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平成２７年度（平成２６年度実績） 第２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１７日（金） 
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場所：森谷産業旭ビル４階第１会議室 
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           吉住 潤   （教育部長） 

           齋藤 直昭  （学校教育企画課課長） 
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村上 孝行  （教育部参事兼学務保健課課長） 

戸田 隆裕  （学務保健課主幹） 

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） 
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           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） 

           笠原 竜雄  （スポーツ推進課課長） 
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           細井 守   （郷土歴史課課長補佐） 

           川俣 誠   （生涯学習部参事兼文化芸術課課長） 

           横田 隆   （文化芸術課課長補佐） 

           松井 洋二  （総合市民図書館館長兼参事） 

           織部 朋子  （総合市民図書館主幹） 
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繁里指導主事  みなさん、こんにちは。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名のうち全員出席で、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、第１回評価委員会の議事録については、後日お送りしますが、議 

事録は、公開することになっておりますので、お気づきの点などがございました

ら、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） 

        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

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   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。 

        では、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  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「第１期計画における成

果と課題を踏まえた第２期計画における取組」という欄を設け、第１期の教育振
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興基本計画における成果や課題を踏まえ、第２期の教育振興基本計画においてど

のように取り組むかということについて掲載したものとなっております。 

        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。それにともない座席の移動がありますので、あらかじめ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、平成２６年度 教育委員会の点検・評価を行います。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。 

        進め方ですが、基本方針ごとに取りまとめて進めたいと思います。まず、点検・

評価の対象事業について担当課から１事業５分程度で説明をしていただき、その

後、その説明に関して委員の方からご質問をお願いする形で進めていきたいと思

いますので、ご協力をお願いいたします。 

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２「多様

な学びを支援する図書館活動の推進」より実施事業９「次世代図書館構築事業」

について説明をお願いいたします。 

松井参事    それでは、事業コード４－２－９「次世代図書館構築事業」について説明いた

します。 

        本市は市民１０万人に１館という４館構想の基に暮らしの中に図書館ををモッ

トーとし、４市民図書館と各地区に１１市民図書室を備えて、いつでも、どこで

も、だれでも、なんでも市民が自由に資料を借りて利用できるよう、サービスの

充実に努めています。 

事業の目的は、次世代図書館のサービスを展開することにより、従来の図書館

サービスに対する高い市民満足度に加え、市民や地域の課題解決や交流が進むこ

とでございます。 

事業内容といたしましては、今までの図書館サービスの実績の上に、新しい時

代のニーズに対応した次世代図書館を構築することで、 

①「貸出型」の図書館から「滞在型」「交流型」「情報発信型」の図書館に機能を

拡大  

②印刷資料とインターネット等を組み合わせた高度な情報提供 

③市民の生活、仕事、行政、学校、産業などの課題解決を支援 

④視覚障がい者や図書館利用が困難な人たちへの図書館サービスの拡充 

⑤図書館の広域利用や大学図書館との連携の拡充 でございます。 

平成２２年度末の状況ですが、図書館登録者数の全人口に対する割合は、４２％

でございました。 

平成２６年度末の状況といたしましては、登録率は３８％となっており、４％

の減となっております。この理由でございますが、急速な情報化の進展により、

インターネットが普及し、図書館でしか入手できなかった情報がＷｅｂ上で簡単

に得ることができるようになったことや、電子書籍の普及などが考えられます。 



4 

しかし、登録率は減少しているものの、全国人口３０万人以上の市区における

個人への貸出数については、全国１０位となっており、上位に東京特別区が７区

入る中、宇都宮市、町田市に続いて多い状況となっております。また、国民１人

当たりの貸出数が５．５冊である中、本市では約９冊という高い貸出数を維持し

ております。（２０１４年 日本図書館協会統計による） 

次に平成２６年度進捗状況ですが、平成２４年度に総合市民図書館及び南市民

図書館の職員を構成員として立ち上げた「これからの図書館検討会議」を、平成

２４年度は７回、平成２５年度は１０回、平成２６年度は１０回開催し、４市民

図書館１１市民図書室の役割を継続する中で、社会情勢にあった新たな図書館サ

ービスの充実、市民図書室へのオンラインシステムの導入、再整備を行う南市民

図書館の役割等について、３年間にわたる検討内容の一定の整理を行いました。 

また、新しいサービスへの取組といたしまして、国立国会図書館の所蔵資料の

デジタル化に伴い、「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」が２０１４年

１月から開始されたことに伴い、総合市民図書館で、デジタル化資料の閲覧・複

写サービスの提供ができるようにいたしました。 

課題・問題点といたしましては、平成２７年度から、学識経験者及び市民等を

含めた外部委員による「これからの図書館」検討委員会を設置し、２カ年かけて

新しい時代に即した「これからの図書館」を検討する予定でございます。また、

この検討委員会において、南市民図書館・市民会館一帯の文化ゾーンの再整備に

当たり、南市民図書館の建て替えについて、基本構想に反映できる方針を優先的

に検討する必要がございます。 

また、市民ニーズの多様化や、高度情報化社会に対応するために、新たなサー

ビスの提供等について、検討する必要がございます。 

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組につきましては、

第１期計画におきましては、「これからの図書館」について図書館職員による検討

を、平成２４年度から平成２６年度までの３年間にわたり行ってまいりましたが、

そこで整理した検討内容を踏まえて、平成２７年度から学識経験者及び市民等を

含めた検討委員会を設置し、新しい時代に即した、本市にふさわしい「これから

の図書館」について検討を行ってまいります。また、南市民図書館の建て替えに

ついても、役割や機能、設備等について具体的な検討を行ってまいります。なお、

第２期計画におきましては、「新しい時代に即した『これからの図書館』推進事業」

に事業名を変更し、取り組んでまいります。 

以上が対象事業の説明となります。これからも多くの市民が図書館を利用して

いただけるよう、温かく質の高い充実したサービスの提供をめざしてまいります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

新井委員長   ただ今、担当課から説明がありました。これから質疑に入りますが、説明に対

するご質問、また、第３回目の会議では施策の柱や基本方針の実現に対してのご

意見もいただくことになりますので、その視点から対象事業の取組についての質

問もしていただけたらと思います。 

       では、ご質問をお願いいたします。 

三浦委員    平成２４年度から総合市民図書館、南市民図書館の職員を構成員として立ち上

げた「これからの図書館検討会議」を平成２４年度～２６年度まで結構な回数を
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開催しているということですが、現在どのような議論になっていてどのようなも

