
1 

平成２７年度（平成２６年度実績） 第１回藤沢市教育振興基本計画評価委員会 議事録 

 

日時：２０１５年（平成２７年）７月３日（金） 

                        午後３時～午後５時 

場所：森谷産業旭ビル４階第１会議室 

 

出席者 

 

評価委員会委員長   新井 秀明  （横浜国立大学教育人間科学部 教授） 

評価委員会副委員長  栃本 親   （学校・家庭・地域連携推進会議会長会 会長） 

評価委員会委員    三浦 康之  （湘南工科大学情報工学科 准教授） 

評価委員会委員    市村 杏奈  （藤沢市ＰＴＡ連絡協議会 副会長） 

 

 

教育委員会      吉田 早苗  （教育長） 

教育委員会事務局   小林 誠二  （教育次長） 

           吉住 潤   （教育部長） 

           神尾 友美  （教育部参事兼教育総務課課長） 

齋藤 直昭  （学校教育企画課課長） 

小木曽 貴洋 （教育部参事兼教育指導課課長） 

村上 孝行  （教育部参事兼学務保健課課長） 

神尾 哲   （教育部参事兼学校給食課課長） 

佐藤 謙一  （学校施設課課長） 

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） 

繁里 洋子  （学校教育企画課指導主事） 

生涯学習部      中島 直   （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） 

           藤本 広巳  （生涯学習総務課主幹） 

           田代 俊之  （生涯学習総務課課長補佐） 

子ども青少年部    和田 章義  （子ども青少年部参事兼子育て企画課長） 

 

吉住部長    皆様、こんにちは。教育部長の吉住と申します。本日は、藤沢市教育振興基本

計画評価委員会にご出席賜りまして、ありがとうございます。 

        それでは、会議の開会に先立ちまして、教育長から委嘱状の交付を行います。

ただいまお座りいただいております順番でお席を回りますので、よろしくお願い

致します。 

（吉田教育長 委員の前に立ち、委嘱状を交付） 

吉住部長   本会議では、藤沢市教育振興基本計画の進行管理を行うと同時に、教育委員会の

点検・評価も併せて行うことから、教育委員会より吉田早苗教育長が出席してお

ります。それでは吉田教育長からごあいさつ申し上げます。 

吉田教育長   皆様こんにちは。藤沢市教育員会教育長の吉田早苗と申します。本日は雨の中
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ご出席いただきましてありがとうございます。夏が近づきさるすべりの花が咲い

たり、朝顔が咲いたりヒマワリが咲いたりする季節がやってまいりました。今日

はちょっと蒸し暑いようですけれどもよろしくお願いいたします。只今、委嘱状

をお渡しいたしました。委嘱状は一枚ではありますけれども大変重いものだと私

は受け止めております。それだけのことを皆様にお願いを申し上るわけでござい

ますけれども、できるだけ忌憚ないご意見をいただきまして、これからの藤沢の

教育、子どもたちの笑顔のためになるような視点でお話をいただけたらなと思い

ます。また、教育振興基本計画の平成２３年度のものの集大成、４年間のまとめ

をしていただく形になりますので、新しい教育振興基本計画に向けての思いも伝

えていただきながら点検・評価に対するご意見をくださいますよう、よろしくお

願いいたします。 

吉住部長    それでは、本日お集まりの委員さんに、自己紹介をお願いしたいと思います。

自己紹介は、名簿の順に従いまして、恐れ入りますが 新井秀明委員さんからお

願い致します。 

        （各委員より自己紹介） 

吉住部長    ありがとうございました。 

 なお、本日出席しております関係各課の職員、事務局につきましては、座席表を

お配りしておりますので、紹介は省略させていただきます。 

次に、委員長の選出につきましてですが、要綱の規定により、委員の互選とな

っておりますが、どなたかご推薦はございますでしょうか。 

 （「新井秀明委員を委員長に推薦します」との声） 

吉住部長    委員長に新井秀明委員というご推薦をいただきましたが、委員長に新井秀明委

員を選出することについて、委員の皆様、いかがでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

吉住部長    ご異議がないようですので、新井秀明 委員が委員長に選出されました。 それ

では、新井委員長には、前の席にお移りいただき、一言ごあいさつをいただきた

いと存じます。 

ここからは、新井委員長に進行をお願いしたいと存じます。新井委員長、よろ

しくお願い致します。 

 （新井秀明委員長、委員長席に移動し、あいさつ） 

新井委員長   次に、副委員長の選出を行います。「藤沢市教育振興基本計画 評価委員会 設置

要綱 第３条第４項」により、副委員長は委員長が指名することとなっております。

副委員長には、栃本委員を推薦したいと思いますが、いかがですか？ 

（「異議なし」の声） 

新井委員長   ご異議がないようですので、副委員長は栃本委員にお願い致します。 

        栃本副委員長には、前の席にお移りいただき、一言ごあいさつをいただきたい

と思います。 

        （栃本副委員長、副委員長席に移動し、あいさつ） 

新井委員長   この評価委員会ですが、「藤沢市情報公開条例第２９条」の規定により、審議会

等は公開が原則となっております。したがいまして、この評価委員会につきまし

ては、原則として公開とします。ただし、会議を公開することにより、当該会議

の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合がありましたら、その都度、
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皆様におはかりして決めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

        （「異議なし」の声） 

新井委員長   それでは、そのような取扱いとさせていただきます。 

        次に、「藤沢市審議会等の会議の公開に関する要綱第６条第１項」の規定により、

会議資料につきましては、原則として、傍聴者の閲覧に供することとされており

ますが、傍聴者に対して会議資料を配付することについて、ご異議はございませ

んか。 

（「異議なし」の声） 

        ご異議がありませんので、そのような取扱いとさせていただきます。 また、会

議録につきましては、事務局で作成し、公開してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いします。 

         なお、傍聴者数に関しましては、「藤沢市教育振興基本計画 評価委員会 傍聴規

程第３条」において「会議室の広さに応じ、会議の運営に支障を生じない範囲で、

会議の都度、委員長が定める」とありますので、本日の会議では１５名とさせて

いただきます。 

現在のところ、傍聴者無しとの報告を受けておりますが、会議中に傍聴希望者

がいる場合は、随時入室をしていただきます。 

 

