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平成２６年度 第２回藤沢市教育振興基本計画評価委員会 議事録 
 

日時：２０１４年（平成２６年）７月２２日（火） 
                     午前１０時３０分～１１時５０分 

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  北橋 節男  （学校・家庭・地域連携推進会議会長会 会長） 
評価委員会委員    中林 奈美子 （藤沢市ＰＴＡ連絡協議会 副会長） 
 
教育委員会      井上 公基  （教育委員会委員長） 
           関野 真一郎 （教育委員長職務代理者） 

阪井 祐基子 （教育委員会委員） 
           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  （教育部長） 
           小林 誠二  （教育部参事兼教育総務課課長） 

杉山 哲己  （教育部参事兼学校教育企画課課長） 
上條 茂   （学校教育企画課教育文化センター長） 
鹿児嶋 英克 （学校教育企画課教育文化センター指導主事） 
小木曽 貴洋 （教育指導課課長） 
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） 

           織部 朋子  （生涯学習総務課主幹） 
           中川 あをい （生涯学習総務課課長補佐） 
           井出 祥子  （生涯学習総務課課長補佐） 
 
石井主幹     本日は、お忙しいなかお集まりいただきまして大変ありがとうございま

す。この藤沢市教育振興基本計画評価委員会は、「評価委員会設置要綱 第
５条 第３項」の規定により、委員の過半数の出席がなければ、会議を開
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くことができないとされております。本日は委員数４名のうち出席者３

名で、過半数の出席をいただいておりますので、会議が成立しておりま

すことをご報告いたします。なお、お手元に第２回評価委員会の議事録

をお配りしております。本日お配りしております議事録は、公開するこ

とになっております。お気づきの点などがございましたら、８月１３日 
水曜日までに事務局にご連絡をください。 
 それでは、ここからは新井委員長に進行をお願い致します。 

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、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） 
新井委員長    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 傍聴規定第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、委員長が決める」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。 
 ただ今から、第２回 藤沢市教育振興基本計画 評価委員会を開会致し

ます。それでは、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。 
石井主幹     それではお手元の資料をご覧ください。資料１「藤沢市教育振興基本

計画進捗状況報告書」です。こちらの資料は、前回、抽出していただい

た事業についての進捗状況報告書をまとめたものです。各報告書につい

ては、最後の部分に「平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施
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策の柱を踏まえた取組について」という欄を設けてありますので、今後

の評価のポイントにもしていただきたいと思います。資料２は座席表で、

両面刷りとなっています。本日の会議は前半に生涯学習部からの報告及

び質疑応答を行い、後半に教育部からの報告及び質疑応答を行います。

その際、座席の移動がありますので、ご承知おきください。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。 
それでは議事の１として、教育委員会の点検・評価を行います。先ほ

ど事務局より説明がありましたが、本日の会議は、前半と後半に分けて

実施しますので、ご承知おきください。 
 まず、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１の目次に沿って、担当課から１事業５分程度で説明

をしていただきます。その後、説明されたものについて委員の方からご

質問をお願い致します。 
それでは、最初に生涯学習部から始めます。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」、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」より、実施事業１「社会教育関係事業」と 
実施事業２「公民館運営事業」について続けて説明をお願いいたします。 

上野参事     それでは事業コード４－３－１「社会教育関係事業」と４－３－２「公

民館運営事業」についてご説明させていただきます。本市の生涯学習、

社会教育推進につきまして、この教育振興基本計画では、今回対象とな

りました２事業の他に事業コード４－１－１「生涯学習推進事業」、４－

１－２「社会振興事業」の４ヶ所に位置づけられています。本題に入る

前に、前回配布の進捗状況シート５３ページの４－１－１の中にありま

す生涯学習大学事業に少し触れさせていただきたいと思います。よろし

いでしょうか。右上の事業内容の変更欄の３つ目の記載にありますよう

に、地域で活動する市民人材の育成・活用とシニア世代の知識・経験を

発揮できる場作り推進の為の生涯学習大学運営と人材バンクの運営を行

っておりまして、具体的な記載はありませんが、生涯学習大学では、郷

土藤沢に関する藤沢基礎学コースや、地域デビューコース、市民講師養

成コース、ボランティア養成講座などを実施しています。それでは本題

の「社会教育関係事業」について説明させていただきます。資料１の１

ページをご覧いただきたいと思います。まず事業内容でございますが、

右上の変更欄をご覧ください。事業内容といたしましては、市内４大学

と連携して、成人教育事業を実施すること、藤沢市婦人会及び女性学習

グループ連絡会と連携して女性教育事業を実施すること、女性教育講座
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や人権講座を実施すること、という内容でございます。中段の平成２５

年度進捗状況についてですが、成人教育につきましては大学市民講座と

して、市内４大学に事業を委託し、講座を実施しております。大学別参

加者数の推移につきましては、表の通りでございます。教育関係事業に

つきましては、一番上の女性教育振興事業が藤沢市婦人会に委託し、実

施している事業で、５事業で１３１人の参加がありました。２段目は、

女性学習グループ連絡会に委託して、振興事業３事業を実施し、１３２

人の参加をいただいております。市が直接実施している女性教育講座は、

人権講座と兼ねて実施し、３５５人の参加をいただいています。課題・

問題点としては、大学市民講座については全体として増加傾向にありま

すが、大学によっては減少しているところもあります。周知がより一層

必要となっています。また平成元年より開講してきたことから、講座内

容のマンネリ化を解消することが課題となっております。また女性教育

関係事業の受託団体である藤沢市婦人会及び女性学習グループ連絡会メ

ンバーの高齢化に伴いまして、事業の企画運営において困難を有する場

面が見受けられるというところが課題・問題点となっています。今後の

方向性につきましては、市民ニーズに基づいた様々な学習機会を創出す

るため、委託団体への支援を今後も継続するとともに、運営方法や事業

内容について、検討していきたいと思います。また平成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り組みについてです

が、市民のより多様化、高度化する学習ニーズに応えるため、公民館や

生涯学習大学において様々な学習機会の提供を行っております。大学の

知的財産を大学の教員から、大学という日頃なかなか足を踏み入れるこ

とのできない空間において学ぶという利点を生かして、各大学の特性に

市民ニーズを取り入れた高度な学習機会の提供を引き続き行い、また周

知方法の改善を図っていきたいと考えています。女性教育関係事業につ

きましては、主催者も減り、参加者も減少傾向になる中で、事業の在り

方について検討していきたいと考えています。 
次に資料２ページ、「公民館運営事業」について、説明をさせていただ

きます。まず事業内容についてですが、乳幼児家庭教育学級、高齢者学

級、各種講座、公民館祭り、地域の特性を生かした事業等を実施。また

公民館サークル等の育成や、生涯学習活動への支援、市民団体による公

民館の運営、公民館運営審議会の開催、公民館施設等の維持管理等を行

っております。平成２５年度の進捗状況でございますが、１１の併設公

民館におきましては、地域の実情に応じた市民主体の公民館運営が行わ

れました。また事業経過に沿った公民館運営が行われました。また公民
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館サークル等の育成、生涯学習活動への支援を公民館施設使用時や抽選

