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平成２６年度 第３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）８月６日（水） 

                     午後３時３０分～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  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    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    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） 

           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） 

小木曽 貴洋 （教育指導課課長） 

村上 孝行  （学務保健課課長） 

神尾 友美  （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） 

           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） 
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石井主幹    皆様こんにちは。本日はお忙しい中、お集まり頂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名のうち出席者４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

ご報告致します。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。本日お配りしている議事録は公開することになっております。

お気づきの点がございましたら、８月１３日（水）までに事務局にご連絡

をください。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   よろしくお願い致します。この評価委員会ですが、「藤沢市情報公開条例

第２９条」の規定におきまして、審議会等公開が原則となっております。

従いまして、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

が生じると認められる場合がありましたら、その都度、皆様にお諮りして

決めて参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布することについて、ご異議はございません

か。 

（「異議なし」の声） 

新井委員長   ご異議がございませんので、そのような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。傍聴者数に関しては、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。それでは

ここで傍聴者の確認をします。事務局いかがでしょうか。 

事務局     傍聴者はございません。 

新井委員長   現在のところ傍聴者なしとのことですが、会議中に傍聴希望がいる場合

は、随時入室をしていただきます。それではただいまから、第３回藤沢市

教育振興基本計画評価委員会を開会致します。 

新井委員長   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。議題（１）「平成２６年度教育委員会点検・評価」から始めます。今年
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度は様々な柱から事業が抽出されていますことから、事業コードの順に１

事業ずつ、追加質問及び講評という形で進めて行きたいと思います。講評

する際の観点ですが、事業の内容が目標を実現する為に適切か、事業の成

果・効果が適切か、課題・問題点のとらえ方は適切か、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は適切か、この

事業は「施策の柱」や「基本方針」に対し、効果があったか、といった観

点からのご意見をお願いします。まず事業コード１－１－１「教育課程推

進事業」について、追加の質問はありませんでしょうか。 

新井委員長   私の方から質問させていただきますが、指導主事が各学校に計画訪問と

いう形で行ったり、必要に応じて各学校を回ったりということがあると思

いますが、指導主事が各学校を回るときに、学校側の体制はどのようにな

っているのでしょうか。かなり学校の先生方もお忙しいでしょうし、そう

いうときに指導主事の先生が来られるとなると準備を沢山しなければいけ

ないですね。教職員の多忙化をいかに軽減するかを考えていますが、指導

主事の計画訪問というのは、具体的にはどのような形で行われているか教

えていただければと思います。 

小木曽課長   計画訪問についてですが、教員の指導力向上という大きな目的として行

っております。基本的には各学校に指導主事が訪問します。その学校の教

職員全員が指導案を作り、１時間の授業をします。それを指導主事が参観

し、その後に研究協議を行います。授業の振り返りをするなかで指導力を

向上していくという流れで行っております。今現在は、市内５５校を３つ

のグループに分けて３年に１回訪問する形で行っております。 

新井委員長   ありがとうございます。全員が指導案を書くということで教育活動の研

究という点でどういう効果があがっているでしょうか。 

小木曽課長   先生方も日ごろ悩みながら授業している部分があります。自分が実践を

していて疑問に思ったこと等を指導主事に聞いていく中で、それらの指導

課題について解決をしていく。特に最近若い先生方が多いということで、

先生方の実践力を高めるということで効果は上がってきているととらえて

います。 

新井委員長   ありがとうございました。その他、何かご質問等ございますか。特によ

ろしければ講評に移りたいと思います。この事業に対するご意見をお願い

します。 

中林委員    意見というか、感想という形でとらえていただければと思います。子ど

もたちの学習の入学補助や、校外活動の交通費負担という形でサポートし

ているこの事業は、子どもたちが平等に学習できる場を与える場になって

いると思いますので、「確かな学力の向上」という施策の柱に貢献している
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と思います。また指導主事が、計画的に各学校に訪問することで、教員の

意識向上にも繋がっているのではないかと感じました。私はＰＴＡ活動な

どに学校に行くことが結構ありますが、職員室を拝見すると中堅といわれ

る職員が少ないなと感じます。先ほどのご報告にも若手の方が多いと聞き

ました。今の学校教育の現場では、教員が学習面に限らず、様々な対応に

ついて日々悩むことが多いのではないかと想像しておりましたが、やはり

悩んでいるとのことですので、教員の突発的な要請にも即座に対応できる

ようにしていただき、いつでも相談できる状況を確保していただけるよう

ご検討をお願いしたいと思います。防災に関する教育に関しましては、今

後は、中部・北部の学校へも地域性を考慮した指導をしてもらえるように

検討してほしいと思います。基本方針に対しても大変重要な事業だと思い

ますので、今後も是非、継続して事業の充実を図ってほしいと思います。

以上です。 

新井委員長   ありがとうございました。いかがでしょうか。 

北橋副委員長  北部の学校には津波は来ないが、集中豪雨では被害にあう可能性があり

ます。防災意識を高めるためにも、是非継続的に常に新しい情報を提供し

てほしい。平成２７年度に向けてというところですが、キャリア教育につ

いて、職場体験のことが出ていますが、あまりにも同じ時期に集中してい

て毎年２、３校断っているという状況です。キャリア教育には是非協力し

たいと思っているので、各学校間で年度始めにでも日程調整をしてほしい

です。先生方の連携をよろしくお願い致します。以上です。 

新井委員長   ありがとうございました。 

三浦委員    施策の柱や基本方針の関連は、中身は適切だということに関して特段申

し上げることはありません。この事業に関して評価をさせていただいてい

るのは、防災教育を計画的に行っているということと、職場体験を実施し

ているというところを非常に評価しております。第２期の事業にも特に関

わってくることですので、今後もその方向で継続していっていただければ

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。先ほど申し上げた通り、研究推進校の発表や指

導主事の計画訪問などが、学校現場にとって重い負担にならないような配

慮も必要であると感じました。もちろん非常に重要なことですので、この

取組を進めていただきたいと思います。新江ノ島水族館の入場料補助など

の保護者の負担軽減は、義務教育が無償という理念もあるので、重要なこ

とだと思います。キャリア教育の話も出ましたが、職場体験につきまして

は、体験して面白かった、よかった位で、イベントのような形で終わって

しまうとどれだけ子どもたちにとって意味があったのかということになり
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かねません。私自身は教育実習で、学生たちに対する事前指導や事後指導

