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平塚市教育委員会令和元年９月定例会会議録 

 

開会の日時 

令和元年９月 19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          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   教育施設課課長代理   和田 幸一 

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   教職員課教職員担当長  桂山 賢二 

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   社会教育課主管     上原 正人 

中央公民館長      藤田 忠義   中央公民館館長代理   海老沢建志 

スポーツ課長      市川  豊   スポーツ課スポーツ担当長  奥脇 正樹 

 中央図書館長      小林 裕治   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９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８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８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９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 

８月29日から開催されている令和元年９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 

 清風クラブの佐藤貴子議員からの「市長に問う」のうち、「行財政改革の成果と将来像」

における「本市における学校環境のあり方等について」との質問に対し、現在、本市にお

いても、全国的な傾向と同様に、引き続き児童・生徒数の減少が見込まれているが、一方

で、障がいのある児童・生徒や様々な支援を必要とする児童・生徒は増加傾向にあり、こ

れまで以上に、支援級を設置するための教室や、個別指導ができる教室を確保することが

必要となっている。 

学校施設の在り方については、中長期的な視点に立った検討を行う必要はあると考えて

おり、今後も庁内連携を図るとともに、他市の事例等も参考にしながら、よりよい学校施

設の在り方について研究を進めていくと答弁した。 

公明ひらつかの永田美典議員からの「市長に問う」のうち、「『平成 30年度の行財政改

革に関する取組結果』及び『令和元年度の行財政改革に関する取組』について（報告）」

における「学校給食費と学校徴収金の徴収・管理に係る状況と課題」との質問に対し、学

校給食費については、毎月各学校により保護者から口座振替により徴収し、各学校におい

て管理している。徴収した学校給食費は、学校給食法に基づきそのすべてが食材費に充て

られることとされているため、単独調理場を持つ小学校にあってはその学校ごとに、共同

調理場から配食されている小学校にあっては一旦共同調理場に集めてから、食材納品業者

に支払が行われている。 

課題としては、滞納者への督促業務が教職員の負担となっていることや、多額の金銭管

理を行うことに伴う事故発生の懸念等がある。 

一方、学校で使用する教材費や修学旅行費等、給食費以外の学校徴収金については、学

校ごとに徴収時期や回数、金額、支払方法、購入する教材等を決めており、この取扱に係

る状況と課題は、各学校により異なるところもあると答弁した。 

続いて、「公会計化の導入にどのように取組むのか、導入による効果、目標時期」との

質問に対し、学校給食費の公会計化の導入については、既に実施している先進市の事例等

も参考としながら、研究を進めてきた。また、本年７月に文部科学省から「学校給食費徴

収・管理に関するガイドライン」も示されたので、この内容と現在の本市の給食費の会計

方法を照らし合わせ、導入が可能となるように、学校現場や保護者、その他関係機関との
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調整を進めていく。導入による効果としては、公会計化することにより、教職員の負担軽

