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平成２７年度（平成２６年度実績） 第３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）８月６日（木） 

                      午後 ３時～ 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      関根 真一郎 （教育委員長） 

井上 公基  （教育委員） 

阪井 祐基子 （教育委員） 

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） 

           佐藤 繁   （教育総務課主幹） 

           齋藤 直昭  （学校教育企画課長） 

小木曽 貴洋 （教育部参事兼教育指導課長） 

戸田 隆裕  （学務保健課主幹） 

神尾 哲   （教育部参事兼学校給食課長） 

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） 

           笠原 竜雄  （スポーツ推進課長） 

           川口 剛   （生涯学習部参事兼郷土歴史課長） 

           川俣 誠   （生涯学習部参事兼文化芸術課長） 

           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いたします。 

        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。 

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。 

       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。 

        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。 
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        まず議題（１）「教育委員会 点検・評価(平成２６年度実績）」から始めます。 

        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いきたいと

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ために適切か 

●事業の成果・効果が適切か 

●課題・問題点の捉え方は適切か 

●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 １－１－２「国際教育推進事業」について追加の質問はあ

りませんか。追加質問はございませんので、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   「国際的な視野に立つことのできる児童生徒を育成する」という点におきまして

は、基本方針や施策の柱に対して効果のある、適切な事業を行っていると考えま

す。また、外国籍の児童生徒に対する支援も充実しており、大変素晴らしいと思

います。現状、多くの言語に対する対応が今後の課題になるものと思われますの

で、今後も課題解決に向けた取組を強化していただければと考えております。 

市村委員    さまざまな国の外国語指導講師、国際理解協力員を確保し、市内小・中学校を

訪問し外国語活動の授業を実施することにより、基本方針「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」に沿った事業が展開できて

いると思います。生きた英語にふれることにより、子どもたちは異文化に対する

理解を深めると共に、新たな機会に興味・関心を持って臨むことができると思い

ます。また、日本語指導を必要とする児童生徒に日本語指導を行うことによって

学校生活への適応力が身につき、他児童生徒との相互理解が深まり、多文化共生

への意識を深めることにもつながると感じます。一度、二度の体験ではなく、常

に生活の中にあり、ふれ合う事が大切だと思いますので、継続して事業を行って

いただきたいと思います。 

栃本委員    国際的な視野で考え、行動できる子どもたちの育成のため、外国語指導講師に

よる外国語授業や国際協力員の派遣にて、さまざまな国の文化を小学生の時から

体験する事により、多様な文化へ対応するための意識向上ができていると思いま

す。また、外国籍児童生徒へのフォローとして日本語指導は不可欠だと思います。

施策の柱「確かな学力の向上」基本方針「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」に対して大切な事業だと思いますので、継続

して事業の充実をお願いしたいと思います。 

新井委員長   事業内容、事業の成果・効果、課題のとらえ方等を含めて事業が適切に進めら

れていると思います。 

新井委員長   続いて１－４－２「児童生徒指導関係事業」について追加質問はありませんか。 

  質問はないようですので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    「施策の柱」や「基本方針」に対し、適切な取組を行っているものと評価致し

ます。前回の質疑で認知件数が増えたという回答がありました。これは、問題に

対して正面から取り組んでいると認知件数は増えていくものと思います。無理矢



4 

理減らそうという考え方で進んでいないということが感じられました。この類の

問題は根が深く、線引きも難しく、また問題が表面化しにくいという問題がある

ようですので、今後とも是非、現状のような姿勢で取り組んでいっていただけれ

ばと思います。 

市村委員    近年取り上げられるいじめ問題・家庭環境の問題・不登校の児童の状況などか

ら、藤沢市が学校・保護者・警察・各種関係団体と連携を取って、対応、対策に

あたっている事は、「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

沿って寄与していると思います。課題・問題点として捉えている児童生徒の家庭

環境や福祉面の問題に対する支援、暴力行為の増加、問題行動の低年齢化に対す

る対応についても、すでに取れている連携の力で今後対応ができるのではないか

と期待しています。 

栃本委員    学校、保護者、警察、各種関係団体が連携協力をして、児童生徒指導上の情報

交換や対応検討協議を行ったり、いじめ、暴力行為、不登校等などの諸問題に未

然防止、早期発見、早期指導にあたっていること、また、平成２６年度は児童生

徒指導支援対策会議を開催し、問題のある学校に対して支援サポート会議を開催

したり、「児童生徒指導の手引き（改訂版）」を教職員に配布して複雑化している

問題にも取り組んでいることがわかりますので、今後も問題行動の未然防止、早

期発見、早期対応に取り組んでもらいたいと思います。 

新井委員長   三浦委員の意見と重なりますが、今後の方向で、「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。いじめ認知件数

は、熱心に取り組む自治体や学校ほど数が増える傾向があります。逆に不熱心な

場合は減少する傾向がある。また、認知件数の減少を目標にすると逆効果が生じ

て、いじめがあっても校長や教育委員会に報告しないなどの副作用が起きかねな

いことを十分に注意する必要があります。なので、数値目標については、十分な

検討をしていただきたいと思います。 

新井委員長   １－４－４「いじめ防止プログラム推進事業」について追加質問はありません

か。 

質問はないようですので、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    １－４－２と同じで、「施策の柱」や「基本方針」に対して適切な取組を行って