を大事にしています。この体験が一体どういう意味を持つのだろうかとい

うことを是非大事にしてほしいと感じました。防災教育は是非やっていた

だきたいと思います。以上です。 

新井委員長   続きまして、１－２－２「教育文化センター研究研修事業」ついてです。

何かご質問はございますか。 

三浦委員    この事業に関しましては評価Ａとなっておりますが、どのような根拠で

評価Ａにしているのでしょうか。平成２７年度の目標が市立学校教育関係

職員の資質及び本市の教育の質の向上と書いてあり、そのことに関係して

目標達成できていると評価されているのかなと思ったのですが、どういう

経緯でこのような評価になったのかを教えていただきたいです。 

上條センター長 毎年、目標計画を掲げて事業を展開しています。それぞれの事業での教

職員からのアンケートや様々な声を元に事業の充実が図られていると判断

し、Ａという評価をつけさせていただいております。 

三浦委員    そうしますと教員の資質の向上というのは、アンケートの結果を元に判

断されていることでしょうか。 

上條センター長 アンケートのみではなく、教員の意欲や取組といったものも含めてとい

うことになりますが、客観的に判断するものとしての一つがアンケートと

いうことでございます。 

三浦委員    このような質問をしたのは、資質の向上というのを客観的に図るのは非

常に難しい。目標の設定として客観的に図れない。「資質の向上」というも

のを客観的に計るのは難しいので、目標の掲げ方を工夫する必要があると

思います。 

新井委員長   ありがとうございます。他にご質問ございますか。それでは講評に移り

ます。この事業に対するご意見をお願い致します。 

三浦委員    「防災と自然研究部会」の立ち上げについては、適切と判断しています。

第２期の教育振興基本計画にも繋げていってほしいと思いました。もう１

つは先ほどの話なのですが、１－１－１でも似たようなところがあると思

いますが、１－１－１は目標達成の根拠を学校教育藤沢ビジョンの理念の

一致という観点から求めることができるという点で少し違っていると思い

ます。この事業については、点検・評価のコメントがしにくいと思いまし

た。何を持って資質が向上したと言えるのかが少し難しいのではと考えま

した。アンケートの結果に基づいて判断しているというのは一つの方向性

だと思います。大学ではアンケート結果に基づいて、何％がどう答えたと

か、何が何％向上したとかいう形で学習の効果を判断するということを進

めています。 



6 
 

新井委員長   ありがとうございました。引き続きお願い致します。 

北橋副委員長  執行率が１００％で評価がＡということで、何も言うことはないのです

が、例えば、総合かがく展の開催については、子どもたちにとって、とて

もいい事業を行っていると思っています。「藤沢の四季」を今年度編集する

ということですから、楽しみにしています。先生方が自分を磨くというイ

メージを持っていますが、社会性や地域との接点を増やすようなアドバイ

ス的なことも実施してほしいと思います。このまま継続していってほしい

と思います。 

新井委員長   いかがでしょうか。 

中林委員    教員が自主的に受ける研修を行う事業ということで、「熱意と指導力のあ

る教員の育成」という施策の柱に対して貢献していると思います。また、

教員同士が共に学び合える場を提供している事業であるとも思います。か

なり沢山の事業をしていて、熱意と指導力のある教員の育成という施策の

柱に対してとても貢献していると思います。今後も現場のニーズを受け入

れ、ぜひ継続して事業の充実拡大を図ってほしいです。 

新井委員長   ありがとうございました。私からですが、教育文化センターの事業で学

習意識調査の実施というものがありますが、長期にわたる継続した調査で

あり、教育学の研究者も注目をしているので、今後も是非継続してほしい

です。研修のあり方という点で、計画的に行うものがあるのと同時に現場

からの様々なニーズもあると思うので、そうした課題に応じた研究テーマ

を検討してほしいと思います。防災教育につきましても、新たな部会を立

ち上げることは適切だと判断しております。 

新井委員長   続きまして、１－３－２「学校支援コーディネーター制度」につきまし

て、何かご質問がございますか。 

北橋副委員長  学校支援コーディネーターを現在２０校において実施しているというこ

とですが、全校設置の目標で動いていると思いますが、必要な学校と、そ

う感じてない学校もあると思うので、その辺はどのように考えているので

しょうか。 

石塚課長補佐  今年度は２０校ということになりましたが、希望する学校と今年度手を

おろした学校もありました。各学校の状況や校長先生の考え方に応じて、

柔軟に対応していく必要を感じています。色々と課題を認識している部分

もございますので、よく整理し、学校にとって開かれた学校づくりが進む

形で進めていきたいと考えております。 

新井委員長   ありがとうございます。他にご質問ございますか。よろしいでしょうか。

それでは、講評に移りたいと思います。この事業に対するご意見をよろし

くお願い致します。 
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三浦委員    学校支援コーディネーター事業に関しては、言うまでもなく、とても重

要な事業であると考えております。状況報告書を見る限りでは評価がＣと

なっていますが、これは当初の予定から現場のニーズに合わせる結果こう

なっていったという経緯だと理解しています。健全な方向で事業が進めら

れていると考えております。現状のコーディネーターの問題点で、ボラン

ティア化しているという部分については解決を進めてほしいです。今後は、

防災教育の推進や教員の負担感への対応など、無理のない方向で拡充を計

っていただければと思います。ありがとうございます。 

北橋副委員長  現在コーディネーターのいる学校はそれなりに機能していると思うので

続けていってほしいと思います。学校・家庭・地域連携推進事業では、で

きるだけ個人に頼らず、一人が背負わないでみんなで連携し合って担って

いくということで応援していきたいです。 

中林委員    この事業については学校との連携はもちろんのこと、家庭・地域との連

携も不可欠だと思います。学校・家庭・地域連携推進事業など他の事業と

の関係を構築し、施策の柱である「開かれた学校づくりと信頼される学校

経営の推進」に貢献できるような、あるべき事業の姿の制度作りを検討し

てほしいと思います。先生方の多忙化はＰＴＡも心配しております。是非、

ＰＴＡもご活用いただいて、一緒に学校作りができればいいなと思います。

地域と学校が連携することで、自立できる大人の育成も併せて進められる

ようにご検討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   ありがとうございました。私からですが、事業目的の開かれた学校作り、

