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平塚市教育委員会令和元年１２月定例会会議録 

 

開会の日時 

令和元年 12月 18日（水）14時 

 

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 林 悦子  委員 目黒 博子 

委員 梶原 光令 

 

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 

社会教育課課長代理   鈴木 和幸   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   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 12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 11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） 

○吉野教育長 

訂正等の意見がないので、令和元年 11月定例会の会議録は承認されたものとする。 
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１ 教育長報告 

（１）令和元年１２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 

11月 26日から開催の平塚市議会 12月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、社会教育部長から報告する。 

 

○学校教育部長 

清風クラブの坂間正昭議員から「学校給食について」、「小学校給食費の改定」として、

「どのような判断基準をもって改定金額を決めたのか」との質問に対し、今回の小学校給

食費の改定については、全小学校長と栄養士の代表者等で構成される、平塚市学校給食会

において決定をしたものである。令和２年４月からの小学校給食費の月額は 4,300 円とな

ったが、この金額については、本年 10月に全保護者宛にお知らせを配布して、意見聴取を

行い、そこでの保護者の皆様からの意見を踏まえて、決定した金額となっている。 

現在の給食費は月額 3,800円であるが、これは平成 20年度に 3,700円としてからは、26

年度に消費税率の引き上げの影響により 100 円を増額したのみで現在に至っており、現時

点では、県内 19市の中で最低の月額となっている。 

平成 20年度から今年度までにあっては、給食の主食である米とパン、また牛乳の価格が

上がった分について、「献立や食材の変更・工夫」、「デザート提供回数の削減」等の対策を

取ってきた。しかし、近年の食材の物価上昇もあり、今までの対応では、必要な量や栄養

価等、これまで通りの給食の質を維持していくことが、困難な状況となっている。 

また、学校給食の提供日数は年々増加傾向にあることや、今年 10月の消費税率の引き上

げの影響により、結果的に食材価格本体の上昇が見込まれること等も、改定の一因となっ

ている。そのため、食材の質や安全性を落とすことなく、給食を提供していくために、小

学校給食費を改定することとなったものであると答弁した。 

続いて、「値上げによる未納者が新たに発生しない対策」との質問に対し、現状では、学

校給食会長と学校長の連名による催告文書の送付や、就学援助制度・生活保護制度等の周

知、さらには、学校関係者が家庭を訪問し、保護者と話し合いを行う等、未納の解消に努

めており、平成 30年度の未納率は、0.25パーセントと低く抑えられている。 

来年度の給食費の改定により、新たな未納金が発生することも想定されるが、引き続き、

学校現場と教育委員会の連携を図りながら、給食費支払いの必要性への理解をいただくよ

う努めていくと答弁した。 

続いて、「公会計導入の検討」との質問に対し、学校給食費の徴収や管理に関する業務負

担の軽減等を図るため、学校給食費を市の予算に計上して管理・運営を行う、「公会計化」

については、文部科学省が７月に示した「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」

や、先進市の事例等を参考としながら、研究を進めている。また、各学校での現状の確認

をするための「学校給食費の徴収等に関する調査」を本年９月に行った。 

今後は、現場での混乱がないように、学校現場や関係機関との調整を進め、令和３年度
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からの導入を目指していくと答弁した。 

次に、「中学校完全給食の今後」として、「候補用地決定までの経緯」との質問に対し、  

本年７月に中学校給食の基本方針が教育委員会での会議決定されたことを受け、中学校完

全給食の早期実現に向けて着実に取り組むために設置した、「平塚市中学校完全給食推進本

部」及び「推進本部専門部会」において検討を行い、候補用地を決定した。 

土地の選定にあたっては、下水道や都市ガス等インフラの整備状況や接続道路の状況、

臭気等周辺環境への配慮等の土地の要件を基に、推進本部において、３か所に絞り込みを

行った。さらに専門部会で、この３か所の候補用地の詳細な調査、検討を行い、開発に関

連する関係法令との適合性、取得・整備費用等の比較、早期実現の可能性、配送の効率性

及び将来的な建替の可能性等の論点から総合的に検討した結果、推進本部において、「田村

九丁目」が最適地であると決定をしたものであると答弁した。 

続いて、「今後の予定」との質問に対し、来年度にかけて、本市の中学校完全給食の実施

を含む、持続可能な給食運営等に向けての調査・検討を行い、基本的な考え方をまとめて

いく予定である。 

その内容としては、大きく分けて３つあり、１つ目は、学校給食の基本構想・基本計画

の策定である。学校給食の今後の運営や、調理場と学校施設の整備に関する基本的な考え

方をまとめた、基本構想・基本計画の策定を行う。 

２つ目は、学校施設の調査業務である。配送車からの給食の受入や、校内の配膳ルート

を含む中学校施設の整備内容等を決定するための学校施設の現地調査を実施する。 

３つ目は、PFI 導入可能性調査である。候補用地のほか、中学校施設・調理場整備及び

給食運営の概要を踏まえ、本市にとって最適な事業手法の比較検討を行う。 

また、これらと並行して、共同調理場整備に関する庁内調整や地元への説明を行うとと

もに、学校運営及び給食運営に関する事項について、教職員や保護者等から意見を伺いな

がら、取組を進めていくと答弁した。 

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、「第２期平塚市教育振興基

本計画（奏プランⅡ）（素案）より」として、「児童生徒数の減少による余裕教室の有効利

用と小中連携を含めた統廃合計画の作成」との質問に対し、近年、特別支援学級に在籍す

る児童生徒数は大幅に増えているため、特別支援学級を設置するための教室を確保するこ

とが必要であり、また、個別指導が必要な児童生徒を指導したり、少人数指導を実施した

りするための教室を確保することも必要な状況となっている。一方で、学校は、単に児童

生徒の学びの場という性格だけではなく、保護者同士のつながりの場でもあり、さらに、

地域住民にとってのコミュニティの場であると言える。 

これらのことから、学校の統廃合については慎重な議論が必要であると認識しているが、

少子化の傾向が続くことは十分想定されるので、中長期的な視野に立ち、よりよい学校の

あり方を研究していきたいと答弁した。 

次に、「平塚市中学校完全給食の取組方針について」として、「児童生徒の提供食数をど

のように想定しているのか」との質問に対し、これまで、新たな学校給食共同調理場を整

備する候補用地の要件として、約１万 6,000 食を賄う調理場が整備可能な土地を検討して

きた。 

この食数は、現時点での小学校 21 校分及び中学校 15 校分の児童生徒数や教職員等の人
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数から設定したものであり、今後、児童生徒数は減少傾向であることから、この食数の規

