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平塚市教育委員会令和２年３月定例会会議録 

 

開会の日時 

令和２年３月 26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   教育施設課課長代理   平田  勲 

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   博物館館長代理     浜野 達也 

美術館館長代理     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３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２年２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 
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訂正等の意見が無いので、令和２年２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。今定例会に提出されている議案のうち、議案第 43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 43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）令和２年３月市議会定例会代表質問及び総括質問概要について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

２月 17 日から３月 17 日まで開催された令和２年３月市議会定例会における代表質問及

び総括質問の第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。詳細については、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 

清風クラブの佐藤貴子議員から「市長に問う」として、「魅力あるまちづくりに向けて」

のうち、「中学校完全給食準備事業」における「今後の進め方」との質問に対し、令和２年

度においては、持続可能な給食運営及び新たな調理場整備・運営についての「学校給食の

基本構想・基本計画の策定」と、中学校 15校の施設整備及び効率的な配送を行うための「学

校施設の調査」、そして、これらを踏まえた「PFI導入可能性調査」を実施していく。 

また、これらの作業は、昨年に立ち上げた、中学校完全給食推進本部を中心とした庁内

での協議のみならず、学校現場や保護者の方たちからの意見聴取やパブリックコメントも

実施していく。その後は、PFI 導入可能性調査の結果に基づき最終的に決定した事業手法

により、令和３年度中には新しい共同調理場の整備事業者等の選定を行い、令和４年度中

の整備工事の着手に向けて、取り組んでいく。 

この学校給食事業については、子どもたちの健康や育ちに関わる大切な事業であるとと

もに、多くの財源を必要とすることから、市民の方々の理解を得ながら、中学校完全給食

の早期実現を目指して着実に事業を進めていくと答弁した。 

続いて、「地産地消を意識付けした食育を推進する必要があると考えるが見解を」との質



－3－ 

問に対し、中学校給食を実施していくにあたり、どのような食育を行っていくのかは、と

ても重要であると認識している。 

現在、小学校の給食においては、給食の食材に地元で生産された農作物を活用するだけ

ではなく、実際に地元の農家や畜産家、漁師の方等を講師として迎え、普段の仕事での苦

労や命の大切さ等の話をしていただくとともに、平塚産の農水産物への理解を深める等の

特別授業を行っている。 

また、給食を実施していない現在の中学校にあっても、食育は授業の中で行われている

が、今後の中学校完全給食の実施を見据えてどのような食育を取り入れていくのか、地産

地消への理解をさらに深めるという観点を踏まえながら、検討を進めていくと答弁した。 

次に、「教育長に問う」として、「平塚市教育大綱について」における「前回策定された

内容を継続した理由」との質問に対し、改定前の教育大綱の理念である「未来の礎を築く

教育のまち平塚」は、持続可能なまちづくりを引き続き進め、子育て世代から選ばれるま

ちにするとともに、未来を担う子どもたちを育んでいくことが必要であるという考えのも

と掲げている。 

この理念は、本市が目指すべき道を示す普遍的な内容であるため、今回の改訂において

も、継続して掲げられている。今後もこの理念のもと、引き続き教育委員会としての取組

を進めていく。 

続いて、「総合教育会議を設置したことによる教育行政への効果」との質問に対し、これ

までも、市長と教育委員会とは、様々な課題を常に共有し、共通理解を図りながら対応を

進めてきたが、総合教育会議は、今まで以上に教育の課題や、あるべき姿を共有すること

に寄与していると認識している。 

今後も、本市の教育行政を推進させるため、総合教育会議における取組をより一層充実

したものにしていくことが必要であると考えていると答弁した。 

次に、「第２期平塚市教育振興基本計画～奏プランⅡ～について」、「実施期間を５年間と

した理由」との質問に対し、教育振興基本計画は、教育基本法に基づき策定しており、国

の教育振興基本計画が計画期間を５年としていることから期間を揃え、今後も国の動向を

注視しつつ、反映できるようにするため、第２期平塚市教育振興基本計画～奏プランⅡ～

も計画期間を５年とした。 

また、次期教育大綱の実施期間は、４年間であることから令和５年度に見直しがなされ、

新たに令和６年度から実施される予定であり、その内容を十分反映した上で第３期教育振

興基本計画を策定する必要があると考え、今回策定した第２期計画については、計画期間

を令和６年度までの５年間とした。 

続いて、「奏プランⅡの特徴」との質問に対し、本計画の策定にあたっては、外部有識者

や学校関係者等を構成員とする教育振興懇話会を設置した。 

懇話会では、これまで以上に教育委員会関係各課や地域との連携が必要であるとの認識

が多くの委員から示されたことから、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た。この方向性は、学校や地域、関係団

体等が、それぞれの強みを生かして連携し、地域社会の持続的な発展を促進するというこ

とであり、今回の計画の大きな特徴であると考えている。 

続いて、「ひらつか教育の持続的な発展に向けた連携を推進する上での課題」との質問に
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対し、この方向性を具現化するためには、教育委員会が進める各事業を通じて学校と地域、