会、また、サークル連絡会等を通じて実施いたしました。公民館施設の

修繕と、維持管理を行いました。公民館市民運営に対し、生涯学習総務

課によるバックアップを行いました。全市的視野をもつ諮問機関として、

公民館運営審議会を計４回実施しました。また、市民運営の検証内容を

踏まえ検討した結果、平成２６年度から非常勤職員による公民館運営の

方向性が出されております。課題・問題点につきましては、市民センタ

ーの併設、自治公民館につきましては、各地区の公民館運営委員会へ公

民館業務を委託してきましたが、早急に改善すべき課題として、組織面

の課題と委託面等の課題が明らかになったことから、課題解決に向けて

検討を行いました。今後の方向ですが、法令遵守、市民とのパートナー

シップや庁内連携、安定した利用者サービスの継続、運営を担う市民が

働くうえでの環境整備。この４つの視点から検討した結果、市民運営で

ある運営委員会の構成員を市の非常勤職員とする新たな執行体制で平成

２６年度から運営を行っていくという方向性がでました。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り組みについて

ですが、各公民館では地域のニーズや地域特性に応じた様々な学習機会

を提供し、地域作りに繋がる人材の育成を支援しています。また公民館

のあり方につきまして、平成２６年度に引き続き、検討委員会で審議し、

２年間の検討結果を報告し、報告内容を生かした公民館運営を目指して

いきたいと考えております。以上が対象２事業の説明になりますが、本

市の社会教育、生涯学習推進につきましては、公民館と先ほど少し触れ

ました生涯学習大学が大きな両輪となり、それを補うような形で社会教

育関係事業があることになります。以上で概略ではありますが、説明を

終わらせていただきます。よろしくお願い致します。 
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が、２

つの事業につきまして、何かご質問等ありませんか。私の方から確認で

すが、最初に市民大学についてのご指摘がありましたけど、それも含め

てよろしいでしょうか。 
上野参事     前段で生涯学習大学の説明をさせていただいたのは、本市の生涯学習、

社会教育学習が、今回対象となった２事業だけしかないように見られて

しまうと、幅の狭いものになってしまいますので、そうではなく生涯学

習大学や人材バンクなど他の事業もあるなかで、生涯学習、社会教育を

進めているという全体枠の説明をさせていただきました。したがってそ

ういう全体的なご質問であればしていただいて当然なんですけど、今回

の点検評価につきましては、最後に説明した２事業についてお願いした
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いと思っています。 
新井委員長    ありがとうございました。それでは、何かご質問などございますでし

ょうか。それでは、私の方から質問させてください。「公民館運営事業」

についてですけれども、公民館では、市民による公民館運営がされてい

るようですが、指定管理者制度という形をとっているのか、それとも違

うのでしょうか。公民館運営審議会というのは、確か社会教育法で必ず

置かなくてはいけないということが以前はありましたけど、任意設置に

変わったと思いますが、その審議会という理解でよろしいでしょうか。

公民館運営委員会とこの審議会について教えていただければと思います。 
織部主幹     公民館運営につきましては、今年度から非常勤職員による運営となり

ましたが、昨年度までは、地域住民による市民運営を行っておりました。

これが公民館市民運営委員会になります。地域の住民により公民館運営

を行ってまいりましたので、指定管理とは違い任意団体である公民館の

運営委員会に事業を市が委託をしておりました。公民館運営審議会です

けれども、先ほど、委員長がおっしゃられましたように、社会教育法上

では、現在必置ではなく、任意設置ということになっておりますが、藤

沢市では設置をしております。公民館運営審議会は市民運営になる以前

は、各公民館、１３公民館に公民館運営審議会を置いておりましたけど、

併設１１公民館が市民運営になった時点で、平成２３年度からになりま

すけど、市全体で一つの公民館運営審議会にまとめて、市域全体の視野

を持って、公民館運営について審議をしていただいておりました。現在

も公民館運営審議会については、市全体で一本の形で運営を行っており

ます。 
新井委員長    ありがとうございます。公民館運営委員会は、会議体ではなくて事業

主体のようなものなのでしょうか。 
織部主幹     そうです。地域の方が集まって、組織していただいた、公民館運営委

員会になりますので会議体ではございません。 
新井委員長    ありがとうございます。 
北橋副委員長   六会公民館で委員をやっています。本当に職員の方が頑張っていらっ

しゃっているので、何も注文はないのですが、今、公民館が移転・建築

中のため講座の内容が例年と違うものになっています。市民センターそ

れぞれ、改築工事があるかもしれませんけれど、色々提案されて人気の

あるコースは残すようにしていますけれども、逆に設備的に火を使うも

のは、残念なことですけれども工事中は中止になってしまいます。各地

区の公民館では前年度に好評だったものは残しているのだと思います。

意見を言うと採用してもらえるということで、地域の居場所作りとして、
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公民館の事業は、とても大事だと思っておりますので、もっと柔軟にや

ってもらえれば、ますますありがたいなと思っております。地域の人を

呼んだり、外に出ていろいろ観察したりするのも好評な事業です。なか

には１００人以上応募者があって抽選になってしまう事業もあります。

応援している立場として、各公民館で違う事業を一生懸命やっているな

と評価したいと思います。 
新井委員長    ありがとうございます。この公民館運営事業につきまして、中林委員

いかがでしょう。 
中林委員     地域差があるのかなと感じます。いろいろな活動で感じるところです

が、藤沢市の特性の一つかなとも思います。厚いところは厚く、薄いと

ころは薄い感じがするなかで、抽選になるような人気のある講座がある

一方、逆に呼びかけてもメンバーが集まらない講座もあるのかなと感じ

ます。それをどういう形で活発化していくのかが課題なのですが、私は

公民館の事業にあまり参加したことがないので、積極的に情報を取りに

いかないといけないのですが、その辺の発信をどんな形でされているの

かなと思いました。「社会教育関係事業」については女性に向けた事業が

多いのかなと思いますが、他の成人向けの事業が市民大学などで実施さ

れているので、「社会教育関係事業」の中に女性の事業が多く入っている

のかなと思いました。高齢化によって参加者が減少するなか、どのよう

なご苦労があるのか聞かせいただきたいと思います。よろしくお願い致

します。 
新井委員長    いかがでしょう。 
織部主幹     公民館によって地域差があるということでしたが、１３地区に設置さ

れているということで、それぞれの地区の特性ですとか、住民のニーズ

に応じた事業を現在展開しております。地域によっては様々な事業が行

われておりまして、例えば海側の地域は海に関係するような事業ですと

か、そういった地域特性に応じた事業を展開しているところから、地域

差といいますか、それぞれ特性に応じたものになっております。それか

ら発信の仕方というところですが、今現在、広報ふじさわ、市のホーム

ページに掲載しております。また各公民館でチラシを作成し、町内会の

回覧に載せたりして周知を図っております。今後も引き続き、多くの皆

さんに参加していただけるように、周知の仕方について考えていきたい

と思いますので、よろしくお願い致します。 
新井委員長    ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 
井出課長補佐   社会教育関係事業についてのご質問にお答えしたいと思います。先ほ