子どもたちの教育環境の向上、教員の児童生徒へ向き合う時間の増大、と

いった趣旨にとって学校支援コーディネーター制度事業は重要なものだと

考えております。ただ、コーディネーター自身が自らボランティアをする

というようなことになっている問題があるのではないか、そもそも制度の

趣旨と異なる面があるのではないか、意義について理解していただくとと

もに、学校現場でのニーズに応じた仕組みを考えていく必要があると思い

ます。 

新井委員長   では続きまして、事業コードの１－４－６「課外活動関係事業」につき

まして、何か追加の質問ございませんか。 

三浦委員    課外活動関係事業に関しまして、平成２７年度末の目標のところに入部

率全体で９０％と書いてあるのは、何か特別な経緯があった数字なのでし

ょうか。 

小林課長    入部率につきましては、平成９年を例にとりますと、運動部、文化部合

わせて、約８４％という当時の数字でございます。ちなみに２５年度は、

８７．９％とですので、そういう数字を勘案して９０％ということです。 
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三浦委員    従来、低かったから上げたいというようなことがあったわけではないと

いうことでよろしいでしょうか。 

小林課長    意図的にその要素を加味している部分はあります。 

三浦委員    これをどの程度重要なものとして捉えるかというところで、講評の方向

性が変わるので質問しました。今のお話で了解致しました。 

新井委員長   その他質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは講

評に移りたいと思います。この事業に対するご意見をお願い致します。 

中林委員    課外活動を通して子どもたちは、さまざまなことを学ぶことが出来ます。

「豊かな心」「健康な身体」は、課業中だけでは充実した教育はできないと

思います。また、学年を越えて、時には、学校外に出ることで、共に学び

合い、多くの人とかかわりながら自立心をはぐくむことが出来るのも、課

外活動の大きな成果の一つだと思います。課外活動に対するこの事業は、

「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」

という基本方針にも「豊かな心と健康な身体を育む教育の推進」という施

策の柱にも大きく貢献していると思います。大変重要な事業だと思います

ので、今後もぜひ継続して事業の充実を図っていただきたいと思います。

先ほどの学校支援コーディネーターの話に繋がってしまうかもしれないの

ですが、ＰＴＡの活用やＯＢの活用をしていただければと思います。また

顧問の先生に精神的な負担があるのであれば、そうした負担の軽減も図る

よう是非検討していただきたいと思います。 

新井委員長   ありがとうございます。 

北橋副委員長  東関東アンサンブルコンテストに出た村岡中の補助ということで、非常

にありがたいことだと思っています。問題点として、文化部と運動部で窓

口が違うということなのですが、一本化するとよいと思いますがいかがで

しょうか。 

小林課長    この件につきましては、平成２６年度から一本化しました。 

新井委員長   ありがとうございます。保護者の負担軽減ということで、非常に重要だ

と思います。ここの施策の柱の「豊かな心と健康な身体を育む教育の推進」

ということで、その担い手である教員を支援する、先ほど中林委員が言わ

れた部活を指導する先生方の負担の問題というのは気になるところです。

策定委員会でも申し上げましたけれども、教職員の負担軽減という点でい

うと、部活を担当する先生の休養ということや、部活中のサポートも含め

て検討していく必要があるのかなということを思いました。ここでの趣旨

は主に保護者の経済的負担軽減ということですが、広げた形での発言にな

りました。三浦委員いかがでしょうか。 

三浦委員    保護者の負担感を改善するこの事業は、いうまでもなく必要不可欠な事
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業なので、問題点を解決しつつ継続して欲しいと思います。この取組を通

して、生徒の心身の発育に寄与し、また、文化やスポーツの振興に繋げて

いって欲しいと思います。この事業に限らず、いくつかの事業について講

評しにくいものがありました。継続的に改善していくことに意味があると

いう事業です。目標設定の仕方が非常に難しいと考えていて、数字で掲げ

るのがあまり適切ではない。この辺りをどうにかできないのかなと考えて

おります。 

新井委員長   ありがとうございました。続いて、事業コード３－２－１「学校施設長

寿命化事業」につきまして追加の質問はございますか。私の方から質問で

す。長寿命化というのは、主に耐震補強がほぼ終わり、安全については大

丈夫だが施設の老朽化を防ぐという趣旨でよろしいでしょうか。 

佐藤課長    耐震補強工事が完了し、環境整備の空調やトイレの整備を全校に行う方

針が決定しました。それにあわせて、付属設備である給排水設備、エレベ

ーターといった設備について整備を行っていくという趣旨でございます。 

新井委員長   ありがとうございました。他になにかご質問ございますか。 

北橋副委員長  この事業は防災にかなり関わっていますが、津波対策が優先されたこと

は皆さんご承知の通りだと思います。先日、久里浜の港湾空港技術研究所

に行き、津波について勉強してきましたが、想像以上のものが来ることも

覚悟しなくてはいけないということで、これでいいというのがない。まだ

まだ防災施設、津波対策でやるべきことがある気がします。その一方で、

全市的に古くなっている学校施設を直してもらいたいということがありま

す。先日郷土づくり推進会議の中で、学校施設であっても複合的な意味を

持たせて設備を考えたいという説明を市から受けました。南部・北部に関

わらず、校舎や体育館が子どもたちだけではなく、地域住民にとって必要

な設備として注目されている。それならばどんどん予算をいただきたいと

思います。教育の場だけではないという観点を防災面・スポーツ振興面で

も持ってもらいたい。ここにトイレ、エレベーター、空調とありますが、

いざとなったら、高齢者も使う、地域の人も使う施設であると考えてやっ

てもらいたいと思います。方針は変わらないと思いますが、津波対策も終

わっていないと思いますが、複合的な施設ということについて、教育委員

会の方でも十分認識していますか。 

佐藤課長    複合化という観点は、藤沢市の公共施設の再生プランの大きな柱として、

今後改築する際には複合化を検討するということが必須条件となっており

ます。そうしたことで、学校施設といえども例外ではないと認識しており

ます。改築が生じた場合には、学校教育に関わりの深い施設、例えば児童

クラブなどを中心に複合化というものを考えていきたいと考えております。 
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新井委員長   この予算額が非常に減っており、Ｃ評定という形になっていますが、長

