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藤沢市教育委員会 平成23年度（平成22年度対象事業）

教育委員会点検・評価外部評価（第１回）会議録（要約）

日 時：平成23年７月26日（火）13時30分～

場 所：藤沢市教育委員会 森谷産業旭ビル４階第１会議室

出席者：別紙のとおり

開会時刻 13時30分

○事務局

（開会）

○教育長

（開会にあたってのあいさつ）

○評価員

（自己紹介）

○教育総務部長

（今回の点検・評価の考え方について説明）

○事務局

それではこれより説明させていただき、外部評価員さんからご質問をいただきます。

「教育文化センター研究研修事業」「中学校学習支援事業」について、それぞれ担当課

長から説明をお願いします。

○教育指導課長

「教育文化センター研究研修事業」についての説明

○教育政策推進課長

「中学校学習支援事業」についての説明

○由崎評価員

中学校学習支援事業についてですが、９割以上が良かったということで、１割以下の

方が良くなかったという感想なんですが、悪かったという内容でそれを何か次につなげ

ていこうという内容はあるんでしょうか。

○教育政策推進課長

役に立ったか立たなかったかという聞き方をしたところ、１割程度がそれほど役に立

っていないという回答をいただいたのですが、参加の頻度とか、毎回出ている生徒とた



- 2 -

まに出る生徒と、たまたま参加したときに人数が多くて思うように先生に聞けなかった

など、様々な事情があるかと思いますが、まだ、なぜそう感じたのかというところまで

は分析できておりません。

○高橋評価員

六会中学が圧倒的に数が多いですが、これは生徒数が多いんでしょうか。それとも何

か別に理由があるんでしょうか。

○教育政策推進課長

生徒数も多いですが、学校の周知も徹底的にお知らせしているので、生徒の認知度も

高かったのかと思います。

○高橋評価員

もう１点「教育文化センター研究研修事業」についてですが、学習意識調査は子ども

たちの学習について貴重なデータが出ているんですね。文科省の幹部の方にも聞いたの

ですが、こういう４０年以上同じ質問をしたデータは文科省にもないとのことでした。

これは要望ですが、この結果は関係者の方にじっくり研究してもらって、それをまた新

しい学習指導に生かしていってほしいと思います。

○新井評価員

六会中学のことですが、７月は１回あたり２８人の参加がある。いずれにしても参加

者数が多いので、十分ではないのではないかと思うのですがいかがでしょう。

○教育政策推進課長

基本的には学校に対しては、学習指導員２人で対応してくださいと言っています。た

だ、学校の運営の仕方としては、１人のときもあります。

○教育総務部長

すこし補足させていただきます。感想を読むと、人数が多いときは講師のほうが手が

回らないとか、困ってしまったという感想をいただいているので、人数が多いときの運

営方法については今後の課題だと思います。

それともう一つは、学校の実情に応じて対象生徒を選んでいることもあります。例え

ば外国籍の生徒を中心に声かけしている学校もあります。学校によってこの事業の活用

の仕方をフレキシブルに行っていることがあるということを補足させていただきます。

○新井評価員

対象者の選び方というのは、全員一律に声をかけるのではなく、例えば、学力面で困

難を抱えた生徒に呼びかけて、本当は参加して欲しいのに参加してくれないとか、それ

とも自主性を重んじるほうを重視しているのかどうなんでしょうか。
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○教育政策推進課長