ど委員さんからご指摘がありましたように、成人教育については、生涯
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学習大学と公民館において数多く事業をうっておりますので、こちらの

事業費では先ほどおっしゃられたとおり、大学の市民講座を初めとした、

女性に特化した事業の部分について一部こちらで担っているのが実情で

ございます。先ほどおっしゃっていた困難な場面ですが、婦人会及び女

性学習グループ連絡会の平均年齢が７５歳前後になっている点です。戦

後の高度成長期すぐから、若い時からこちらの活動に関わっていただい

ているのですが、皆さん長年やってらっしゃるので、新しい企画ですと

か、色々な講師をお呼びするのもだんだん難しくなっている部分もあり

まして、その辺を職員で補っているという状況でございます。 
新井委員長    ありがとうございます。 
中林委員     今のお話の女性に特化しているというところの認識がなくて申し訳あ

りませんでした。ありがとうございます。高齢化の部分は、あちらこち

らで言われていることだと思いますが、本当にありがたい事業だと思い

ます。後継者作りという点で、なにか私たちがボランティアでもなんで

もいいのですが、お手伝いできるような形をとれるような方法があれば

いいのかなと思いました。具体的にということではないのですが、後５

年経てばみなさん８０歳代に入っていきますので、体力的なものはかな

り厳しいと思いますので、まだ、５０代の私にもできるものがあればと

思います。何か発信できるものがあればいいのですけど、状況を知るこ

とができないので、発信することができないのだと思います。公民館の

件もホームページをなかなか見にいけないご家庭もあると思います。市

民のみんなができることがあれば、なにか探していきたいなと思いまし

た。 
新井委員長    ご意見ということでよろしいでしょうか。他にありますでしょうか。

公民館運営委員会とか、業務についてもう少しだけよろしいでしょうか。

課題と問題点のところで、組織面の課題と委託面の課題が明らかになっ

たとあります。非常勤職員化したということなのですが、もう少し具体

的にどういう問題が生じたかというのを教えていただければと思います。 
織部主幹     市民運営の課題でございますけれど、市民運営団体というものは法人

格を許さない任意の団体であります為に、社会保険に入ることができな

いですとか、労働的な部分で保障がないという部分がございました。そ

れで、皆さん構成員の方たちは、その身分ですとか保障面で非常に不安

定だった部分がございます。また委託契約方式によりまして、委託団体

ということですので、指揮命令ができないので、上からの命令によって

やることによって偽装請負という問題が出てきますので、そのようなこ

とにならないように、法令を遵守するあまりに、逆に職員と他の公民館
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の運営委員さんとのコミュニケーションが不足してしまったというよう

な点がございます。またそれ以外にも事務上の問題としまして、運営委

員さんが事業を行う以外に運営委員会としての事務的な仕事で、例えば

経理的な仕事ですとか、税務的な仕事、あるいは契約的な事務のことな

どがございまして、専門的な知識が必要になるということで、非常に運

営委員さんの負担になっていたという点が運営委員会の問題点でござい

ます。 
新井委員長    ありがとうございました。それではよろしいでしょうか。第３回目の

会議では、施策の柱や基本方針についてもご意見いただくことになりま

すので、本日の時点で確認したいことがありましたらお願い致します。

よろしいでしょうか。それでは施策の柱３「多様な文化を繋げる学習機

会づくりの推進」、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」という視点から各事業の取組みについて質問などありませんか。

よろしいですね。それでは、これで第１部を終了致します。事務局側の

席の入れ替えをお願い致します。 
（席の入れ替え） 

新井委員長    引き続き第２部に移りたいと思います。第２部は教育部の６事業につ

いて目次の順に従って報告をお願い致します。まず基本方針１「共に学

び、多くの人と関わり合いながら、自立する子どもを育成します」。施策

の柱１「確かな学力の向上」、実施事業１「教育課程推進事業」から続け

てお願い致します。 
小木曽課長    それでは資料の３ページをご覧下さい。事業コード１－１－１「教育

課程推進事業」についてご説明させていただきます。この教育課程とい

うものは、学校の心臓部みたいなものでして、それぞれの各学校では学

習指導要領に則り、学校や地域の実態を踏まえた創意ある教育課程実施

の為に、特色ある教育課程を編成することができるというようになって

おります。それぞれの学校で工夫をして、教育課程を作っているという

部分でございます。それについて支援を行うということが、この事業の

主な目的と内容になっております。平成２５年度の進捗状況をご覧くだ

さい。小学校・中学校・特別支援学校５５校において学習指導要領に則

り、各学校での教育課程を編成しておりますが、その実績については、

教育指導課の方で集約をさせていただいております。それから各学校の

教育課程の推進を図る為に、教育指導課として予算をもっております。

その上の欄に予算が書かれていますが、この予算についてですが、新江

の島水族館見学の為の入場料補助、小学校３・４年生用社会科資料集の

配布、小学校における飼育動物の飼い方の児童向け講習会、小学校にお
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けるプラネタリウム学習利用の為の交通費補助、各学校において学校運

