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（開 会） 
 
○新井委員長 
 ただいまから、第２回藤沢市教育振興基本計画評価委員会を開会いたします。 
 本日は、議事１として、教育委員会の点検・評価を行います。 
 第１回評価委員会で抽出しました点検・評価の対象事業について、お手元の資料「教 
育委員会 点検・評価報告書」の目次に沿って、柱ごとに担当課から１事業３分程度で説

明をしていただきます。 
 その後、委員の方からご質問等をお願いいたします。 
 また、議事２の藤沢市教育振興基本計画の進行管理については、前回資料の「進捗 
状況シート」をもとにあらかじめ各委員から事務局に質問事項をお送りしております 
ので、本日は事務局より回答をお願いいたします。 
 ここで、資料の「教育委員会 点検・評価報告書」の書式につきましては、昨年度 
と変更点がありますので、事務局より説明をお願いします。 
 
○事務局：石井学校教育企画課主幹 
 それでは、資料としてお配りした「教育委員会 点検・評価報告書」の１ページ目を例

にご説明いたします。 
 項目の４ですが、評価および、その理由を加えました。また、項目７については、「平成

２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組について」とし、施策

の柱を意識した内容となるようにしました。例えば、ここでは、施策の柱①学びを支え質

の高い教育環境の整備、とありますので、項目７では、特別支援学級・通級指導教室の環

境整備と新設を計画的に進め、さらに質の高い教育環境の整備を図る、ということで、施

策の柱に対する事業の方向性を示しています。のちほど、ご質問をいただく際には施策の

柱に対して、その事業がどのように貢献しているのか、といった観点からもお願いします。 
 
○新井委員長 
 ありがとうございました。 
 それでは、最初に学校教育分野として抽出しました５事業について見ていきたいと思い

ます。 
 基本方針③学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります、施策の柱①学びを支

え質の高い教育環境の整備、実施事業１．特別支援教育整備事業から５．学校図書館管理

運営事業までの５事業について説明をお願いいたします。 
 
○髙石教育指導課課長 
 １特別支援教育整備事業について説明いたします。 



  3 
 

１．目的は特別支援学級や通級指導教室など、特別な教育的支援を必要とする児童生徒

の特性に応じた教育の場を整備することですが、それによって特別支援教育の充実を図る

ことです。 
２．平成２４年度の取組みの概要はコミュニケーションに課題のある児童を対象とした

通級指導教室「すまいる」開設準備を行いました。また、医療的ケアを行う、学校看護介

助員派遣制度を実施いたしました。 
３．進捗状況は、大庭小学校・大清水小学校に通級指導教室「すまいる」の開設準備を

行いました。学校看護介助員につきましては、２名が市立特別支援学校及び特別支援学級

４校を毎日巡回し、対象児童生徒に導入や酸素ボンベの交換、胃ろうのガーゼ交換、ガス

抜きなどの比較的短時間かつ定時の対応により終了する医療ケアを行いました。また、宿

泊学習についても対応いたしました。 
４．評価およびその理由は、２４年度の目標を達成することができたため、Ｂといたし

ました。 
５．効果・成果等については、平成２５年４月に大庭小学校と大清水小学校に「すまい

る」を開設いたしました。７月１日現在で、大庭小学校に２４名、大清水小学校に２７名

の児童が通級し、社会性の伸長を目的とした指導が行われております。学校看護介助員に

つきましては、日常生活において学校看護介助員が医療的ケアを行うことで、対象児童生

徒の学校生活が豊かになり、従来、保護者がケアを行っていたために保護者の負担が軽減

されたところです。 
６．課題・問題点につきましては、特別支援学級への就学を希望する保護者が増え、児

童生徒数が過大規模化しきめ細かい指導が、しにくい状況になっています。また、通常学

級においても特別な教育的支援を必要とする児童生徒が増え、通級指導を希望する保護者

が増えているため、通級指導教室の過大規模化が懸念されています。学校看護介助員です

が、勤務が短時間で巡回をしている状況から、学校看護介助員の確保が非常に困難という

ことです。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組については、

特別支援学級・通級指導教室の環境整備と新設を計画的に進め、さらに質の高い教育環境

の整備を図ることです。なお平成２６年４月、鵠沼中学校に特別支援学級を開級する予定

です。また、学校看護介助員事業の勤務体系の見直しを図り、看護介助員の確保に努めた

いと考えています。以上です。 
 
○吉住学務保健課課長 
 ２新入生サポート事業についてご説明させていただきます。予算額の執行額につきまし

ては、交通費ということでご理解いただけたらと思います。 
１．目的は、学習の基礎・基本の定着及び学習意欲の向上並びに集団生活への適応を促

進し、安定した学校生活を身に着けさせ、教育効果の向上を図るということです。 
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２．平成２４年度の取組みの概要についてですが、基本教科を中心に、生活習慣を含め

ティームティーチングによるきめ細かな指導を行うために、全市立小学校１年生の各クラ

スに毎日１時間ずつ、市費講師を配置するという事業です。 
３．進捗状況ですが、入学間もない時期は、幼稚園・保育園等との環境の違いに戸惑う

児童も多くおりまして、きめ細かな対応が必要となっています。そういったことから小学

校１年１１９学級ございますので、３５校で４１名の講師（学級が多いところは２名つけ

ております）を配置しております。こちらの取組みについては５月に新任講師を対象とし

た研修会を行い、先輩の講師を招いて話し合いながら事業のねらいについて理解を深める

ということで、対応について学んでいただいています。７月には２回目の研修会、これは

すべての講師が対象になっておりまして、「支援の必要な子へのサポートについて」をテー

マとする講演とグループ討論を行う予定です。 
４．評価およびその理由ですが、教育振興基本計画では平成２３年度から平成 27 年度ま

で事業の現行のかたちを継続すると位置づけています。２４年度段階では達成できている

とＡの評価をつけさせていただきました。 
５．効果・成果ですが、入学間もない時期は、幼稚園・保育園等との環境の違いに戸惑

う児童も多いのですが、計画通り小学校１年生の学級に市費講師を適正に配置することで、

チャイムがなっても着席しない、授業に集中できない等の状況にもきめ細かに対応するこ

とが可能となり、教育環境の整備が図られたと考えています。 
６．課題・問題点ですが、サポート講師が担任と子どもに関する情報交換がゆっくりで

きないということが、課題になってきています。子どもによって個人差があり、そのよう

な時間が必要だという希望が出されております。また、従来１年２年と持ち上がりのクラ

スにしていたところが多かったのですが、情報が十分でない中でクラス編制に偏りがでて

しまうことがあり、１年と２年でクラス替えを実施する学校が増えてきています。それに

伴い、児童がまた新しいクラスに対応できるようになるまでに時間がかかるため、２年生

にも一定期間サポート講師が必要であるという要望が、校長方から出されております。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組については、

１つめの課題に対応するため、平成２５年度から従来、年間１０時間だった校内研修時間

を２１時間に増やしました。たとえば学年の児童指導の会にサポート講師が参加をする、

あるいは担任の時間があいているときにゆっくり子どもについて話をすることなどが少し

でもできるように、今年度から実施しております。また、２つめの課題については、２年

生について配置ができるかどうか、検討中です。 
以上です。 
 
○中村学校教育企画課指導主事 
 ３教育情報機器整備事業について説明させていただきます。 

１．目的ですが、教育情報機器の活用による情報教育、モラルの教育・パソコン技能の
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習得等を推進することです。 
２．平成２４年度の取組みの概要については、中学校校内ＬＡＮは整備済みですが、小

