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平塚市教育委員会令和元年６月定例会会議録 

 

開会の日時 

令和元年６月 28日（金）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          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 

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 

中央公民館長      藤田 忠義   スポーツ課長      市川  豊 

スポーツ課スポーツ担当長  奥脇 正樹   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      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６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、令和元年５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、令和元年５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６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 

６月５日から６月28日まで開催された令和元年６月市議会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 

清風クラブの諸伏清児議員からの「市長に問う」のうち、「さらに、選ばれるまちへ」

として、「中学校完全給食における現在の取組状況」との質問に対し、中学校完全給食を

着実に推進するため、４月に学校給食課の職員を２名増員したが、さらに６月には、中学

校給食推進担当を設置し、新たに担当長を配置することで、組織体制の強化を図った。ま

た、現在の取組状況については、老朽化が進んだ東部・北部共同調理場を統合し、さらに

中学校分の給食を合わせて提供できる新たな共同調理場を整備するため、これを建設でき

る事業用地の選定を行っているところであると答弁した。 

公明ひらつかの鈴木晴男議員からの「市長に問う」のうち、「2020 ツインシティまちび

らき」として、「相模小学校移転の進捗について」との質問に対し、本年３月に学校用地

の取得が完了したことから、今６月定例会に工事費予算案を提案している。この議会で承

認された場合、入札、契約等の業者選定の手続きを行い、工事の着手は令和２年１月か２

月頃になると見込まれる。工事着手から完成まで約２年の期間を要することから、令和４

年４月までの開校を目指して進めていくと答弁した。 

次に、「教育長に問う」のうち、「中学校の完全給食」として、「今までの経過を踏ま

えて整備内容の詳細」との質問に対し、現在、老朽化が進んだ東部・北部共同調理場を統

合し、さらに中学校分の給食を合わせて提供できる新たな共同調理場を整備するため、こ

れを建設できる事業用地の選定を行っているところである。また、中学校給食を実施する

ための財源や、学校側との事前調整等の必要となる事項についても、関係部局で連携して

事業を進めていくと答弁した。 

続いて、「候補地の選定はどのように行い、民地の活用はあるか」との質問に対し、新

共同調理場については、現在の東部・北部共同調理場で調理している 21校分と中学校 15

校分を合わせた 36校分の約１万 6,000食を提供できる規模の施設を想定しており、この施

設が建設できる広さの場所で考えている。さらに、各小・中学校へ効率的に配食できる立

地条件も兼ね備えた場所が適地と考えており、民地の活用も含め選定を行っていると答弁

した。 

続いて、「事業手法はどのような方法を考えているか」との質問に対し、新共同調理場

の建設及び運営については、PFI方式等の民間活力を活用した整備方式が相応しいと考え
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ており、その整備方式にも様々な手法があるため、それらの中で最適な手法を選択したい