関係団体等が力を合わせて取組むことが大変重要であると考えており、如何に、多くの市

民の方々に各事業に参画していただき、「ひらつか教育」を支える人材を、様々な世代に広

げていくことができるのかが、課題であると考えていると答弁した。 

しらさぎ・無所属クラブの臼井照人議員から「市長に問う」として、「令和２年度当初予

算」における「中学校完全給食準備の進捗状況と今後のスケジュール」との質問に対し、

現在「（仮称）平塚市学校給食基本構想・基本計画」の策定に向けて、作業を進めており、

今年度中に策定支援のための委託事業者との契約を行う。 

その後、令和２年度では、「学校給食の基本構想・基本計画策定」、「学校施設の調査」及

び「PFI導入可能性調査」を実施していく。 

公明ひらつかの永田美典議員から「教育長に問う」として、「第２期平塚市教育振興基本

計画～奏プランⅡ～」のうち、「奏プランⅡが目指す行動の規範」との質問に対し、近年、

社会を取り巻く状況は劇的に変化している。この変化を前向きに受け止め、夢や希望を抱

きながら豊かに生き、地域と関わり、社会の発展をけん引する「人づくり」のために、教

育が果たす役割は極めて重要となっている。 

この認識に立ち、この度、奏プランⅡを策定したが、これまでの教育の方向性を受け継

ぐとともに、より充実した取組となるよう努めていく。 

続いて、「国内外における政策や動向を踏まえた具体的な取組」との質問に対し、SDGs

では教育について、「教育を通じた人づくり」によって、17 の目標すべてに貢献できると

いう認識を持っている。 

持続的な成長や発展を支える人づくりを進めるために、様々な教育施策を推進すること

が、ひいては SDGsで掲げられた目標への貢献や、今後の「人生 100年時代」、「超スマート

社会 Society5.0」を見据え、より豊かに社会を生き抜くことができるような人づくりにつ

ながるものと考えている。 

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を効果的、持続的に発展させ

ていくための手立て」との質問に対し、ひらつか教育の持続的な発展に向けた連携の推進

という方向性を具現化するためには、教育委員会が進める各事業を通じて学校と地域、関

係団体等が連携することが必要であると認識している。 

その上で、如何に、多くの市民の方々に各事業に参画していただき、「ひらつか教育」を

支える人材を様々な世代に広げていくことができるのかが、大変重要であると答弁した。 

続いて、「学校や公民館施設の長寿命化対策を加速すべきと考えるが見解を伺う」との質

問に対し、学校や公民館施設については、高度経済成長期に集中的に整備されており、ほ

とんどの建物が建設から 30年を経過し老朽化が進んでいる。 

現在、施設ごとの長寿命化を図るため、個別施設計画の策定を進めており、策定後は本

計画に基づき改修に取り組んでいくと答弁した。 

湘南フォーラムの山原栄一議員から「令和２年度施政方針について」として、「分野別施

策に関連する取組、他から」のうち、「多くの子どもたちがリトアニア共和国との交流がで

きる様にすべきだと考えるがどのように取り組むのか」との質問に対し、これまで、カウ

ナス市パネムネ小学校、また、アリートゥス市ヨードビングギムナジウムとの交流対象校

である、港小学校や土沢中学校の児童生徒が、それぞれの学校との交流を深めてきた。 



－5－ 

また、リトアニアの各種競技選手等が本市を訪れた際には、児童生徒が、他国の文化、

あるいは、オリンピック・パラリンピックに対して興味関心を深めるため、多くの小中学

校を訪問する機会を設定してきた。今後も、これまでの教育交流をさらに充実させ、子ど

もたちの多様な学びを推進するよう努めると答弁した。 

しらさぎ・無所属クラブの端文昭議員から「『平塚市行財政改革計画』（２０２０-２０２

３）」として、「職員給与費適正化事業」のうち、「住居手当の廃止と小学校給食費無償化の

検討状況」との質問に対し、小学校給食費の無償化については、子育て支援施策の一つで

もあると認識しており、今後も全国の状況等を注視していくと答弁した。 

公明ひらつかの石田美雪議員から「事故から子どもを守る安心・安全なまちづくりを」

として、「安心・安全な学校づくりについて」のうち、「報告書が提出されてから現在まで

の具体的な取組」との質問に対し、平塚市立学校事故・事件等調査委員会から提出された

答申及び検証報告書について、まずは、市内全教職員に周知するとともに、10月の定例校

長会では、その内容について各校の教職員に周知するよう、各学校長に改めて依頼した。 

その後、11月には、臨時校長会を開催し、調査委員会の委員長及び副委員長から、検証

報告書について説明していただいた。 

２月には、年末に実施した、学校敷地内乗入車両等に係る安全確保策等の状況調査の結

果を各校に通知するとともに、改善が必要な調査項目があった学校には、次年度に向けた

検討を依頼した。 

続いて、「学校安全担当の創設」との質問に対し、平塚市立学校事故・事件等調査委員会

からの提言の１つである、「学校安全担当」の創設について、学校安全に関する取組を継続

的なもの、かつ、実効性のあるものとするため組織改正を行い、令和２年４月１日に「学

校安全担当」を新設することとした。 

この設置により、これまで教育総務課や学務課、また、教育指導課が担ってきた学校安

全に係る事務を移管し、学校安全に特化した組織として、より一層、安心安全な学校づく

りに努めていくと答弁した。 

続いて、「学校現場での危機管理や安全意識の啓発」との質問に対し、平塚市立小学校及

び中学校の管理運営に関する規則では、児童生徒の安全の確保を図るため、校長が年度初

めに災害等に対応する学校の防災及び安全管理の計画を作成し教育委員会に報告するもの

となっている。 

各学校では、教育委員会に提出した計画を基に、施設設備の点検や各種避難訓練を含め

児童生徒に対する安全指導を行うとともに、ヒヤリハット等を通じ、教職員の危機管理や

学校安全に係る意識啓発を行っている。教育委員会としても、各校の担当教職員を対象に

した安全対策研修会や心肺蘇生法実技講習会等を実施するとともに、研修や講習を受けた

教職員には、自校の教職員と情報を共有する等、更なる安心安全な学校づくりに努めるよ

う指導助言を行っていると答弁した。 

 

○教育指導担当部長 

 清風クラブの佐藤貴子議員から「教育長に問う」として、「第２期平塚市教育振興基本計

画～奏プランⅡ～について」のうち、「児童生徒数の変化や特徴について」との質問に対し、  

平塚市の児童生徒数は、昭和 58年度をピークに減少傾向に転じ、今年度は約１万 9,000人
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とピーク時の半分近くとなっているが、特別支援学級に在籍する児童生徒数は、平成 11年