寿命化事業自身が困難に直面しているのかということを確認したいと思い

ます。 

佐藤課長    当面につきましては、こういった設備関係の整備については同じような

状況が続くと考えています。耐震化では東日本大震災の天井の落下の事故

があり、そういったものを中心に国の方も予算をつけていくという考え方

です。市としても、空調やトイレなどを中心に整備していくということで

すので、当面はこういった状況が続くのかなと考えております。 

新井委員長   ありがとうございました。講評に移りたいと思います。この事業に対す

るご意見をお願い致します。 

三浦委員    耐震化は長寿命化と同じ括りに入れた方がいいと思います。今後は耐震

も含めて一体的に一つの事業として扱っていくことができるのならその方

がいいと考えました。耐震を目標とした施設の改善と施設の延命化は少し

違うのかもしれませんが、施設を改善するという意味では、やはり同じ括

りに入れた方が良いのだろうと思っております。今後は耐震も含めて、一

つの事業として向かっていくということができれば、その方が良いのかな

と考えました。 

中林委員    基本方針、施策の柱どちらにも大変貢献している事業だと思います。３

０年越えの老朽化した校舎が７割強ということを先ほど伺いました。私は

第一中学校でＰＴＡ活動していますが、他の小学校にうかがう機会が大変

多く格差を感じることがあります。東日本大震災の影響で、耐震の方に予

算がとられてしまい事業としての予算が確保できない現状はとても残念だ

と思います。今後も限られた予算の中で事業の充実を図っていただきたい

と思います。 

新井委員長   ありがとうございます。 

北橋副委員長  予算が無い中でしょうが、一寸たりとも足を止めないで進めていただき

たい。狭くて古い中学校もございますので、早く前に進んでもらいたい。

先ほど複合化の例で児童クラブとありましたが、地域としてはより活用の

しやすい学校を求めています。 

新井委員長   ありがとうございます。空調やトイレを優先するのはやむを得ない面も

あるが、命にかかわること、安全・安心にかかわることは、しっかりと要

望して計画を進めてほしいです。 

新井委員長   続きまして、事業コード４－３－１「社会教育関係事業」について、お

願いします。追加のご質問はございませんでしょうか。 

三浦委員    どのようなことをしているのかという例を挙げていただくとイメージが

しやすいです。成人教育事業市民講座で、４大学延べ１７１２名の参加が
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あったということですが、例えばどういったことをされているのでしょう

か。 

井出課長補佐  各大学の公開講座という形になっており、各大学が大体３～５回の間で、

毎週様々な分野、得意としている分野について市民の皆様にご講義頂いて

います。例えば先生の湘南工科大学の場合ですと、昨年は、「人間と環境の

繋がりを知る」というテーマで行われております。 

三浦委員    私は担当をしたことが無いのですが、同僚の教授が何人かしておりまし

た。対象者が特定されている事業ではないということでよろしいのですね。 

新井委員長   講評に移りたいと思います。この事業に対するご意見をお願い致します。 

中林委員    基本方針、施策の柱どちらにも大変貢献している事業だと思います。女

性教育委関係事業については、事業の企画運営の後継者育成の課題や参加

者減少に対する課題の分析を進めていただき、市民のニーズにより合うよ

うな事業内容を検討していただきたいと思います。企画運営の団体の方々

の今までの歴史が止まらないよう、今後の方向性も検討していただき、事

業内容や後継者募集など市民への周知活動方法などもご検討いただき、今

後も事業の充実を図っていただきたいと思います。 

新井委員長   ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

北橋副委員長  日本大学が自宅の近くございまして、非常に地域に開かれていると思っ

ております。博物館もありますし公開講座もあります。この事業は是非継

続してもらいたいと思っております。市民が大学と一生関われるというの

は幸せなことです。 

新井委員長   ありがとうございます。いかがでしょうか。 

三浦委員    このような事業は点検・評価が難しいが、改善しながら続けていくこと

に意義のある事業なのだと思います。改善については、市民のニーズに沿

ったことができているのかということを踏まえて、改善していく枠組みに

ついて考えてもらうといいのかと思いました。大学の市民講座については、

各大学の人材に基づいた講座内容になる傾向が強く、マンネリ化が起こり

やすい。そこをどう改善し良いものにしていくのかというようなサイクル

ができるといいと思います。 

新井委員長   ありがとうございます。大学の市民講座につきましては、やはり各大学

が持っている人材に基づいた講座内容になる傾向が強いと思います。マン

ネリ化を避ける為に地理的に難しいかもしれないが、他大学へ広げていく

ことも考えられます。女性教育関係事業については、見直しせざるを得な

いと思います。受託団体と検討していくということですが、事業内容をみ

ていくと市民各層への学習機会を提供するということなので、例えば若者

に対する施策など、他の階層についても検討することもあり得るのかと感
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じました。 

