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平成 25 年度 第３回藤沢市教育振興基本計画評価委員会 

 

日時：２０１３年(平成２５年)８月６日(火) 

午後３時～ 

場所：森谷産業旭ビル４階 第１会議室 

 

委員会委員長          新井 秀明 （横浜国立大学教育人間科学部教授） 
委員会副委員長     北橋 節男  （学校・家庭・地域連携推進会議会長会会長） 
委員会委員       三浦 康之 （湘南工科大学情報工学科准教授） 
 
教育委員会           阪井 祐基子（教育委員長） 
            吉田 早苗 （教育長） 
教育委員会事務局   渡部 敏夫 （教育次長） 
            吉田 正彦 （教育部部長） 
            中島 徳幸 （教育部参事兼教育総務課課長） 
            髙石 佳久子（教育部参事兼教育指導課課長） 

小木曽 貴洋（教育指導課主幹） 
川邊 尚子 （教育指導課指導主事） 
吉﨑 緑  （教育指導課指導主事） 
村上 孝行 （学務保健課主幹） 
神尾 友美 （教育部参事兼学校給食課課長） 
須田 朗  （学校給食課主幹） 
村越 恭子 （学校給食課課長補佐） 
髙橋 幹弘 （学校施設課課長） 
杉山 哲己 （教育部参事兼学校教育企画課課長） 
石井 宏樹 （学校教育企画課主幹） 
石塚 義之 （学校教育企画課課長補佐） 
川島 祐輔 （学校教育企画課指導主事） 
中村 浩  （学校教育企画課指導主事） 
泉  在道 （教育文化センター長） 

生涯学習部       永井 洋一 （生涯学習部部長） 
上野 進   （生涯学習部参事兼生涯学習総務課課長） 
斎藤 隆久 （生涯学習総務課主幹） 
松井 洋二 （生涯学習部参事兼郷土歴史課課長） 
加藤 信夫 （郷土歴史課主幹） 
細井 守  （郷土歴史課課長補佐） 
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川俣 誠  （生涯学習部参事兼文化芸術課課長） 
小野 政行 （生涯学習部参事兼スポーツ推進課課長） 
山崎 秀男 （総合市民図書館館長） 

 
（開 会） 
 
○新井委員長 
 第３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。 
今回は点検・評価の最終回になります。これまでの２回の会議を振り返りまして、評価

結果を述べていただきます。また、あわせて委員さんの感想などもお伺いできればと思い

ます。 
最初に点検・評価の講評を行いたいと思います。講評については施策の柱ごとにお一人

ずつご意見を伺い、意見交換を行いながら講評としていきたいと思います。 
まず、学校教育分野の基本方針③の施策の柱①学びを支え質の高い教育環境の整備の５

事業について行います。ご意見をいただく前に、この５つの事業について、追加して担当

課にご質問はありませんか？ 
 
○三浦委員 

実施事業２の新入生サポート事業、６．課題・問題点で、２年生に進級するにあたり一

定期間市費講師が必要であるとの要望が出されているとのことですが、これは具体的にど

のようなケースが生じていて、２年生に市費講師を派遣する必要がでているのか、といっ

たことについてお聞かせいただければと思います。 
 
○村上学務保健課主幹 
 ２年生に進級するにあたりまして、また新たにクラス替えを行うということになりまし

て、１年生にとってせっかく慣れてきた環境の中で、またクラス替えを行うといったこと

に対しての不安の解消などから、一定期間慣れるまで必要であるとの要望がなされており

ます。 
 
○三浦委員 
 たとえば、授業中に着席できないなど、２年生にクラス替えをするときに起きてしまう

のでしょうか。想像がつきにくいのですが、１年生で市費講師によって基本的な集団生活

の適応をした上で、また２年生になっても必要なのか、クラス替えをしたら起こってしま

う問題があるのか、具体的なことをご存じでしたら、お聞かせください。 
 
○村上学務保健課主幹 
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 たとえば、クラスに慣れていたのにクラス替えをしてなじめない。あるいは先生に慣れ

