ンキングも１位ということもあることから、東京オリンピックに出場する可能性の高い選

手になる。また、東海大学の柔道部の学生も強化選手に指定されており、東京オリンピッ

クに出場する可能性があることから、今後の活躍に期待するところである。 

表彰は毎年、建国記念の日である２月 11日に実施しており、平塚市体育協会の優秀選手

表彰と併せて行った。 
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なお、同じ会場にて公益財団法人平塚市まちづくり財団が、小・中・高校生を対象に国

際大会や全国大会等で優秀な成績を収めた個人 20人、団体３団体について、優秀選手表彰

を行っている。 

 

【質疑】 

な し 

  

（３）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第１０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 

２月15日に開会する市議会２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 

歳入については、合計で４億 1,418万 6,000円の増額を、歳出については、３億 9,943

万 1,000円の増額をそれぞれ補正予算として計上している。 

はじめに、歳入について詳細を説明する。13款「使用料及び手数料」、１項「使用料」

８目「教育使用料」、３節「社会教育使用料」において、夏に開催した「金魚絵師 深堀

隆介展」の美術館観覧者数が、当初の見込より上回ったため、美術館観覧料を 2,414万 8,000

円増額補正する。 

14款「国庫支出金」、２項「国庫補助金」、６目「教育費国庫補助金」、１節「教育総

務費補助金」において、教育相談事業と介助員派遣事業にて教育支援体制整備事業費補助

金を活用し、その補助金額が確定したため 159万 3,000円増額補正する。また、２節「小

学校費補助金」において、勝原小学校通級指導教室のエアコン整備のために、ブロック塀・

冷房設備対応臨時特例交付金を活用し、その交付金額が確定したため 127万 1,000円を、

小学校大規模改修事業において学校施設改善交付金を活用し、その交付金額が確定したた

め、7,060万 5,000円を増額補正する。同じく、４節「幼稚園費補助金」において、ひば

り幼稚園へのエアコン設置のために、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を活用し、

その交付金額が確定したため、86万 9,000円を増額補正する。 

最後に、21 款「市債」、１項「市債」、７目「教育債」、１節「小学校債」において、

花水小学校と神田小学校の大規模改修事業に２億 6,880万円、勝原小通級指導教室のエア

コン整備に 1,270万円、合計２億 8,150万円の増額、３節「社会教育債」において、美術

館空調機等改良事業のため、3,420万円を増額補正する。 
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次に、歳出について説明する。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」、「２ 教育相談事業」及び「３ 介助員派遣事業」において、教育

支援体制整備事業費補助金の金額が確定したため、財源充当補正を行う。 

２項「小学校費」、２目「教育振興費」、「１ 通級指導教室整備事業」において、ブ

ロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の金額が確定したため、財源充当補正を行う。同

じく、２項「小学校費」、３目「学校建設費」、「２ 小学校大規模改修事業」において、

花水小学校と神田小学校の大規模改修工事を実施するため、３億 4,009万 7,000円を増額

補正する。 

４項「幼稚園費」、１目「幼稚園費」、「３ 幼稚園施設管理事業」において、ブロッ

ク塀・冷房設備対応臨時特例交付金の金額が確定したため、財源充当補正を行う。 

５項「社会教育費」、４目「博物館費」、「４ 博物館管理事業」において、博物館の

空調制御装置を修繕するため、702万円を増額補正する。また、６目「美術館費」、「３  

美術品の調査・収集事業」において、今年度開催した企画展の作家の作品を購入し、優れ

た美術を鑑賞する機会を充実するため、150万円増額補正する。最後に、同じく「４ ア

ートギャラリー等施設利用促進事業」において、美術館の空調等設備を修繕するために5,081

万 4,000円を増額補正し、併せて財源充当補正を行う。 

 

【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１１号 平成３１年度平塚市一般会計（教育関係）当初予算について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

２月15日に開会する市議会３月定例会への平成31年度平塚市一般会計当初予算のうち、

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 

本市における平成 31年度一般会計全体の総額は、807億 8,000万円で、予算費目によっ

て増減はあるが、前年度当初予算と比較して、２億 2,000万円、率にして 0.3％の減額と

なっている。 

教育費については、平成 31年度の当初予算は、67億 9,935万円で、平成 30年度当初予

算 66億 1,465万 6,000円と比較して、金額では１億 8,469万 4,000円、率にして約 2.8％

の増額となっている。 
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はじめに、歳入予算について説明する。13 款「使用料及び手数料」、１項「使用料」、

