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平塚市教育委員会令和元年１０月定例会会議録 

 

開会の日時 

令和元年 10月 30日（水）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 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 

 中央図書館長      小林 裕治   博物館長        澤村 泰彦 

博物館館長代理     栗山 雄揮   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 10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、令和元年９月定例会及び令和元年 10月臨時会の会議録の承認をお願いする。 

 

（訂正等の意見なし） 

○吉野教育長 

訂正等の意見がないので、令和元年９月定例会及び令和元年 10月臨時会の会議録は承認

されたものとする。 
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【非公開の発議】 

○吉野教育長 

 審議に先立ち会議に諮る。今定例会に提出している「請願第１号 平塚市教育委員会会

議規則第 19条に基づく請願」については、個人の情報に関わる案件であり、公正かつ円滑

な会議の運営を確保するため、「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、この件については、他の案件が終了後に非公開で審議する。 

 

１ 教育長報告 

（１）平塚市立学校における授業中の児童死亡事件に関する検証結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

平塚市立学校における授業中の児童死亡事件に関する検証結果について、その内容を報

告するものである。詳細は教育総務課課長代理が報告する。 

 

○教育総務課課長代理 

 令和元年 10月 11日に、平成 29年 9月 29日付けで教育長から諮問をした内容について、

平塚市立学校事故・事件等調整委員会から答申がなされた。答申の詳細については、検証

報告書に記載をしている。 

検証報告書は、67ページに亘る詳細な検証内容と、12種類の資料が添付されている。具

体的には、事件の基本的な要因、その側面等を詳細に検証していただき、事実認定から意

見をいただいているところである。 

また、３つの項目にわたって、今後の安全対策等に係る 52の提言をいただいている。現

在、事務局としても、この 52の提言を精査し、より安心安全な学校づくりに向けて、スピ

ーディーな対応を図っていきたいと考えている。 

更なる学校の安心安全に向けて、教育委員の皆様からも引き続き、教授いただきたいと

思っている。 

 

【質疑】 

 な し 

 

（２）平成３０年度児童・生徒指導上の諸課題の状況について 
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【報告】 

○吉野教育長 

「平成 30 年度児童・生徒指導上の諸課題の状況について」、その内容について報告する

ものである。詳細については、教育指導課長から報告する。 

 