度以降、増加傾向にあり、今年度は 580人で、平成 11年度のおよそ６倍近くにまで増加し

ている。 

その背景として、平成 19年施行の学校教育法改正により、特別支援教育の推進が明確に

規定されたことや、特別支援教育に対する保護者の理解が進み、手厚い教育を求めるよう

になった等が考えられる。 

また、近年の国際交流の活発化や社会経済のグローバル化等により、外国籍の児童生徒

300人程度が在籍し、日本語指導の必要な児童生徒も一定数で推移している。 

しらさぎ・無所属クラブの臼井照人議員から「市長に問う」として、「令和２年度当初予

算」のうち、「放課後自主学習教室の成果、増やす理由と場所及び選定方法」との質問に対

し、「放課後自主学習教室の成果」については、学習への意欲の向上、家庭学習の習慣化が

見られた。また、何より参加児童が楽しみながら、自主的に学習できていたことが大きな

成果であり、さらに、保護者と一緒に計画を立てている様子が伺え、子どもとともに自主

学習について考えていただけたことも成果と捉えている。 

「実施校を増やす理由」については、全国学力学習状況調査の結果分析から、学習習慣

の確立が学力の定着に大切であることが読み取れた。放課後自主学習教室を拡充すること

が、本市の子どもたちの「確かな学力の育成」の一助になると考えている。新規実施校に

ついては、現在検討中で、選定方法は地域の方々等で運営していただいている学習支援活

動等がない小学校区を考えていると答弁した。 

次に、「家庭教育支援について」のうち、「学校に期待するものとして、道徳や社会性を

求める声が多く上がっている現状についての見解」との質問に対し、現代の日本社会は、

少子化や都市化、情報化の進展によって、多様な人間関係がある中で、社会性や対人関係

能力を身に付ける機会が減っていることが指摘されている。 

学校教育においては、道徳性や社会性の育成のために、子どもの発達段階に応じた様々な

集団活動、交流活動、体験活動を行っている。一方、「道徳性や社会性の育成」の最も基本

的な要素は、「人と人との関わり」であると考えているので、学校だけでなく、家庭や地域

社会と連携して、豊かな人間関係を築くことも必要であると認識している。 

今後も、家庭や地域社会と連携して、児童生徒の心に響く体験活動の推進を図り、自ら

感じ、考え、他者と対話し協働し、人と関わる喜びを持つ児童生徒の育成に努めていくと

答弁した。 

続いて、「子どもに、家庭の役割、子育ての意義、その他、将来親になることについて学

ぶ機会を提供することについて」との質問に対し、小中学校における家庭科では、３つの

分野「家族・家庭生活」「衣食住の生活」「消費生活・環境」において、日常生活に必要な

理解を図り、それらに係る技能を身に付けることを目標としている。特に、小学校におけ

る「家族・家庭生活」の分野では、「家庭生活と家族の大切さ」「家庭生活を支える仕事」

等について学習し、中学校では、さらに、「幼児の心身の発達と生活」「幼児との関わり方」

「子どもが育つ環境としての家族の役割」等について学習する。また、幼稚園、保育所等

で、職業体験、ボランティア活動等を体験し、幼児の発達の状況や生活の様子、興味・関

心に応じた関わり方を学んでいる。 

今後も、こうした実践的・体験的な活動を通して身に付けた知識や技能を活用し、家庭
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や地域等で実践できるようにしていくことが、子どもたちが将来親になることについて学

