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平塚市教育委員会平成３１年３月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 31年３月 28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   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 31年３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 31年２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 

訂正等の意見が無いので、平成 31年２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。今定例会に提出されている議案のうち、教育長報告（２）、教

育長臨時代理の報告第 13 号及び議案第 27 号については、個人に関する案件であり、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、教育長報告（２）、教育長臨時代理の報告第 13号及び議案第 27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３１年３月市議会定例会代表質問及び総括質問概要について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

２月 15日から３月 15日まで開催された平成 31年３月市議会定例会における代表質問及

び総括質問の第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。詳細については、学校教育部長、教育指導担当部長、社会教育部長から報告する。 

 

○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、「舵取りをした２期目を振り返

り」における「平成 30年度中の実現は不可能と評価した４項目の今後の見込み」との質問

に対し、「小・中学校のトイレの洋式化やエアコンの設置等、教育環境の改善」の項目とし

て、トイレの洋式化は、平成 30年度は大規模改修事業に合わせて、江陽中学校と山城中学

校の工事を行い、今年度末までに、洋式化率は 44.0％になる。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。 

エアコンの設置は、小学校の普通教室は昨年の夏休み明けから全校で稼働している。中

学校の普通教室については、予定を前倒して設置するよう進めており、15校すべての中学

校で、今年の７月から稼働できるよう取り組んでいると答弁した。 

次に、「子育て支援策」のうち、「中学校完全給食実現に向けた進捗状況」、「センター方

式での検討に変わりはないか」との質問に対し、中学校完全給食の検討に先立ち、昨年の
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９月議会以降は、小学校給食における老朽化が進んだ東部と北部、２つの共同調理場の在

り方について整理が必要であることから、検討が未着手のままであった平成 24 年 12 月の

平塚市学校給食検討委員会４つの案を比較、検討し、考察した。第１案は、2,500 食規模

の小学校併設型共同調理場を３場新設し、東部調理場は耐震補強し使用、北部調理場は閉

鎖するものである。市街化調整区域に立地している６小学校のうち、３校に共同調理場を

建設するものとなる案であるが、運動場敷地を相当規模転用することとなり、学校運営に

多大な影響を与えることが予測されるため、実現の可能性は低いものと判断した。第２案

は、八幡小学校運動場敷地を転用し、7,500食規模の新共同調理場を建設し、さらに 2,500

食規模の新共同調理場を市有地に建設したのち、東部・北部調理場を閉鎖するというもの

である。これについても、相当規模の運動場敷地を転用する必要があり、第１案同様の判

断をした。第３案は、7,500 食規模の新共同調理場を市有地に建設、東部調理場は耐震補

強し使用、北部調理場は閉鎖するというものである。建設から 40年以上経過した東部調理

場の長寿命化を図り使用することについては、現実性が薄いことから、第３案も採用しな

いものとした。残る１場案は、１万食規模の新共同調理場を市有地に建設し、東部・北部

調理場は閉鎖するというものであり、工期が短く、第３案より建設費・運営費において、

安価であるという評価から、最も優位と判断した。こうした東部と北部共同調理場の在り

方の整理を踏まえ、次のステップとして、新たに取り組む中学校完全給食分を合わせた調

理場の事業手法、財源、用地等、整備に向けての準備を進めていくと答弁した。 

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、「教育環境の充実」に

おける「エアコン設置」について、「中学校のエアコン設置の状況」との質問に対し、小学

校の普通教室では、昨年の夏休み明けから全校で稼働している。 

なお、中学校の普通教室については、予定を前倒しして設置するよう進めており、15校

すべての中学校で、今年の７月から稼働できるよう取り組んでいる。 

続いて、「幼稚園への設置の考え方」との質問に対し、設置状況は、土屋幼稚園は保育室

の２室、ひばり幼稚園は保育室の２室とプレイルーム１室、さくら幼稚園、金目幼稚園は

共有のプレイルーム１室にエアコンが設置されている。今後の考え方は、さくら幼稚園と

金目幼稚園は、平成 31年度末で廃園となるため５歳児のみのクラスとなり、また、土屋幼

稚園は４歳児、５歳児の複式学級となるため、将来的な運営の方向性を見極めながら、取

り組みたいと考えていると答弁した。 

次に、「トイレの洋式化」について、「トイレの洋式化率」との質問に対し、平成 30年度

は、大規模改修事業として、江陽中学校と山城中学校の工事を行い、年度末までに、市内

の小・中学校の洋式化率は 44.0パーセントになると答弁した。 

続いて、「トイレ整備に特化した予算立てはできないか」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、トイレ整備に特化した

事業の取組を、他自治体の実例を踏まえ検討し、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、トイレの３Ｋ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となっており、早期にトイレ空間全

体の快適性向上に向けた改修を進めていくと答弁した。 

次に、「中学校給食について」のうち、「検討の進捗状況について」及び「今後の見通し

について」との質問に対し、平成 24 年 12 月の平塚市学校給食検討委員会の４つの案を比
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較、検討し、考察した結果、１万食規模の新共同調理場を市有地に建設し、東部・北部調