○教育指導課長 

平成 30年度の「神奈川県児童・生徒の問題行動等調査」をもとに、平塚市内の状況を教

育指導課でまとめたものを報告する。資料は、平塚市のまとめ、文部科学省がまとめた全

国の調査概要、神奈川県教育委員会がまとめた調査結果概要となっている。 

まず、「暴力行為について」では、小学校における暴力の状況の発生総件数は、前年度

に比べて 38件減少し、108件となっている。一昨年度と比べると、79件増加しており、県

でも小学校における暴力行為は、平成 26年度から年々増加している状況である。また、児

童間暴力は、前年度に比べ 30件の増加となった。中学校においては、発生総件数 75件で、

昨年度に比べ４件の増加となった。 

加害者実人数では、学校の管理下、その下の学校管理下以外を合わせると、昨年度に比

べて小学校で 90人増えている。また、中学校では 24人増えている。このことから、複数

回にわたって暴力行為に及ぶ児童・生徒が減少したということが分かる。 

「いじめの状況について」では、平塚市のいじめ認知件数は、小学校で平成 29年度の

1,983件から 1006件増加し、2,986件となった。中学校でも平成 29年度の 289件から 67

件増加の 356件であった。ほとんどの小・中学校で多くのいじめが認知されている。国・

県においても、いじめの認知件数は、大幅に増加しており、これは定義に基づき、各学校

がいじめられたとする児童・生徒の立場に立ち、積極的に認知するようになったことが考

えられる。最もいじめの認知件数が多い学年が、平成 29 年度は小学校３年生であったが、

平成 30年度は小学校２年生となった。県についても、いじめの認知件数のピークが低年齢

化しており、小学校３年生から５年生ということになっている。 

「いじめられた児童・生徒の相談の状況」では、小・中学校ともに、一番の相談先とし

て、学級担任に相談をしているということが分かった。しかし、「誰にも相談していない」

に該当する児童・生徒が小学校で 92人、中学校で 177人となり、平成 29年度と比較する

と非常に多くなっている。引き続き、SOSの出し方やいじめを伝えることは当たり前のこ

とであり、遠慮なく相談していくことを、繰り返し伝えてもらいたいと学校に依頼した。 

「いじめの態様」については、「ひやかし」や「からかい」等が小・中学校ともに多く

なっている。SNS上のいじめについても、パソコンや携帯電話等の欄があるが、今後も十

分注意していく必要があると考えている。学校でも、いじめに認知した際に、SNS上のい

じめはないか、念頭に入れておくことも必要であると考えている。また、「いじめの解消

の状況」では、認知されたいじめの解消した割合が、小・中学校ともに増加している。   

「学校におけるいじめの問題に対する日常の取組」、「実態把握のための方法について」

では、各学校には研修会の実施とともに、アンケート調査を効果的に活用し、いじめの実

態把握を進めていくこと、アンケート調査の複数確認を依頼したところである。 

「長期欠席児童・生徒について」では、小学校の長期欠席児童数は 227人、12人の増加
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となった。中学校は 360人で、前年度と同数であるが、全在籍生徒数が減少しているため、

出現率は前年度より 0.08ポイント増加している。 

「不登校児童・生徒について」では、小学校の不登校児童数は、98人で出現率は 0.76

パーセントと、平成 21年度以降では一番高い数値となった。中学校は 251人で出現率は

3.85パーセントと、平成 24年度以降では、やはり一番高い数値となった。平塚市、神奈

川県、全国の不登校児童・生徒の出現率の比較では、年度ごとに見ていくと、平成 28年度

から小・中学校ともに増加し、前年度上回っ上回る結果となっており、神奈川県・全国も

同様の結果となっている。 

「不登校の要因」に関する調査結果では、小学校では「家庭に係る状況」が、68.4パー

セントと最も多くなっているが、中学校では「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が 34.7

パーセントと最も多くなっている。一方、「学業の不振」は、小学校で 4.1パーセントと

なっているのに対し、中学校では27.5パーセントであり、小学校に比べて高くなっている。 

学校には、発達段階によって不登校の要因は様々であると考えられるので、個々の状況

を丁寧に把握していくことを依頼したところである。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

 いじめに関する相談や対応の中で、スクールカウンセラーや相談員がとても大きな位置

を占めているということが、数字の上からも分かった。学校現場からの要望もあるので、

是非ともスクールカウンセラーの常駐、教育相談コーディネーターの専任化について、検

討をお願いできたらと思う。 

  

○荒井委員 

 小学校の暴力行為総数について、加害者延べ人数が、昨年より随分増えていると思うが、

これは統計の仕方が変わったからなのか。 

 

○教育指導課長 

 学校からの話を聞いている中では、子どもたちが暴力的になったということではなく、

おそらく、先生たちは子どもが暴れた時等に抑え込んだ際、子どもに殴られるといったこ

とは、暴力としてはカウントしてこなかったと思うが、今までとは違い、そういったこと

もしっかりとカウントされるようになってきた。いわゆるいじめの件数が増えていること

に似ているような部分があるのではないかとは思う。 

 

○吉野教育長 

 いじめが低年齢化したという話が少しあったが、何か要因として考えられるようなこと

があれば確認したい。 

 

○教育指導課長 

 低年齢化という言い方が正しいかは不明瞭ではあるが、いじめをどこで見つけたかとい

うことに対して、「アンケートで見つけた」ということが非常に多くなっている。そうなる
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と、学校の定義としてアンケートを作っていく中で、嫌な思いをしたら丸をするといった

ことや、少しでも嫌な思いをしたということでも、認知をするということになってきてお

り、小学校低学年の子どもたちが、アンケートに丸をしたら、カウントするような数え方

になってきていると思う。県も全国も同じような年代の件数が非常に増えているので、一

つの要因として考えられる。 

 

○林委員 

 いじめられたときの相談の状況について、複数該当ではあるが、中学生で「誰にも相談

していない」というのが、桁が変わるほど増えている。これもカウントの仕方が影響して

いるのか。それとも別の理由があるのか。 

 