ぶ機会になっていくと答弁した。 

公明ひらつかの永田美典議員から「教育長に問う」として、「スタートカリキュラム」の

うち、「本市における『スタートカリキュラム』の位置付け」との質問に対し、「幼児・児

童生徒の発達の段階に応じた一貫性のある教育を推進するため、公私立幼稚園・こども園・

保育所等、小学校、中学校の相互の連携と協力を重視した教育活動に努める」ことを「学

校教育指導の重点及び努力点」に位置付け、生きる力を育む学校づくりに取り組んでいる。 

各小学校では、幼児教育からの接続を意識した学習形態や場づくりの工夫、授業時間の

弾力化等に取り組んでいる。他教科等とのつながりを考えた指導や児童同士が共有、共感

しながら取り組める授業の工夫等もしている。さらに、入学した児童が学校の一員として

の喜びを味わうことができるよう、学校全体で取り組む活動等も実施していると答弁した。 

続いて、「スムーズな移行を実現するための取組」との質問に対し、発達の段階に応じた

一貫性のある教育を推進するため、幼・保・小・中連携学習研究会を実施している。 

就学前教育と小学校の連携をテーマにした研究協議では、「子どもが安心して就学を迎え

られるよう、職員がお互いのことを知り、力を発揮できるように環境を作ってつなげてい

きたい」等の声が寄せられ、交流・連携・接続の推進を図るための工夫や課題等について

活発な意見が交換され、相互理解を深める良い機会となっている。 

幼・保・小・中連携研究講演会を毎年開催しており、今年は「子どもの育ちと学びをつ

なぐ：学校段階等間の接続と進め方」という演題での講演を行ったと答弁した。 

続いて、「実施上の課題」との質問に対し、「スタートカリキュラム」の質の向上であり、

そのために、各学校の特色を生かした教育活動の展開を行い、１年生の担任だけの負担に

ならないよう、学校全体で協力体制を組んでいくこと、必要に応じて地域等外部の協力も

得ながら、効果的な教育活動を推進していくことが大切だと考えている。 

また、幼稚園、こども園、保育所等と小学校の教員等が、互いの教育内容や指導方法につ

いて、より一層理解を深めていくことも大切だと考えている。そのために、幼稚園教育要

領等に示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の周知を図り、それを手掛

かりに子どもの姿を長期的な視点で共有しながら、就学前教育と小学校教育の円滑な接続

を図っていきたいと答弁した。 

続いて、「幼稚園、保育所、認定こども園等と小学校との情報交換」との質問に対し、各

小学校では入学前に、幼稚園等との引き継ぎを通して、子どもの成長の様子等を把握し、

授業の改善や一人ひとりへの支援につなげている。 

本市では、支援の必要な子どもが小学校入学後スムーズに学校生活を過ごせるよう、就

学移行支援や、継続支援、教員や保護者への相談を行っている。 

また、就学前の支援の必要な子どもの保護者に「はぐくみサポートファイル」を配付し

ている。「はぐくみサポートファイル」は、保護者が、子どもの発達のあゆみとして記録す

るとともに、支援機関や学校等へのスムーズな情報提供をサポートし、支援の方法が引き

継がれるようにするためのツールとなっている。 

今後も学びの連続性を意識し、相互の連携と協力を重視した教育活動に努め、子どもや

保護者に対し切れ目のない支援をしていくと答弁した。 

しらさぎ・無所属クラブの渡部亮議員の「公立幼稚園のあり方について」として、「土屋
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幼稚園とひばり幼稚園の募集人数と入園希望者数」との質問に対し、令和２年度の４歳児

は、土屋幼稚園が募集人数 20人のところ入園希望者５人、ひばり幼稚園は、募集人数 25

人のところ入園希望者 18人となっていると答弁した。 

公明ひらつかの石田美雪議員から「健全で、持続可能な学校運営の推進」として、「学校

における働き方改革の推進について」のうち、「教員の負担軽減に関する本市の取組状況に

ついて」との質問に対し、これまで教員の担ってきた事務処理を支援するための学校事務

連携支援室の設置、校務の効率化のための校務支援システムの導入、スクールカウンセラ

ーやサン・サンスタッフ等の配置、校務作業員の複数配置等により、教員の負担軽減を図

るよう支援している。併せて、部活動のあり方や、学校給食費の公会計化についても現在

検討を進めているところである。 

また、次年度は、応答専用留守番電話を学校に導入し、勤務時間外の業務負担軽減を図

るとともに、本市の働き方改革の取組指針についても検討していきたいと考えている。さ

らに、学校現場からの要望が最も強い、教職員の定数増についても、引き続き国、県に強

く要望をしていきたいと考えていると答弁した。 

続いて、「勤怠管理システムについて、どこが主導して小中学校全校に設置されるのか、

また導入のスケジュールについて」のうち、現在、教職員課で運営している、平塚市立学

校教職員安全衛生委員会の中で、カードによる勤怠管理システムを導入し、在校時間の客

観的な把握について検討しているところである。 

既に導入している市町の取組や運用の状況を踏まえ、令和２年度前半に本市としての運

用を整理し、秋以降に全小中学校に一斉に導入していく予定である。その後も実際に運用

しながら来年度内に、課題整理を図っていきたいと答弁した。 

続いて、「年休取得と学校閉庁日について、本市の考えは」との質問に対し、学校現場の

実態として、課業期間中については年次休暇等を取得しにくいという状況があるが、年次

休暇等を長期休業期間中に計画的に取得しようと意識している教員が多いことも、教職員

安全衛生委員会の調査から明らかになっている。 

長期休業期間中の学校閉庁日の設定は、教職員の休暇取得の推進には大変効果的である。

本市では今年度、夏季休業中に３日、冬季休業中に１日、学校閉庁日を設定し、教職員の

休暇取得の推進と、心身の健康の保持増進を図ってきたところである。 

今後も指針の目標を達成するため、校長会等と連携し、教職員が休暇取得をしやすい環

境整備に取り組むとともに、学校閉庁日を適切に設定していくと答弁した。 

 次に、「GIGAスクール構想推進について」のうち、「本市のコンピュータ端末の整備状況」

との質問に対し、GIGAスクール構想が発表される前までは、学習用コンピュータ１台あた

りの人数が、国の配備計画に則り、3.6人となるよう段階的に配備計画を進めてきた。 

小学校 11校には、平成 29年度以降、児童数に応じた数のタブレット端末を 520台配備

している。未配備の小学校 18校には、据え置き型のノートパソコンに加え、タブレット端

末を１校あたり 10台貸し出し、１台あたりの人数は、9.3人となっている。 

中学校については、平成 30年度に全 16校に据え置き型のノートパソコンと、タブレッ

ト端末 1,240台を生徒数に応じて配備しており、１台あたりの人数は 3.5人となっている。 

続いて、「本市の通信ネットワーク環境の整備計画」との質問に対し、GIGAスクール構

想では、校内の高速大容量通信ネットワークや、教室の無線環境整備、充電保管庫の設置
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等、１人１台の端末を利活用するための環境を整備することとされている。本市において

も、全小中学校に対して、国の整備方針に基づき、進めていきたいと答弁した。 

続いて、「４月から開始されるプログラミング教育と現状のコンピュータの活用による１

人１台での授業への対応」との質問に対し、本市では、小学５年生算数の「正多角形と円」

の単元で、正多角形を作図する場面や、６年生理科の「電気の利用」の単元で、プログラ

ミング教育を取り入れた授業展開を行うよう準備している。今年度、情報教育担当教員や

希望教員を対象にした研修会を実施しており、来年度は小学校を訪問し、校内研修を実施

する予定である。 

１人１台端末を使用できるかについては、クラスごとに使用することや、グループごと

に使用する等、学校の事情や授業内容に合わせて効果的に端末を使っていくことで対応し

ていきたいと答弁した。 

 清風クラブの黒部栄三議員から「アクティブラーニングの視点を取り入れた教育の充実

を」として、「新学習指導要領実施に向けた準備の状況と課題について」との質問に対し、 

小学校では、来年度から新学習指導要領が全面実施となるので、「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向け、授業研究会や各種研修会等において、新学習指導要領の趣旨の周知に