模を上回ることが無いという上限として、示しているものである。 

新たな調理場の規模については、来年度策定を予定している学校給食の基本構想・基本

計画の検討の中で、児童生徒数の将来推計や、教職員等の今後の配置状況も勘案して、最

終的に決定をしていく。また、その後についても、児童生徒数の推計を注視し、共同調理

場だけではなく、単独校方式で実施している小学校７校も含め、全体として提供食数の変

動に対応していくことができる、効率的な給食運営体制の構築を目指していくと答弁した。 

続いて、「事業手法はどのような方法を想定しているのか」との質問に対し、新たな共同

調理場の整備・運営事業については、本市が定める「平塚市 PPP／PFI優先的検討ガイドラ

イン」に沿って、検討及び手続きを進めていく。事業手法については、ガイドラインに示

されているが、PFI導入可能性調査により比較検討し、最終的に決定をすると答弁した。 

続いて、「開場までの大枠のスケジュール」との質問に対し、来年度は、学校給食の基本

構想・基本計画の策定、学校施設の調査、PFI 導入可能性調査を順次進めていく。その後

は、最終的に決定した事業手法により、令和３年度中に整備事業者等の選定を行い、令和

４年度の整備工事の着手を目指して、取組を進めていく。 

なお、中学校給食の提供開始時期については、現段階ではまだお示しをすることができ

ないが、来年度に策定を予定している学校給食の基本構想・基本計画の中で、示したいと

考えている。 

清風クラブの野崎審也議員からの「環境にやさしいまち平塚市の挑戦、ワンチーム」の

うち、「学校など公共施設におけるごみの削減を教育委員会と連携し、どう取り組んでいく

か」との質問に対し、現在、学校や幼稚園では、平塚市わかば環境 ISOに取り組んでいる。

共通メニューには「ごみの減量化」が含まれているほか、独自メニューとして分別による

可燃ごみの削減や給食残量を減らす啓発に取り組んでいるところもあると答弁した。 

次に、「支え合いの共生社会の実現にむけて」のうち、「障がい者の自立や社会参加の促

進、就労機会の拡大などの取組とワークステーション夢のタネの今後の推進について」と

の質問に対し、ワークステーション「夢のタネ」では、スタッフ及び支援員の増員や作業

スペースを拡大するとともに、今年度から、小中学校のそれぞれ１校にスタッフと支援員

を派遣しており、今後も取組の拡大を進めていくと答弁した。 

しらさぎ・無所属クラブの江口友子議員から「誰でも受け入れ安心・安全な避難所を」

として、「指定緊急避難場所で受入拒否が起きた理由は」との質問に対し、指定緊急避難場

所は、居住者や滞在者等に対して、小中学校等を位置付け、お住いの地域及び自治会をも

とに目安となる避難場所を周知している。また、滞在者においては、近くの避難場所を利

用していただくものと考えている。 

このケースは、風雨が強くなる前に、その避難場所の対象区域外の方が来られたため、

その後の避難者の収容人数等を考慮し、対象区域の避難場所に案内したものである。その

ことが避難を拒まれたと受け止められてしまったものと思う。しかし、風雨が強くなった

段階では、避難対象区域に関わらず受入れを行ったと答弁した。 

続いて、「設備や運営についての課題は」との質問に対し、避難場所の一部においては、

体育館で雨漏りや風雨の吹込があり、避難施設として設備面での課題があった。また、避

難所の運営面においては、自治会町内会の役割等といった地域との連携や配慮が必要な方
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の受入れに関すること、資機材・備蓄品といった点に課題があったものと認識していると