新井委員長   それでは、ただ今から、第１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。 

        お手元の次第に沿いまして、議事を進めて参りたいと思います。 

最初に事務局から資料の説明をお願いします。 

繁里指導主事  本日配布しました資料について確認いたします。 

資料１は、藤沢市教育振興基本計画評価委員会、以降評価委員会と読ませてい

ただきますが、評価委員の名簿です。 

資料２は、評価委員、及び教育委員、関係各課の職員、事務局の座席表です。 

資料３は、評価委員会の設置要綱です。要綱の第５条第３項で「会議は、委員

の過半数の出席がなければ開くことができない。」とあります。本日は４名全員に

ご出席いただいていますので、会議は成立しております。 

資料４は、評価委員会の傍聴規程です。会議の傍聴に関し必要な事項を定めた

ものです。 

資料５は、藤沢市教育振興基本計画体系図です。 

資料６は、各基本方針の自己評価です。このあと、こちらを用いてご説明をさ

せていただきます。 

資料７は、藤沢市教育振興基本計画の実施事業の進捗状況をまとめたものです。 

資料８は、今年度の評価委員会の会議日程です。本日を含め３回を予定してい

ます。第１回では進行管理と点検評価対象事業の抽出、第２回では点検評価対象

事業として決定した事業の内容を担当課よりご説明させていただきます。第３回

では、評価委員の皆様からご講評をいただく流れで進めさせていただきます。 

資料の説明につきましては以上です。 

新井委員長   説明が終わりました。ただ今の説明に関して、ご質問がございましたら、お願

いします。 
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次に、各基本方針の自己評価について、事務局に説明をお願いします。 

齋藤課長    では、お手元の資料６の「藤沢市教育振興基本計画 各基本方針の自己評価」

に基づき、説明をさせていただきます。 

        こちらは、今年度新たに作成したもので、９９の事業を大項目である７つの基

本方針と中項目である２２の施策の柱にまとめた資料となっております。 

１ページをお開き下さい。 

基本方針①「共に学び、多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成

します」では、全部で２０の事業があり、Ａ評価の「平成２７年度目標を達成」

は０事業。Ｂ評価の「平成２６年度目標を達成」は１７事業、Ｃ評価の「平成２

６年度目標未達成（ただし現状維持）」は０事業、Ｄ評価の「平成２６年度目標未

達成（計画の見直しを行うもの）」は１事業、Ｅ評価の「廃止」は０事業、Ｆ評価

の「平成２６年度以前に廃止、統合等」は２事業となっております。 

        続いて、施策の柱１「確かな学力の向上」につきましては、対象が２事業で、

「指導主事による学校訪問や授業研究を通じて、学校現場の支援を図ると共に、

外国語指導講師による生きた英語による授業を実施し、児童生徒の学力の向上に

寄与した」としております。 

        対象事業の教育指導課所管の１－１－１「教育課程推進事業」、１－１－２「国

際教育推進事業」共に、評価Ｂで「平成２６年度目標を達成」したとしておりま

す。 

        その下の欄、「主な取り組みと成果」については、１－１－１「教育課程推進事

業」は、「指導主事による授業研究や教育課程推進のために必要な教材教具の整備

を行った」、１－１－２「国際教育推進事業」は、「外国語指導講師１６名が市立

小・中学校を訪問し、中学校外国語（英語）と小学校外国語活動の授業を実施し

た。生きた英語にふれることにより、外国語を通したコミュニケーションへの興

味・関心を高めることが出来た」としております。 

        その下の欄、課題等については、１－１－１「教育課程推進事業」は、「指導主

事による計画訪問は、各学校 3 年に一度となっているが、若い教員が増えたこと

により訪問回数の見直しが必要である」、１－１－２「国際教育推進事業」は、「国

際理解協力員、外国語活動支援員、ＦＬＴ（外国語指導講師）の活用方法の工夫・

改善が必要である」としております。 

        なお、施策の柱の下の課名の右手に丸印があるものは、欄外に記載があります

ように、「教育委員会所管事業」であることを示しております。これは、レジュメ

２の（４）で取り扱います「教育委員会の点検・評価」の対象となる事業である

ことを示しております。 

以下、施策の柱２以降も同様の記載となっております。これ以降については、

施策の柱を中心にご説明をさせていただきます。 

        施策の柱２「熱意と指導力のある教員の養成」ですが、対象が３事業で、教職

員の経験年数に合わせた研修を実施すると共に、教育文化センターにおいて、研

究部会や研修講座の充実を図り、教職員の資質と教育の質の向上に努めておりま

す。なお、対象３事業のうち、２事業はＢ評価、３番目の「ふじさわティーチャ

ーズカレッジ「学びあい」事業」は、平成２５年度に終了しておりますので、Ｆ

評価となっております。 
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       施策の柱３「開かれた学校づくりと信頼される学校経営の推進」ですが、対象

