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平塚市教育委員会平成３１年４月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 31年４月 18日（木）14時 00分 

 

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 

学務課課長代理     渋谷 悟朗   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   中央公民館館長代理   海老沢建志 

スポーツ課課長代理   五島 裕文   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平成 31年４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、平成 31年３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、平成 31年３月定例会の会議録は承認されたものとする。 

 

【非公開審議の発議】 

○吉野教育長 

 審議に先立ち会議に諮る。本定例会に提出されている議案のうち、議案第４号について

は、個人に関する案件であり、公正かつ円滑な人事管理を確保するため、「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。本件の審議を非公開

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、議案第４号については、全ての案件の最後に非公開で審議する。 

 

１ 教育長報告 

（１）平成３１年度教職員の配置状況について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

今年度の市内小・中学校の児童・生徒数、学級数、教職員数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 

 平成 31年４月５日付けとして、神奈川県教育委員会に報告したものである。昨年度と比

較して、小学校では、児童数が普通学級で 277名の減、特別支援学級で 24名の増、全体で

253名の減となっている。中学校では、生徒数が普通学級で 191名の減、特別支援学級で

37名の増、全体では 154名の減となっている。また、学級数は、小学校では普通学級で８

学級の減、特別支援学級で６学級の増となっている。中学校では普通学級で９学級の減、

特別支援学級で５学級の増となっている。 

 県費負担教職員数については、総計として 4.5名の増となっている。 

なお、４月 11日に開催した定例校長会においても、同様の報告を行っている。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

小学校、中学校ともに特別支援学級の児童・生徒が増えてきている。その増加に伴って、

教員の増を含め、介助員の手厚い配置についてもお願いしたい。 
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また、崇善小学校と勝原小学校の通級指導教室について、今年度の児童数と教職員数を

確認したい。 

 

○教職員課長 

小学校の児童数は減っているが、教職員は増えている。これは、特別支援学級に対する

複数配置及び加配として、神奈川県と交渉してきた結果、昨年度以上に加配が付いた状況

となったためである。こうした呼び掛けについては、神奈川県へ引き続き行っていきたい。 

通級指導教室の教職員数については、崇善小学校に 12 人を昨年度と変わらずに配置し、

勝原小学校に３人の加配を付けている。 

 

○子ども教育相談センター所長 

介助員については、今年度４人を増加し、114人の配置となっている。この配置で十分

であるかは、今後検討していかなければならないと考えており、必要に応じて予算要求等

をしていく。 

通級指導教室の児童数については、崇善小学校には「ことば」と「まなび」を合わせて

156人、勝原小学校には 41人、合計で 197人の在籍で今年度開始する。昨年度は 184人で

の開始であったため、比較すると増加している。 

 

（２）その他 

な し 

 

２ 議案第１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】 

○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 

 平塚市心臓疾患判定委員会は、学校保健安全法施行規則第６条第１項に規定されている

健康診断の検査項目のうち、「心臓の疾病及び異常の有無」について、検査結果に基づき

判定し、児童・生徒の適正な管理指導を行うために設置している。当委員会は、平塚市附

属機関設置条例における附属機関と位置付けられており、詳細は平塚市心臓疾患判定委員

会規則で定められている。平塚市心臓疾患判定委員会規則第３条第１項に「委員会の委員

は、医師のうちから教育委員会が委嘱する。」とあり、この規定に基づき、委員５人に平

成 31年５月１日からの２年間、委嘱するものである。 

 

【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。 

 

 

３ 議案第２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 

 平塚市腎臓疾患判定委員会は、学校保健安全法施行規則第６条第１項に規定されている

健康診断の検査項目のうち、「腎臓の疾病及び異常の有無」について、検査結果に基づき

判定し、幼児・児童・生徒の適正な管理指導を行うために設置している。当委員会は、平

塚市附属機関設置条例における附属機関と位置付けられており、詳細は、平塚市腎臓疾患

判定委員会規則で定められている。平塚市腎臓疾患判定委員会規則第３条第１項に「委員

会の委員は、医師のうちから教育委員会が委嘱する。」とあり、この規定に基づき、委員

６人に本年５月１日からの２年間、委嘱するものである。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

４ 議案第３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。 

 