理場両方を閉鎖する「１場案」が、工期が短く、建設費・運営費において安価であること

から、最も優位と判断した。こうした東部と北部共同調理場の在り方の整理を踏まえ、次

のステップとして、新たに取り組む中学校完全給食分を合わせた調理場の事業手法、財源、

用地等、整備に向けての準備を関係部局と共に進めていくと答弁した。 

平塚自民クラブの金子修一議員からの「市内中学校給食実施時期」のうち、「行政の考え

方と実施時期は」との質問に対し、今年度に行った小学校給食における老朽化した東部・

北部、２つの共同調理場の整理を踏まえ、次のステップとして、新たに取り組む中学校完

全給食分を合わせた調理場の事業手法、財源、用地等、整備に向けての準備を進めていく。

実施時期については、今後、この検討の中で示し、早期実現に向けて取り組んでいくと答

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「平塚市総合計画～ひらつか NEXT～

から」のうち、「新たに位置づけた事業」における「中学校完全給食準備事業」について 

「立地の条件」との質問に対し、新共同調理場の用地の考え方については、今後、調理場

整備の事業手法、財源等、様々な課題について、庁内関係部局と連携し、検討を進めてい

くと答弁した。 

続いて、「小学校の自校式に対する考え方と中学校給食における自校式、親子式の導入の

考え方」との質問に対し、調理したての温かい給食を食すことができる、自校式のメリッ

トについては認識しており、昨年の中学校昼食検討委員会報告書にも自校式が最良の方式

とされている。しかしながら、自校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の課題

も見込まれることから、実施は難しいと考えている。また、親子方式については、小学校

と付近の中学校、中学校同士の親子方式があり、今後、検討を行う必要があると考えてい

るが、既存の調理施設に新たなラインの追加等、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、「中学校給食を検討する際、保護者や有識者を交えた話し合いを行う考えはある

のか」との質問に対し、今後、検討を進める中で、生徒・保護者をはじめ、多くの意見を

聞き、これらを踏まえた上で、取組を進めていくと答弁した。 

湘南フォーラムの小泉春雄議員からの「リトアニア共和国教育視察団の成果と課題」の

うち、「成果と課題」との質問に対し、本市とリトアニア共和国カウナス市、教育委員会と

カウナス市教員資格センターとの間で、協定書や確認書を結ぶことが出来たこと、さらに、

港小学校とカウナス市パネムネ小学校との間で、パートナーシップ宣言書を取り交わすこ

とが出来たことは、大きな成果であると考えている。また、アリートゥス市の中高一貫校

を訪問した際に、土沢中学校とインターネット電話を使い、生徒間の交流を行ったことで、

その後、クリスマスや新年のグリーティングカードを送り合う活動へとつながったことも、

具体的な成果の１つであると考えている。今後も、教育交流を更に充実したものとするた

めに、常に学校現場と共通理解を図ることが重要であるという課題意識を持ちながら、取

組を進めていくと答弁した。 

続いて、「成果をどのように活かしていくのか」との質問に対し、カウナス市側からは、

平成 31年度も教育行政関係者や学校長をメンバーとする視察団を本市に、また、パネムネ
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小学校からも、児童や教職員からなる訪問団を港小学校に派遣したいという意向が示され

ている。このような意向が示されるのは、確認書やパートナーシップ宣言書を取り交わし

たことにより、カウナス市側が、更に教育交流を充実させたいと考えられている表れであ

り、この間、本市が真摯に対応してきた成果であるとも言える。教育委員会としても、十

分な受入態勢を整えると共に、引き続き児童・生徒間の交流を行い、お互いの信頼関係を

更に深めていきたいと考えていると答弁した。 

 

○教育指導担当部長 

公明ひらつかの秋澤雅久議員からの「教育長に問う」のうち、「新学習指導要領と ESD」

について、「ESDについての認識、教育課程における位置づけ、新学習指導要領へのスムー

ズな移行に向けての取組」との質問に対し、「ESDは次期学習指導要領改訂の全体において

の基盤となる理念である」と中央教育審議会答申に示された。また、改訂された小・中学

校学習指導要領では、「持続可能な社会の創り手」の育成が掲げられており、各学校におい

て、その理念に基づいた教育活動を充実させていく必要があると認識している。教育課程

上の位置づけは、持続可能な社会づくりに関わる課題を見出し、それらを解決するために

必要な能力や態度を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることができるよう、「主

体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を推進することが求められているところ

である。その一方で、ESDをより一層浸透させる必要があるので、各学校での授業研究会

等において、ESDの理念や学校での具体的な実践方法等を伝えると共に、新学習指導要領

の理解を深める場を設定し、スムーズに移行されるよう支援していくと答弁した。 

続いて、「平塚市教育振興基本計画への反映、ESDの対象とされる課題をテーマとした教

育活動実践」との質問に対し、平塚市教育振興基本計画には、後期重点項目として、「社会

を生き抜く力の養成」、「時代の変化に対応した学びの推進」を掲げ、様々な事業を行って

いる。その中の一つとして、小学校、中学校において、「総合的な学習の時間」の充実を図

るため、「生きる力を育む学校づくり推進事業」を実施している。「総合的な学習の時間」

は、「探究的な見方・考え方」を働かせ、総合的・横断的な学習を行うことを通して、より

よく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目指し

ており、ESDの視点に立った学習指導が、各学校で行われている。具体的には、敷地内に

あるビオトープでホタルを育てる活動を通し、生態系や環境問題についての課題に気づき、

児童同士で考えていく小学校の授業や、様々な国の現状や過去の歴史を学ぶことができる

場所を訪れ、平和について考え、話し合い、発表し合う中学校の授業等の実践がある。と

答弁した。 

続いて、「ユネスコスクールの認識と評価、有用性と市内小中学校の加入に向けての見解」

との質問に対し、ユネスコスクールのネットワークを活用することで、世界中の学校と児

童生徒間・教師間の交流を通し、情報や体験を分かち合うことが可能になっている。また、

ESDが児童・生徒の自己肯定感の醸成に寄与することや、主体的、協働的に学ぶ力を高め

ること、学校と地域との連携の促進に大きく役立ったという報告があり、その有用性を認

識している。現在、平塚市には、ユネスコスクールに加盟している学校はないが、通常の

学習活動の中には、ESDの視点に立った学習活動が、多く織り込まれている。例えば、児

童・生徒の主体的な学びを引き出すことを目標に、協働的または体験的な活動を取り入れ
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たり、地球上で起きている様々な問題が、遠い世界ではなく、自分の生活に関係している