基本的には参加したい生徒には参加できるようにしてくださいと言っています。ただ、

新井先生のおっしゃるように、勉強が遅れがちの子、外国籍の生徒などを学校として補

習指導に積極的に誘っているという運営の仕方はあると思います。

○事務局

それでは続きまして、「要保護準用保護児童生徒援助事業」について担当課長から説明

をさせていただきます。

○学務保健課長

「要保護準用保護児童生徒援助事業」についての説明。

○新井評価員

児童生徒に占める援助を受ける対象者の割合は何パーセントですか。

○学務保健課長補佐

22年度で小学生16.5％、中学生20％となっています。

○新井評価員

就学援助の国庫補助が一般財源化されましたが、市町村が自主的にやっているものは

大事になってきていると思います。各地で基準を下げて予算を抑えようという傾向が強

いんですが、眼鏡の助成をずっと続けてこられたというのは非常に大切かなという感想

を持ちました。

○高橋評価員

22年度で小学校16.5％、中学校20％という数字ですが、他市に比べて多いのか少ない

のか今度調べてください。藤沢市は前々から福祉的なものは重視してきたという実績が

ありますので、予算が厳しくなればいずれ眼鏡もということになるかもしれませんが、

サポートする体制は是非続けて欲しいと思います。

○事務局

それでは続きまして、「教育情報機器関係事業」「学校図書館管理運営事業」について

担当課から説明をさせていただきます。

○教育指導課長

「教育情報機器関係事業」「学校図書館管理運営事業」についての説明。

○高橋評価員

教育情報機器関係事業ですが、40人学級に対して小学校31台。1人１台ないわけですね。

あと伺いたいのは、先生方は学校に来れば１人１台のパソコンがあるんでしょうか。
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○教育指導課長

中学校は１人１台ですが、小学校はまだそこまで整備されておりません。

○高橋評価員

私、相模原市のお手伝いもしているんですが、あちらは前々からパソコンに力を入れ

ています。お伺いしたいのは、なぜパソコン１台に対する児童生徒数が全国6.8人、神奈

川県7.4人に対して藤沢市は15.1人と２倍以上になっているのか。ちょっとどういうふう

に考えたらいいか教えてください。

○教育指導課主幹

ひとつは、小学校のパソコン教室が30台しかないこと。それから校内ＬＡＮは小学校

は藤沢では普及率が０。これが他のところでは進んでいまして、そのために使うパソコ

ンが教室に配備されています。そのあたりの差は大きいかと思います。

中学校は校内ＬＡＮは入っていますが、１校６台ずつしかない。国の目標としては

パソコン室40台以外に教室で使う40台、さらに各教室で、というような基準を設けてい

ますので、そのへんにはまだ藤沢としてはほど遠い数字かと考えています。

○高橋評価員

どこか文書の中に高度情報化社会というところがあったんですが、それにあまり見合

っていない体制ですので、是正をお願いします。

もう一つですが、学校図書館専門員の配置ですが、やはり学校の図書館に人が居るこ

とは大事なことなので是非進めて欲しいと思っています。

ここで蔵書のことは触れていないんですが、私の住んでいる大和市では児童向けの図

書は可能な限り全て買って、児童館であれ、学校であれ配置しているんですが、そのよ

うな蔵書を可能な限り増やすという計画はあるのでしょうか。

○教育指導課長

藤沢市は１人だいたい1,000円くらいの予算がついています。各学校でもそれぞれ計画

を立てているんですが、なかなか買いたい本と蔵書数とは合わない状況がございまして、

平均すると98％くらいは持っているんですが、国のレベルの100％までいった学校という

のは少ないです。どうしても冊数にこだわって買うというよりは、できるだけ内容に合

わせてというふうなお願いをしていることと、あと、総合図書館等では100冊ほどいつも

貸してくれることになっていまして、専門員の方も加わって借りにいっているという、

そういうふうな状況でご協力をいただいています。

○由崎評価員

パソコンのほうなんですが、資料の他市との比較ということで、更新、拡充等の取組

が他の市ではなされているということなんですが、藤沢市も当然パソコンというのはだ

いたい３年で更新せざるを得ないと思うんですが、リースであれば３年更新という形で
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取り組まれているんでしょうか。