ていたのに、新しい先生で自分から発言ができない。新しい環境になって落ち着かなくな

ったといった子どもたちのサポートが必要となるケースがあるといったことです。 
 
○新井委員長 
私のほうから、関連して質問させていただきたいのですが、小学校に入った段階でクラ

ス編制に偏りが生じてしまうので、市費講師が必要であるということだったのですが、別

の事業で、幼稚園・保育園と連携する事業があると思うのですが、そうしたところで、子

どもたちの状況を把握した上で、クラス編制することはできないのかと思ったのですが、

そのへんをお伺いできればと思います。  
 
○髙石教育指導課課長 
 幼稚園・保育園と小学校の連携の中には、委員長のおっしゃったような意味がございま

すが、個人情報保護条例の関係で保護者の同意がないと、原則はその子の情報を他機関に

提供することはできないことになっています。従いまして、個々の児童について詳しく聞

くことはできません。そういったことから小学校のクラス編制をする上では、教員が行っ

てみるということができるといいのですが、幼稚園・保育園だけでもものすごい数があり、

学区があるわけでもありませんので、クラスがはじまってみないとわからない。また、お

子さん同士の相性もありまして、一人のお子さんが離席するとそれにつられて離席をする

とか、一人が落ち着かなくなるとそれにつられて、また何人かが落ち着かない状況になっ

てしまうということも多々ありますので、小学校の特に１年生につきましてはクラス編制

が難しいところです。 
 
○吉田教育部部長 
 多少、補足させていただきます。 
 就学指導の会等での話といったところでは情報はとれますが、直接、幼稚園・保育園の

みなさんが学校へ個々の情報提供はございません。正式には幼稚園指導要録という書類が

送られてきますが、それは卒園した後で、学校としましてはクラス分けをした後に幼稚園

からの資料が届くといったところでは、クラス編制は難しいということでございます。 
 
○新井委員長 
 小学校と中学校との間では指導要録のようなものがあるのかと思っていたのですが、幼

稚園でもあるのですね。小中学校の場合では指導要録で接続するのかなと思っていたので

すが。 
 
○髙石教育指導課課長 
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 小学校に入る場合、幼稚園・保育園、またそういった園を全く経験しないお子さんがい

らっしゃいます。保育園も最近、指導要録と同じようなかたちの保育要録というものがで

きまして、そちらをいただくことになっています。実際、近くの幼稚園・保育園は小学校

に連絡をとり、１年生の授業の見学や、１年生と交流をするというようなことも行ってお

りまして、その時に子どもたちの様子をみるといったことをしています。それから、１年

生はクラス編制に限らず生活習慣が定着している子といない子との差が大きくて、学校に

来たらまずランドセルをどうするのか、実際に子どもたちのコミュニケーションをどうや

ってとったらいいのか、日常担任がやりきれない細かなところをサポートの先生がいてく

れることでできる、といったこともありますし、担任が取り出しで指導しなければならな

くなったとき、教員免許証を持っておりますのでサポートの先生が授業をできるといった

かたちになっております。 
２年生に関してもまったく同等のことがいえまして、コミュニケーション・細かな生活

習慣、クラス編制がかわることにより子どもたちの集団がかわりますので、そのあたりを

丁寧にみていただく必要性があるといった状況です。 
 
○新井委員長 
 それでは順番に、ご意見をお願いいたします。 
 まず、三浦委員からお願いいたします。 
 
○三浦委員 
 それでは私のほうから、ご意見を申し上げたいと思います。 
基本方針③の５事業ですが、「それぞれ事業の内容が目標を実現するために適切かどう

か」については、５事業とも適切で問題ないと考えております。ただし、「具体的な効果が

適切か、今後の目標がどうか」ということについては、個別に意見がございます。 
１．特別支援教育整備事業ですが、この事業自体に関しては、たいへん立派な成果を上

げているように思われます。現場からのニーズに対して、組み上げるといったことをされ

ていて素晴らしいと思うのですが、昨年度を見てみますと予算が増額されていて、現状で

大変なニーズがあるらしいことが想像できます。今、現状においてどの程度のニーズがあ

るのかどうか、予算を増額したが、増額した予算ではまだ足りないといったことがあるか

もしれないといったことを考えましたので、そういったところをご検討いただけるといい

のかと思いました。 
２．新入生サポート事業ですが、今の２年生の市費講師の件はよくわかりました。この

件について気になりますのは、事業の効果が適切かということに関して、その評価が市費

講師を何人派遣したかどうか、そのような評価になっていたと思います。本当ですと、市

費講師の派遣によって、どのような子がどれだけ減ったか、そこから先の評価が重要だと

思います。これは大変難しいということは承知しておりますので、このような評価になら
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ざるをえないことは承知しております。その上で、できる限り子どもたちがどうなったか