減や会計事務の透明性の向上、給食費徴収における公平性の確保等がある。 

なお、公会計化の目標時期は、令和３年度を目指していると答弁した。 

湘南フォーラムの出村光議員からの「ツインシティ整備推進事業」のうち、「現状及び

市としての今後の取り組み」における「相模小学校移転に向けての進捗」との質問に対し、  

本年３月に学校用地の取得が完了し、６月定例会では工事費予算の承認をいただいた。現

在、入札、契約等の業者選定の手続きを進めており、市議会 12月定例会にて工事契約の承

認をいただく予定としている。工事の着手は令和２年１月か２月頃になると見込まれ、工

事にあたっては定期的に進捗状況等を地域住民の皆様へお知らせしていく。 

なお、工事完成までは約２年の期間を要することから、開校については令和４年４月を

目指して進めていると答弁した。 

続いて、「相模小学校移転後の跡地利用の考え」との質問に対し、所管は市長部局とな

るが、移転後の相模小学校跡地については、新たな学校用地を取得したことによる費用負

担を補填するため、更地とした上で売却することが考えられる。現時点では今後の利活用

が未定であるため、令和元年５月に策定した「未利用地の利活用方針」に基づき、適正な

利活用策を検討していくと答弁した。 

次に、「諸課題」のうち、「中学校給食実施に向けた進捗は」における「現在の進捗状

況」との質問に対し、７月に決定した「平塚市立中学校給食の基本方針」に基づき、中学

校給食の実施に向けた準備作業を着実に進めていくため、全庁的な推進体制を整備し、必

要となる事項を検討するために、市長を本部長とした「平塚市中学校完全給食推進本部」

を設置し、第１回会議を開催した。 

また、中学校給食実施に伴い、中学校の現場における課題解決のために、必要となる事

項等についての意見を聴取するため、学校長をはじめとした教職員と保護者等で組織する

「平塚市中学校完全給食推進連絡会」の設置に向けて、現在準備を進めている。今後はこ

れらの推進体制のもと、着実かつスピード感を持って取り組んでいくと答弁した。 

続いて、「新共同調理場の整備予定地」との質問に対し、新たな共同調理場については、

小学校 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

定している。そのため、この施設を建設するために必要な土地の要件、留意点を整理し、

これまでに庁内各部署のみならず、産業関連団体や金融機関、不動産関連事業者等に候補

地に関する情報提供を求めてきた。現在は、これまでに候補として挙がった土地について

の調査や確認を行い、今年度中に整備予定地を決めていく予定であると答弁した。 

続いて、「中学校給食の実施における、イニシャルコストやランニングコスト」との質

問に対し、新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は、これから具体

的な検討を進めていくことから、現時点では明確に示すことができる状況にはない。これ

らについては、新共同調理場の整備地や事業手法等の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と答弁した。 

続いて、「公会計化の議論はどこまで進んでいるか」との質問に対し、前述の永田議員

と同様の内容で答弁した。 

続いて、「市民への周知」との質問に対し、中学校給食の実施に向けては、生徒や保護

者、教職員等の学校現場からの意見を広く聴取しながら進めていくとともに、事業の進捗
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状況に応じて提供すべき情報を、広報紙やウェブサイト等を活用して周知していく。また、

新共同調理場整備予定地の決定や基本計画の策定時等には、地域住民への説明やパブリッ

クコメント等の実施を考えていると答弁した。 

次に、「小中学校トイレ洋式化」における「トイレ整備に特化した予算立てをして早め

るべきでは」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る。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、トイレ空間全体の快適性向上を図るものである。 

安心で快適なトイレ空間への改修は、児童・生徒だけでなく、学校を利用する全ての方々

のための事業であると認識しているので、今後は、整備を加速していきたいと考えている

と答弁した。 

清風クラブの黒部栄三議員からの「諸課題」のうち、「真田・北金目地区の現状と課題」

における「みずほ小学校の工事の進捗状況」との質問に対し、現在、教室の増築について

は、屋根工事が完成し、外壁の取り付け等の工事を行っている。その後、内装の仕上げ工

事に取り掛かり、11月中旬の工事完成を目指している。工事完成後、引越作業を行い使用

が開始されると答弁した。 

続いて、「小中学校のエアコン設置後の課題」における「今後のエアコン設置予定」と

の質問に対し、現在、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、家庭科室等。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

等が残っている。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大き

な差があることから、使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

設置も望まれているところであるが、体育館は床面積が広く、高い天井の大空間であるた

め、エアコンの設置方法は大変難しいものと考えている。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。 

しらさぎ・無所属クラブの府川勝議員からの「トイレはどうなったか」における「小中

学校トイレの清掃状況」との質問に対し、清掃状況については、現在、トイレを清潔に保

つため、清掃業者に委託し、月８回、便器や床、壁等の清掃作業を行っている。今年度は

清掃委託に際して、作業内容の仕様や、報告書の内容を見直すとともに、清掃作業員に対

する作業方法の指導の徹底を図ってきた。また、学校管理者等の清掃作業後のチェック体

制も強化した。今後も、きれいで清潔なトイレを維持し、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。 

無所属の久保田聡議員からの「幼児教育・保育の無償化に伴う本市の対応と、公立幼稚

園のあり方について」における「本市として考える公立幼稚園のあり方とこの先の方向性」

との質問に対し、本市としては、これまで、園長をはじめとする現場の幼稚園教諭等と共

通理解を図りながら、子どもたちの思いを大切にするとともに、一人一人の発達段階に添

った丁寧な保育に努めてきた。また、子どもたちだけではなく、保護者の気持ちに寄り添

いながら、子育ての悩みに応える等、子育て支援の視点も大切にしながら公立園運営を進

めてきた。 
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一方、平成 29年２月に取りまとめた「平塚市幼保一元化に関する公立園の見直しについ