答弁した。 

公明ひらつかの秋澤雅久議員から「SDGs の見える化について」として、「学校教育にお

ける SDGsにどう取り組んでいくのか、また、実施計画にどう反映されるのか」との質問に

対し、SDGs は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、世界全体が様々な分野で共

に取り組むべき 17の目標から構成されている。これらの目標は、これまでも教育委員会が

取り組んできた、地域教育力ネットワーク推進事業や、幼保小中連携の推進事業等、「教育

を通じた人づくり」を更に進めることで貢献できることから、これまで以上に教育委員会

各課が、同じ目標に向かって連携して事業に取り組むことが必要と考える。 

このため、今後策定する奏プランⅡにおいては、一人一人の夢や可能性を広げる取組の

推進を目標に掲げ、子どもが実物を見たり、触れたり、体験したりする機会を提供するた

めに、学校教育と社会教育が連携し、美術の体験学習や博物館のプラネタリウムを利用し

た学習といった事業等に取り組んでいくと答弁した。 

湘南フォーラムの出村光議員から「将来の夢ある子どもたちのために」として、「中学校

完全給食早期実現に向けて」のうち、「基本計画の策定、公表時期、及び共同調理場整備の

財源の考え方とスケジュール」及び「市長任期中の工事着手の実現可能性」との質問に対

し、「（仮称）平塚市学校給食基本構想・基本計画」の策定は、令和２年 12月を目指してい

る。策定にあたっては、パブリックコメントを実施し、広く市民から意見をいただく予定

である。また、公表にあたっては、策定後速やかに、様々な広報媒体により、行っていく。 

共同調理場整備の財源の考え方については、学校給食の実施は、施設整備だけではなく、

運営においても多くの財源が必要となる。今後、コスト縮減につながる事業手法について

も精査し、効率的、効果的な施設整備計画及び給食運営を目指すとともに、国の交付金制

度も活用していきたいと考えている。 

共同調理場整備のスケジュールと市長任期中の実現可能性については、令和２年度中に

は事業手法を、令和３年度中には事業者をそれぞれ決定することを想定しており、令和４

年度には共同調理場の工事に着手できるものと考えていると答弁した。 

次に、「諸課題」として、「早期なる小・中学校トイレの洋式化」のうち、「現在のトイレ

の洋式化率」との質問に対し、令和元年度は、花水小学校と神田小学校の大規模改修工事

を行い、今年度末までの洋式化率は 45.37パーセントとなる見込であると答弁した。 

続いて、「洋式化率を高める考え」及び「洋式化に向けての年度ごとの計画」との質問に

対し、現在、トイレの洋式化は大規模改修事業の中で行っているが、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、年度ごとの洋式化率を高めて

いけるよう、トイレの洋式化計画を作成している。 

この計画では、令和５年に洋式化率を 63.3パーセントとすることとしている。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、災害時の避難所としての機能を果たす

ものであると認識しているので、計画に基づきトイレの洋式化を推進していくと答弁した。 

無所属の小泉春雄議員から「平塚市パートタイム会計年度任用職員の導入について」、「移

行対象者の職種と人数」との質問に対し、現在勤務している嘱託員、臨時職員等が移行す

るものと考えている。職種と人数は、令和元年度の状況をもとに想定すると、教育委員会

では、給食調理員やサンサンスタッフ等で約 500人と見込んでいると答弁した。 
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続いて、「来年度予算への対応」及び「期末手当の支給への対応」との質問に対し、パー

トタイム会計年度任用職員には、改正された地方自治法第 203 条の２に基づき、報酬、費

用弁償及び期末手当を支給することとなる。 

期末手当については、６か月以上の雇用が見込まれ、期末手当支給の基準日に在籍する

職員に対し、正規職員に準じて支給する予定である。令和２年度当初予算では、期末手当

の支給に伴う増額分を含め、報酬、費用弁償を計上する予定であると答弁した。 

次に、「諸課題」として、「中学校完全給食の実施に向けて」、「田村九丁目に決まった経

過」との質問に対しては、坂間正昭議員への答弁内容と同様である。 

続いて、「実施までのロードマップ」との質問に対しては、鈴木晴男議員への答弁内容と

同様である。 

次に、「学校周年事業への財政支援を」として、「周年事業を行う学校に何らかの財政支

援を行うことへの見解は」との質問に対し、周年事業については、このように各学校がそ

れぞれ取り組んでいることを、教育委員会としては、まずは尊重し、他方、各学校との連

携の中で資料提供や人的支援等できることがあれば、可能な範囲で協力していきたいと思

うと答弁した。 

無所属の久保田聡議員からの「台風 19 号から見えた災害対策」のうち、「避難所の運営

について」、「避難場所の設備・備蓄品や運営体制は万全であったのか」との質問に対して

は、江口友子議員への答弁内容と同様である。 

 

○教育指導担当部長 

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、「第２期平塚市教育振興基

本計画（奏プランⅡ）（素案）より」として、「障がいのある児童生徒に対し保護者の希望

を叶えるためにどのような対応をするのか」との質問に対し、障がいのある児童生徒につ

いては、障がいの程度や特性に応じた教育を受けることができるよう保護者の意向を最大

限配慮しながら、保護者、学校、教育委員会で丁寧に相談を進めるよう努めている。 

実際に、指導・支援を行う教員に対しては、特別支援教育の専門性と指導力の向上を図

るため、研修会を年３回開催している。また、中学校区を基に市内を６ブロックに分け、

授業実践や小中学校間における指導についての情報共有を内容とした訪問研究会を各ブロ

ック年３回開催し、指導の連携を図っている。さらに、教育委員会の指導主事と特別支援

学校の地域支援担当教諭が小中学校を訪問し、通常の学級も含めた校内支援体制が整うよ

う支援している。 

今後も、通常の学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校がつながりのある多

様な学びの場となるよう、学習環境を整備し、全ての児童生徒に対して、一人一人の教育

的ニーズに応じた教育が提供できるよう、保護者、学校、教育委員会が連携しながら、こ

れらの取組を進めていくと答弁した。 

続いて、「日本語指導と母語と母文化に配慮した指導の具体的内容」との質問に対し、  

園・学校の要請に応じて、日本語指導協力者を派遣している。日本語指導協力者は、各園・

学校の教員と連携し、日本語を母語としない幼児・児童・生徒の基礎的な日本語の指導・

助言を行うほか、日本の生活適応に関する指導・助言や面談での通訳、通知表の翻訳を行

う等、保護者の支援もしている。 
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また、母文化に配慮した指導については、母国の文化や風習、言語等に触れながら、母