のであるべきかという話になっているのか教えて下さい。 

織部主幹    平成２４年度は国のこれからの図書館像が出される中で、図書館を利用しない

人たちにどう利用してもらうかＰＲ方法や情報発信の方法など、また情報化社会、

デジタル化社会への取組といったところでの検討課題の確認をしました。 

        平成２５年度は現状分析をしました。登録者数、貸し出し数、年代等を中心に

現状を分析して課題の洗い出しを行いました。平成２６年度は、その課題を受け

て従来の４市民図書館と１１市民図書室をどうしていくかについて、１１市民図

書室のオンライン化導入をどう進めてくか、インターネット環境の充実、総合図

書館と南図書館のそれぞれの機能化と役割化、各図書館の特色をどのように出し

ていくかなどをを検討しました。 

三浦委員    その間の議論について、現状がどうでどのようにしていったらいいのかを具体

的に教えてください。 

織部主幹    現状分析例えば、登録者数が落ちている貸出件数が落ちている現状がある。ど

ういった整備をすれば利用者が増えるかを考えた。現在４市民図書館はオンライ

ン整備されているが、１１市民図書室は手作業での貸し出しになっています。情

報化社会で利用者を多くするにはオンライン化が必要だといった話が出てきまし

た。紙の図書だけでなく、デジタル化された情報をより広く市民に提供すること

を考えることも必要だということが出ています。 

        本を貸すだけでなく、飲食できるスペースや滞在できる図書館を目指すことや

静かなスペースと声を出し、本について議論ができるスペース、つまり静に対し

て賑わいのあるスペースも作っていくようなことも必要ではないかということも

出ています。文化ゾーンの中の南市民図書館の建て替えにあたってどういった機

能や役割を持たせていくかと行ったところについても平成２７年度の「これから

の図書館」検討委員会につなげていくことになっています。 

三浦委員    登録者数の年齢分布はどのようになっていますか。 

織部主幹    年代別の資料は今持っていませんが、幼児連れの方や高齢者が多く利用してい

る現状です。中高生は学校・部活等もあり、なかなか利用してもらえないという

ことがあるので登録率は若干下がると思います。 

新井委員長   藤沢市教育振興基本計画には年次ごとの取組計画として登録者数の数値目標が

ありますが、数値を達成すればいいということになりかねないので、数値目標を

設定することが事業の性質として適切なのでしょうか。 

松井参事    藤沢市は登録者カードに個人情報が取り扱われているので、３年間利用が無い

場合は登録を削除することになっています。借りた本の名前も返却した時点で抹

消されるといった対応をしています。他市は５年間登録したままや一度登録した

らそのままというのも多いので、単純に比較はできません。ですが、市として分

析するためには、一人当たりの貸し出し数などを全国の数値と比較して考えてい

くのも一つの方法だと捉えています。     

新井委員長   ありがとうございました。他にございますか。 

市村委員    オンライン予約を頻繁に利用していたが、ある時、予約をしたら１年以 

上経ってから借りられるとのことで、だんだん足が遠のいてしまいました。 

このような声があがってきているのではないかと思いますが、何か具体的 
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対策は取られているのでしょうか。 

織部主幹    リクエストしてから時間がかかるということですが、人気のある本は予 

約が数十件入ることがあります。貸出期間が２週間なので、手元に届くま 

でに時間がかかってしまうので、リクエストが多い本は冊数を増やす検討 

をしています。また、購入冊数についても検討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した。次に進みます。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１「芸術・文化活動の支援」より実施事業

３「市民文化創造事業」。施策の柱２「歴史の継承と文化の創造」より実施事業４

「広域連携展示事業」、実施事業８「歴史・文化財資料公開活用事業」について、

３事業 続けて説明をお願いいたします。 

川俣参事    それでは事業コード５－１－３「市民文化創造事業」についてご説明いたしま

す。 

魅力ある文化は、人々の豊かな感性や想像力を通じて育まれ、市民に元気を与

え、地域社会を活性化させます。 

本市の芸術文化事業は、市民オペラを始めとした音楽事業や演劇事業のほとん

どが藤沢市みらい創造財団への補助事業として実施しているところでございます

が、本事業につきましては、事業の趣旨や経過から市が直接行っている事業で、

事業の推進により魅力ある文化が子どもや若者達の未来へ継承され、新たな文化

芸術の創造発信につなげることを目的としています。 

事業内容は、文化芸術団体を始め、市民、企業などと行政が連携・協働して、

文化芸術の人づくりや場づくりを進め、子どもから青少年を含めた将来の藤沢の

文化芸術を担う人材の育成など、一人ひとりの個性や自分らしさを引き出し、多

種多様な文化芸術の発見と発展につなげるものです。具体的には、豊かな感性と

創造性を育み、質の高い芸術鑑賞機会を提供する「こころの劇場」小学生招待事

業や、文化団体連合会の協力により、郷土芸術文化活動を体験する「みらいをひ

らくワクワク体験ひろば」により、次世代育成を推進していきたいと考えており

ます。 

平成２２年度末の小学生招待事業の参加者は３，９８４人で、平成２６年度の

進捗状況でございますが、「こころの劇場」小学生招待事業につきましては、平成

２６年６月５日（木）、６日（金）に、「二人のロッテ」を３公演にて実施し、市

内３５小学校、６学年３，７９９人に参加いただいております。 

「みらいをひらくワクワク体験ひろば」は、平成２７年２月２８日（土）、３月

１日(日）に実施し、１，１８２人の方々にご参加いただいておりまして、事業を

開始した平成２５年度の参加者が２６０名あまりであったのに比べ、大幅な増加

となりました。 

課題であった「こころの劇場」小学生招待事業の平成２７年度からの４公演化

（３公演から）につきましては、市内私立小学校の協力も得るなかで実施し、小

学校長会との連携によりまして、さらに効率的な運営を行い、参加児童数は増加

いたしましたが、問題なく事業を実施することができました。 

第２期計画におきましては、それぞれの事業を継続するなかで、「みらいをひら

くワクワク体験ひろば」では参加者の拡大に努め、さらに次世代育成の推進に取
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り組んでいきたいと考えております。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