て」では、ひばり幼稚園のあり方について、令和２年度上半期までに最終的な結論を出す

ものとしていることから、今後も、関係各課で十分な検討を行い、よりよい方向性を導き

出していきたいと考えていると答弁した。 

 

○教育指導担当部長 

公明ひらつかの永田美典議員からの「課題から」のうち、「通学路の防犯対策」におけ

る「不審者情報件数・内容」との質問に対し、教育委員会に入った園児・小学生・中学生・

高校生に関わる不審者情報の件数は、平成 30年度は 108件で、内容は声掛け 30件、露出

29件、付きまとい 18件、痴漢 13件、撮影６件、その他 12件であった。 

令和元年度は、４月から８月末までで 29件、内容は露出８件、声掛け５件、付きまとい

５件、痴漢３件、撮影３件、その他５件となっていると答弁した。 

続いて、「事後対応及び予防態勢の取組」との質問に対し、不審者情報を受けた教育委

員会は、関係する学校に状況を確認し、子どもたちの安全確保のため、関係各課に協力を

依頼し、青色防犯パトロールの実施や、平塚警察署にパトロールの強化を依頼している。

また、各学校では、保護者宛てにメールの配信や、通知文書を出す等して注意喚起を行う

とともに、パトロールの強化や状況に応じた安全指導を実施している。 

予防態勢については、教育委員会では、昨年度、通学路の防犯面での緊急合同点検を実

施し、危険箇所を関係機関で情報共有するとともに、道路や公園の植栽の整備等、必要な

安全対策を実施した。今年度は、各学校に危険箇所の点検を依頼している。また、定期的

に青色防犯パトロールを実施するとともに、地域住民に「しながら見守り」の協力依頼を

している。各学校では、安全教育を実施し、児童・生徒の自主防犯等の注意喚起を図ると

ともに、教職員に加え保護者や地域関係者等に協力を呼びかけ、登下校時の見守りや指導

を行い、安全確保に努めていると答弁した。 

清風クラブの須藤量久議員からの「英語教育の充実」のうち、「『英語で学べるまち』

を目指して」のおける「全国学力・学習状況調査の英語の結果分析」との質問に対し、中

学校の英語については、全国の平均正答率を上回る結果となった。小学校において、クラ

スの児童のことを一番よく理解している学級担任が、児童が何に興味があるのか、児童に

合った話題は何かを生かして外国語活動を進めてきたことや、小学校での学びを生かした

英語の授業づくりを中学校で取り組んでいることが、成果につながったのではないかと考

えている。 

また、今回の調査では、「聞いたり読んだりすることに比べ、書いたり話したりするこ

とは苦手」という課題が見えてきた。今後、調査結果の分析を進め、学校で「聞くこと」

「読むこと」「話すこと」「書くこと」の４技能をどうバランスよく指導していくか、授

業改善を図っていくと答弁した。 

続いて、「外国人英語指導者の増員」との質問に対し、いわゆる AETが学校を訪問する

ことは、幼児・児童・生徒が英語や外国人に触れ、外国語に対する興味・関心を高め、国

際理解を深める機会となっている。今年度は昨年度より AETを１名増員し、12名で各学校・

園を訪問し、学校訪問回数を増やすとともに、児童・生徒に活発なコミュニケーションの

場をより多く設定できるように、授業や休み時間、昼食時間等効果的な運用の工夫を各校
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に促している。 