８目「教育使用料」のうち、２節「幼稚園使用料」は、市立幼稚園４園における保育料を

計上している。２節を除いた１節「教育総務使用料」から４節「保健体育使用料」までは、

各種施設の使用料や観覧料を計上している。 

14款「国庫支出金」、２項「国庫補助金」、６目「教育費国庫補助金」、１節「教育総

務費補助金」では、要保護の児童・生徒及び特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者

に対する扶助に伴うものや、防災・安全交付金として通学路安全確保のための道路環境整

備に伴う国庫補助金を計上している。 

なお、防災・安全交付金の歳出にかかる予算は、平成 31年度も、土木費の道路施設維持

管理事業で計上している。 

２節「小学校費補助金」及び３節「中学校費補助金」では、理科教材の整備に関する国

庫補助金を計上している。４節「幼稚園費補助金」では、私立幼稚園に就園している幼児

の保護者に対する就園奨励のための国庫補助金を計上している。５節「社会教育費補助金」

は、開発等に伴う埋蔵文化財の調査費に係る補助金である。 

15款「県支出金」、２項「県補助金」、７目「教育費県補助金」、１節「幼稚園費補助

金」では、子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を図るための私立幼稚園に対する補

助に関する県の補助金を計上している。２節「社会教育費補助金」では、放課後等子ども

の居場所づくり推進事業費や、ひらつかパラスポーツフェスタに係る県補助金である。 

16款「財産収入」では、有償刊行物頒布収入を計上しており、17款「寄附金」、１項「寄

附金」、４目「教育費寄附金」、１節「社会教育費寄附金」では、歴史的建造物保存・活

用のための指定寄附金を計上している。 

18款「繰入金」、１項「基金繰入金」、２目「公共施設整備保全基金繰入金」では、市

の公共施設の整備保全のための基金から、学校等の施設修繕に係る経費を繰り入れるもの

である。４目「子ども・子育て基金繰入金」、１節「子ども・子育て基金繰入金」では、

子ども・子育てに係る施策の充実及び安定を図るための基金から、引き続き、高等学校等

における修学支援や、児童・生徒の就学援助事業、通級指導教室整備事業等に繰り入れる

ものである。 

20款「諸収入」、６項「雑入」、２目「雑入」、１節「総務費雑入」では、美術館の「魅

力ある美術展覧会事業」の委託料に充当するため、神奈川県市町村振興協会からの交付金

を計上している。９節「教育費雑入」では、各施設における自動販売機の設置に伴う電気

使用料や管理料、公衆電話料金やコピー代等、様々な収入等について計上している。 

最後に、21款「市債」、１項「市債」、７目「教育債」、１節「小学校債」では、土屋

小学校の大規模改修設計業務委託料や小学校受水槽等の改修工事に係る財源の一部を、２

節「中学校債」では、神明中学校の大規模改修設計業務委託料や、中学校受水槽改修工事

に係る財源を一部計上している。また、３節「社会教育債」では、公民館の施設整備に係

る財源を一部計上している。 

次に、歳出について説明する。10款「教育費」、１項「教育総務費」、１目「教育委員

会費」では、教育委員の報酬と各種負担金を計上している。２目「事務局費」、「２ 教

育委員会事務局庶務事業」では、事務局職員の健康診断の委託料等、教育委員会事務局の
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庶務的な費用についての予算を計上している。また、次期教育振興基本計画を策定するた

めに設置する「教育振興懇話会」の委員謝礼を予算計上している。 

３目「教育指導費」では、「１ 子ども自立生活支援センター内分校運営事業」におい

て、神奈川県立子ども自立生活支援センター内にある、平塚市立金目小・中学校の分校を

運営するための教材等の購入経費を計上している。 

「２ 学務庶務事業」では、須賀新田地区から松原小学校へ通学する児童のための通学

バス運行の委託等を行う。 

「４ 高等学校等修学支援事業」では、高校生等への支援事業として、勉学に意欲的で

経済的な支援が必要な生徒に対して、月額 7,000円を上限に修学支援金を支給する。平成

31年度の新１年生についても、募集人数を前年度に引き続き、85人とするが、県の実施す

る「高校生等奨学給付金」については併用を認め、この受給対象者は、その給付金分を差

し引いた額を修学支援金として支給することとしている。 

「８ 教職員庶務事業」では、教員の長期病気休暇等、教員不在の事態を解消するため

の非常勤講師の雇用等を行う。 

「９ サン・サンスタッフ派遣事業」では、学習支援補助員及び学校司書の派遣を行う

事業である。学習支援補助員は、小・中学校の中で、集団生活、学習活動に支障のある児

童・生徒への支援を行い、学校司書は、司書教諭や図書ボランティアとの連携を図りなが

ら、学校図書館の資料整理や子どもたちの読書活動への支援を行っていく。平成 31年度も

引き続き、学習支援補助員 110人、学校司書 43人を、小・中学校全校に継続して派遣して

いく。 

「10 教職員福利厚生事業」では、平塚市立小・中学校に勤務する県費負担教職員の福

利厚生に関して計画を立案し、実施する。教職員の健康診断の実施や、心理的な負担の程

度を把握するための検査等、いわゆるストレスチェックを行い、実態を把握して職場の環

境改善に繋げていく。 

「12 生きる力を育む学校づくり推進事業」では、ふれあい教育や芸術鑑賞等により、

幼･小･中学校の創意工夫を生かした、特色ある教育活動の展開を図るための経費を計上し

ている。 

「13 外国人英語指導者の学校訪問事業」では、幼児・児童・生徒の英語に対する興味・

関心を高め、外国の生活・文化に親しめるよう、外国人英語指導者（AET）が学校・幼稚園

を訪問する。平成 31年度は、AETの人数を現行の 11人から 12人へと増員し、外国語活動

の更なる充実を図っていく。 

「14 日本語指導協力者派遣事業」では、日本語の指導が必要な外国に繋がりのある児

童･生徒の日本語指導等を目的とした国際教室の経費を計上している。 

「15 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、地域との連携の

もと、地域に根ざした魅力ある学校教育活動を行う。平成 31年度も引き続き、土沢中学校

において神奈川大学の学生による学習支援ボランティア活動を支援していく。 

「16 英語教育推進事業」では、小・中学校における英語教育の充実のため、小学校外

国語活動に関わる講師招聘による研修会・学習会等を実施すると共に、外国人英語指導者

の効果的な活用を支援する。また、中学生が英語に対する興味・関心を高め、コミュニケ
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ーション能力の基礎を養い、学習意欲を高めるため、実用英語技能検定の受験に要する経

