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平塚市教育委員会令和元年５月定例会会議録 

 

開会の日時 

令和元年５月 27日（月）14時 00分 

 

会議の場所 

平塚市役所本館 ３階 304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          石川 清人   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  太田  恵 

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      熊川 泰成   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      石井 鮮太   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   中央公民館館長代理   海老沢建志 

スポーツ課長      市川  豊   スポーツ課課長代理   五島 裕文 

中央図書館館長代理   菊坂 伸江   博物館長        澤村 泰彦 

美術館副館長      戸塚  清 

 

会議の概要 

【開会宣言】 

○吉野教育長 

これから教育委員会令和元年５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４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４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）令和元年５月１日 児童・生徒数について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

令和元年５月１日現在の児童・生徒数について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 

学校基本調査の結果から、令和元年５月１日現在の学年別児童生徒数が確定したので、

報告するものである。 

小学校の学級数は、通常学級数 415、特別支援学級数 90、合計で 505学級となっている。

昨年度と比較すると、通常学級においては 10学級減少しているが、特別支援学級において

は５学級増加している。 

人数は、男子 6,141人、特別支援学級の男子 287人、女子 6,064人、特別支援学級の女

子 112人、男女合計で１万 2,205人、特別支援学級の男女合計で 399人、通常学級と特別

支援学級の合計の全児童数は、１万 2,604人となっている。昨年度と比較すると、通常学

級の男子は 130人、女子は 149人、合計で 279人減少しているが、特別支援学級において

は、合計で 23人増加しており、全体では 256人減少となっている。 

中学校の学級数は、通常学級数 178、特別支援学級数 42、合計で 220学級となっている。

昨年度と比較すると、通常学級においては７学級減少、特別支援学級においては５学級増

加している。 

人数は、男子 3,119人、特別支援学級の男子 131人、女子 3,057人、特別支援学級の女

子 49人、通常学級の男女合計で 6,176人、特別支援学級の男女合計で 180人、通常学級と

特別支援学級の合計の全生徒数は、6,356人となっている。昨年度と比較すると、通常学

級の男子は 139人減少、女子は 54人減少しているが、特別支援学級においては 37人増加

しているので、全体では 156人減少となっている。 

 

【質疑】 

な し 

 

（２）令和元年度教職員の配置状況について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

令和元年度市内小・中学校の教職員数について報告するものである。詳細は教職員課長

が報告する。 
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○教職員課長 

 ４月定例会では、県の基準日である４月５日時点での状況を報告した。今回は、国の定

数基準日の５月１日現在の状況について報告する。 

４月５日時点との比較で、小学校の児童数は、特別支援学級で１人減となり、合計で１

万 2,604人となっている。中学校の生徒数は、通常学級で２人減となり、合計で 6,356人

となっている。 

 児童・生徒数に変動はあったが、学級数及び教職員数については、変動は生じていない

ことを報告する。 

 

【質疑】 

な し 

 

（３）令和元年度各種研究委託等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

令和元年度における各種教育研究委託校等について報告するものである。詳細は教育研

究所長が報告する。 

 

○教育研究所長 

はじめに、「文部科学省関係」として、「スクールカウンセラー活用事業」では、平塚

市内の中学校 15校を対象とし、各中学校１名のスクールカウンセラーを配置しており、生

徒へのカウンセリング及び支援、教職員及び保護者に対する助言・援助を行っている。 

「スクールソーシャルワーカー活用事業」では、春日野中学校区、山城中学校区、横内

中学校区で行っており、県の「SSW巡回相談等強化事業」で、中教育事務所が管轄するス

クールソーシャルワーカー３名が派遣されている。SSWは、問題を抱える児童・生徒が置

かれた環境への働きかけや関係機関とのネットワークの構築、連携・調整等を行っている。 

次に、「神奈川県教育委員会関係」として「神奈川県人権教育研究校」では、人権教育

推進上の諸問題について、幅広い観点から実践的な研究を行い、人権教育に関する指導方

法等の改善及び充実に資するとともに、その研究の成果を神奈川県の人権教育に反映させ

ることを目的とするものである。神明中学校が今年度と来年度の２年間委託を受けている。 

「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」では、「特別の教科 道徳」を要とし

た道徳教育を、より充実させることを目的に、教職員の研修会や児童・生徒対象の講演会

等の取組を進めるもので、今年度は４校が委託を受ける。 

次に、「平塚市教育委員会関係」の事業として、教育指導課の事業である「幼・保・小・

中連携学習研究会」では、幼稚園・こども園・保育所・小中学校の指導の一貫性を図るた

め、指導の在り方や指導上の問題点等について研究協議し、相互に理解を深め、連携・交

流を推進することを目的としている。今年度は、港こども園で就学前と小学校の連携・交

流を、神田中学校で小学校と中学校の連携・交流をそれぞれ実施する。 

「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、地域に根ざした魅力
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ある学校教育活動の展開を目的とし、土沢中学校の地元である神奈川大学の学生がボラン