について、定量的な評価ができればいいのかなと考えました。 
３．教育機器整備事業ですが、この事業も十分な予算がいきわたらない中で頑張ってお

られると思いますが、小学校に対してネットワークを整備するということについて、どの

ように課題設定をするのか、難しい面があるのかと思います。子どもたちにとって情報機

器にふれることはとても重要なことなのですが、問題なのは、教える側のリテラシーが十

分でない場合、必要であるにも関わらず十分な教育効果が得られないということが起きま

す。そうなると予算を出す側としては、効果が得られないなら予算は出しませんよという

ことになりかねないということがあるのだろうと思います。ここは環境整備と同時に教員

のリテラシー向上を進めていかないと、途中でうまくいかなくなる恐れがあるのではない

だろうかと考えました。そういった観点に基づいて、お考えいただけるとよろしいかと思

います。 
５．学校図書館管理運営事業につきましては、コメントになります。効果が適切かとい

ったことについて、図書館の来館者数が１．６倍に増えていると、評価されていると思い

ます。こういったかたちで、目に見える効果が評価として現れているのは、大変いいこと

だと思います。こういった評価を踏まえつつ、進めていっていただけるといいのかと思い

ます。 
以上です。 

 
○北橋副委員長 
 １、特別支援教育整備事業ですが、前回もありましたように、重要な事業だと思ってい

ます。近くの学校に入りたくても入れないお子さんがいらっしゃることも考えて、ここで

社会性を身に付ける児童生徒をつくることは大変重要な事業ですから、拡大していってい

ただきたいと思います。心配なのは、人的な絶対数が足りないということでしょうか。対

象児童生徒がたくさんいらっしゃるのに、対応する大人の数が少ないと感じます。募集に

ついても、市の広報などに載せていますが、ここは教育の行政からも予算をさいていただ

いて、あらゆる面で人を募集して一度社会人を経験した方でもかまいませんので、どんど

ん人を採用して藤沢市独自の、特別支援教室の支援体制をしていただければと思っていま

す。すべての小学校中学校には難しいかもしれませんが、すべての地区に対象の児童はい

ると思っています。ですからそこのところは前向きに、次期拡大するような方向でと、強

く願います。 
 ２、新入生サポート事業ですが、先ほどのご説明でよくわかりました。これについては

適切だと思いますので、これからもこの事業を進めて欲しいと思います。 
 ３、教育情報機器整備事業ですが、これはＬＡＮが学校に必要かどうかということを、

前回強く思いました。無線ＬＡＮをやる時代だと思いますが、それよりもすべての教室に

そういう環境が必要なのかということを、振り返って考えています。タブレット端末とい
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うことが出てきましたが、今現在、それが一番優秀かもしれないけれど、何年か経つとま

た違った機種が出てくるということで、この分野に関してはあまりにもスピードが速いの

で、学校で整備していくには少し距離をおいたほうがいいのではないかなと思います。予

算がいくらあっても足りない。ただ、自分の子どもに振り返ってみると、キーボードを使

える子どもはつくってほしい。無くなるかもしれませんが、いろいろな就職の状況でも、

教育機関でも、キーボードを使うような機会は増えますので、覚えてほしいと思っていま

す。 
 ４、藤沢市教育史編さん事業ですが、これは前回質問させていただきましたので、この

ままぜひ続けてほしいと思っています。将来的にはデジタルの方にいくかもしれませんが、

資料として紙媒体も必要だと思っております。紙媒体とともにデジタル的なものも、進め

てはいかがかなと思います。事業としてはこのまま進めて欲しいと思っています。 
 ５、学校図書館管理運営事業ですが、私がＰＴＡをやっている小学校でも、非常に読み

聞かせのボランティアが多く、とても感謝をしています。問題は中学校の図書館ですね。

利用率が低いというのはとても感じておりまして、公共図書館が非常に恵まれていること

もありまして、学校図書館が使われないことを心配しています。図書館司書・図書館専門

員・図書館ボランティアといった方が、増えればそれなりに皆さんが足を向けるのではな

いかと思っています。ちょうど中学生は思春期で進路を選ぶ時期ですから、職員室だけで

なく図書館においても、思春期の問題や進路についてのアドバイスができる司書やボラン

ティアが増えれば、図書館を使ってもらえるのではないかと思います。先ほどとリンクし

ますが、コンピューター環境をつくるならば、図書館の中につくってもらいたい。それは、

司書さんのプラスにもなります。全ての教室にＬＡＮは必要ないけれど、図書館に関して

は絶対必要だと強く思っていますので、これから検討してください。以上です。 
 
○新井委員長 
 それでは、私から意見を申し上げます。 
 ５事業につきまして、「事業内容が目標を実現するために、適切か」との問いに対して、

基本的に適切であると思っています。それを前提にして。 
 １、特別支援教育整備事業についてですが、障がいを持っているお子さんたちが急増し

ているといったことに対しまして、この間通級指導教室を開設して、学校看護介助員２名

を配置したことなどは、大きく評価することができると思います。今後につきましても、

平成２７年度の目標達成に向けて、是非、環境整備あるいは、新設を計画的に進めてほし

いと思います。ただ、この間非常にスピードが速いことを考えますと、対応しきれないこ

とがあろうかと思います。たとえば、特別支援学校についても県レベルで考えられている

とは思いますが、県に対しても特別支援学校を新増設するなり、そうした対応もぜひ検討

していただくなり、県全体としての取り組みとして考えないと、藤沢市だけでやっていく

ということは、困難を抱えるのかなと考えます。 
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 ２、新入生サポート事業につきましては、先ほど質問に対して詳しくご説明いただきま