営に係る研究や新たな教育活動を構築するための委託を行っております。

予算以外に現れない主な支援ということで、以下のように学校防災対策

の手引き書として、「地震その時学校は」の改定を行い各学校へ配布致し

ました。それから湘洋中学校、鵠南小学校、辻堂小学校において、学識

者による防災教育を行っております。そして授業の指導方法の工夫改善

を図り、学校の教育力や教員の指導力向上を目指すため、小学校１１校、

中学校７校に計画訪問を行い、指導主事が授業を参観し、指導助言を行

っております。各学校からの要請に基づいて、計画訪問と同様の形で指

導主事が各学校に赴いて、情報提供や指導助言を行っております。研究

推進校としては、平成２５年には中里小学校、石川小学校、第一中学校

が推進校になり、定期的に指導主事を派遣して、各校の研究推進を支援

し、発表会で成果を公開しました。課題につきましては、新江の島水族

館、プラネタリウムの補助についてですが、全学年ということではなく

て、教科の特性上一部の学年に限られているという部分があります。ま

た各学校に学校訪問を行っているという話をさせていただいております

が、若い先生が非常に増えている中で、訪問の回数を見直していく必要

があるのではないかということがあります。それから東日本大震災以降、

防災教育の重要性が非常にうたわれているということで、学校における

子どもや先生を含め、防災意識を高めていく必要があるだろうというこ

とを問題点として考えています。今後の方向性ですが、各学校の教育課

程支援をしていきたいと思っています。今年度の事業としては、計画訪

問を小学校１２校、中学校６校、そして要請訪問については適宜行って

いきます。研究推進校の発表会については、今年度は駒寄小学校、高谷

小学校、明治中学校の発表が、１１月に行われる予定になっております。

そして今年度についても南部の小中学校における防災教育の実施をして

いきたいと思います。今後の対応につきましては、各学校に教育課程の

実践を推進していくため、計画的に学校訪問等実施して、教員に対して

指導、助言をしていかなければいけないだろうと考えています。それか

ら各学校の研究テーマに合わせた研究推進校３校、駒寄小学校、高谷小

学校、明治中学校におきまして、定期的に指導主事が関わっていきたい

と考えます。そして本市の小中学校に対して、計画的に、防災教育を行

っていきます。キャリア教育の観点からは、中学校では、職場体験を教

育課程の中に位置づけておりますので、それも継続的に実施していけた

らと思っています。以上でございます。 
上條センター長  資料１の４ページをご覧下さい。事業コード１－２－２「教育文化セ
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ンター研究研修事業」についてご説明致します。事業目的は、教育関係

職員の資質や指導力の向上を図る、ということにあります。事業内容と

致しましては、研究事業、研修事業を中心に、教育情報誌の発行、教育

文化講演会や総合かがく展の開催。藤沢の自然の調査研究を行っており

ます。研究事業は調査研究部会が１部会、教科領域等の専門研究部会が

８部会あり、毎月１回ほどの部会を開き研究を進めております。教科領

域部会では、研究員が日頃の授業や児童生徒の実態などから感じる課題

を丁寧に話合い、テーマを決めるところからスタートし、お互いの授業

を見合って教材研究を共同で行いながら研究を進めております。研究の

内容につきましては、事業研究セミナーと呼んでいますが、授業公開講

座や研修講座で、広く市内の教職員に向けて発信をしているところでご

ざいます。また概ね３年間のスパンで研究を進め、まとめの年には研究

報告書を発行しております。さらに年度末に研究報告会を行って研究の

成果や経過についての報告を致しております。研修事業については、市

内の教職員向け、一部市民も対象とした講座を開設し、年間で７６講座

を開催致しました。そのうち５４講座は、学校の夏季休業中に開催し、

教職員の参加のしやすい体制を心掛けました。研修講座のテーマと致し

ましては、毎年研究部会の中で話題になる今日的な教育課題や、研修講

座のアンケート、教育機関からの情報を元に決めております。今日的な

教育課題のテーマとしては、学力の向上、教育評価、子ども理解、防災

教育、いじめ防止、地域理解等があります。平成２５年度は、地震防災

に関する危機管理講座や、ソーシャルスキルトレーニング等の講座を新

設致しました。また２月には教育指導課との共催でネットいじめに関す

る講座も開催致しました。教育情報誌におきましては、年に３回ふじさ

わ教育を発行し、市内教職員及び教育機関に提供を致しました。文化講

演会につきましては、「主役力を高める５つの発想」という演題で、元ニ

ュースリポーターの佐々木かをりさんにご講演をいただき、市民を含め

３２１名のご参加をいただきました。第４４回藤沢市総合かがく展にお

きましては、市内、各小中学校より１３９３点の出展があり、見学者は

延べ８６１５人に上りました。また藤沢の自然編さんにおきましては、

平成２６年度の発刊に向け、調査研究を進めております。事業の課題と

致しましては、教育課題や学校現場のニーズの把握に努め、さらなる研

究研修の充実を図ると共に、研究結果のより一層の活用も検討して参り

たいと考えております。教育情報誌ふじさわ教育、教育文化講演会、か

がく展についても、さらに質の高い内容となるよう取り組んで参りたい

と思います。こうした課題を踏まえて、今年度の事業計画では、研究部
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会の一つであった環境部会が一定の成果を上げられたことから終了して、

新たに防災と自然部会を立ち上げました。これは、防災教育と人と自然

との関わりを多面的にとらえ、様々な教科領域との連携を目指して、研

究していく部会であります。また研修講座としては、昨年度に引き続き

防災に関する危機管理講座、今年度は新たに部活動の指導に役立ててほ

しいということからコーチングについての講座、それから学校教育相談

センターとの共催で、支援教育におけるユニバーサルデザインの講座、

教育指導課との共催で、いじめ対策に関する研修講座も増やしました。

また情報機器の利用としてタブレットを活用とした、授業づくりの講座

も開催致します。さらに、学校現場に増えている経験の少ない教職員に

向けて、実践力を高めるような研修内容の充実を図るような講座を務め

ております。平成２７年度に向けましては、今後も教育委員会で、策定

予定の仮称藤沢市教職員人材育成基本方針に基づいた、教職員の人材育

成、それから教育課題研究、研修の充実を図っていきたいと考えており

ます。また教育委員会各課と連携しながら課題を共有して、事業の進め

方を協議する連携協議会を立ち上げ、よりよい事業を展開できるように

取り組んで参りたいと思います。以上でございます。 
新井委員長    ありがとうございました。つづきまして、学校支援コーディネーター

制度事業についてお願いします。 
石塚課長補佐   それでは事業コード１－３－２「学校支援コーディネーター制度事業」

についてご説明を申し上げます。資料の５ページをご覧下さい。事業目

的ですが、そこに３つ記載しております。１点目に開かれた学校づくり、

２点目として子どもたちの教育環境の向上、３点目として教員の児童生

徒へ向き合う時間の増大として掲げております。事業内容でございます

が、学校教育をさらに充実させるため、市民力、地域力を生かしながら、

学校と地域を結ぶ役割を果たす仕組みとして、学校支援コーディネータ

ー制度を導入し、子どもたちの教育環境の向上を図るとしてございます。

その下の平成２２年度末の状況ですが、教育振興基本計画のスタートす

る直前の状況でございます。中学校２校、小学校２校、合計４校で、試

行をスタートしました。平成２５年度末の状況のところで、中学校で９

校、小学校で８校、合計１７校で実施しました。その下の平成２５年度

の進捗状況です。効果・成果等ですが、まず学校支援コーディネーター

制度の導入校が、１３校から１７校に拡大し、各校での活動の他、導入

校全校による情報交換会、研修会等を実施致しました。コーディネータ

ーの人数として、全校合計で３２名でございました。それから、教職員

や、地域の方の学校支援コーディネーターに対する認識が少しずつ広が
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り、開かれた学校づくりに繋がったと考えております。それから、花壇