努めてきた。 

また、教科として外国語科が加わる他、プログラミング教育も実施することとなる。来

年度 AETを 12人から 13人に増員し、児童が英語に触れる機会の充実を図っていく。プロ

グラミング教育については、プログラミング教育を取り入れた授業展開を行うよう準備し

ており、教員の研修会も実施した。どの学年のどの教科で効果的にプログラミング教育を

展開すれば児童の学力向上につながるかが、課題と考えていると答弁した。 

続いて、「アクティブ・ラーニングにおける ICT活用の現在の状況と課題について」との

質問に対し、各学校の授業では、児童生徒がタブレット端末を使って自ら進んで知りたい

情報を収集したり、授業支援アプリを使って話し合い活動に取り組んだりする等、主体的・

対話的で深い学びにつながるような ICT機器の活用が進んでいる。 

課題としては、日常的に ICTを活用できるような環境の整備と教員の指導力向上が挙げ

られる。学校現場のニーズを的確に捉えながら ICT機器を整備するとともに、研修会を通

して教員の指導力向上に努めていくと答弁した。 

 

○社会教育部長 

しらさぎ・無所属クラブの臼井照人議員から「市長に問う」として、「家庭教育支援につ

いて」のうち、「家庭、学校、地域の方々との連携した活動等で、家庭教育の一層の支援が

重要であると思うが、それに対する見解」との質問に対し、家庭、学校、地域及び行政が

連携し、地域全体で家庭を支え合うことは重要であると考えている。本市では、地区公民

館で乳幼児、小・中学生を対象にした家庭教育学級を開催し、親同士が相互交流できる場

を設けている他、PTA連絡協議会との共催で家庭教育講演会を開催し、自身の子育てを見

つめ直すきっかけを提供している。 

また、平塚市地域教育力ネットワーク協議会による世代を超えた交流で、保護者と子ど

もたちが、地域の方々と繰り返し関わることにより、お互いに顔が見える関係が構築され、

地域のつながりを深めている。今後も、家庭、学校、地域が連携し、地域全体で家庭を支
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え合う環境を整えていくと答弁した。 

公明ひらつかの永田美典議員から「教育長に問う」として、「第２期平塚市教育振興基本

計画～奏プランⅡ～」のうち、「東京 2020オリンピック・パラリンピック閉会後、パラス

ポーツを平塚の売りにできないか」及び「パラスポーツを体験できる場の創出を目指すこ

とはできないか」との質問に対し、パラスポーツについては、ボッチャ競技大会や様々な

種目を体験できる「ひらつかパラスポーツフェスタ」を平成 30年度から開催している。 

ボッチャ競技は、障がいの有無に関わらず、誰もが楽しめることから、各種イベント会

場に体験できる場を設ける等、オリパラ企業連携の会等と連携を図りながら、更なる普及

に努めていきたいと答弁した。 

 しらさぎ・無所属クラブの端文昭議員から「『平塚市行財政改革計画（２０２０－２０２

３）』」として、「図書館業務民間活力導入事業」のうち、「中央図書館窓口業務の委託料及

び派遣人数、市民サービスの向上」との質問に対し、委託料の１年間の予算額は、7,971

万 3,000円である。派遣人数は、30人弱程度になる予定である。 

市民サービスについては、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、今まで以上に利用しやすくなる他、接遇等の専門的な研修を受けた人材が配置

され、居心地が良い等、サービスが向上することを見込んでいると答弁した。 

 続いて、「移動図書館業務の今後の検討及び方針の決定」との質問に対し、これまでに移

動図書館業務の現状と課題の整理の他、個人や保育施設等を対象としたアンケートを実施

し、図書館に行くことが困難な方々が求めているサービス等を調査し、意見をいただいた。 

今後は、その意見をもとに移動図書館の方向性をまとめ、図書館協議会において方針の

検討を行い、令和２年度上半期までに移動図書館のあり方について、方針を決定したいと

と答弁した。 

続いて、「地区図書館の指定管理者制度移行により、どう市民サービスが向上するのか、

財政支出の削減見込、個人情報保護や災害発生時の対応」との質問に対し、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、市民の皆様が今まで以上に利用しや

すくなり、図書館を身近に感じるよう、民間の視点による新たなサービスの向上を図るこ

とができると考えている。 

財政支出の削減見込としては、地区図書館３館あわせて、年間 5,510万 9,000円の削減

効果があるとしていると答弁した。 

湘南フォーラムの府川正明議員から「須賀公民館の建て替えは」として、「取り組みへの

見解について」との質問に対し、須賀公民館は、昭和 57年１月建築であり、新耐震基準に

適合した施設である。耐震診断で問題がなかった公民館については、長寿命化の観点から

維持保全の考え方で管理を行い、外壁等の大規模修繕を進めている。 

このようなことから、須賀公民館の老朽化や、利便性の改善については、大規模修繕の際

に、可能な限り対応して参りたいと答弁した。 

無所属の久保田聡議員から「放課後児童クラブと子どもの居場所づくりについて」とし

て、「放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型運営について、今後の考え方や方向性」

との質問に対し、本市の放課後子ども教室は、既にやわた子ども村と港放課後子ども教室

の２か所で、同一の小学校内等の活動場所において、放課後児童クラブと共通のプログラ

ムに参加できる、いわゆる一体型で実施している。 
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今後、放課後の居場所づくりとして、新たに放課後子ども教室を開設する場合には、放

課後児童クラブとの、いわゆる一体型で事業を進めるよう努めていくと答弁した。 

 