○学務課長 

平塚市結核対策委員会は、学校保健安全法施行規則第６条第１項に規定されている健康

診断の検査項目のうち、「結核の有無」において、健康診断における問診調査と学校医によ

る診察の結果をもとに、結核感染が疑われる児童・生徒の管理方針を検討するとともに、

地域における学校の結核対策の管理方針を検討するために設置している。当委員会は、平

塚市附属機関設置条例における附属機関と位置付けられており、詳細は、平塚市結核対策

委員会規則で定められている。この規定に基づき、委員７人に本年５月１日からの２年間、

委嘱するものである。 
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【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５号 平塚市教育支援委員会委員の委嘱等について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市教育支援委員会委員を委嘱等するものである。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 

平塚市教育支援委員会は、平塚市附属機関設置条例の定めるところによる附属機関とし

て、障がいのある児童生徒の就学に係る支援の在り方について調査・審議するために設置

されており、詳細は平塚市教育支援委員会規則で定めている。 

今回、同規則第２条第１項に基づき、24 人を委員として委嘱又は任命するものである。

また、同規則第２条第２項により、委員任期は平成 31年５月１日から１年となる。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

７ 議案第６号 平塚市博物館協議会委員の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市博物館協議会委員を新たに任命するものである。詳細は博物館長が説明する。 

 

○博物館長 

本市博物館では、博物館法第 20条、平塚市博物館の設置及び管理等に関する条例第 15

条の規定に基づき、博物館の運営に関して館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意

見を述べる機関として平塚市博物館協議会を設置している。平塚市博物館の設置及び管理

等に関する条例第 17条に基づき、６人の委員に平成 30年５月１日から任期を２年として

いるが、そのうち１人が辞任されたため、新たに１人の任命をするものである。任期は、

規定により前任者の残任期間である１年となる。 
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【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

８ 陳情第１号 平塚市立図書館の管理運営体制に関する陳情書について 

 

【説明】 

○吉野教育長 

平成 31年３月 15日付けで「平塚市立図書館の管理運営体制に関する陳情書」が提出さ

れ、教育委員会平成 31年３月定例会において審議を行い、「継続審査」としたことから、

本定例会において再度審議を行う。 

平塚市立図書館の管理運営体制に関する陳情書について審議するものである。陳情書の

内容について、改めて中央図書館長が説明する。 

 

○中央図書館長 

平成 31年３月 15日付けで「平塚市立図書館の管理運営体制に関する陳情書」が提出さ

れ、３月定例会で継続審査となったため、本定例会で審議をしていただくことになる。 

この陳情の趣旨は、「公共図書館は市民が一番利用する公共施設で、利用の仕方も様々で、

地域の重要な社会教育機関でもある。図書館に民間の活力を期待するというような漠然と

した理由で指定管理者制度を導入することに疑問を持つ。何年から導入というような期限

を決めたやり方ではなく、時間をかけて多方面から図書館のあり方を考え、市民の意見を

聞きながら白紙撤回を含めて考えていただきたい。」というものである。 

なお、陳情書の下段に陳情事項として４点の記載があるが、このことについては、平成

31年２月 12日付けで、市民部市民情報・相談課が所管している「市民の声」要望書とし

て受け付けており、平成 31年３月 14日付けで、平塚市長名で別途回答していることを申

し添える。 

 

【審議】 

○吉野教育長 

 ただいま、中央図書館長から陳情の内容等についての説明があったが、各委員からの意

見を伺う。 

 

〇荒井委員 

 図書館に指定管理者制度を導入すると決めた経緯を教えてもらいたい。 

 

〇中央図書館長 

本市では、平成 27年 10月 26日に公表した「民間活力の活用に係る具体的業務の方向性

について」の中で、17 業務のうち、図書館業務を含めた 11 業務を「業務内容や他市の事
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例等から考え、本市特有の事情で大きなデメリットが生じなければ、民間委託を前提とし