国への理解を深め、尊重できるような活動を工夫している。例えば、小学校では、各国を

テーマにした集会や国際交流週間を設け、挨拶、歌や踊り、遊び、料理やお菓子作りの体

験をしたり、運動会での母国語放送を実施したりしている学校がある。中学校では、文化

祭で民族舞踊の披露やスライドによる自国の文化紹介をする等の取組をしている学校もあ

ると答弁した。 

続いて、「プログラミング教育や超スマート社会『Society5.0』をどのように整合し質の

高い教育環境を整備するのか」との質問に対し、来年度から小学校でスタートするプログ

ラミング教育において、５年生の算数や６年生の理科の授業で、タブレット端末を活用し

た授業展開が行えるよう、計画を進めている。 

さらに、小学校教員５名からなる調査研究部会を立ち上げ、学習のどのような場面でプ

ログラミング教育が展開できるかを研究しており、来年度には研究発表を行い、各学校の

教育課程編成の参考にしてもらう予定である。 

また、超スマート社会「Society5.0」の到来に対し、学校教育にコンピュータや情報通

信ネットワークを活用した、情報活用能力の育成を図ることが求められている。小中学校

では、インターネットを活用した調べ学習や、体育や理科の授業において、タブレット端

末を活用し、動画を撮影後、分析・協議を重ねる等の学び合いの活動を取り入れる学校も

増えている。 

今後も子どもたちの情報活用能力等の向上に結び付くよう、プログラミング教育や ICT

機器を活用した授業展開について研究、研修等を重ねていくと答弁した。 

次に、「平塚市立中学校に係る部活動の方針より」として、「中学校部活動指導員につい

て、平塚市のモデル校導入の見解」との質問に対し、昨年２月に策定した、「平塚市立中学

校に係る部活動の方針」では、市教育委員会は、各学校の生徒や教師の数、公務分担等を

踏まえ、部活動指導員を任用し、学校に派遣するよう努める、としている。 

部活動指導員については、部活動地域指導者も含め、今後、「中学校部活動研究推進協議

会」において、学校現場の状況を見極めながら平塚市に合う形を検討していくと答弁した。 

続いて、「地域指導者中学校派遣事業の運用の見直しの見解」及び「全国大会等でベンチ

に入ることができる競技について、地域指導者の交通費と宿泊費の支給についての見解」

との質問に対し、部員数や顧問の競技経験、指導経験等を踏まえた学校からの要請に応じ、

中学校部活動地域指導者を派遣している。指導謝礼は、1日５時間までの指導に対し約1,000

円で、指導者はボランティア的な部分を理解し、指導に当たっている。昨年度は延べ 98人

を派遣し、一人当たり年間平均約６万 6,000 円であった。地域指導者の協力は、指導内容

の充実、教員の負担軽減につながっており、学校になくてはならない存在であり、運用に

ついては現状を維持したいと考えている。 

また、全国大会等で地域指導者に交通費と宿泊費を支給することについては、全国大会

は 47都道府県を８ブロックに分け、持ち回りで大会が開催されている。そのため、開催地

によっては旅費だけでも、一人７万円を超える年もあり、年間の謝礼に加えて全国大会等

についても交通費、宿泊費を負担することは、難しいと考えていると答弁した。 

次に、「災害時の避難場所に指定されている小中学校、熱中症対策も含めて自動販売機の

設置について」、「小中学校に自動販売機を設置することについての見解」との質問に対し、  
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各学校・園では、熱中症対策として、飲み物を持参すること、こまめに水分補給すること、

屋外では帽子を被ること等を子どもたちに働きかけている。さらに、各家庭にアイスパッ

クや凍らせたペットボトルを持参するように呼びかけている学校もある。 

自動販売機を設置した場合、ごみ箱に汚れたままのペットボトルが捨てられ、夏場は虫

が湧く等ごみ処理の問題や、お金の管理に関する児童生徒指導上の課題が懸念される。 

自動販売機の設置については、熱中症対策の１つとして、また、避難所で活用できると

いうメリットもあるので、既に自動販売機の設置を導入している自治体の成果と課題の情

報を収集し、研究していくと答弁した。 

公明ひらつかの秋澤雅久議員からの「SDGsの見える化について」、「新学習指導要領の前

文に掲げられた『持続可能な社会の創り手』のイメージとその育成」との質問に対し、ま

ず、「持続可能な社会の創り手」とは、社会や世界の様々な課題を自らの問題として捉え、

その解決に向けて多様な仲間と学び合い、解決への手立てを探り、実践することができる

人材だと考える。 

そして、「持続可能な社会の創り手」となることが期待される子どもたちの育成には、体

験、探究、課題解決に、より重点を置いた学習者主体の参加型学習、いわゆる「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業を推進することが必要である。また、子どもたち

の「課題解決能力」の育成には、様々な知識を持つだけではなくその知識を活用し、関連

付けて考える力が求められる。そのような視点からも、教育の目的や目標の実現に必要な

内容等を教科横断的な視点で組み立て、学校全体で計画的に教育活動を進めていくことが

重要だと考えていると答弁した。 

続いて、「目標４『質の高い教育をみんなに』と目標５『ジェンダー平等を実現しよう』

に関する施策の展開」との質問に対し、まず、目標４「質の高い教育をみんなに」を達成

するためには、「確かな学力の向上」と「一人一人の教育的ニーズに応え、共に育つことを

目指した指導や支援を充実させていくこと」が、特に大切であると捉えている。  

そのために、幼・保・小・中の学びの連続性やユニバーサルデザインの視点を持った創

意工夫のある分かりやすい授業づくりに取り組む。また、配慮を必要とする児童生徒には、

個に応じた様々な手立ての検討等、指導方法の工夫や教師間の連携について、研修会等を

実施するとともに、指導主事が指導・助言することで、教員の指導力向上を図っていく。 

目標５の「ジェンダー平等を実現しよう」に関しては、人権を尊重した学校教育の確立

に向け、人権教育担当者会において、学校教育における人権教育の具体的なあり方を研究

している。また、学校では、LGBTについて理解を深めるための講演会を開催したり、家庭

科では、家族が協力して家庭生活を支え合うことや体育では年齢や性別、障がいの有無に

かかわらず運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有できるような学習を行っている。今後

も、全ての教育活動において性別等に関係なく、人間尊重の精神が培われるよう支援を行

っていくと答弁した。 

公明ひらつかの上野仁志議員から「地域共生社会の取組みについて」のうち、「インクル

ーシブ教育」として、「通級による指導のこれまでの取組み」との質問に対し、本市では、

通級による指導が国によって制度化された、平成５年度より前の昭和 43年度に、聞こえや

言葉の困難さのある子どもの指導を行う「ことばの教室」を、通級指導教室として崇善小

学校に設置した。平成 18年度には、学校教育法施行規則の改正により、集団生活や周囲と
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のやりとり、感情のコントロールに困難さのある子どもへの指導も対象となったため、平