したので、よくわかりました。もう少し両方連携を図れば改善できるのではといったコメ

ントをしようかと思っていましたが、事情がわかりましたので、概ね適切かなと感じまし

た。 
 ３、教育情報機器整備事業についてですが、1．目的「教育情報機器による情報教育（情

報モラル教育、パソコン技能の習得等）を推進する」となっていますが、情報モラル教育

といった場合には、特に小学生などでは携帯やタブレットといっても小さいものになる可

能性があると思います。パソコン技能の習得といいますと、パソコン教室のほうで活用し

ていくのがメインで、教室に全部整備するといったことではないだろうと思います。そう

しますと校内ＬＡＮを導入していくかどうかということについては、授業にいかに活用す

るかというそこが、メインではないかと思います。目的としては、「授業等への活用」とい

うのがあるべきかと思いました。そうであれば、デジタル教材のメリット・デメリットの

議論がかなりあると思います。そうした議論を十分踏まえた上で、例えばインターネット

上のビデオ教材を、直接子どもたちに見せるということもあります。その程度のことであ

れば、ＤＶＤでも何でも活用すれば済むことでもあるかなと思います。ＬＡＮを引かなけ

ればならない必要性・必然性があるということの検討が必要だと思いますし、ご指摘され

ているようにタブレット端末、大型のものだと思いますが、教育用のソフトの研究も必要

でしょうし、先ほどご指摘がありました情報機器が非常なスピードで替わっていきますの

で、一旦覚えたことが数年経つと、すぐにスクラップされてしまうというようなこともあ

り得ますので、そうしたことを考えると、モデル校などで検討していくといった話があっ

たかと思います。そこで性急に進めるというよりもじっくりと検討していく、特に、三浦

委員からもご指摘がありましたように、教員が積極的に活用できるということがまずは前

提になるかと思いますので、そうした点も含めて十分検討していただきたいと思いました。 
 ４、藤沢市教育史編さん事業につきましては、感想だけですけれども、資料の収集整理

保存というのは、非常に軽視されがちな事業だと思います。しかし、こうした事業という

のはたいへん大事な取り組みで、基盤的な事業だと思います。活用や公開といったことが

今日的に求められますし、あるいは学校の授業の実践に活用することなど含めまして、ぜ

ひ継続していっていただきたいと思いました。 
 ５、学校図書館管理運営事業についてですが、学校図書館の整備充実というのは、文部

科学省なども含めまして積極的に推進していく施策、特に子どもの読書環境を充実させる

など、非常に重要な施策だと思います。その上で学校図書館専門員などが、文部科学省等

で地方財政措置として、図書整備５か年計画といったかたちで支援されていると了解して

いるのですが、地方交付税の負担費用にカウントされているのかと思います。そういった

ものを大いに活用して、ご指摘されているような中学校での活用ですとか、勤務日を拡充

していつ行ってもそのような職員の方がいるといった環境をつくっていただけたらと思い

ました。以上です。 
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では、引き続きまして生涯学習分野の基本方針⑤施策の柱②歴史の継承と文化の創造で

すが、事業数が多いので前回と同様に、前半と後半に分けて意見を述べていただきます。

まず、前半の１から５の事業につきまして、追加して担当課に質問はございませんか？ 
 
○三浦委員 
 １、江の島歴史遺産保存整備活用事業について追加で質問がございます。進捗情報シー

トの５－２－１の事業ですが、平成２７年度末の目標が、整備進捗状況１０％と書いてあ

るのですが、１０％というのが状況を示しているのか想像できなかったので、何が１０％

なのか教えていただけますでしょうか？ 
 
○加藤郷土歴史課主幹 
当時の整備状況自体は、かなり長いスパンを考えておりまして、ひとつの目標としては、

コッキング温室遺構を国指定史跡としてその後、国補補助事業によって整備していくこと

で、平成３２年くらいまでの計画だったと思います。平成２７年度末の時点では、整備の

検討委員会を立ち上げて、国指定にするための調査の実施や測量をして、文化財としての

評価をするための報告書を作成するというあたりまでが、平成２７年度くらいまでの目標

だったと思いますので、それが１０％程度かなというところです。 
 
○三浦委員 

この１０％という数値自体は、何か意味のある数値なのでしょうか？数値が出ているの

でよけいに気になってしまうのですが。 
 
○加藤郷土歴史課主幹 
特に、数値で表せるようなものではないと思うのですが、あえて数値で表すとそんなよ

うなものなのかな、といったところです。 
 
○三浦委員 

今の状況で、目標達成できそうなのでしょうか？ 
  
○松井郷土歴史課課長 

確かにおっしゃる通り、相当スパンが長く考えていかなくてはならず、江の島はその昔、

植物園のみならず小動物の小屋や遊園地もありまして、そののち今のような整備がされた

訳ですが、その整備を急ぐためにも調査をかけたということです。まだまだ確かにそこに

は遺構があるだろうということで、全面的な調査もしたい訳ですが、いかんせん相当な人

数がこられており、江ノ電さんと藤沢市と両方で管理していますので、観光客の少ないと

きを狙ってやるにしても、相当な時間が掛かるだろうということで、まだまだ相当先にな
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るだろうという感じがします。そういう状況です。 
 