て検討を進める業務」として位置付けた。検討の結果、平成 30 年３月 26 日に本市が策定

した「民間活力の活用に係る具体的業務の取組方針について」の中で、市民課の窓口業務、

ごみ収集業務、図書館業務等９つの業務で民間活力を活用する方向性とした。この中で、

地区図書館の３館は、指定管理者制度を導入する方針、中央図書館は、窓口業務委託を導

入する方針として示している。併せて、「平塚市行財政改革計画（2016-2019）」にもこれら

のことを位置付けている。 

 

〇荒井委員 

民間活力の活用にあたって、どのような内容を検討したのか。 

 

〇中央図書館長 

各地区図書館の実施体制が今どうなっているのか、また、どの程度の経費がかかってる

のか、といった現状の体制把握、他市で指定管理者制度を導入している図書館へ視察して

の状況把握及び他市での事例を基にした指定管理者制度導入による効果や影響等を検討し

た。 

 

〇目黒委員 

指定管理者制度の導入による効果や影響について検討したとのことであるが、この制度

を導入する方針とした理由はどのようなことなのか。 

 

〇中央図書館長 

今後、人口減少や社会情勢の変化、生産年齢人口の減少による税収の低下や高齢化率の

上昇等により、本市においても、人口減少社会への順応に向けた取組の早期着手が喫緊の

課題となっている。同様に、図書館においても、利用者数や貸出点数、図書資料購入費の

減少、図書館施設の老朽化といった課題に直面している中で、現在のサービスを維持し、

更に市民サービスの向上を図り、市民からより親しまれる図書館へどのようにしていくの

かを考えていく必要がある。 

 民間事業者がこれまで蓄積してきた様々な手法を生かし、独自の運営を行うことで、図

書館利用者の増加につながる効果はもちろんのこと、他の図書館勤務経験を持った職員の

配置により、これまでにない新たな視点での図書館運営も可能になることから、地区図書

館への指定管理者制度を導入する方針とした。 

指定管理者制度を導入することによって、民間事業者のノウハウを生かした事業運営、

相談業務、講座の企画等により、図書館利用者の増加、事務の効率化が見込まれる。また、

柔軟な人員配置を行えることで、それぞれの図書館の実情に合わせたより適切な対応が図

られ、利用者の満足度向上等、サービス向上が見込まれる。 

 

〇目黒委員 

民間事業者の様々な手法を活かした独自運営を行うことで、図書館利用者の増加や満足

度の向上につながり、その部分がメリットになるとの説明であったが、具体的には利用す
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る市民にとっては、どのようなことが良くなってくるのか。 

 

〇中央図書館長 

 他市の図書館の事例ではあるが、開館日数を増やしたり、開館時間を延長したりするこ

とで、利用者の利便性が向上する。あるいは、民間企業ならではの独自の発想による図書

に関連した市民を対象とした講座や事業を実施することで、新たな図書館利用者の発掘に

つながっている。こういったことがメリットであると考えている。 

 

〇林委員 

これまでの説明では、指定管理者制度の導入のメリットについて伺ってきた。その一方

で、陳情書には「デメリットも多くある」との指摘があるが、デメリットはあるのか。あ

るとしたら、どのようなことがデメリットとして考えられるのか。 

 

〇中央図書館長 

 デメリットということよりも、課題として捉えているものとしては、指定管理者の指定

期間が原則５年間となっているため、業務の継続性をどのように保ち続けていくのかを検

討していく必要があると思っている。 

具体的な例としては、所蔵資料の把握や地域の実情に精通し、様々な読書相談や資料要

求に、迅速かつ的確に対応できるようにすることが挙げられる。 

 

〇林委員 

私は、大学に勤務しているので、大学の図書館等では、調べ物をするときに優秀な司書

の存在は欠かせない。同様に、市立図書館では、地域の実情に精通していることも非常に

大切であるということが分かった。 

ところで、その前に説明があった業務の継続性について、これを課題とするのであれば、

それに対する対応策はどのように考えているのか。 

 