【質疑】 

○林委員 

 児童生徒数の変化や特徴及び放課後自主学習教室の成果、また、家庭の役割について、

この度の新型コロナウイルスの影響で、こうした課題がより鮮明にあぶり出されてきたよ

うに思う。 

家庭や放課後の自主学習教室で子どもが自主的に勉強するために、どのような工夫が必

要なのかという点で、私たちは、子どもが育つ環境としての家族の役割を考えるとき、家

族そのもののあり方が、従来とは違う形態に移行しているということの社会的影響を、こ

の度の臨時休校という教訓から学んだ。 

  若い親御さんたちは、夫婦ともにフルタイムで働いているという家庭が多くなったこと

で、朝早く子どもを保育園に送り出して、それぞれの職場に向かっている。そうした親た

ちが、近い将来には小学生の親になるので、教育委員会としては両親がフルタイムで働い

ているのが常態であるという家庭も主軸にして、家庭学習計画を組み立てる観点が必要で

あるように思う。 

  これに関連して、ICT教育の導入についても、平常時の学校への整備の拡充のみならず、

それを家庭で、どのように学習に取り組めるように繋ぐことができるのか、という観点も

真剣に考えなければならない時期にきているように思う。 

 

○吉野教育長 

 この先、家庭学習をどのようにしていくのかを、関係する課には受け止めてもらい、引

き続き検討していきたい。 

 

（２）令和元年度子ども教育相談センター研修等事業報告について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

令和元年度に開催した各種研修会・研究会の業務報告をするものである。詳細について

は、子ども教育相談センター所長から報告する。 

 

○子ども教育相談センター所長 

令和元年度に開催した子ども教育相談センター主催研修及び研究会として、教育相談・

支援教育研修会を７回、学校訪問事例研究会５校、教育相談コーディネーター担当者会４

回、特別支援教育研修会５回、特別支援学級訪問研究会として、市内全体を６ブロックに

分け、それぞれ３回計 18回実施したものである。 

多くの研修会や研究会において、昨年度よりも参加者が増えており、通常の学級、特別

支援学級を問わず、先生方の支援への意識が高まっていると感じている。 
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【質疑】 

な し 

 

（３）令和元年度就学相談・指導のまとめについて 

 

【報告】 

○吉野教育長 

令和元年度の平塚市教育支援委員会の審査結果について報告するものである。詳細につ

いては、子ども教育相談センター所長が報告する。 

 

○子ども教育相談センター所長 

令和元年度の平塚市教育支援委員会の審査が終了したので、報告するものである。 

平塚市教育支援委員会での審査数は、新就学児と在籍の児童生徒合計で 147人、前年度

よりも９人増加している。 

これにより、３月 25日現在で令和２年度の特別支援学級に在籍する児童生徒数は、五領

ヶ台分校を除き、小学校で 24人、中学校で 25人の増加となり、市内特別支援学級在籍の

児童生徒数は、全体で 604人の見込である。 

また、市内の小学生に対する通級による指導は、今年度よりも 19人増の、216人で開始

する予定である。 

 

【質疑】 

な し 

 

（４）第２０回博物館文化祭の開催結果について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

２月８日から 24日まで開催された結果を報告するものである。詳細については、博物館

館長代理から報告する。 

 

○博物館館長代理 

「博物館文化祭」は、博物館の年間会員制行事や、博物館をベースに活動する研究グル

ープがその成果を、参加者自身が発表する場として、「第 20 回博物館文化祭－ワーキング

グループ活動展示・報告会・実演－」を実施したので、報告する。 

タイトルにあるワーキンググループとは、市民が学芸員とともに地域の自然や文化を学

び、調べ、研究している年間会員制行事のことである。博物館には 16のワーキンググルー

プがあり、約 300 人の市民が会員として参加している。各グループで調べた成果は、博物

館の特別展や出版物等に活用されており、地域博物館の活動を進めるうえでとても大切な

存在になっている。これらのグループが一堂に会し、１年間の活動成果を展示発表する催

しが博物館文化祭である。平成 12 年からほぼ毎年度末に開催し、今回で第 20 回目を迎え



－13－ 

ることができた。 

今年度は２月８日～24日にかけて博物館特別展示室で開催し、主旨として、分野の異な

るグループの方々が、他のグループの活動を知り、お互いの交流を深めること、そして活

動の成果を広く市民の皆様に知っていただくこととしている。各グループから選出された

委員で構成する実行委員会を４回開催し、実行委員会形式で準備を進めてきた。 

期間中の来場者は 2,679人で、昨年よりも増え、まずまずの数字ではないかと見ている。 

展示には９グループが参加した。今回は第 20回の開催を記念し、写真やポスターで過去

の文化祭を振り返る展示コーナーも設けた。 

また、活動報告会を２月 16 日午後に講堂で開催し、８つのグループが口頭で発表した。

活動報告会は文化祭のメインイベントであり、当日は 97人の方が来場し、大変盛況であっ

たが、実演については、雨天のため残念ながら今回は実施できなかった。 

令和２年度も２月に文化祭の開催を予定しており、アンケート結果等も踏まえ、９月か

ら準備を進めていきたい。 

 

【質疑】 

○目黒委員 

 入館者数も多く、盛況であったことが感じられる。ホームページには、会員制のワーキ

ンググループと参加自由の講座や教室が掲載されているが、そういったグループは固定さ

れたものなのか、それとも、それぞれの市民が興味関心を持っているような繋がりで形成

されたものなのか、確認したい。 

 

○博物館館長代理 

 ワーキンググループについては、基本的には年間会員制である。年度当初に募集をして、

１年間同じメンバーで活動することになっている。ただし、定員にゆとりがある場合には

途中からの入会も認めている。 

 参加自由の講座や教室については、参加者の意向で、さらに研究を続けていきたい場合

には、受け皿としてワーキンググループで対応している場合もある。 

 