児童・生徒が英語に触れる機会を充実することと合わせて、授業を実際のコミュニケー

ションの場面とするために、AETの学校訪問の拡充を目指すとともに、教員とのティーム・

ティーチング等の指導体制を充実させていくと答弁した。 

続いて、「リトアニアやローレンス市との交流、東海大学、神奈川大学の人材を活用し

た英語教育の充実」との質問に対し、今年５月に実施した、崇善小学校と春日野中学校で

のパラリンピックリトアニア共和国選手団との交流会では、スポーツの魅力を身近に感じ

るとともに、児童生徒が英語を用いてコミュニケーションを図る貴重な体験となった。リ

トアニア語を注意深く聞き、何とか相手の思いを理解しようとしたり、英語で自分の思い

を何とか伝えようとしたりする姿が見られ、「言葉は通じなくても、気持ちは通じた」と

いう声もあり、相手とやり取りすることの面白さを知る機会となった。10月には、港小学

校と真土小学校でも交流を予定している。 

また、東海大学の講師による「市民アカデミー デイビッド先生と英語で遊ぼう」や、

神奈川大学の講師による「子ども大学ひらつか」等、英語を通して子どもたちの知的好奇

心を育てる事業を実施している。こうした様々な体験が外国語学習への動機付けを高めて

いくことにつながると考えているので、リトアニア共和国やローレンス市との交流や大学

の人材を活用した交流等、様々な体験を積み重ねていけるよう推進していくと答弁した。 

続いて、「講師による訪問研修やサマー研修等の効果・成果」との質問に対し、昨年度

の大学教授による訪問研修には、延べ 88人の教員が参加し、授業を参観後、そのねらいや

手立て、留意点等を協議することで、授業の組み立て方や進め方、高学年において新たに

取り組んでいる「読むこと」「書くこと」の指導の工夫について、理解を深めることがで

きた。また、サマー研修では、経験が浅い教員を対象に、外国語活動の目指すところ等の

理解を深め、実際の活動を体験して、授業の実践力向上を図った。参加した教員からは、

「１つの教材について様々なバリエーションを学んだので、子どもたちの実態に合わせて

選択できることが、実践的でよかった。」「中心となる活動を欲張らず、じっくり取り組

むことが英語の授業を進めていくにあたってのキーワードになると思った。」「よい教材

があるのに、活用しきれていないことに気付いた。」等の意見が寄せられた。小学校教員

の英語指導力のさらなる向上を図れるよう、引き続き支援していくと答弁した。 

続いて、「小中学生英語宿泊研修事業」との質問に対し、授業以外の場でも、英語を使

い、伝え合う喜び、人と関わりながらコミュニケーションを図る楽しさを味わい、子供た

ち自ら英語を話せるようになりたいと思えるような活動が行えることは、大変意義のある

ことだと考えている。今後は、夏季休業中等に公共施設を使用して AETと一緒に料理やレ

クリエーション等で一日を過ごす、希望参加型のイングリッシュキャンプや、市内の AET

が１校に集まり、集中的に英語に触れ、活動する時間を設定するイングリッシュデイ等、

AETとの楽しい活動を通じ、異文化交流や英語による対話の機会を作りたいと考えている

と答弁した。 

清風クラブの黒部栄三議員からの「諸課題」のうち、「小中学校のエアコン設置後の課

題」における「夏休みの短縮等、エアコンが入ったことによる弾力的な授業の運用につい

て」との質問に対し、来年度、小学校で全面実施となる新学習指導要領では、３年生から

６年生の総授業時数が増加する。このことから、１週間当たりの授業時数が増加し、児童・
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生徒や先生の負担も増し、触れ合う時間が減ってしまうことが考えられる。 

教育委員会では、小・中学校校長会、教頭会、教員代表から構成される、「教育課程課

題検討連絡協議会」において、新学習指導要領で定めている標準授業時数を確保しつつ、

授業日を増やし、平日の過密化を緩和するため、長期休業の在り方について協議を重ねて

きた。その結果、今年度は昨年度に比べて、小学校では秋季休業及び冬季休業を削減して

授業日にした。さらに来年度は、小中学校ともにエアコンの設置が進んだことも踏まえ、

夏季休業を含めた長期休業を削減し、授業日を確保することとしたと答弁した。 

 