○教育指導課主幹

実情を申し上げますとリースは基本的には５年ですが、実際には５年で更新できずに

再リース、または再々リースということで６年から７年となっています。

○由崎評価員

特にソフトあるいはＯＡ関係はどんどん新しくなって、子どもたちが自分の家にある

パソコンと学校で使うパソコンが全然違ってきた場合にどうするのか、そのへんをちょ

っと考えていただければと思います。

○新井評価員

私、この間電子黒板を使ってみたんですけれども、最初から起動しなくて困ってしま

って、ここに書かれてある先生をお呼び出ししてなんとかつなぐことができたんですけ

れども、新しい機器類を導入してもそれを活用しないとほとんどおもちゃのようになっ

てしまいます。教職員がどれだけ活用できるかということも不可欠だと思います。一生

懸命作っても一回くらいしか使わなければ、実態としてはあまり効果的にはできなかっ

たというケースもよく聞くんですけれども、これまでのところで、どれだけ活用できて

いるのかというのが一番心配しているところです。研究と周知という教育情報機器の事

業での効果的な方法の研究と周知について実情を教えてください。

○教育指導課主幹

電子黒板も藤沢でも少しずつ入れているところで、ただ電子黒板につなげるパソコン

がなかったり、まだ十分機器が配置されていないところもあって、今ちょうど過渡期と

いいますか、先生方がこれに慣れていく段階だと考えています。今ご指摘いただいたよ

うに、どんな機器を入れても使えないことには宝の持ち腐れになってしまいますので、

先ほど課題のほうでも申し上げたように、今後の情報カリキュラムの作成、あるいはこ

れを授業の中でどう効果的に活用していくかということの研究が、今後やはり力をいれ

ていかなければいけないことと考えております。

○新井評価員

図書館専門員の事業ですが、さきほどご回答いただいたのかもしれませんが、地方交

付税の水準がありますよね。それに比べて98％とかいわれたという理解でよろしいでし

ょうか。

○教育指導課長

藤沢市は交付団体ではありませんので、市独自で予算化しております。さきほど98％

と申し上げたのは、藤沢市全体が持っている蔵書が国の基準の98％あるということで申

し上げました。
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○事務局

それでは続きまして、「管理諸室等空調設備整備事業」「学校給食単独校化推進事業」

につきまして、担当課からご説明させていただきます。

○学校施設課長

「管理諸室等空調設備整備事業」についての説明。

○教育総務課長

「学校給食単独校化推進事業」についての説明。

○新井評価員

今二つの事業についてご説明いただいて、後のほうの学校給食単独校化のほうは、小

学校全体の中で進めてきた形になっているのですが、空調のほうは初めから石川小学校

だけを予定していて評価が高いのですが、こういう見方でよろしいでしょうか。

あるいは、例えば川崎の例が載っていますが、小中学校に空調を設置している。それ

に対して藤沢はまだそれが進んでいないので自己評価が低くなるというふうに考えては

だめなんでしょうかね。

○教育総務部長

先生おっしゃるとおり、学校間格差、同じ教育環境を提供するという意味からすれば、

全普通教室に空調が入るというのがひとつの指標かと思います。藤沢は防音の関係もあ

りまして、一部、全室空調化してきました。石川小はそれも含めて非常に教育環境が良

くないということで、空調化したわけでございます。

今度の振興基本計画の中では、防音だけでなく、全室やはり普通教室に空調化してい

ったら良いだろうということで、ひとつの石川小学校の空調をやったことに関しては、

それはそれでできたということはあるんですけれど、大きな面で見れば、やはり地球温

暖化の中では教育環境の整備は必要だろうとご理解いただくのも、今後の進むべき方向

は出ておりますのでそれが必要かなと思われます。

○高橋評価員

資料の中で100点分の100点になっているんですが、初めから目標をせまくしておくと

全体が見えなくなってしまうんですね。そのへん少し検討いただきたいと思います。

○事務局

その他ご質問等ございませんか。

○教育総務部長

3.11以降の、例えば大庭小学校のオール電化の調理室、私自身もどう評価するのか非

常に悩んでいる部分ではあります。空調も子どもの学習環境を良くするということから

すれば、本当に教室が40度近くになるという先生方のアンケートにもありましたので、
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やっていきたいんですが、なかなか電気の部分でどうなのかなとうのがあって、非常に