新井委員長   事業コード４－３－２「公民館運営事業」につきまして、追加の質問は

ありませんか。 

新井委員長   私自身がよく分からなかったので、インターネットで検索して過去の資

料を調べてみました。２０１１年に教育委員会の定例会の資料で、「市民と

の協働による公民館の運営について」という資料がありまして、この時に

１年間湘南台公民館でやってきて、それでその委託契約業務の執行業務を

報告しているのですね。委託業務としての執行状況は、今までと同様に公

民館事業が重視されていることを確認したと、業務委託仕様書等を充実さ

せ、より確実な業務を図ると書かれています。１年間試行し、業務委託と

いうことの持つ問題点について発見できなかったのかと疑問に思います。

試行の状況について教えていただけたらと思います。 

織部主幹    平成２２年度に湘南台公民館で市民運営の試行を行いました。その中で、

市民へのアンケートを行ったり、検証を行ったりする中で、市民の方から

一定の評価をいただきました。平成２３年度に残りの１０公民館につきま

して、市民運営の方向で運営してきました。毎年度検証を行い、市民への

アンケートや、実際に市民運営を行っている方に聞き取りをする中で問題

点がだんだん明らかになり、今年度から非常勤職員の運営という形になっ

ています。当初、市民の力を借りて運営を行っているということがありま

したが、身分の問題ですとか、その方たちの保障といったところで、非常

勤職員化ということで今年度から行っている状況です。 

新井委員長   ありがとうございます。他にご質問ありますか。それでは講評に移りた

いと思います。この事業に対するご意見をお願いします。 

三浦委員    これも継続して続けていただくことに意味がある事業だと思います。評

価しているのは、非常勤職員による運営というように組織面での適正化を

はかっているところなので、この方向で今後も続けてほしいです。 

北橋副委員長  私も公民館運営のメンバーとして参加しています。今、市民センターが

工事中で、半分位のサークルが休止中です。公民館での活動を楽しみにし

ている人も多いので、非常勤職員化もいい方向に進めばと大いに期待して

います。公民館の活動には子育て世代も期待をよせているので、若い家庭

が参加できるような企画を増やしてほしいと強く希望します。 

新井委員長   ありがとうございました。お願いします。 

中林委員    藤沢の地域差による多様なニーズの違いをとらまえて、地域ごとに公民

館の事業を運営していただいていると思います。「基本方針」「施策の柱」

に大変貢献している事業だと思います。市民による公民館運営も現場の実

情に合った内容だと思いますので、今後の公民館運営がスムーズに行える
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ように事業の充実拡大を行っていただきたいと思います。 

新井委員長   ありがとうございました。藤沢市の公民館の活動を大分以前から見学さ

せていただいたことがあります。非常に活発に行われているということで

承知しております。３年前に「新しい公共」の考え方に基づいて業務委託

を行ったが、その際にどのような政策立案のプロセスで行ったのか、その

プロセスには問題はなかったのかと疑問に思っています。政策立案のプロ

セスについて検証していないのであれば、繰り返してしまうのではないか

と感じました。図書館についてはリニューアルしないのですね。２、３年

前にＮＰＯの委託について、総合的に今後の状況を見守っていきたいとい

った発言をした記憶があります。 

新井委員長   ７－２－５「学校・家庭・地域連携推進事業」についてです。追加のご

質問ございますか。よろしいでしょうか。それでは、講評の方に移りたい

と思います。 

三浦委員    事業自体に不適切とか、そういったようなことはないのではないかと思

います。第２期の教育振興基本計画について考えると、防災訓練の支援を

していることや、社会と子どもをつなげる事という意味で重要な鍵となる

事業なので、現状からさらに進め、第２期計画における重要な事業になっ

てほしいと思っています。 

中林委員    「学校・家庭・地域連携推進事業」は、まさに施策の柱である「学校・

家庭・地域等の連携、協働の推進」そのものの活動をしている事業で、大

変貢献していると思います。基本方針にも大変貢献していると思います。

ＰＴＡ育成事業についてですが、藤沢市ＰＴＡ連絡協議会の存在は、大変

意味のあるものだと思いますが、ここ数年加入校の減少に歯止めがかから

ない状態です。これ以上事態が悪化しないよう、関係団体である校長会、

三者連携、おやじの会、湘南教職員組合等に働き掛けをしていただきなが

ら、活動のサポートをお願いしたいと思います。大変重要な事業だと思い

ますので、今後もぜひ継続して事業の充実を図っていただきたいと思いま

す。おやじの会の発足については、発足を望みながらも苦労をしている学

校もあるようですので、活発に活動している学校のおやじの会や三者連携

との連携をとりながら、早期発足が出来るようなサポート体制づくりの検

討をお願いします。 

北橋副委員長  学校・家庭・地域連携推進事業という名前ですけれども、三者連携とい

う言葉を使っています。地元で知名度が低いところがありますが、とても

多彩なメンバーが各地域で揃っていて、事業のスピード化にとても貢献し

ています。ＰＴＡの意見も他校と共有するというのを今も盛んにしており

ます。おやじの会についても、単独ではなく地域単位で連携することがで
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きていると思います。もっと知名度を高めたい、実際に身を結んでいる事