○社会教育部長 

清風クラブの須藤量久議員からの「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に

向けて」のうち、「『ひらつかリトアニア交流推進基本方針』から」における「『スポー

ツのまちひらつか』の推進と情報発信について」、「『平塚市スポーツ推進計画』にオリ

ンピック・パラリンピックの開催、ホストタウンをどう反映させたのかについて」との質

問に対し、本市にとって、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、市民のス

ポーツへの関心の高まりとともに、まさにスポーツ推進の絶好の機会と捉えている。 

スポーツ推進計画では、トップスポーツの推進を基本目標の一つに掲げており、今回の

見直しでは、新たにリトアニア共和国チームの事前キャンプ等を機に、世界トップレベル

のプレーを「みる」ことや、アスリートたちと「触れあう」機会の充実を盛り込んでいる

ことで、スポーツを通じた共生社会、経済、地域活性化の実現を目指していくこととして

いる。 

また、情報発信については、昨年 10月のテストキャンプの期間中、多くの小学生とトッ

プアスリートとの「ふれあいフェスタ」にリトアニア共和国の首相が訪れ、多くのメディ

アの取材を受け、新聞やテレビ等で報道されている。今後も、リトアニア共和国のホスト

タウンとして様々な情報の発信や効果的な PR活動に取り組む等、関係諸団体等と連携を図

りながら、オリンピック・パラリンピックが東京で開催される効果がさらに高まるよう努

めていくと答弁した。 

続いて、「2020東京大会の追加競技や新種目の活用による地域活性化策などへの見解に

ついて」との質問に対し、パラリンピック競技をはじめ、追加競技や新種目も含めて、様々

な施設で体験する機会を設けるとともに、市内の公共施設や民間施設も含め、他の市町の

事例も参考にして可能性を検討していくと答弁した。 

公明ひらつかの石田美雪議員からの「すべての子どもの安心と希望の実現を目指して」

における「地域学校協働活動をいつから、どのように展開し、本市の特徴をどのように織

り込んでいくのか」との質問に対し、本市では、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（通称「教育力ネット」）が、各地域で子どもたちの生きる力

を育む活動を行っており、平成 30年 11月の第３回平塚市社会教育委員会議においても、

教育力ネットが既に地域学校協働活動の役割を担っていることが確認された。 

今後は、本市の特徴である、ほぼ小学校区に１館ある地区公民館を活かして、学校や公

民館と連携・協働して活動を進めていく。そのためにも人づくり・つながりづくり・地域

づくりの観点から平塚版地域学校協働活動の展開に向けた協議を社会教育委員会議で行う

とともに、教育力ネットの定例会等で充実した活動に向けた研修を行っていくと答弁した。 
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続いて、「『こども学校応援地域基金』を検討してはどうか」との質問に対し、帯広市