いるものと評価致します。この類の問題は根が深く、線引きも難しく、また問題

が表面化しにくいという問題があるようですので、今後とも是非現状のような姿

勢で取り組んでいっていただければと思います。スクールバディの活動で心配し

ているのは、いじめはどこで起こるか分からないので、スクールバディの子たち

に被害が無いように注意を払っていただきたいと思います。 

市村委員    近年取り上げられるいじめ問題・家庭環境の問題・不登校の児童の状況などか

ら、藤沢市が学校・保護者・警察・各種関係団体と連携を取って対応、対策にあ

たっている事は、「豊かな心と健康な身体を育む教育の推進」という施策の柱に沿

って寄与していると思います。課題・問題点として捉えている児童生徒の家庭環

境や福祉面の問題に対する支援、暴力行為の増加、問題行動の低年齢化に対する

対応についても、すでに取れている連携の力で今後対応ができるのではないかと

期待しています。 
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栃本委員    様々ないじめ防止プログラム推進事業を展開しているのですが、いじめが減少

傾向になっていないのが残念です。ですが、いじめ防止プログラムは大変重要な

事業なので、今後も継続して取り組んでもらいたいです。そして、なぜ小４・中

１でいじめが増えるのかといったところに一歩踏み込んでいただくと、いじめの

減少につながるのではないかと思います。 

新井委員長   スクールバディは、いじめが起こりにくい学校づくりというユニークな取組だ

と思います。いじめについて近年は厳罰的な発想もありますが、国立教育政策研

究所のいじめ追跡調査(2007-2009)を見ますと、いじめを生み出すストレスと競争

の過剰をできるだけ避けて、子どもたちに支援的なサポートをしていくことが大

切だと指摘しています。こうしたことから、この事業はいじめの未然防止に重要

な役割を果たしていると高く評価したいと思います。 

新井委員長   ３－１－３「教育情報機器整備事業」について追加質問はありませんか。 

三浦委員    パイロット校２校でのタブレットの導入に関してですが、どういった立場の方

の意見が反映されているのでしょうか。 

石井主幹    機器の選定は、教育委員会の担当と教育情報機器利用検討委員会の先生方との

話し合いの中で最良のものを導入しました。 

三浦委員    教育委員会の方は、現場の先生方が入っていますか。 

石井主幹    入っております。 

新井委員長     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    事業そのものは、施策の柱や基本方針に対して必要な事業と考えますし、実現

すれば十分な効果が得られるものと考えます。現状、予算的な制約でなかなか全

校配備と言うわけにはいかないようですが、この５年間で配備に向けて着実に進

捗しているものと評価致します。ただし、設備の運用目的に照らし合わせて、も

う少し安価な設備を整える方向で考えていただいた方が、目標の達成に近づくも

のと思われます。目的に応じて使い分けをして、メリハリをつけた機器の導入を

したほうがいいと感じました。 

市村委員    学校外の子どもたちにおけるスマートフォンやパソコンの利用による情報モラ

ルの問題が広がっていることもあり、学校での教育情報機器の活用による情報教

育の重要性は非常に高まっていると感じます。よって教育情報機器整備事業は、

基本方針、施策の柱にとっても非常に重要な事業だと思います。課題としている

機器の選定については、どの時期においても考えられることであり、すでに整備

している２校の検証を進め、得意分野である学校や企業、市民の意見などを取り

入れ、なるべく早期に全校整備する事が必要だと思います。 

栃本委員    学校教育における情報モラル教育やパソコン習得が求められる事に伴って、教

育情報環境及び機器の整備は必要な事業だと思います。また「教育情報機器整備

基本方針」に基ついた情報セキュリティや情報モラルなどの情報教育に取り組む

ことは大切だと思います。 

新井委員長   タブレットＰＣの活用は拙速を避ける必要があると考えます。費用対効果があ

るのか、他の事業にまわした方が有効活用できるのではないか、特に他の市町村

での失敗事例も十分に検証することが必要だと思います。機器を導入したが１年

でライセンス契約が切れてしまって、使えなくなってしまった事例があるので、

十分な検証を行ったうえで検討していくことが必要だと思います。 
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新井委員長   ３－１－５「学校図書館管理運営事業」について追加質問はありませんか。 