費に対しての補助を行っていく。 

「17 教育指導事業」では、文化的行事推進事業の一環として、子どもたちの心に演劇

の感動を届けるプロジェクト「こころの劇場」等、教育内容の向上を図るための経費を計

上している。また、平成 30年度から、松延小学校を会場にして、放課後 45分間、希望す

る児童を対象に「放課後自主学習教室」を開催している。児童の自主学習を支援すること

で、児童の学習への意欲向上、家庭学習の習慣化を目指し、平成 31 年度は２校に拡充し、

実施する。 

「18 教育の情報化推進事業」は、情報の共有によるきめ細やかな指導の充実や、校務

事務の効率化を図るために必要な校務支援システム及び教職員パソコン、プリンタ、サー

バ等を設置しているデータセンター利用料等の経費である。平成 31年度は、小・中学校各

校の校務用パソコンとプリンタの入れ替えを行う。また、現在利用している校務支援シス

テムの契約更新と最新バージョンへの移行を行う。 

４目「義務教育振興費」、「１ 児童生徒就学援助事業」は、経済的理由により就学困

難な児童生徒の保護者に対して、学用品、医療費、給食費等を援助し、義務教育への円滑

な就学を確保するための経費である。対象となる準要保護児童・生徒については、認定基

準は、平成 30年度と同一とし、変更はない。また、中学校入学時に支給する入学準備金は、

平成 29年度から小学校６年生を対象に、小学校入学時に支給する入学準備金は、平成３０

年度から未就学児を対象に、それぞれ前倒し支給を行っている。 

「２ 特別支援教育就学奨励援助事業」は、特別支援学級に就学する児童・生徒の保護

者に対し、その負担能力の程度に応じ、学用品、給食費、校外活動費、通学費等を援助し、

保護者の経済的負担を軽減するための経費である。 

５目「教育研究所費」は、３事業あるが、いずれも教員の指導力向上を図るための研究

や研修等に要する経費である。 

６目「教育会館費｣、「１ 教育会館管理運営事業」では、教職員及び教育関係団体等の

研究、研修を中心に利用されている教育会館の維持管理を行う。 

７目「子ども教育相談センター費」、「１ スクールカウンセラー派遣事業」は、不登

校をはじめ、児童・生徒の様々な問題を解決するため、本人や保護者のカウンセリングを

行うと共に、教職員を援助するスクールカウンセラー13人を各小・中学校に派遣するため

の経費である。 

「２ 教育相談事業」は、児童・生徒の様々な問題を解決するために、当センターで行

う教育相談と訪問相談に加え、発達障害の可能性のある児童・生徒に対して、相談員が各

学校を巡回し、指導助言等を行うための経費である。 

「３ 介助員派遣事業」では、障がいのある子どもたちが、学校や幼稚園生活を円滑に

送れるように、学習活動や日常生活動作を支援する介助員と医療的ケアを必要とする子ど

もたちに看護師資格を有した医療介助員を派遣する事業である。支援を必要とする児童・

生徒が増加していることから、引き続き、介助員を派遣し、きめ細かな支援を行っていく

と共に、医療介助員を３人増員し、７人で対応していく。 
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「６ スクールソーシャルワーカー派遣事業」では、問題を抱えた児童・生徒の問題行