と考えていると答弁した。 

次に、「教育現場の暑さ対策」について、「小・中学校におけるミストシャワーの活用

実態」との質問に対し、ミストシャワーの設置状況については、設置済みの小学校は 12校、

中学校は 13校となっている。設置済み校の活用の仕方としては、体育の授業、部活動、休

み時間等、校舎とグラウンドの行き来の際に、ミストを噴霧して、子ども達に清涼感を味

わってもらっている。また、小学校では、先日の運動会においても、暑さ対策の１つとし

て、活用していると答弁した。 

湘南フォーラムの山原栄一議員からの「落合市長３期目の所信表明を受けて」のうち、

「今後４年間で目指す主要な取組から」、「『豊かな心と文化をはぐくむまち』を目指し

て」、「中学校完全給食についての全体計画や予算規模、給食スタート目標時期」との質

問に対し、まず、全体計画としては、現在の老朽化した東部・北部共同調理場を統合し、

さらに、中学校分の給食を合わせて提供できる新たな共同調理場を整備することとしてい

る。計画実施にあたっては、想定される諸課題の解決や検討を行っていくための庁内の推

進体制を整え、各部局間や学校現場との連携を図りながら、事業を進めていく。予算規模

については、共同調理場の建設場所や、整備に向けた事業手法等について、これから具体

的な検討を進めていくことから、現時点では明確なものはないが、これから整備内容が具

体化していく段階の中で示していきたいと考えている。スタート目標時期については、現

在事業用地の選定を進めているところであり、開始時期を示すことはできないが、早期に

中学校完全給食が実施できるよう進めていくと答弁した。 

続いて、「給食費の公会計化についての取組状況と目標時期」との質問に対し、給食費

の公会計化への取組状況については、先進自治体の情報を収集するとともに、本市におい

て導入した場合に想定される課題等の整理を行っているところである。今後は、公会計化

の導入に必要となる庁内関係部局や学校との調整、システム構築の検討を行いながら、令

和３年４月の実施に向け、取組を進めていくと答弁した。 

清風クラブの野崎審也議員からの「スピード感を持った行政対応」のうち、「日本たば

こ産業株式会社平塚工場跡地の活用について」として、「住宅系の開発が行われる場合の

教育関係への影響」との質問に対し、当該地に建築される住宅に居住する世代によっては、

学齢期の児童生徒数が増加し、学区内の小・中学校の学級編成に影響があると想定される。

分譲時期や住宅戸数等について、できる限り早期に情報を入手し、教室等の施設及び教員

配置について円滑に対応できるようにすると答弁した。 

日本共産党平塚市議会議員団の石田雄二議員からの「中学校給食と共同調理場建設」の

うち、「市長の所信表明から」として、「共同調理場の次期委託期間」との質問に対し、  

東部・北部共同調理場ともに、現在の委託期間は３年間であり、今年度末の令和２年３月

31日までとなっている。両調理場については、民間委託を継続し、次期委託期間について

も、同様に３年間を予定している。その後の委託期間については、新設する共同調理場の

整備状況に合わせて調整していくことを考えていると答弁した。 

続いて、「共同調理場の規模」として、「土地の確保の目途と具体的な内容」との質問

に対し、新たな共同調理場については、東部・北部共同調理場で調理している。21校分と、

中学校 15校分を合わせた約１万 6,000食を提供できる規模の施設を想定しており、１万平
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方メートル以上の広さの土地が必要になると考えている。立地条件としては、各小・中学

校に効率的に配食できる場所が適地と考え、選定を行っているところであり、早期に候補

地を決定していきたいと考えていると答弁した。 

続いて、「自校式給食の存続、拡大の検討」との質問に対し、自校式給食は、施設内調

理で適温給食の提供が可能であること等のメリットがあると認識している。現在、自校式

給食を実施している小学校については、新共同調理場の稼働後も、自校式で継続していく

予定である。 

なお、自校式給食の拡大は、調理場の建設費用や維持管理費用等に多額の財政負担が生

じることや、学校敷地内の制約等の課題も見込まれることから、難しいものと考えている

と答弁した。 

無所属の渡部亮議員からの「改正健康増進法の対応について」のうち、「望まない受動

喫煙の防止」として、「改正健康増進法施行後の庁舎本館及び小・中学校の喫煙所の対応」

との質問に対し、庁舎本館については、敷地内に、現在、来庁者用として敷地北側中央の

道路付近に１か所、職員用として本館３階北側バルコニーと屋上の２か所、合計３か所に

喫煙所を設置している。各喫煙所の状況を確認したところ、来庁者用喫煙所については、

北側の道路に通じる通路上に設置しており、特定屋外喫煙場所の要件の一つである「施設

を利用する者が通常立ち入らない場所」に該当しないことから廃止することとした。職員

用の２か所については、どちらも特定屋外喫煙場所の要件を満たしており、３階バルコニ

ーの喫煙所を来庁者用に変更し、屋上については、職員用として引き続き喫煙所を設置す

ることとした。また、小・中学校については、平成 30年度から全ての小・中学校で敷地内

禁煙を実施していると答弁した。 

無所属の端文昭議員からの「市長の所信表明及び提案理由の説明から」のうち、「小学

校給食の無償化と中学校完全給食の早期実現」との質問に対し、小学校給食費の無償化に

ついては、全国的にも導入する自治体が増えてきていることは認識している。ただし、そ

の導入の大多数は地方の小都市や町村であり、都市部での導入はまだ少ない状況であると

捉えており、今後も全国の状況等を注視していきたいと考えている。また、中学校完全給

食の早期実現については、老朽化した東部・北部共同調理場を統合し、中学校分の給食を

合わせて提供できる新たな共同調理場を整備するため、これを建設できる事業用地の選定

を行っているところである。現時点では、建設場所を含め共同調理場の整備の詳細がまだ

確定していないため、中学校完全給食の開始時期を示すことはできないが、早期に実施で

きるよう事務を進めていくと答弁した。 

 

○教育指導担当部長 

清風クラブの諸伏清児議員からの「市長に問う」のうち、「さらに、選ばれるまちへ」

として、「外国人英語指導者（AET）による学校訪問の拡充」との質問に対し、今年度は

12名の AETで指導している。訪問時数については、小学校は１クラスあたり１・２年生が

年間３時間、３・４年生は年間８時間、５・６年生は年間 28時間、中学校は１クラスあた

り年間 13時間程度、幼稚園・こども園は年間２回となる。昨年度よりも AETを１名増員し、

各クラスへの訪問時数を、小学校３・４年生は年間１時間、５・６年生は年間３時間増や

している。来年度、新学習指導要領の全面実施となり、小学校では３年生以上の外国語の
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授業が、現在より年間 20時間ずつ増える。児童・生徒が英語に触れる機会を充実させるた