学校・特別支援学校校内ＬＡＮ整備。もうひとつは、パソコン室の照度改善になります。 
３．進捗状況については、小・特別支援学校校内ＬＡＮ整備は予算の関係で行えません

でしたが、次年度以降の整備に向けた授業実践例及び整備方法の調査研究を行いました。

パソコン室照度改善につきましては、平成２４年度までに完了の予定でしたが、平成２３

年度までに完了しております。 
４．評価およびその理由につきましては、Ｃになっております。これは小・特別支援学

校校内ＬＡＮについて、進んでいないためです。 
５．効果・成果については、小・特別支援学校校内ＬＡＮ整備については、児童の学び

を支えるための、より効果的な整備方法や必要な機器について最新の状況を把握すること

ができました。その結果、無線ＬＡＮによるタブレット型端末と教育用ソフトウエアの研

究をしていくことが時代を一歩先取りした教育環境の整備に必要であることがわかりまし

た。パソコン室の照度改善につきましては、全校のパソコン室で書類やキーボード面にお

ける照度が、５００ルクス以上となり、藤沢市立学校におけるＶＤＴ作業基準、これは子

どもがパソコンを使う際の基準になっていますが、それをクリアし、児童生徒の健康に資

する質の高い教育環境の整備を、一歩進めることができたと考えております。 
６．課題・問題点についてです。既設の中学校の校内ＬＡＮの整備後利用時間は、年々

増えてきておりますが、この間、校内ＬＡＮの整備方法や機器は、日々進化し続けており

ます。選択肢の幅も広がってきており、授業の中で、どんな場面でどのよう 
に使うのかを想定しつつ、コストバランスに優れた整備方法を選択するための研究を行う

ことが引き続き課題となっています。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組についてで

すが、より質の高い教育環境の整備に向けて、小・特別支援学校３６校へのタブレット型

端末と無線校内ＬＡＮシステムの導入を見据えた研究を進めるとともに、引き続き予算化

を図っていきたいと考えています。以上です。 
 
○泉教育文化センター長 
 ４藤沢市教育史編さん事業についてご説明いたします。 
１．目的ですが、本市における近代以降の教育の系統的な記録や教育の歩みをたどり、

現在及び将来の教育の指針を求めるということでございます。この事業は昭和６３年度か

らはじまり、これまでに『藤沢市教育史』史料編全６巻と別巻、そして通史編を２巻発刊

してまいりました。 
２．平成２４年度の取組みの概要ですが、『藤沢市教育史』読本という子ども向けの読本

の発刊準備、そして、研究紀要の発刊、教育史研修講座の実施、史料の収集・整理・保存・

活用・公開を進めてまいりました。 
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３．進捗状況ですが、『藤沢市教育史』読本の監修を３４回実施いたしました。研究紀要

につきましては『教育アーカイブズふじさわ』９号を発刊いたしました。教育史研修講座

につきましては文書館との共催２回を含む４回実施いたしました。参加された方はのべ９

５名でそのうちのべ３６名が市民の方でした。また、史料の収集・整理・保存・活用・公

開も進めました。 
４．評価およびその理由につきましては、平成２４年度の目標を達成することができた

として、Ｂの評価をつけました。 
５．効果・成果ですが、『藤沢市教育史』読本に関しては、緻密な監修を行うことにより、

文章の表現を中学生にとって読みやすく平易化することができたと思います。今年度発刊

する予定です。『藤沢市教育史』を資料として活用した授業実践を市内中学校で実施しまし

て、『教育アーカイブズふじさわ』に掲載することができました。研修講座の実施や『教育

アーカイブズふじさわ』の発刊等により、教育関係職員や市民の教育史への関心を高める

ことができました。教育史資料の収集を進め、散逸を未然に防ぐと共に、『教育アーカイブ

ズふじさわ』や教育文化センターで年３回発行しています教育情報誌『ふじさわ教育』に

教育史資料の紹介を載せています。このような取組みの成果により、この事業は藤沢市の

学びを支え質の高い教育環境の整備に寄与することができたと考えております。 
６．課題・問題点ですが、『藤沢市教育史』読本発刊後の教育史編さん事業の方向性や『藤

沢市教育史』読本の活用について検討する必要があると思っております。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組については、

貴重な資料をこれからも収集・整理・保存・活用・公開していくため、教育文化センター

が文書館の教育版のような教育アーカイブズとしての位置づけとなるよう検討していきた

いと思っています。また、『藤沢市教育史』読本発刊後は、これを活用した授業実践を行い、

その実践報告を『教育アーカイブズふじさわ』に掲載し、学校での活用方法について紹介

していく予定です。 
 
○髙石学校教育指導課課長 
 ５学校図書館管理運営事業です。事業内容は小中学校の学校図書館に、学校図書館専門

員を置き、学校図書館業務の円滑な運営を支援することです。 
１．目的は３つございます。１つめは学校図書館の活性化を図ることです。２つめは図

書館専門員がいることで、学校図書館を一日開館することが可能となり、本について相談

等ができるようにすることで、児童生徒がより親しめる環境を整えること。３つめは地域

公立図書館との連携を図ることで、児童生徒がより多くの本と出会う機会を提供すること

です。 
２．平成２４年度の取組みの概要ですが、学校図書専門員を週２日配置し、司書教諭や

図書ボランティアとの連携による学校図書館の環境整備及び読書活動の支援等を実施して

おります。また、学校図書館専門員の連絡会における、総合市民図書館との連携による情
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報提供や研修会の実施をしております。 
３．進捗状況ですが、学校図書館専門員連絡会を年４回開催し、公立図書館との連携に

よる情報の提供や研修を実施いたしました。２つめは小中学校別 12 地区連絡会で学校図書

館の見学や情報交換を実施いたしました。３つめは年度末に活動報告書をまとめて冊子に

し、情報や実践例の共有化を図りました。 
４．評価およびその理由ですが、平成２４年度の目標が達成できたため、Ｂとしました。 
５．効果・成果ですが、本の整理整頓やディスプレイのための棚づくり、季節ごとの飾

り付け、特集コーナーの設置等により、学校図書館の整備を進めたり、学校図書館専門員

がオリエンテーションやブックトーク等を行ったりすることで、学校図書館の活性化を図

ることができたことです。年度当初に学校図書館専門員・司書教諭・図書ボランティアが

打ち合わせを行うことで、年間を見通した活動が行われるようになりました。効果としま

して児童生徒の学校図書館への来館者数が、導入前の平成 22 年度から比べ、約１．６倍に

なり、学校図書館で本を借りる冊数や読書量も増えています。以上のような成果のもと「本

がある 人がいる 行ってみたくなる学校図書館」が実現され、より質の高い教育環境の

整備を図ることができたことです。 
６．課題・問題点ですが、小学校では学校図書館専門員が読み聞かせや調べ学習の支援

等おこなっていますが、中学校では授業中の図書館の活用率が低く、全体的に貸出冊数も

少ないことです。また、学校図書館専門員の勤務日の拡充を希望する学校が多いことに対

して、対応ができていないことです。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組について、

１つめは中学校での学校図書館の活性化を図るため、選書・図書委員会の活動・調べ学習

に関わる情報の提供等、司書教諭と連携しながら活動を推進できるようにすることです。

２つめは学校図書館アンケート等により運営状況を把握し、課題を整理していく中で、学

校図書館に関わる学校図書館専門員・司書教諭・図書ボランティアがより連携・協力して

仕事ができるよう検討するとともに、学校図書館専門員の技術の向上を図ることです。 
以上です。 

 
○新井委員長 
ありがとうございました。 
ただ今、担当課から説明がありましたが、それぞれの事業につきまして、何かご質問は

ございますか？ 
  
○三浦委員 

３教育情報機器整備事業に関して、確認したいところがあります。目的として教育情報

機器の活用による情報教育を推進するということで、小学校や特別支援学校にＬＡＮを整

備したいということですが、予算額が０円になっています。どのような経緯で予算額が０
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円になってしまったのか教えていただきたいと思います。 
 