業だと思います。おやじの会に関しては増える可能性がありますので、是

非応援したいと思います。ふじさわ教育フォーラムを毎年実施しています

が、これからも新しい企画を期待しています。今までの既成概念ではなく、

新しいことをする可能性がある事業・団体ですので、これからもどんどん

進めてほしいと思います。 

新井委員長   学校と保護者・地域との関係については双方向のコミュニケーションが

大切なので、こうした取組は評価したいと思います。先ほどＰＴＡの連絡

協議会になかなか参加しないというご発言がありましたが、必ずしも上手

くいっていない面もあると感じます。本来は施策の柱としては１－３「開

かれた学校づくりと信頼される学校経営の推進」とも関連していると思い

ます。国レベルでは学校運営協議会制度のような取組を進めており、横浜

市でもたくさん作られています。双方向のコミュニケーションが必要だと

思っていますので、一方的に保護者や地域が学校に全て協力する団体だと

位置付けるだけでいいのかということについては、必ずしもそうは思って

いません。風通しを良くするとか、学校が地域に出ていくとかということ

でもいいと思います。双方向のコミュニケーションを活発にしていくとい

うことを検討していただきたいと思います。フォーマルな運営協議会制度

が十分なものかどうかというと必ずしもそうではなく、学校運営協議会制

度はそもそも法律ができたときは、保護者や地域が学校の方針について決

定権をもつという形で発足しました。ところが実際の運用においては、学

校支援型というか保護者や地域が学校を支援するという形で、横浜市など

をみてみますとそんな感じがします。一方的な学校支援型という形でいい

のか、あるいはそういうフォーマルな仕組みを作っても、地域ごとにいろ

いろな課題があるので、形だけ作ってもなかなかうまくいかないというこ

ともあるでしょうから、おすすめするという訳でもないのですが、ただ、

もっと風通しのいいコミュニケーションを作っていっていただきたいとい

う感想です。 

新井委員長   続きまして議題２「藤沢市教育振興基本計画の進行管理」に移りたいと

思います。どの事業でも結構ですので、ご意見はございませんか？ 

三浦委員    では、質問からお願いします。事業コード５－２に含まれる幾つかの事

業が廃止になっていますが、別の部局に移管したとかではなく完全に廃止

ですか。例えば、５－２－６、５－２－７、５－２－９などですが、今後

の予定も全て廃止という認識でよろしいのでしょうか。 

上野参事    事業につきましては、平成２４年度の点検評価におきまして廃止にして

おります。 
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三浦委員    では、白紙ということですね。わかりました。では、意見を言います。

何かと統合とか名称変更ならばまだいいですが、廃止が多いというのが個

人的に非常に残念に思っています。何とかしてうまく活用できないかと。

藤沢市にある様々なものを活用していく方法を考えているのですが。ぜひ

力を入れていただきたいと思っています。 

新井委員長   そのほかありますか。 

三浦委員    ７－２－３「学校教育施設の有効活用推進事業」というところで質問で

す。学校体育施設の市民利用部会では施設の有料化について検討が行われ

ているが、他の事業が全部休止中となっている。この事業はどこからか要

請を受けて部会が開かれるというものなのか、または選出された委員が、

自発的に検討していくことができる組織なのか教えていただきたい。 

石井主幹    こちらの組織ですが、毎年立ち上げをしています。部員内部からのとい

うのではなく、外から上がってきた課題があるときに検討をするといった

ものです。 

三浦委員    つまり、内部で勝手に検討を始める組織ではないということですね。最

初に見た時、少し違和感がありました。一つ以外は全部休止中と。今のよ

うな話であれば仕方がないと感じます。 

新井委員長   他にいかがでしょうか 

中林委員    ３－１－２「新入生サポート事業」についてですが、学習面だけでなく、

心の面でもサポートが必要な子どもが増加していると感じます。１年生に

限らず、多様な対応が出来るよう事業拡大の方向も検討していただきたい

と思います。それから３－１－５「学校図書館管理運営事業」ですが、活

字離れやタブレットの普及で子どもが本と触れ合う時間が少なくなってい

ると感じます。子どもたちが専門員に相談しながら「読みたい」と思える

本を１冊でも多くみつけられるよう事業の継続と、また、子どもたちが聞

きたいときにいつでも相談できる環境が整うよう勤務日の拡大も含めた事

業の拡大を検討していただきたいと思います。 

新井委員長   ありがとうございます。他にございますか。 

北橋副委員長  ７－２－４「放課後子ども教室推進事業」というのがありまして、うち

の小学校でもかめっこ広場を展開していますが、全校に広がるかと思って

いたら小糸小学校が続いただけで終わってしまった。子どもたちの居場所

作りや外で遊ぼうなどいいことだと思っていたのだが、それがなかなか続

かない。将来的には３校目４校目と続いて欲しいと思っています。放課後

子ども教室推進事業は地域の方がボランティアで入っていてとてもよい効

果があり、防犯面で地域のおじさんおばさんと顔見知りになる状況が増え

ています。放課後の学校を利用した居場所作りは、地域の人が学校に入れ
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る機会にもなるので広めて欲しいと思います。全体を通してですが、子ど

もの安全は、地域の目、普通の方々が見守っている、そういう意味で地域

の学校だという意識を持っていきたいと考えています。教育委員会でも学

校が大事、先生が大事、生徒が大事そして地域も大事という意識を持って

いただきたいと思います。全体を通しての講評感想です。ありがとうござ

いました。 

新井委員長   ありがとうございました。私のほうから１点。１－５－３「不登校児童

生徒対策事業」についてです。八ヶ岳の宿泊プログラムは平成２４年度で

終了。予算も全くついていない。平成２５年度は「不登校児童生徒を持つ

親の会」を３回実施したということだが、これ以外に不登校対策事業は実

施しているのでしょうか。 

小木曽課長   保護者を集めておしゃべり広場というのを３回実施しているのが現状で

す。先日も行われましたが、多数の方が来て、保護者同士の情報交換や話

し合うことで保護者の心の安心安定に繋がっています。また、学校教育相

談センターの中に支援教室があり専任教師もいます。保護者・本人・学校  

と相談した上で通級し、毎日の子どもや何回かの子どももいますし、カウ

ンセラーとの面談だけという児童生徒もいます。 

新井委員長   ありがとうございました。 

吉田教育長   法令により、７日以上お休みの子どもについては学校から教育委員会に

報告を上げることになっています。その報告の中で、教育委員会としては、

どのような対応を学校がとっているのかを細かく分析しているので、学校

側が親身になって子どもたちの様子を観察している状況があります。藤沢

市では子どもが３日間継続でお休みをしており、気になる場合は、早めに

教育委員会のほうにあげてもらって、学校と連携を図って対応をとり、場

合によってはスクールカウンセラーと相談する状況もある。まずは学校と

教育委員会で連携を取って、その上でさらに事業としておしゃべり広場や

支援教室を行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した。色々な取組をしていると聞いて安心しました

が、残念ながら予算がゼロ。以前、通級型ではなく訪問型学習支援などで

きないかと発言したこともありましたが、それがいいかどうかは別として、

もう少し不登校児童生徒に何らかの対策事業を組み直すことも必要なので

はないかという感想を持ちました。以上でございます。その他よろしいで

しょうか。 

新井委員長   それでは、最後に各委員より「教育委員会へのアドバイス」ということ

で、今回の点検・評価を通して感じたことなどを述べさせていただきたい

と思います。 
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中林委員    保護者の立場で今回この委員会に出席させていただきました。 