ことを意識付けることに力点を置く学習等がある。新学習指導要領に基づく、授業改善に

向けた取組の方策の一つとして、このような実践を、指導主事が学校訪問をした際に説明

するほか、加盟校の実践を紹介する等を通し、ESDの推進につなげていきたいと考えてい

ると答弁した。 

続いて、「『ESDカレンダー』についての認識と教育委員会としての今後の方向性」との

質問に対し、教科等を横断して同一のテーマで授業を展開することが有効である ESDを推

進するには、学校全体、学年で連携し、教科を関連づけ体系化した ESD授業の年間カリキ

ュラム、「ESD カレンダー」をつくり、教員間で指導内容の共通理解を図り、地域の状況や

子どもの発達段階に応じて継続的に実施することが大切だと認識している。また、「ESDカ

レンダー」は、新学習指導要領の要点の一つである「カリキュラム・マネジメント」の具

体的な実践にも、つながるものである。今後は、各学校において、児童・生徒や学校、地

域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を、教科横断的

な視点で組み立てる際の参考として、新学習指導要領に関する研修等の場で、取り上げる

こと等を検討していくと答弁した。 

続いて、「来年度の AETの時間配分と AETの活用及び 2020年度の授業時数の増に対して

の授業時間の確保と AETの拡充についての見解」との質問に対し、来年度の AETの時間配

分は、中学校で各クラス 13時間程度、小学校では、低学年で年間３時間、中学年で年間８

時間、高学年で年間 25～28時間、幼稚園・こども園では、年２回程度、AETが訪問する予

定となっている。AETを１名増員し、12名とすることにより、今年度と比べて、中学年で

１時間、高学年で３時間、訪問時間を増やすことが可能となる。AET の活用により、児童・

生徒が生きた英語に触れる機会を充実させるため、教員と AETとのティーム・ティーチン

グを更に推進していく。また、2020年度の授業時数の増に対しての授業時間の確保につい

ては、授業時間の増加に伴って、週時間割の過密化が課題となっていることから、教育課

程課題検討連絡協議会において、週時間割の過密化緩和と授業時間の確保のため、長期休

業の在り方等について協議している。児童・生徒にとって過重負担とならないことや、教

員がゆとりをもって授業や教育相談等に取り組むことができるように、引き続き検討して

いく。最後に、AETの拡充については、教員とのティーム・ティーチング等の質を確保し

つつ、指導体制を充実させる必要があることから、今後検討していくと答弁した。 

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、「小・中学校学力向上」

における「具体的向上策は」について、「教育委員会としての、全国学力・学習状況調査結

果の捉え」との質問に対し、本市全体の調査結果からは、基礎的、基本的な知識・技能に

ついて一層の定着が必要であることと、それらを活用していく思考力、判断力、表現力等

を身に付けていくことが課題であると認識している。本調査は、実施教科も限られており、

また、児童・生徒が身に付けるべき学力の特定の一部分を測定したものであるという文部

科学省の見解があるが、教育委員会としては、学力向上に向けた取組を推進していく必要

性を強く感じていると答弁した。 

続いて、「全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた学力向上への具体的施策」との質問

に対し、本調査結果を踏まえ、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、授業力向上に努めている。特に、授業づくり推進員
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による公開授業では、「学習を通して何ができるようになるか」を明確にした授業、子ども

同士の学び合いのある授業、ICTを効果的に活用する授業等、工夫された授業等が多く見

られる。また、授業後の研究会でも、自校の様子を情報提供する等、活発な意見交換が行

われ、授業改善に資する内容となっている。今後も、児童・生徒に付けさせたい力を明確

にした授業づくり、体験活動や問題解決的な学習を取り入れた指導等、授業改善や工夫に

ついて学校に働きかけ、分かる授業や魅力ある授業づくりに向けた支援に努めていくと答

弁した。 

続いて、「『学力向上の具体策を保護者や地域の方にも知ってもらう見える化』と『子ど

もたちが予習、復習などを家庭でできる環境づくり』に関わる取組の具体や成果等」との

質問に対し、「学力向上の具体策を保護者や地域の方にも知ってもらう見える化」への取組

については、各校の分析結果や今後の取組等を、市のホームページに公表している。また、

各学校には、保護者や地域への公表について依頼をしており、学校では学校だよりや保護

者会、学校評議員会や地域教育力ネットワーク協議会等で、広く情報提供を行うことが定

着してきた。学校の取組を保護者や地域の方々に知っていただき、理解や協力をいただく

ことで、引き続き学校・家庭・地域との連携を図っていく。また、「子どもたちが予習、復

習等を家庭でできる環境づくり」への取組については、平成 30年度から、児童の学習意欲

の向上及び家庭学習の習慣化を目的とし、「放課後自主学習教室事業」を立ち上げ、松延小

学校を会場として、週に２日、実施している。参加した児童からは、「勉強が楽しくなった。」

「苦手な教科も、少しできるようになってきた。」という声が聞かれ、保護者からは、「子

どもが宿題以外の勉強を進んでできるようになった。」という声や、教員からも「学習の復

習ができ、定着した子が増えた。」という声が聞かれる等、好意的な意見が多く寄せられて

おり、平成 31年度は、実施校を１校増やす予定となっていると答弁した。 

次に、「英語力向上」のうち、「AETの配置状況と目標、教育委員会で行っている具体的

な施策や今後の展望」との質問に対し、配置状況については、今年度は 11名の AETを配置

し、幼稚園・子ども園には年間２回、小学校１・２年生は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時間程度の訪問を実施