〇中央図書館長 

 指定管理者の業務が適正に行われている場合には、同じ事業者が指定を受けて、引き続

き運営することもあるが、仮に事業者が交代するようなことがあったとしても、業務マニ

ュアル等をきちんと整理して、漏れがなく引継ぎができるように、事業者の募集における

要項等にも明記したいと思っている。 

 

〇水谷委員 

 中央図書館は窓口業務における業務委託で、地区図書館３館では指定管理者制度導入と

いうことであるが、どのような違いがあるのか。 

 

〇中央図書館長 

 業務委託は、市が行政責任を果たすうえで、必要な監督権を留保し、事業等の全部また

は一部を民間企業や市民団体、NPO 団体等に委託するものである。委託する業務内容を仕
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様書等で示して、その範囲内で業務を委託する。民間企業のノウハウ等を活かし、業務の

効率化やサービス向上が期待できるところである。 

一方、指定管理者制度とは、公の施設の管理について、民間事業者を含む幅広い団体に

施設の管理を行わせるもので、施設の使用許可等の権限が与えられる。民間事業者のノウ

ハウを活かし、市民サービスの向上と効率的、効果的な運営を図っていくことを目的とし

ている。この制度の導入にあたっては、原則公募により、企画等の提案内容、費用等から、

より相応しい施設の管理者を決めていくことになる。 

 

〇水谷委員 

 中央図書館については、比較的に業務の継続性が担保されやすいと思うが、地区図書館

に指定管理者制度を導入することで、現在の窓口対応のレベルであったり、市民サービス

が低下するようなことは生じないのか。 

 

〇中央図書館長 

 指定管理者制度では、市民サービスの向上と効率的、効果的な施設の管理運営を図るこ

とを目的としている。現在行っているサービスは維持したうえで、それらに加えて事業者

からの提案により、利用者のニーズに合わせた新たなサービスが行われることが見込まれ

る。 

 

〇水谷委員 

 指定管理者制度が導入されたとしても、現在のサービスに変化はないということか。 

 

〇中央図書館長 

 水谷委員の発言のとおり、指定管理者制度を導入しても、現在の図書館サービスが変わ

ることはなく、民間の視点が加わることにより、更にサービスの向上が見込まれる。事業

者からの提案等も含めて、より良い図書館となるよう、しっかりと管理・監督をするよう

にしていく。 

 

〇目黒委員 

学校では、図書館を使った学習も行っている。また、子どもが本に親しむ環境づくりと

いうことで、図書ボランティアの方が学校に来て、読み聞かせをする等、一生懸命に活動

されている。 

指定管理者制度に移行した場合、図書館とボランティアや学校とのつながりが途切れる

のではないかと危惧してしまうが、こういった点はいかがであるか。 

 

〇中央図書館長 

 本市では、ボランティアの方を中心に、子どもたちに多くの読書活動を提供していただ

いており、図書館としても非常に感謝している。ボランティアの方々と協力して、今後も

子ども読書活動を推進していくことは、非常に大切なことだと考えているので、事業者に

業務内容を要求する水準書等に、学校やボランティアとの関係が維持されるように示して
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いきたいと考えている。ボランティアの方が活動されていることは、継続して行っていけ

るようにしていく。 

 

〇目黒委員 

その点は是非お願いしたい。ボランティアの方を含め、学校と図書館との関係がいつま

でも良好なものであってほしいと思う。 

 

○吉野教育長 

 私も、子どもたちが本に親しむことができる今の環境は、大事にしていくべきものと考

える。目黒委員と同様、ボランティアや学校、図書館との関係は、指定管理者制度が導入

されても変わらずに、良好なものでなければならないと私自身も思っている。 

 

〇荒井委員 

指定管理者制度を導入するのは、2022年度からということであるが、この時期でなけれ

ばいけないのか。 

 

