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平塚市教育委員会令和２年１月定例会会議録 

 

開会の日時 

令和２年１月 23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 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   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２年１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 12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 12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）令和元年度文化関係コンクール等上位入賞者について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

今年度の上位入賞者を報告するものである。詳細は教育指導課長が報告する。 

 

○教育指導課長 

文化コンクールの多くは、夏季休業前に募集がかけられ、夏季休業中に自主的に児童・

生徒が作品づくりに取組み、応募したものとなる。各コンクールの審査内容は、市の選考

会から段階を経て全国へ選出されるもの、はじめから全国規模で募集し選考されるもの、

また、全国までつながらず、県の時点で終了するもの等があるが、１月 17日までに各学校

から報告があった県レベル以上で入賞した作品を報告する。 

小学校では、全国規模のコンクールで 34 点・関東４点・県 92 点の合計 130 点、中学校

は、全国 10点・関東２点・県 24点で合計 36点となっている。時間の関係上、一つ一つの

作品について触れていくことはできないので、上位入賞作品の中から、特徴のあるもの数

点を紹介する。 

はじめに、小学校の部では、なでしこ小学校２年生が、「第 31 回全国児童水辺の風景画

コンテスト」において、今年度の応募数 10,308 点の中から、入賞作品 43 点の一つ、小学

校低学年部門「優秀賞 銀賞」を受賞した。このコンクールは、水辺に出かけた時に発見

や体験したこと、学んだことを描いた作品を対象にしているコンテストである。作品名は、

「ボディボード」で、夏休みに海でボディボードをしたときのことを絵に描き、海や水し

ぶきの様子を表すために、色の塗り方を工夫したとのことである。 

続いて、みずほ小学校６年生が、「第 43回神奈川県福祉作文コンクール」において、小・

中学校合わせて 8,861編の応募作品の中から、小学生の部「神奈川県知事賞」を受賞した。 

このコンクールは、「おもいやり」や「たすけあい」の心を育み、「ともに生きる福祉社

会」の実現を目指して実施されている。入賞作品名は、「いろんな人がいることを知ってほ

しい ～義足を知って広がった世界～」である。義足の人がいたら、優しい言葉や温かい

眼差しで見守ってもらえると嬉しい。また、自分が義足を使うようになって気づいたこと、

伝えたい思いを作文にしたとのことである。 

次に、中学校の部では、土沢中学校３年生が、「第 59 回国際理解・国際協力のための全

国中学生作文コンテスト」で、応募された 2,028作品のうち、予選を通過した 41作品の中

から選ばれた特別賞である、「公益財団法人日本国際連合協会会長賞」を受賞し、春休みに

アメリカのニューヨーク国連本部の視察研修へ派遣される予定である。このコンテストは、

中学生に対し、国際連合についての作文を通して、国際理解・国際協力について考える機

会を提供することを趣旨に開催している。作品は、「性別に関係なく，一人ひとりが輝く国

際社会の実現に向けて自分には何ができるか ～ジェンダー平等を実現するためにわたし



－3－ 

ができること」である。この作文を読んだ人の考えが、一人でも多く、良い方向に向かっ

ていければという思いで書いた。また、国連本部への派遣という素晴らしい機会を与えて

いただいたので、貴重な体験を無駄にしないよう、学んでいきたいとのことである。 

続いて、春日野中学校２年生が、「第 20回全国中学生創造ものづくり教育フェア INかな

がわ」の木工チャレンジコンテスト部門で、「神奈川県知事賞」を受賞した。この大会は、

全日本中学校技術・家庭科研究会が主催し、「生徒作品コンクール部門」・「木工チャレンジ

コンテスト部門」をはじめ、「創造アイデアロボットコンテスト部門」等、６部門のコンク

ールから構成され、中学生が技術・家庭科で学習したものづくりの成果を競う大会である。 

今回、第１位にあたる「神奈川県知事賞」を受賞して県の代表となり、続く全国大会の

一次審査を通過して、１月 25 日・26 日に開催される全国大会に出場することになってい

る。作品名は、「Wander boxes（ワンダー ボクシーズ）」である。イスや踏み台、防犯グ

ッズを収納する箱として、災害時は棚や情報収集するタブレットを置く台としても使用で

きる。また、大人が乗っても大丈夫な強度があり、側面の凹凸によって、２つの箱を安定

させることができるよう工夫したとのことである。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

 子どもたちの発想の豊かさや、頑張りが分かって、とても頼もしく思えた。また、先生

方の日頃の指導や、コンクールの応募にあたって周知や取りまとめ等の苦労にも感謝する。 

 確認として、コンクールの全体的な応募数は増えてきているのか。 

 