川口参事    事業コード５－２－４「広域連携展示事業」についてご説明します。 

本事業の目的は、藤沢市、茅ケ崎市、寒川町２市１町の広域連携により事業を実

施することで、各市町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

図ることができ、各市町単独では実現が難しい美術品、地域資料等の市民への多

様な公開を行うことであります。 

事業内容としては、茅ケ崎市美術館を利用した２市１町共同作業による展示会

を、２市１町で構成する湘南広域都市行政協議会の広域文化活動部会に位置づけ

て、市民団体等の協力も受けながら開催しています。 

平成２２年度末の状況ですが、「藤沢市・茅ケ崎市・寒川町収蔵作品展」を開催

し、３６日間で２，０８１人の入場者がありました。 

平成２６年度末の状況としましては、平成２３年度から平成２６年度まで４年

間の累計で延べ２１３日間で１６，２７８人の入場者数となっておりますが、平

成２６年度のみの実績としましては、４１日間で２，９２２人の入場者となって

おります。 

次に平成２６年度予算の執行率が０％である理由ですが、これは、事業費全額

について（財）神奈川県市町村振興協会からの助成金を受けることができたため

です。 

平成２６年度の進捗状況としましては、平成２６年１２月７日から平成２７年

２月１日まで茅ケ崎市美術館において、湘南の地で教員として勤務した井上有一

氏の書画作品等の展示会「藤沢市・茅ケ崎市・寒川町美術展“井上有一展”」を開

催し、４１日間で２，９２２人の入場者がありました。 

平成２７年度の事業計画につきましては、本年１２月から来年１月にかけて、

「絵はがき・古写真に見る湘南の近代」と題しまして、「辻堂駅の震災復興記念絵

はがき」など、明治末から昭和３０年頃までの施設やできごとを題材にした絵は

がきや古写真のを展示会を開催する予定です。 

課題としましては、平成２３年度から５年間１００％の交付を受けていた（財）

神奈川県市町村振興協会市町村広域助成事業の助成金が、交付６年目となる平成

２８年度から５０％に削減されることにより、独自財源の確保が必要となってい

ること、また、事業開始から５年間が経過し、本事業を取り巻く状況に変化がで

ているため、事業の継続について検討が必要となってきています。 

第１期計画や成果や課題を踏まえた第２期計画における取組としましては、本

年度に事業の見直しを図り、継続の有無について茅ケ崎市、寒川町と協議してま

いります。 

次に、５－２－８「歴史資料公開活用事業」についてご説明いたします。本事

業の目的は、展示会開催等により、地域の歴史・文化に対する理解を深めていた

だき、郷土愛の醸成を促すことです。事業内容としては、寄贈美術・工芸作品等

の保管と市民ギャラリー常設展示室における展示、公開、図書館等地域施設にお

ける展示事業の実施、収蔵資料目録の整備・公開、電子博物館「みゆネット」の

整備、小学校社会科の授業に合わせた小学生のための郷土資料講座の実施等、公

開活用事業の充実を図っています。 
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平成２２年度末の状況としましては、主に常設展示室を利用した展示会を２３

０日開催していますが、平成２６年度末の状況としましては、市民図書館や公民

館分館等地域施設での展示会を拡充した結果、展示開催延べ日数が４７９日とな

っております。 

次に平成２６年度の進捗状況は報告書記載のとおり、・市民ギャラリー常設展示

室展示会において、戦前から昭和４０～５０年代の「江の島みやげ」を集めた「ち

ょっと昔の江の島みやげ」ほか５件の展示会を実施し、開催延べ日数は１９７日。 

市民図書館等の地域施設においては、「図書館で浮世絵めぐり～描かれた東海道

藤沢宿」ほか５件の展示会を実施し、開催日数は延べ２４４日。新林公園内の古

民家小池邸を利用した年中行事ミニ展示「こいのぼりと室内飾り」ほか１件を実

施し、開催日数は３８日間。電子博物館については、「常設展」と題して、藤沢市

内の遺跡や浮世絵ほか３項目について情報を掲載。小学生のための郷土資料講座

は２６校、８５クラスで２，７９１人が受講。という状況です。 

平成２７年度の事業計画につきましては、常設展示室展示会は、昭和３０年代

の高度経済成長が始まる以前に家庭で使われていた道具を集めた「なに？コレ？

な 道具展」ほか６件、地域開催展示会として登録文化財パネル展および小学生

のための郷土資料講座などを実施予定です。 

課題は、（仮称）藤澤浮世絵館、ふじさわ宿交流館の平成２８年度の開設に向け、

それぞれの役割の整理、相互の連携活用等、新たな展開を含めた対応を図る必要

があることです。 

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組については、第２

期計画において、新たに「（仮称）ふじさわ宿交流館の整備、運営事業」と「（仮

称）藤澤浮世絵館の整備・運営事業」を立ち上げ、本事業と連携した展示会を開

催することで一層の充実を図ることとしています。 

        以上よろしくお願いいたします。 

新井委員長   ５－２－８「歴史・文化財資料公開活用事業」についてです。平成２６年度予

算執行率が５７．１％と低いのですが理由を教えてください。 

川口参事    平成２６年度については、展示会に必要なパネルの作成等が少なくて済んだこ

とによるものです。 

新井委員長   ありがとうございました。他にございますか。 

三浦委員    ５－２－４「広域連携展示事業」についてです。助成金の確保が難しくなると

のことで、事業の継続の有無を協議しているとのことだが、率直なところ継続で

きそうなのでしょうか。 

川口参事    ２市１町で検討している最中ですが、今までと同じ形での継続は難しいのでは

ないかと考えています。２市１町を取り巻く状況が変化してきている現状があり

まして、藤沢市にアートスペースができて展示ができる場所ができたこと茅ヶ崎

市と寒川町で１市１町の連携をしていて色々なことに取り組んでいる状況があり

ます。ですが、止めてしまうということではなく、２市１町の交流につながるよ

うなことはできないかとアイディアを出しているところです。 

新井委員長   ありがとうございました。 

三浦委員    ２市１町で連携して実施していたとのことだが、２市１町でする意義があった

内容にはどのようなものがあったか、また、行政をまたいだ取組をする意義があ
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った展示についてどの程度の議論があったのかを教えてください。 

細井課長補佐  平成２３年度は画家の田口さんの展示会や昨年度の井上さんの展示会について

ですが、お二人とも２市１町にゆかりのある方々です。田口さんにつきましては、

江ノ電の絵を描いており、お住まいは寒川で以前は藤沢に住んでおられました。

井上さんは校長先生をしていて、地域住民が作品を出してくれました。平成２４

年度は「湘南に残る匠の技 宮大工の世界」を実施し、湘南地区の宮大工の資料

を展示することできました。これらは地区をまたいで実施する意義があったと考

えています。 

新井委員長   次お願いします。 

市村委員    ５－１－３「市民文化創造事業」についてです。みらいをひらく「ワクワク体

験ひろば」ですが、平成２６年度は大幅に参加者を増やすことができたのは、周

知の方法を変えたのでしょうか。また、これからも参加者の拡大に努めとあるが、

さらなる周知方法を考えているのでしょうか。 

横田課長補佐  平成２６年度については、小学校にチラシ配布をしたことが良かったとの報告

を受けています。今後については、現状のチラシ配布に加えてＨＰで事業周知を

行っていく予定です。 

新井委員長   他にございますか。何かありましたら、前半の最後で再度お聞ききします。そ

れでは、次に進みます。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」、施策の柱２「スポーツ環境の充実」より実施事業２「スポーツ環境整