しており、来年度は、AETを１名増員する予定となっている。幼児・児童・生徒の英語に

対する興味・関心を高め、英語や外国の生活・文化に親しむ態度の育成を図るため、今後

も更に充実していきたいと考えている。また、教育委員会で行っている具体的な施策や今

後の展望については、小学校において、学級担任の指導力向上のため、講師による訪問研

修及びサマー研修を実施しており、来年度は、講師による訪問研修の実施校を１校増の３

校で実施し、サマー研修の内容・回数も拡充する。中学校においては、英語に対する興味・

関心を高め、コミュニケーション能力の基礎を養うと共に、学習意欲を高めるため、実用

英語技能検定の受験に対して奨励金を交付している。今後も、児童・生徒が英語に触れる

機会を充実させ、授業を実際のコミュニケーションの場面とするような授業づくりができ

るように支援していく。 

平塚自民クラブの金子修一議員からの「平塚市歌の普及」のうち、「小学校での学習」に

ついて、「平塚市歌を教えているか」との質問に対し、小学生にとっても、郷土を愛する心

を育てるという観点から、平塚市歌を歌うことは、大切なことであると考えている。地域

行事等に参加し、市歌に触れている児童もいるが、市歌を授業等で取り扱うことには至っ
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ていない。今後は、学校の実態に応じて、例えば平塚市についての学習を授業で行う際や、

入学式等の学校行事等に、市歌に触れる機会を設けることを検討するよう、学校に働きか

けていきたいと考えていると答弁した。 

公明ひらつかの小笠原千惠美議員からの「子どもが安心して学べる環境づくり」のうち、

「SNSによるいじめの相談体制の構築について」及び「メリット、デメリットについて、

教育委員会の見解」との質問に対し、神奈川県教育委員会による実施結果の分析によると、

メリットについては、「他人に知られる心配がない」といった相談のしやすさや、「やり取

りを可視化できるため、相談者が相談員とやり取りした内容を読み返すことにより、課題

の整理がしやすい」こと等が挙げられている。デメリットについては、「文字によるやり取

りを行うことから『共感・寄り添い』を伝えることが難しく、SNS相談ならではの工夫が

必要であり、スキルを身に付けた相談員を配置する必要がある」ことや、「緊急性の高い事

案の場合の対応方法を検討する必要がある」こと等が挙げられていると答弁した。 

続いて、「実施結果をどのように捉え、SNSを活用した相談体制の構築について、どのよ

うな取組をしていくのか」との質問に対し、今回の試行は、県内の学校から抽出した生徒

約５万 8,000人を対象として調査を行い、実施結果としては、登録者数が 669人、そのう

ち相談者の実人数は 131人、また、相談件数は 183件で、想定していた約 600件を大きく

下回る結果となった。神奈川県教育委員会は、「SNS 相談については様々な課題はあるが、

今回の試行で得たデータを踏まえて、その相談体制について引き続き検討を進めていく必

要がある」としている。試行により、電話では相談できないが、SNSを通じてであれば、

気軽に相談できるという子どもたちの存在を改めて確認でき、教育委員会としても、SNS

を日頃から使い慣れている子どもたちに対し、多様な相談窓口を確保していくことは重要

だと捉えている。今後も、県教育委員会と情報を密に取り合い、引き続き導入について研

究していくと答弁した。 

次に、「通学時における負担軽減による『置き勉』について」のうち、「児童・生徒の荷

物の重さの改善が必要との問題について、教育委員会の認識」との質問に対し、平成 20年

３月に告示された小・中学校の学習指導要領において、年間総授業時数が従来よりも増加

し、学習する量が増えたことや、ユニバーサルデザインへの配慮等から教科書のページ数

が増加したことが挙げられる。また、最近では、外国語活動や道徳の教科化により、教科

書や教材等が追加されたこと等から、教育委員会としても、以前と比べて児童生徒の荷物

は重くなっており、改善が必要という認識を持っていると答弁した。 

続いて、「本市児童・生徒の荷物の重さがどれくらいか、教育委員会として把握している

か」との質問に対し、荷物の具体的な重さを把握する調査等は実施していないが、民間企

業による調査結果として、小学生で最も荷物が重い日は、ランドセルの重さを含めると、

平均約６キログラムあり、特に小学校低学年の児童への負担は大きく、また中学生では、

授業の持ち物以外に部活動の用具等も増えることで、荷物は重くなるということを認識し

ていると答弁した。 

次に、「成長期の体への負担について教育委員会の見解」との質問に対し、先程と同様に、

民間企業による調査結果からは、荷物の重量化に伴い、首や腰等に何らかの痛みを訴える

子どもが約３割いるとされており、授業で用いる教科書やその他教材、学用品や体育用品

等が過重になることで、身体の健やかな発達に影響が生じかねないこと等の懸念があると
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認識している。また、荷物が重くなることで、特に体の小さな子どもは、体勢が不安定に