○教育指導課長 

 全体の応募数というのは確認できていないが、入賞した作品数ということでは、前年度

に比べて今年度は、若干の減少となっている。ただし、今後も学校からの報告によっては

増加する可能性がある。 

  

（２）令和元年度平塚市市内駅伝競走大会結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

今月 12日に行われた平塚市市内駅伝競走大会の結果について報告するものである。詳細

はスポーツ課スポーツ担当長が報告する。 

 

○スポーツ課スポーツ担当長 

新春恒例の平塚市市内駅伝競走大会「第 66 回地区対抗の部」及び「第 59 回市内実業団

対抗の部」を１月 12日に開催した。 

ShonanBMW スタジアム平塚を午前９時にスタートし、ゴールの山城中学校を目指して、

地区対抗は女子区を含む６区間 32.1 キロメートル、実業団対抗は５区間 29.9 キロメート

ルで行われた。 

地区対抗においては、24 の体育振興会から 22 地区が参加、実業団対抗の部は、11 チー
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ムの参加、オープン扱いのクラブチームが１チーム、今年も友好都市の「伊豆市」が平成

６年度から天城湯ヶ島町であった当時から連続して特別参加し、地区対抗と実業団を合わ

せて計 35チームの参加で行われた。 

大住中学校前の中継所では、第 61回大会から、大住中学校の生徒がボランティアで温か

い飲み物を配布するサービスがあり、毎年大変好評で「支えるスポーツ」としての側面を

大いに感じる大会となった。また、平成 27年度の大会から、市のホームページとは別に開

設している市内スポーツ情報に特化した「ひらつかスポーツナビ」で順位速報を公開して

おり、中継所の順位速報をお知らせした。この速報は、今年度で５年目となり、認知度や

周知の効果等もあり、約 700 件のアクセスがあった。今後も「ひらつかスポーツナビ」を

活用した順位速報の提供を継続していく。 

結果については、富士見地区が４区で６番目にタスキを受けると、４分近くあった差を

詰めて５人を抜いてトップに立ち、５区で区間１位のタイムで後続を引き離し、６年ぶり

11度目の優勝の栄冠を手にした。準優勝は、２区で区間新の走りを見せ、３区で１度はト

ップに躍り出た南原地区、３位は、４区で区間新を出し、６人抜きで追い上げた中原地区

となった。また、上位６位に入賞したチームを除き、前回大会との順位差が５位以上で順

位差が一番あったチームに授与される敢闘賞は、前年度 23 位から 16 位となった松が丘地

区が受賞している。 

実業団対抗の部は、平塚消防Ａが１区でトップを独走すると、そのまま最終区間までト

ップを譲ることなく優勝を果たし、昨年４位の高砂香料が安定した走りで準優勝、前回２

位の横浜ゴムは、５区間中２区間の区間賞を獲得したものの、３位でのゴールとなった。 

なお、オープンの扱いでは、消防Ｂは複数チームの下位チームのため、M＠HIRATSUKAは

クラブチームのため、市役所は区間登録に不備があったためである。繰り上げのあったチ

ームは、地区では６チーム、実業団では４チームであった。 

閉会式では、50歳以上で出場された選手 11名に平塚市陸上競技協会 OBなでしこ会から

メダルが授与された。 

なお、多数回出場として表彰される 20回以上の選手については、該当者はいなかった。 

 

【質疑】 

○吉野教育長 

 今回は、50歳以上の出場が多かった大会であったと思う。 

 

（３）その他 

な し 

 

２ 議案第３０号 第２期平塚市教育振興基本計画～奏プランⅡ～の策定について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