成 23年度に、崇善小学校に新たに「まなびの教室」を設置した。 

その後、通級による指導の対象となる子どもが年々増加し、通級指導教室が 1 校だけで

は、指導に対する保護者や学校のニーズに十分応えられなくなってきたため、今年度、本

市２校目となる通級指導教室として、「ことばの教室」と「まなびの教室」を勝原小学校に

設置したと答弁した。 

続いて、「通級による指導の充実に向けた取組み」との質問に対し、通級による指導の対

象となる子どもは年々増加し、今年度４月の市全体の人数は、５年前の約 1.5 倍の 197 人

となっている。本人だけでは改善できない困難さを抱えた特別な教育的ニーズのある子ど

もに対し、適切な指導を行うことができるよう、必要な教育環境の整備を進めている。  

担当教員の専門性の向上を図るために、通級指導教室訪問研究会を年４回開催し、障が

いの特性や子どもの実態に応じた適切な指導と必要な支援についての理解を深めるととも

に、指導力の向上を図っている。また、通級指導教室の施設・設備や教材等の整備の充実

にも努めている。今後も、教育環境の整備を進めるとともに、通級指導教室２校の連携を

密にしながら、通級による指導の充実を図っていくと答弁した。 

続いて、「神奈川県のインクルーシブ教育の推進を踏まえた本市の取組みの方向性」との

質問に対し、神奈川県教育委員会では、モデル校を設定し、平成 27年度より４年間、みん

なの教室モデル事業を実施した。 

本市におけるモデル校の指定はないが、日頃の指導の中で、通常の学級と特別支援学級

の担任同士が連携して交流や共同学習を進めたり、通常の学級に在籍する子どもに対して、

特別支援学級等の場所を活用して個別の指導を進めたりする等、インクルーシブ教育を意

識した取組みが行われている。 

また、授業においては、全ての子どもにとって学びやすく分かりやすいものになるよう、

ユニバーサルデザインの視点を取入れた授業づくりに取組む学校も増えている。 

教育委員会としても、これらの取組みが今まで以上に組織的・計画的なものになるよう、

校内体制の整備を支援し、インクルーシブ教育の推進に努めていくと答弁した。 

 

○社会教育部長 

しらさぎ・無所属クラブの江口友子議員から「真に価値ある平塚の実現を」として、「崇

善公民館等複合施設について」、「民間活力（リース方式）は本当に有効か」及び「他の公

民館と比べて利点はあったのか」との質問に対し、崇善公民館等複合施設については、見

附台周辺地区整備事業の一環として、Ａ・Ｃブロックに先行して早期に整備する建物とし

て位置づけられたことから、通常建設よりも設計、建設期間が短いリース方式を採用した

ものである。 

大野公民館と比較すると、まず、構造では、大野公民館が鉄筋コンクリート造であるの

に対して、崇善公民館等複合施設は重量鉄骨造である。重量鉄骨造であると、鉄筋コンク

リート造に比べて、工期が短くなったり、費用を抑制できたりする良さがある。 

建築費については、崇善公民館等複合施設が延床面積約 1,215 平方メートルで４億 303

万 3,000円、１平方メートルあたり約 33万円、大野公民館が延床面積約 994平方メートル

で３億 9,145万 6,000円、１平方メートルあたり約 39万円となる。 
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１平方メートルあたりの差額は６万円であるが、同等の延床面積とした場合には、差額