今の子どもたちには、勉強だけでなく「躾」「人として他人を思いやる行動

や言動」「集団の中での振る舞い」等々本来であれば、家庭や地域社会で教

育されてくるべき教育が不足していると感じます。家庭でやるべきことを

行わず、すべて学校や環境の責任にしている保護者が多いと感じると同時

に、そのような世の中になってしまっていることに戸惑いを覚え、困惑す

るときも多くあります。自分の持っている常識が他の人の持っている常識

と合わなくなってきている社会で、何が正しいのか？わからなくなること

が多いと感じます。挨拶や人を大切にする気持ちなど、基本的なことは家

庭で教え、それを踏まえ学校では学校の先生や用務員の方や養護教諭の先

生、地域では頑固な地域のおじいさん、おせっかいな地域のおばさん、友

達の兄弟やおじいちゃん、おばあちゃんに教えられながら、揉まれながら

自分で悩み考え覚えて身につけてきたことが、人間関係の希薄さ、自分勝

手主義、スマートフォンなどの急速な普及で困難になってきていると思う

し、将来のことを考えると大変心配です。 

藤沢市は、生涯学習を含めた「教育」に力を入れていると、今回この委

員会に携わることで知ることが出来ました。私がお願いしたいことは、子

どもに対しては、自分らしさを見つけられる教育、楽しい未来が待ってい

るわくわくするような教育、人と話すことやチームで何かをすること、苦

しいことの先には達成感やかけがえのない仲間ができることを感じること

ができるような教育、そして仲間を大切にするような教育。大人に対して

は、大人が子どもたちの見本となるような人間になれるような教育、タブ

レットなど急速に発展しているものに対する教育、子どもたちと一緒に成

長できるような教育、などをお願いしたいと思います。そして、一つの事

業だけでは、対応できない内容も複合することで対応できることが拡がり、

何倍も充実した事業になるのではないかと感じました。時代の流れに対応

することが困難な状況もあるかと思います、予算がついてこない状況もあ

るかと思います、が、藤沢に住むすべての人が自分らしさを見つけられる

ような、子どもたちは勿論のこと、市民全員が笑顔で生活できるような生

涯学習の場所を提供していただけるようにお願いしたいと思います。 

今回出席させていただき、本当にいろいろ知らない事を教えていただき

ました。藤沢市民として、少しでも藤沢市が良くなるような機会をいただ

けたことを大変ありがたく思います。生涯学習課の皆様、教育委員会の各

課の皆様、事務局の方には大変なご配慮をいただきありがとうございまし

た。 

三浦委員    今回、２回目の点検・評価に参加させていただいていますが、今回は特
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に第２期の教育振興基本計画の策定とからめた感じで、防災や子どもと社

会を繋げる教育といったことを軸に据えて意見を言わせていただきました。

藤沢市は津波の被害を直接に受ける地域で、今後は地域防災の観点に立っ

て取り組んでいくということになると思います。今回抽出した事業はそう

した観点に立って選び、意見を言わせていただいたので是非今後の計画に

スムーズにつながるように施策を考えていってほしいと思います。 

２点目は、藤沢市は人口の入れ替わりが激しいという地域性があるので、

歴史文化を継承していくという雰囲気になりにくいのかもしれませんが、

はたしてそれでいいのかという思いがあります。予算との関係で難しいの

だとは思いますが、いくつかの事業がなくなってしまったことが寂しいで

す。 

３点目ですが、今回の点検・評価で非常に悩んだことがあります。それ

は、今回抽出した事業はどう考えても、必要だということが明らかでした。

それをどう継続し、見直していくかという観点からの点検・評価が多くあ

り、施策が実質的な効果を上げているかということを評価しづらかったと

いうことです。ある事業は目標として「～の向上」という抽象的な目標を

掲げている一方で、ある事業ではその数字自体に特に重要な意味があると

いう程ではないような数字が掲げられていることがあって、評価がしにく

かったということです。従来、こういった事業というのは、どういった観

点から評価するかというと、予定どおり実施された、あるいは目標どおり、

実施されたといったようなことをもって到達点とし、評価するということ

だと思うのです。予定どおり実施し、改善もしているということであれば、

ある意味それでいいというところがあるのかもしれません。ただ最近、社

会の流れとして、そういうことではなくなってきていると感じています。

本来問題とすべきことは、事業が実施されたということではなく、その中

身がしっかりと効果をもたらしているかということではないかと思うので

す。例えば講座を実施したとき、その講座に参加した人たちは、何かを持

って帰ってくれたのかということ、これはアンケートぐらいでしか評価で

きないと思いますが、本当はそういった中身をみていかなければならない

ということだろうと思います。そうした評価が点検・評価のときに難しく

てできなかったということで非常に悩まされました。そういった中身の評

価が難しいということであれば、今後は目標の設定のしかたを工夫して、

何をしたら目標を達成できたのか、ということを抽象的ではなく具体的に

出して、評価をしやすくする必要があると思います。そういった観点で今

後、第２期の計画では目標の設定をやっていただけると点検・評価がしや

すくなると思います。 
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いろいろなことを言いましたが、この事業が不要だとか、無駄なことを