質問はないようですので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。 

市村委員    学校図書館専門員の配置により、学校図書館業務や環境の整備が円滑に行われ、     

児童生徒の読書活動の推進が図られたことは、基本方針である「学校教育を充実

させる人的、物的条件整備を図る」こと、また施策の柱である「学びを支え質の

高い教育環境の整備」に沿って実施されていると思います。全小・中学校に配置

ができたことにより、市としての学校図書館のあり方の共通理解のもと、各校そ

れぞれの活動、特集コーナーの設置、飾りつけが出来ていると思います。貸出率

が低いところ、調べ学習等教科学習の利用が図られていない学校については、改

善が図られるよう情報交換を密にしていただき、是非継続して事業を行っていた

だきたいと思います。 

栃本委員    「藤沢市立学校図書館運営指針」を作り、学校図書館のあり方を共通理解し各

学校で組織的・計画的に取り組む体制を整えたり、学校図書館専門員を配置して

学校図書業務が円滑に行われたりと環境整備、読書活動の推進を図っているので

すが、図書の貸出率が増えていない現状を見ると残念ではあります。しかし、学

びを支える質の高い教育環境整備のために事業継続を図っていただきたいと思い

ます。先日、小学校低学年の子どもが本を手に持って嬉しそうに歩いているのを

見かけました。そのような子どもが増えていけばいいと思っています。 

三浦委員    事業は順調に進捗していると思います。貸出率が低いという現状があると思い

ますが、この事業に問題があるというのとは違うと思います。最近は活字の本で

調べるのではなくて、知識を得ようと思ったらネットの世界へ頼ってしまう。活

字にこだわりすぎても今の世の中の流れについていけなくなってしまうのではな

いか。活字で情報に触れることが重要だと考える向きもあろうかと思いますけど

その辺りを柔軟に考えることも必要になってくると思います。 

新井委員長   事業内容、事業の成果・効果、問題点に関しても適切であると思います。学校

図書館法が改正されて学校司書を設置する努力義務が課せられました。藤沢市は

全校に学校図書館専門員を配置したとのことですので、高く評価することができ

ると思います。学校図書館専門員と教職員が協力して、子どもたちに読書の楽し

さや調べる楽しみを保障するよう努力していただきたい。そのために学校図書館

専門員の勤務日拡充や研修の機会の確保、あるいは蔵書・資料の充実、環境整備

をより一層進めていただきたいと思います。活字の情報も必要だということを強

調したいと思います。 

新井委員長   ３－２－２「学校適正配置研究事業」について追加質問はありませんか。 

三浦委員    研究事業の結果を踏まえて、学区の編成に対して、今までに実際に何かアクシ

ョンがあったのでしょうか。 

戸田主幹    今現在まで研究段階なので、現実には学区変更までは至っておりません。 

新井委員長   藤沢市の場合は、過大規模校解消がメインということでよろしいでしょうか。 

戸田主幹    課題といたしましては、様々ありますが、まずは過大規模校解消からというこ

とになります。 

新井委員長     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。 

栃本委員    学校適正配置については事業計画に従って適切に行っていると思いますが、過
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大規模校が何年も続いている状況で、何のアクションもとってこなかったことは

問題だと思います。学区を丸ごと変えなくても学区ぎりぎりに住んでいる人から

話を進めるような柔軟な対応ができたのではないかと考えます。今後は、一歩進

んだ学校適正配置事業に転換していって欲しいです。 

市村委員    学校適正配置について調査・研究を進めるための「藤沢市学校適正配置検討部

会」の開催は、施策の柱における「将来にわたって学べる環境整備」に寄与して

いると思います。通学区域の変更や学校の統廃合を進めるにあたっては地域住民

や保護者の理解、通学路の問題などの配慮が必要ですので時間はかかるかと思い

ますが、藤沢市全体を考えた将来に向けての環境整備は重要だと思いますので、

継続して事業を進めていただきたいと思います。 

三浦委員    本件に関しては詳しい事情を存じ上げておりませんので、コメントを差し控え

させていただきますが、「基本方針」や「施策の柱」に対して適切ですとはいえな

い気がします。 

新井委員長   全国的な動向としては、少子化に伴う学校統合が進んでいるので、そのような

場合には、拙速を避け充分な検討が必要だとコメントしております。しかし、藤

沢市については過大規模校解消が課題とのことですので、これについては、地域

住民の意見も聞きながら丁寧に検討して、できるだけ早めに進めていった方がよ

いと思います。 

新井委員長   ３－３－５「学校施設環境整備事業」について追加質問はありませんか。 

三浦委員    学校設備のメンテナンス（外壁補修塗装及び屋上防水補修）の予算はこれがす

べてですか。 

佐藤課長    トータル的な外壁補修塗装及び屋上防水補修についてはこの予算だけになりま

すが、危険箇所を取り除く修繕に関しては、別の修繕費で賄っています。 

新井委員長   特定防衛施設周辺調整交付金が唯一の補助金だという説明がありましたが、修

繕費の中で賄えないのでしょうか。この修繕に関しては、特定防衛施設周辺調整

交付金が唯一の財源ということになってしまうのでしょうか。 

佐藤課長    特定財源としてはこの補助金のみとなります。 

新井委員長   他の市町村、このような特定税源が無い自治体ではどうしているのでしょうか。 

佐藤課長    一般財源で賄っていると思います。 

新井委員長    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    民間の建築物であれば、外壁塗装や屋上防水の類は定期的・計画的に実施され

るのが一般的と思われます。この類のものは、計画的に実施しないと建物の寿命

に影響します。そのような観点から見た場合、外部からの交付金に頼って補修を

行うという考え方には大変な違和感を覚えます。このような事業は、空調やグラ

ンドの整備と同列に考えるものではなく、計画的に実施されるべきものです。 

私は専門家ではありませんので、現状、問題のない水準の補修が実施されてい

るか否かを判断することは差し控えますが、補修の計画がありながら、財源が確

保できないために計画が延期されるという状態そのものが、こと建物の補修とい

う事業の性質を考えた場合、「安全・安心で快適な学校施設の整備」に対し、十分

な効果が示せていない可能性があります。特定財源で賄うことに違和感を覚えま

した。市に要望を出した方がいいのではないかと思います。 

市村委員    当初の予定であった４校には満たないものの、２校の外壁補修塗装工事を実施
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できたことにより、当該事業は施策の柱の「安全・安心で快適な学校施設の整備」