悩ましい部分があるのも事実でございます。空調はヒートポンプでやるとＣＯ2は大分落

ちるということですが、電気は相当食うだろうなというのがありまして、計画は進めて

いきたいと思うんですが、そのへんご意見をいただけるかどうか分かりませんけれど、

悩んでいる部分ではありまして、3.11以降という部分で各事業についても考えさせられ

ているところです。

○高橋評価員

そのへんは状況に応じて変えていただいて構わない思います。目標を作ったから何が

何でもやらなくてはならないということはないと思います。

○事務局

それでは、前半７事業の質疑応答が終わりました。あらためて質問等ございませんか。

○教育総務部長

要保護準用保護の眼鏡なんですが、ちょっと資料が足らずに申し訳なかったのですが、

現在市中の販売価格を調査しますと、だいたい１万円程度でフレームからレンズまで揃

う状況があるんですね。そういうことを含めて実勢価格に合わせた補助制度を考えてい

く必要があるかなという部分でも、今回上げている理由ではありますので、むしろそれ

を再構築して、実際には拡充していきたいという思いがありますので、どういうふうに

拡充していこうかというのがございますので、資料のない部分で補足させていただきま

した。

○新井評価員

１万５千円という数字が決まったのはいつですか。その当時の水準としては適切で、

それが下がってきたのかどうか。

○学務保健課長

平成15年度のそれまでの上限２万円から１万５千円に引き下げたという経過がござい

ます。

実勢価格については、店舗や眼鏡の種類によっても違うんですが、ある店では9,800円

から15,000円まで４種類。9,800円、11,000円、13,000円、15,000円。それから別の店で

は7,350円、12,600円、18,900円。また別の店、この店は量販店ではございませんが、こ

こはやはり高くて、10,500円、15,750円の2種類です。店やグレードによっていろいろあ

りますが、一番安いグレードのものは１万円弱で購入できるということです。

○新井評価員

ということは１万５千円以内であれば、実額で支給しているということですか。

○学務保健課長
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もちろん、そうです。上限が１万５千円ということです。

○事務局

それではその他よろしいですか。ではここで10分間休憩といたします。

（再開）

○事務局

それでは、後半の５事業について進めさせていただきます。

「生涯学習推進事業」「ＮＰＯ法人による図書館運営事業」についてそれぞれ担当課長

から説明をさせていただきます。

○生涯学習課長

「生涯学習推進事業」についての説明。

○総合市民図書館長

「ＮＰＯ法人による図書館運営事業」についての説明。

○高橋評価員

二つ質問をしたいのですが、一つは前半の生涯学習の関連で、社会教育コーディネー

ターの養成ですね。これはとても大事だと思っているんですが、私、今神奈川県の生涯

学習審議会の会長という仕事をしていますが、行政と市民の間をつなぐ人の養成がとて

も大事なんですね。今のお話しをうかがうと17名ですか。資料を見ますと22年度は養成

講座受講者の目標が15名で、活動実績が35名で、成果実績が17名とあります。数を教え

て欲しいのですが、最終的に17名の方がこの講座を受講したということなんでしょうか。

○生涯学習課長補佐

受講者の数は35名でございまして、その中の17名が実際に地域活動に参加した方の人

数になります。あとの方は受講されたのですが、今現在仕事をされていたり、既に社会

教育関係の仕事をされている方もお受けになっていますので、そういう方が他の18名に

なります。

○高橋評価員

是非この活動はなるべく大勢の方に参加していただいて、いろんな形で活動の輪を広

げていただきたいと思います。と言いますのは、藤沢市が昨年作った教育振興基本計画

でも学びの環を広げるのが藤沢だと明言していますので、そういうことの最先端を走っ

てくださる方ですので、是非これはしっかり養成してもらいたいと思っています。

二つめの図書館ですが、これも私３月まで社会教育委員会議長だったんですが、藤沢

市には本がいっぱいあるということで、大和市の人間でも藤沢市から本が借りられるシ

ステムをつくったんですが、貸し出し数がかなり多い。51ページですが人口40万人以上
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の大都市で市民1人あたりの年間10件以上の貸出件数は町田、枚方、藤沢の３市だけで、