備事業」について説明をお願いいたします。 

笠原課長    ６－２－２「スポーツ環境整備事業」についてご説明します。 

この事業目的は、市民のスポーツ活動の場を確保、また利用機会を拡大するこ

とで、スポーツライフの多様化および、スポーツ・レクリエーション活動の促進

や推進を図り、いつでもどこでも誰でもいつまでもスポーツができる環境を整え

る事業となっています。  

事業内容としては、市民のだれでもが気軽にスポーツに親しめる環境を整備す

るため、平成２７年度はスポーツ広場の増設整備、葛原スポーツ広場野球場整備、

遊水池上部整備など、スポーツ施設の整備拡充を図るものです。平成２２年度末

の状況としては、屋内・屋外スポーツ施設数が２０施設、平成２６年度末の状況

としては、屋内・屋外スポーツ施設数１９施設で１施設減となっております。平

成２６年度の進捗状況ですが、葛原スポーツ広場野球場２面化整備に向けた基本

構想委託を実施しました。また、（仮称）天神スポーツ広場整備に伴う現況測量、

基本設計、実施設計の委託を実施しました。 

課題・問題点につきまして、建物及び設備において老朽化が進んできているた

め、市民が安心して利用できるスポーツ施設として良好な状態を維持する計画的

修繕が必要と考えています。 

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組としては、 

第１期計画においては、新しい制度として指定管理者制度の円滑な導入を主眼に

置きましたが、第２期計画においては指定管理者との連携、協働をさらに強化し、

施設の維持管理と整備、計画修繕などが適切に行われるよう努めることとしまし

た。また屋外スポーツ施設の不足を解消するべく、スポーツ広場等の計画的な整

備を進め、新規施設の検討なども合わせて行います。また、第２期計画からは、
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事業内容がより明らかになるように事業名を「スポーツ施設整備事業」に変更し

ます。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、何かご質

問等はありませんか？ 

栃本委員    大清水のスポーツ広場が使用できなくなることについて、何か代替えを考えて

いることはありますか。 

笠原課長    大清水のスポーツ広場は、サッカー場と少年野球場として使用していますが、

来年度からの道路工事に伴い閉鎖されるという情報が入っております。新しい施

設の確保は難しいことから、例えば女坂の設備に若干手を入れるなどして、施設

を有効に利用できるように対応することを考えております。 

新井委員長   ほかにございますか。 

三浦委員    野球協会・ソフトボール協会・体育協会から要望書が提出されているとのこと

だが、既存の施設を整備する方向で向かう方向に感じられましたが、それで不足

は解消されるのか又は不足は解消しない方向で行くのか教えてください。 

笠原課長    （仮称）天神スポーツ広場が新規施設となっております。 

市村委員    天神スポーツ広場ができることで、少年野球やソフトボールは使うことができ

ると思うのですが、大人が野球をできる広場等は検討しているでしょうか。 

笠原課長    ご指摘のとおり、少年野球場の整備はしておりますが、大人の新規施設の目途

は立っておりません。今後、遊水池の上部利用、また河川流域の県の工事等に要

望を出していく方向で考えております。 

新井委員長   ありがとうございました。全体を通して聞いておきたいことを 

栃本委員    ５－２－８「歴史・文化財資料公開活用事業」についてです。（仮称）藤澤浮世

絵館・（仮称）ふじさわ宿交流館で、様々な展示をすると思うが、展示方法は考え

ていますか。 

細井課長補佐  （仮称）藤澤浮世絵館については、壁面に額を並べるのが基本になります。内

容は、江ノ島や旧東海道等、地域を知っていただけるものを展示していきたいと

考えています。交流館については、地域を知っていただくのを基本に展示してい

くが、美術館的な展示ではなくて場所の解説などできるだけビジュアルなものに

していきたいと考えています。 

新井委員長   それでは、これで前半を終了とし、事務局側の席の入れ替えをお願い致します。 

       （座席入れ替え） 

それでは、後半に移りたいと思います。後半は教育部の７事業について目次の

順にしたがって報告をお願いします。 

まず、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」、施策の柱１「確かな学力の向上」より実施事業２「国際教育推進

事業」。施策の柱４「豊かな心と健康な身体を育む教育の推進」より実施事業２「児

童生徒指導関係事業」、実施事業４「いじめ防止プログラム推進事業」について続

けて説明をお願いします。 

小木曽課長   １－１－２「国際教育推進事業」についてご説明いたします。 

       事業目的につきましては、広く国際的な視野に立って物事を考え、行動できる児

童生徒の育成を目指し、外国語教育・外国語活動の指導充実していくこととして

おります。 
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        事業内容につきましては、外国語指導講師（FLT）が市立学校を訪問し、中学校

外国語（英語）と小学校外国語活動の授業を実施する。小学校へ国際理解協力員

の派遣を行う。日本語指導員等を活用して外国籍児童生徒の学校教育への適応に

向けた支援を行うの３点となっております。平成２２年度末と平成２６年度末の

状況については記載のとおりでございます。 

        平成２６年度の進捗状況でございますが、ＦＬＴ１６名が市立小・中学校を訪

問し、中学校の英語と小学校の外国語活動の授業を行いました。生きた英語に触

れることで、児童生徒の興味関心を高めることができました。 

        フィリピン・タイ・中国・ドイツ・ペルーを国籍としている６名の国際理解協

力員が小学校１～４年生の全学級と特別支援学校を訪問しました。異文化に対す

る理解を図り、多文化共生への意識を高めることができました。 

        日本語指導員が日本語指導を必要とする児童生徒に対して、個別に日本語指導

を行ない、学校生活の適応を図りました。 

        学校からの要請により、小学校外国語活動の授業を支援する１６名の外国語活

動支援員を派遣し、授業支援・教材開発・職員研修を行いました。 

        課題・問題といたしましては、各学校において、国際理解協力員、外国語活動

支援員、ＦＬＴの活用方法を更に工夫・改善し、より指導を充実していくことと、

日本語指導を必要とする児童生徒の増加と該当児童生徒の母語に対応した日本語

指導員の確保と指導力の向上と、国際教育の必要性について、教職員の意識の啓

発があげられます。 

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組についてですが、

成果については、ＦＬＴが市立学校を訪問し、小学校外国語活動と中学校英語の

授業を実施することにより、生きた英語に触れることができ、児童生徒の興味・

関心を高めることができました。第２期計画においては、ＦＬＴ、小学校外国語

活動支援員、国際理解協力員を活用し、研修を通して国際教育の必要性について

教職員への意識啓発を行います。また、日本語指導を必要とする外国につながる

児童生徒の母語の多様化に対応するため、日本語指導員の配置に取り組んでまい

ります。 

１－４－２「児童生徒指導関係事業」についてご説明いたします。 

        事業目的につきましては、市内小中特別支援学校の児童生徒の健全育成を図る

としております。 

        事業内容につきましては、学校、保護者、警察、各種関係団体の連携協力をす

すめ、児童生徒指導上の情報交換や対応についての検討協議を行うことと、いじ

め、暴力行為、不登校等の児童生徒指導上の諸問題については、関係機関との連

携を深め、研修等を通じ相談機能の充実を図ることにより、未然防止・早期発見・

早期指導に努めること２点でございます。平成２２年度末と平成２６年度末の状

況については記載のとおりでございます。 

        平成２６年度の進捗状況でございますが、警察、児童相談所、主任児童委員、

青少年指導員、代表校長が出席する、児童生徒指導支援対策会議を開催（１回）

したこと、生徒指導上の課題のある学校に対して支援サポート会議を開催したこ

と、「児童生徒指導の手引き（改訂版）」を全教職員に配付したこと、各学校担当

者が出席する生徒指導担当者会において、外部講師を招聘し、ネットリテラシー
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についての研修を実施しました。 