や芝生の整備等学校環境整備の面で、学校支援コーディネーターの関わ

りが比較的多く、子どもたちの教育環境の向上に役立っていると考えて

おります。そして今のことと関連しますけど、教員が花壇や芝生の管理

など学校環境整備に費やす時間が軽減されたとして、児童生徒に向き合

う時間が取れたのではないかと考えております。その下の課題・問題点

のところでございますが、教職員や地域の方に制度を周知し、役割を理

解していただくのに時間が掛かるということがあげられます。それから

コーディネーターの仕事が本来のコーディネーター業務ではなく、ボラ

ンティアとして働くことが多いという傾向があり、学校側のさらなるニ

ーズの掘り起こしが求められています。ＰＴＡや学校・家庭・地域連携

推進会議などの学校を支援する他の組織との協力体制を構築することが

課題であると捉えております。他のボランティアや学校・家庭・地域連

携推進事業と重複する部分が多いということも課題の一つと捉えており

ます。右側の今後の方向性のところですけれども、開かれた学校作りの

手法の一つとして、本制度に取り組んでおりますけれども、ＰＴＡや学

校・家庭・地域連携推進会議との協力体制の構築、地域のボランティア

センターの活用なども視野に入れながら、より良い学校支援が展開でき

るように見直しを図っていく必要があると考えております。平成２６年

度の事業計画ですが、中学校では１２校、小学校では８校、合計２０校

で、現在実施しております。それから全校合同の情報交換会を年３回実

施する予定です。県の研修会への参加も予定しております。それと、地

域ボランティアセンターとの連携を検討して行く予定でおります。最後

にＰＴＡや学校・家庭・地域連携推進会議との連携に向けて、現在検討

しているところでございます。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いうところですが、計画策

定時はコーディネーター実施校を計画的に増やしていく計画を立ててお

りましたが、この制度を運用する中で、学校や地域の実状に合わせて必

要な学校に順次導入していくのが、良いのではないかといった方向に改

めております。それから施策の柱の１－３「開かれた学校づくりと信頼

される学校経営の推進」に関しては、学校と地域を結ぶという意味で、

一定の成果があったものと、考えております。今後については、ＰＴＡ、

学校・家庭・地域連携推進会議との、協力体制を検討しながら、よりよ

い形での制度の見直しを図っていきたいと捉えております。以上です。 
新井委員長    ありがとうございました。続きまして、６ページの「課外活動連携事

業」をお願い致します。 
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小林参事     それでは資料の６ページをご覧ください。「課外活動関係事業」につい

てご説明を申し上げます。事業目的ですが、保護者の経済的負担の軽減

を図る教育活動の一貫としての課外活動、いわゆる学校の課外活動が円

滑に実施されることを目的としているものです。主な内容でございます

が、校長を代表とする各中学校課外活動運営委員会という委員会がござ

いますが、この委員会に対して補助金を交付するということで、教育活

動の一貫としての課外活動の円滑な運営と充実を図り、生徒の健全な心

身の育成を図るものでございます。続きまして、平成２５年度の進捗状

況でございます。こちらにつきましては、４月１日付で、交付決定を致

しました中学校課外活動補助金を４月末、９月末の２回に分けて、合計

４８４７万円を交付した結果、中学校における課外活動の円滑な運営と

充実に寄与しました。結果として生徒１人あたり４１６８円の保護者負

担の軽減を図ったものでございます。もう一方の特別課外活動補助金と

しては平成２６年１月２６日に千葉県の君津市で開催されました、第１

９回、東関東アンサンブルコンサートに出場した村岡中学校の吹奏楽部

に対して、２万円の特別課外活動補助金を交付した結果、先ほどの中学

校課外活動補助金と同様、保護者負担の軽減ができたということでござ

います。これについての課題・問題点でございますが、特別課外活動補

助金の所管課については、文化部は教育総務課、運動部はスポーツ推進

課と分けてございます。学校が申請する際に非常に分かりづらいという

点が一点ございます。もう一つとしまして特別課外活動補助金におきま

してですが、たとえば上部大会に出場する際、交通費相当分として支出

をする特別課外活動補助金の執行がない場合、大会に出ないケースが生

じた場合、予算として未執行分が生じるということです。これにつきま

して年度末に課外活動運営委員会に対し、再配分をするなど、補助金を

最大限に活用できる仕組みを今後検討する必要がございます。続きまし

て今後の方向性でございますが、まず課外活動補助金におきましては、

これまで通り年２回の交付を行っていくものでございます。もう１つの

特別課外活動補助金につきまして、これまで、スポーツ推進課で所管を

しておりました運動部に対する賞賜金を教育総務課に予算を移し、文化

部と同様に補助金として執行するものでございます。すでに平成２６年

度からこのような形態でやっているものでございます。続きまして、平

成２６年度の事業計画でございます。課外活動補助金につきましては、

これまで通り４月１日付で交付決定を行い、４月末と９月末に、それぞ

れ学校に対しまして、補助金を交付するというものでございます。もう

一方の特別課外活動の補助金につきましては運動部文化部、双方共に対
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しまして、教育総務課で執行するという形にしまして、保護者負担の軽

減を今後も図っていくというものでございます。続きまして、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り組みで