め、AETの学校訪問の拡充を目指していくと答弁した。 

続いて、「今年度の放課後自主学習教室の取組と求める成果」との質問に対し、実施校

を２校に増やし、松延小学校及び大野小学校で４年生以上を対象に、週２日、放課後の 45

分間に開催しており、児童の学習意欲の向上及び家庭学習の習慣化を目指して実施してい

る。短期目標は、主に４年生で、児童が宿題等やるべき課題に取組、課題解決の達成感を

味わうことができること、中期目標は、主に５年生で、自分で家庭学習の計画を立てて学

習に取り組めることである。最終的には、宿題等の他に、学習したい内容、学習の必要が

ある内容を自分で考え、自主学習に取り組む習慣を身に付けることを目指している。今後、

事業効果を検証したうえで、事業の更なる拡充を検討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「教育長に問う」のうち、「教育現場の暑さ対策」

として、「クーラーの設置以外の暑さ対策」との質問に対し、こまめに水分補給すること

や、屋外では帽子を被ること等を促したり、各家庭に学校だよりや保健だより等で、健康

管理について理解協力を求め、アイスパックや凍らせたペットボトルを持参するように呼

びかけをしている学校もある。さらに、小学校では屋外での活動を午前中の早い時間帯に

設定している学校もある。教育委員会では、各学校長・園長に熱中症予防と発生時の対応

について、教職員に指導するよう文書にて依頼していると答弁した。 

続いて、「水分補給の指導と学校の水道水の品質管理の状況」との質問に対し、各学校・

園では、いつでも水分補給ができるように、飲み物を持参することを認めている。授業時

間にも水分補給ができるような時間を確保する等、こまめに声かけをしている学校もある。  

水道水の品質管理の状況については、「学校保健安全法及び学校環境衛生基準」の規定に

よる飲料水の水質検査と、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び水道法」

による貯水槽と末端給水栓の水質検査を毎年実施している。直近では、飲料水の水質検査

を平成 31年２月に行い、全ての施設において、適合との結果を得ていると答弁した。 

続いて、「暑さ指数計の配置状況と取り扱い、過去数年間の熱中症の件数」との質問に

対し、今年５月、全ての市立小・中学校及び幼稚園に、熱中症指数モニターを配布した。

温度・湿度に加え、熱中症指数を同時に表示することができ、屋外や体育館での活動、校

外活動の際に活用している。また、過去の小・中学校における熱中症の報告件数は、平成

30年度は総件数９件のうち、授業中が２件、部活動中が７件、29年度は４件全て部活動中、

28年度は４件で、授業中が２件、部活動中が２件、27年度は４件全て部活動中、26年度

は２件とも部活動中となっていると答弁した。 

清風クラブの坂間正昭議員からの「英語教育の充実について」、「英語専科教員や教科

担任制の導入の見解」との質問に対し、国や県では、一定の英語力を有し、質の高い英語

教育を行うことのできる専科教員の配置を進めており、今年度、本市では２名の英語専科

教員が、小学校７校において授業を行っている。来年度も、高学年の授業を中心に、英語

専科教員を増やしていく方向性を国や県は示しているが、引き続き学級担任も、外国語の

授業を行っていくことになる。教育委員会としては、これまでと同様に研修会等を通じ、

小学校教員の授業力向上に努めるとともに、更なる児童の英語力の向上を目指すという観

点から、市費による専科教員の配置を検討していく。また、外国語の授業経験が豊富な教

員が、自分の担任している学級以外も指導する、教科担任制の推進を各校に働きかけてい
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くと答弁した。 