        課題・問題といたしましては、課題のある児童生徒の家庭環境や福祉面の問題

に対する支援として、課題が複雑化していることや、家庭の状況によっては支援

につながらないケースもあることと、暴力行為の増加、問題行動の低年齢化に対

する対応が必要になってきていることです。 

        第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組についてですが、

成果については、課題のある学校に対して、学校・保護者・警察・各種関係団体

による支援サポート会議を開催し、青少年育成協力会による地域パトロールや保

護者による校内巡回等を行い学校を支援しました。また、全教職員に「児童生徒

指導の手引き（改訂版）」を配付して児童生徒指導に活用しました。 

        第２期計画においても課題のある学校に対して、ひき続き支援サポート会議を

開催します。また、小学校において、児童が抱える様々な困りごとに対応するた

め、市立小学校全校に児童支援担当教諭を配置し、児童支援・指導体制を構築し

て問題行動の未然防止や早期発見・早期対応に取り組んでまいります。 

        １－４－４「いじめ防止プログラム推進事業、いじめ暴力防止対策事業」につ

いてご説明いたします。事業目的につきましては、学校の中に組織された「スク

ールバディ」が、学校からいじめの傍観者を無くすための活動をすることにより、

いじめが起こりにくい学校を目指すこととしております。事業内容につきまして

は、学校でいじめ防止プログラムを実施し、児童生徒が暴力を使わずに対立を克

服する方法や、自尊感情を持って生きることが暴力防止につながることを学ぶこ

とと、学年全体を対象とした講演会とクラスごとのワークショップの後、有志の

生徒を募って「スクールバディ」活動へと発展することの２点となっております。

平成２２年度末と平成２６年度末の状況については記載のとおりでございますが、

平成２６年度末の最後の行が隠れてしまっています。「体罰調査については、全校

で実施」と記載されています。平成２６年度の進捗状況でございますが、平成２

５年度より、教育指導課にいじめ相談ホットラインを開設し、翌平成２６年度か

らは２４時間３６５日体制でいじめの相談を受け付けることとしました。いじめ

相談メールも平成２５年度より開設しています。いじめ防止プログラムについて

は、小学校４校、中学校９校で実施しました。また、時間短縮版のいじめ防止教

室は小学校３校、中学校２校で実施しました。平成２７年１月２４日に「ｓｔｏ

ｐいじめ！中学生の集いｉｎふじさわ」を開催しました。小学校１年生保護者と、

いじめが多く見られる傾向にある小学校４年生と、中学校１年生向けにいじめ防

止の啓発リーフレットを作成配付しています。平成２６年度より、年間４回の予

定で藤沢市いじめ問題対策連絡協議会を開催し、藤沢市のいじめ防止対策の方向

性の検討をするとともに、「藤沢市子どもをいじめから守る条例」の検討をし、平

成２７年４月１日施行とすることができました。いじめについては、学校生活に

関するアンケート調査、児童生徒の問題行動等調査の結果をみると、年々、いじ

め認知の割合が高く、いじめに対する児童生徒や教職員の感度が高まっていると

いえます。 また、体罰調査を実施し、体罰の実態を把握するとともに、未然防

止に努めました。 

        課題・問題といたしましては、いじめ防止プログラムの実施には全５時間かか

るため、教育課程を編成する上で実施時間の確保が難しいことと、いじめ相談ホ
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ットラインにかかってくる相談者の特定が難しく相談者の思いを上手く学校に伝