動等の未然防止や早期解決に向けた対応を図るため、社会福祉に関する専門的な知識や技

術を有するスクールソーシャルワーカー、正規職員１人に加えて、嘱託職員２人と計３人

体制で各小・中学校に派遣するものである。 

「７ 研修・研究推進事業」では、様々な教育課題を持つ児童・生徒にきめ細かな支援

をするために、小・中学校教員及び子ども教育相談センター職員に対する研修会等の開催

や、学校における教育相談支援体制を充実させるための相談支援チームを派遣するもので

ある。また、発達に課題のある児童・生徒に対し、小・中学校が連携した適切な対応がで

きる体制づくりのために、引き続きスーパーバイザーを派遣すると共に、モデル中学校区

の３校で実践研究に取り組み、発達に課題のある児童・生徒への適切な対応ができるよう

にする。 

２項「小学校費」、１目｢学校管理費｣、「２ 小学校運営事業」では、学校運営の最も

基本となる経費で、教育委員会で光熱水費等の学校運営経費の支払を行うほか、学校に予

算の一部を配当して、教材・校具等の充実を図っていく。また、「小学校理科教材等充実

事業」については、平成 31年度から、効率の良い予算執行を行うため、小学校運営事業に

統合する。 

「３ 小学校学校図書館図書充実事業」では、学校からの要求額に応じて各校に予算を

配当し、図書を整備・充実していく。 

「４ 小学校施設管理事業」では、施設の各種点検や建物・設備の改修、敷地内の整備

を行っていく。補修等工事では、金目小学校の屋上防水や山下小学校の受水槽の改修等を

実施する。 

「５ 小学校学校医等報酬事業」では、学校医及び薬剤師を委嘱し、児童の健康管理を

行う。 

「６ 小学校情報教育推進事業」は、小学校のパソコン教室の機器等の維持管理のため

の経費である。 

なお、小学校費で説明した事業は、中学校費においても同様に予算を措置している事業

がある。 

２目「教育振興費｣、「１ 通級指導教室運営事業」では、特別な教育支援を必要とする

児童・生徒に対して適切な支援を行うため、崇善小学校と本年４月に新たに開設する勝原

小学校の通級指導教室に予算を配当し、通級指導教室で使用する教材・教具等の充実を図

っていく。 

「２ 小学校特別支援学級支援事業」では、各小学校に予算を配当し、特別支援学級で

使用する教材・教具等の充実を図っていく。 

３目「学校建設費」、「１ 小学校大規模改修事業」では、土屋小学校本館校舎の大規模

改修工事設計委託料を計上している。平成 30年度３月補正予算において、花水小学校と神

田小学校の校舎大規模改修工事を計上し、平成 31年度に繰越をして、夏休み期間中に工事

を実施する。 

４目「学校給食費｣、「２ 学校給食管理事業」では、給食従事職員の検便検査費や食材

の検査等、衛生管理の徹底や食材の安全・安心の確保に必要な経費を中心に計上している。 
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「３ 単独調理場運営事業」及び「４ 共同調理場運営事業」では、学校併設の単独調

理場７場と、東部・北部共同調理場及び調理場の給食を受け入れる受配校 21校の運営経費

を計上している。東部・北部共同調理場、勝原小学校給食調理場に加えて、平成 31年度か

ら給食調理場の外部委託を１校増やす。 

３項「中学校費」、１目「学校管理費」、「２ 中学校運営事業」と「３ 中学校学校図

書館図書充実事業」については、小学校費と同様の事業を組んでいる。 

「４ 中学校施設管理事業」は、小学校費と同様に、施設の各種点検や建物・設備の改

修、敷地内の整備等の経費である。平成 31 年度は、普通教室に空調機を設置するほか、神

明中学校及び山城中学校の防球ネット修繕や、大住中学校の受水槽改修工事等を実施する。 

「５ 中学校完全給食準備事業」では、新規事業として、中学校給食の実現に向け、庁

内関係部局と検討を進めるための経費を計上している。 

「６ 中学校昼食運営事業」は、中学校における昼食について、生徒が業者弁当を購入

できる環境を整備するため、弁当注文、配布業務を委託するための経費である。 

「８ 中学校情報教育推進事業」では、中学校のパソコン教室用機器やタブレット端末

等のリース費用を計上している。 

２目「教育振興費」、「１ 中学校特別支援学級支援事業」では、小学校費と同様に各

学校に予算を配当し、特別支援学級で使用する教材・教具等の充実を図る。 

４項「幼稚園費」、「２ 幼稚園運営事業」と「３ 幼稚園施設管理事業」には、公立

幼稚園４園の管理運営と施設整備経費を計上している。 

「５ 幼稚園運営補助事業」では、幼児教育の充実のための補助事業であり、国の待機

児童解消加速化プランによる幼稚園長時間預かり保育支援事業補助金等を計上している。 

５項「社会教育費」、「３ 無形文化財保存事業」では、民俗芸能まつりの開催、文楽

人形伝承団体への支援や、指定重要無形文化財を保存するための経費を計上している。 

「４ 地域教育力ネットワーク推進事業」では、子どもの自立と「生きる力」を育むこ

とを目的に、各地域教育力ネットワーク協議会が、地域の特色を活かした「世代間交流事

業」や「体験事業」等を実施するための経費を計上している。 

「５ 放課後等子どもの居場所づくり推進事業」では、放課後等に子どもたちが安心安

全な居場所として活動できる「放課後子ども教室」や、「土曜日の教育支援体制等構築事

業」を実施するための経費を計上している。 

「７ 歴史的建造物保存・活用事業」は、旧横浜ゴム平塚製造所記念館の指定管理者管

理運営委託料及び各種事業開催に係る経費等を計上している。 

「９ 文化財保護事業」では、本市の貴重な文化財や文化遺産を後世に伝えるため、指

定文化財の保存・活用や埋蔵文化財の調査・整理費用などを計上している。 

２目「公民館費」、「１ 多様な学習推進事業」では、生涯学習活動を推進するため、

各世代を対象とした講座等の開催経費を計上している。 

「２ 中央公民館まつり開催事業」から、「５ 地区公民館管理運営事業」までは、生

涯学習活動と地域活動の拠点としての公民館の各種事業実施に係る経費や、安心して快適

に公民館を利用していただくための維持管理等の経費を計上している。平成 31年度は、公

民館の良好な運営と効果的な事業展開のため、崇善公民館とひらつか市民活動センターの
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複合施設の運用を開始する。また、南原公民館の屋上防水及び外壁等修繕のほか、施設の