ティアとして、学校の教育活動をサポートする等の活動を行っている。 

教育研究所の事業である「研究委託」では、特別研究委託校を 10校、学校研究委託校を

小・中学校 25校、幼稚園・こども園３園選定し、実施している。特別研究委託校では、授

業公開等を行い、他校の教員を交えて学校研究を進めてもらっている。研究の成果につい

ては、教育研究所の広報紙「平塚教育」や研究成果物を教育会館で配架する等して、学校

等に周知している。 

調査研究部会については４つあり、「地域資料開発研究部会」は、小学校３・４年生の

社会科副読本「わたしたちの平塚」について、今年度末の全面改訂に向け、教材・資料の

調査研究を行っており、最終段階の作業に現在入っている。 

「プログラミング教育研究部会」は、昨年度発足した部会で、来年度から小学校で全面

実施が予定され、新学習指導要領にも示されている、プログラミング教育に関する調査研

究を行っている。 

今年度立ち上げた「支援教育研究部会」は、インクルーシブ教育に関する調査・研究を

行い、子どもたち一人一人のニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を目指すものであ

る。これについては、子ども教育相談センターからの協力を受けている。 

「個人・グループ研究部会」は、若手教員の個人の研究課題について討議し、各自の資

質や指導力の向上を目指すものである。 

 

【質疑】 

○荒井委員 

スクールカウンセラー活用事業やスクールソーシャルワーカー活用事業では、具体的に

どのようなことを行っているのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

スクールカウンセラー活用事業では、文部科学省関係の事業として、神奈川県を通して

全中学校に週１回の派遣を受けている。また、この事業とは別に、平塚市での派遣事業も

行っており、生徒のカウンセリングや教職員及び保護者に対する個別支援の手立て等に役

立てている。 

スクールソーシャルワーカー活用事業では、３つの中学校区に神奈川県から週１回の派

遣を受け、問題の早期発見、問題が発生した際の関係機関との連携等、学校だけでは対応

が難しい場合に、連絡調整や会議を行い、解決に向けた支援を受けている。 

なお、３つの中学校区以外にも、平塚市での派遣事業として、スクールソーシャルワー

カーを派遣している。 

 

○荒井委員 

生徒が直接相談しているのか、保護者が相談しているのか、いじめの問題を含め、いろ

いろなケースがあると思うが、相談事例としては、どのようなことがあるのか。 
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○子ども教育相談センター所長 

現在、前年度の統計を行っているところであるが、ここ数年の傾向としては、小学校で

は友人関係が最も多く、中学校については、学業に係る相談も多くなっている。いじめの

問題についても事例としてあるが、学校と情報を共有しながら対応している。 

その一方で、小学校の保護者からは、発達に係る相談も多くなってきており、臨床心理

士であるスクールカウンセラーが専門的知見に立って、相談を受けながら具体的な対応を

進めている。 

 

○荒井委員 

事態が明確になった後に問題化するケースが多いので、早い段階で相談をすることや受

けることができる体制が必要であると思う。こういった事業を上手く活用してもらいたい。 

 

（４）平成３０年度春期特別展「民具の物語」開催報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 31年３月 21日から令和元年５月６日まで開催した春期特別展「民具の物語」の開

催結果について報告するものである。詳細は博物館長が報告する。 

 