は約 7,280 万円となる。さらに、賃貸借契約には保守点検費用等が含まれ、より安価に整

備することができている。 

通常建設では、設計や建築、電気設備、衛生・空調工事等を別々に発注するため、入札

や契約等の手続きに時間を要する。一方、リース契約では、これらを一括して発注できる

ため、全体の工期短縮が図られた。設計から完成まで、通常３年程度かかるものが１年半

となり、その後のＡ・Ｃブロックの整備を順調に進めることができていることから、有効

であったと考えていると答弁した。 

公明ひらつかの秋澤雅久議員から「持続可能な行財政運営について 平塚市行財政改革

計画（2020～2023）【１次素案】より」として、「中央図書館の窓口業務委託」との質問に

対し、窓口等業務委託の導入により、現在の図書館サービスを維持していくとともに、受

託事業者が持つ専門性や効率性といったノウハウを活用することで、更なるサービスの向

上を目指していく。 

また、個人情報保護等については、個人情報の適切な保護措置を行っている事業者に付

与される「プライバシーマーク」の取得を要件とするとともに、関係法令や本市の個人情

報保護条例を遵守することを求めている。 

続いて、「地区図書館３館への指定管理者制度導入」との質問に対し、地区図書館３館に

ついて包括的に運営を任せることが有効であると考えている。先進自治体の取組等を参考

にし、更なる市民サービスの向上を図ることにより、誰もが読書に親しみ、学ぶことがで

き、居心地がよいと感じてもらえる図書館を目指していくと答弁した。 

清風クラブの諸伏清児議員からの「地域課題の取り組み」のうち、「四之宮公民館の移設

新設について」、「スケジュール及び規模について」との質問に対し、令和２年度から基本

設計、地質調査、及びさくら幼稚園の解体工事を行い、その後、本年８月に実施した埋蔵

文化財の試掘調査の結果を受け、本格的な発掘調査に入る。発掘調査が終了した後には、

実施設計や開発手続きを経て、建設工事に進み、建物完成後に引越作業を行い、令和７年

度末までの供用開始を目指している。 

新四之宮公民館の規模については、全体の延床面積は縮減となる予定であるが、会議室

等の利用部分については、現施設と同等の規模のものを予定していると答弁した。 

続いて、「新たな拠点としての施策について本市の考えは」との質問に対し、移設新設に

伴い、大野小学校の近隣に学童保育所、公民館、町内福祉村が集約されることになる。「子

ども」を軸として、幅広い年齢層の方々が交流する地域コミュニティの場として発展する

ことも期待される。 

各施設が本来の機能を発揮しながらも、新たな「子どもと地域のふれあい」を図りたい

と考えていると答弁した。 

無所属の久保田聡議員から「本市における図書館の運営と事業内容について」、「今後の

運営方針や事業計画における内容や状況」及び「マニュアルや運営方針の内容」との質問

に対し、現在、平塚市図書館では、今後の図書館のあり方として、図書館の運営方針・事

業内容の方向性を示すものを、策定する作業を行っており、これからの図書館の運営方針

に生かしていくものと考えている。策定にあたり、図書館の現状の整理・課題の洗い出し

を行うとともに、図書館に関する市民ニーズを把握するためにアンケートを実施した。さ
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らに、利用者サービスや事業の検証等の見直しも行っている。 

続いて、「アンケートの実施内容」との質問に対し、図書館の来館者及び無作為抽出した

市民を対象とした調査を、本年９月に実施した。アンケートの調査項目は、「よく使う市内

の図書館」、「図書館の利用頻度」、「利用するサービス内容」、「今後の平塚市図書館が重視

した方がよいと思うもの」、「将来の平塚市図書館への考えやアイデア」の５点となってい

ると答弁した。 

続いて、「子ども読書活動推進計画（第三次）での課題点や問題点を踏まえてこの先の計

画に反映させるべき内容」との質問に対し、現在、第３次計画で出た課題点を踏まえ、令

和２年度から令和６年度までの５か年を見据えた第４次計画の策定作業を行っている。こ

の中で、読書を通じて子どもたちが自ら考え、表現する能力を身につけるための実践型イ

ベントの実施や、乳幼児連れの方が気兼ねなく図書館を御利用していただける「赤ちゃん

タイム」を設ける等の新規事業を６点設定していると答弁した。 

続いて、「民間事業者を募集するにあたり、重要視した点」及び「どのような選定基準を

設けているのか」との質問に対し、民間事業者を募集するにあたっては、審査の方法や基

準等を定めた「平塚市中央図書館窓口等業務委託に係るプロポーザル審査要領」を策定し

ている。この審査要領では、人員体制や業務従事者に対する育成・処遇、サービス向上策、

情報管理等、審査項目を 18点設けている。 

なお、審査項目の「有能な業務従事者の雇用や育成・処遇等による定着性を高める対策」、

また「個人情報等の取り扱いや管理方法」等といった箇所については重要と考え、配点を

高くしていると答弁した。 

続いて、「指定管理者制度導入にあたり、中央図書館はどのような運営体制をとっていく

のか」及び「指定管理者制度導入にあたり、方向性や指針を示して管理を行っていく必要

があると考えるが、その考えは」との質問に対し、地区図書館３館の指定管理者制度の導

入にあたっては、昨年度に策定した「平塚市図書館サービス方針」と、現在策定中の今後

の図書館のあり方に基づいた運営体制を構築することが重要と考えている。 

また、中央図書館に指定管理者の運営を管理・監督する本市職員を配置し、方針等の実

現に向けた運営が積極的に行われるよう、指定管理者との緊密な連携を図り、本市図書館

をより良いものにしていくと答弁した。 

 

【質疑】 

○水谷委員 

 学校のトイレの洋式化について、トイレの環境改善の補助金を活用すると答弁している

が、この補助金はどういったものであるのか。 

 

○教育施設課長 

 トイレの環境改善に要する工事費用のうち、３分の１が国から交付される補助金である。 

ただし、この補助金については、トイレの改修のみが対象となるため、トイレ以外の改修

に要する配管等の工事については対象とはならない。大規模改修工事での改修の場合には、

トイレ以外にも、外壁や屋上の防水等の改修を行うため、工事費用の一部のみが対象にな

る。 
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○林委員 

 給食費の値上げについては、支払の必要性を丁寧に説明して、引き続き子どもたちに質

のよい給食が提供されるようにしてもらいたい。また、就学援助制度・生活保護制度等、

経済的な理由によって支払が難しい家庭への配慮と、単に値上げしたことのみに意見があ

る家庭を棲み分けしたうえで対応してもらいたいと思う。 

別の確認事項となるが、PFI導入可能性調査というものはどういったことを行うのか。 

  

○学校給食課長 

PFIというのは、民間活力を導入する手法であり、例として、民間事業者で建設資金を

用意し、工事及び運営を請け負い、完成後に地方自治体が一定の期間において、工事費の

返済や運営資金を支払っていくといったものがある。これ以外にも、様々な手法があるた

め、今回の共同調理場の整備にあたって、どういった手法がよいのかを研究する調査を進

めていくということである。 

 

（２）令和２年度平塚市立幼稚園募集結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

入園予定者数等の概要を報告するものである。詳細は学務課長から報告する。 

 

○学務課長 

10 月 15 日から入園願書の配布を開始し、11 月 1 日に入園願書の受付を行った結果につ

いて報告する。 

さくら幼稚園と金目幼稚園は、今年度末をもって廃園となるため、ひばり幼稚園と土屋

幼稚園の２園のみ、新入園児を募集した。 

11月 1日の受付状況は、ひばり幼稚園は募集定員 25人に対し応募者 15人、土屋幼稚園

は募集定員 20人に対し４人の応募があり、いずれの園も応募者全員の入園を許可した。定

員に対する応募の比率は、２園合計で約 42パーセントに留まっている。 

また、この他に、支援を要する園児の入園希望者が、ひばり幼稚園で３人、土屋幼稚園

で１人おり、この４人についても入園を許可している。 

なお、各園の欠員分については、現在も引き続き、募集を行っている。 

 