○中村学校教育企画課指導主事 
 小学校と特別支援学校校内ＬＡＮを整備するにあたり、当初の予定では、１校あたり４

００万円で３６校掛けると、およそ１億４千万円位になってしまいます。これに機器を加

えますと、端末代が掛かり１．５～２億円位の規模になってしまう。１年間に１２校ずつ

と藤沢市教育振興基本計画には書かれていると思います。これは１年間に１２校位が予算

的に限界であるといわれていたためですが、それでも高額であることもあり予算化されな

かったようです。 
 
○三浦委員 
 わかりました。これについて今後、何か検討されていることはあるのでしょうか？ 
 
○中村学校教育企画課指導主事 
 パイロット校といったかたちで１校、２校ずつ整備して、そこでこれだけ実践されてい

るのだから、こんな風に整備を展開していきたいと、きちんと発言させていただいて、少

しずつでも整備を進めていきたいと考えております。 
 
○三浦委員 
 どうもありがとうございました。 
 
○北橋委員長 
 関連して、現場の先生が何を求めているのかを、毎年収集していただきたいと思います。

小学校で無線ＬＡＮなどが必要とされているのか、検討されているのかどうか。情報機器

にくわしい先生ばかりでないこともあります。モデル校をつくるのは賛成です。そこで詳

しい先生がいらして中心になっていろいろな学校の先生が研修に来て、どんどん詳しい方

を増やすというのは、正解だと思います。現場で、特に小学校で先生方が詳しいかどうか

が心配なのと、情報機器ということでスマートフォンやＬＩＮＥのトラブルが出ている状

況で、先生方が追い付いているのかどうか、気になります。予算を出していただきたいの

ですが、お金を生かすためにも、ぜひ、モデル校をつくっていただき、使い道を示してい

ただける詳しい先生方を、同時に養成してほしいと思います。 
 
○三浦委員 
 こういった事業の場合、心配ごととして考えられるのは、１～２校パイロット事業とし

て予算がつけられて、どこかの学校でＬＡＮの整備ができたにも関わらず、利用してくだ

さる先生がいないということになると、これはいらないということになってしまいます。
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ものごとの順番として、慎重に進めていただいたほうがいいと思います。現場にニーズが

あるのかどうかを、調査していただく必要があるのではないでしょうか？現状、どのよう

なニーズがあって進んでいるのかを教えてください。 
 
○中村学校教育企画課指導主事 

今、小学校でパソコンを使った授業で、動画でもインターネットでも子どもたちに見せ

ようとすると、子どもたちをパソコン室へ連れていかなくてはならない。その場合、パソ

コン室が空いていなくてはなりません。具体的には、六会小学校などでは、４０クラス位

あって、１日５時間の授業時間で週２５時間しかないので、１クラス週に１回というかた

ちでは入れられない、といった現状もあります。先生方によっては無線ＬＡＮを繋ぎたい

けれど、学校で繋いでいいかとの問い合わせがあり、ストップをかけているような状況も

あります。先生方も２０代～５０代と幅があり、２０代の先生方は慣れており、こんなこ

とをしたいのだけどといった話も多くありますが、先生方全員のスキルアップをどのよう

に考えるのかは、課題になっていると考えられます。 
 
○三浦委員 

小学校ですと、テレビを見ることがあったと思いますが、それと同じことが最近ではビ

デオデマンドなどでできる。ビデオコンテンツを教室で子どもに見せることができること

は、大きなメリットとして、とても考えられることだと思います。そういった線で進めて

いただければいいかと思いますが、結局、現場の先生方が使っていただかないと、この計

画は何もしないより後退してしまいます。それに関しては、ここの学校なら有効に使って

いただけそうだといったことを抽出されるといったことはされていませんか？ 
 
○中村学校教育企画課指導主事 
 まだしていません。 
 
○三浦委員 
 了解しました。ニーズの方から進めていただくということで、やっていただけたらと思

います。タブレット型端末というのがでてきましたが、これはどういったニーズからでて

きたものでしょうか？ 
 
○中村学校教育企画課指導主事 
 タブレット型を使うのは、先生方がそれを持ちながら教室を移動して使えるという利点

があります。ノートパソコンですと教壇に置いてそこで操作するということになります。

タブレット型だとそこから解放されて教室を移動して使える。また、子どもたちが４人１

組などでグループ活動したとき、４人が一緒に画面を見るためには、平面置きにして４人
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で覗き込んでやることも可能になりますので、そういう方向で検討させていただいており

ます。 
 
○三浦委員 
 教室で使うということですか？ 
 
○中村学校教育企画課指導主事 
 はい、そうです。普通教室です。 
 
○三浦委員 
 安くはないので、子供たちが使うとなると、かなりの予算が掛かるということですね。

わかりました。 
 
○北橋委員 
 １特別支援教育整備事業のことで、お伺いしたいのですが、点検評価報告書によります

と当初予算額が２，９３９千円ですが、予算現額が６，４２２千円となっております。 
また、特別支援学級と「すまいる」という言葉がでてきましたが、それについて詳しい説

明をお願いします。また、非常に教室も教員も足りないと思いますが、その現状について

も説明いただければと思っています。 
 
○髙石教育指導課課長 
 予算について増額は「すまいる」の開設をするための、２教室分と消耗品代になってい

ます。 
「すまいる」と特別支援学級の違いについてですが、特別支援学級の場合は、在籍してい

るクラスの学校の中だけで指導を行っているのに対して、「すまいる」は通級指導教室いう

名前になっています。普通級に在籍していて週に何度か通ってくる、というのが通級です。

「すまいる」については、コミュニケーションに課題のある児童を対象としており、対人

関係が苦手な子 どもを対象に、社会性を育てるために、たとえばゲームを通して順番は

待つとか、自分が気に入らなくても我慢をするなど、少人数のグループの中で体験してい

くものです。 
 教室についてですが、藤沢市としましては全校に特別支援学級を開級していくという方

針でやっていますが、実際のところは現在、転用が可能な教室があるかどうかは非常に大

きなことがあり、六会小学校のように、すでにプレハブを建てている学校については、転

用可能な教室がないということで、ニーズがあってもすぐにつくれないということがあり

ます。教員につきましては、配置はされておりますが、専門性が高い教員を配置すること

が、現在課題になっております。経験を通して学んでいくところが特別支援学級ではあり
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ます。特別支援学級の場合、児童生徒の増減が、読めないことが多く、急に担任が１名増