○教育指導課長 

 先程の説明のように、アンケートで丸をするなり、少し嫌な思いをしたという時点で学

校がカウントするというのはあると思う。また、その時点ではカウントするが、おそらく

先生方は、結果について子どもに聞くと、「アンケートでは回答したけれど、特に今は大丈

夫」というようなやりとりをしていると思われる。 

また、「相談をする」ということになると、積極的に先生に声をかけたという考え方にな

るのではないかと思うので、そうした時に、「いじめがあったけど、相談はしなかった」と

いうことが生じてしまうのではないかと推測される。 

 

○林委員 

しっかりと調査をするようになったというところと、相談すれば、その相談した先につ

いても確認するので、それが出なかった時には誰にも相談しなかったということになる、

ということが分かった。大幅な増加であるので、確認をした。 

 

（３）令和元年度夏期特別展「平塚学入門」開催報告 

 

【報告】 

７月 20 日から９月 29 日まで開催された結果を報告するものである。詳細は博物館館長

代理が報告する。 

 

○博物館館長代理 

この特別展の会期は、７月 20日から９月 29日まで、開館日数では 62日間開催した。例

年の夏期特別展よりも、２週間ほど長く開催し、期間中の入館者数は 11,235 人であった。 

特別展の主たる狙いは、「平塚の定番」と言われるテーマを見ていただくことによって、

学問分野や利用者の興味の壁を越えて、いろいろな視点から「平塚」を知り、「平塚」を

楽しんでいただくことであった。 

また、企画の背景には、地域博物館であり、自然分野と人文分野の両方をカバーする総

合博物館である当館の特性を十分に活かす事業を展開したいということに加えて、近年の

博物館に対するニーズの拡大、具体的には、単なる展示施設や社会教育施設としての機能
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にとどまらず、蓄積した情報やノウハウが基礎となって、地域づくりにも寄与していくと

いうニーズにも対応していく姿勢を示した。 

特別展全体のアンケート結果では、多くの観覧者が新しい情報に触れたことを記してお

り、それぞれに興味の幅を広げて楽しんで頂けたという点では、狙った効果が十分に得ら

れたと思う。このことは、図録の頒布数からも窺うことができ、会期期間中の 416冊とい

う頒布数は、これまでの特別展の中でも多いものであった。 

関連行事としては、３回の展示解説、１週間の開館延長と講座を実施したほか、初めて

の試みとして異なる分野の学芸員が議論する「平塚学フォーラム」を２回開催した。普段

の担当内では様々な話が飛び交うが、イベントとして異分野の議論をかみ合わせるのは難

しいところがあり、頻繁に実施するのは難しいが、こちらもアンケートで好評であったの

で、今後も検討していきたいと思う。 

   

【質疑】 

な し 

  

（４）その他 

な し 

 

３ 議案第２７号 令和２年度平塚市公立学校教職員の人事異動方針について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

令和２年４月期の市内小・中学校教職員の人事異動に関して、基本方針を定めるもので

ある。詳細は教職員課長から説明する。 

 

○教職員課長 

10月下旬となり、教職員配置の動きも本格的に始まる時期になってくる。 

基本方針における３点の基本事項として、「適材を適所に配置する」、「全市的視野に

立って教職員の編成を刷新強化する」、「他市町との交流は本人を生かす立場に立って行

う」を大きな柱として進めていきたいと思っている。 

また、実施要領の７つの項目については、神奈川県教育委員会が定めている「県費負担

教職員等人事異動要綱」の内容に沿ったものとなっている。 

今後、この方針の内容に沿って、円滑な人事事務を進め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。 



－7－ 

４ その他 

な し 

 

○吉野教育長 

 教育長が請願第１号の審議に際し、傍聴者及び関係課以外の事務局職員の退室を発言し

た。 

 

【非公開案件】 

７ 請願第１号 平塚市教育委員会会議規則第１９条に基づく請願 

 

【結果】 

教育長及び教育総務課長の提案説明の後、質疑を経て全員異議なく「不採択」と決定さ

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 10月定例会は閉会する。 

 

（14時 54分閉会） 