に沿って実施できたと思います。近年の天候の状況で集中的な豪雨などが今後も

予想される為、外壁の補修塗装や屋上の防水補修は重要なことだと感じています。

財源の問題もあり早急に対応するのは難しいとの事ですが、未実施の学校に対し

ても安全の確保をされているので、今後も計画的に事業を進めていただきたいと

思います。 

栃本委員    学校施設の外壁補修塗装や屋上防水補修事業は点検や補修により、子どもたち

の安全で快適な学校生活を保つ為に重要だと思います。また、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て危険個

所は修繕等を行い、子どもたちの安全確保に努めていただいているのでこれから

も事業の継続をお願いします。 

新井委員長   三浦委員と同様になりますが、第１期の計画では１７校実施予定のうち５校し

かできていません。今後は学校施設長寿命化事業と統合するとのことですが、市

全体として財源を確保することが必要だと思います。総合教育会議が新設され、

教育大綱を作成することになりますが、予算の権限を持っている市長に対して教

育委員からしっかりと要求していただきたいと思います。 

小林次長    市の財源についてですが、現在は外壁補修塗装や屋上防水補修については特定

財源でしておりますが、必要があれば、特定財源でなくてもする考え方で進めて

います。計画的な外壁補修塗装や屋上防水補修については特定財源、緊急的な修

繕については一般財源で対応しており、児童生徒に影響がないように進めており

ます。また、民間のマンションのように、修繕費を積み立てることで計画的な修

繕を実施したらとのことですが、役所で実施する場合は、その根拠となる条例に

基づき基金を作ることになっています。全庁の公共施設は大変数が多く、全てに

わたり、基金を整備して、修繕を進めることは、その対象とならないこともあり、

民間の建物と同様に進めるのは難しい状況です。 

新井委員長   ありがとうございました。 

新井委員長   ４－２－９「次世代図書館構築事業」について追加質問はありませんか。 

新井委員長   もともと南市民図書館の建て替えを想定した事業だったのでしょうか。 

織部主幹    もともとは、これからの図書館のあり方について検討していくことがメインの

テーマでしたが、文化ゾーンの再整備という課題が持ち上がってきたので、南図

書館の立て替えを含めて藤沢市の図書館のあり方を考えていこうということにな

りました。最初から南図書館ありきではありません。 

新井委員長   成果目標は登録率で表されるものではないと思うのですが、なぜ登録率という

のを設定したのでしょうか。 

織部主幹    図書館に今まで来たことのない方々にどのような周知や情報提供ができるかと

いうことがあったと思います。そのため、登録率の向上を目標にしていましたが

今年度から取組計画の目標の形は変更しています。 

新井委員長    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。 

市村委員    平成２６年度末の登録状況は以前より下がっているものの、「これからの図書館

検討会議」を年１０回開催し、次世代に向けた図書館のあり方を検討している事

は「多様な学びを支援する図書館活動の推進」という施策の柱に寄与していると

思います。「貸出型」のみだった従来の図書館から時代に合わせた「滞在型」「交
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流型」「情報発信型」に拡大していくことは、市民の利用を拡大する事にもつなが