無所属の端文昭議員からの「市長の所信表明及び提案理由の説明から」のうち、「人権・

市民総活躍から考える子どもの貧困対策について」、「市立小学校及び中学校に通学する

ために必要な保護者の負担額」との質問に対し、平成 28 年度文部科学省の調査によると、

公立小学校においては、学校教育費が約６万円、学校給食費が約４万 4,000円、年額合計

約 10万 4,000円となっている。公立中学校においては、学校教育費が約 13万 4,000円、

学校給食費が約４万 4,000円、年額合計約 17万 8,000円となっていると答弁した。 

続いて、「高校や大学に進学を希望する場合の奨学金について、過去３年間の実績、ま

た、生活保護世帯の場合はどうか」との質問に対し、本市では、高等学校等修学支援事業

を実施しており、生活保護世帯を除く世帯で、勉学に意欲的で経済的な支援が必要な方に、

修学支援金を支給している。支給実績は、平成 29年度が 130人に対し、総額 592万 5,000

円、平成 28年度が 121人に対し、約 679万 3,000円、平成 27年度が 119人に対し、約 843

万 6,000円となっていると答弁した。 

無所属の小泉春雄議員からの「子ども達をいかに守るか」のうち、「大津市での事故や

川崎市の事件を受けて、本市の取り組んだ対策と今後の取組」との質問に対し、川崎市の

事件については、事件当日の５月28日付けで神奈川県教育委員会教育長からの依頼を受け、

市立小・中学校及び幼稚園に対し、「児童生徒等の安全確保について」の依頼文書を送付

し、児童生徒等の命を脅かす事件・事故の発生防止に努めるとともに、教職員に対し事件・

事故発生時における対応の周知徹底を行い、引き続き児童生徒等の安全確保に万全を期す

よう依頼した。また、登下校の時間帯には、青色防犯パトロールを強化し、児童生徒等の

安全確保を図っている。今後も、青色防犯パトロールを定期的に実施するとともに、各学

校・園においては、児童生徒等に自主防犯に対する注意喚起を図り、保護者や地域の方々

等、関係者に対して協力を呼びかけ、安全確保に努めるよう働きかけていくと答弁した。 

続いて、「子ども達が日常的に通行し、直接の事故でなく二次被害的に巻き込まれてし

まう危険性のある交差点の数と対策」との質問に対し、通学路安全対策として、毎年度、

各小・中学校から通学路における危険箇所の報告を受けており、その中から抽出した箇所

について、学校、地域関係者、平塚警察署、道路管理者、教育委員会等で合同点検を実施

している。本年度は 33校から合計 129箇所の報告があり、そのうち交差点に関係する箇所

が 24箇所あった。今後、必要な箇所については、夏に実施する合同点検により、対策を検

討していくと答弁した。 

続いて、「不審者情報等の市民への周知及び防災行政用無線の活用」との質問に対し、

現在、小・中学校の児童、生徒の保護者に対しては、学校単位の登録制のメールにより、

不審者情報を配信しているところであるが、５月 29日に登下校時の子どもの安全確保に関

する関係閣僚会議において、内閣総理大臣から、警察や学校が把握した不審者情報を共有

する仕組を強化し、全ての子どもたちの安全確保に活用できるよう、対策の徹底について

関係閣僚に指示があった。今後、国の動向に応じて、関係機関との不審者情報の共有に対

応する必要があると考えていると答弁した。 

 

○社会教育部長 

湘南フォーラムの山原 栄一議員からの「落合市長３期目の所信表明を受けて」のうち、
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「今後４年間で目指す主要な取組から」として、「『豊かな心と文化をはぐくむまち』を

目指して」、「美術館改修の取組の考え方」との質問に対し、美術館は平成３年に開館し、

この間、幅広い年齢層を対象とした展覧会や教育普及活動等を開催し、本市の芸術文化活

動の推進に寄与してきた。一方で、開館から 28年が経過し、建物や設備機器の経年劣化が

進んでおり、老朽化した設備機器等の修繕、更新を適宜行いながら、施設の維持管理に努

めてきた。今後は、更なる美術館の魅力アップにつながるよう、公共施設等総合管理計画

や公共施設再編計画に基づき、改修のあり方について検討していくと答弁した。 

次に、「中長期的な課題から」として、「まちの再生や災害対策に関する課題対応」の

うち、「中央図書館及び博物館の将来構想検討の基本的な考え方と検討スケジュール」と

の質問に対し、中央図書館と博物館の建物は、いずれも建築から 40年以上経過し、老朽化

が進んでいることに加え、耐震化が図られていないことから、速やかな対応が必要である

と認識している。「平塚市公共施設等総合管理計画」の目的である、将来に渡って持続可

能かつ最適な管理運営の実現に向け、できるだけ早期に将来構想を策定し、老朽化対策や

耐震化といった課題に対処していくと答弁した。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

英語教育の充実について、今年度、本市では２人の英語専科教員が、小学校７校におい

て授業を行っているとのことであるが、具体的にどのような勤務内容となっているのか。 

 

○教職員課長 

勤務内容については、国及び県から配置にあたって、１人につき年間 840時間の授業と

いうことが示されている。このことから２人のうち、１人については大規模な小学校２校

での勤務であるが、もう１人の配置先については校長会と協議をしたところ、小規模な小

学校５校での勤務となっており、曜日ごとに異なる学校で主に５・６年生の英語を担当し、

学校によっては３・４年生の外国語活動についても関わっている状況である。 

 