藤沢はかなり高いということが唱われて、私も藤沢はかなりこういうことに力を入れて

いるという認識を持っていますので、是非、図書の貸出件数の向上にも努めて欲しいと、

これは希望です。

○新井評価員

図書館のほうですが、新しい取組がうまく機能しているかということについて注目し

たいと思っています。

ちょっとお伺いしたいんですが、資料に辻堂市民図書館のサービス業務の平準化、マ

ニュアル化ということが書かれているんですが、平準化というと他の図書館に比べて違

うやり方をしていたのが平準化されたということなんでしょうか。それによって、業務

がかなり変更しているのかどうか。つまりＮＰＯによる図書館運営が以前と同じような

水準を保っているのか、それともかなり変更しているのかをお伺いしたいのですが。

○総合市民図書館長

マニュアルの件ですが、基本的には総合館で標準的なマニュアルを作成しています。

ただ現行はマニュアルがありながらも、正職員がいますのでＯＪＴではないですが、人

づてに業務が引き継がれたり、研修するケースが多かったと思います。

今回、辻堂館に関しては、職員がいなくなりますので、人づてに業務を学ぶというわ

けにはいきません。委託契約ですから直接市の職員が指揮・命令・監督するわけにもい

きませんので、すべてそのへんは標準的なマニュアルに従って職員が指揮・命令しなく

ても現場で完結できるように文書化したものでございます。

水準については確実に保っています。今回のＮＰＯは現場で５年、10年、15年と非常

に長期に渡ってスキルを磨いてきた人たちが、そのまま中心メンバーとして主体的な位

置をお願いしていますので、職員がいなくてもマニュアルを見ながら確実に日常業務が

できております。

○新井評価員

職員の方々の雇用条件はどのようになっているのでしょうか。例えば雇い止めなんか

はどうなっているんでしょうか。

○総合市民図書館長

基本的には市の非常勤職員、臨時職員の処遇をそのまま引き継いでいます。ＮＰＯに

なることによって、手取りが減ってしまったということはありません。

逆にＮＰＯ法人になることによって業務の領域が広がったり、責任が重くなったりと

いうことがありますので、業務や責任の増に応じて処遇はよくしてあります。ですから

現行の直営の処遇を下回ることはありませんし、中心メンバーについてはそのやりがい、

働きがいに応じた処遇を確保しております。

雇い止めですが、ＮＰＯ法人ですから民間の高齢者の雇用に関する法律がありまして、

65歳までは雇用を保障しなくてはならないという法の趣旨に則って、ＮＰＯ法人の就業
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規則は65歳を定年としました。ただし、市の業務委託が更新されない場合は退職扱いに

なります。

○新井評価員

パートタイムだと１年で切れるのではないかということと、それを更新するにも２回

程度、３年以内で雇い止めされるとか、従来ずっと継続してきたノウハウ、スキルなど

蓄積されてきたものがそこで一旦切れてしまうのではないかということをお伺いしたか

ったのですが。

○総合市民図書館長

それは切れることなく引き継げるように、ＮＰＯ法人には雇い止めはありません。た

だし、65歳を最後にしますという形になっています。

○高橋評価員

資料の事務事業の評価と今後の方針（課長による評価）の中で、市民満足度第１位と

あるのですが、これはどういうデータからですか？

○総合市民図書館長

総合計画２０２０の中の72施策の中で満足度を聴いている調査で、平成19年度と平成2

0年度は図書館行政が満足度１位でございます。

○事務局

続きまして「広域連携展示事業」について担当課長から説明させていただきます。

○生涯学習課長

「広域連携展示事業」についての説明。

○新井評価員

この事業は必ず２市１町という枠組みでないといけないのか、いろんな枠組みがある

んだろうなと想像したんですが、連携事業とか広域事業というのがどういうふうなもの

なのか教えてください。

○生涯学習課長補佐

今回の事業をやるにあたりましては、湘南広域都市行政協議会という枠の中で考えよ

うということで始まりました。従来から図書館で行っている大和や他の地域も含めた連

携もいずれは可能性があるかもしれませんが、現状としては協議会の中での事業になっ

ておりますので、この２市１町に範囲を限定する形で考えております。

○新井評価員

美術について２市１町に共通するものが継続してあるものなのかお聞きしたいのです
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が。単独でやったり、全然別の市町村との連携もあるのかなと思ったものですから。