えた場合は、臨時的任用職員での対応になります。そういったことで、指導力のスキルア

ップの点では課題があると、認識しております。 
 
○新井委員長 
通級指導教室につきましては、在籍校がつかないということですね、現在の対象となる子

どもたちの人数に比べて、この２校が開級したことが、どの程度、充足するものなのかど

うか、お聞きしたい。また、事業の中で学校看護介助員派遣制度があるのですが、見直し

を図りたいということですので、具体的な内容をお聞きしたいです。たとえば、何か資格

が必要なのかなどを伺いたい。 
 
○小木曽育指導課主幹 
 まず、２校開級したことでの充足率ですが、「すまいる」ができる前は「ことばの教室」

が市内に４つありました。そこにことばや聞こえに課題のある児童が、１学級６０名位通

級してきています。その中にはコミュニケーションや集団活動に課題がある子どもが増え

てきて「すまいる」を新たにつくったという経緯があります。今年度はじめてつくったも

ので、今のところ約５０名が「すまいる」に通っています。今後、動向を見ながら検証し

ていく必要があると思っています。 
介助員の対応ですが、現在、学校看護介助員は２名おり、週２０時間の勤務を限度とし

てやっています。医療的ケアが必要な児童、生徒については、毎日必要になってきます。

そうすると１日４時間、５日間で２０時間必要になってきます。子どものいる時間帯です

ので見つかりづらいものがあり、１人ですべてやるのではなく２人３人体制でやっていく

必要があります。今まで２名でやっていたので、無理があるといったところがあります。

資格は看護師の資格が必要となります。ドクターにお会いして、ドクターの指示を受けて

ケア、処置をしています。 
 
○佐藤委員 
 今の学校看護介助員さんの募集は、見つけにくいということですが、どのような募集の

仕方をしているのですか？ 
 
○小木曽教育指導課主幹 
 スタートした時は、市の広報で募集しました。途中どうしても都合がつかなくなった方

がいらっしゃいましたので、人づてということもありましたが、広報で再募集して対応し

ています。 
 
○新井委員長 
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 ２新入生サポート事業についてですが、毎日１時間ずつ配置をしているということです

が、１時間目だけを指導するのかなど、具体的な形態をお聞きしたい。また、6．課題・問

題点で、１年生のクラス編制に偏りが出てしまうということですが、生活指導のことがら

の趣旨なのか、そのあたりを教えていただきたい。 
 
○吉住学務保健課課長 
 たとえば４クラスあるとしますと、１組が１時間目、２組が２時間目といった、順に入

っていくというかたちです。どういう授業に入るかどうかというのは学校との相談で、よ

りサポートが必要な授業、スタートでしっかり身につけなくてはならない算数、あるいは

動きのある体育であるとか、学校のニーズに応じてやっています。 
クラス編制の偏りというのは、集団生活や学校への適応に、非常に個人差があるからで

す。出身が幼稚園であったり、保育園であったり、家庭にいた子どももいる中で、よりサ

ポートが必要な子どもが１クラスに偏ってしまうことが起こりうる。中学校の場合は、小

学校の決まった数校から来るので情報を得やすいが、小学校は情報がなくてうまくいかず、

そこに経験の浅い担任がついてしまうとサポートがいても指導が難しいということで、２

年生になったときに仕切りなおしてクラスを変えるということが生じています。 
 
○新井委員長 
 ありがとうございました。 
先ほど事務局からの説明にもありましたが、第３回目の会議では、施策の柱や基本方針に

ついて皆さんからご意見をいただくことになりますので、今日の時点で確認したいことが

ありましたらお願いいたします。 
   
続きまして、生涯学習分野として抽出しました９事業について、見ていきたいと思いま

す。 
まず、基本方針⑤地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります、施策の柱②歴史の継

承と文化の創造、実施事業１江の島歴史遺産保存整備活用事業から、５保管施設整備事業

までの説明をお願いします。 
 
○加藤郷土歴史課主幹 
１江の島歴史遺産保存整備活用事業ですが、 
１．目的は今後の歴史・文化の継承や地域の特性を活かした文化の発展に寄与するため

です。 
２．平成２４年度の取組みの概要としましては、コッキング庭園遺構を国指定史跡とす

るため、文化庁の指導に基づき庭園・温室遺構の範囲確認調査を実施いたしました。 
３．進捗状況といたしましては、庭園・温室遺構の範囲確認調査計画を立てまして、埋
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蔵文化財確認調査の一環といたしまして、観光客の閑散期に、ボーリングステッキを地中

に刺すことによって遺構の範囲確認調査を行いました。 
４．評価およびその理由ですが、総合計画の先行きが不明確ということもあり、江の島

島内への事業の説明は行わなかったのですが、遺構の範囲確認調査には着手できたため、

Ｃとさせていただきました。 
５．効果・成果ですが、現在確認できている遺構の他に、まだ、遺構が遺存している可

能性があるところが確認できました。まだ、知られていない遺構が埋没している可能性が

あることは、遺構としての価値の評価にプラスの要素となり、新たな遺構が発見された場

合はさらに歴史遺産を後世に継承できるようになると、考えております。 
６．課題・問題点といたしましては、地下に埋没している遺構の存在が想定されるので、

今後は、面的な調査が不可欠となってくるということです。 
７．平成 27 年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組については、

調査が観光客の閑散期にしか実施できないことや、現状が植物園となっており、植物が繁

茂しているため、面的な調査を行うことは難しいが、発見されていない大切な歴史遺産が

まだ存在する可能性があることから、関係部署と調整し、問題解決を図っていきたいと考

えています。 
 
３文化財保護事業ですが、 
１．目的としまして、文化遺産の後世への継承と地域文化財の活用を推進し、郷土愛と

豊かな心を育てることです。 
２．平成２４年度の取組みの概要は、文化財保護委員会の開催、文化財の保存・管理の

指導及び補助、文化財保護の普及・活用、埋蔵文化財の調査等、歴史的建造物の公開・活

用となっております。 
３．進捗状況としましては、文化財保護委員会を６回開催いたしまして、県指定史跡・

名勝「江ノ島」、市指定重要文化財の現状変更や新たな指定文化財などについて審議を行い

ました。現状変更許可申請１７件、市指定重要文化財現状変更承認申請１件受領いたしま

した。また、県指定史跡名勝「江ノ島」の定期現状確認を年２回実施いたしました。文化

財の保存・管理の指導及び補助といたしましては、市指定重要文化財等保存管理奨励交付

金の交付６５件、市指定重要文化財等修理補助金１件を交付しました。また、国登録有形

文化財への手続きを進めました。これは桔梗屋など２箇所６件です。文化財保護の普及・

活用につきましては、市役所新館ロビー、総合市民図書館、かながわ女性センターでモー

ス博士の業績を顕彰するためのパネル展を行いました。また、湘南台文化センターとの共

催で「勾玉づくり」を行いました。文化財調査報告書第４８集を刊行しました。埋蔵文化

財の調査等につきましては、埋蔵文化財照会件数２，０７５件、そのうち土木工事等の届

出２６６件、発掘調査の届出９件です。開発に伴い埋蔵文化財の確認調査４１件を実施し、

そのうち１１件について調査結果に基づき記録保存のための発掘調査を指導いたしました。
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発掘調査の成果としましては駅前の市民ギャラリーの常設展示室にて速報展として展示・