が２事業で、指導主事や学校問題解決支援員の指導により、学校現場が抱える課

題の解決を図っております。また、学校支援コーディネーター制度の活用により

地域に開かれた学校づくりを行いました。なお、対象事業のうち、「教育指導活動

事業」はＢ評価、「学校支援コーディネーター制度事業」は、平成２６年度で事業

を終了したため、Ｄ評価となっております。 

２ページをお開き下さい。 

        施策の柱４「豊かな心と健康な身体を育む教育の推進」ですが、対象事業が８

事業で、「子どもをいじめから守る条例」の制定に向けた取組や各学校でのいじめ

防止プログラムの実施により、「いじめ暴力防止対策事業」の推進を図ると共に、

人権・環境・平和教育や野外活動を通じて、豊かな心と健康な体を育む教育を推

進しております。なお、対象事業のうち、７事業は評価Ｂ、１－４－８「中学校

給食実施研究事業」については、中学校給食の試行が始まり、研究が平成２４年

度に終了したため、Ｆ評価となっております。  

３ページをお開き下さい。 

        施策の柱５「一人ひとりのニーズに対する教育の推進」ですが、対象事業が５

事業で、スクールカウンセラーや介助員、学習指導員等の学校への派遣や情報交

換等の場の提供により、支援を必要とする児童生徒の個別のニーズに対する教育

の推進に努めております。なお、対象の５事業全てが、Ｂ評価となっております。 

４ページをお開き下さい。 

基本方針②「家庭教育・幼児教育・地域教育力の支援・充実を図ります」では、

全部で１５の事業があり、評価は５事業、Ａ評価は５事業、Ｂ評価は７事業、Ｃ

評価は０事業、Ｄ評価は１事業、Ｅ評価は０事業、Ｆ評価は２事業となっており

ます。 

        続いて、施策の柱１「家庭における教育力の向上」ですが、対象事業が４事業

で、地域子育て支援センターや、つどいの広場の運営により、子育てに関する情

報提供・相談を行うと共に、児童クラブの運営や両親学級、赤ちゃん教室の開催

を通じて、家庭における教育力の向上に努めております。なお、対象の４事業全

てが、Ｂ評価となっております。 

５ページをお開き下さい。 

施策の柱２「幼児教育の推進」ですが、対象事業が６事業で、市内の幼稚園等

に補助金を交付し、教職員の資質の向上や、保護者の負担軽減を行うと共に、小

中学校と幼保の連携事業を実施し、幼児教育の推進に努めております。 

        対象事業のうち、４事業はＡ評価、１事業がＢ評価としており、２－２－５「家

庭的保育事業」については、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、制度内 容

の見直し等が必要なため、Ｄ評価となっております。 

      施策の柱３「地域における教育力の向上」ですが、対象事業が２事業で、地域

子供の家や児童館において、子育て中の親子の交流、情報提供、育児相談を開催

し、子育て支援を推進しております。 

        対象事業のうち、「子育てふれあいコーナー事業」は、Ｂ評価、「子育てサポー

タークラブ事業」は、平成２５年度で終了しており、Ｆ評価となっております。 

        施策の柱４「教育機会の均等保障」ですが、対象事業が３事業で、法人立保育
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園等における特別支援保育の実施や、学用品費等の援助による保護者の経済的負

担の軽減により、教育機会の均等保障を図っております。対象事業のうち、Ａ評

価が１事業、Ｂ評価が１事業、２－４－３「就学援助拡充事業」は、平成２４年

度で終了しております。 

６ページをお開き下さい。 

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」では、全部

で１７の事業があり、Ａ評価は１事業、Ｂ評価は８事業、Ｃ評価は８事業、Ｄか

らＦ評価は０事業となっております。 

        続いて、施策の柱１「学びを支え質の高い教育環境の整備」ですが、対象事業

が５事業で、学校図書館の整備や特別支援学級等の増設の準備、小学１年生のク

ラスを対象に、生活習慣を含めたきめ細かな指導を行う市費講師の配置を進める

など、教育環境の整備に努めております。  

        対象事業のうち、１事業がＡ評価、３事業がＢ評価、３－１－３「教育情報機

器整備事業」については、小学校２校のパイロット校での、タブレットパソコン

の検証を図っておりますが、当初予定より整備が進んでいないため、Ｃ評価とな

っております。 

      続いて、施策の柱２「将来にわたって学べる環境整備」ですが、対象事業が２

事業で、学校配置の適正化を検討すると共に、学校施設の長寿命化工事を実施し、

将来的な教育環境整備に努めております。 

        対象事業のうち、３－２－２「学校適正配置研究事業」については、Ｂ評価、

３－２－１「校施設長寿命化事業」ついては、学校や保護者から要望の多い、ト

イレ改修や空調設備の設置、災害時の安全対策などを優先しているため、Ｃ評価

となっております。 

        ７ページをご覧下さい。 

        施策の柱３「安全・安心で快適な学校施設の整備」ですが、対象事業が１０事

業で、スクールガードリーダーの配置や学校施設の改修工事、給食で使用する食

器の改善を行うなど、学校の安全・安心の向上に努めております。  

        対象事業のうち、４事業がＢ評価、３－３－２から３－３－６の学校施設環境

整備事業に関しては、年度ごとの予算の平準化なども念頭に整備を順次行ってい

るため、Ｃ評価となっており、３－３－１０「校庭の芝生化推進事業」について

も、学校側の要望に合わせて整備を行っているため、Ｃ評価となったものです。 

      ８ページをお開き下さい。 

基本方針④「多様な学びのできる生涯学習社会を目指します」では、全部で１

６の事業があり、Ａ評価は０事業、Ｂ評価は１１事業、Ｃ評価は５事業、Ｄから

Ｆ評価は０事業となっております。 

        施策の柱１「生涯学習の推進」ですが、対象事業が３事業で、生涯学習情報の

発信や学習機会の提供、環境フェアの開催や環境ポータルサイトの運営により、

生涯学習の推進に努めております。対象事業は、３事業ともＢ評価となっており

ます。 

        ９ページをお開き下さい。 

施策の柱２「多様な学びを支援する図書館活動の推進」ですが、対象事業が９

事業で、図書館での閲覧･貸出、レファレンス等のサービスをはじめ、障がい者、
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高齢者への図書宅配サービスやブックスタート事業を行うなど、図書館活動を推