○目黒委員 

そういった状況ということは、英語の授業を学級担任がせずに、専科教員のみが行って

いるということでよいのか。 

 

○教職員課長 

英語専科教員が導入された背景として、働き方改革ということで、学級担任の負担を軽

減するという意味合いがある。このことから、原則として担任はその時間、他教科の教材

研究等に充てている。 

 

○目黒委員 

是非、専科教員の配置を増やしていってもらいたいと思う。 
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○水谷委員 

将来的には、学級担任が英語を教えるということなのか。そうなると、専科教員はいな

くなると考えてよいのか。 

 

○教職員課長 

教職員配置の観点からは、国や県は専科教員を増やす方向で検討しているので、おそら

く来年度以降、若干増加の見通しである。その一方で、指導面の観点からは、平塚市だけ

ではなく、圏域内の教育委員会を含めて英語教育について検討してきた。質問があった部

分との兼ね合いは課題としてあるが、少なくとも数年が経過した後に、全ての教諭が英語

の授業をやらなくてよいという状況にはならないと考えられるので、引き続き英語に関連

する研修、研鑚は行っていく必要があると考えている。 

 

○水谷委員 

どちらかというと、割り切ってもいいのではないかと思った。これまでは英語の授業を

行うことを前提に教員になった訳ではないので、コストの問題は当然あると思うが、英語

については全て専科教員で行う方がよいのではないかと感じる。 

別件として、共同調理場について PFI方式等の民間活力を活用した整備方式が相応しい

とあるが、PFI方式が様々な施設等で用いられている中で、共同調理場で民間事業者が自

主回収をするというイメージが湧いてこない部分がある。給食調理は予算の中で回収され

るが、その他に別事業として、民間事業者等に弁当を卸す等の商売をするということか。 

 

○学校教育部長 

現状として考えているのは、民間事業者が共同調理場の整備を行い、その後の一定期間

の運営を行うことである。運営というのは、小・中学校の給食調理、配送を行うことであ

り、その他の事業として、民間事業者への提供等は考えていない。 

 

○水谷委員 

詳細な部分は把握していないが、給食だけを行っていく場合には、良い商売としては考

えにくい。行政の事業を請け負うことで信用度の向上にはなると思うが、どの部分に魅力

を感じるのかが難しいところである。PFI方式に相応しいかの考え方は、先進市の事例が

あったりするのか。 

 

○学校教育部長 

先進市の事例としては、川崎市等があるので、参考に研究を行い、民間事業者を選定し

ていきたいと考えている。 

 

（２）夏季休業中の教職員の服務等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 
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７月 21 日からの夏季休業を控え、教職員の服務等の指導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。 

 

○教職員課長 

 夏季休業を迎えるにあたって、校長から教職員に対し、指導の徹底を依頼するものであ

る。内容については、昨年と同様の内容であるが、「信用失墜につながる行為を慎むこと」、

「交通法規を遵守した慎重な自家用車及び自転車の運転」、「積極的な研修参加等による自

己研鑽」等を依頼文に記載している。 

各校長への依頼については、７月の定例校長会で行う予定である。また、この依頼に併

せて、校長を含む教職員は、日常の職務において、授業、行事、地域保護者対応等、非常

に多忙な中で職務にあたっていることから、夏季休業中は、リフレッシュをしてもらいた

いことを伝えたいと考えている。 

 

【質疑】 

な し 

 

（３）令和元年度平塚市教育研究所要覧について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

令和元年度平塚市教育研究所要覧について、その内容を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 

この要覧は、研究所の各事業の取組内容をまとめ、広く周知するものである。教職員の

研究・研修を中心に説明する。 

「調査研究活動」の「教育調査研究部会」及び「小中学校・幼稚園研究推進事業」につ

いては、教育委員会５月定例会で報告したとおりであるので、説明は割愛とする。 

「研修事業」として、市内教職員向けに夏季休業中の教育講演会・研究教室や、平日開

催のワンポイント研修会等、各種の研修会を企画している。今年度の教育講演会は８月６

日に、こころ元気研究所長の鎌田敏氏を招き、「こころ元気に仕事をするには！～教師の

元気、子どもたちの笑顔のために～」というテーマでの講演を予定している。また、今年

度も、中央公民館で午前・午後の２回開催になっている。 

「ワンポイント研修会」では、日常の教育活動にすぐに生かすことができるピンポイン

トの内容で実施しており、平日の放課後を含め、年間５回程度の開催を予定している。既

に「キャンプファイアー研修会」や「タブレット型端末活用法研究会」を実施し、大変好

評を得ている。 

「夏の研究教室」では、各教育分野で活躍の方を招き、９講座を予定している。講座は

教職員のニーズと各教科のバランスを考えて設定するが、基本的な指導力向上の内容に加

え、次期学習指導要領や今日的な教育課題を踏まえ内容を設定している。 
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「新採用教員研修会」では、市・中地区・県の集合研修を終え、８月に宿泊を伴う２日