ると感じています。藤沢市以外の図書館、大学図書館との連携を図りながら、市

民の声も取り入れ、今後も次世代型図書館構築実現の為に進めていただきたいと

思います。 

栃本委員    次世代図書館構築事業は多様化するニーズや高度情報化サービスに取り組むこ

とにより、これからの図書館として期待される事業ではないかと思います。第２

期計画では「新しい時代に即した「これからの図書館」推進事業」と変更してい

ますが、事業名を見ただけで内容が想像できるわかりやすい名前にしていただけ

るとよいと思います。 

三浦委員    この事業は、「多様な学びを支援する図書館活動の推進」の将来に対して大きく

寄与するものと期待されますが、現時点では、未だ検討段階ということのようで

すので、今後の発展を待たれます。「貸出型」の図書館からの機能の拡大など、目

指しているものは適切と考えます。また、これからの図書館検討会議や、検討委

員会で外部の人を入れているのが良いと思います。登録率については、世の中の

流れでやむを得ないものがあると思います。情報には新しい情報と確立した情報

があるのだと思います。新しい情報に対してはネットでないと対応できない場合

があります。しかし、確立した情報に対しては情報の正確さなど活字が断然強い

と思います。適切な方向に進んでいるものと評価致します。 

新井委員長   目標成果指標として登録率に注目すると、平成２２年度末は４２％で２６年度 

末は３８％と４％の低下、目標設定で言うと平成２６年度は４６％でしたので、

８％の低下になります。このことから、登録率を目標成果指標として設定するの

が適切であったのかどうかを検証するべきだと思います。「評価の理由」や「進捗

状況の効果・成果」で挙げているような、どれだけどのような議論をしてきたと

いう質的指標を設定するべきだったと思います。事業自体は大事だと思いますの

で、「これからの図書館推進事業」に期待しています。 

新井委員長   ５－１－３「市民文化創造事業」について追加質問はありませんか。 

質問がないようなので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。 

市村委員    小学生招待事業「こころの劇場」の実施、わくわく体験ひろば開催は、基本方

針である「地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図る」ことにつながっている

事業だと感じます。「こころの劇場」の実施は、招待されている小学６年生の児童

たちだけなく、引率されている先生方にとっても大変貴重な機会だとの声を聞き

ます。ミュージカルを観劇する機会は各家庭によってさまざまだと思いますが、

藤沢市内全ての小学生に同じ機会が与えられることは、非常に重要なことだと思

います。また、わくわく体験ひろばを開催することにより、参加する市民が文化

に触れることができるだけでなく、開催側である市内の文化関連協会にとっても

良い機会だと思います。文化を伝える市民、文化を体験する市民のためにも、周

知活動は重要だと感じます。今後も継続して進めていただきたいと思います。 

栃本委員    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、多種多様

な文化芸術の発見と展開につながる魅力的な事業だと思います。これからの藤沢

にとっても必要な事業だと思いますので継続していただきたいと思います。 

三浦委員    本事業は、子どもたちの情操的発展のために貴重な機会だと思いますので、今
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後とも続けていただきたいと思います。 

新井委員長   事業内容、事業の成果効果、課題のとらえ方等を含めて事業が適切に進められ

ており、また子どもたちが文化・芸術に触れる大事な機会なので、今後とも続け

ていって欲しいと思います。 

新井委員長   ５－２－４「広域連携展示事業」について追加質問はありませんか。 

質問がないようなので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。 

市村委員    広域連携による事業の実施により、展示会累計入場者数が目標値を達成したこ

とで基本方針である「地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図る」こと、施策

の柱である「歴史の継承と文化の創造」に寄与していると思います。財源の問題

もあるので無理はできないと思いますが、広域で連携することにより藤沢市のみ

で実施するよりも大きな展示会ができる点、他市の方々にも藤沢市の文化等に興

味を持っていただく機会が増える点とメリットも大きいと思いますので、今後の

継続の有無についても十分に協議をしていただきたいと思います。 

栃本委員    各市町単独では実現が難しい美術品、地域資料も広域連携で実現出来ていた事

業なので意義のある事業だと思います。しかし、財源の問題で、継続の有無の検

討が必要との事なので、２市１町で十分な協議をして継続していただきたいと思

います。 

三浦委員    本事業は、複数の自治体にまたがる資産を有効活用する点において意義があり

ます。平成 28年度より助成金の確保が難しくなるとのことですが、財源がなくて

もできるように知恵を絞って今後の方策を探っていっていただきたいと思います。 

新井委員長   この事業は、神奈川県市町村振興協会市町村広域行政助成事業の助成金で行っ

ていて予算ゼロで大きな成果を上げていると思います。平成 28年度より助成金の

確保が難しくなるとのことですが、継続できる方向で進めていただきたいと思い

ます。 

新井委員長   ５－２－８「歴史・文化財資料公開活用事業」について追加質問はありません

か。質問がないようなので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。 

栃本委員    美術品・工芸品等の展示や公開、電子博物館の整備、小学生の為の郷土資料講

座の実施等、公開活用事業の充実が図られていると思います。また、新たに常設

展示施設「（仮称）ふじさわ交流館」と「（仮称）藤沢浮世絵館」の運営事業で、

より良い「歴史・文化財資料公開活用事業」の展開が出来るのではないかと思い

ます。展示する側だけでなく見る側の立場に立った展示をしていただき、藤沢の

いいところを見ていただけたらと思います。 

市村委員    常設展示室展示会、地域開催展示会、年中行事ミニ展示の開催をし、展示開催

日数４７９日に達成したこと、また、小学生のための郷土資料講座を実施したこ

とにより、基本方針である「地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図る」こと、

施策の柱の「歴史の継承と文化の創造」に寄与していると思います。小学生のた

めの郷土資料講座では学校との連携が必要だと思いますが、子どもたちが文化に

触れる貴重な機会だと感じていますので、より多くの学校で実施ができるよう継

続して進めていただきたいと思います。 

三浦委員    展示会の開催延日数が増えていることもあり、目的は相当程度達せられている
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ものと評価します。本事業は、今後の藤沢市の文化活動において非常に重要な事