進しております。対象事業のうち、４事業はＢ評価、その他の５事業に関しては、

図書館全体の利用率などが減少傾向にあるため、Ｃ評価となっております。 

１０ページをお開き下さい。 

        施策の柱３「多様な文化をつなげる学習機会づくりの推進」ですが、対象事業

が４事業で、大学市民講座や女性教育振興事業等の開催を行うと共に、施設整備

を含めた公民館の運営を行い、学習の機会づくりの推進に努めております。        

対象の４事業は、Ｂ評価となっております。 

        １１ページをお開き下さい。 

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」では、全部で

１４の事業があり、Ａ評価は２事業、Ｂ評価は６事業、Ｃ評価は２事業、Ｄ・Ｅ

評価は０事業、Ｆ評価は４事業となっております。 

        施策の柱１「芸術・文化活動の支援」ですが、対象事業が５事業で、市展をは

じめとする、市民の美術創作活動の推進を行うと共に、文化芸術団体をはじめす

る市民との協働により、芸術文化の人づくりや場づくりを推進するなど、地域の

芸術・文化活動の支援に努めております。対象事業は、５事業ともＢ評価となっ

ております。 

     １２ページをお開き下さい。 

施策の柱２「歴史の継承と文化の創造」ですが、対象事業が９事業で、古民家

を活用した紙芝居や昔話の上演、地域での浮世絵展示、２市１町での美術展開催

などを通じて、藤沢の歴史の継承と文化の創造に努めております。対象事業のう

ち、２事業はＡ評価、１事業はＢ評価となっており、５－２－１「江の島歴史遺

産保存整備活用事業」については、文化財の指定などは予定どおり進みましたが、

史跡の指定や整備が遅れているため、Ｃ評価、５－２－５保管施設整備事業につ

いても、専用の保管庫の整備などが進んでいないため、Ｃ評価となっております。

その他４事業は終了しておりますので、Ｆ評価となっております。 

１３ページをお開き下さい。 

        基本方針⑥「健康で豊かなスポーツライフの環境整備を行います」では、全部

で１０の事業があり、Ａ評価は２事業、Ｂ評価は５事業、Ｃ評価は３事業、Ｄか

らＦ評価は０事業となっております。 

      施策の柱１「健康づくりの推進」ですが、対象事業が１事業で、健康度・体力

度チェックや健康づくりトレーニングを通じて、市民の生活習慣病の予防・改善、

健康・体力の維持・増進を図っております。  

        対象事業６－１－１「健康づくり推進事業」は、トレーニング事業の延べ利用

者数は増加しているものの、リピータが多い状況や健康度チェックの利用者が減

っていることなどにより、Ｃ評価となっております。 

      続いて、施策の柱２「スポーツ環境の充実」ですが、対象事業が４事業で、新

たなスポーツ施設の整備や拡充を行うと共に、スポーツ施設のバリアフリー化を

積極的に推進しております。対象事業のうち、１事業はＡ評価、２事業はＢ評価

となっており、６－２－４「スポーツノーマライゼーション事業」については、

誰でもがスポーツを楽しめるように、関係団体との会議等は行っていますが、予

定をしていた総括的な障がい者スポーツ団体の設置にまで至っていないため、Ｃ



8 

評価となっております。 

１４ページをお開き下さい。 

        施策の柱３「生涯スポーツ活動の推進」ですが、対象事業が５事業で、市民マ

ラソンやビーチバレーの大会を開催すると共に、地域指導者の養成を行い、生涯    

スポーツ活動の推進に努めております。対象事業のうち、１事業はＡ評価、３事

業はＢ評価、６－３－２「市民スポーツサポート事業」はスポーツサポーターバ

ンク登録者数が、計画数を下回ったため、Ｃ評価となっております。 

１５ページをお開き下さい。 

        基本方針⑦「多文化・多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進し

ます」では、全部で７つの事業があり、Ａ評価は０事業、Ｂ評価は５事業、Ｃ評

価は２事業、ＤからＦ評価は０事業となっております。 

施策の柱１「多文化・多世代の交流の推進」ですが、対象事業が 1 事業で、外

国人市民の生活支援と共に、意見交換の場や交流事業を通じて、外国人市民と市

民が共に生きる地域づくりを推進しております。対象事業の多文化共生推進事業

は、Ｂ評価となっております。 

      続いて、施策の柱２「学校・家庭・地域等の連携、協働の推進」ですが、対象

事業が６事業で、三者連携による、地域に開かれた学校づくりや地産地消の取組

など地域と学校のつながりの充実を図ると共に、人権啓発や男女共同参画に関わ

る取組を推進しております。対象事業のうち、４事業はＢ評価となっており、７

－２－３「学校教育施設の有効活用推進事業」については、現状維持の状態にあ

り、現在各検討部会の活動が休止しているため、Ｃ評価となっており、７－２－

４「放課後子ども教室推進事業」については、現在２小学校区で実施しておりま

すが、当初予定していた学校区数の整備ができていないため、Ｃ評価となってお

ります。 

以上で、平成２６年度 藤沢市教育振興基本計画の各基本計画の自己評価の説

明を終わります。 

新井委員長   説明が終わりました。これより質疑の時間を取りたいと思います。基本方針の

順番にお話を伺っていこうと思います。基本方針①「共に学び、多くの人とかか

わり合いながら自立する子どもを育成します」について、ご意見、ご質問はござ

いませんか。 

市村委員    基本方針１－４－２「児童生徒指導関係事業」の課題のある児童生徒の家庭環

境や福祉面の問題に対する支援とありますが、どこまでが支援できて、どのよう

な支援ができず課題となっているのでしょうか。 

松原主幹    福祉面への支援については、現在学校において、スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカーが福祉に関わる支援に携わっています。福祉関係の支援

を必要としているケースについては、スクールソーシャルワーカーが、その家庭

に必要な社会福祉的な支援を必要な家庭に結びつける役割を担っています。課題

としては、家庭のご理解を得られないことにはスクールソーシャルワーカーが関

わることができないことがあげられます。福祉的な支援を必要とするケースがこ

こ最近増えてきており、ソーシャルワーカーが担うべきケースが多くなってきて

います。昨年度までは１名だったのを２名体制に増やして対応している状況です。 

新井委員長   ほかにいかがでしょうか 
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三浦委員    １－５－１「特別支援教育推進事業」に関しましてご質問をさせていただきま