○新井委員長 
それではつづきまして、順番にご意見お願いしたいと思います。三浦委員からお願いい

たします。 
 
○三浦委員 
「事業の内容が目標を実現するために適切かどうか」という観点ですが、これについては

１～５の４事業に関しては、何か問題を感じるといったことはございません。「成果効果は

適切か、今後のことについてどうか」ということについて、個別にコメントさせていただ

きたいと思います。 
１、江の島歴史遺産保存整備活用事業ですが、これは苦労されているのかなと思います。

観光地ということで、確認調査が閑散期しかできないということを書かれています。今後

もその状況は変わらないだろうと思いますので、現時点までの成果がはたして充分である

のかどうかというのは気になっております。７．平成２７年度の目標達成に向けた今後の

対策の柱を踏まえた取組についてですが、まず、整備進捗状況１０％という表現が書いて

ありまして、これは少し具体的な表現にできるのであれば見直していただいたほうがいい

かなと思います。というのは次年度以降も同じように点検評価をする必要が出てくるのだ

ろうと思いますが、それについてどんな根拠に基づいて点検評価するのか難しくなると思

いますので、そこはお考えいただきたいと思います。 
総体的な感想なのですが、これも外側の事情などがあって、想定どおりに進まなくなっ

ているのかと思いますが、それならばそれで、平成２７年度までに果たして何ができてい

ればいいのかというところを、現実的な方向で見直していただくということが必要だと思

いますので、関係するところでの調整をしていただければと思います。 
３、文化財保護事業につきましては、これといったコメントはございません。この方向

で進めていただけたらと思います。 
４、広域連携展示事業ですが、これも外部から予算をいただいていて、うまくいってい

る事業だと思いますし、入場者数も順調ということで素晴らしいと思います。是非、この

方向で引き続き進めていっていただけるのが、よろしいかと思います。 
５、保管施設整備事業につきましては、もちろん事業の目標は何も申し上げることはな

いところですが、専用の保管施設を確保できないというところで、苦労されているところ

で、何とか確保できればいいなと思っています。これは、後の事業が進めば、今問題にな

っていることのかなりの部分が、解消されてくるのではないかなと思いますので、是非そ

れらと含めて、前に進めていただけたらと思います。以上です。 
 
○北橋副委員長 
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１、江の島歴史遺産保存整備活用事業ですが、観光地であるということが最大のネック

だと思います。かなり有名な地区ですから、１年中通してかなりの人が来ているというこ

とですよね。しかし、同時に文化遺産でもあるわけですから、それはある程度覚悟の上、

割り切って予告をした上で１か月とか２か月とか、立ち入り禁止地域をつくるということ

を、決断を持ってやっていただければ、将来のためには整備ができるのではないかと思い

ます。江ノ電との関連もあり、非常にデリケートですが、いつかは整備しなければならな

いのであれば、予告時期を設けて立ち入り禁止もあり得るのではないでしょうか。 
３、文化財保護事業ですが、画期的なのが湘南台地区の文化センターでやったことでは

ないでしょうか。南北で違いがあることはいいことではあるのですが、藤沢市は南北に長

いこともありまして、海を含めて観光地は南部といったイメージではなくて、藤沢市全体

で文化財は共有したいと思っていますので、これからも北部だとか西部だとか、そういっ

た地域で文化財に関する理解の深まるイベントをやって欲しいと思っています。機会を設

けて、近所で開かれていれば行ってみようということにもなりますので、「モース博士」や

「耕余塾」も北部を含めて展示やイベントをやって欲しいと思っています。評価したいと

思います。 
４、広域連携展示事業ですが、茅ケ崎・寒川とやったということで、とても評価できる

と思っています。藤沢市の遺産であっても湘南地区の人の行き来がそれぞれの市・町を強

くすると思いますので、いったり来たり、鎌倉とも連携したりということで、湘南地区と

いう取扱いをすると、また、文化的なものは人を集めることができると思いますので、こ

れについては非常に評価したいと思っています。これからも続けて欲しいと思います。 
５、保管施設整備事業ですが、藤沢北高跡地はすでに取り壊し等がはじまっていますの

で、日常の整備は場所がないと感じるところです。民間との連携ができればいいと思いま

すが、そう簡単なことではないのでしょう。日本大学生物資源科学部という大きなところ

がありますので、そこの施設をお借りできないのかなとか、考えております。いろいろな

人・場所を利用しながら、藤沢市の文化遺産を保管していただけたらと思っています。そ

このところも、柔軟な発想を求めます。以上です。 
 
○新井委員長 
それでは私のほうから意見を申し上げたいと思いますが、今回の報告を伺いまして全体

としてなるほどと思いましたので、内容的なところでコメントするところは、ほとんどあ

りません。形式的なところで、いくつか発言させていただければと思います。 
４、広域連携展示事業で執行額が０円で執行率が１００％という表現につきましては、

前回説明いただいたのでわかったのですが、７、保存民家復原公開事業で、執行額が０円

で執行率も０％で、調査だとか講演会・パネルディスカッションを開催したということで、

別予算でやったというかたちになっていますが、４、執行額（全額助成金により執行した）

というコメントがありますので、理解できなくはないのですが、注記を付けるなど読んで
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わかりやすい表記を、工夫していただきたいと思います。 
先ほど三浦委員からもご指摘があったのですが、数値で表わしやすいものは可能な限り