（３）令和元年度平塚市中学校体育連盟主催大会の結果等について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

今年度開催された大会の結果及び反省、スポーツ優秀賞の受賞校及び受賞者の報告をす

るものである。詳細は教育指導課長から報告する。 
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○教育指導課長 

今年度の大会については、11 月 12 日に平塚市中学校体育連盟の運営協議会において、

今年度の事業報告がなされた。今後、12月から来年の１月にかけて、県大会までつながる

協会共催の大会が、バスケット・サッカー・バドミントン・卓球・柔道であるが、平塚市

中学校体育連盟主催の大会は終了したので、事業報告に基づき、今年度の報告をする。 

今年度の平塚市中学校総合体育大会は、七夕開催期間の前後、６月 29 日・30 日、７月

13日・14日の土・日の４日間を中心に開催された。大会期間中、涼しい日が続き、熱中症

の心配は少なかったが、雨の日が多く、屋外の競技日程に影響があった。 

運営面では、種目協会の皆様や東海大学の学生が審判の部分を中心に協力いただき、大

きなトラブルや事故もなく、無事に大会を終えることができた。 

なお、水泳競技、陸上競技、駅伝競走は別日程の開催となっている。 

成績一覧として、団体上位入賞校、右側が個人種目の上位入賞者、また、参加校が１チ

ームまたは２チームの種目、個人種目も参加者が２人という種目がある。 

大会の反省では、運営面の反省事項が各専門部等から出されており、主な事項について

報告する。江陽中学校からは大会後のグラウンドの整備不良。旭陵中学校からは、七夕期

間中の大会開催の要望。サッカーからは、協会と東海大学からの審判派遣で顧問の負担が

大幅に軽減されたこと。バレーボールからは、公営体育館が使用できてよかったこと。ソ

フトボールからは、雨天のため１日３試合の学校があったこと。卓球からは、接戦が続き、

進行が遅れたこと。野球からは、雨天を考えて会場を押さえること。新体操からは平塚市

体操協会等の協力でスムーズに運営できたこと。柔道からは、東海大学の学生審判の協力

でスムーズ運営できたこと。剣道からは、一部教員への負担、空調設備のある会場使用の

要望。バドミントンからは、運営上の課題、水泳競技からは、中ブロック大会と合同開催、

顧問以外の先生方の手伝いでスムーズな運営ができたこと。陸上競技からは、他団体と大

会が重なり、危険な場面があったこと等、それぞれから報告があった。 

けが・事故では、救急搬送は３件あり、鼻血、捻挫、骨折をした生徒もいたが、適切な

判断や対応をしていただいた。 

その他として、サッカーからは、引率顧問が複数いないと、救急搬送時に同乗すること

ができないこと。柔道からは、学生審判の増員要望。剣道からは、東海大学の学生審判に

ついて。バドミントンからは、大会会場へ侵入した方への対応について。水泳競技からは、

保護者から生徒への届け物について。陸上競技からは、足柄上南地区から合同駅伝大会の

要望について等の反省点等が挙げられた。 

次に、秋に開催された、新人戦の日程等と成績一覧である。今年度は、台風 19号の影響

で、剣道、新体操、バスケットボール、野球、サッカー、卓球、バドミントンが中止とな

った。 

運営面での反省では、バスケットボールからは、台風で中止とせず、別日程で実施した

いこと。バレーボールからは、臨機応変に対応し、進行することができたこと。ソフトボ

ールからは、ベンチやネット裏への保護者の立ち入りやビデオ撮影について。ソフトテニ

スからは、放送設備の不具合について。柔道はスムーズ運営ができたこと等、それぞれか

ら反省点等が挙げられた。 

けが・事故では、ソフトボールでの捻挫が報告された。 
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その他として、バスケットボールからは、日程についての要望。バレーボールからは、

顧問の審判技術の課題。サッカーからは、大会会場の課題。ソフトボールからは、保護者

への対応について。ソフトテニスからは、放送設備修理の要望等の課題等がそれぞれから

挙げられた。 

次に、13の専門部ごとの反省では、期日、会場、参加チーム、成績・結果、反省・感想、

運営面、競技面、参加生徒の態度、来年度の要望等があった。その中で、来年度への要望

としては、繰返しになるが、審判の確保、スムーズな運営のできる会場の確保、屋内の種

目については、冷房についての要望、顧問の体制、生徒の出場機会の確保、今後の大会運

営についての課題等が挙げられた。 

総合体育大会、新人戦を含め、今年度及び来年度の理事会で協議し、今後よりよい大会

になることを目指し、取り組んでいきたいと考えている。 

次に、今年度のスポーツ優秀賞受賞者である。11 月 19 日、教育会館において文化優秀

賞とともに表彰式を行った。スポーツ優秀賞は中体連の表彰規定により、「全国大会出場」、

「関東大会８位以内」、「県大会３位以内」、「市総合体育大会において個人で同一種目３年

連続優勝者」、「団体で同一種目５年連続優勝した学校」が対象となる。また、スポーツ優

秀賞には届かなかったが、関東大会出場、県大会８位入賞を対象として、顕著な活躍をし

た学校、個人を成績優秀者としている。 

最後に、大会の延べ参加者数については、市、中ブロック、県、新人戦の大会参加延べ

人数であり、部員数ではなく、10人の部員が３日間、大会に参加したら 30となっている。 

文化の部については、現在、教育指導課から各学校に最終確認をしており、１月定例会

にて報告する予定である。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

 運営面の反省事項では、学生審判により、顧問の負担が大幅に軽減されたことや、スム

ーズに試合をすることができたといったことが挙げられていて、昨年度に比べるとよい方

向になってきているという印象を受けた。これも大会関係者の方々の努力によるものであ

ると思う。 

その一方で、バスケットボールでは、顧問の負担が大きいので、大会規模の縮小といっ

たことが挙げられている。熱中症対策のため、空調がある公共体育館での開催等、限られ

た中での対応になるが、よりよい大会となるように来年度へ向けて検討してもらいたい。 

 