令和２年度から５年間を期間とする、第２期平塚市教育振興基本計画～奏プランⅡ～を

策定するものである。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 

「第１章 平塚市教育振興基本計画について」として、計画策定の趣旨、計画の対象範

囲を記載している。はじめに、計画の位置づけとして、本計画については、本市の総合計

画や教育大綱とも連動した計画となっていることを記載している。また、計画の構成・計

画期間では、今回策定する計画は、国、あるいは県の動向等を見据えつつ、基本的には令

和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間としたことを記載している。 

次に、「第２章 教育を取り巻く現状」では、小・中学校の児童生徒数の推移や小・中

学校の「特別支援学級」児童生徒数の推移、小・中学校の「外国につながりのある」児童

生徒の状況について、また、学校教育施設、社会教育施設について、それぞれの状況を記

載している。さらに、国内外における政策や動向として、学習指導要領の改訂の動向や、

世界的な動きである SDGsや ESD等についても記載している。 

次に、「第３章 計画の方向性」では、計画の位置づけでも説明したが、教育委員会と

しては、本計画を平塚市教育大綱と密接に連動した計画とすることで、より一層の教育施

策の推進を図ることができると考え、第２期平塚市教育振興基本計画の基本理念及び基本

方針には、大綱の基本理念及び基本方針をそれぞれ位置付けることとした。また、計画の

体系図として、各基本方針には、それぞれ、３つないし４つの施策を位置づけるとともに、

施策横断的な取組として、ひらつか教育の持続的な発展に向けた連携の推進という方向性

を明文化している。 

次に、「第４章 基本方針と施策の展開」では、基本方針１に対する現状と課題、施策

の方向性、実績値と目標値を記載している。これを受け、施策１には「確かな学力の育成」

について、施策２には「豊かで健やかな心身の育成」について、施策３には「社会で活躍

するための学びの推進」について、それぞれ事業紹介と関連のあるその他の事業名を記載

している。同様の構成で引き続き、基本方針２及び基本方針３についても記載し、これに

続いて、ひらつか教育の持続的な発展に向けた連携の推進に関する方向性や、連携事業と

して考えられる主な事業を記載している。 

最後に、本計画の策定体制、検討経過、策定に関する組織について、資料編として記載

している。 

 

【質疑】 

○梶原委員 

 小・中学校の「特別支援学級」児童生徒数の推移について、平成元年から比べると急速

に増えており、７割以上の増加となっているが、何か理由があるのか。 

 

○子ども教育相談センター所長 

 このことについては、多くの場面で確認をいただいているが、原因として全体に認知さ

れているものはないと思っている。ただし、国の施策から考えると、平成 19年に障がい児

教育から特別支援教育へと移行したこと等、障がいがある児童・生徒への教育の在り方を

変えたことが影響としてあると思う。具体的には、特別支援学級というのは、障がいの有

無だけではなく、困難さを持った児童・生徒にも支援を行い、それぞれの状況に合った教

育課程とすることが可能になったことが影響していると考えられる。 
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さらに、平成 25年に学校教育法施行規則が改正され、障がいのある児童・生徒は、特別

支援学校に就学することが基本であったが、通常の学級に就学をすることが基本となり、

その中で、市町村において特別な教育が必要であると判断した場合には、特別支援学校や

特別支援学級に就学する、といった修学の在り方に変わったことも影響していると捉えて

いる。 

 

○水谷委員 

 意見、感想として、この計画に限らず、いろいろな計画が策定されている中で、そのほ

とんどが「少子高齢化」ということに対して、何となく問題視するような位置づけとなっ

ている。 

自分としては、その現実を受け入れるべきであると思っており、例えば、「少子高齢化」

によって、子どもたちが減っていくのであれば、より充実した教育を提供していくことが

できるかもしれないことや、先生の担い手が少なくなっている状況も、自然と解決されて

いくかもしれないので、この計画に反映すべきということではないが、「少子高齢化」とい

うことを前向きに捉えていくような風潮があってもよいのではないかと感じている。 

 

○梶原委員 

 外国人英語指導者の学校訪問事業について、これは定期的に行っているのか。子どもの

頃に英語を身近に感じて覚えられるに越したことはない。自分の親族も小学校の頃にイギ

リスに留学して、すぐに話せるようになり、加えてフランス語やイタリア語も日常会話が

身に付いた。ヨーロッパでは、授業において英語だけでなく、近隣諸国の言語も取り入れ

ており、短い時間での習得が可能となったと思う。 

 外国人英語指導者の授業が週１回程度であれば、子どもたちに身に付いてくると思うの

で、充実していってもらいたい。 

 

○教育指導課長 

 今年度も外国語活動については、小学校１年生から６年生まで、授業時数は異なるが全

ての学年で行われている。来年度以降、小学校５・６年生については、外国語が教科化さ

れるが、現状での外国人英語指導者による授業は、授業数の約半数を占めており、学年に

よって異なるが、年間 30時間程度、２週に１回程度となっている。 

 

○目黒委員 

 第４章に記載がある具体的な事業については、それぞれが大切なものであるので、充実

していくことができたら素晴らしいと思った。どの事業においても重要なことであるが、

特に基本方針３における事業は、しっかりとした周知を行い、多くの方々に参加してもら

うことが重要であると思う。周知に関してどのような方法を考えているのか確認したい。 

 

○中央公民館長 

 多様な学習推進事業においては、各地区公民館で「公民館だより」を作成しており、そ

れぞれの地域において活用されている。また、全ての地区ではないが、「ちいき情報局」と
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いうホームページを活用して、公民館が行っている学習機会の情報提供や紹介をしている。 

 

【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１月定例会は閉会する。 

 

（14時 28分閉会） 