す。課題・問題点のところに、介助が必要な児童生徒は年々増加しており、また、

手厚い介助が必要な児童生徒も増えているとあるが、どのくらいのペースで増え

ているのか数字があるならお伺いしたいのと、予算額が減っているようなので理

由を教えていただけたらと思います。 

小木曽参事   予算額ですが、平成２６年の時点で特別な支援が必要な児童が新たに入学して

くることがわかり、９月に補正予算を組んで介助員を増額しているということと、

白浜養護学校において児童生徒を見守るカメラをつけたり、エアコンの修理した

りで予算が膨らんでいます。もう１点、支援が必要な児童生徒が増えてるのでは

ないかということですが、平成２２年度の時点では小中合わせて約１８０名が支

援が必要ということで対象になっていたが、平成２６年では２７０名程度の児童

生徒が対象になっているという状況です。 

三浦委員    ありがとうございます。今のところ予算的に不足がある状況ではないという認

識でよろしいということですね。 

小木曽参事   予算につきましては、その年の状況を見ながら足らない状況があれば補正予算

を組んでいく状況です。できればこの予算の中で執行していきたいと思います。 

三浦委員    必要な時に必要な補正を組んでいただけるということは非常によろしいことだ

と思いますので、継続していただければと思います。ありがとうございます。 

新井委員長   ほかにございますでしょうか。 

三浦委員    １－１－２「国際教育推進事業」についてです。日本語指導員が２７名、総計

で４，２１６時間の指導をしているということですが、保護者への支援として翻

訳や通訳を行うと書いてあります。日本語の指導ということで週当たり１校１．

５時間の時間数は納得がいくが、保護者への通訳等もするとなると、１．５時間

で果たして時間が足りているのかなと思い実情をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

小木曽参事   翻訳・通訳の部分ですけれども、学校から保護者あてに出されるいろいろなプ

リントの内容がわからない保護者に対して、翻訳・通訳して渡しています。 

吉田教育長   心配されている時間のことに対してですが、保護者への翻訳の対応については

時間で対応しているわけではなく、字数で対応させていただいています。プリン

トの字数を時間換算してお支払いをさせていただいています。 

三浦委員    では、４，２１６時間の外にあるということですね。対応の言語についてです

が、対応できない言語もあると思うのですがいかがでしょうか。 

小木曽参事   実は対応できない言語がつい最近１つ出てきまして、県にもお願いしているの

ですが、うまく対応できていません。保護者が少し英語が話せるということを頼

りに対応しているところです。 

三浦委員    何語かわかりますか 

小木曽参事   今わかりませんが、対応できない言語があるということだけ聞いています。 

三浦委員    大学には色々な言語の学生がいますので、活用できればいいなと思ってお聞き

しました。 

新井委員長   基本方針②「家庭教育・幼児教育・地域教育力の支援・充実を図ります」全１

５事業ございますがいかがでしょう。 
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市村委員    ２－１－３「放課後児童健全育成事業」について平成２６年度末の状況が入所

希望の入所率 100％とあるが、２７年度から制度が変わっていくことによって１～

６年生全てを対象としたことにより、待機児童の多い小学校区が今後増えていく

のか教えていただきたいです。 

和田参事    子ども子育て新制度が 4 月より施行されています。それによりまして、放課後

児童クラブの対象が小学校 4 年生までだったのが、小学校６年生までになりまし

た。もう一つ面積基準が明文化されました。児童一人当たり１．６５㎡の面積が

必要になるという基準を経過措置５年間設けられていますが条例で制定されてい

ます。今後、待機児童が出てくるというのが当然ありまして、平成２６年度末に

希望された方は全員入れましたが、この新制度をうけ、平成２７年４月１日現在

で１２２名の放課後児童クラブの待機児が発生しています。そういうことから整

備計画をこの３月に作り、順次計画に基づいて３５施設を５年間で作っていくよ

うに進めております。 

市村委員    ありがとうございました。 

新井委員長   よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。 

栃本委員    ２－２－６「幼稚園・保育所・小学校・中学校連携推進事業」についてですが、

学校の先生方の相互の連携は色々しているようですが、子どもたちはどの程度ま

でしているのでしょうか。 

小木曽参事   この事業は、小学校・中学校・保育園・幼稚園の状況に応じて取り組みがされ

ていて、すべての学校で子ども同士の取り組みがされているわけではありません。

具体的には、小学校の子どもフェスティバルやおまつりに幼稚園・保育園の園児

たちを呼んだり、小学校の授業に参加したりといった取り組みを行っています。

また、中学校の生徒が地域の保育園などで保育実習を行うような例や運動会のダ

ンスを披露しあうなども報告されています。 

栃本委員    ありがとうございました。 

新井委員長   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」について

はいかがでしょうか。 

栃本委員    ３－２－２「学校適正配置研究事業」についてです。藤沢市では仮設校舎で子

どもたちが勉強をしている状態が何年も続いていると聞いています。仮設校舎の

耐久年数はどれくらいか、また、平成３０年度あたりまでは人口が増えていくと

言われている中で、今後も仮設校舎が増えていく可能性があるのか、将来にわた

って人口が減らないエリアが出てくると考えられるが、この先も仮設の状態でい

くのか、３点について教えてください。 

佐藤課長    仮設校舎の耐久年数についてですが、仮設校舎はリース契約で、契約年数は概

ね７年間で契約していますが、耐久年数としては、１５年程度は持つのではない

かと思います。この状況がいつまで続くのかということについては、当然、児童・

生徒数が減れば教室不足は解消されますが、横ばいの傾向が続くのでしばらくは

この状況が続くと考えております。 

村上参事    過密な状態である学区につきましては、学区を変更して過密な状態の解消を図

ることも考えられますが、隣接する学校の規模、自治会や地区の要望、また通学

距離など様々な課題があり簡単にはいかない状況があります。今後、藤沢市学校

施設再整備計画で校舎の改築・改修等に合わせて、大規模校について学区変更が
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物理的に可能かどうかを自治会や地区ごとの推計児童生徒数を調査して検討して