数値でお願いできればと思いますが、同時に数値に表わしづらい事柄があるかと思います

が、そのような場合は現物資料とか、ここのホームページを見ればこのように成果が上が

っているといったことを、ここに記述していただくなど、数量的評価に馴染む成果の書き

方と、馴染まない場合は現物をみていただくことなど含めて、成果が上がっていることを

アピールしていただければと思います。以上です。 
では、続きまして後半６～９の事業について、意見を述べていきたいと思います。６～

９の事業について追加して担当課へ質問はありませんでしょうか？ 
それでは順番にご意見をいただきたいと思います。三浦委員からお願いいたします。 
 
○三浦委員 

６、映像資料整備公開事業ですが、「事業の内容が目標を実現するために適切かどうか」

ということについては、適切だと思います。「成果効果は適切か、今後のことについてどう

か」ということについても、問題があるとは考えておりません。これは評価区分がＤにな

っている根拠というのは、一部の事業を他事業へ移動するということですので、特に事業

に関して、何かをしなければならないということではないと考えております。実際、上映

会の動員数も顕著であるということもありますので、この調子で進めていっていただけれ

ばと思います。 
７、保存民家復原公開事業に関しましては、これももったいない話で、外的な要因によ

って実施不可能な部分がでてきている。事情により設備が整えられないということで、ご

苦労されていると思います。こういったものを次世代に残しておくといったことは、なか

なか大切なことだと思いますので、頑張っていただきたいと思います。こちらは別の事業

に関わることだと思いますので、そちらのほうで、コメントを述べさせていただきます。 
９、文化資料展示施設開設事業は、藤沢高校の跡地の利用が進まないということで、十

分な進展が得られていないのは残念であると思います。藤沢というのは歴史的な遺産が非

常に多い自治体なのですが、展示施設がないというのがもったいないと、かねがね考えて

おりまして、こういう計画があるということで楽しみにしております。是非、今、問題に

なっている要因を解決し進めていただき、諦めずに実現にこぎつけていただきたいと考え

ております。また、電子媒体で同じようなことができるということがあれば、物凄く良い

と思います。藤沢電子博物館がありますが、あのようなものをベースにして盛り上げてい

っていただけたら、良いのではないかと思いますので、是非、進めていただけたらと考え

ています。以上です。 
 
○北橋副委員長 

６、映像資料整備公開事業ですけれども、１目的に「市民との協働によって地域の伝統
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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」と書いてありま

す。市の職員の方は一生懸命やっていらっしゃるのですが、映像を撮ったり残したりする

ことに関しては、民間の方でも非常に熱心な人もいてＮＰＯ団体をつくったりしているの

ですが、藤沢市のフィルムや映像は古いものはそれなりに価値がありますし、どんどん変

動している藤沢市を記録してもらいたい。各地区で持ち寄って、大きなライブラリーをつ

くってもらえればいいなと思っています。予算が０円ということですが、一般市民や民間

の人が必要と思って撮った映像に関しては、藤沢市で募集していただいて、映像を審査す

るような窓口をつくるなど、映像として残すべきものは残していただけたらいいなと思っ

ています。これからデジタル化への移行をはかるということなので、大いに期待していま

す。 
７、保存民家復原公開事業についても、移行することで０円になっていますが、建物は

一度壊してしまうと元に戻すのは難しいので、デジタルの世界との話がありましたが、３

Ｄの技術も進んでおりますので、建物については壊す前にはデジタルで保存していただき

たいと思っています。将来のためにも、そのような残し方も有りなのではないかと思って

います。 
 ８、歴史・文化資料公開活用事業ですが、これについては小学生・中学生に郷土愛を持

ってもらいたいということですから、興味をもつようなものに関しては、市も窓口を広め

てホームページ等で集めていただけたらいいなと思っています。ここについては進んでい

ると思っていますので、今後はできるだけ新しいコンテンツを集めて欲しいなと思ってい

ます。郷土愛を求めるのならば、小・中学生の眼をいつも忘れないで集中してください。

工芸作品についても壊される前にデジタルで残しておくということは必要ではないかと思

っています。 
 ９、文化資料展示施設開設事業については、藤沢高校跡地は県の問題でもありますから、

様子を見るしかありません、民間の力を借りることも、大企業の力を借りることも必要か

もしれません。柔軟な発想でこれからも展開していってください。 
 以上です。 
 
○新井委員長 
 それでは私から意見を述べさせていただきます。先ほどと同様に、特段の意見はござい

ません。全体として取組の状況はよく理解しましたし、それぞれ課題についても適切に指

摘されているのかなと思います。全体として評価が低くて、特に６、７、９は、それぞれ

Ｄの評価になっているわけですが、そもそもの目標設定それ自身、基本計画の策定の時点

でこうしたことを見通せなかったのかどうか、そもそも論としてよくわからないところが

あります。外部的な要因もあるかと思いますし、様々な事情もあるかと思いますので一概

にいえません。基本計画に対して計画を実行する責務を誰が負っているのか、たとえば教

育委員会がこの計画を実行する責務を負っているのか、そうではなくてこの基本計画は首
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長を含めて市が責任を負っていて、仮に首長が交代になってもそれを実行するということ