公開を図り、皆様に見ていただくことができました。開催期間４１日間で入場者は２，２

４８名でした。歴史的建造物の公開・活用につきましては、市の史跡に指定されている「耕

余塾の跡」にゆかりの深い「旧三觜八郎右衛門家住宅」を借り受け、公開・活用しました。

公開日数は９５日間で入場者は１，０４９名でした。 
４．評価及びその理由ですが、モース博士の顕彰展示は目標を上回って実施することが

でき、その他の事業についても概ね平成２４年度の目標を達成できたため、Ｂとさせてい

ただきました。 
５．効果・成果につきましては、文化財保護委員会での審議、市指定重要文化財等保存

管理奨励交付金の交付、修理補助金の交付、国登録有形文化財への手続きを進めたことで、

歴史の継承を図ることができました。モース博士の顕彰展示、湘南台文化センターとの共

催は初めての試みで、既存展示施設以外での展示活動やワークショップの開催により、市

民の文化財への理解を進めることができ歴史の継承が図られたと考えております。土木工

事等に伴う埋蔵文化財の確認調査の実施、その結果に基づく記録保存のための発掘調査の

指導により、工事によって失われてしまう郷土の歴史を物語る埋蔵文化財を記録として残

し、歴史としての継承を図ることができました。歴史的建造物を公開することで、当時の

文化や技術について多くの方に感じていただくことができたと考えています。文化創造の

礎となる歴史的遺産を次世代に継承することができたと考えています。 
６．課題・問題点につきましては、経年劣化を免れない文化財を、後世に確実に継承す

るためには、国指定文化財・県指定文化財・国登録文化財の修理等に対する市の補助制度

の充実を図る必要があるのではないかと考えています。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組について、

国指定文化財・県指定文化財・国登録文化財を適正に保存・継承するための、市の支援策

について検討する必要があると考えています。指定文化財制度の他に、地域で大切にされ

てきた「もの」を登録するなどして、市民のこころに歴史的な遺産を後世に継承していく

という意識付けができるような制度の検討も必要と考えております。 
以上です。 

 
○細井郷土歴史課課長補佐 
４広域連携展示事業ですが、 
１．目的は藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の広域連携による展示事業を実施することで、相

互の資源の有効活用による幅広い公開活用事業の展開を図り、それにより市民への多様な

公開を行うことです。 
２．平成２４年度の取組みの概要としましては、茅ヶ崎美術館において、藤沢市・茅ヶ

崎市・寒川町資料展「湘南に残る匠のわざ宮大工の世界」を開催いたしました。 
３．進捗状況としまして、平成２４年９月～１１月に茅ヶ崎市美術館において、藤沢市
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が担当となり、藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町資料展「湘南に残る匠のわざ宮大工の世界」を

開催いたしました。展示会開催日数４７日で入場者数４，６５８名。３年間の累計入場者

数は１１，２０８名となりました。本事業については、（公財）神奈川県市町村振興協会助

成金で事業経費を賄いましたため、予算の執行はありませんでした。執行額が０円になっ

ていますが、予算なしで執行できたことで、執行率１００％にさせていただいています。 
４．評価およびその理由ですが、茅ヶ崎市美術館で開催された展示会には、多くの人が

訪れ、市民の郷土文化に対する理解を深めることができたため、評価はＢとさせていただ

きました。 
５．効果・成果は広域連携展示事業を実施したことにより、地域に関する多様な資料を

公開・提供することができ、地域の歴史・文化の継承に貢献することができました。 
６．課題・問題点としましては、二市一町の共通テーマを検討するため、事前の準備期

間が必要となっています。また、事業継続のため、助成金の活用を図っていくことが必要

であります。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組について、

各市町における市民のニーズをくみ取りつつ、効率的に事業を進め、今後も地域の歴史・

文化の継承に努めます。また、引き続き（公財）神奈川県市町村振興協会助成金が活用で

きるよう事業展開を図ってまいりたいと思います。 
 
５保管施設整備事業です。こちらの予算はついておりません。 
１．目的は市内３ヶ所にあります収蔵施設を適正に管理し、郷土歴史資料の保存環境を

良好な状態に保ち、収蔵資料を活用可能な形にして、多様なニーズに応えることを可能に

することです。 
２．平成２４年度の取組みの概要としましては、保管資料の移動を実施いたしました。 
３．進捗状況ですが、資料整理室・旧県立藤沢北高等学校東棟にございました保管資料

を、御所見収蔵庫・旧御所見市民センター庁舎へ移動いたしました。また、保管資料の移

動にともない、各施設への資料の配置の見直しを行いました。 
４．評価およびその理由につきましては、資料の移動についての取組みはできましたが、

施設の老朽化への対応が未実施なため、Ｃといたしました。 
５．効果・成果といたしましては、資料の移動により、配置の見直しを行うことができ、

今後の整理作業を行ううえで適切な手段を見いだすことができました。歴史資料の継承に

資する効果があったと考えております。 
６．課題・問題点といたしましては、歴史的な資料を継承していくために、適正な保管

が必要となりますが、現在は専用の保管施設がないため、整備が必要だということです。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組については、

各収蔵施設における保管資料の整理を進め、適正な資料の配置を行うことで、現状保管施

設の有効利用を図りたいと考えています。 
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○新井委員長 
 ただ今、担当課から事業について説明がありましたが、何かご質問はありませんか？ 
 
○三浦委員 
それでは１江の島歴史遺産保存整備活用事業について４．評価およびその理由で、総合計

画の先行きが不明確とありますが、基本的なことですが、総合計画とはどのようなものな

のでしょうか？ 
 
○松井郷土歴史課課長 
 総合計画とは、前市長のときにつくりました、市全体の長期的な実施計画のことですが、

見直すということで、現在はなくなっております。この中に、本事業がありましたが、簡

易的な計画をたてる段階で、なくなってしまいました。そういったことから先行きが不明

確であります。ただ、必要なこともあるかと思います。 
 
○三浦委員 
 これを見ますと、調査が観光客の閑散期にしか実施できないとありますが、この計画を

たてた時点で、織り込んだ上でたてられたものなのでしょうか？ 
 
○加藤郷土歴史課主幹 
 こういう状況については当初からわかっていたことなので、織り込み済みと考えていた

だいて結構です。 
 
○三浦委員 
 私は当初、評価のＣになっている理由が、調査が閑散期にしか実施できないことで予定

通りできなかったから、ということかと思っていましたが、Ｃがついているのはそうでは

ないのですね。そうしますと、今後はどのような見通しなのでしょうか、総合計画の先行

きがわかってくるまでは、身動きがとれない状況なのでしょうか？ 
 
○松井郷土歴史課課長 
 ７.平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組についてで、

書いてありますように関係部署つまり、藤沢市の観光協会・江ノ電等の理解を求めながら、

調査をしていきたいと考えております。 
 
○三浦委員 
 ありがとうございました。 
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○北橋副委員長 
 ３文化財保護事業について、これは執行率９６．９％ということで、非常によく実施さ

れていると思います。江の島は私も子どものころから耳にしており、今でも頑張っている

なという気持ちです。ここに郷土愛と豊かな心を育てるというのが入っているのかと思い

ます。 
 ３．進捗状況に、「耕余塾の跡」にゆかりの深い「旧三觜八郎右衛門家住宅」を借り受け

とありまして、藤沢の歴史的建造物であることは認識していますが、子どもたちはまった

く知らないという現状です。これについて学校現場でもこの歴史について触れてほしいの

ですが、今以上に耕余塾の業績について、子どもたちに伝える何かプランはあるのですか？ 
 
○泉教育文化センター長 
 ただ今、編さん中であります、『藤沢市教育史』読本、「私たちの藤沢教育史」の中に、

耕余塾のことが書いてありますので、今後はこれを活用して学校を通して、子どもたちに

伝えていきたいと思います。 
 
○髙石教育指導課課長 
 小学校３・４年生対象に配っています社会科の資料集があります。その中に、説明して

いる部分があります。また、校歌の中に取り入れている学校もあります。 
 
○新井委員長 
 ４広域連携展示事業について、予算表記の仕方として執行率１００％というのは０％で

はないのでしょうか？また、神奈川県市町村振興協会助成金を、私自身は知らないのでど

のようなシステムになっているのか、教えていただきたい。 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
 ０％は執行しなかったことになりますが、助成金を１９０万円ほど頂いて執行していま