ございます。まず課外活動補助金につきまして、これまで通り各学校に

対しまして、設置されました課外活動運営委員会に対し、補助金を交付

していくものです。もう一方の特別課外活動補助金につきましては、例

えば関東大会、全国大会等へ出場する際の保護者負担のさらなる軽減を

図るために、例えば要綱や要領の見直しに取り組んで行くものでござい

ます。以上で説明を終了させていただきます。 
新井委員長    ありがとうございました。続きましては、「学校施設長寿命化事業」に

ついてお願い致します。 
佐藤課長     「学校施設長寿命化事業」の報告をさせていただきます。７ページを

ご覧いただきたいと思います。この事業は設備の改修・整備を計画的に

進め、学校施設の延命化を図ると共に、児童・生徒が安心して学習でき

るように、教育環境を整備するという目的で、事業内容に記載通り、エ

レベーター、給排水設備、放送設備、プールの４設備について改修整備

工事を行い、設備の長寿命化を図るという内容の事業でございます。こ

の事業がこの計画に盛り込まれましたのは、耐震補強工事が平成２１年

度で完了致しまして、その後の整備について、空調とトイレの整備を全

校に行うとの決定がなされたことから、合わせて付属設備の改修を行い、

設備の延命化を図ることの必要性を生じたことから先ほど申し上げまし

た４つの設備について長寿命化事業を盛り込んだという経緯がございま

す。従いまして、今回、防災という視点から点検・評価の対象として、

この事業が選ばれたということでございますけれど、この事業の中には、

防災の事業が含まれておりません。ただ、テーマが防災ということです

ので、一通りこちらの事業の説明をさせていただいた後に、防災関連の

事業について説明をさせていただきたいと思います。まずこの事業につ

きましては、課題・問題点の方に記載したとおり、空調ですとかトイレ

の改修等の優先度が高く、なかなか予算が確保できない状況がございま

す。そのようななか平成２５年度につきましては、１億５千万を超える

予算計上ができましたので、平成２５年度進捗状況に記載した４校にお

いて、４工事を実施しました。今後の計画といたしましては、まず平成

２６年度について記載の通り、中学校でエレベーター新設を一校。プー

ルの吸水ポンプの改修を２校、小・中各１校で、放送設備の放送施設の

整備の方を予定してございます。次に平成２７年度の目標達成に向けた

今後の対応につきましては、この５年間で、予定した延べ校数が、３７
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校であるのに対して、平成２５年度までに実施できたのが５校、平成２

６年度予算計上をしている工事が５校、平成２７年度予算で、概算要求

した１４校を加えても５カ年間で２４校となってございまして、目標達

成は、ほぼ不可能な状況ですが、少しでも目標に近づけるよう、平成２

７年度予算の確保に向けて努力をして参りたいと考えてございます。以

上が平成２５年度の「学校施設長寿命化事業」の報告でございます。 
続きまして、先ほど申しました、防災関連の事業について、簡単にご

説明させていただきたいと思います。学校の防災対策は、突発的におき

た大きな災害の後に緊急的に取り組むことが多く、例えば阪神淡路大震

災の後には建物耐震補強、東日本大震災の後には天井材の落下などの事

故が多発した関係と津波への対応が求められておりまして、計画に盛り

込んで、順次整備していくといった余裕がなく、緊急的に一気に整備す

るという整備が実状でございました。そうした意味で、学校防災関連事

業では、計画とは別のところで整備を行っておりました。平成２５年度

進捗状況の欄の点線の下に、防災関連の記載をさせていただきました。

まず先ほど申しました、平成７年の１月に阪神淡路大震災が起きまして、

それを受けまして、平成１０年から、２１年度までに、校舎、体育館の

耐震補強工事を終えてございます。次に窓ガラスの破片による大きな怪

我を防止するために、通常の板ガラスの約３倍の強度を持った、割れて

も細かい粒上になる強化ガラスがありますけど、そちらへの交換を平成

８年度以降順次行いまして、全校の交換を完了しております。また災害

用の井戸につきましても、平成７年度から平成１３年度の間で、全校で

設置済みでございます。それから地震による倒壊が懸念される学校周囲

の万年塀がございますけれども、こちらについても道路に面した部分に

ついては既に改修済みで、後は民家との境の部分について、若干の工数

を残しています。それから平成２３年の３月におきました東日本大震災

につきまして、天井の高さが非常に高くて、広い空間の照明器具、非構

造機材といわれるものが落下する事故が多発致しましたけど、こうした

落下事故を防ぐために、平成２５年、２６年の２カ年で実態の調査が行

われまして改修が必要なものにつきましては、２７年度までに改修を終

える予定で現在進めております。また津波対応と致しまして、海岸近く

に位置する小学校３校について、屋上への避難を想定して、屋上フェン

スの設置を平成２４年度に行いまして、傾斜屋根のために屋上利用がで

きない、湘洋中学校につきましては、屋外避難階段の設置ですとか新た

な屋外避難施設の整備を現在進めているところでございます。以上のよ

うにこの計画には記載はございませんが、防災関連の事業については、
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現段階で考え得る対応については、３つの現在進行中の事業を除いて完

了しているといった状況でございます。今後の方向と致しましては、策

定する学校施設の再整備計画のなかで、施設整備の長寿命化のなかで検

討していくと共に、防災関連の事業につきましても、改築する際には、

防災備蓄倉庫の設置ですとか、避難所となる体育館やその周辺に、防災

に関連する施設についても、合わせて考えております。 
新井委員長    ありがとうございました。それでは、最後になります「学校・家庭・

地域連携推進事業」についてお願い致します。 
繁里指導主事   事業コード７－２－５「学校・家庭・地域連携推進事業」について報

告させていただきます。事業目的、子どもを軸とした多様な世代の連携

により、地域づくり、学校支援が図られる。２５年度の進捗状況につい

てです。学校・家庭・地域連携推進会議「会長会」に業務を委託し、子

どもたちの健やかな成長を支援する事業を各地域で実施致しました。「会

長会」について少し説明をさせていただきます。学校・家庭・地域連携

推進会議「会長会」とは、藤沢市内全域を１５に分け、それぞれの地域

に「地域協力者会議」というものを設置しています。その１５の地域協

力者会議の会長１５人で組織しているのが「会長会」となっております。

「会長会」は年４回行っております。会長会では情報交換、他団体との

意見交換、昨年度は学校支援コーディネーターとの意見交換会を実施致

しました。また実績報告等を行っております。１５の地域協力者会議で

行った事業は１１４事業、事業会議等の参加者数は３万３５１５人でし

た。また、行われた事業のうち、地域で行われる防災訓練への支援、阪

神淡路大震災慰霊ろうそくを現地へ送付する事業を行っている地域があ

りました。各地域協力者会議では、地域における子どもたちの課題を会

議の中で出し合い、どのように連携をはかり、対応していくかを話し合

いそれぞれの事業に活かしました。会長会の振り返りでは、心豊かに成

長するために必要な自立の精神が、幅広い取り組みによって子どもたち

に育ってきていると言う報告がなされています。 
ＰＴＡ育成事業では、藤沢市ＰＴＡ連絡協議会に業務を委託し、各校

のＰＴＡの育成のための事業を実施しています。広報誌の発行 年２回。

リーダー研修会の開催。ＰＴＡ役員を対象にした研修会です。各校ＰＴ

Ａ活動状況調査を実施しております。ＰＴＡ活動のアンケート調査を行

い、それをとりまとめ、各校へ配布しました。また、リーダー研修会で

資料として活用しました。学習会の実施、総会の時に東北応援「ありが

とう」チャリティコンサートを行い、募金を集め、被災地に送金しまし

た。地域の教育力向上を図る事業として「ふじさわ教育フォーラム」を
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実施しました。内容は、かながわ子どもスマイルウェーブの紹介、地域