〇中央図書館長 

 導入時期については、冒頭でも触れたとおり、今後、人口減少や社会情勢の変化、生産

年齢人口の減少による税収の低下や高齢化率の上昇等により、本市においても、人口減少

社会への順応に向けた取組の早期着手が喫緊の課題となっている。今後も継続的に現在の

図書館サービスを維持しつつ、新たなサービスを行っていくためには、今から対応策を取

り入れていかなければならないと考えている。 

 

〇林委員 

陳情書では、「市民の意見を聞きながら白紙撤回を含めて考えていただきたい」と強調し

て示されているが、市民の意見を聞くためにどのようなことを考えているのか。 

 

〇中央図書館長 

 図書館には、図書館の行う図書館奉仕について、館長に対して意見を述べる機関として

「図書館協議会」という附属機関がある。指定管理者制度の導入に向け、この図書館協議

会において、積極的に進捗状況を報告していき、意見を伺っていきたいと思っている。ま

た、既に計画を公表していることから、市民から意見や質問等があった場合には、随時対

応していく。 

なお、導入後の話になってしまうが、本市の「指定管理者制度導入施設のモニタリング

指針」においては、サービスの評価として、毎年、利用者アンケート等で満足度を把握す

ることとしているので、その中でいただいた意見にも真摯に対応していく。 

 

〇林委員 

冒頭の説明では、陳情事項としての４項目については、既に平塚市長名で回答している

との説明があったが、どのように回答しているのか確認したい。 
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〇中央図書館長 

 回答については、陳情事項の順番に回答書に記載したとおり申し上げる。 

 「１ 平塚市立図書館のビジョンを示してください」については、本市図書館が将来に

わたって提供するサービスについて規定した「平塚市図書館サービス方針」を平成 30 年

12月に策定しました。これは、本市図書館が市民の豊かな暮らしを実現するため、次の８

項目を目標として、サービスを提供するという方針を示したものです。「①子どもから大人

まで、読書に親しむ環境をつくります」、「②だれもが知的欲求を満たすことができる、学

びの場を提供します」、「③情報化・デジタル化に対応した資料や情報の提供をします」、「④

市民が抱える課題の解決につながるサービスを実施します」、「⑤来館者に居心地がよいと

感じてもらえるよう努めます」、「⑥地元に根差し、平塚の魅力や歴史、文化に関する情報

を発信します」、「⑦学校や地域と連携し、生きる力の養成をはかります」、「⑧図書館への

関心を深め、愛着を持っていただくよう努めます」。 

次に、「２ 今後直営による図書館の管理運営ができない理由を示してください」につい

ては、今後、人口減少や社会情勢の変化、生産年齢人口の減少による税収の低下や高齢化

率の上昇等により、本市においても、人口減少社会に向けた取組の早期着手が喫緊の課題

となっています。図書館においても、貸出点数や利用者数、図書資料購入費の減少、図書

館施設や移動図書館車の老朽化といった課題に直面しています。限られた財源の中で、現

在の図書館サービスを維持しつつ、新たなサービスを行っていくためには、包括的に運営

を任せることで民間事業者の様々なノウハウを広く活用することが有効であると考えてい

ます。 

 次に、「３ 指定管理会社にどのようなことを期待するのかを具体的に示してください」

については、開館日数や開館時間の延長といった利用者サービスの向上や民間事業者のノ

ウハウを活かした独自企画の展開による利用者の満足度の向上等、図書館利用者の増加に

つながる効果が期待できます。また、地区図書館３館を同一の指定管理者とすることで、

利用状況に応じた人員配置が可能となる他、本市以外の図書館での勤務経験を持った人員

の配置が考えられることから、新たな視点によるサービスの向上が期待できると考えてい

ます。 

 次に、「４ 『図書館の自由に関する宣言』（日本図書館協会）をどう受け止め、どう実

現しようとしているのかを示してください」については、「図書館の自由に関する宣言」は、

図書館存立の基本的な理念を示すものであり、これを実現することは、図書館、図書館職

員の最も重要な責務であると認識しています。この責務を果たすため、日々図書館サービ

スの向上に努めるとともに、市民の皆様にとってより良く、利用しやすい図書館を目指し

ています。地区図書館を指定管理者制度に移行しても、受託事業者には、当宣言の順守あ

るいは当宣言に基づいた運営を求めるとともに、管理・監督をしていきます。 

 以上のとおり回答している。この回答については、繰り返しになるが、当館の考え方を

基に作成し、平塚市長名で回答している。この陳情書の審議結果を示す際には、再度この

４項目の回答を添えたいと考えている。 

 