維持管理のための経費も計上している。 

「６ 地区公民館整備事業」では、生涯学習活動及び地域活動を推進するため、吉沢公

民館建替に向けた設計委託の経費を継続して計上している。 

３目「図書館費」、「１ 子ども読書活動推進事業」では、家庭・地域・学校等が連携

協力し、子ども読書活動を推進するために、各中学校区に設置されている協議会への支援

や、読書フォーラムの開催、平塚市子ども読書活動推進計画策定の経費等を計上している。 

「２ ブックスタート事業」では、絵本を通じて赤ちゃんの時から豊かな心を育て、親

子の絆を深めるための事業や、そのフォローアップとして、乳幼児向けの絵本を提供する

ための図書購入費を計上している。 

「５ 中央図書館業務事業」では、図書・雑誌等を充実させるための経費や、読書活動

に携わるボランティアの技術向上を目的とした各種講習会に係る経費等を計上している。

また、市民提案型協働事業として「図書館におけるボランティア体験を通した不登校・ひ

きこもり改善・自立支援事業」を実施する。 

「８ 北図書館」、「９ 西図書館」及び「10 南図書館運営事業」の各館運営事業は、運

営に係る経費と図書・雑誌等の購入費を計上している。 

４目「博物館費」、「１ 博物館特別展事業」は、特別展開催に伴う図録等の刊行、展

示パネル等の製作委託等に関する経費である。平成 31年度は、天文分野、地質分野の特別

展や博物館文化祭のほか、夏には平塚市域の魅力を歴史と自然の両面から探る特別展を開

催する。 

「２ 博物館教育普及活動推進事業」は、歴史・地質・天文等、６分野における教育普

及事業や、調査研究活動に伴う経費である。平成 31年度は、プラネタリウム投影機器のリ

ースを更新する。 

５目「市史編さん費」、「１ 市史編さん事業」では、前年度に引き続いて、「平塚市

史・別編寺社（２）」の編さん作業と執筆資料の収集整理のための費用を計上している。 

６目「美術館費」、「１ 魅力ある美術展覧会事業」では、近代、現代の美術作品を鑑

賞していただくために、テーマを設定した企画展と、所蔵品を活用した特集展を開催する

ための経費を計上している。平成 31年度は、「荘司福(しょうじふく)・荘司貴和子(しょ

うじきわこ)展」、「安野光雅(あんのみつまさ)展」、「秋野不矩(あきのふく)展」等の展

覧会を予定している。 

「２ 美術教育の普及・体験事業」では、赤ちゃんから大人まで幅広い年齢層が参加・

体験できるワークショップや、市内小学生を対象とした「対話による美術鑑賞」を実施す

るための経費を計上している。 

６項「保健体育費」、１目「保健体育総務費」、「２ 保健体育庶務事業」では、各種

スポーツ団体や全国規模のスポーツ大会開催等の支援、市内スポーツ情報ポータルサイト

の運営、リニューアルに係る経費を計上している。 

「３ サッカー文化の振興によるまちづくり事業」では、湘南ベルマーレと連携し、幼

稚園、保育園、小学校への巡回授業や、小・中学生トレーニングセンターへの指導者派遣

等に係る経費を計上している。 



－12－ 

「４ 市民総合体育大会開催事業」から、「９ 小学校プール解放事業」までは、スポ

ーツ・レクリエーションの振興のための経費である。市民総合体育大会や青少年等を対象

とした各種スポーツ大会、また、パラスポーツの理解促進やパラスポーツの普及・振興の

ために行う「ひらつかパラスポーツフェスタ」の開催に係る経費等を計上している。 

「10 手話ダンスによる健康づくり事業」では、手話にダンスを取り入れたエンターテ

イメントグループ「HANDSIGN」と連携し、小学校への巡回公演等に係る経費を計上してい

る。 

２目「体育施設費」、「１ スポーツ施設活用事業」及び「２ 土沢スポーツ広場（パ

ークゴルフ場等）活用事業」では、学校夜間照明施設を含む市内各スポーツ施設の維持管

理経費や、指定管理運営委託に係る経費を計上している。 

 

【質疑】 

○荒井委員 

 「小学校大規模改修事業」にあるトイレの洋式化は、来年度は何校で行うのか。また、

現在、平塚市での洋式化率はどの程度であるのか。 

 

○教育施設課長 

来年度は、小学校では土屋小学校、中学校では神明中学校において、外壁の改修、屋上

の防水及びトイレの洋式化を含めた大規模改修事業の設計委託料を計上している。また、

今年度において、補正予算として計上した花水小学校と神田小学校の大規模改修事業につ

いては、繰越を行い、今年の夏休み期間中に工事を実施する。 

なお、トイレの洋式化率は、今年度末までに 44パーセント程度となる。 

 

○荒井委員 

トイレの洋式化についても、費用はかかることではあるが、進めていってもらいたい。 

  

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（３）報告第１２号 平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平塚市立崇善公民館の移設に伴い、規定を整備することについて、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。詳細は中央公民館長が説明

する。 
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○中央公民館長 

平塚市立崇善公民館の移設に伴い、規定を整備するため、市議会３月定例会に議案を上

程するものである。平塚市立崇善公民館は、老朽化が著しく、地元住民からの早期建設要

望により、旧見附町駐車場跡地において、現在、建設工事が進められており、平成 31年４

月から供用開始を予定している。これに伴い、第２条第１項の規定における「平塚市見附

町 30番２号」を「平塚市見附町１番８号」に改めるものである。 

 