○博物館長 

 この特別展は、３月21日から５月６日にかけて当館特別展示室で開催した。博物館には、

たくさんの民俗資料を収蔵しているが、そのうち、来歴やエピソード等を寄贈された方や

それを使った方から、入手方法や使い方を伺うことができている物を選んで展示した。物

の名前や種類のみでなく、これらの情報を展示することで、その民具を使っている光景が

目に浮かび、その方々の地域での暮らしがイメージできる、それを紹介することを目的と

して開催した。 

展示構成は、「漁具」、「農具と竹細工」、「衣食住の民具」、「ハレの日の民具」に分類し、

民具を展示した。関連行事として、講演会を２回、当館学芸員による講座を１回実施し、

他に展示解説を３日間行った。講演会は、他館で同様に民具に接し、調査研究に就いてい

る学芸員に講師を依頼したが、同じ名前や種類の民具でも地域によって違いがあることが

よく分かり、来場された方からも好評であった。 

印刷物としては、96 ページの展示図録を 1,200 部作成し、この他にも、リーフレット、

ポスターを作成した。期間中の入館者数は、合計で 8,843人であった。昨年度よりは若干

少なめで、図録の売上げも 60部に留まった。これは所蔵品の公開を主とした展示に見られ

る傾向である。また、アンケートは 37通の回答があり、概ね好評との感想をいただいた。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

実際に観に行った際に、親子３世代で来場されている方々が数組おり、アンケートの中

に「87 歳の母に教えてもらい」との内容があるが、世代間における話題の一つとしても、
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非常に良い機会になったのではないかと感じた。 

また、自分自身も故郷を思い出して、懐かしさを感じることができた。来場者数は昨年

度よりも若干少なかったのは残念であるが、良い展示会であったと思う。 

 

（５）「博物館こどもフェスタ２０１９」開催結果報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

令和元年５月６日に開催した「博物館こどもフェスタ 2019」の開催結果について報告す

るものである。詳細は博物館長が報告する。 

 

○博物館長 

このイベントは、国際博物館の日・地質の日を記念して開催しており、５月６日の休日

の午前 10時～午後４時半に亘り開催した。天候に恵まれ、１日を通して、計画したイベン

トを予定通り実施することができた。 

参加者数については、13のイベントを実施して、2,504人の参加があった。今年度は「鳥

のステンシルカードで遊ぼう」を新たに実施し、「太陽黒点見よう」や「水ロケットを打ち

上げよう」の開催時間を延ばしたため、昨年よりイベントの参加者数が多くなった。 

アンケートは、参加者の皆さんが行事に夢中でなかなか記入してもらえなかったが、自

由記入の感想の中には、子どもたちの気持ちがいきいきと伝わるものとなった。 

 

【質疑】 

な し 

 

（６）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第１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 

５月17日に開会した市議会５月臨時会への平成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 

 補正予算要求額として、歳入について 236万 5,000円の増額を計上している。 

詳細として、14款「国庫支出金」、１項「国庫負担金」、２目「教育費国庫負担金」、１節 

「中学校費負担金」において、236万 5,000 円を計上するものである。これは、昨年９月末
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の台風 24号により、破損した太洋中学校の屋上フェンスの修繕に対し、国庫負担金が決定

したものであり、歳出についての計上はなく、歳入での国庫負担金分を財源充当する補正

となっている。 

 続いて、繰越明許費補正として、10款「教育費」のうち、２項「小学校費」、２目「教育

振興費」、「通級指導教室整備事業」において、513万 9,000円を繰越している。繰越しの理

由については、勝原小学校通級指導教室の駐車場整備を当初３月上旬から３月末日まで予

定していたが、安全面等を考慮し、作業開始日を春休み初日に変更したことにより、作業

終了が年度を越えることによるものである。 

 

【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２号 令和元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 

 ６月４日に開会する市議会６月定例会への令和元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 

 補正予算要求額として、歳入については 10億 5,885万円を、歳出については 12億 5,405

万 6,000円の増額を計上している。 

はじめに、歳入について詳細を説明する。９款「地方特例交付金」、２項「子ども・子育

て支援臨時交付金」、１目「子ども・子育て支援臨時交付金」、１節「子ども・子育て支援

臨時交付金」において、３億 7,653万 5,000円を計上している。これは、10月に実施され

る幼児教育・保育無償化に伴う国の交付金である。 

13款「使用料及び手数料」、１項「使用料」、８目「教育使用料」、２節「幼稚園使用料」

において、227万 5,000円を減額、また、14款「国庫支出金」、２項「国庫補助金」、６目

「教育費国庫補助金」、４節「幼稚園費補助金」においても、2,972万 9,000円を減額して

いる。これらについても、幼児教育無償化に伴うもので、保護者からの保育料及び就園奨

励費補助金がなくなるため、減額するものである。 

20款「諸収入」、６項「雑入」、２目「雑入」、９節「教育費雑入」において、美術館の展

覧会開催助成金として 20万円、その他雑入として、大神公民館の移転補償金 1,361万 9,000

円を計上している。 
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21款「市債」、１項「市債」、６目「教育債」、１節「小学校債」において、相模小学校移