○水谷委員 

 私も東海大学の学生による協力はとてもよいと思っている。確認として、学生はアルバ

イトもしくは、授業の一環で協力を得ているのか。 

 

○教育指導担当部長 

 学生による審判派遣については、中体連から東海大学への依頼、また、以前には神奈川

大学にも依頼していたものである。種目によって、東海大学の各運動部に依頼をして、派

遣を受けるといった仕組みとなっている。ボランティア的な要素が強いが、１回の協力で
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1,000円程度の交通費等を支払っており、授業の一環ではない。 

 

（４）令和元年度神奈川県児童・生徒の問題行動等に関する短期調査について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

今年度４月から９月を対象とした調査について、報告するものである。詳細は教育指導

課長から報告する。 

 

○教育指導課長 

令和元年度神奈川県児童・生徒の問題行動等に関する短期調査、４月から９月までの第

１期について説明する。この短期調査は、暴力行為、いじめ、長期欠席について、短い期

間で把握することにより、問題行動等の長期化・繰返しの防止に係る取組の充実・改善を

目的としている。 

まず、暴力行為の状況について、小学校の総認知件数は 68 件で、前年度より 26 件増加

した。内訳をみると、対教師暴力、児童間暴力が多くなっている。特に、対教師暴力につ

いては、大幅に増加したが、その理由としては、特定の児童が繰返し暴力行為を行ったた

めである。児童が教室離脱をしようとした際、制止をしようとした教師を振り払おうとし

て、結果として暴力行為となるケースが多く報告されている。 

中学校の暴力行為の総認知件数は 10件で、前年度より６件減少した。 

次に、いじめの状況について、小学校のいじめの総認知件数は 1,885 件で、前年度より

319 件増加した。また、中学校のいじめの総認知件数は 299 件で、前年度より 166 件増加

した。各学校においては、これからもいじめの未然防止と早期発見に努めるとともに、い

じめではないかと疑われる事案については、丁寧な初期対応をするよう依頼した。 

長期欠席の状況では、小学校において、15日以上欠席している長期欠席児童の総数は 204

人、そのうち不登校数は 98人となっており、前年度に比べ、増加した。 

中学校においては、長期欠席生徒の総数は 292 人、そのうち不登校生徒数は 189 人とな

っており、前年度に比べ、やや減少した。 

各学校においては、短期調査から読み取れる状況への速やかな対応とともに、暴力行為、

いじめ、不登校の分析を行い、学校の実情、子どもの実態に応じた対応をしてもらうよう

依頼した。 

 

【質疑】 

な し 

 

（５）その他 

な し 

 

２ 議案第２９号 平塚市立中学校に係る部活動の方針の改定について 
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【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市立中学校に係る部活動の方針について改定するものである。詳細は教育指導課長

から説明する。 

 

○教育指導課長 

平塚市教育委員会では、平成 31年２月に、国のガイドラインに則り、神奈川県の方針を

参考にし、運動部と文化部を分けずに標記した「平塚市立中学校に係る部活動の方針」を

策定した。策定にあたっては、平成 29年度に中学校部活動研究協議会で２回協議し、その

中で部活動の実態把握のために、生徒・保護者・教職員にアンケート調査が必要であると

の考えから、市内全中学校の当時の１・２年生、全教職員、各校１学級分の保護者にアン

ケート調査を実施した。 

その実態把握を集約したものを踏まえて、平成 30年度は、中学校部活動研究協議会を３

回開催し、方針をとりまとめ、中学校校長会とも内容について共通理解を図り、教育委員

会平成 31年２月定例会において、方針が承認された。 

今回の改定について説明する。「３ 適切な休養日等の設定（３）休養日 ア 課業期

間中は、原則として週当たり２日以上の休養日を設ける。平日は少なくとも１日、土曜日

及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日を休養日とする。国民の祝日に関

する法律に規定する日（以下「祝日」という。）は、生徒が終日活動できることから、そ

の週の週末に含める。ただし、週末・祝日は、各部活動の状況により、練習場所、公式戦

やコンクールの時期等の条件が異なるため、統一的、定期的な休養日をとることは難しい

ことから、１日ではなく、半日を単位とすることも可能とする（全日の休養日を１日とし、

半日の休養日を 0.5日とするので、半日×２日も可）。」と示している。 

しかし、この半日 0.5日×２日で１日とすることは、国のガイドラインに則っていない

ということが、今年４月に判明したため、今年度各中学校が活動を進めていただく中で、

この半日 0.5日×２日で１日とすることの検証も含めて、中学校部活動研究推進協議会で

その成果と課題を改めて検討を進め、国のガイドラインに則った内容に方針を見直してい

くこととした。 

そして、今年 10月に開催の中学校部活動研究推進協議会での協議を踏まえ、「３ 適切

な休養日等の設定（３）休養日」について、「ア 課業期間中は、原則として週当たり２

日以上の休養日を設ける。平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下「週末」とい

う。）は少なくとも１日を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を

他の日に振り替える。」、「イ 長期休業中の休養日の設定は、課業期間中に準じた扱い

を行う。また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、部活動以外にも多様な活

動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。」と国

のガイドラインに則った表記に改定することとした。 

 

【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。 

 

３ その他 

 

【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 12月定例会は閉会する。 

 

（15時 06分閉会） 