なり、転倒してしまう恐れや、両手が塞がることによる怪我、大きな荷物が車に接触する

可能性がある等、登下校時の安全面においても懸念があり、子どもの健康や安全について

は、第一に配慮する必要があると考えていると答弁した。 

続いて、「『置き勉』をどのように決めているのか、基準を教育委員会が設けるべきでは

ないか」との質問に対し、各学校では、文部科学省の「児童生徒の携行品に係る工夫例」

を参考に、家庭学習で使用する予定のない教材等を学校に置いて帰ることを認めたり、特

定の日に持ち物が偏らないよう、数日に分けて持ってくるよう指導している。特に、小学

校においては、詳細な授業予定や使用する教材等について、学級・学年だより等により、

保護者へ丁寧にお知らせをしている実態がある。教育委員会としては、置き勉の基準を設

ける予定はいないが、児童・生徒の携行品の重さや量について、学校、保護者等とも連携

し、児童・生徒の発達段階や、宿題や家庭学習等学習上の必要性、通学上の負担等の学校

や地域の実態を考慮し、必要に応じ適切な配慮を講じるよう、今後も学校に働きかけてい

くと答弁した。 

清風クラブの黒部栄三議員からの「真田、北金目地区のまちづくりについて」のうち、

「人口動態」について、「みずほ小学校の児童数の見通し」との質問に対し、昨年４月時点

のみずほ小学校普通学級の児童数は、533人となっている。一方、同小学校学区内に居住

する幼児が、増減なく毎年現状のまま入学した場合の児童数は、平成 34年度は 758人、35

年度が 779人、36年度が 763人であり、平成 35年度が児童数増加のピークと見込んでい

る。さらに、転入による増加予測を踏まえ、平成 35年度の児童数を 900人程度と想定して

いる。真田・北金目地区への人口流入は、幾分落ち着いてきてはいるものの、今後もその

推移を注視していくと答弁した。 

無所属の端文昭議員からの「外国籍の子どもの就学状況について」のうち、「外国籍の子

どもの就学調査は行っているのか」について、「小中学校での就学状況」、「就学不明児の確

認状況」との質問に対し、平成 30年５月時点で、本市に住民登録している小学校学齢期の

外国籍の子どもは 207人で、うち小学校に在籍している児童は 175人、不就学児童は 32人

となっている。また、中学校学齢期の外国籍の子どもは 97人で、うち中学校に在籍してい

る生徒は 88人、不就学生徒は９人となっている。外国籍の子どもの就学調査や不就学外国

人児童・生徒の確認は、現在のところ実施していないが、次年度に小学校に新入学する学

齢の外国籍の子どもがいる保護者には、入学案内を送付し、就学の意思を確認していると

答弁した。 

続いて、「学校での受け入れ態勢や課題等」との質問に対し、学校での受け入れ態勢とし

て、幼稚園・こども園・小学校・中学校の要請に応じて適宜、日本語指導協力者を派遣し

ている。日本語指導協力者は、外国に繋がりのある幼児・児童・生徒に対し、日本語に関

する指導・助言のほか、生活適応や母語の保持に関する指導・助言を行っている。また、

面談での通訳、通知表の翻訳を行う等、幼児・児童・生徒及び保護者の支援もしており、

平成 31年２月現在、小学校 18校で 120人の児童、中学校９校で 51人の生徒に対し、日本

語指導協力者を派遣している。 

なお、外国籍かつ日本語指導が必要な児童・生徒が５名以上在籍する学校には、国際教

室を配置し、教員が加配されている。課題については、日本語指導協力者と学校担当者の
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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

等が挙げられると答弁した。 

 

○社会教育部長 

 公明ひらつかの秋澤雅久議員からの「市長に問う」のうち、「スポーツ黄金の３年と地域

活性化」について、「黄金の３年についての認識と経済波及効果、本市の活性化へどう仕掛

けをしていくのか」との質問に対し、この３年間は、本市においても「スポーツを通して

元気なまち」となる大きな契機と捉え、様々な事業を展開しているところである。経済波

及効果については、国等が試算するとおり、相当な額の効果が見込まれることとなってお

り、本市でもリトアニア共和国の事前キャンプを含め、直接的及び間接的な経済波及効果

が発生するものと考えている。また、東京 2020パラリンピック競技大会の開催決定以降、

パラスポーツに対する気運の高まりを受け、本市においても、平成 29年度から「ボッチャ

競技大会」を実施しているほか、３月 10日には、「第１回ひらつかパラスポーツフェスタ」

をひらつかサン・ライフアリーナにて開催する予定となっており、パラスポーツの普及、

振興に努めている。さらに、2021年開催のねんりんピックでは、本市で「スポーツ吹矢」

を実施予定であり、誰でも気軽にできる競技として、市内での更なる普及啓発に向け、検

討を進めているところである。高まったスポーツ熱を、一層熱くするため、多様なスポー

ツ種目を行う機会や、場所の提供を積極的に行うと共に、市民、スポーツ団体、大学、プ

ロスポーツチームやトップアスリート、行政のそれぞれが連携、協働しながら、本市のス

ポーツ活動が一層活性化するよう努めていくと答弁した。 

続いて、「スポーツツーリズム、スポーツコミッションの認識と必要性について」との質

問に対し、本市は、海・山・川の自然に恵まれ、また、スポーツ施設が充実しており、各

種スポーツを実践する環境に適していると考えている。また、湘南ベルマーレを含むプロ

スポーツや、全国大会レベルの競技会を数多く開催しており、「みるスポーツ」としての環

境も充実していることから、スポーツ観戦における来訪者により、経済の好循環を生み出

し、地域の活性化に効果を発揮していると考えられる。これらのことから、スポーツツー

リズムの重要性は、十分認識しており、また、観光や産業、地域振興の活性化を高めるた

めの取組であるスポーツコミッションについても、有効な仕組であり、本市の魅力を強め

るものと考えていると答弁した。 

続いて、「平塚市スポーツ推進計画の進捗と効果の検証、見直しに際し、経済、産業、観

光などの視点が求められるが見解は」との質問に対し、平成 26年２月に計画期間 10年間

の平塚市スポーツ推進計画を策定し、「スポーツを楽しみ、健康で長寿のまち ひらつか」

を目指す姿として、市民、スポーツ関係団体、大学、プロスポーツチームやトップアスリ

ート、行政等が連携・協働して施策展開を図るため、様々な事業を実施してきた。各事業

等の進捗状況については、毎年度点検及び評価を行うと共に、「平塚市スポーツ推進審議会」

で確認を行ってきたが、各種事業は概ね順調に進捗しており、スポーツのもたらす効果は、

ほぼ達成しているものと認識している。今回の見直しは、計画期間の中間年を迎えるにあ

たり、社会情勢の変化に対応するため、市民アンケートを実施する等、見直し作業を進め

てきた。本計画は、「スポーツへの参画」を主眼に置き、「する機会」や「場の提供」等、

「する、みる、ささえる」視点で取組を位置付けており、スポーツを通じた経済や産業、
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観光の活性化については、計画では触れていないが、次期計画の改定においては、庁内関