○生涯学習課長補佐

やり方としては、例えば藤沢のものに対して茅ヶ崎、寒川が協力してきたというのも

ありということで考えておりますが、現状では共通のものを探っておりますので、その

方向で考えております。

○高橋評価員

この事業の成果目標として3,600人の入場者数を見込んでいたのですが、実際には2,00

0人ということで、これをどう考えるかということが１点。

事務事業の自己評価で一番上のところが６という点数になっているんですが、これは

どういう理由で６なんでしょうか。数からいうと10点はつけられないかもしれませんが、

藤沢、茅ヶ崎、あえて言えば鎌倉も含めて、湘南地域の芸術家も多いわけですから、市

民にもっとＰＲする必要があるかと思うのですがいかがでしょうか。

○生涯学習課長補佐

１点目についてですが、前年に茅ヶ崎市の美術館と藤沢市の共催で浮世絵展を催した

際に、平均入場者数が100名を越えていました。それを基準にしたため高い期待値を出し

てしまいましたが、実際には期待した程ご来場いただけなかったということでございま

す。

２点目ですが、チェック項目の基準に沿って点数をつけると６点になってしまいまし

た。

○高橋評価員

私は藤沢市の方は文化に対するアンテナをしっかり持っている方が多いと思いますね。

このへんは自信を持ってほしいと思います。

○事務局

続きまして「スポーツバリアフリー事業」について担当課長から説明させていただき

ます。

○スポーツ課長

「スポーツバリアフリー事業」についての説明。

○高橋評価員

この事業は比較的高い評価がついていて私も納得するんですが、実際に車いすを使っ

ている方から個別の声はあったんでしょうか。

○スポーツ課長補佐

スポーツ振興審議会にスポーツ障害組織の団体の代表者の方がいらっしゃいます。そ
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の方からのご提案、ご意見、利用者の方につきましても施設別にアンケートをしており

ます。この関係を生かした内容の中で反映しております。

○由崎評価員

スポーツの予算のところですが、20年、21年に比べて22年度は金額が少なくなってい

るんですが、修繕費が大幅に減っているのですが、これは何かあったのでしょうか。

○スポーツ課長補佐

こちらの事業は、スポーツ施設全般の整備に係わる内容の工事費になります。今回は

その一部分をスポーツバリアフリー事業として抽出していまして、平成20年、21年につ

きましては、整備事業が入っているため、金額が大きくなっているものです。

事業費としては全体、バリアフリーとしては個別になりますので、後ほど資料を提出

いたします。

○新井評価員

今回は事業費全体ではなく、バリアフリーの事業についてのみの評価ということでい

いんですよね。

○スポーツ課長

はい、そうです。事業費全体の中の一部ということでございます。

○事務局

続きまして「学校・家庭・地域連携推進事業」について担当課長から説明させていた

だきます。

○生涯学習課長

「学校・家庭・地域連携推進事業」についての説明。

○高橋評価員

3.11の大震災以後、学校と地域の連携が非常に言われています。つまり学校が避難所

になったり、何かあった場合に人間関係を子どもたちを核としてつなげていくという必

要性が言われています。これは22年度なので、そういう危機感はあまりないなかで、お

やじの会や協力者会議が年間で開催されているのですが、ちょっと活動内容が固定化さ

れており、認知度が低いということを説明を聞いて実感しました。

しかし、こいうものがあるということが大事なので、これをスプリングボードにして

もっと学校と地域を連携させていく方策をきちんと考えていただきたいと思うのですが

いかがでしょうか。

○生涯学習課指導主事

資料を見ていただきますと、会長会の開催が年４回、おやじの会は交流会が年３回、
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講演会の実施、またそれぞれのおやじの会や三者連携の会議につきましては毎月行って