えられない場合があることです。 

        第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組についてですが、

第１期計画においては、「いじめ防止プログラム」の実施に係る時間数が多いこと

から、時間短縮版の「いじめ防止教室」を新設するなど、計画にとらわれずに実

施しました。また、平成２５年９月にいじめ防止対策推進法が施行されたことを

受け、教育委員会にいじめ防止対策担当を新設し、新規の事業を行ってきました。 

        第２期計画においては、各事業を今後も継続していくとともに、平成２７年４

月に施行した「藤沢市子どもをいじめから守る条例」及び「藤沢市いじめ防止基

本方針」に基づき、いじめ防止プログラム、いじめ防止教室の提供やいじめ防止

対策担当スクールカウンセラーを活用したいじめ暴力の未然防止、早期発見・対

応に取り組んでまいります。以上です。 

新井委員長   ただ今、担当課から説明がありましたが、３つの事業について何かご質問等は

ありませんか？順番でいきたいと思います 

１－１－２「国際教育推進事業」からお伺いします。 

三浦委員    日本語指導員日本語指導を必要としている児童生徒を指導しているとのことで

すが、日本語指導員はどのような方法で確保しているのか教えてください。 

小木曽参事   基本的には公募をして面接をして子どもとの様子等参考にして確保している状

況です。 

三浦委員    市の広報で公募をしているのですか？ 

小木曽参事   基本的には市の広報で公募をしています。 

三浦委員    日本語指導員をしていただけそうな人がいるようなところに声をかけることは

していますか。 

小木曽参事   洋光台にある県のあーすぷらざからご推薦をいただいていますが、全ての言語

に対応するのは難しい実態があります。 

新井委員長   他に質問はありませんか。 

次に１－４－２「児童生徒指導関係事業」についてですが、今後の方向性で、

児童生徒の健全育成を図り、いじめ・暴力行為・不登校の件数の減少に努めると

あります。次の事業にも関連しますが、何か事件が起きたときに調査をすると一

気に認知件数が多くなるといったことがあり、調査というのは、どのような姿勢

でするかによって数字が上下するのが実態だと思います。件数の減少に対する数

値目標を立てた場合、数値目標を達成するために報告を上げないといった実態が

おきてしまい、教育委員会としてはそういう実態は聞いておりませんとなってし

まうわけです。そうしたことがないように、事実を報告して問題の改善を図るシ

ステムや減少に努めるときに副作用が生じないようにする工夫は考えていますか。 

松原主幹    現在、教育委員会では各学校の担当指導主事を配置しています。そのような報

告があがってきた時に、内容について学校と連絡をとって細かく確認をしていま

す。例えば不登校では、病気がきっかけ、あるいは家庭の事情といったケース、

そういったところを精査した上で最終的に不登校かの判断をしていくようにして

います。 

新井委員長   ありがとうございました。担当指導主事の役割が重要だということですね。他

にいかがですか。 



14 

市村委員    全教職員に「児童生徒指導の手引き（改訂版）」を全職員に配布と書いてありま

すが、この改訂は頻繁に行われているのでしょうか。改訂した内容についても教

えてください。 

松原主幹    今回の改訂前が２００９年でした。ほぼ５年ぶりに中身を精査した形になりま

す。今回新たに加えた項目としては、いじめのケースに対しての対応かなり細か

く記載しました。また、情報モラル、不登校等の課題に対するマニュアルといっ

た作りです。時代の情勢に対応して情報教育等を新たに付け加える必要が生じた

時には小さな改訂として付け加えていきたいと思います。 

新井委員長   他にございますか。 

三浦委員    １―４―２、１―４―４双方に関係することですが、いじめ・暴力行為・不登

校について色々と取組をしているとのことですが、現状について認知すると行っ

た類の統計はとっていますか。 

松原主幹    いじめ・暴力行為・不登校については、毎年児童生徒の問題行動等調査を実施

しています。年度末に各校の発生件数・認知件数を集約しています。各項目につ

いて９月、１２月に短期集約もしています。この調査については、文科省と県で

実施しているもので、県から国に報告され結果が公表されます。 

三浦委員    それは、平成２２年度から実施しているということですか。 

松原主幹    調査自体は以前から実施されています。 

三浦委員    それは増える方向に向かっているのか、経る方向に向かっているのか教えてく

ださい。 

松原主幹    ここ数年では減少の携行できていましたが、２５年度から若干増える傾向が見

られます。２６年度の結果については今後の公表になりますのでお伝えできませ

んが、２５年度については、いじめ・暴力行為・不登校いずれも増加している傾

向にあります。     

三浦委員    その減少や増加について、何か原因について思い当たることがあれば教えてく

ださい。 

松原主幹    いじめにつきましては、いじめについての対策を市として進めてきているので、

子どもや教職員のいじめに対する感度がかなり高まっているということが考えら

れます。これはいじめではないかと多く発信するようになってきています。暴力

行為については、発達上の課題を抱えるお子さんが繰り返し行ってしまうケース

が増えている傾向がみられます。そこをどう支援をしていくかが課題ではないか

と思っています。不登校につきましては、学校担当指導主事が細かく聞き取る中

で不登校としてカウントする傾向が増えてきたことが一因にあげられると考えら

れます。 

三浦委員    差し支えない範囲で、平成２５年度の実数でお知らせください。 

松原主幹    平成２５年度ですが、暴力行為は小中合わせて９０件、いじめ件数は小中合わ

せて８６件、不登校児童生徒数３７４名となっています。 

新井委員長   ありがとうございました。１－４－４について質問はありますか。 

栃本委員    小学校４年生と中学校１年生向けにいじめ防止のリーフレットを配布している

とのことだが、小学校４年生と中学校１年生でいじめが増えてくるということで

配布しているのでしょうか。 

松原主幹    市教育委員会でいじめについての調査を行っていますが、その結果を見ると中
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学校１年生から２年生、また小学校４年から５年生になるところでいじめの数が

少し高くなる傾向があったので、その学年で配布しています。今後傾向に変化が

あれば、見直していくつもりです。 

栃本委員    なぜ小学校４年から５年生にかけていじめが増えるかという調査は行っていな

いのでしょうか。 

松原主幹    ９月と１月に学校生活に対するアンケート調査というのを経年実施しており、

その調査結果からその傾向が出ています。なぜ４年生で増える傾向にあるのかそ

の要因の特定までには至っておりません。 

新井委員長   次に進みます。それでは、次に進みます。 

    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」より実施事業３「教育情報機器整備事

業」および実施事業５「学校図書館管理運営事業」。施策の柱２「将来にわたって

学べる環境整備」より実施事業２「学校適正配置研究事業」。施策の柱３「安全・

安心で快適な学校施設の整備」より実施事業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、４事業 続けて説明をお願いします。 

齋藤課長    ３－１－３「教育情報機器整備事業」についてご説明します。事業目的は、教

育情報機器の活用による情報教育の推進です。事業内容としては、学校における

情報モラル教育やパソコン技能の習得が求められることに伴い、教育情報環境及

び機器の整備を図ると共に、児童の学習の多くの場面において、教育情報機器を

活用した学習の充実を図るものです。 

主な事業としては、小学校、特別支援学校の校内ＬＡＮの整備とパソコン教室

の照度改善です。平成２２年度末の状況としては、パソコン室の照度改善を４５

校行っており、平成２６年度末の状況としては、パソコン室の照度改善は、平成

２３年度で全校終了し、校内ＬＡＮの整備については、対象３６校中、２校の整

備が済んでいる状況です。平成２６年度の進捗状況ですが、小学校２校のパイロ

ット校に校内ＬＡＮを整備し、授業において、教師や生徒が使いやすいタブレッ

トパソコンなどを導入し、授業や校務での利活用の研究・検証を進めております。 

課題・問題点につきましては、校内ＬＡＮの整備については、技術的な進捗も

視野に入れながら、費用、効果を含めた効果的な整備の検討が必要であると考え

ております。 また、これらを推進していくために、パイロット校での研究・検

証については、２校間の情報共有や他の学校に対する情報発信についても検討す

る必要があると考えております。 

第１期計画の成果や課題を第２期計画でどう取り組んでいるかにつきましては、

先ほどもご説明しましたように、第１期計画において、計画をしておりました小・

特別支援学校（３６校）の校内ＬＡＮ整備について、パイロット校２校での研究・

検証に基づき、効果的な整備・活用を推進していきます。 なお、第２期計画に

おいては、事業名を「学校ＩＣＴ機器整備事業」に改め、現在策定中の「教育情

報機器整備基本方針」に基づいて、ＰＣや電子黒板などの教育情報機器の整備、

情報セキュリティや情報モラルなどの情報教育、小学校校務支援システムの構築

など、ＩＣＴに関わる教育課題に総合的に取り組むこととしております。 

小木曽参事   ３－１－５「学校図書館管理運営事業」についてご説明いたします。 

        事業目的につきましては、学校図書館の活性化を図るため、 学校図書館を一日
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中開館し、学校図書館専門員との相談等がを可能にすることと、 地域公立図書館

との連携を図ることにより、児童生徒がより多くの本と出会い図書に親しむこと

としております。事業内容につきましては、市立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ございま

す。平成２２年度末と平成２６年度末の状況については記載のとおりですが、平

成２６年度末には学校図書館専門員が全校に配置されています。 平成２６年度

の進捗状況でございますが、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しました。そのうちの１回の小中合同