間に亘る研修を行う。 

「学校研究推進担当者研修会」では、今後、各担当者が他校で公開される研究授業・研

究会に参加することで、自校の研究に生かしていく研修となるようにしている。 

「教育関係諸団体との連携」では、主に小・中学校教育研究会等、団体への助成及び支

援を行うことで、学校教育の推進と充実を図っている。 

「教育の情報化の推進」では、情報教育及び校務支援の情報環境の整備とともに、教職

員向けの研修会を実施している。今年度は、一部の校務用パソコンの入れ替えを行う予定

である。 

「教育関係資料の収集と提供」では、機関誌「平塚教育」・研究所便り「そよかぜ」を

紙面で学校に配布するとともに、校務用パソコンの掲示板に掲載し、教育情報の提供をし

ている。また、教育関係図書は、教科指導の月刊誌、研修で招いた講師の著作物、教職員

から希望のあった書籍等、教育会館ロビーの配架や、教職員への貸し出しで、授業づくり

や学校運営に役立つよう活用している。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）平成３０年度教育相談統計等の報告について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平成 30年度教育相談統計等の報告について、その内容を報告するものである。詳細は子

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 

 この統計は、昨年度に子ども教育相談センターで受けた、来所と電話による相談件数総

は 547件で、来所相談は前年度よりも 29件減って 317件、電話相談は６件増の 230件であ

った。また、相談内容の項目を前年度から、外部機関とより共有しやすくするために整理

している。 

内容別に見ると、例年同様に「不登校」が最も多く、「生活行動」、「学習面の心配」の順

となっている。ここ数年はこのような傾向が続いており、電話相談も同様の傾向である。

今後も相談希望の方をできるだけ待たせることなく、電話による相談はもちろん、直接顔

を合わせた相談を丁寧に進めていく。 

 また、来所相談 317件に対し、面接や遊戯療法を延べ 3,365回実施した。前年度よりも

97回増となっており、保護者や児童・生徒からの相談は増えているが、学校の先生方の相

談は、前年度よりも 158回減少している。その理由として、スクールカウンセラーの統計

で、教職員からの相談が急増していることと関連があると思われる。現場である学校の中

で、直接、カウンセラーに相談できているためと考えており、こういったところからも、

スクールカウンセラー派遣の意味は大きくなってきていると感じる。 
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相談が終結するのは、例年通りほぼ半数のケースとなっている。この統計にはないが、