いきたいと思っています。 

新井委員長   そのほかにありますでしょうか 

三浦委員    ３－３－５「学校施設環境整備事業（外壁補修塗装及び屋上防水補修）」につい

てです。計画整備校数（小学校２校・中学校２校）から外れた２つの学校の現状

についてお聞かせください。応急の補修をしきれない状況があるのは良くないと

思うので、現状をお伺いしたいです。 

佐藤課長    今回整備から外れた学校は、基本的には外壁の落下や漏水の状況で児童生徒に

危険がないように措置をし、予算がつくのを待つ状況です。こちらには全面的に

改修するものを載せております。外壁の落下ですとか雨漏り等につきましては、

日々の修繕の中で対応しています。 

新井委員長   よろしいでしょうか。 

三浦委員    はい、とりあえず結構です。 

新井委員長   そのほかはございますでしょうか 

市村委員    ３－１－２「新入生サポート事業」についてです。市費講師が各学校に１人、

５学級以上は２人で事業は適正に実施されていると思いますが、市費講師のほう

から課題というのが出ていれば教えてください。 

村上参事    市費講師から課題として一番多かったのは、１年生の担任との打ち合わせや共

通の理解をする時間が確保しにくいということでした。その解消として、校内の

研修時間を授業とは別に平成２５年度から１０時間増やし年間２１時間に増やし

ました。時間数が増えても調整がつかない現状もありますが、うまく活用できて

いる学校では担任とサポート講師の連携がとれています。また、授業の無い学期

始め等で校内の研修時間を有効に利用できるように学校や講師の方々に周知して

いきたいと考えております。 

栃本委員    ３－３－１「学校防犯事業」についてです。不審者情報については、学校から

子どもを通じて家庭に連絡が行くと聞いているが、地域の方との連携がどの程度

できているか教えてください。また、大地震発生時は保護者の引き取りが基本だ

と思いますが、海に近いところは津波の心配もありますので、どのようになって

いるか教えてください。 

小木曽参事   地域の方との情報共有ですが、現在小学校区１７校にスクールガードリーダー

を配置しております。スクールガードリーダーは、学校を巡回して不審者がいな

いか情報提供をしてくれたり、登下校の見守りをしてくれたりしています。子ど

もの安全・安心から今後計画的に増やしていく必要があると認識しています。大

震災に関しては、本市は南北に長く、南部の低い土地に学校が建っているところ

もございます。特に海の近い学校では、津波に対応する避難訓練を行っています。

防災教育も必要ですので、講師を招聘しての防災教育を年３校ずつ南部の学校か

ら始めているところです。子どもの誘導と引き取り等についてですが、各学校に

防災マニュアルがあります。基本的に津波等の震災があった時は、学校に避難を

する、又は保護者の引き取りという形になっています。 

吉田教育長   補足で、地域の方との連携ですが、スクールガードリーダーが巡回しているほ

か、地域住民の皆様方にもさりげなく見守ってほしいと学校から発信しておりま

す。朝の挨拶や下校時刻に犬の散歩を合わせてくださいとか、そういった形でお
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願いしているところです。緊急事案については、内容によってはお伝えができな

い状況もありますが、ホームページ等でお知らせする学校もあります。地震や津

波の関係ですが、学校事情によって違いがあります。研修については先生方対象

の研修と子どもたちが実際に行う訓練があり、例えば理科室で地震にあったらど

うするかや津波が来る状況になったらどう逃げるのといった具体的な訓練をして

います。こちらは慶応大学の先生に依頼をしてゼミの学生にも学校に来ていただ

いて実施しています。また、災害を想定した「引き渡し訓練」というものを行っ

ていますが、保護者が希望すれば中学生が小学生の子ども達を連れて帰るという

ことを認めています。引き渡し訓練を小・中合同で実施し、中学生が小学校を経

由して弟・妹を連れて帰宅することを想定した訓練です。昨年の台風の時に中学

生が小学生を引き取って帰るという事例が実際にありました。震度５弱では子ど

もたちを帰さないで学校に留め置いて引き渡しをするということをマニュアルで

決めています。「地震その時学校は」というマニュアル冊子を教員全員に配布し周

知しています。 

新井委員長   ありがとうございます。続きまして基本方針４「多様な学びのできる生涯学習

社会を目指します」についていかがでしょうか。 

栃本委員    ４－３－２「公民館運営事業」についてです。土日・祭日等に子どもたちが公

民館で一日中ゲームして過ごしているのを見かけます。その子どもたちは居場所

がなくてホール等でゲームをしていると思うのですが、公民館の運営として子ど

もたちの居場所を作ることは考えてはいますか。 

上野参事    各公民館のロビーを子どもたちに開放しております。夏休みには学習室等の解

放をするところもあります。ロビーや図書室に遊びに来た子どもたちが卓球やバ

トミントンの開放事業に参加できるようにしたり、ホール開放などをして鬼ごっ

こなどをできるようにしたりと、子どもたちが気軽に公民館に足を運ぶことがで

きる雰囲気づくりをしていくことに力を入れています。それ以外にも土日に単発

事業や年間通じての体験事業をしたり、夏休みに子どもたちの体験授業を行った

りして、子どもたちにとって公民館が身近な居場所になるように心がけています。 

新井委員長   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」について何か

ございますでしょうか。 

市村委員    ５－２－４「広域連携展示事業」についてです。課題・問題点のところに助成

金の確保が平成２８年度より難しくなるとありますが、一切確保ができなくなる

のかそれとも金額が下がるという意味なのか教えていただきたいと思います。 

田代課長補佐  この助成金につきましては、神奈川県を通して２市１町に対する実行員会に補

助されているものです。この補助金については、事業を始めるにあたり、必要な

経費を支援してくれるものです。同じ事業を続けて最大５年間という決まりの中

で続けてきました。今年度はその５年目に当たり、１００％ではなくなります。

来年度以降は継続的な支援にかかわる補助ということで事業費の２分の１が補助

されるという仕組みになっています。 

新井委員長   よろしいですか。次に基本方針６「健康で豊かなスポーツライフの環境整備を

行います」について何かございますでしょうか。 

栃本委員    ６－２－２「スポーツ環境整備事業」についてです。年間２万４千人が利用し

ている大清水のスポーツ広場が全面的に使えなくなると決まりましたが、今まで
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利用していた人への代替えの場所は考えているのでしょうか。また、使用ができ

るようになったら、以前と同じようなスポーツ広場が作れるのでしょうか。 

藤本主幹    大清水のスポーツ広場は国道整備の関係で使えなくなっています。代替の場所

については、主に野球とサッカーにつきましては、葛原スポーツ広場と旧藤沢北

高校跡地に天神スポーツ広場を整備・準備しているところです。また県の引地川

の遊水池の上部利用についてサッカー場・野球場について整備をお願いしている

ところです。大清水の工事が終わった後また使用できるのかについてですが、関

係機関と協議をしていきたいと考えております。私どもとしては今まで通り同じ

ように使用できるように努力し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す。他にございますでしょうか 