の地区連絡会では、学校図書館の見学や各校の実践の情報交換を行いました。ま

た、年度末に活動報告書をまとめて冊子にし、学校に配布し、情報や実践例の共

有化を図りました。学校図書館の環境面では、図書館専門員を中心に、本の整理

整頓や棚作り、季節ごとの飾り付け、特集コーナーの設置などを行い、整備を進

めました。また、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を行う

ことで、学校図書館の活性化を図ることができました。教育委員会は、藤沢市立

学校図書館運営指針を作り、市としての学校図書館のあり方の共通理解を示すと

共に、各学校で組織的・計画的に取り組む体制を整えることができました。 

        課題・問題といたしましては、小学校高学年や中学生の本の貸出率が低いこと

と、調べ学習等教科学習の利用が図られていない学校があることです。その一方

で、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も課題となって

おります。 

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組についてですが、

成果については、全小・中学校へ学校図書館専門員を配置したことにより、学校

図書館の環境が整備され、各学校では、児童生徒の来館者数が増加しました。第

２期計画においては、各学校は、藤沢市立学校図書館運営指針に基づき、学校図

書館の環境整備を図り、蔵書管理・資料の充実に努め、児童生徒の読書活動の推

進に取り組んでいきます。また、学校全体で組織的・計画的に図書館運営を行う

ための「学校図書館運営ガイドブック」を作成してまいります。 

村上参事    ３－２－２「学校適正配置研究事業」についてご説明させていただきます。事

業目的ですが、市立小・中学校の適正な学校規模を維持することにより、学びの

環境整備を図ることや児童生徒の通学の安全を確保することです。 事業内容と

いたしましては、児童・生徒数の推移に対応した学校の適正配置を検討するため、

学校の統廃合を含め、通学区域の再編、見直しの研究を行うものです。平成２６

年度の進捗状況ですが、学校適正配置について、調査、研究を進めるため藤沢市

学校適正配置検討部会を年５回開催しました。検討部会では、児童・生徒数の推

計を基に、学区の検討や通学区域の課題について、調査、研究を行いました。 ま

た、１３地区別に各学校の通学距離や道路・交通状況、地域の自治会・町内会の

現況等、適正配置にかかる様々な事柄の検討を行い、市立小・中学校の適正規模

の状況の把握ができました。 

課題・問題点については、検討部会での調査・研究を通して見えてきた課題と

して、適正な学校規模を維持し、学びの環境整備を図るために、通学区域の変更

や学校の統廃合を検討する場合、地域住民の理解、通学距離・時間、通学路の安

全や地域コミュニティーなど地域の実態を踏まえ、総合的な配慮が必要であるな
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ど、多くの課題が見えてきました。 

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組ですが、 今後は、

この１３地区別に把握した適正規模の状況を基に、今年度から実施される建物の

耐力度調査の結果に基づいた学校施設の建て替えや大規模改修等の計画に併せ、

通学区域等の課題について、非常に難しい課題はありますが、引き続き、調査・

研究を進めてまいります。 

        具体的には、各学校、各地域ごとに詳細に現状分析を行うとともに、児童・生

徒数の動向や市民要望等を注視しながら、まずは過大規模校の解消に向け、シミ

ュレーションによる学区の検討を行い、物理的に改善が可能かどうかを含め、適

正配置についての取り組みを進めてまいります。以上で説明を終わります。 

佐藤課長    ３－３－５「学校施設環境整備事業」の外壁補修塗装及び屋上防水補修につい

て、ご説明させていただきます。事業目的は、学校施設の外壁や屋上防水の改修

を計画的に進め、教育環境の向上を図るとともに自然環境に対する意識向上を図

ることでございます。事業内容といたしましては、子どもたちの安全で快適な学

校生活のため、外壁や屋上防水の工事を行うものですが、合わせて自然環境に配

慮した学校施設の管理を念頭に工事を行っていくものでございます。 

平成２２年度末時点での第１期計画期間における整備予定校数としては、小学

校で１０校、中学校で７校、合わせて１７校でございました。 

平成２６年度末の整備状況としては、小学校４校、中学校１校、合計５校の整

備を終えており、未実施校は、小学校で６校、中学校で６校、合計１２校でござ

います。その理由としては、この事業は基本的には設置年度の古いものから順に

計画的に整備していくという考えでございますが、爆裂によるモルタルの浮き、

鉄筋の露出状況、雨漏りの状況などを考慮して整備順を決めていくこととしてお

りまして、本計画では年間３校から４校を整備する計画になっておりました。  

しかし、昨今の財政状況からできるだけ特定財源の範囲内で、一般財源の持ち出

しを抑えることで予算編成を行っていることから、実際は１校から２校の整備と

なっている状況でございます。 

平成２６年度の進捗状況でございますが、長後小学校と滝の沢中学校で外壁補

修塗装を行っております。 

次に、課題・問題点でございますが、記載のとおり、特定財源の確保がござい

ます。外壁や屋上防水の改修につきましては、多額の費用が必要となるため、特

定財源の活用が不可欠でございますが、補助金として活用できるメニューとして

は、特定防衛施設周辺整備調整交付金が唯一のものでございます。この交付金は、

防衛省が所管する交付金で、基地周辺の市町村に対し、施設整備などの資金とし

て交付されるもので、市町村内の防衛施設の面積やその市町村に占める防衛施設

面積の割合、５年前の人口と現在の人口の比率、人口の密集の度合い、によって

配分されるもので、国に要望して増額してもらえる、という性質のものではなく、

本市には毎年２億円弱の配分がございます。この交付金の本市の受け入れ事務に

ついては、財政課で行っており、翌年度の予算を編成する際、全庁的な予算の要

求状況を見ながら、この２億円弱の交付金を対象となる事業に割り振るわけです

が、学校の外壁等工事については毎年予算要求があることから、１、２校分の予

算配分があります。学校施設課としては、財政課に対し、できるだけ交付金を学
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校の事業に充ててもらえるよう働きかけておりますが、他の部署でもこの財源が