転整備事業のため、５億 8,000万円を、３節「社会教育債」において、公民館整備事業の

ため、１億 2,050万円を計上している。 

 次に、歳出について説明する。10款「教育費」のうち、２項「小学校費」、１目「学校管

理費」、「４ 小学校施設管理事業」において、学級数の増加により、空調機を増設するも

のである。また、14節「使用料及び賃借料」で 78万 7,000円を計上している。 

３目「学校建設費」、「２ 相模小学校移転整備事業」は、相模小学校の移転整備の推進

に係るものであり、予算が継続費と単年度で分かれているが、継続費では 13節「委託料」

で 1,488万 2,000円、15節「工事請負費」で７億 5,856万 5,000円を計上している。 

なお、今年度から令和３年度までの継続事業として、35億 8,680万円を継続費設定して

いる。また、同事業の単年度予算では、11節「需用費」で 20万円、13節「委託料」で 141

万 1,000円を計上している。 

３項「中学校費」、１目「学校管理費」、「４ 中学校施設管理事業」は、国有地の貸付料

改定に対応するものであり、14節「使用料及び賃借料」で 454万 2,000円を計上している。 

４項「幼稚園費、１目「幼稚園費」、「２ 幼稚園運営事業」と「３ 幼稚園施設管理事

業」において、財源充当補正をしている。これは、幼児教育・保育無償化に伴う保護者か

らの保育料の減額によるものである。また、「５ 幼稚園運営補助事業」では、幼児教育・

保育無償化による就園奨励費、預かり保育に係る補助金等によるものとして、19節「負担

金、補助及び交付金」で２億 8,340万 5,000円、20節「扶助費」で 1,004万 4,000円を計

上している。 

５項「社会教育費」、２目「公民館費」、「５ 地区公民館管理運営事業」は、松原公民館

の和室洋室化修繕、崇善公民館の産業廃棄物処分に係るものであり、11節「需用費」で 121

万 7,000円、13節「委託料」で 30万円を計上している。また、「６ 地区公民館整備事業」

では、こちらも予算が継続費と単年度とで分かれているが、継続費は吉沢公民館新改築工

事に係るものである。13節「委託料」で 115 万 8,000円、15節「工事請負費」で 9,480万

3,000円を計上している。 

なお、今年度から令和３年度までの継続事業として、４億 4,010万 5,000円を継続費設

定している。また、同事業の単年度予算では、大神公民館の外構整備や崇善公民館の解体

に係るものである。11節「需用費」で５万円、13節「委託料」で 20万 3,000円、14節「使

用料及び賃借料」で 41万 6,000円、15節「工事請負費」で 7,376万 4,000円、17節「公

有財産購入費」で 52万円を計上している。 

６目「美術館費」、「１ 魅力ある美術展覧会事業」は、芸術活動助成金を活用して、企

画展を充実させるものであり、13節「委託料」で 20万円を計上している。 

最後に、６項「保健体育費」、１目「保健体育総務費」、「８ 学校体育施設開放事業」は、

スポーツを行う場として開放している小・中学校 43校の屋外に AEDを設置するもので、14

節「使用料及び賃借料」で 139万 8,000円、18節「備品購入費」で 619万 1,000円を計上

している。 

 

【質疑】 

な し 
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【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

３ 議案第７号 平塚市教育委員会事務局の組織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 

令和元年６月期における事務局の組織改正に伴い、関連する規則の一部を整備するもの

である。詳細は教育総務課長が説明する。 

 

○教育総務課長 

 今般の規則改正については、令和元年６月期組織改正に伴うものであることから、先ず

は、組織改正の概要について説明する。 

組織改正の概要は、中学校完全給食を着実に推進するため、令和元年６月１日に組織改

正を行うものとしている。実施内容は、学校教育部学校給食課において、給食担当から分

離し、中学校給食推進担当を新設するものである。 

この組織改正に伴い、平塚市教育委員会事務局の組織に関する規則において、学校給食

課に中学校給食推進担当を新たに規定する。詳細としては、第１条及び別表において、そ

れぞれ学校給食課に中学校給食推進担当を新たに規定するものである。 

なお、施行期日は、令和元年６月１日となる。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

４ 議案第８号 令和２年度平塚市立小・中学校で使用する教科用図書の採択のあり方について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