協力者会議・ＰＴＡ・学校支援コーディネーターの具体的な取組につい

て各団体から紹介があり、学校・家庭・地域の連携やＰＴＡのあり方に

ついて意見交換がなされました。学校・家庭・地域が連携していくこと

の大切さや今後の活動の参考になったという感想が寄せられました。課

題・問題点と今後の方向について併せてお話します。子どもの健やかな

成長をめざし様々な事業を行っている中で、地域ごとの取組に差異が出

てきている。このことについてですが、市内全域に地域協力者会議が設

置されてから１３年が経過し、各地域の実情に合わせた事業が展開され

るようになり、子どもたちのために活動する地域内の様々な団体とのネ

ットワークが強く太くなってきています。また、各団体が連携すること

で、事業が充実し、互恵性のある関係作りを目指して進んでおります。

このように十数年事業を推進する中で、地域ごとに特色・違いがでてき

ています。そこで、会長会でそれぞれの取り組みについて話し合う中で、

各地域協力者会議が課題解決に向けてのヒントを得たり、新しい事業を

行う上での参考にしたりと、十分に情報交換・意見交換をしていきたい

と考えております。実施事業は知られているが、各地域協力者会議が関

わっていることがあまり知られていない。このことについてですが、地

域に根付いている事業に地域協力者会議が関わっていることがあまり知

られていないということがあります。本事業について理解と協力を得る

ために周知活動をすることは大切だと考えておりますので、広報紙の発

行や市のホームページ、ふじさわ教育フォーラム等で発信をしていきた

いと思います。平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の柱

を踏まえた取り組みについて。平成２７年度末の目標地、ＰＴＡ地域協

力者会議等の、事業参加者数は２万８千人となっており、現時点ではも

う達成されています。引き続き、地域における子どもたちにかかる課題

等を検討し、解決に向けて、事業を推進していきたいと思います。以上

で説明を終わらせていただきます。 
新井委員長    ありがとうございました。ただ今、担当課から説明がございましたが、

６つの事業につきまして、質問などございませんか。 
最後、地域協力者会議、学校・家庭・地域推進事業のところで、出ま

したけれども、資料として９ページに、地域に開かれた、学校作りのイ

メージで書かれていますけども、協力者会議というのは、例えばこの図

でいうと、何処に入るのでしょうか。 
繁里指導主事   学校・家庭・地域連携推進会議につきましては、この図の左側にＰＴ

Ａ、学校・家庭・地域連携推進会議、学校支援コーディネーターと並ん
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でいる中の上から２番目、図の中の上から２番目に入っております。 
新井委員長    推進会議という名称ですが、協力者会議という名称もあるということ

でしょうか。 
繁里指導主事   同じものを指しています。 
新井委員長    他に何かございますか。 
北橋副委員長   学校・家庭・地域の中で、学校支援コーディネーターが出てきました

けれども、昨年度の研修で情報交換を行いました。現在もまだ増えてい

く状況ですので、今年度もやはり「学校・家庭・地域連携事業」は、学

校支援コーディネーターを応援していくというか研究していくという方

向で考えています。学校支援コーディネーターだけを勉強するのではな

く、三者連携と一緒にやっていこうと思っています。学校のニーズに基

づいて実施していただきたいので、学校の要望に応じて支援コーディネ

ーターが増えていけばいいかなと思っております。 
新井委員長    それではコーディネーターについてよろしくお願い致します。 
石塚課長補佐   よくご存知の通り、学校支援コーディネーターは、今は学校の要望に

応じて、入れたいところに順次入れていただいている状況でございます。

実は今年度、うちは一旦お休みするよという学校もございました。校長

先生の定年退職にともなって、校長先生が選んだコーディネーターとい

うことで、校長先生とコーディネーターさんが一緒にやってきたという

形がありましたけれど、校長先生の退職に伴って、一旦うちの学校はお

休みします。という学校が１校ありました。それ以外の学校は、引き続

きやっていただいているところもありますので、それぞれ学校の必要性

に応じて、やっていただいているということで、委員会としても側面か

ら支援していければと思っております。先ほど申し上げました通り、平

成２２年から課題も見えてきて、色々検討していかなければいけないの

かなと思っております。以上です。 
新井委員長    ありがとうございます。他にございますか。 

関連して、学校支援コーディネーターについて教えてほしいのですけ

ど、この中で学校環境整備の面で花壇、芝生の整理をやっているという

記述があって、その関係で教員が花壇や芝生の管理などに費やす時間が

軽減されたと書かれています。学校の教員が花壇をやっているというこ

とを知らなかったのですけど、本来例えば用務員さんはいらっしゃるの

ですかね、あるいは子どもたちが活動したりとか、そういうところがわ

りとあるのかなと思うのですが、教員が環境整備をそもそも結構やって

いるのかどうかということを聞きたいということが１つあります。また、

本来の役割であるボランティアを調整するということによって、教員が
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やっていた部分を軽減することが基本的な趣旨だと思います。制度の仕

組み自身がそもそも問題だったのか、その辺も含めて制度設計をもう少

し変更する必要があるとか、そういうこともありましたら教えてほしい

のですが。 
石井主幹     学校での環境整備の部分の話をさせていただきます。私の経験を交え

てなのですが、花壇の手入れについては、美化委員会ですとか、子ども

たちと一緒に先生方が携わることが結構あります。委員会の時間の中で

済めばいいのですが、実際には花の手入れなどは、委員会活動の時間の

中では済まず、毎日やることになります。そういった部分で保護者の方

ですとか、ボランティアの方々が環境整備に携わってくださいますと、

レベルの高いものにもなりますし、先生方の手も少し空くのかなと感じ

ています。 
石塚課長補佐   続きまして、制度設計の話になろうかと思いますが、今の花壇とか芝

生の関係で申し上げますと、学校からのニーズとして、花壇の世話をし

てくれるボランティアの方がいないだろうかとか、芝生の世話をしてく

れるボランティアの方がいないだろかとか、そういうニーズというのは、

どこの学校でも出やすいニーズだと思います。そういうニーズに基づい

てコーディネーターさんが、ボランティアさんを集めたり、元々ボラン

ティアさんが入っている学校も多くございますので、そういうボランテ

ィアさんと一緒にコーディネーターさんも活動するというような実情が

ございます。そうしたなかで、本来コーディネーターというのは、学校

と地域の間を調整することがコーディネート業務なのですが、実情とし

て、そのボランティアさんと一緒に活動しているところも少なくありま

せん。コーディネーターでありながらボランティアさんと区別がつかな

いという部分も確かにございます。学校からいつもコーディネート業務

の依頼があるのかといえば、必ずしもそうはなっていなくて、既存のボ

ランティアさんと一緒に、ボランティア活動するとか、コーディネータ

ーさんだけで用が足りてしまうような活動もあるのかと思います。そう

いうところで、本来のコーディネート業務と既存のボランティアさんと

のすみ分けが難しいのかなと感じています。学校・家庭・地域連携推進

会議の皆さんとか、ＰＴＡの皆さんとか、そういった方が学校を支援し

ているなかで、コーディネーターさんと区別がつかないということがご

ざいまして、その辺の整理が私どもの課題なのかなと認識しております。 
新井委員長    ありがとうございました。それでは他に何かございますか。 
中林委員     何点かあります。まず、「教育課程推進事業」の中で、南部の小中学校