になるのか、そうではなく首長がかわればもう計画もご破算ということになるのか、その

あたりの基本計画というものを、今後どういうふうに位置づけていくのかということを、

十分検討していく必要があるのではないかと感じました。 
 以上で、コメントにかえさせていただきます。 
 
 ただ今、各委員から意見がございましたが、それに対して担当各課より今の時点でお話

しいただくことはありませんか？ 
 
○永井生涯学習部部長 
 貴重なご意見、また励ましともとれるお話しをいただきまして、ありがとうございまし

た、概ねいい評価をいただいているのではないかと思いつつ、聞かさせていただきました。

首長がかわればとお話しがあったのですが、この教育振興基本計画については首長がかわ

っても思いは変わらないということで考えています。ただ手法については首長のやり方等

があると理解しておりますので、それに沿ったかたちで進めていくということになろうか

と思います。この４月に生涯学習部については、市長部局に移管させていただいています。

やることは基本的にはかわらないわけですが、時代に即した円滑な各部門との連結等を進

めながら、この目標に向かってまいりたいと考えております。その中でも、ご意見を多々

いただいておるところですが、展示施設がなかなか進捗できない状況でございます。もと

もと高い設定をし、また数値化できないというところもございます。そのへんでの事務的

なところ、書式的にもどうかといったところも、事務局的に検討をしなくてはならないか

なと思いました。展示施設ですが、本市では博物館の計画が３５年程度前からございまし

て、それに向けて歴史的な資料、文化的な資料を集積させていただいております。時代背

景のこともありますし、そのままですといつまでも同じ状況ということになります。です

から博物館準備担当を廃止し、新しく郷土歴史課という課を新設させていただいておりま

す。そんな中で、総合的に市民への展示をしたいと４月から取り組んでいるところです。

具体的にはモース、世界的にも有名な方が江の島でこの市内で研究をされていたというこ

とが、なかなか紹介できていない。また藤沢宿、どうしても目が江の島へいってしまう中

で、藤沢宿をもう一度見直して、郷土愛あふれる藤沢の思いの中核にしていこうと考えて

います。藤沢高校跡地についても、新聞記事等でご存知かと思いますが、今後もなかなか

進捗が見込めないと思っております。しかし、市民の財産ですのでこれを積極的に公開で

きるように郷土歴史課として進めていければいいかなと思っています。本日は貴重なご提

言をいただきまして今後取り組んでいければと思っています。よろしくお願いします。 
 
○新井委員長 
 ありがとうございました。 
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次に、藤沢市教育振興基本計画の全事業の進行管理に移りたいと思います。 
  第２回目の会議の資料「進捗状況シート」に、平成２７年度までの目標に対しての平成

２４年度の進捗状況の一覧がありますが、ご質問やご意見をいただきたいと思います。 
昨年も指摘したのですが、藤沢市教育委員会の取組は教職員や学校をサポートしていく

という姿勢が明確で、これからも授業づくりや学校づくりの取組を、よりいっそう支援し

ていただきたいと思います。 
同時に、教職員や学校にお任せするということではなく、学校レベルでは、保護者や市

民に対して学校情報を積極的に提供するとともに、保護者や市民の方々からの疑問や意見、

要望に対して、きちんと向き合い対応していくという双方向のコミュニケーションを大事

にする取組を進めて欲しいと思います。 
また、双方向のコミュニケーションは、学校レベルだけでなく、教育委員会としても、

教職員や学校など関係者の声や保護者・市民の声に応えていくことが大事だと思います。

昨年度委員長の高橋勝氏は、総括的な意見の中で、教育振興基本計画をつくる際には皆さ

んがオープンに議論をして作成してきた、この点検・評価や進行管理を行う際ももっとオ

ープンに議論しあいましょう、そのためにも教育委員会が積極的に市民に説明をしてアピ

ールして欲しいと訴えられました。点検・評価や進行管理を行う際に、例えば、担当部署

による説明だけでなく、保護者・市民の方々の意見や教職員や学校など関係者の意見を聞

くような機会があればよいのではないかと思います。 
 教育条件の整備についてですが、数値で示せるものは是非示してほしいと思います。市

民のニーズや現場の要望で特に数値化が可能なものについては、ニーズ調査などをしてい

ただいて、ニーズに対して現状はどれだけ充足しているのか、財源がどれだけあるか、施

策の優先順位をどうつけるかなど、いろいろなことを勘案しながら基本計画をいかに実現

していくか、分かりやすく自己点検・評価していただきたいと思います。 
もちろん施策によっては数量的に表しにくい事項や、表すべきではない事項があります

ので、そうした事項は別の点検・評価が必要だと思います。文化財なども数値で表しにく

い事項が多いと思いますが、市民のニーズは高くなくても専門家の判断として非常に貴重

であるとか軽視できないといった事項もあるかと思います。数値目標を重視しすぎると数

値で表しにくい目標が軽視される恐れがありますので、数量的に表せないものについて、

必要性や成果について評価方法の工夫をしていただきたいと思います。 
 
○三浦委員 
 感想を３つほど述べさせていただきたいと思います。 
私は大学の工学部の教員として、ものを教える立場にあります。学生たちは中学の義務教

育を終え、高校を卒業してきているわけですが、こういった学生たちと向き合うにつれて

思うことは、大学に入る前までの状態がとても重要だということです。工学部ですから数

学ができなくてはなりませんが、本質的なことは物事に取り組む姿勢とか社会的な態度、
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基本的な躾等々そういった総合的な能力です。大学を卒業して就職するところにまで関わ