【質疑】 

な し 

  

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

３ 議案第１９号 平成３０年度平塚市教職員表彰の被表彰者の決定について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市教育委員会職員ほう賞規程、並びに平塚市立幼稚園、小学校及び中学校教職員表

彰要領に基づき、平成 30年度の被表彰者を決定するものである。詳細は教職員課長が説明

する。 

 

○教職員課長 

今年度については、土沢中学校長から１人の推薦があった。事務局としても、功績等を

検討したところではあるが、審議いただきたい。 

推薦があった教職員は、土沢中学校の田中美樹子総括教諭である。生徒の英語力と国際

理解力の向上に関して、これまで顕著な功績を挙げてきた。今年度の取組として、６月に

は、平塚市と姉妹都市提携を結ぶ、アメリカ合衆国のカンザス州ローレンス市にあるカン

ザス大学から留学生が来校した際、生徒たちと百人一首を行う等、生徒に留学生と英語で

の生のやり取りを体験させ、英語力向上に結び付けた。 

９月には、３年生の授業において、ハワイの「サダコ平和折り鶴プロジェクト」に参加

した際、「希望の言葉を英語と日本語で書いた折り鶴」を作成し、ハワイに送付した。この

取組については、12月に行われた「第 65回平塚市中学校英語祭」で活動の成果を生徒の

代表が、豊かな表現で分かりやすく発表した。 

10月には、平塚市からリトアニア共和国への教育視察団として参加し、通訳の役割を果

たした。また、現地の学校と土沢中学校の交流にもリーダーシップを発揮し、総合的な学

習の時間として、インターネット通信を使用し、生徒たちが互いに交流を深めた。土沢中

学校の生徒たちは、現地の学校制度や風土についての質問をしたり、自分の国や土沢中学

校のことについての質問を受けるやり取りを通して、自分の地域のことを改めて考える良

い機会になったようである。こういった交流は大変珍しいもので、現地のテレビ局や新聞
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社からも取材があったようである。 

こうした田中総括教諭の功績から、生徒の英語や国際理解に対する興味関心も高くなっ

ており、英語力と国際理解力の向上に大きく寄与しているところである。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

５ 議案第２１号 平塚市スポーツ推進計画の中間年による見直しについて 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 26年２月に策定した平塚市スポーツ推進計画について、施策の中間年による見直し

をするものである。詳細はスポーツ課長が説明する。 

 

○スポーツ課長 

計画期間 10年の平塚市スポーツ推進計画は、平成 26年２月に策定したが、ここで中間

年である５年を経過した。計画策定時において、中間年では、本計画の進捗状況や社会情

勢の変化によっては、必要に応じて見直しを実施することとしている。 

国においては、平成 27年に「第２期スポーツ基本計画」を策定、また、神奈川県におい

ては、平成 29年に「神奈川県スポーツ推進計画」を策定した。本市では、東京 2020オリ

ンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、リトアニア共和国と事前キャンプに関

する協定の締結をした。また、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を１年半

後に控え、市民のスポーツに対する興味や関心が徐々に高まりつつあり、スポーツ環境が

変化してきていると考えられる。こうした社会情勢の変化に対応するため、本計画の見直

しを実施することとした。 

見直しに関しては、計画策定時にも実施した「平塚市民における体力・スポーツ関係事

項調査」を平成 30年４月に実施し、現在の平塚市民のスポーツに関する現状や課題を把握

し、見直し後の計画に反映した。主に見直した部分は、スポーツ課や関係各課の実施する

事業、また、スポーツ団体等が実施する、計画に位置付けられた各個別事業である。計画

策定から５年が経過し、事業の統合、廃止等があったことや、東京 2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会の開催決定を契機に、特に障がい者スポーツが注目されてきたこと

等によって、現在の計画にはない事業も、新たに位置付けている。 

第２章「現状と課題」では、平成 30年４月に実施したアンケート調査による分析内容や

その他のデータを引用し、計画において事業実施の基として、現状を記載している。この

現状に基づき、課題を抽出しており、スポーツを「する」「みる」「ささえる」という視点、

スポーツ施設、スポーツに関する情報に分けて、それぞれ分析をしている。 



－15－ 

第３章「計画の方向と取組み」では、平塚市の目指す姿として、計画策定当初からの「ス

ポーツを楽しみ、健康で長寿のまち ひらつか」や、計画の基本部分は変更していないた

め、計画の体系、基本目標等についても変更はないが、具体的施策の一部について見直し

をした。 

第４章「スポーツ推進計画の実現に向けて」では、計画指標として、計画策定当初に、

基本目標毎に目標値を定めている。事業が他の事業に移行し、実績値が無い指標もあるこ

とから、この中間見直しで、指標の増減等を検討したが、スポーツ推進審議会からの意見

もあり、策定当初に定めた目標値をそのまま継続することとした。目標値と実績値が離れ

ている指標については、平成35年の目標値を意識して計画の推進を図りたいと考えている。 

以上について、計画策定当初に定めた、基本目標や目指す姿等の基本的な部分に変更は

ないが、５年間の個別事業の進捗状況を踏まえた見直しや、東京 2020オリンピック・パラ

リンピック競技大会の開催による、市民のスポーツに対する関心や気運の盛り上がりを好

機と捉えた個別事業の追加、見直し等をしている。また、今後、見直し後の計画を進行管

理する中で、修正等が出た場合は、適宜、対応していきたいと考えている。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