〇林委員 

 陳情された方は、指定管理者制度に移行すると、様々な図書館サービスの質が低下する
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のではないかという漠とした不安があるように思われる。しかしながら、私の質問に対す

る回答を聞いた限りでは、特に問題はないように思う。どのような図書館にしたいのかと

いうビジョンをしっかりと示しており、全体的には特に問題点を指摘するような要素はな

いと思う。 

 

○吉野教育長 

これまで、陳情書について各委員から質問や意見を伺ってきたが、改めて各委員の意見

を伺いたい。 

 

〇荒井委員 

指定管理者制度は、市民サービスの向上と効果的、効率的な施設の管理運営を図ること

を目的として、現在行っているサービスは維持される訳であり、それに加えて、利用者の

満足度が更に上がることは良いことだと思うので、この陳情書は不採択でよいと思う。 

 

〇水谷委員 

冒頭の説明にもあったとおり、「平塚市行財政改革計画」に基づいて、指定管理者制度を

導入する展開となっているが、引き続き市民からの声に耳を傾けることや、随時対応して

いくことで、導入後も図書館運営はしっかりと進んでいくと説明を聞いた限りでは思う。 

いろいろと難しい問題もあるが、指定管理者制度の導入によって、業務の継続性が失わ

れないことが５年間という期間の中では大切であり、水準書をしっかりと作成して、市が

管理・監督をすることが必要になると感じる。しかしながら、過度の管理・監督によって

は、民間事業者の持ち味がなくなってしまうので、その辺りは留意してもらいたいが、窓

口対応等の水準についても、下がることはないとの説明があったので、私も荒井委員と同

様に、この陳情書については、不採択でよいのではないかと考える。 

 

〇林委員 

平塚市立図書館のビジョンの中でも、平塚市の図書館が市民の豊かな暮らしを実現する

ために、８つの目標を持ってサービスを提供していることが明らかになった。また、図書

館の自由に関する宣言をもとに、日々図書館サービスの向上に努めることと、市民が利用

しやすい図書館を目指しているとの説明もあった。指定管理者制度を導入しても、目指す

方向に変わりはないと考えられるので、この場合は不採択でよいのではないかと思う。 

 

〇目黒委員 

いろいろと質問をして説明を受けた中で、社会全体を考えると、人口の減少による税収

の低下や高齢化率の上昇等、人口減少社会に対応した取組を行っていかないと、今のサー

ビスを維持していくことも難しくなってくるのではないかと思う。また、今のサービスを

維持しながら、新たなサービスを行っていくためには、それ相当の新しい対応策を取り入

れていくことも大事なのではないかと思う。したがって、各委員が述べられたように、こ

の陳情書については、不採択でよいかと思う。 
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○吉野教育長 

 各委員から様々な視点で発言をいただいた。平塚市の図書館が実現しようとする目標に

向かって、そして、これからも市民にとって利用しやすい図書館としていくために、必要

な取組であるということだと思う。私も、この陳情書については、やはり不採択というこ

とでよいのではないかと考える。 

以上のことから、本陳情書については、不採択としてよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「不採択」とされた。 

 

９ その他 

な し 

 

【非公開審議】 

○吉野教育長 

 教育長が議案第４号の審議に際し、傍聴者及び関係する事務局職員以外の職員の退室を

発言した。 

 

５ 議案第４号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態への対処方針の決定 

について 

 

【結果】 

教育長及び教育指導課長が提案説明を行い、質疑を経て採決をした結果、全員異議なく

原案どおり可決された。 

 

【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、教育委員会平成 31 年４月定例会は閉会する。 

 

（15時 03分閉会） 