す。市の予算としては執行していませんが、事業としては執行しているので１００％にさ

せていただきました。 
助成金ですが、市町村ならびに関係する団体が行う、特に広域にわたる事業について出る

助成金です。本事業は実行委員会というかたちで行っているので、実行委員会あてに助成

金がおりてそのまま精算をするので、予算には反映してこない。実行委員会は各市町の課

長でつくっています。 
 
○新井委員長 
 神奈川県市町村振興協会助成金を私自身、理解していないので、藤沢市のほうで加入し
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ていて、ここにいくらか額を提供しているなど、そういう関係になるのでしょうか？ 
 
○斎藤生涯学習総務課主幹 
 予算の関係で、当初予算額で１１２万４千円を計上させていただいているのは、この事

業につきましては２市１町の展示担当の課が持ち寄り、それを合わせて事業予算を組んで

いる。市町村振興協会につきましては、県内各市町村の連携事業等に対しまして、助成活

動をしている団体で、２市１町の展示事業が実行委員会を組んだ段階で、そちらの助成先

に申請をした。申請した結果、市町村の歳入にお金が下りてきたのではなく、実行委員会

に交付されましたので、予算額は全額支給され事業ができた。この申請した助成金が下り

なければ、予算を使って事業をしたかたちになる。当初の段階では申請が各市町村で歳入

に下りてくるというかたちであれば、ここに執行額が特定財源という形で、歳入が入った

かたちで満額執行となっていたものが、このやり方だと、２市１町全体の実行委員会が申

請して、そこに交付されたもので、このようなかたちになったということです。 
 
○新井委員長 
 ありがとうございました。ほかにございますか？ 
 
○三浦委員 
 ４広域連携展示事業の当初予算額は、もともと市町村振興協会の助成金で実施するつも

りで計上して、その通りになったということですか？ 
 
○松井郷土歴史課課長 
 助成金が下りなければ、１１２万４千円の持ち寄った金額で実施できたと思います。 
 
○三浦委員 
 今回はこの事業の予算で計上しておいて、市町村振興協会の助成金が下りるか、わから

なかったからで、下りたからこれを使う必要がなくなったということですね。 
 
○松井郷土歴史課課長 
 そうです。実行委員会の席上にも、広域連携の関係で協会から担当者が参ります。いく

つかの担当職員おもに企画部門から職員が参加しておりまして、実行委員会の事情を聴い

てこの事業についてはお金を下していいか、といった調査も含め参加しているのが現状で

す。 
 
○三浦委員 
 この助成金は、毎年審査があるのですか？来年どうなるかということですが。 
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○細井郷土歴史課課長補佐 
 この美術展に関しては、５年間位ということで対象にしていただいていて、来年度につ

いてはまだ対象内ということですが、その後については他にもまだ事業がありますので、

再来年も継続ということであれば、もう一度申請をしなおして、審査をしていただくこと

になります。 
 
○三浦委員 
 来年度はこの、１１２万４千円の予算は必要ありませんか？ 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
 いいえ。８月、９月くらいまでに出していきますので、来年については予算を持ってい

ないと、もしものことがあった時、突発的に協働事業のほうがより必要性があるなどとい

った場合、減らされる場合などがあります。 
 
○三浦委員 
 わかりました。必要なのですね。 
５保管施設整備事業についてですが、４．評価およびその理由に施設の老朽化への対応が

未実施、６．課題・評価に現在は専用の保管施設がないため、整備が必要である、という

ことが書いてありますが、この専用の保管施設、施設の老朽化の今後についての計画があ

るのでしょうか？ 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
 現状では予定はないので、現状のままどうしていくか、老朽化している施設を使わずに

やるかどうか、使えるものを有効利用していくかたちで考えています。 
 
○三浦委員 
 この施設の老朽化への対応に、予算をつける必要はないのですか？ 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
 これを整備すれば使えるといった状況になってくれば、予算を要求していきたいです。 
 
○新井委員長 
 続きまして、実施事業６映像資料整備公開事業から、９文化資料展示施設開設事業まで、

４事業についての説明をお願いします。 
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○細井郷土歴史課課長補佐 
 ６ 映像資料整備公開事業について説明いたします。 
 １．目的は、市民との協働によって地域の伝統や文化に関する映像記録、フィルム・写

真等の収集・公開を行うことで、市民の生涯学習の向上と歴史や民俗・文化の継承に寄与

することです。 
２．平成２４年度の取組みの概要としましては、上映会を実施いたしました。また、地

域映像所在調査を、一般社団法人記録映画保存センターを対象として、実施いたしました。 
３．進捗状況は、上映会を４回実施しました。実施した場所は、湘南大庭市民センター

と総合市民図書館の２ケ所で、それぞれ２回行いました。内容としましては、１９６４年

「湘南港」、１９６９年「藤沢市１９６９年 冬（藤沢市西部開発の記録）」、１９７０年「東

洋のマイアミビーチ江の島」など、計７本です。いずれも１６ミリフィルムで、若干劣化

している古いものです。また、一般社団法人記録映画保存センターを対象とし、地域映像

所在調査を実施しました。地域の市民センター・図書館における上映会は実施しましたが、

映像記録の整備については調査の結果、地域に関する映像資料を収集する等の部分的な対

応にとどまりました。 
４．評価およびその理由は、映像記録の整備については見直しを図り、他事業へ移行す

るため、Ｄとしました。 
５．効果・成果は、地域における上映会を開催し、地域の伝統や文化に関する映像資料

の保存・継承に対する市民の理解を促すことができました。 
６．課題・問題点は、映像フィルムを保存し、公開につなげていくために、媒体変換を

図っていくことが必要である。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組について、

映像フィルムの整備事業は、平成２５年度から開始した郷土文化推進事業における画像資

料デジタル変換事業へと移行を図るということです。 
７保存民家復原公開事業でございます。予算はついておりません。 
１．目的は、解体して部材を保存している歴史的建造物（古民家）を復原し、復原され

た建物を市民の利用に供し、歴史的建造物の保存活用をネットワーク化することで、より

多く、体験学習の機会を提供することです。 
２．平成２４年度の取組みの概要としましては、市民団体の協力のもと、現存する歴史

的建造物を調査いたしました。また、市民団体と共催で啓発のための講演会を開催いたし

ました。 
３．進捗状況といたしましては、歴史的建造物については、鵠沼桜が岡のＨ邸の実測調

査を実施しました。市民への啓発事業として、講演会・パネルディスカッション「川越に

学ぶ歴史的建造物の活用」を開催いたしました。 
４．評価およびその理由ですが、啓発事業は進捗を図ることができましたが、解体保存

民家の復原については検討段階にとどまっており、事業としての見直しを図る必要性があ
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るため、Ｄとしました。 
５．効果・成果ですが、市民団体と協働事業で、歴史的建造物の保存活動についての啓