係部署と調整しながら、研究していきたいと考えていると答弁した。 

続いて、「地域資源と人的資源を活かした多様なプログラムを展開する見解は」との質問

に対し、リオデジャネイロオリンピックに出場した、女子テニスの穂積絵莉選手によるテ

ニスクリニックや、東海大学出身のオリンピック出場選手による「ひらつか市民スポーツ

フェスティバル」での柔道教室等、国際舞台等で活躍した選手がスポーツの楽しさを伝え

る機会を創出しており、今後もこうした貴重な人材を積極的に活用できるよう努めていく。 

また、リトアニア共和国の事前キャンプで利用される総合公園施設等は、地域資源として

の存在価値を更に PRする等、スポーツの盛り上がりが継続するように努めていきたいと考

えていると答弁した。 

 続いて、「スポーツ産業の活性化に取り組むべきと思うが見解は」との質問に対し、スポ

ーツと周辺産業との融合において代表的な事例として、湘南ベルマーレのサッカー観戦が

挙げられる。市内の店舗でユニフォームが販売され、試合会場では市内事業者がご当地グ

ルメを紹介して販路拡大を図る等、ファッションと食が繋がることで、消費活動が高まる。

また、地方からの観戦であれば、観光との融合となり、交流人口の増加に伴い、宿泊や交

通手段の利用で経済効果は更に高まる。本市では、サッカーだけでなく、野球やバスケッ

トボールのプロスポーツの観戦もできるほか、全国規模の大会も多く開催されていること

から、スポーツを通じた周辺産業の推進に寄与しているところである。こうしたスポーツ

に関連する産業の活性化は、リトアニア共和国の事前キャンプ等でも期待され、本市の PR

に繋がり、相乗的に効果が広がるものと考えられる。プロスポーツの試合や全国規模の大

会が継続して開催されるよう、スポーツ施設等の良好な環境を整えると共に、関係する諸

団体等と連携を図る等、スポーツを巡る周辺産業の更なる活性化に努めていくと答弁した。 

次に、「教育長に問う」のうち、「新学習指導要領と ESD」について、「本市における地域

学校協働活動の取組」との質問に対し、地域学校協働活動とは、地域全体で未来を担う子

どもたちの成長を支えるため、幅広い地域住民の参画を得て、地域と学校が相互にパート

ナーとして、連携及び協働して行う活動である。本市では、地域差こそあるものの、中学

校区毎に設置されている平塚市地域教育力ネットワーク協議会が、既に地域学校協働活動

を担っていると認識している。また、平塚市社会教育委員会議では、本市の強みである、

ほぼ小学校区に１館ある地区公民館と教育力ネットを生かして、学校と連携・協働して活

動を進めていくことが重要であるとし、教育力ネットと公民館に今後求められること等に

ついて、地域学校協働活動の更なる推進に向け、意見交換がなされている答弁した。 

平塚自民クラブの金子修一議員からの「平塚市図書館の指定管理者導入の考え方」のう

ち、「図書館への指定管理者制度の導入はどのような構想か」との質問に対し、平成 30年

３月 26日付けで本市が策定した「民間活力の活用に係る具体的業務の取組方針について」

により、地区図書館業務の民間活力導入の検討を進めていくものである。地区図書館につ

いては、今後、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は、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と答

弁した。 

続いて、「指定管理者制度を導入するメリットとデメリットは何か」との質問に対し、指

定管理者制度を導入するメリットとしては、開館日数や開館時間の延長といった利便性の
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向上や、民間事業者のノウハウを活かした独自企画の展開による利用者満足度の向上等、

図書館利用者の増加につながる効果が期待できる。また、中央図書館と地区図書館が、管

理運営面において相互に刺激を受け、より一層充実した図書館となることも期待できる。 

課題としては、指定管理者の指定期間があることから、業務の継続性をどのように保ち続

けていくかが考えられると答弁した。 

清風クラブの片倉章博議員のうち、「『夢ある未来』平塚を創る」のうち、「中心市街地活

性化」における「崇善公民館・ひらつか市民活動センター」について、「崇善公民館とひら

つか市民活動センターの概要。また、開設日及び現崇善公民館とひらつか市民活動センタ

ーの閉鎖や解体時期」との質問に対し、新しくなる施設は、１階が崇善公民館、２階がひ

らつか市民活動センターとなっており、１階には間仕切りができるホールと会議室が１室

ずつ、さらに会議室１室、調理室、和室となっている。２階には、間仕切りができる会議

室が１室のほかに、会議室１室、キッズルーム、ミーティングスペースとなっている。複

合施設であることから、市民活動団体の方を講師に迎えた公民館事業の開催や、崇善地区

の皆さんの市民活動への関心の高まり等、様々な相乗効果を期待している。施設は、本年

３月 31日に落成し、４月１日から一般供用開始となる。これに伴い、現ひらつか市民活動

センターは、移転後、原状回復を速やかに行い、賃貸人に明け渡しを行う。また、現崇善

公民館については、外観・内観を撮影した動画や、ヴァーチャルリアリティによる映像、

さらに写真や絵画等により記録保存をし、平成 31年度中に解体する予定となっている答弁

した。 

続いて、「平塚文化芸術ホール開設まで、市民センターを利用していた団体が、暫定的に

崇善公民館やひらつか市民活動センターを利用できないか」との質問に対し、ひらつか市

民活動センターについては、ミーティングスペースが、打合せや交流の場として、予約不

要で利用可能となっている。また、会議室については、利用登録要件を満たせば、予約申

込が可能になっている。また、崇善公民館は、地区要件もあり、主に崇善地区の皆様に利

用いただく施設となっているが、相互利用の運用も行うので、ひらつか市民活動センター

の利用登録により、予約申込が可能となっている。今後も、様々な分野の団体の皆さんに

利用していただき、交流や情報交換の場として、新しい施設を有効活用していただきたい

と考えていると答弁した。 

 

【質疑】 

○林委員 

 ESDの「E」は何の単語を略しているのか確認したい。 

 

○教育指導担当部長 

 ESDは、Education for Sustainable Development の略であり、翻訳すると、「持続可能

な開発のための教育」ということである。 

 

○林委員 

 ESDが、児童・生徒の自己肯定感の醸成に寄与することとあるが、具体的にどういった

ことがこの取組になるのか。 
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○教育指導担当部長 

 総合的な学習の中で、子どもたちが様々な体験活動を通じて、主体的な学びを引き出し、、

将来的な目標に向かって、持続的に学習をしていくための取組を行っていくものである。 

 