における防災教育の実施というのがありますが、これは海側の学校が中
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心だと思いますが、中部や北部に対して防災教育という意味で、何か計

画実施されているものがあれば、教えていただきたいということが１つ。

先生方の研修事業について「教育文化センター研究研修事業」は、勉強

というかその事業の部分はかなり厚くやっていただいているように感じ

ますが、それに伴って多忙化に輪をかけているのではないかという不安

と心配があります。また、メンタル的なフォローを先生方の間で互いに

行うような事業があれば教えていただきたいです。また授業で行き詰ま

っているのではなく、保護者への対応に困っているときにどんな対応を

したらいいのかとかという要請について伺いたいです。学校支援コーデ

ィネーターさん等の関係は、是非ＰＴＡ、地域も絡めていっていただき

たいです。もう１つお金の件で、学校施設の長寿命化のところで、平成

２５年度に対して、平成２６年度の予算が凄く少ない理由を教えていた

だけるのであれば、是非教えていただきたい。達成率がよくないという

お話があったので、その辺ももし差し障りがなければ、教えていただけ

ればと思います。「課外活動関係事業」については、保護者の経済的負担

の軽減だけに囚われていると思うのですが、顧問の先生の負担に関して

は何も考えられてないのでしょうか。たとえば吹奏楽部ですと、色んな

パートの練習に顧問の先生お一人が見るということが不可能だと思いま

すので、得意ではない分野のパート練習のために、先生を呼んでいただ

いたこともあるかと思うのですが、その辺の負担を親がしているという

状況もあると思うのですが、そういったことが検討されているかどうか

お聞かせください。 
新井委員長    何点かございましたが、よろしくお願い致します。 
小木曽課長    一番はじめにご質問をいただいた「教育課程推進事業」の防災教育の

南部の方からというお話ですが、津波対策がございますので、最初は南

部の方から考えて計画をしております。ゆくゆくは中部そして北部の方

にも広げていきたいという計画はございます。 
上條センター長  教員の多忙化の中の研修というご質問がありましたが、教育文化セン

ターで行われる研修事業については、教員の希望研修ということになっ

ておりますので、こちらの方で研修講座を教員の方に周知しまして、自

分の希望の研修を選んで、研修をいただくような。そういうスタイルを

とっております。先生方も忙しい中ですが、自分の高めたいものである

とか、深めたいものについて、積極的に参加をしていただいているとい

うことでございます。２点目のメンタルケアについての講座的には、そ

ういう講座を行っておりませんが、学務保健課でメンタルケアについて

は、行っていると理解しております。３点目の学校の保護者とのトラブ
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ルについてですが、これは教育指導課にて対応をしておりますので、そ

ういった研修講座を開催してはおりませんが、教育指導課の方で対応し

ていると理解しております。以上でございます。 
新井委員長    ありがとうございます。 
小木曽課長    保護者への対応ということで、授業以外の部分についてですが、指導

主事が学校に伺って保護者と話をしたり、学校と相談したりということ

で対応していますし、保護者が直接教育指導課に来られて、相談すると

いうケースも多々ありますので、実際のケースに沿った形で対応させて

いただいております。 
新井委員長    ありがとうございます。 
吉田部長     研修のところでございますけれども、先ほど人材育成計画を作るとい

うようなことを申し上げましたが、教員の研修につきましては、年次的

に、採用何年次という年次ごとの研修、ここではそれぞれのステージに

あった研修を行っています。それから、上條センター長もお答えしまし

たが、教育文化センターでは、教員のニーズに合った研修を行うといっ

たことで、夏季休業中が中心でございますが、普段の授業のやり方でご

ざいますとか、教員の資質を育てるという研修を行っています。メンタ

ル面でのということがございましたが、先ほど学務保健課の研修をとい

うことでしたが、実際的には、メンタルの相談等におきましては、県の

教育委員会で委託している事業がございます。直接はそういったところ

に相談をしています。生徒につきましては、ユニバーサルデザインの教

育であるとか、子どもたちの相談をどう受けるかということについては

研修会等を設置しているということでございます。保護者対応におきま

しても、これは実際的には学校教育相談センターのスクールカウンセラ

ー等との連携を持ちながら、保護者のご質問やご相談にお答えし、そし

てより良い教育を進めていく為の取り組みを行っているというふうにご

理解いただけるとありがたいと思います。 
新井委員長    ありがとうございます。 
佐藤課長     それでは、学校施設の長寿命化の中で、平成２６年度の予算が少ない

理由についてご説明致します。課題・問題点の中でご説明した通り、学

校や保護者からの要望がトイレの改修と空調の改修が非常に強い要望が

でております。それに比べて、先ほども説明しましたが、東日本大震災

の時に大規模な空間で天井材が落下して、怪我をされたり亡くなられた

りという事故が多発した関係で、平成２５年度に行った分の調査結果が

出たことに対して、平成２６年度から実際の改修に入っていくというよ

うなこともございまして、我々としては、予算要望はしているのですが、
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そういった部分が優先されてしまい、最終的に予算として削られてしま

うということがございます。平成２６年度につきましては、若干少ない

予算としてなっています。以上でございます。 
新井委員長    ありがとうございます。 
小林参事     課外活動補助金の中の部活の指導につきまして、教育指導課の方で、

答弁をさせていただきます。 
小木曽課長    部活動の指導者の件ですが、当然顧問一人では難しいというお話があ

りますように、教育指導課では、部活動指導派遣事業ということで、コ

ーチに来ていただいている地域指導者の方に、謝礼をお支払して、各学

校で対応していただくということになっております。 
新井委員長    ありがとうございました。 

最後の課外活動につきましては、教員の多忙化という点でいうと中学

校の場合特に部活動がありますので、子どもに向き合う時間の確保も非

常に大事なことかなと思います。 
時間も迫ってきました。 
第３回の会議では施策の柱や基本方針についてご意見を頂くことにな

っております。本日の時点で確認したいことがあればよろしくお願い致

します。よろしいでしょうか。 
それでは以上で８事業の点検・評価に関する意見交換を終わります。 
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、８

事業につき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。 
次回の会議は、８月６日（水）午後３時３０分から傍聴者の定員は１

５名。場所は森谷産業旭ビル４階第一会議室にて行います。これを持ち

まして本日の会議を終わらせていただきます。 
お疲れ様でした。 