三浦委員    ６－２－４「スポーツノーマライゼーション事業」についてです。統括的な障

がい者スポーツの「統括的」とはどういう意味かを教えてください。 

藤本主幹    統括的についてですが、障がいのある方のスポーツは障がいのある分野や程度

などにより複数の競技や種目があります。その中でそれぞれの種目において当事

者が参加する場として市内に複数の団体が存在しています。その各団体を全体と

してまとめる団体をイメージしています。 

三浦委員    ありがとうございます。この必要性はスポーツ団体の当事者から要求されてき

ているのでしょうか。 

藤本主幹    障がい者スポーツでいいますと、障がい福祉課とスポーツ推進課と両方に関わ

る課題になります。庁内の中でも関係課による調整会を昨年度は３回実施しまし

た。その中でアンケート等の実施をしておりまして、その中に意見交換の必要性

という意見をいただいています。 

三浦委員    実際に、障がい者スポーツ団体からの要望の声は大きいのでしょうか。 

藤本主幹    実際の話として、太陽の家で市内の障がい者の皆さんが活動をされおり、そこ

で協会的なもの団体的なものがあった方がいいというご意見をいただいています。

県レベル、国レベルではあるのですが、市レベルでは種目や障がいの状況が多岐

にわたるので、まとめるというのが難しいということがあります。 

三浦委員    当事者がどれほどこういうものを必要としているのか。ものすごく必要だと思

っているにも関わらず統括的な団体を作るに至っていないなら問題だと考えまし

た。まだ、機が熟しているという感じではないということであれば現在の状況は

妥当だろうと思います。 

藤本主幹    昨年のアンケートの状況を申し上げますと、太陽の家の体育館の利用の登録団

体のうち３４団体に実施し、３１団体にアンケート記入していただいたところ、

必要だと答えた団体が１０団体ありました。 

三浦委員    大体わかりました。ありがとうございました。 

新井委員長   先に進ませていただきます。基本方針７「多文化・多世代が交流し、共生する

コミュニティづくりを推進します」について何かございますか。 

市村委員    ７－２－４「放課後子ども教室推進事業」についてです。１日当たりの平均利

用人数が２２年度末７０人から平成２６年度末３９人と減っていることに関して

どのようなことが考えられるかお聞きしたいと思います。 

和田参事    現在２小学校区亀井野小と小糸小で実施しているのですが、平成２３年度の東

日本大震災以降は外出を控えるような動きがあり、約３０％の利用減少になって
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いることが年度がかわっても継続しています。 

新井委員長   よろしいでしょうか。では、全体を通してお聞きしたいということがあればお

願いします。 

三浦委員    ７－２－４「放課後子ども教室推進事業」についてですが、実施校が増えてい

ないのは、１日当たりの平均利用者数が増えていないということが関係している

という認識でよろしいでしょうか。 

和田参事    放課後の余裕教室の活用と地域の方からの支援という他世代交流の両方を目的

にしており、一定のニーズがあるということは認識しています。国が昨年の８月

に放課後子ども総合プランというものを発表しました。基本的には空き教室を利

用して、児童クラブと一体的に施設利用をするという基本方針が出されておりま

す。空き教室があまりない実態もございますが、今後放課後児童クラブとの対策

とともに学校と協議させていただきながら進めていこうと考えております。 

新井委員長   これで質疑は終わります。続きましては点検・評価抽出事業の抽出になります

が、対象となる事業は教育委員会所管の事業であることから、子育て企画課の方

はここで退席となりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

        それでは、点検・評価対象事業の抽出に入りたいと思います。抽出方法につき

まして、事務局から説明をお願いいたします。 

繁里指導主事  抽出方法についてご説明いたします。資料５をご覧ください。 

基本方針が７つございますが、それぞれの「基本方針」から「施策の柱」を選

択していただき、その「施策の柱」の直下の実施事業のうち教育委員会所管の事

業から１ないし２事業を抽出していただきたいと考えております。 

体系図の見方ですが、抽出対象事業は緑と黄色の色づけをしています。黄色に

つきましては、平成２６年度及び平成２７年度の教育部内・生涯学習部内の重点

事業となっています。体系図でアルファベットが記入されている欄は各事業の評

価を記載しており、欄外の右下の表に評価の基準を掲載しています。体系図に戻

りまして、右端の欄は過去に点検評価の対象になった年度が記載されています。 

なお、対象事業が少ない基本方針につきましては、対象事業の抽出が困難な場

合もあると思いますので、そちらの抽出につきましては評価委員会のご判断によ

るところとさせていただきたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

新井委員長   では、点検評価の対象となる事業を決定していきたいと思います。基本方針②

は 2 つの事業となっております。基本方針⑦も 2 つなので、それをどうするか考

えたいと思います。基本方針⑦に学校・家庭・地域連携推進事業があります。昨

年度も対象になっていますが、どう評価するか連続して検討することもあり得る

ように思いますがご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

三浦委員    私個人としては、昨年の点検評価の対象事業について、今回も対象にする必要

性はあまり感じませんでした。 

新井委員長   他に基本方針②と⑦についてご意見はいかがでしょうか 

栃本委員    ７－２－５については、三者連携の各団体は地元でめいっぱい活動をしている

現状ですので、今回はよろしいと思います。基本方針①・③・④・⑤・⑥から抽

出してよいと思います。 
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市村委員    同じく７－２－５については、色々と変えていきながら実施していますので、