○博物館長 

質問の主旨として、ワーキンググループの活動期間や新しいグループが形成されている

のかといったことであると思う。主として、ワーキンググループの活動は一つのテーマを

研究して成果が表れてくるまでには３年程度を要する。さらに研究を深めていき、長い場

合には 10年程度続けていくこともある。学芸員の活動状況を考えると、一人でいくつもワ

ーキンググループを持って動いていくことは容易ではないので、一つのテーマでの活動が

終了する５年から６年を目安に、市民の興味関心があることや、平塚市における自然や歴

史から新しいテーマを検討して、ワーキンググループを形成している状況である。 

 

（５）その他 

な し 
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２ 教育長臨時代理の報告 

（１）報告第１３号 平塚市教育委員会職員の勤務時間の割振り等に関する規則の一部を改正 

する規則について 

 

【報告】 

○吉野教育長 

教育委員会職員の勤務時間の割振り及び休憩時間の特例の見直しに伴い、規定を整備す

ることについて、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

細は教育総務課長が説明する。 

 

○教育総務課長 

この改正は、「新型コロナウイルス感染症のまん延防止に係る平塚市の取組方針」により、

職員の感染症予防のため、公務に支障が出ない範囲で時差出勤の取組を実施することから、

教育委員会職員についても、現行の規則について整備を行うものである。 

只今説明した特例の見直しに伴い、第３条（勤務時間の割振り）及び第４条（休憩時間）

において、条文の「職務の性質上」を「職務の性質その他特別の理由」に改正を行うもの

である。 

なお、施行期日は、公布の日としており、今般の新型コロナウイルス感染症のまん延防

止に係る平塚市の取組方針に基づき対応したことから、令和２年２月 26日から実施してい

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 

な し 

 

３ 議案第３７号 令和２年度平塚市教育の方針について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

令和２年度平塚市教育の方針を定めるものである。詳細は教育総務課課長代理が説明す

る。 

 

○教育総務課課長代理 

 第１章「（１）基本的な考え方」、また、「（２）実施計画の位置づけ」にでは、本実施計

画は、本市の平塚市教育振興基本計画である奏プランⅡに示されている施策の推進を図る
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ため、教育委員会各課担当が、令和２年度に取組を進める事業計画という位置づけになっ

ている。 

実施計画については、外部の学識経験者による教育委員会の点検評価の結果や、社会情

勢の変化などを踏まえ、必要に応じて構成事業を見直しながら、年度ごとに事業計画を定

めていきたいと考えている。 

第２章「実施計画」と「構成事業」についてでは、奏プランⅡは、３つの基本方針と 10

の施策等から構成しているが、本実施計画では、この 10の施策を具現化するために必要で

あると考える 110の事業を構成事業として位置付けている。 

基本方針１「確かな学力と豊かな育ちを培う教育環境の充実」を例にとると、まず冒頭

に、基本方針１の方向性と、目標とする指標を明文化し、これを受けて、施策１「確かな

学力の育成」を具現化するために必要であると考える 11の事業を、施策２「豊かで健やか

な心身の育成」を具現化するために必要であると考える 14の事業を、施策３「社会で活躍

するための学びの推進」を具現化するために必要であると考える８の事業を、それぞれ事

業計画として位置付けた。 

同様の構成で、基本方針２「子どもたちの育ちを支援する環境の充実について」及び基

本方針３「文化芸術やスポーツ活動にふれあう環境の充実」を具現化するために、それぞ

れ必要な事業を位置付けている。 

次に、奏プランⅡでは、地域や関係機関等とともに全市的に展開していく教育を「ひら

つか教育」と捉え、連携・協働の視点に重点を置き、取組を展開することから、「『ひらつ

か教育の持続的な発展』に向けた連携の推進」といった新たな考え方を明記した。これを

受け、本方針でも、「『ひらつか教育の持続的な発展』に向けた連携の推進」に関する施策

の方向性を記載するとともに、「①学校や地域等の強みを生かした連携」について、「②専

門的知識や技術を持った人や機関などとの連携」について、「③社会教育など教育に有用な

資源と学校教育との連携」について、それぞれ関連する事業を記載している。また、巻末

に参考として、110の構成事業の担当課別一覧を記載している。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

［関連案件のため一括審議］ 

４ 議案第３８号 平塚市教育委員会職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

５ 議案第３９号 平塚市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

地方公務員法等の一部改正に伴い、関連する規則等の整備をするものである。詳細は教
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育総務課長が説明する。 

 