発の機会をつくることができ、地域の歴史・文化の継承に資することができた。 
６．課題・問題点としましては、民家等の復原事業としては、旧福原家長屋門移築復原

事業等を実施してきておりますが、復原のための用地の確保や、復原後、その歴史的な資

産を後世に継承していくための活用方法などについて検討していく必要があるということ

です。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組についてで

すが、保存民家復原公開事業については、歴史資料公開活用事業の一環として移行しまし

て、多角的な公開事業の運用を図っていきたいということです。 
８歴史・文化財資料公開活用事業についてです。 
１．目的ですが、展示会や講座の開催等により、地域の歴史・文化に対する理解を深め、

郷土愛の醸成を促すことです。 
２．平成２４年度の取組みの概要ですが、寄贈美術・工芸作品等の保管委託をおこない

ました。地域施設における展示事業を実施いたしました。電子博物館による情報提供をお

こないました。小学生のための博物館講座を実施いたしました。ほかにも細かいものをお

こないました。 
３．進捗状況ですが、寄贈美術・工芸作品等の保管委託事業に関しては、委託契約を締

結し、寄贈資料の移送を実施しました。地域施設における展示事業に関しては、５回、延

べ１０６日の開催を実施しました。電子博物館による情報提供に関しては、市のホームペ

ージ上で「電子博物館 みゆネットふじさわ」として、平成１５年からスタートしており

ますが、現在訪問者は２０万人を超えています。小学生のための博物館講座に関しては、

２４年度は３４校、１１２クラスで実施しました。 
４．評価およびその理由は、予算措置のされた、事業については、予定どおりの進捗が

図られたため、Ｂとしました。 
５．効果・成果ですが、図書館等地域施設による展示の実施では、多様な市民層に展示

を見学していただき、また小学生のための博物館講座等の実施により、幅広い年齢層への

歴史・文化の継承に寄与することができたと思っています。 
６．課題・問題点ですが、寄贈美術・工芸品等の保管委託事業については、貴重な文化

的資産を後世に継承していくために、より適切な保管場所の検討を図る必要があると考え

ています。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組について、

寄贈美術・工芸作品等の保管委託事業と、収集資料の公開・活用事業とを分けた中で、そ

れぞれに適正な事務処理を行い、歴史の継承と文化の創造に努めてまいりたいと思います。 
９文化資料展示施設開設事業ですが、 
１．目的は、文化資料展示施設を開設することにより、市民（地域）の歴史・文化情報
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に対するニーズに応え、郷土愛の醸成を促すことです。 
２．平成２４年度の取組みの概要ですが、元県立藤沢高等学校跡地利用について、庁内

の関係各課による協議の実施をおこないました。 
３．進捗状況はありません。 
４．評価およびその理由ですが、文化資料展示施設開設事業につきましては、元県立藤

沢高等学校跡地利用を含めた中での検討が必要であり、現状では対応を図ることができな

いため、Ｄにいたしました。 
５．効果・成果ですが、事業の進捗がないため、効果・成果はございません。 
６．課題・問題点ですが、文化資料展示施設開設事業につきましては、元県立藤沢高等

学校跡地利用を含めた中での検討がされていますが、現状では土地の取得等、県との調整

が進んでいないため、対応を図ることができないことが問題です。 
７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組について、

現在のところ、県からの土地の確保の状況を見守っているところでありますが、歴史の継

承と文化の創造のため、適正な検討をはかっていきたいと考えています。 
 
○新井委員長 
 ありがとうございました。ただ今、担当課から説明がありました。 
 質問等はありませんか？ 
 先ほどと同様に、施策の柱②歴史の継承と文化の創造または、基本方針⑤地域に根ざし

た芸術・文化活動の充実を図ります、という視点から各事業の取り組みについて質問等は

ありませんか？ 
 
○三浦委員 
 ６映像資料整備公開事業の評価がＤになっていますが、実施すべき事業は実施したうえ

で、見直すということでいいのでしょうか？ 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
 はい、そうです。 
 
○三浦委員 
 予算０円が多いのですが、順番に見ていくと、７保存民家復原公開事業で解体保存民家

の復原については検討段階とありますが、解体保存民家というのは、ものがあるという認

識でよろしいのでしょうか？ 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
 はい、そうです。 
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○三浦委員 
 予算がつかない、これはどういった議論で予算がつかなかったのでしょうか？ 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
 かなり高額になるということです。もうひとつは復原可能な場所の問題です。 
 
○三浦委員 
 たとえばこれは９文化資料展示施設開設事業に関連しますが、文化資料展示施設がきち

んとできれば、そこに展示すればいいのではないかといった話は、成り立つのでしょうか？ 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
当初はそういった話があったのですが、９文化資料展示施設開設事業がどういう方向に動

くかにより、かわってきます。 
 
○三浦委員 
 ９文化資料展示施設開設事業がつまずいているために、いろいろなことがつまずいてい

るようですが。県との関係など相手がいる話なので、難しいですね。 
 ５保管施設整備事業の老朽化のことも、９文化資料展示施設開設事業が解決されればか

なり解決されるのではないでしょうか。何とかなるといいですが、ぜひ頑張っていただけ

ればと思います。 
こういう施設が難しいということになると、文化の継承と文化の創造の観点から考えてい

くと、よりコストを安くできるものとして電子博物館が充実しているといいのですが、８

歴史・文化財資料公開活用事業の絡みになりますが、先日、電子博物館を発見しまして見

てみたのですが、全体的にコンテンツが古いですね。たとえば映像で見せるコンテンツが

３つ位しかなく、見る方法も 10 年前の昔の見せ方になっているので、今のコンテンツに慣

れている人たちからみると、ちょっと物足りなく感じるのではないかと考えました。クイ

ズもやらせていただいたのですが、あまりゲーム感覚ではなく、テコ入れをしていただく

と、２０万人の訪問者がさらに増えてよいのではないかと考えます。 
歴史を継承していくという観点でいえば、地元の小中学生に対して、こういうものを提供

していくということができればいいのではないでしょうか。博物館講座ということで、か

なり実施されているようですが、あわせて電子博物館も小中学生が見て、興味を示してく

れるような内容にすることで、だいぶ違ってくるのではないでしょうか。学校でコンテン

ツが見えて、社会科の授業などに活用していけるといいと思います。クイズなど、ＷＥＢ

などユーザー参加型で、子どもたちが参加できるものだといいのではないかと思います。 
 旧藤沢高の件が頓挫しているようでしたら、電子博物館のほうを充実させていただけた
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らと思います。 
 
○北橋副委員長 
 先ほどのコンテンツのことですが、６映像資料整備公開事業は画像資料デジタル変換事

業へと移行を図ると書いてあります。目的に市民との協働によって地域の伝統や文化に関

する映像記録の収集・公開を行うこと、と書いてあります。市民との協働という言葉は残

るのでしょうか。市民ボランティアの方は、一生懸命ビデオ等を使って市民の生活を記録

に残したり、子どもたちのイマジネーションを利用して映像資料をつくったりしています。

ですから市民との協働という言葉はぜひ残してほしい。新しいコンテンツも増やしてほし

い。先日も江の島でまつりをやっていましたが、Ｆａｃｅｂｏｏｋで動画がずっと流れて

いました。それで終わってしまってはもったいないので、いくつかは精査して残すような、

そうしたデジタルの方法でしたら土地がなくても郷土愛に通じるようなものが残ると思う。

特につくる段階で市民との協働を残してもらいたい。現状はどうなっているのか説明して

いただけたらと思います。 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
 つくることで市民との協働というかたちでの事業は行っておりません。 
ここであげているのは、特に上映のことでして、市民ではなく図書館等で行うということ