の「こども学校応援地域基金」は、ふるさと納税を活用した基金であり、これを財源とし

た交付金により、子育てや子供・教育に関するボランティア活動を行っている取組に対し、

資金的な支援を行うものである。 

本市では、教育力ネットへは委託料の支出を含めて、活動の支援を行っている。また、

寺子屋等の民間の自主的な取組については「平塚市市民活動推進補助金」により、活動の

推進を行っているところである。既存制度の充実を図りつつ、今後も教育力ネットや民間

団体とは、情報共有を図りながら地域ぐるみで子どもたちを育てる取組を進めていくと答

弁した。 

しらさぎ・無所属クラブの端文昭議員からの「社会教育施設等及び今後の管理運営につ

いて」のうち、「図書館」における「業務委託等の進捗状況」との質問に対し、平成 30年

３月に民間活力を導入する方針として「平塚市行財政改革計画（2016-2019）」に位置付け

て、業務委託等の取組を進めることとした。現在、中央図書館は、令和２年度からの窓口

業務委託に向けて、業務を洗い出し、直営で実施するものと民間に任せるものとの仕分け

を進め、事業者の選定に向けた準備を進めている。地区図書館は、令和４年度からの指定

管理者制度導入に向けて、業務の洗い出しなど導入に向けた準備を進めている。移動図書

館については、現在、必要性の検討を進めていると答弁した。 

続いて、「図書館協議会、社会教育委員会議の関わり」との質問に対し、図書館協議会

では、民間活力活用の検討を開始した平成 27年度以降、図書館の運営形態について議題と

して取り上げた。委員からは「図書館の方向性を継続して考えるために中央図書館は直営、

地区図書館は限られた財源等の中でサービスを向上させるために指定管理者制度導入も考

えられるのではないか。」「調べものの支援といった『レファレンス業務』については、

専門性があり、図書館の根幹となる業務のため、委託になじまないのではないか。」等の

意見をいただき、本市の図書館運営に反映させている。今後も、より良い図書館サービス

が提供できるよう、引き続き図書館協議会に諮り、いただいた意見を反映させていくと答

弁した。 

続いて、「市民への周知や関わり方の現状と今後は」との質問に対し、図書館における

民間活力の活用の取組については、「平塚市行財政改革計画（2016-2019）」に位置付ける

とともに、本市のホームページに取組結果を公表している。民間活力の活用は、現在の図

書館サービスを維持しつつ、更なるサービスの向上を図ることを目的に進めており、今後

も、図書館協議会に意見をいただきながら施策に反映するとともに、市民に理解をいただ

けるよう努めていくと答弁した。 

続いて、「公共図書館への民間委託等の導入の評価、課題の把握」との質問に対し、人

口減少が避けられない中、限られた財源で持続可能な行政サービスを提供し続けるには、

より一層の効率的・効果的な行政サービスの提供に向けて、見直しを進める必要がある。

図書館においては、先進自治体の取組を参考に、民間で実施した場合の効果等を比較検討

したところ、民間による業務の実施がより効率的・効果的であると見込めたことから、民

間活力を活用する方針とした。 

課題としては、民間事業者との契約等の期間が３年から５年になるため、業務の継続性

をどのように確保していくかが課題となる。そのため、窓口での応対やノウハウ等につい
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ては、マニュアルを整備し、継続性が担保できるよう工夫をしていくと答弁した。 

しらさぎ・無所属クラブの金子修一議員からの「崇善公民館建物の問題点」における「改

善への見解を伺う」との質問に対し、防音問題については、音を発する利用団体が多い時

間帯には、各部屋から音があふれ、他の空間に影響が生じているものと思われる。今後、

所有者であるリース会社と協議し、可能な限り改善していきたいと考えている。 

また、ワイファイへの接続については、新たに専用回線を設ける等、環境を整える予定

である。自転車置場の照明については、周囲の住環境や建物の歴史的景観の雰囲気に配慮

しながら、明るさの確保に努めていきたいと考えていると答弁した。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

 小・中学校のトイレの整備についての質問に対して、「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

ている」、「整備を加速していきたい」との答弁をしているが、これは学校現場としてもよ

いことであると思った。現在、具体的に何か計画はあるのか。 

 

○学校教育部長 

現状では、10年間で学校が求める和式として残しておくもの以外、全て洋式化するとい

う計画である。概ね 90％の洋式化率になることを目指していく。 

 

○目黒委員 

 学校現場では、切実な問題であると思うので、推進をお願いしたい。 

 

（２）教育研究所主催 夏期研修事業報告 

 

【報告】 

○吉野教育長 

令和元年度の夏季休業期間に実施した教育研究所主催の事業について、概要及び結果を

報告するものである。詳細については、教育研究所長から報告する。 

 

○教育研究所長 

まず、８月６日に開催した「平塚市教育講演会」について、今年度も中央公民館で午前、

午後の２回開催で実施し、676人に参加をいただいた。講師の鎌田先生には、「こころ元

気に仕事をするには～教師の元気、子供たちの笑顔のために～」という演目で、職場の空

気づくりやコミュニケーションの取り方について、具体例を基に話していただいた。参加

者からも好評で、実りある教育講演会となった。 

次に、「新採用教員宿泊研修会」について、教員としての指導力の育成を図るため、講

話や演習、班別協議等を２日間にわたって実施しているものである。班別協議では、グル

ープ毎にテーマを決め、これまでの指導の悩みやこれからの指導のアイデア等、活発に協

議した。２日目には、協議の続きを行い、内容をまとめて発表をした。新採用教員にとっ
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て今後の指導の参考となる発表となり、充実した研修となった。 

次に、「研究教室」について、今年度は９講座の開催となった。学習指導要領や最新の

教育情勢、授業ですぐに使える活動等、幅広い内容で研修を実施し、528人の先生方に参

加いただいた。昨年度の反省を踏まえ、新たな講師依頼をする等の対応もあり、昨年度よ

りも 188人多かった。 

次に、「ICT活用研修会」について、タブレット型端末を使った授業作り及びオフィス

系アプリを使用した文書作成研修を行った。タブレット端末については、小・中学校に配

備したタブレット全台にそれぞれ付帯している授業支援アプリについて希望する先生方に

研修会を行った。また、オフィス系アプリとは、一般的に活用されているワープロソフト

についての研修であった。それぞれ研修は、端末を実際に使用しながら行った。 

今後も教職員のニーズに応じた質の高い研修・研究を実施できるよう努めていきたいと

思っている。 

 