相談者である保護者の希望により、面接の状況や検査の結果を、保護者及び医療機関へ情

報提供をしており、この情報提供書の作成に関連する業務が、年を追うごとに増えている

状況である。 

適応指導教室くすのきの統計では、この教室は不登校の児童・生徒が、自身の状態に合

わせて通室し、専任教員や指導員との相談や指導、臨床心理士との心理面接等の支援を受

けながら学校復帰を目指す、「教育支援センター」の機能を持つ教室であり、昨年度、正式

通室したのは、中学生の生徒のみ 20人で前年度と同数であった。正式通級をする前の段階

である「体験通室」している児童・生徒もいるため、多いときには 30人近くの生徒が教室

を利用していた。実際には、学校に復帰した生徒はいなかったが、適応指導教室で卒業式

を迎えた生徒全員が、高等学校、私立全日制、公立定時制、通信制及びサポート校等に進

学している。 

障がいのある児童・生徒の就学の場について相談する「就学相談」の件数では、199件

で前年度よりも 11件増となっており、全てのケースについて、担当指導主事３人、園や学

校へと連携しながら、必要に応じて複数回ずつ保護者と面談をしている。就学先について

の意見を望まれる場合には、平塚市教育支援委員会での審査を受けてもらっている。相談

の内訳としては、新就学の年長児が 123件で、そのうち審査を受けたのは 68 件であった。

また、学校からの児童・生徒の審査依頼 70件と合計で 138件であり、前年度よりも 14件

増えている。 

不登校訪問相談実施状況では、学校だけでなく、関係機関にも通えず、なかなか家庭か

ら出られない児童・生徒４件に、相談員１人が年間延べ 188回の訪問等による支援を行っ

た。深刻なケースや長期化してからのケースが多いため、学校への直接復帰は難しいが、

訪問を続ける中で、当センターの適応指導教室につながったケースもある。 

相談支援チームの学校訪問状況では、学校からの依頼を受け、その学校内で手厚い支援

を必要とするケースに対して、教育、福祉、保健、医療等、様々な関係機関の職員を派遣

し、学校の支援体制を構築することを目的に、授業参観やケース会議等を行った。昨年度

は 41件について、25回の派遣があった。 

スクールソーシャルワーカーの活動統計では、昨年度よりも 24件多い、215件のケース

を受けた。学校や家庭等の訪問 188回、ケース会議の開催 120回、関係機関等との連携を

延べ 1,623回行った。児童・生徒本人、または家庭への直接的な働きかけである「訪問」

や「ケース会議」の回数は減少しているが、教育、福祉、医療、警察等との連携を図るべ

きケースが増え、関係機関との電話等でのやりとりが増え、連絡総数が 400回以上増とな

っている。個々のケースの問題の要因が、家庭の困難さや問題を背景としているケースが

増えており、家庭から福祉、医療、警察等の支援につなぐことで、不登校や問題行動等の

児童・生徒の課題が解決や、解決に向けて見守る支援の層を厚くしたりすることができた。 

スクールカウンセラーの教育相談件数統計では、昨年度まで市と県のカウンセラーを合

わせた統計を出していたが、今年度は、県の統計が現状ではまとまっていないため、市の

スクールカウンセラーのみの統計を報告する。統計は全て延べ人数であり、昨年度は 13人

のスクールカウンセラーを、週１回を基本として、全ての小・中学校に派遣した。ただし、

小学校２校、中学校６校は、２週に１回の派遣であった。相談件数は、来室による相談及
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び電話相談を合わせて、延べ 9,256人の相談を受け、前年度から 427人増となっている。

相談内容の全体的な傾向は例年の傾向と変わらず、児童・生徒からは友人関係や自己の性

格について、保護者や教職員からは不登校等の長期欠席や、学習、進路、発達の心配につ

いての相談が多くあった。 

児童・生徒、保護者よりも、教職員からの相談が多く、スクールカウンセラーが学校の

支援体制の中で、大きな資源になっている。全てのスクールカウンセラーは、相談がない

時間は教室を回って、児童・生徒の学校生活を直接観察しており、観察して得た見立てを、

相談や支援に生かしている。スクールカウンセラーは、学校及び当センターの相談員との

連携にも大きな役割を担ってきていると感じている。 

 

【質疑】 

な し 

 

（５）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第３号 教育委員会事務局等職員の人事発令について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

令和元年６月期の教育委員会事務局等職員の人事発令について、臨時に事務を代理した

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 

 令和元年６月１日付けで教育委員会事務局等職員の人事発令があり、内容としては、任

命が１件で、市長部局からの出向が１人となっている。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり了承された。 

 

（２）その他 

な し 

 

３ 議案第１１号 平塚市心臓疾患判定委員会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 
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○吉野教育長 

平塚市心臓疾患判定委員会委員を委嘱するものである。詳細は学務課長が説明する。 

 

○学務課長 

 本年４月定例会において、「平塚市心臓疾患判定委員会委員の委嘱について」の承認を

受け、５人に委員を委嘱しているが、そのうちの１人に代わり、後任として委員を委嘱す

るものである。 

なお、委員の任期は、前任者の残任期間である令和３年４月 30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。 

 

 

４ 議案第１２号 平塚市腎臓疾患判定委員会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市腎臓疾患判定委員会委員を委嘱するものである。詳細は学務課長が説明する。 

 

○学務課長 

 本年４月定例会において、「平塚市腎臓疾患判定委員会委員の委嘱について」の承認を

受け、５人に委員を委嘱しているが、そのうちの１人に代わり、後任として委員を委嘱す

るものである。 

なお、委員の任期は、前任者の残任期間である令和３年４月 30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。 

 

５ 議案第１３号 平塚市結核対策委員会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市結核対策委員会委員を委嘱するものである。詳細は学務課長が説明する。 
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○学務課長 

本年４月定例会において、「平塚市結核対策委員会委員の委嘱について」の承認を受け、

７人に委員を委嘱しているが、そのうちの１人に代わり、後任として委員を委嘱するもの

である。 

なお、委員の任期は、前任者の残任期間である令和３年４月 30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。 

 

６ 議案第１４号 令和元年度平塚市体育功労者被表彰者の決定について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市体育功労者表彰要綱に基づき、選考委員会から本市体育の振興に顕著な成果を挙

げたとして、個人７名の候補者の推薦を受けたので、被表彰者として決定するものである。

詳細はスポーツ課長が説明する。 

 