６ 議案第２２号 平塚市立中学校に係る部活動の方針について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市立中学校に係る部活動の方針を定めるものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

 スポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」では、学校の運動

部活動は、スポーツ振興を大きく支え、生徒の多様な学びの場として教育的意義が大きい

こと、また、今日においては、学校や教師だけでは解決することができない課題が増え、

運動部活動においては存続の危機にあることから、持続可能なものとするためには、速や

かに運動部活動の在り方に関し、抜本的な改革に取り組む必要があることが、前文として

示されている。これを踏まえて、ガイドラインは、「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

ニーズを踏まえたスポーツ環境の整備」、「学校単位で参加する大会等の見直し」の項目か

ら構成されている。 

「適切な運営のための体制整備」では、「運動部活動の方針の策定等」において、市区町

村教育委員会や学校法人等の設置者は、本ガイドラインに則り、都道府県の運動部活動の



－16－ 

在り方に関する方針を参考に、設置する学校に係る運動部活動の方針を策定することが明

記されている。 

「適切な休養日等の設定」では、１つ目として、学期中は週当たり２日以上の休養日を

設ける、平日は少なくとも１日、土曜日・日曜日は少なくとも１日以上を休養日とするこ

と。２つ目に、長期休業中は学期中に準じた扱いを行うこと。３つ目に、１日の活動時間

は長くとも平日では２時間程度、学校の休業日は３時間程度とし、できるだけ短時間に合

理的で効率的・効果的な活動を行うことが示されている。また、学校の設置者は、方針の

策定にあたっては、このガイドラインに示した休養日や活動時間等を踏まえて設定するこ

とも明記されている。 

次に、文化部について、文化庁の「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

では、部活動の意義として、その教育的意義は高いことが示されており、文化部活動の特

色と課題として、練習時間や拘束時間が長時間に及ぶ部もあれば、週１～２日短時間の活

動をするだけの部もあること、また、活動時間が長時間に及び休養日が取りづらくなって

いる場合についても示されている。 

なお、このガイドライン策定の考え方として、検討にあたっては、運動部活動のガイド

ラインに定めた内容をベースとして取り進めることとした考えも示されており、同様の項

目で構成されている。 

「適切な運営のための体制整備」では、文化部活動の方針の策定等として、市区町村教

育委員会や学校法人等の設置者は、本ガイドラインに則り、都道府県の文化部活動の在り

方に関する方針を参考に、設置する学校に係る文化部活動の方針を策定することについて

明記されている。 

「適切な休養日等の設定」では、１つ目として、学期中は週当たり２日以上の休養日を

設けること。２つ目に、長期休業中の休養日の設定は学期中に準じた扱いを行うこと。３

つ目に、１日の活動時間は、長くとも平日は２時間程度、休業日は３時間程度と示されて

いる。また、学校の設置者は、方針の策定にあたっては、このガイドラインに示した休養

日、活動時間を設定し、明記すること等、運動部と同様の取扱いが示されている。 

以上が、スポーツ庁と文化庁が策定したガイドラインの概要である。また、神奈川県及

び神奈川県教育委員会が策定した「神奈川県の部活動の在り方に関する方針」では、運動

部・文化部を分けずに方針が策定されており、本市でも策定にあたってこの部分を参考に

したところである。 

以上のことを踏まえて、平塚市教育委員会では、国の２つのガイドラインに則り、また、

神奈川県の方針を参考に、運動部と文化部を分けずに標記した方針を策定した。 

なお、策定にあたっては、平成 29年度に中学校部活動研究推進協議会を２回開催し、協

議をした。その中で部活動の実態把握のために、生徒・保護者・教職員にアンケート調査

が必要であるとの考えから、平成 30年２月に当時の市内全中学１・２年生全員、全教職員、

各校１学級分の保護者にアンケート調査を実施した。その実態把握を集約したものを踏ま

えて、平成 30年度は、中学校部活動研究推進協議会を３回開催し、方針の策定に取り掛か

った。構成メンバーとして、平成 29年度は、学校の管理職と教員、地域指導者であったが、

平成 30年度は、保護者代表、スポーツトレーナーの方を加えて協議し、方針を取りまとめ、
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中学校校長会とも内容を協議し、共通理解を図り、本日に至ったところである。 

それでは、方針の概要について説明する。構成としては、「本方針策定の趣旨等」、「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」としている。 