【質疑】  

な し 

 

（３）第６８回市民総合体育大会の結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

８月 17 日から市内各地で開催された第 68 回市民総合体育大会の成績について、結果報

告するものである。詳細については、スポーツ課スポーツ担当長から報告する。 

 

○スポーツ課スポーツ担当長 

８月 17日、18日、24日、25日の４日間にかけて、第 68回市民総合体育大会を大神ス

ポーツ広場や総合体育館等の市内スポーツ施設等において開催した。この市民総合体育大

会は、市民スポーツの祭典として市内 24地区体育振興会の対抗形式で行っており、今年度

は各地区から 3,748人の参加があった。 

 なお、大会期間は、総合体育館の第一体育室の改修期間中となり、使用できなかったた

め、例年、総合体育館で行われていたバレーボールと卓球の２競技をひらつかアリーナで

実施した。 

得点の対象となる正式種目は、16種目 19競技、得点の対象とはならない公開種目は６

種目６競技を実施した。全種目に参加した地区は、市内全 24地区のうち、花水地区、中原

地区、旭北地区であった。 

総合成績では、令和最初の優勝となる今回は６年ぶりに花水地区の優勝となった。準優

勝は、昨年度４位の富士見地区、３位は昨年６位の四之宮地区となった。 

なお、敢闘賞は、６位以内の地区を除き、５位以上順位が上がった地区に授与されるも

のであるが、昨年度 12位で今年度７位の中原地区が選ばれている。昨年度まで５年連続優

勝の旭北地区が４位、前年度２位の金目地区も６位になる等、上位の順位に変動があり、

閉会式の成績発表では、会場が非常に盛り上がった。 
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本大会の一環として第 60回から導入しているニュースポーツ大会のうち、バウンドテニ

スは、６月 23日に開催し、10チーム、72名に参加をいただいた。トリムバレーボールは、

11月 10日に開催を予定しており、現在参加チームの募集を開始したところである。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）その他 

な し 

 

２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第８号 平塚市教育支援委員会委員の委嘱等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平塚市教育支援委員会委員の委嘱等について、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。詳細は子ども教育相談センター所長が説明する。 

 

○子ども教育相談センター所長 

４月定例会において、平塚市教育支援委員会規則第２条第１項に基づき、例年 25人の委

員の委嘱としているところを、24名として委嘱した。これは、児童精神科医師１人を委嘱

できなかったことによるものであるが、この度、米村薫人医師に委嘱させていただくこと

となった。 

任期については、教育支援委員会の開催日時の関係により、９月５日から委嘱したこと

を報告する。 

 

【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 

 

３ 議案第２３号 平塚市教育委員会の点検・評価について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

令和元年度（平成 30年度対象）平塚市教育委員会の点検・評価について、別紙のとおり

公表するものである。詳細は教育総務課課長代理から説明する。 
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○教育総務課課長代理 

はじめに、趣旨として、平成 19年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

が改正され、各教育委員会が点検・評価を行うことが義務付けられたことを記載している。

これを受け、平塚市教育委員会においても、例年、点検・評価を実施し、冊子にまとめ、

公表してきたところである。 

点検・評価の方法については、今年度も３人の外部アドバイザーに出席いただき開催し

た、２回の点検・評価会議の中で助言、指導をいただき、検討・協議を経て、本点検・評

価報告書を作成した。冊子の内容として、まず、「教育委員会について」として、教育委

員会の概要、構成員、教育委員会会議等の開催状況を記載している。 

次に、教育委員会の各事業における「点検・評価」として、重点項目ごとにそれぞれ２

つから３つの分類を表記し、その分類ごとに全事業の概要と自己評価内容を記載した上で、

更に詳細な事業紹介として、いくつかの事業について記載をする構成となっている。 

重点項目１については、「①子どもの学びを推進するための取組み」として 15事業を記

載している。同様に「②支援が必要な子どもに対する取組み」として 10事業を記載し、「③

広く市民が学べる環境づくりの取組み」として６事業を記載した上で、それぞれ評価の一

覧と主な取組内容の紹介を記載している。同様の構成で重点項目２から５についても、そ

れぞれ記載している。 

最後に、参考として、平成 30年度における構成事業について担当課別一覧として記載し

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。 

 