特に抽出しなくてもよいと思います。 

新井委員長   基本方針②と⑦は対象事業を省略させていただきます。①・③・④・⑤・⑥の

中から選んでいきたいと思います。まず基本方針①はいかがでしょうか。 

市村委員    １－４－４「いじめ防止プログラム推進事業」を選びたいと考えています。今

年から「藤沢市子どもをいじめから守る条例」が施行されたことに合わせて、こ

の事業を抽出したいと思います。 

新井委員長   重点事業でもありますのでよろしいと思います。他にございますか。 

三浦委員    １－１－２「国際教育推進事業」は重点事業ではありませんが、問題点・改善

点があるということがよくわかりました。その上で何か解決が図れたらと考えま

して、こちらを対象事業にしたいと考えます。 

新井委員長   私の意見としましては、「いじめ防止プログラム推進事業」はぜひ検討できれば

と考えております。１－４－２「児童生徒指導関係事業」を今の家庭環境や福祉

の問題との関連から検討したいと考えております。他の方のご意見はいかがでし

ょうか。全体として各基本方針から 2 つ程、全部で１４事業程度になると思いま

すので、基本方針ごとに出していただいた後に全体をみて決めていこうと思いま

す。それでは基本方針３についてはいかがでしょうか 

三浦委員    ３－１－３「教育情報機器整備事業」は２５年度に点検評価の対象になってい

ました。私も関わっていたのですが、現在は重点事業になっているので内容が進

展していると思いました。大学はこのようなことのノウハウが進んでおりますの

で、聞いてみたいと思います。迷っておりますのが、３－３－５「学校施設環境

整備事業（外壁補修塗装及び屋上防水補修）」です。他の事業とは性質や重要度が

違うと思います。国の予算に絡む話なので、点検評価の対象にしてご提言申し上

げるのは難しいと思っていますが、一応あげさせてもらいます。 

栃本委員    ３－２－２「学校適正配置研究事業」は、これからの藤沢の子どもたちの学び

の環境に格差があるということはよろしくないと思いますので、学区の見直し等、

詳しくぜひ聞きたいと思います。 

新井委員長   私も３－２－２「学校適正配置研究事業」については重点事業の一つなのでぜ

ひ取り組みたいと思います。今出されましたのは、３－１－３と３－２－２と３

－３－５です。次に基本方針④についてはいかがでしょうか。重点事業は４－４

－１とか４－２－９があります。 

三浦委員    ４－２－９「次世代図書館構築事業」ですが、重点事業でもあるので抽出した

いと考えています。今年度、外部委員を含めて「これからの図書館検討会議」を

設置しているのはとても素晴らしいことです。図書館は普通の人にとっては敷居

が高いイメージがあり、日常生活の一部分という感じではありません。その中で、

必要な設備ですよ、何か新しいことを考えています、ということにとても夢を感

じました。 

新井委員長   いかがでしょうか。 

市村委員    同じく４－２－９「次世代図書館構築事業」を選びたいと思います。年々図書

館の利用者が減少しているということですので、次世代に向けた事業をしていく

ことによって利用者を増やしていくことができるのではないかと期待を込めて選

びたいです。 
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新井委員長   ありがとうございました。では基本方針⑤についてはいかがでしょうか。平成

２５年度の時に多くの事業をしたので、少し保留にして基本方針⑥について先に

見たいと思います。 

栃本委員    ６－２－２「スポーツ環境整備事業」は誰でも気軽に使えるスポーツ施設、車

や自転車がなくても行けるような施設が近くにできると利用がしやすくなるので、

「スポーツ環境整備事業」をお願いしたいと思います。 

新井委員長   はい、重点事業でもありますね。それでは基本方針⑥まで行きました。現在あ

げられていますのは、基本方針①では１－１－２、１－４－２、１－４－４の事

業が３つ。基本方針③は３－１－３、３－２－２、３－３－５とこちらも事業が

３つ。それから基本方針④につきましては４－２－９、基本方針⑤につきまして

は今のところ特にご意見はいただいていない状況です。基本方針⑥につきまして

は６－２－２と、今のところ８つの事業になります。全体を見渡して、もう少し

対象事業を増やすことができると思います。 

三浦委員    迷っていまして、初めて評価委員をした時に基本方針⑤の２の事業を強く押さ

せていただきましたが、現在終了になっている事業が多いです。その時に、地域

に対する愛着というのは地域の歴史を知ることと関係があり、特に都会では人が

定着するという意味において意義のあることだと申し上げました。なので、この

あたりの事業を見ていくことで、そのことの推進になっていてくれればと思って

います。また、評価がＡですが、５－２－４「広域連携展示事業」は平成２８年

度より状況がずいぶん厳しくなるということなのでこれを選びたいと思っており

ます。あとは継続的にうまくいっているのが５－２－８「歴史・文化財資料公開

事業」なので、どちらかもしくは両方をお願いしたいと思います。「広域連携展示

事業」は、今後の継続にかかわる重大な決断をしなければならないようなので、

抽出したいと思います。第１希望は５－２－４、次が５－２－８です。 

新井委員長   ありがとうございます。いま、基本方針⑤の柱にかかわる２事業が出されまし

たが、他にございませんか？ 

市村委員    ５－１－３「市民文化創造事業」です。平成２６年度から平成２７年度の予算

額が倍近くに増えています。今年、市民シアターの第９演奏会があるからだと思

うのですが。日頃から子どもたちや市民が文化に触れる機会があったほうがいい

ので予算が増えて事業も増えるのはうれしいことだと思うのですが、ここまでに

至る経緯をその平成２６年度の事業についてみてみたいなと思います。 

新井委員長   はい、ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。栃本さんはいかが

でしょうか。 

栃本委員    ５－２－８「歴史・文化財資料公開活用事業」です。藤沢は美術館等がないで

すが、辻堂に（仮称）浮世絵館、遊行寺の赤橋近くに（仮称）ふじさわ宿交流館

がもうすぐ着工して出来上がりますが、建物を作っても人が来てくれなくては意

味がない。色々な展開の仕方があると思うが、藤沢市に人が来て豊かになってい

くにはどうしたらいいかというところを考えていただきたいと思います。そうす

ることにより、さらにおもしろい街になっていくのかなと思います。 

新井委員長   はい、ありがとうございます。そのほかございますでしょうか。私の個人的な

関心でもよろしいでしょうか。３－１－５「学校図書館管理運営事業」です。学

校図書館法が改正されて、学校司書を置く努力義務が課せられたかと思いますが、
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実情を詳しくお聞きしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは今年度の

点検・評価の対象事業として、基本方針①１－１－２「国際教育推進事業」、１－

４－２「児童生徒指導関係事業」、１－４－４「いじめ防止プログラム推進事業」、

基本方針②は無しです。基本方針③３－１－３「教育情報機器整備事業」、３－１

－５「学校図書館管理運営事業」、３－２－２「学校適正配置研究事業」、３－３

－５「学校施設環境整備事業（外壁補修塗装及び屋上防水補修）」、基本方針④は

４－２－９「次世代図書館構築事業」、基本方針⑤は５－１－３「市民文化創造事

業」、５－２－４「広域連携展示事業」、５－２－８「歴史・文化財資料公開活用

事業」、基本方針⑥は６－２－２「スポーツ環境整備事業」で決定したいと思いま

すがご異議ございますか。 

（「異議なし」の声） 

では、ご異議がございませんので決定いたします。どうもありがとうございま

した。 

新井委員長   それでは、次回の会議は、７月１７日 金曜日 午前１０時から、傍聴者の定

員は １５名、場所は 森谷産業旭ビル ４階第１会議室にて開催いたします。 

これをもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

        お疲れ様でした。 