○スポーツ課長 

平塚市体育功労者表彰は、平塚市体育功労者表彰要綱に基づき、スポーツの健全な普及

及び発展に貢献した方々を表彰するものである。被表彰者の決定については、表彰要綱第

５条で選考委員会の推薦を受けて、教育委員会が決定すると規定されている。 

表彰の基準は、表彰要綱第２条に定められている４項目である。「（１）地域または職

域において 10年以上、体育、レクリエーションの普及奨励に努め、その功績が顕著である

もの」、「（２）スポーツマンとして実践生活が常に他の模範となるもの」、「（３）体

育の発展のための価値ある研究をなしたもの」、「（４）そのほか、表彰に値すると認め

られる業績、または行為があったもの」となっている。 

表彰候補者の選考については、表彰要綱第４条に基づき、各種スポーツ団体の代表者な

ど７人の委員で構成された選考委員会において選考されており、６月 25日に選考委員会を

開催し、協議の結果、７人を被表彰者として推薦することとなった。決定された被表彰者

は、８月 18日に開催する第 68回市民総合体育大会開会式の中で、表彰を行う予定となる。 

それでは、表彰候補者の功績概要について、順次説明する。平塚市体育協会から推薦が

あった本間氏は、現在、平塚卓球協会副会長を務めている。卓球競技の普及・振興・強化

に対して、協会の役員・審判員、指導員、選手の立場として貢献されている。同じく平塚

市体育協会から推薦があった平野氏は、現在、平塚水泳協会副会長を務めている。水泳の

普及・振興・強化に協会の役員・審判員、指導員として貢献されている。平塚市体育振興

連絡協議会から推薦があった猪俣氏は、現在、吉沢地区体育振興会会長を務めている。吉

沢地区の体育振興に尽力され、地区住民の健康増進等に貢献されている。同じく平塚市体
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育振興連絡協議会から推薦があった伊澤氏は、現在、横内地区体育振興会会長を務めてい

る。横内地区の体育振興に尽力され、地区住民の健康増進等に貢献されている。平塚市ス

ポーツ推進委員協議会から推薦があった山地氏は、現在、平塚市スポーツ推進委員協議会

総務副部長を務めている。スポーツ推進委員として、地区のみならず市全域のスポーツの

推進に貢献されている。平塚レクリエーション連盟から推薦があった二村氏は、現在、平

塚レクリエーション連盟理事及び平塚ママさんバレーボール協会の会計を担当されている。 

協会の役員、選手として、バレーボールの普及・発展に寄与されている。最後に、平塚市

スポーツクラブ連合から推薦があった大山氏は、現在、平塚市少年野球連盟総務 IT担当及

び少年野球チームの監督を務めている。少年野球を通じて青少年の健全育成に貢献されて

おり、また ITを駆使して連盟内の事務の効率化合理化等に寄与している 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

７ 議案第１５号 平塚市図書館協議会委員の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

現在の委員が令和元年７月 31日をもって２年の任期を満了するため、次期委員を任命す

るものである。詳細は中央図書館長が説明する。 

 

○中央図書館長 

図書館協議会は、図書館法第 14条の規定により「図書館の運営に関し館長の諮問に応ず

るとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関」とされて

おり、平塚市の図書館の設置及び管理等に関する条例第９条の規定により平塚市図書館協

議会を設置している。 

委員については、条例で学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者並びに学識経験のある者の中から任命すると定めており、定数は６人、任期は２

年となっている。現在の委員の任期が令和元年７月 31日で満了するため、令和元年８月１

日から令和３年７月 31日までの２年間、新委員を任命するものである。 

 

【質疑】 

○林委員 

図書館の存在は、世の中で SNSやインターネット等のデジタル技術が発達しても、知の

宝庫として揺るぎないものであるということは、誰もが認めるところであると思う。 

最近、その図書館について、業務の一部を民間事業者に委託する等の様々な意見が出て

いるが、今回の図書館協議会委員の任命にあたって、留意したことは何か確認したい。 
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○中央図書館長 

本市の図書館が今まで以上に多くの方々から利用してもらうために、どのような方法で

運営すべきなのか、また、市民が求める資料等をどのように提供することができるのかを

念頭に置いて、幅広い方々から意見をいただくことを考えている。今回の委員には、小・

中学校の関係者、図書館の関係者、地域で活動されている方から広く意見をいただくとと

もに、大学で図書館を専攻されている方から理論的に意見をいただくことで、今後の図書

館の在り方について考えていきたいと思っている。 

 

○林委員 

知の拠点である図書館の重要性を守るとともに、市民が利用しやすいサービスの充実に

向けて検討を進めていってもらいたい。 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

８ 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６月定例会は閉会する。 

（15時 02分閉会） 