やっているとか、機能していないとかいっているのではありません。必要

で意味のあることをやっていると思うのですが、あと一歩踏み込めなかっ

た、そういったことを含めて、今後の点検・評価のやり方の参考にしてほ

しいと思います。 

北橋副委員長  私も私の妻も藤沢生まれの藤沢育ちです。私の子どもたちも６人います

が、６番目の子どもがやっと来年、小学校を卒業します。お世話になって

ばかりなので、恩返しのつもりで、今回の仕事を引き受けました。私自身、

藤沢に生まれてとても良かったと思っているので、子どもたちにもそのこ

とが伝わるようにしたいと思っています。事業一つひとつはよく頑張って

いると思います。全体としては、これから藤沢市の子育て世代が増えるよ

うな、人口が増えていくような方向に進んでほしいと思います。そのため

には教育委員会の力が必要ですので、これからもがんばってください。今

回よくわかったことは、無駄な事業は１つもないということと、もっと評

価すべき事業もあるということです。また、地域のなかで子どもたちを育

んでいくためには、教員だけじゃなくて住民や保護者の力も必要ですので、

全世代の人たちが子どもたちを守っていくような藤沢市の教育をこれから

も続けてください。今回も点検・評価をして楽しかったことがほとんどで

す。本当にありがとうございました。 

新井委員長   昨年も指摘したのですが、藤沢の教育委員会の取組というのは、教師や

学校をサポートする姿勢が明確なので、これからも授業づくりや学校づく

りの取組を一層支援してもらいたいと思います。その中で、策定委員会で

も話題になりましたが、教員が児童生徒に向き合う時間を確保していくこ

と、あるいは教職員の多忙化をいかに軽減していくかということが、重要

な課題になってきていると思います。このことについては、例えば校務の

情報化、ＩＣＴ化などによって軽減していくのも一つの手だと思います。

ただ、移行期は余計に忙しくなってしまい、適切に導入しないとミスを起

こしてしまうこともあるので、現場の意見を十分に把握しながら進めてい

く必要があると思います。 

また、校務の情報化だけでなく、教職員の労働安全衛生の面において、

メンタルヘルス対策を進めたり、部活動の負担軽減を図ったりしていく必

要があると思います。特に中学校の場合は部活動が非常に大きな負担とな

っているので、「ノー部活デー」という日を設定してみたり、指導者に対す

るサポートを行ったりすることも必要かもしれません。小学校の場合は、

学級担任制ですので、ほとんど休みなく一日中子どもたちに向き合うこと

になります。そうしたことをいかに改善していくかということも大事だと
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思うので、学校への支援ということを重視していただければと思います。 

もう１つは抜本的なことですが、少人数学級という形で小学校１年生に

対しては法律で３５人学級が実現しているわけですけれども、小学校２年

生に対しては、予算補助がなされているだけです。それ以上のことについ

ては、文科省と財務省との間で議論はしておりますけども、抜本的には国

の施策、教職員定数の改善などが必要になります。２０１１年の義務標準

法改正で、小学校１年生に対して３５人学級を実現したときに、市町村の

教育委員会が、学校や地域の状況に応じて学級の編制を柔軟に行うことが

でき、また、教職員定数も多少柔軟に行えるとしました。それに対して県

の教育委員会は市町村教育委員会の意見を十分に尊重するということが、

地方教育行政法のなかで法改正されたわけです。もちろん、柔軟にという

ことで、臨時教職員が増えすぎるというのも問題がありますので、正規の

教員を増やしてほしいとは思うのですが、しかし、市町村の教育委員会は

県や国が変わらないので、あまりすることがありませんということでは、

なく、市町村教育委員会としてイニシアティブを発揮できる可能性はいろ

いろあるのではないかと思います。もちろん財政的な問題もありますし、

教育関係者だけではなくて、市全体の市民の合意も必要でしょうから、そ

う簡単にはいかないと思いますので、策定委員会のときには発言しません

でしたが、教育委員会へのアドバイスということですので、そういうふう

なことまで含めて、負担軽減策を考えてほしいと思います。 

もう１つは双方向のコミュニケーションを大事にしてほしいということ

です。学校と保護者・地域との間で、学校運営協議会のような制度の検討

というフォーマルな制度にこだわらず、もっとインフォーマルなレベルで

のコミュニケーションが大事だと思います。同時に教育委員会と住民との

双方向のコミュニケーションも大事だと思います。ということで、昨年、

点検・評価や進行管理のときに、保護者や市民の方々の意見、学校の教職

員なり教育関係者の意見を聞く機会がないかと言ってみましたたが、今年

は策定委員会もあったので、なかなか実現が難しかったのかと思います。

教育委員会のホームページを見てみたのですが、教育委員会の会議でいろ

いろ議論されていたり、教育委員さんもいろいろな活動をされているわけ

なので、教育振興基本計画の事業の点検・評価だけでなく、教育委員さん

ががんばってらっしゃるところを見させていただいたり、あるいは、場合

によっては教育委員さんと私たちの間で、コミュニケーションをとる機会

があってもいいのかなと感じています。 

新井委員長   ひととおりの議論が終わりましたので、そろそろ議事を終了したいと思

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。 
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点検評価に当たりまして、事務局が一生懸命資料をとりまとめてくださ

り、ありがとうございました。委員のみなさまには大量の資料を読みこな

していただき、ご意見を頂戴しましてありがとうございました。ご協力に

よりまして、無事評価委員会を終わらせることができました。ありがとう

ございました。 

新井委員長   その他、事務局から連絡事項はありますでしょうか。 

石井主幹    今後でございますが、今回評価をしていただいた内容につきましては、

平成２６年度「藤沢市教育振興基本計画の進行管理」および「藤沢市教育

委員会点検・評価」に関する報告書を作成いたします。その際、担当各課

におきましては、評価委員の方々よりいただいたご意見を踏まえ、今後の

方向性についてお伺いさせていただきますので、ご協力をお願いいたしま

す。また、評価委員の方々には個別に連絡を差し上げ、内容の確認をさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

新井委員長   ここで、教育次長から発言を求められています。 

渡部教育次長  委員の皆様にはお忙しい中、三回の会議にご出席いただき藤沢市教育振

興基本計画の進行管理と点検・評価に熱心にご議論をいただきましてあり

がとうございました。ご存知の通り、藤沢市教育振興基本計画は本市の教

育行政の羅針盤でございます。こちらについて点検・評価をいただき、進

行管理をいただくことに対して、職員もお言葉を真摯に受けとめて進めて

いく、また、第２期藤沢市教育振興基本計画もきちっと進めていきたいと

考えております。委員の皆様には今後も藤沢市の教育行政を見守っていた

だくとともに、適宜ご指摘をいただけると大変ありがたいと思っておりま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

新井委員長   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。ありがとうございました。 