ってくる部分ですので、そういった基本的なところを身に付けるということを是非、推進

していただければと考えております。このことは、たとえば基本方針の①、または②，③

あたりに大きく関わってくるのではないかと思います。勉強に限らず能力を伸ばすことを

していただきたいと考えております。 
今回の点検・評価の対象事業でいろいろな意見があったと思いますが、最近の情報通信

の発展はかなりのものなので、それに伴って社会のありようも大きく変貌していると思い

ます。そうなってくると年長者ほど最近の機械の発展に取り残されがちになり、子どもた

ちにそういうものを教えるということが行き届かなくなるということが考えられます。近

年の技術に適した人材を育てるということの前に、まず大人たちがそういったことに適応

することがとても重要なのではないかと思っています。そうしないと、学校に新しい機械

を導入してもあまり利用されず、その結果この事業はあまり必要ないと見なされかねませ

ん。そして、結局、社会の発展に取り残される子どもたちが増えるということになり、不

幸かなと思いますので、そういったところにも注意を払っていただきたいと思います。 
３つ目ですが、郷土に対する愛着心とか帰属意識といったものを育むにあたって、その

土地の歴史や文化などを継承して伝えていくことがとても大切なのだと思います。藤沢市

はそういった資産を多く持っているところでもありますので、予算もないところでご苦労

されていると思いますが、是非進めていただきたいと思います。民間企業と行政が違う点

は、民間企業の場合は事業が成り立たないといけないので、ニーズに基づいて事業を進め

ていますが、行政はそうではないものをカバーしていくのだろうと思います。特に歴史文

化に関する事業は、ニーズに基づいて何かをするということではなくて、こちらからニー

ズをつくるつもりで進めていかなくていけない事業なのだろうと思います。何もせずにい

たらニーズがあるというものではなく、だからといっていらないということではないと思

いますので、こういった事業は軽視しないでいただきたいと思っております。 
 
○北橋副委員長 
 私は学校・家庭・地域の連携事業の代表として出席していますが、保護者の一人として

また地域で働いている者としてお話ししたいことは多々あります。人がお互いに協調し合

ったり、自立したりしていくという部分は、親の背中を見て育つことも多いですし、また

他人の背中を見て育つことも多いと思っています。小中学生が学校の中で教育を受けるこ

とはもちろん必要ですし、そこで規律やマナーを学んでいくことは強く求めます。そして

その延長線上に、子どもたちが学校の外に出て体験をするという活動が必要なのだと思っ

ています。 
今、子どもたちの持っているコミュニケーションツールはとても便利になりました。自

分の部屋の中ですべて事足りてしまっているともいえます。本は読まない、辞書は引かな

い、人に返事もしない、それでも幸せだと思っているということを、とても心配していま
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す。だから、もっと外に出てほしい。本を読んだり辞書を引いたりしてほしい。人とぶつ

かったり喧嘩したりしてほしい。もっと怒られてほしい。そうしたことをとおして子ども

たちにたくましく成長していってほしいのです。 
藤沢市では八ヶ岳野外体験教室、職業体験、地域や他校との交流などの活動に取り組ん

でいますが、やはり失敗から学ぶことはとても多いので、子どもたちがあえて失敗するよ

うなプログラムがあって、それをサポートする大人やボランティアがいてくれたら子ども

たちはどんなに幸せかと思います。 
藤沢市の教育委員会に強く希望していることは、子どもたちが部屋から外に出て、学校

から外に出て様々な体験ができるような柔軟な取組もしていただきたいということです。

その中にいじめの問題などを解決するようなチャンスがあるのだと思います。是非、柔軟

な発想で体験の場を増やしていただいて、失敗しても大丈夫、という教育にしていって欲

しいと思います。 
また、先生たちも学校から出て、多くの経験をしてほしい。そういう先生が子どもたち

に良い経験、体験を与えてくれるのだと信じています。 
 
○新井委員長 
 ご指摘のあったところにつきましては、今後、事業を進めていく上で、参考にしていた

だきたいと思います。 
ひととおりの議論が終わりましたので、そろそろ議事を終わりたいと思います。ここで

評価委員会を振り返り、 挨拶をさせていただきます。 
３回にわたりまして、積極的に事務局の皆さん方からご説明をいただき、また委員の皆

様には積極的な議論をいただきまして、ありがとうございました。皆様のご協力のおかげ

で、３回の会合を成功させていただけたと思います。ありがとうございました。 
 以上をもちまして、藤沢市教育振興基本計画評価委員会を終了いたします。 