４ 議案第２４号 子ども・子育て支援法第７条第１０項第２号に掲げる幼稚園等に係る平塚市施 

設等利用給付認定等に関する規則について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

幼稚園及び預かり保育事業における施設等利用給付認定に係る申請、有効期間、通知、

その他手続等に関して、必要な事項を定めるため、新たに規則を制定するものである。詳

細は学務課長から説明する。 

 

○学務課長 

令和元年 10月１日から幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴い、子ども・子育

て支援法第７条第10項第２号に掲げる幼稚園及び同項第５号に掲げる事業に係る施設等利

用給付認定等に関し、必要な事項を定めるため、新たに規則を制定するものである。 



－13－ 

子ども・子育て支援法第７条第 10項第２号に掲げる幼稚園とは、私学助成園を始めとす

る子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園のことを指し、同項第５号に掲げる事業とは、

これらの幼稚園で行われる教育課程時間外に教育活動を行うもの、いわゆる「預かり保育

事業」のことである。 

幼児教育・保育の無償化の適用を受けるためには、保護者が施設等利用給付認定を申請

し、その認定を受ける必要がある。この規則では、幼稚園及び預かり保育事業における施

設等利用給付認定に係る申請、認定の有効期間、認定通知その他の手続等に関し必要な事

項を定めている。 

また、第１号様式は、認定、変更を申請する際の申請書、第２号様式は、認定、変更の

申請に対して認定、変更結果を通知する通知書、第３号様式は、認定取消を通知する通知

書の書式を、それぞれ定めたものである。 

 

【質疑】 

な し 

  

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

５ 議案第２５号 平塚市文化財保護委員会委員の委嘱について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市文化財保護委員会委員を委嘱するものである。詳細は社会教育課長から説明する。 

 

○社会教育課長 

文化財保護委員会は、「文化財保護法」第 190条第１項で、市町村の教育委員会に置く

ことができるとし、「平塚市文化財保護条例」第 13条第１項に基づき設置をしている。 

また、同条例では、「保護委員会は文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に

答え、または意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う」、「委員会は７人の

委員をもって組織する」、「委員は文化財について専門の学識経験がある者のうちから委

嘱する」、及び「委員の任期は２年」と定めている。 

今回、委員の任期が令和元年９月 30日で満了となるため、新たに委員を委嘱するもので

ある。委員７人のうち、地域史を専門とされている鈴木建人氏が新任となるが、他６人の

委員については、文化財や歴史等について深い造詣と見識を有しており、これまでも本市

の文化財保護行政の推進のため、貴重な意見をいただいていることから再任となる。任期

は、令和元年 10月１日から令和３年９月 30日までである。 

 

【質疑】 

な し 
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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 平塚市立公民館の設置及び管理等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 

平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正に伴い、規定を整備するもの

である。詳細は中央公民館長から説明する。 

 

○中央公民館長 

本規則改正は、８月定例会で報告した「平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例」

の一部改正を踏まえたものでもある。 

条例第４条において「中央公民館長が地区公民館の館長を兼務するもの」との改正に伴

い、規則第４条に規定している中央公民館の事務分掌についても、第２項第９号に地区公

民館の館長の記載があるため、これを顧問や嘱託員を含む非常勤職員に改めるものである。 

次に、第 21条の運営委員について、第２項に「運営委員は、非常勤とする」と規定して

いるが、運営委員は公民館運営に協力していただくものという実情を踏まえ、常勤、非常

勤といった位置づけはそぐわないことから、この第２項を削除する。 

また、上位法である社会教育法に、「運営委員は教育委員会が『委嘱』する」とあるの

で、「教育委員会が『任命』」とある規定を「委嘱」に改め、第 23 条の職務についても、

「『館長』の求め」とある規定を「『教育委員会』の求め」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９月定例会は閉会する。 

 

（14時 54分閉会） 