令和２年度に平塚市立小・中学校で使用する教科用図書の採択のあり方について説明す

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 

教科用図書の採択のあり方については、一般的に「採択方針」と呼ばれている。その内

容は、「平塚市教育委員会は、令和２年度平塚市立小･中学校で使用する教科用図書の採択

について、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 10条、第 13条及び第

14条の規定に基づき、平塚市教科用図書採択地区として令和２年度に平塚市立小･中学校

において使用する教科用図書の採択を行う。ただし、小・中学校用教科用図書は、学校教
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育法附則第９条の規定による教科用図書を除き、それぞれの「教科書目録」に登載されて

いる教科用図書のうちから採択する。 

なお、学校教育法附則第９条の規定による教科用図書の採択は、新たな図書を採択する

ことができる。採択に際しては、神奈川県教科用図書選定審議会や平塚市教科用図書採択

検討委員会における調査研究と協議内容を十分に参考にし、学習指導要領に基づいて、学

校･児童･生徒･地域等の特性を考慮し、かつ公正確保に努める。さらに、採択後の情報の公

開に配慮する。」である。 

この「採択方針」の前半においては、令和２年度から使用する、小学校と中学校の教科

用図書を平塚地区として採択するということを述べている。教科用図書の採択は、毎年行

うものであるが、一度採択替えを行った教科用図書については、法令により４年間は、同

じ発行者のものを使用することが定められていることから、平成 27年度に採択が行われた

中学校で現在使用している教科用図書は、今年度採択を行う。しかし、令和３年度に新学

習指導要領全面実施が控えており、平成 30年度の文部科学省の検定において、新たに合格

した図書がないため、前回の検定本から採択を行うこととなる。 

なお、中学校の「特別の教科 道徳」は、平成 30年度に初めて採択され、２年間同じ発

行者のものを使うことになっているので、令和２年度も同じ教科用図書を使用することに

なるが、採択は行い、国に需要数を報告し、無償給与を受けるという流れは必要というこ

とになる。また、小学校で使用している教科書は、平成 30年度に採択を行ったが、令和２

年度が新学習指導要領全面実施となるので、今年度、新たに採択を行うことになる。 

「採択方針」の「但し」から始まる部分では、小・中学校教科書は、教科書目録に登載

されている文部科学省検定済教科書のうちから、採択することについて示しており、なお

書きとして、学校教育法附則第９条の規定により、教科用図書の採択は、新たな図書を採

択することができることを示している。最後に、採択に際して、十分な調査研究、公正確

保、情報公開に向けた方針を示している。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

５ 議案第９号 平塚市社会教育委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市社会教育委員を新たに委嘱するものである。詳細は社会教育課長が説明する。 

 

○社会教育課長 

社会教育委員は、社会教育法第 15条で市町村に置くことができると規定され、「平塚市

社会教育委員に関する条例」第２条に基づき設置をしている。 
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現在の委員は、平成 30年６月１日から２年間の任期で委嘱しているが、平塚市中学校長

会から推薦された委員と平塚市自治会連絡協議会から推薦された委員の２名について欠員

が生じたため、後任委員として、牧石猛志氏と石川潔氏を前任の残任期間である、令和２

年５月 31日まで委嘱するものである。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

６ 議案第１０号 平塚市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市スポーツ推進審議会委員を新たに任命するものである。詳細はスポーツ課長が説

明する。 

 

○スポーツ課長 

平塚市スポーツ推進審議会委員については、スポーツ基本法第 31条の規定により、「平

塚市スポーツ推進審議会条例」に基づき設置しているもので、学識経験者、スポーツ団体

の代表者、公共的団体の代表者、そして公募市民の 14名で構成されている。 

現在の委員は、平成 30年６月１日から２年間の任期で任命しているが、この度、平塚市

体育振興連絡協議会から推薦されていた杉山鎭夫委員から辞任の申出があり、新たに同協

議会から髙橋佳久氏の推薦があったので、新たに任命するものである。任期は、前任者の

残任期間である令和２年５月 31日までとなる。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

７ 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、教育委員会令和元年５月定例会は閉会する。 

（14時 43分閉会） 