○教育総務課長 

はじめに、今回、平成 29年５月の地方公務員法等の一部改正について、概要を申し上げ

る。今般の一部改正により、臨時職員・非常勤職員の任用要件が厳格化及び制度の大幅な

見直しが図られ、令和２年４月から新たに「会計年度任用職員制度」が創設されることに

なった。これにより、現行の嘱託員、臨時職員等、非常勤職員は、原則として会計年度任

用職員へ移行する。 

他方、当該職員のうち、専門的な知識経験等に基づいた助言、調査等を行う者について

は、特別職非常勤職員として位置づけする。本市においては、平塚市美術館の館長につい

て、美術芸術分野の専門的な知識経験等を高度に有し、事業の企画等に関わる立場である

ことから、令和２年度から、特別職非常勤職員である「特別館長」としての任用となる。 

このため、「館長」職については、現在の「副館長」の職を廃止したうえで、「館長」を担

うこととなる。 

それでは、規則等の一部改正について、順に説明する。まず、議案第 38号「平塚市教育

委員会職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する規則について」では、第２条（職

員の種類）において、第１号の「嘱託員」を「パートタイム会計年度任用職員」に改正す

る。第４条（学校以外の教育機関における職）の第２項、第３項及び第４項において、美

術館副館長を廃止することに伴い、関連する字句の削除等の整備をする。第７条（職に充

てる職員）において、会計年度任用職員が幼稚園長を担う場合を考慮し、第２項及び第３

項に必要な規定を整備する。第 11条（臨時又は非常勤の職員の種類）及び第 12条（臨時

又は非常勤の職員の数）では、嘱託員及び臨時職員が廃止となるため、条文を削除すると

ともに、第 13条が第 11条に繰り上がる。 

続いて、別表第１においても、パートタイム会計年度任用職員が担うことができる職種

等について、新たに規定する等の整備をしている。また、別表第２において、先程説明し

た第 13条が第 11条に繰り上がることによる整備をしている。 

続いて、「平塚市教育委員会職員の職の設置等に関する規則」の改正を理由とした、他の

規則の改正について、附則に規定している。附則第２項の「平塚市教育委員会教育長に対

する事務委任等に関する規則の一部改正」では、第２条において、「副館長」を廃止するた

め、字句を削除する。附則第３項の「平塚市教育委員会職員の勤務時間の割振り等に関す

る規則の一部改正」では、第３条及び第５条において、「館長（美術館にあっては副館長）」

との規定を、「副館長」を廃止するため、それぞれ括弧書き（美術館にあっては副館長）を

削除する。 

次に、議案第 39号「平塚市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について」で

は、第２条（用語の定義）において、副館長の廃止に伴い、字句を整備するとともに、（10）

として、パートタイム会計年度任用職員につきまして、新たに規定する。 

続いて、別表第１の決裁事項「任免」のうち、部長及び課長を決裁区分として規定して

いる「嘱託員」、「臨時職員」及び「嘱託員の継続更新」について、決裁区分を課長として

「パートタイム会計年度任用職員」に改正する。 

なお、施行期日は、令和２年４月１日となる。 
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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。 

 

［関連案件のため一括審議］ 

６ 議案第４０号 平塚市教育委員会職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

７ 議案第４１号 平塚市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

市立幼稚園の廃園による条例の改正等に伴い、関連する規則等の整備をするものである。

詳細は教育総務課長が説明する。 

 

○教育総務課長 

今年度末で、平塚市立さくら幼稚園と金目幼稚園が廃園となることによる「平塚市立の

学校の設置に関する条例」の一部改正等に伴い、関連する規則等を整備するものである。 

はじめに、議案第 40号「平塚市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

について」では、第５条（定員等）において、表中から平塚市立さくら幼稚園及び金目幼

稚園の「名称」、「定員」及び「通園区域」について削除するものである。 

また、市立幼稚園の廃園とは別の動機となるが、先程の議案第 38号及び第 39号で説明

したとおり、令和２年４月から会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、第 16条（職

員）において、（３）の「嘱託員」を「その他教育長が特に認める職員」に改正する。 

次に、議案第 41号「平塚市立学校行政文書取扱規程の一部を改正する訓令について」で

は、別表（第８条関係）において、表中からさくら幼稚園及び金目幼稚園の「学校名」及

び「記号」について削除するものである 

なお、施行期日は、令和２年４月１日となる。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

８ 議案第４２号 教育委員会事務局等職員の人事発令について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 
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令和２年４月期の教育委員会事務局等職員の人事発令のうち、管理職員の発令について

諮るものである。詳細は教育総務課長が説明する。 

 

○教育総務課長 

令和２年４月期、教育委員会事務局等職員の人事発令のうち、部長、課長等の発令につ

いて説明する。 

はじめに、退職が５件、内訳としては、定年退職が２人、学校へ転出が３人である。 

次に、出向が４件、内訳としては、市長部局等への出向が４人である。 

次に、任命が６件、内訳としては、市長部局からの出向が５人、割愛採用が１人である。 

最後に、昇格・配置替え等が９件、内訳としては、昇格者が８人、異動者が 1人である。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

１０ 議案第４４号 平塚市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市職員の服務の宣誓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。

詳細は教職員課長が説明する。 

 

○教職員課長 

 地方公務員法の一部改正により、令和２年３月市議会において「平塚市職員の服務の宣

誓に関する条例」が一部改正された。その中で、パートタイム会計年度任用職員の服務の

宣誓について整備されたことに伴い、当該規程においても準用元の条文が改正されたため、

一部改正を行うものである。 

なお、施行期日は、令和２年４月１日となる。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

１１ 議案第４５号 平塚市立公民館長の任命について 

 

【提案説明】 



－19－ 

○吉野教育長 

市内 25館の地区公民館長の任期満了に伴い、各地区から次期館長候補者が推薦されたの

で新たに任命するものである。詳細は中央公民館長が説明する。 

 

○中央公民館長 

本市では、社会教育法第 27条及び平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例第 13

条に基づき、中央公民館を除く平塚市立公民館に非常勤の顧問を設置している。 

この顧問を「地区公民館長」と称するものと定めているが、「学校・地域とのパイプ役と

して、率先して地域の人材の発掘及び活用を図り、地域課題の発掘や実践を進められると

認められる者」、「人格円満で社会教育に関し豊かな見識を有するとともに、地域の社会教

育関係団体及び住民に信望があると認められる者」等との基準を定めている。 

今回、改選時期にあたって、地域に設置された地区公民館長推薦会において、全 25地区

公民館長が推薦されたので、令和２年４月１日から令和４年３月末までの２年任期で任命

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。 

 

１２ その他 

な し 

 

【非公開審議】 

○吉野教育長 

 教育長が、議案第 43号の審議に際し、関係課以外の事務局職員の退室を発言した。 

 

９ 議案第４３号 平塚市教育委員会高等学校等修学支援生の決定について 

 

【結果】 

教育長及び学務課長が提案説明を行い、質疑はなく採決をした結果、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３月定例会は閉会する。 

 

（15時 28分閉会） 