○林委員 

 ESDカレンダーとは、何かの目的の到達に向けての計画なのか。それとも、学校の年間

行事に合わせて組み立てていくものであるのか。 

 

○教育指導担当部長 

 学校の年間カリキュラムの中に、ESDとしての要素を持った活動を取り入れる方法でカ

レンダーを作成するものと捉えている。 

 

○水谷委員 

 外国籍の子どもの学校での受け入れ態勢について、近年では、外国人の親を持つ子ども

が増えてきており、自分自身の仕事においても、そのような場面に遭遇する機会がある。 

学校での態勢においても、外国籍の子どもだけでなく、保護者の対応についてもお願いし

たい。 

 

○教育指導課長 

 日本語指導協力者派遣事業において、児童・生徒だけでなく、保護者においても、面談

や進路相談の機会には、派遣を行っている。 

 

○林委員 

 生まれたのは日本ではなく、途中から日本に来て学んでいる子どもたちもいる中で、本

国での学習成績は良好であったにもかかわらず、日本で生活をしてから言葉の関係で成績

が伸び悩んでしまっている場合があると思う。将来のキャリアの形成に影響することがな

いように、早い段階から対応していくことが必要であると思う。 

 

○教育指導課長 

 児童・生徒の日本語習得状況に応じ、４段階に分け、学校と派遣する回数等を調整し、

対応している。 

 

（３）平成３０年度子ども教育相談センター研修等事業報告について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年度に開催した各種研修会・研究会の業務報告をするものである。詳細について

は、子ども教育相談センター所長から報告する。 
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○子ども教育相談センター所長 

平成30年度に開催した子ども教育相談センター主催研修及び研究会が終了したことに伴

い、報告するものである。教育相談・支援教育研修会を７回、学校訪問事例研究会５校、

教育相談コーディネーター担当者会４回、特別支援教育研修会６回、特別支援学級訪問研

究会として、市内全体を６ブロックに分け、それぞれ３回計 18回、通級指導教室訪問研究

会４回を開催した。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）平成３０年度就学相談・指導のまとめについて 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年度の平塚市教育支援委員会の審査結果について報告するものである。詳細につ

いては、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 

 平成30年度の平塚市教育支援委員会の審査が終了したことに伴い、報告するものである。

新入学予定幼児、在籍児童・生徒、合計 138 人の審査を行い、昨年度に比べ 14人増加した。

そのうち、通級による指導２名、特別支援学級 120名、特別支援学校 18名という結果であ

った。 

この結果、３月 25日現在、平成 31年度の特別支援学級在籍児童・生徒数は、小学校で

20名、中学校で 34名のそれぞれと増加となり、金目小・中学校五領ヶ台分校を除き、554

名となる見込みである。 

 

【質疑】 

な し 

 

（５）その他 

な し 

 

３ 議案第２３号 平成３１年度平塚市教育の方針について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 31年度平塚市教育の方針を定めるものである。詳細は教育総務課課長代理が説明す

る。 

 

○教育総務課課長代理 
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 体系図に記載のとおり、本年度も、平塚市教育振興基本計画である奏プランを受け策定

するものであるが、平成 31年度は、奏プランの最終年度なっていることから、本計画もそ

れと連動し、最終年度の計画となる。連動のイメージした図として、平塚市総合計画、ま

た、平成 28年度に策定された平塚市教育大綱、そして、奏プランの関係を記載している。 

第１部では、平成 31年度の平塚市教育委員会各部の基本方針及び目標の記載を、また、

第２部では、基本方針及び目標を具現化するため、各課の構成事業をそれぞれ記載してい

るが、これまで同様、奏プランの５つの重点項目ごとに、関連している各事業を振り分け

ている。構成事業が多岐に亘るので、本年度の計画と変更があった事業を中心に説明をす

る。 

平成 31年度版構成事業の見直しについてでは、「名称変更する事業」、また、「新規追加

事業」をそれぞれ記載している。「名称変更する事業」では、これまでの共同調理場耐震補

強等事業から、同場の整備事業へと変更し、東部・北部に代わる共同調理場一場の整備に

向け、関係課との協議を継続する等、準備を進めていく。 

「新規追加事業」については、まず、「中学校完全給食準備事業」について、中学校完全

給食を実施するため、先程説明した共同調理場一場に、中学校給食分を合わせた調理場の

整備に向け、事業手法、財源、用地等の検討を進めていく。 

次に、「給食費公会計化推進事業」についてでは、法に基づく適正な給食費の管理等を進

めるため、平成 32年４月からの給食費管理システム導入を目途に、取組を進めていく。 

最後に、「美術館大規模修繕事業」についてでは、来館者の安全安心と美術品の適正な保

管のため、建物の長寿命化に向けた検討を進めていく。 

なお、巻末に 107の構成事業を担当課別にまとめた一覧と、基本計画の体系一覧を参考

までに掲載している。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

 社会教育部の目標として、若者の公民館への関心が高まるよう、大学生と共に事業を進

めるとあるが、具体的にどのようなことを行うのか。 

 

○中央公民館長 

今年度、東海大学の学生と、後期の授業カリキュラムにおいて、４つの地区公民館の公

民館だよりを作成し、学生たちから提言を受けた。新年度においては、この提言を踏まえ

て、具体的な事業として実施することができればと考えている。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

４ 議案第２４号 教育委員会事務局等職員の人事発令について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 
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平成 31年４月期の教育委員会事務局等職員の人事発令のうち、管理職員の発令について

諮るものである。詳細は教育総務課長が説明する。 

 