必要な事業もあり、全額を学校に振り分けることは難しい状況でございまして、

現状のような整備状況となっているものでございます。こうした状況の中、学校

施設課といたしましても外壁の落下につきましては大変危険なものと認識してお

りますので、未実施の学校についても危険な状態のまま放置しているわけではご

ざいません。学校や学校施設課職員による日々の点検や学校施設建築物点検業務

委託による専門業者の点検によりまして安全を確認し、危険個所があれば修繕等

により手当を行うことで、危険を取り除き、児童生徒の安全を確保している状況

でございますので、ご理解いただけますようお願いいたします。 

最後に、第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組につきま

しては、第１期計画においては、計画よりかなり少ない５校の実施となっており

ますが、外壁の全面改修によって、より長期的な安全性の確保がされており、少

しずつではありますが着実に成果は上がっているもの考えております。今後も継

続的に事業を実施してまいりますが、昨年度策定した学校施設再整備基本方針の

「既存施設の適正な管理・運営」に位置づけるとともに、第２期計画の「学校施

設維持保全事業」として、財源も考慮した中で、より実現性の高い計画に見直し、

引き続き取り組んでいく考えでございます。 

また、今年度、再整備の基本方針を踏まえ、具体的な実施計画を策定いたしま

すが、この中で本計画や改築、又は、大規模改修を行う計画との整合性を図りな

がら、計画的に事業を進めていくとともに、特定財源の確保を含めた予算の確保

に努め、着実に事業を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。 

新井委員長   ただ今、担当課から説明がありましたが、４つの事業について何かご質問等は

ありませんか？順番にいきます。３－１－３「教育情報機器整備事業」について

お願いします。 

三浦委員    パイロット校についての整備について教えて下さい。校内ＬＡＮは有線か無線

か、また、タブレット端末のスペックについて教えて下さい。 

齋藤課長    学校内では各教室までは有線ＬＡＮを配線して、そこから無線ＬＡＮを飛ばす

ようになっています。タブレットのスペックですが、まずサイズは１２．５イン

チで、事務的な利用も考えているので、いくつかはキーボードも用意しています。

ＣＰＵはＣｏｒｅ  ｉ３ １．７ＧＨｚでメモリは１２８ＧＢのＳＳＤを搭載し

ています。価格としては約１８万円です。 

三浦委員    １８万円は１台の値段ということでよろしいですか。 

齋藤課長    はいそうです。実際はまとめての購入になりますので、この額より安価になり

ます。 

三浦委員    その環境でどのようなことを教えているのですか。 

齋藤課長    授業での教師の利用、校務での利用、授業で児童の利用、グループや個人での

利用。ＰＣ室のあり方の研究をしています。授業での利用は、鍵盤ハーモニカの

運指について画面に映し出して見せる、体育のマット運動の見本を見せる、社会

科で地図を映し出す、理科の物のとけ方で、溶ける前の固体を映像で映し出すこ

となどをしています。 

三浦委員    児童にも触らせていますか。 

齋藤課長    台数を確保しているので、児童も触っています。頻度については、教員の習得



19 

度によって違いはあるように聞いています。 

三浦委員    台数は何台あるのですか。 

齋藤課長    各校３３台配置をしています。 

新井委員長   ３－１－５「学校図書館管理運営事業」に進みます。何かございますか。 

栃本委員    次世代図書館構築事業や教育情報機器整備事業にも関わっているかと思います

が、現在図書離れが進んでいると言われています。調べ物をするにもＰＣを使っ

てするようになってきていて、本で歴史に触れたり、辞書で調べたりということ

が減ってきていると感じます。そういうものに触れさせるには、小中学校時代に

「使う」ことを指導していただけると図書離れは減っていくと思うのだが、授業

で図書室を利用したりしているのでしょうか。 

小木曽参事   授業での使用についてですが、図書館専門員については、例えば社会の調べ学

習で江戸時代について調べるといった場合に、江戸時代の資料を揃えてその学年

の廊下に置き、すぐに手に取れるようにしていたり、各学年の廊下に学年図書コ

ーナーを設けたりしています。また、ブックトークを委員会の子どもたちと一緒

に行うなど本に親しめるように図書館専門員さんも色々な仕掛けを考えてくれて

います。先生方については、授業の中でお薦めの本や教科書の中で進められてい

る本を紹介することをしています。また、市民図書館のほうから夏休みのおすす

め本の冊子が届くので、それを見て図書室に本を借りに行く子どもたちもいます。 

新井委員長   続きまして３－２－２「学校適正配置研究事業」についてお願いします。これ

まで研究事業という形で実施してきたとのことですが、当面の予定で統廃合や校

舎の新築などはあるのでしょうか。 

戸田主幹    現状では具体的な話には至っておりません。 

栃本委員    過大規模校に関しては何年も前から続いていると思うのですが、なぜそれに対

する取組をしてこなかったのか、なぜまだその段階にいるのか、と驚いています。

ＮＴＴの土地も今後開発されると考えられるわけで、過大規模校が増えることが

予想されます。子どもたちが手狭な中で教育を受ける状態が続くということは当

該保護者にとって悔しい思いをすることだと思います。早い段階の手だてをして

いただかないと保護者の教育不信が増えると思うのですが、どのように考えてい

るのでしょうか。 

村上参事    年度ごとに児童生徒数の推移を見る資料を作成していて、その中で今後児童生

徒数が減少して仮設校舎が解消される見込みがありました。 

大規模校を解消するために学区を変更するとなると、自治会や町内会の関係や

通学距離の問題、そして大規模校の隣の学校が必ずしも受け入れ可能の規模の学

校とは限らないなど、様々な課題がある中で、今後の校舎の改築等があるときに

合わせて考えていく方向です。近年、土地の大規模開発が増え、児童生徒数の推

移において児童生徒数が減らなかったり、増える学校が出てきたりしています。

まずは、物理的に学区の変更が可能か、可能なら問題点はないかといったところ

の研究を進めていきたいと考えています。 

新井委員長   ３－３－５「学校施設環境整備事業」について何かございますか。 

三浦委員    平成２６年度の進捗状況と平成２７年度の事業計画を見ると、計画通りに進ん

でいない中学校が１校残っていますが、その学校は築何年で最後に補修工事をし

たのは何年ですか。 
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佐藤課長    その学校は湘南台中学校で、築年数は３４年経過した校舎棟と２８年経過した

校舎棟があります。平成１０年に一度改修を行っております。 

三浦委員    １７年経っているということですね。塗装と屋上の防水と両方実施したのでし

ょうか。 

佐藤課長    外壁の改修のみです。 

三浦委員    屋上の防水はしていないということですか。 

佐藤課長    屋上防水は実施していないので、棟によっては３４年間経過していることにな

ります。 

三浦委員    外壁塗装の材質はご存じですか。 

佐藤課長    そこまでは把握しておりません。 

三浦委員    高いものを使ったのか安価なものを使ったのかご存じでしたら教えてください。 

佐藤課長    定かではないのですか、学校という建物の性質上、比較的高いものを使用した

のではないかと推測します。 

三浦委員    ありがとうございました。 

新井委員長   特定防衛施設周辺調整交付金を活用しているとのことですが、学校施設の環境

整備、つまりメンテナンスなどは、一般財源で行っていくべきものだと思います

が、仮設校舎といった状況も絡めて財政状況についてお聞かせください。 

佐藤課長    一般財源を投じてでもするべきではというご指摘ですが、藤沢市としては、こ

うした特定財源があるのでこれについて活用できるところはこちらを活用しよう

という考えです。ですので、当面は特定防衛施設周辺調整交付金を活用して整備

を進め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。全体を通じて何かありますか。よろしいですか。 

        以上で議事の１、平成２６年度 教育委員会点検・評価を終わります。 

 

        本日は各課から説明を受け、１２事業について質疑応答を行いました。次回は、

評価結果の講評となります。 

        各事業が目的を実現するために適切か、事業が「施策の柱」や「基本方針」に

対し効果があったかなどについてご意見を頂きたいと考えております。 

  それでは、議事の２、その他で、次回の会議は、８月６日 木曜日 午後３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。 