業になると考えます。平成 28年度より浮世絵館・ふじさわ宿交流館が開設される

とのことですが、藤沢市には今まで博物館の類がなかったこともあり、展示のノ

ウハウが十分に蓄積されていないことが若干心配ではあります。見る人が喜ぶも

のと資料として重要であるということは違うので、まずは見る人が喜ぶようなも

のにすることが必要だと思います。その辺りを考えて、良い方向に向かうように

計画されることを要望いたします。 

新井委員長   事業内容、事業の成果効果、課題のとらえ方等を含めて事業が適切に進められ

ていると思います。 

新井委員長   ６－２－２「スポーツ環境整備事業」について追加質問はありませんか。 

質問がないようですので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。 

栃本委員    事業は適切に行われていると思いますが、場所の確保等でなかなか増えていか

ない現状があると思います。市民が誰でも気軽にスポーツに親しめる環境整備に

向け、スポーツ広場の増設や整備、遊水池上部利用整備など、スポーツ施設の拡

充を図ると共に、老朽化の進んだ建物については良好な状態を維持する計画的修

繕を行い、健康で豊かなスポーツライフの環境整備を推進してもらいたいと思い

ます。 

市村委員    市民の誰もが気軽にスポーツに親しめる環境を作るための施設整備として、葛

原スポーツ広場野球場２面化整備、天神スポーツ広場整備を進める当該事業は、

基本方針である「健康で豊かなスポーツライフの環境整備を行う」こと、施策の

柱である「スポーツ環境の充実」に沿った事業であると思います。限りある土地

を有効に活用する葛原スポーツ広場の２面化整備、新たなスポーツ施設の拡充に

あたる天神スポーツ広場の整備は市民にとって重要なものだと思います。課題と

している修繕についても、今後各施設の工事が計画されているということで、市

民が安心してスポーツを楽しめる環境が維持されると期待をしています。 

三浦委員    事業は適切に進められていると考えます。今後も利用者のニーズに沿った形で

進めていただけたらと期待します。 

新井委員長   事業内容、事業の成果効果、課題のとらえ方等を含めて事業が適切に進められ

ていると思います。スポーツ基本法の趣旨に則って、大人の施設不足の解消をし

ていただき、また、老朽化に伴う計画的修繕も進めていってほしいと思います。 

新井委員長   ありがとうございました。 

新井委員長   それでは、議題２「藤沢市教育振興基本計画の進行管理（平成２６年度実績）」

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    個別の事業に対して意見を述べさせていただきます。事業コード１－５－１につ

いては必要な事業に対して必要な予算が行き渡っていることがよく分かりました

ので、今後も現在の方向で推進していただきたいと思います。 

            事業コード２－２－６ついては私立保育園・幼稚園の参加が少ないことが今後の

課題とのことでしたので、今後とも働きかけをしていただいて、多くの保育園・幼

稚園の参加ができるように、取組をお願い致します。 

            事業コード６－２－４については統括障がい者スポーツ団体が未設置とのこと
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ですが、団体側が本当に統括団体を必要とする状況となってきた時に本格的に動く

という対応をしていただくと良いように思われますので、今後ともバックアップ等

よろしくお願いいたします。 

            事業コード７－２－４については利用者が減っている要因に震災の影響がある

とのことでしたが、それ以外にも原因があるのかも知れませんので、まずは原因の

分析に本腰をいれてしていただく必要があるように思います。 

    市村委員    事業コード１－１－２「国際教育推進事業」についてです。日本語支援が必要な

保護者・児童が身近にもおりまして、意思疎通の難しさを感じることがあります。

そういう中で、学校で配られるプリントが翻訳・通訳されて渡されるのであれば、

保護者も児童生徒も学校生活を安心して送れると感じました。対応できない言語が

今後も出てくる可能性があるので、外国語に関連する市民団体や大学等と連携が取

れたらよいと感じました。 

            事業コード１－５－１「特別支援教育推進事業」については支援が必要な児童生

徒が平成２２年度１８０人から平成２６年度は２７０人に増えているという事も

あり、今後も一人あたりの支援時間数は維持したまま、新たな児童生徒の支援もし

なければならず、介助員の人数や時間の確保が必要だと感じました。 

            事業コード２－１－３「放課後児童健全育成事業」については、平成２７年度か

ら施行の新制度をうけ、すでに１００名以上の待機児童がでているという事から、

待機児童の特に多い地域から施設を増やすなどの対応ができたら良いと感じまし

た。 

            事業コード３－１－２「新入生サポート事業」については、研修を上手く活用し

ている学校の情報を共有し、サポートにつく市費講師と担任の先生がより協力をし

て対応ができればと感じました。 

            事業コード３－３－１「学校防犯事業」については、「地震そのとき学校は」と

いう冊子を教職員全てに配付しているという事で、学校における防災時の動きなど

の情報を共有できているのではないかと感じました。それにプラスして各学校の立

地など、それぞれの状況を把握し、地震が起きた際には的確な対応をしていただき

たいと思います。 

            最後に全体についてですが全ての事業において、目標達成しているものが多いと

感じました。的確な努力をされているこその結果だと思います。達成しているとこ

ろは一歩前進した目標設定をして、さらなる展開を期待します。 

    栃本委員    事業コード３－３－１「学校防犯事業」について、子どもたちの安全・安心のた

めには、学校、保護者、地域の三者が連携して取り組まないと子どもたちの安全は

確保できないと感じています。そのような中、学校はなかなか情報を出さないと感

じています。地域の中で子どもたちを守るために情報共有含め連携の充実をお願い

したいと思います。 

            事業コード６－２－２「スポーツ環境整備事業」についてです。第１回、第２回

で質疑致しましたが、大清水スポーツ広場について、横浜湘南道路工事終了後に新

たに大清水スポーツ広場として再開の時は、地域の意見も十分取り入れながら、市

民が利用しやすい施設にしていただきたいと思います。今回の、横浜湘南道路工事

の為に地域からの（大清水スポーツ広場に関する提言書）の提出が見送られました。 

            事業コード２－２－６「幼稚園・保育所・小学校・中学校連携推進事業」につい
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てです。小学生と中学生との交流が進んでいないように感じました。地域のおやじ