○教育総務課長 

まず、今回の人事発令から、辞令の取扱いの変更に伴い、３月 31日付けは退職発令のみ

となり、出向については、任命、昇格等と同様に４月１日付けで発令することとなった。 

教育委員会事務局等職員の人事発令のうち、部長、課長等の発令について説明する。 

初めに、退職が１件、内訳としては、学校へ転出が１名である。 

次に、出向が５件、内訳としては、市長部局等への出向が５名である。 

次に、任命が４件、内訳としては、市長部局からの出向が３名、割愛採用が１名である。 

最後に、昇格・配置替え等が４件、内訳としては、昇格者が３名、異動者が 1名である。 

 

【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２５号 平塚市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償の手続きを見直すと共

に、必要な規定を整備するものである。詳細は学務課長が説明する。 

 

○学務課長 

 市議会３月定例会において、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例」が一部改正されたことに伴い、関連する本規則を改正するものである。 

 改正の内容としては、平塚市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災

害又は通勤による災害に対する補償に関する手続を見直すと共に、審査の申立ての教示に

係る規定を整備するほか、必要な規定を整備するものである。 

 

【質疑】 

○荒井委員 

 公務災害というのは地震等の自然災害も対象となるのか。 

 

○学務課課長代理 

 通勤の際に発生した事故等が対象となる。 
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【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

６ 議案第２６号 平塚市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市立さくら幼稚園及び金目幼稚園の定数を変更するため、必要な規定を整備するも

のである。詳細は学務課長が説明する。 

 

○学務課長 

 平塚市立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、平成

31年度は５歳児のみの保育となる。 

このことから、２つの幼稚園の４歳児の定員を変更するため、規則の一部を改正するも

のである。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

８ 議案第２８号 平塚市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

臨時的任用職員等の服務に関し必要な事項を定めると共に、栄養教諭の新設等に伴い、

必要な規定を整備するものである。詳細は教職員課長が説明する。 

 

○教職員課長 

 今回の改正の主旨について説明する。これまでの服務規程では、任用期間の定めのない

常勤の職員、つまり正規職員に対する規定を定めていたが、臨時的任用職員の服務につい

ても、同様に適用する部分について、必要に応じた整理を行う。 

また、育児休業法等が改正された際に、その都度、学校等への通知で運用してきたが、

より適切な運用のため、服務規程に位置付けを行うと共に、介護休暇制度が変更になり、

介護休暇の分割取得、介護のための時間休、介護の部分休業が可能になったことから、手

続き等について整備している。 

さらに、これまで規定上、曖昧な部分であった栄養教諭の所属長等について及び地域防

災力の充実強化に関する法律の規定に基づく、非常勤の消防団員との兼職について、承認
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を受ける場合の諸手続きを整備している。 

なお、規定の改正に併せて、これに伴う申請書等の様式についても、整備を行っている。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

９ 議案第２９号 平塚市いじめ問題対策調査会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市いじめ問題対策調査会委員の委嘱をするものである。詳細は教育指導課長が説明

する。 

 

○教育指導課長 

平塚市いじめ問題対策調査会は、いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処の

ための対策、並びに、いじめ防止対策推進法第 28条第１項に規定する重大事態について調

査審議するために設置された。本調査会は、平塚市附属機関設置条例における附属機関と

して位置付けられ、詳細は、平塚市いじめ問題対策調査会規則に規定している。同規則、

第２条１項では、対策調査委員は、弁護士、医師、臨床心理士、学識経験者、福祉に関し

専門的知識を有する者から教育委員会が委嘱すると規定している。委員の任期は２年とな

るが、再任できるものとされている。今回は、現在の委員の任期が平成 31年３月 31日を

もって満了することから、委員５名を委嘱するものである。任期については、平成 31年４

月１日から２年となる。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

１０ 陳情第１号 平塚市立図書館の管理運営体制に関する陳情書について 

 

【説明】 

○吉野教育長 

平塚市立図書館の管理運営体制に関する陳情書について審議するものである。詳細は中

央図書館長が説明する。 
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○中央図書館長 

平成 31年３月 15日付けで「平塚市立図書館の管理運営体制に関する陳情書」が提出さ

れた。この陳情の趣旨は、「公共図書館は市民が一番利用する公共施設で、利用の仕方も様々

で、地域の重要な社会教育機関でもある。図書館に民間の活力を期待するというような漠

然とした理由で指定管理者制度を導入することに疑問を持つ。何年から導入というような

期限を決めたやり方ではなく、時間をかけて多方面から図書館のあり方を考え、市民の意

見を聞きながら白紙撤回を含めて考えていただきたい。」というものである。 

なお、陳情書の下段に陳情事項として４点の記載があるが、このことについては、平成

31年２月 12日付けで、市民部市民情報・相談課が所管している「市民の声」要望書とし

て受け付けており、別途回答していることを申し添える。 

 

【審議】 

○吉野教育長 

 ただいま、中央図書館長から陳情書の内容等についての説明があったが、本定例会では

陳情者が述べている陳情の趣旨について審議を行い、審議結果を決定していく。各委員か

らの意見を伺いたい。 

 

〇荒井委員 

 陳情書に記載の内容については、多くの市民が利用する図書館の管理運営体制に関する

ことなので、慎重に議論をしていく必要があるのではないか。検討する期間をいただきた

いと思っている。 

 

〇目黒委員 

 私も荒井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、荒井委員、目黒委員から、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。 

 

１１ その他 

な し 
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【非公開審議】 

○吉野教育長 

 教育長が、教育長報告（２）、教育長臨時代理の報告第 13号及び議案第 27号の審議に際

し、関係課以外の事務局職員の退室を発言した。 

 

（２）いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査結果の報告について 

 

【報告】 

教育長及び教育指導課長が報告を行い、質疑について確認した後、終了した。 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第１３号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態への対処方針の決

定について 

 

【報告】 

教育長及び教育指導課長が報告を行い、質疑について確認した後、全員異議なく了承さ

れた。 

 

７ 議案第２７号 平塚市教育委員会高等学校等修学支援生の決定について 

 

【結果】 

教育長及び学務課長が提案説明を行い、質疑を経て採決をした結果、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３月定例会は閉会する。 

 

（16時 00分閉会） 

 