いる会議もあります。個々の取組については数値をあげておりませんが、協力者会議の

諸々の会議だけでも年180回、児童生徒の参加数については毎年２万人くらいが出ていま

す。今年度の取組では、いくつかのおやじの会や三者連携の会が防災について取り上げ

るという話をいただいています。

こちらとしては活動を支援していくことが中心になりますが、各団体の活動をできる

限り支援していきたいと考えております。

○高橋評価員

是非おやじの会だけ孤立させないで、いろいろな学校・家庭・地域の連携の活動体を

つなげていって欲しいと思います。

○事務局

では、これで教育委員会点検評価の各事業説明を終わります。全12事業につきまして

あらためてご質問等はございませんでしょうか。

○新井評価員

質問というか感想になってしまうんですが、おやじの会にものすごく力を入れている

んだなと思いました。多様な学校・家庭・地域の連携があり得るかと思います。おやじ

に吸収されないような多様な多文化とか。おやじの文化というのはかなり一元的ではな

いかなというイメージがあって、多世代にはなるかと思いますが。そのような感想を持

ちました。何か学校・家庭・地域の連携事業の多様な取組ということで、地域協力者と

いう活動がどういうものか、もう少し教えていただけますか。

○生涯学習課指導主事

学校・地域・家庭の連携推進事業の三者連携ふじさわという会議は平成11年度に始ま

った事業です。中学校が荒れた時期もありましたが、そういった時期に学校へ地域の参

画をということで、市主導で作らせていただいた会議です。

中学校と小学校の連携、それからそれを取り囲む地域の様々な団体との連携の中で代

表者の方にお集まりいただいて、それぞれの団体がやっている事業の横のつながりを作

っていきましょう、学校側の発信、地域の諸団体からの発信をお互いに受け止めていき

ましょう、ということで動いている事業であると考えております。その中で校長、各団

体の代表が集まって地域の課題を共通にとらえ、様々な事業を進めていただいています。

それぞれの団体が主体となって進めている事業の支援もありますし、この会議の中で新

たな事業を立ち上げて動いてくださっているところもございます。

現在は各市民センターに業務委託という形で、地域中心になって考えていただいてい

るというような事業の進め方をさせていただいております。その他、おやじの会につき

ましては、既に組織され、ばらばら独自に動いていたものをまとめたのが連絡会です。

もちろんこれ以外にＰＴＡの組織を集めた市Ｐ連などにも支援させていただいている状

況です。
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○高橋評価員

では、全体の感想でよろしいですか。今日いらっしゃる教育委員会の方々の多くは昨

年度教育振興基本計画を作る際にもおられたと思います。あのとき６回か７回、毎月熱

い議論をしました。今思い出しても汗が出るんですけれど、あのときの思いがこのよう

に施策として具体化されるわけです。１個１個の事業をばらばらに見てしまうと、何か

その箱の中でやったかやらないという話になると、行政は往々にしてそういう面がある

んですが、仏を作って魂が入らないというふうになりがちですので、是非、魂を忘れな

いで、趣旨をしっかり踏まえた形で実行して欲しいというのが私の思いです。

○新井評価員

今回は昨年度の事業の評価ということになるんでしょうけれど、教育振興基本計画の

中に人的物的条件整備を図りますということで５年計画が書かれていると思うんですが、

例えば先ほどのバリアフリーについても計画が既に作られているのかまだなのか、その

へんをお伺いしたいのですが。

○教育総務部長

教育振興基本計画を作るにあたって、あわせて新総合計画を作りました。こちらは３

年ごとに見直すという形になっており、プラスＰＤＣＡサイクルで、場合によっては１

年でも見直しをします。振興基本計画は５年サイクルで作っておりますが、５年をその

まま見ていくのではなく、総合計画とも合わせながら、常に見直しをしていくというこ

とになるかと思います。例えば空調についても計画はありますが、前倒ししようとか遅

らせようとか方法を変えようとかということで、学びの環という計画の理念は大切にし

ながらも、個々の事業は１年１年点検評価をしながら進めていきたいと考えております。

○事務局

それではよろしいでしょうか。

（次回日程についての事務連絡）

以上をもちまして本日の教育委員会点検評価を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

閉会時刻 15時30分