たちが取り持つことをしている団体もあるので、子どもたちが直接交流できる機会

を作っていただきたい、周りを巻き込んでやっていくとよいと思いました。教育委

員会や学校から要望を出していただいて連携していけるとさらに良い事業になっ

ていくと思います。 

            全体については目標に向かって一生懸命していただいていると感じました。これ

からも目標達成に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

    新井委員長   事業コード１－４－２「児童生徒指導関係事業」について、福祉的支援を必要と

する児童生徒に対して家族の理解を得ることがなかなか難しいという指摘があり

ましたが、スクールソーシャルワーカーは、児童生徒と家族、学校、地域社会を繋

いで調整をする上で重要な役割を担っているので、引き続き充実した対応を図って

いただきたいと思いました。 

            事業コード２－１－３「放課後児童健全育成事業」については待機児童が１２０   

名発生しているということで、できるだけ速やかに整備し、解消していただきたい。 

        他の事項についてですが、いくつか廃止した事業がありましたが、廃止の理由が 

はっきり分からないものがいくつかありました。１－３－２「学校支援コーディネ

ーター制度事業」についてですが、昨年議論が行われたのを覚えていますが、学校・

保護者・地域のコミュニケーションをよくするといった理念は大切だと思いますの

で、何らかの形で検討していただけたらと期待いたします。 

三浦委員    全体についてですが、健全に運営していこうと意識を持って取り組んでいると感

じました。結果から逃げるといったことが感じられず、正面から受け止めて、健全

に進めていこうとしているので、その方向で継続していただきたいと思いました。 

新井委員長   ありがとうございました。 

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ます。 

     

市村委員    藤沢市で子どもを生み育て１３年、保護者の代表として行政や地域団体等の

様々な会議に出させていただくようになって４年になりますが、藤沢市、そして

藤沢市教育委員会がこれほど「教育」に力をいれているという事を知ったのは本

当に最近の事になります。成人したあとでも学ぶことは沢山ある、「生涯学習」の

重要性を知れば知るほど学ぶことが「楽しい」と感じておりますが、それを知る

前は楽しむどころか、意識をする事もなかったように思います。それは本当にわ

ずかなきっかけで、これ程までに人生を豊かに過ごすことが出来るようになった

事を大変うれしく思いますし、そういう機会を藤沢市の子どもたちや保護者にも

知ってもらいたいと日々活動しています。今回見させていただいた事業について、

参加者数や登録数などの実績を載せていただいていますが、この数字がどのよう

な人たちの参加を現しているかまでは見る事ができません。PTA や地域の活動等

に参加して感じている事ですが、共働きが増えていることもあり、仕事に子育て

に忙しいと日々を送っている保護者の方々、地域とのコミュニケーションが薄い

働き盛りの世代、そしてそんな時代を過ぎ退職した後にどう過ごしたら良いかわ

からないという高齢者の方々、そういった市民の方々にどのようにして目を向け

てもらい、様々な活動に参加してもらうかという事が課題ではないかと思います。
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その一方で、PTA 活動に前向きな方々、スポーツに携わる方々、地域の活動に携