「本方針策定の趣旨等」では、１つ目に、部活動の定義、２つ目に、国と県のガイドラ

インや方針について、３つ目に、平塚市が実施したアンケート調査結果の特徴的な部分に

ついて、４つ目に、国のガイドライン、県の方針策定を受けて、市教育委員会での方針策

定に至るここまでの経緯について、５つ目に、運動部活動と文化部活動の区別をすること

なく適用することについて示している。 

「適切な運営のための体制整備」では、「部活動の方針の策定等」における「学校として

の取組」として、１つ目に、校長は本方針及び各学校の教育目標等を踏まえ、学校組織全

体で部活動の指導の目標や運営の方針を検討し、「学校の部活動に係る活動方針」を策定す

ることを示している。２つ目に、部活動顧問は毎月の活動計画及び毎月の活動実績を作成

し、校長に提出することを示しており、各学校において、活動方針・計画・実績報告の策

定等が効率的に行われるよう、簡素で活用しやすい参考様式を、市教育委員会が作成した

ところである。また、部活動説明会を設定し、活動時間や場所、年間の経費等について、

保護者・生徒にも明示し、引き続き理解を得ることも示している。 

続いて、「指導・運営に係る体制の構築」では、「市教育委員会としての取組」として、

部活動指導員の任用、派遣に努めることを明記している。また、「学校としての取組」とし

ては、校長に対して、部活動は校長の適切な管理・指導のもとで行うこと、年間の活動計

画、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、活動状況の把握と必要に応じて指導・

是正を行うこと等を示している。部活動顧問に対しては、生徒の活動が充実するよう努め

ること、指導方針や部の目標を明確にし、その達成のために生徒を支援すること等を示し

ている。 

「合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組」では、「適切な指導の実施」

について、生徒それぞれの興味・関心や体力、技術等に応じて、自主的及び自発的に部活

動を楽しめるような環境を整備し、けがや事故、熱中症の未然防止に努めると共に、体罰・

ハラスメントを根絶することや、熱中症事故の防止について示している。 

「適切な休養日等の設定」では、部活動の休養日及び活動時間の基準を設定している。

休養日については、課業期間中は、原則として週当たり２日以上の休養日を設けること、

平日に少なくとも１日、土曜日及び日曜日の週末に少なくとも１日を休養日とし、国民の

祝日に関する法律に規定する日である祝日は、生徒が終日活動できることから、その週の

週末に含めるとした。ただし、週末・祝日は、各部の活動状況により、条件が異なるため、

統一的、定期的な休養日とすることは難しいことから、１日ではなく、半日を単位とする

ことも可能とした。例えば、全日の休養日を１日とし、半日の休養日を 0.5日とカウント

した場合、週末は土曜日に半日活動し、半日休養、日曜日も半日活動し、半日休養とした

場合、合わせて１日とすることも可としている。 

なお、休養日が確保できなかった場合には、平日は他の週の平日に、週末・祝日は他の

週末・祝日に振替えることも示している。長期休業中の休養日の設定については、課業期
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間中に準じた扱いを行うが、生徒が終日活動できることから、週末・祝日と同様に、全日

ではなく、半日を単位とすることを可能とした。また、生徒が十分な休養を取ることがで

きると共に、部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度の長期休養の

期間であるオフシーズンを設けることも示している。活動時間については、成長期にある

生徒のスポーツ障害や、バーンアウトを予防するという視点からも、１日の活動時間は、

課業期間中の平日では２時間程度、休業日は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理

的でかつ効率的・効果的な活動とすることを示している。  

最後に、「生徒のニーズを踏まえた活動環境の整備」では、「生徒のニーズを踏まえた部

活動」として、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や、生徒

の心身の調和のとれた発達を促すことができるよう活動環境の整備に努めることを示して

いる。また、「地域との連携等」では、「市教育委員会としての取組」として、今後も学校

からの要請に応じて地域指導者を派遣することや、今後の部活動の在り方について、将来

的な展望も含め、環境整備に努めることとした。また、「学校としての取組」では、学校と

地域が、協働・融合した環境整備と保護者の理解と協力を促すことについても示している。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

 神奈川県の方針や国のガイドラインに則って緻密に策定されていると思う。 

 確認として、「適切な運営のための体制整備」にある「学校の部活動に係る活動方針」は、

平成 31年度から各学校において策定を依頼するものであるのか。 

また、「適切な休養日等の設定」において、ある程度の長期休養の期間を設けることとい

うのは、どの程度の期間を想定しているのか。併せて、現在もテスト前の時期には、部活

動は休みであると思うが、神奈川県の方針に示されている、地域や学校の実態を踏まえた

工夫ということでは、どのように考えているのか確認したい。 

 

○教育指導課長 

 各学校における活動方針は、現在も各学校で策定されていると認識しているが、今回策

定する平塚市教育委員会の方針を踏まえて、次年度は策定してもらいたいと考えており、

３月上旬に各学校へ方針を示す際に併せてその旨を依頼する。また、４月中には、実態把

握のため、各学校で策定した活動方針について提出をしてもらうようにしたい。 

 ある程度の長期休養の期間を設けることについては、今回策定する方針において、具体

的な期間を明示していないが、特に長期休業中は、部活動だけではなく、様々な機会を体

験してもらいたいことから、各学校へはその趣旨について働きかけを行うようにする。 

 最後に、地域や学校の実態を踏まえた工夫ということについても、具体的な明記はせず

に、各学校において行事等を踏まえた適切な休養日を設定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可決された。 
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（４）その他 

な し 

 

７ その他 

な し 

 

【非公開審議】 

○吉野教育長 

 教育長が議案第20号の審議に際し、傍聴人及び関係する事務局職員以外の退室を発言した。 

 

５ 議案第２０号 平成３１年度平塚市立学校長等の人事異動の内申について 

 

【結果】 

教育長及び教職員課長の提案説明の後、質疑はなく採決した結果、全員異議なく原案ど

おり可決された。 

 

【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２月定例会は閉会する。 

 

（15時 31分閉会） 