で、図書館の方がたの意見を聴きながら行っています。 
ＮＰＯ法人湘南市民メディアネットワークと、藤沢動画などとのすみわけの話を今、して

います。 
 
○北橋副委員長 
 たしかに映像を残すというと、子どもたちの顔を映してはいけないとか、条件はあると

思うが、教育委員会として子どもたちに参加させてあげたいと思う。そういう意味ではそ

ういう民間のかたを利用してほしいと思います。 
 子どもたちの体験なども資料として残し、ほかの市町村に広めたいと思って私もやって

います。デジタル化を逆に現場に子どもたちをひっぱるような方向でやっていただけたら

と思いますので、コンテンツを増やすという方向は大賛成です。予算化をしてほしいと思

っています。 
元県立藤沢高等学校ですが、難しいですね。最後は、地元市民の声をたくさん集めて、市

民が望んでいるのだからと、藤沢市民のためにあの土地を使いたいということで、博物館

をつくってもらえるように調査費でも計上して、頑張ってもらいたいと思います。 
 
○新井委員長 
 ７保存民家復原公開事業の、２．平成２４年度の取組みの概要で、市民団体の協力のも
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と、現存する歴史的建造物を調査、市民団体と共催で啓発のための講演会を開催 
ということで、基本的に予算は０円なわけで、市民団体がすべてお金を出す事業、まった

くお金の掛からない事業なのか、事業を教えていただきたい。また、７．平成２７年度の

目標達成に向けた今後の対応や施策の柱を踏まえた取組みについてで、歴史資料公開活用

事業の一環として移行、とありますが、８歴史・文化財資料公開活用事業に統合するとい

った意味でしょうか、教えてください。 
 
○細井郷土歴史課課長補佐 
 予算の件ですが、０円になっていますが、実際、建造物の調査については、先生方には

別の予算からお支払しています。実測調査に関しては先生だけでなく、地元の建築士の方

などに依頼してやっていますが、調査自体０円ではありません。 
講演会につきましても、講師料の一部を別の予算から支出しており、市民団体からの金額

の負担はございません。 
歴史資料公開活用事業への移行についてですが、郷土歴史課の事業の大きな柱として歴史

資料公開活用事業というものがございます。８歴史・文化財資料公開活用事業はその一部

を特化して総合計画でつくった事業です。内容は、寄贈美術・工芸品等の保管のための費

用と、公開活用のなかで特に新規で重点的にやっていきたいということで、地域に向けた

展示、子どもたち向けの講座、また、刊行物の刊行をいれたかたちでひとつの事業をつく

りました。保存民家復原公開事業に関しても、８歴史・文化財資料公開活用事業と同様に

総合計画事業として独立させて事業ですが、今後は歴史資料公開活用事業の一部として実

施していきたいということです。 
 
○新井委員長 
 ありがとうございました。 
以上で、１４事業の点検・評価に関する意見交換を終わりにします。 
続きまして、議事２「藤沢市教育振興基本計画進行管理」に移りたいと思います。 
 それでは、事前に各委員からの質問がありましたら、事務局より回答をお願いします。 
 
○事務局：石井学校教育企画課主幹 
 今回は事前の質問はありませんでした。 
 
○新井委員長 
 ありがとうございました。 
事前に質問はなかったということですが、本日あらためて質問やご意見がありましたらお

願いします。 
なお、本日、出席している課の事業以外の部分への質問に関しましては、事務局にお願
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いしたいと思いますが、よろしいでしょうか？ 
 
○事務局：石井学校教育企画課主幹 
 第３回評価委員会までに対応させていただきます。 
 
○新井委員長 
 それでは、進行管理についての質問やご意見はございませんか？ 
 私のほうから教えていただきたいことがあります。 
１－４－２と１－４－４のいじめ対策としてクローズアップされているわけですが、１－

４－２で小学校４年生と中学１年生にいじめのリーフレットを配布すると書かれています

が、なぜ、小学校４年生と中学１年生だけに限定してリーフレットを配布するのか、緊急

性を要すると考えれば全ての児童生徒にリーフレットを配布するのも考えられるのかと思

いました。それを含めて、いじめ対策の現状の到達状況について教えていただきたい。 
１－５－１の特別支援教育推進事業で、表現の問題ですが、介助員派遣時間数が６万時間

という表現については、もう少し表現を工夫していただけないかといった指摘が昨年あり

ましたが、人数に対してその派遣数が十分なのか、不十分なのか、その判断ができるよう

な数値的な表現方法などが必要なのではないかと思います。 
この２点を、質問させていただきます。 

 
○髙石教育指導課課長 
 １－４－２児童生徒指導関係事業ですが、いじめに関してのリーフレットは新入生の保

護者向けに配っています。もともとは新入生向けだったのですが、昨年、藤沢市で学校生

活に関するアンケートをとったところ、学校のなかで嫌な思いをしたことがある、具体的

には悪口を言われた・無視をされたといったことが、小学校４年生と中学校１年生で急激

に増えるということがでてきましたので、小学校４年生と中学校１年生に今後配布しよう

と考えています。リーフレットだけで計画が行われるものではなく、各学校においても様々

な道徳の授業など行っていますが、新入生児童・小学校４年生・中学校１年生というとこ

ろです。 
介助員の時間数ですが、昨年ご指摘があったということで申し訳ありません。介助員に

ついては、基準はありますが対象児童数が大変多く、指導主事等が学校に行ってこのお子

さんには何時間必要ですといった判定ができないために、学校に計画を出していただいて

います。充足率というと大変難しいのですが、今年度、出されたものを見ますと、予算の

３．４倍位の要望があり、すべて満たせば１００％になるかというと、どんどん増える傾

向にあり、どこまでといったことも学校によって対応が違いますので、充足率等、出せな

い状況ですのでご理解お願いいたします。 
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○新井委員長 
 ありがとうございました。他にございますか？ 
それでは皆さんからご発言いただきました。       
この委員会は、意見をまとめるということではなく、各自それぞれのご意見やご質問をし

ていただく会合ですので。 
私としては、特に前半の人的、物的な条件整備については、条件整備を進めていく上で

人とお金が必要になってくるわけですが、教育については市民なり学校現場からのニーズ

にどのように答えていくかを考えたときに、人数がどれくらいあって、行政側が計画的に

施策化、プログラム化していけているかの判断が求められると思う。それにふさわしいか

たちで、表現の工夫などをお願いしたいということや、充足率等については示すことがで

きないということであれば、もしかしたら学校現場にわりと自由に活用できるようなかた

ちで、自由裁量の予算のようなかたちで提供するほうが、現場にとって使いやすいかもし

れません。現場のニーズ、市民のニーズにあわせて条件整備のプログラムを十分検討して

ほしい。というのが私の感想です。 
  
次回は評価結果の講評になります。 

本日は各課から説明を受け、１３事業について質疑応答を行いましたが、次回は、事業目

的に沿った成果や効果になっているか、問題・課題の対策や今後の取り組みが適正なもの

かなどを議論し、まとめていきたいと考えております。 
         
次回の日程は 

８月６日 火曜日 午前１０時から 
場所は、教育委員会 森谷産業旭ビル 4 階 第１会議室において開催いたします。 
傍聴者の定員は１５名とします。 
 
これで本日の会議を終了させていただきます。 
お疲れ様でした。 

 
 