わる方々、文化活動に携わる方々など、藤沢市の市民一人一人の力は非常に大き

なものだと感じています。教育委員会の方々には、市民全ての事を考えて実施さ

れている事業一つ一つの理解を深めてもらえるよう、そういった市民の力を借り

て、支援を必要としている子どもたち、さらには大人である様々な年代の方たち

にも「教育」が行き届くよう、橋渡しをしていただけたらと思います。今回参加

させていただいた事により、藤沢市で実施している事業の全てが必要であり、と

ても重要であると思いました。自分たちだけで生きているわけではなく、また、

子どもたちを市全体で育ててもらっているという事を再認識させていただきまし

た。知ることができた市民の一人として、今後もさらなる情報発信をしていきた

いと思います。このような機会をくださり、また、様々な質問にも真摯にお答え

いただき感謝しております。本当にありがとうございました。 

三浦委員    今年度は、点検評価に関わらせて頂いて三年目になります。初年度にいろいろ   

 なご意見を申し上げたことの一部が、今後の取組に反映されていた部分などがあ  

り、教育委員会の皆様には頭の下がる思いが致します。今回は申し上げたいこと 

が二点と雑感が一点あります。 

一点目としまして、二年前にこの席において、多くの文化的・歴史的資源を持

つ藤沢市が、博物館の類を持たないのは非常にもったいない話であると申し上げ

たことがありました。この度、浮世絵館・ふじさわ宿交流館が開設されるとのこ

と、大変大きな期待を寄せております。こういったものには、エンターテイメン

トの要素が必要で、人が来てくれて、郷土のものに触れていただけるということ

になると思います。頭を柔らかくして、うまく回していただいて、良い方向に向

かうように計画されることを要望いたします。 

二点目としまして、教育情報機器整備事業におきましては、パイロット校にお

いて授業での活用を開始しているとのことで、今後の発展を期待しております。

こと情報機器に関しましては、若い人たちの方が扱いに慣れていることもあり、

学校で教えていることは、彼らよりも若干遅れ気味の内容を教えるということに

なりがちですから、よくよくご注意いただく必要があろうかと思います。もっと

も、多少遅れ気味のことを教えていたとしても、それよりさらにリテラシーが遅

れている児童生徒さんも少なからずいるだろうと思いますので、それがまったく

無意味ということにはなりません。是非、自信をもって推進していただくことを

希望いたします。 

雑感一点です。今回非常に悩みましたのは、学校施設環境整備事業に関する問

題です。話を聞く限りでは、分譲の集合住宅や民間のビルなどにおいては一般的

ではない補修計画の立て方のように見受けられましたので、なかなか馴染めない

部分がありました。この問題は、法律で規制されているような性質のものではな

いと認識しておりまして、色々と申し上げましたが、各部署の方々が適切な判断、

最終的には良い判断をされていると思います。 

全体としましては、健全な方向で教育振興基本計画が運用されているのは確か

なようですので、今後とも藤沢市の発展のために、頑張っていただきたいと思い

ます。 

栃本委員    教育委員会へのアドバイスと言う事なのですが、教育委員会では多くの事業を
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していることを知り、大変勉強になりました。私がアドバイスなどを言わなくて

も、今回の点検・評価を行った事業で無駄な事業などはなく、それぞれの事業は

達成に向けて頑張っていると思いました。ただ、事業を実施するときに、まず施

設を使う側、サービスを受ける側から事業展開を考えていただきたいと思います。

一方通行でなく、市民の目線で行って欲しいと思います。これからも、子どもた

ちのため、子どもたちの笑顔のために、宜しくお願いしたいと思います。また、

子どもたちが将来大人になって、この藤沢で家族を持ち、子育てをしたいと思っ

てもらえる様な教育環境づくりに向かって行っていただければ良いと思います。

子どもたちの笑顔のために私も笑顔で頑張りたいと思います。最後に今回、教育

振興基本計画の点検・評価と言う大変貴重な場に参加をさせていただいた事にお

礼申し上げます。 

新井委員長    私は藤沢市教育委員会の点検・評価作業には２０１１年度に点検評価外部評価

委員として関わらせていただきました。また、２０１２年度から教育振興基本計

画評価委員の副委員長あるいは委員長として５年間関わらせていただきました。

机上の研究だけではなく、生の教育行政の実情を学ばせていただけたことに感謝

申し上げます。昨年度のアドバイスでは、「藤沢市の教育委員会は、教員や学校を

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

層支援していただきたい。１つは教員が児童生徒に向き合う時間を確保していく

こと、また教職員の多忙化の軽減、２つ目は、学校と保護者・地域、あるいは教

育委員会と学校、それぞれの双方向のコミュニケーションの重要性」と述べまし

た。今年の４月より地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正・施行され、

首長主催の総合教育会議の設置、首長による教育大綱の制定、それと教育長と教

育委員長を一本化した新教育長の設置という新しい法制度環境になりました。そ

の中で、教育委員会の権限を行使し、事業の実施を行っていかなくてはならなく

なっています。そういう環境の中で若干の課題を述べさせていただきたいと思い

ます。１つは、新しく設置された総合教育会議について、教育条件の整備のため

に予算を確保する必要性を首長にアピールする重要な機会だと位置づけをする必

要があると思います。財源がなければ事業を実施することができない、特に教育

施設に関してはそうなるかと思います。そのために教育大綱の制定は首長の役割

でありますので、教育大綱に明確な位置づけをしてもらえたらと期待します。も

う一つは、首長が教育への関わりを強くする中で、政治的中立性の確保、教育の

専門性を確保することの重要性が増していると思います。藤沢の教育委員会は教

員や学校をサポートする姿勢が明確だといいましたが、より一層教員や学校の専

門性というものを大事にして欲しいと思います。教育委員会はレイマンの構成で

すが、レイマンコントロールというのはプロフェッショナルリーダーシップと結

合するというのが戦後の改革の理念でした。教員の専門性を十分尊重した教育行

政の運営を進めていただきたいと思います。最後にこの点検・評価の仕方につい

てです。私は綾瀬市で第三者評価委員をしています。綾瀬市では教育委員と相互

に議論をしていく方法です。今日は教育委員の方々もご出席いただいているので、

教育委員の皆様と意見を交換する場面があったら良かったと思いました。今後の

点検評価のあり方として検討していただけたらと思います。 

新井委員長    これで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
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ていただきます。 

        委員の皆様、教育委員の皆様、及び事務局の皆様のご協力により、無事終える

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がありますか。 

 

繁里指導主事  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

２７年度（平成２６年度実績）「藤沢市教育委員会の点検・評価」および「藤沢市

教育振興基本計画の進行管理」に関する報告書として作成をいたします。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、ご協力をお願い致します。 

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。 

 

小林教育次長  委員の皆様には酷暑の折、また平日の大変お忙しい時間帯に、３回の会議に 

ご出席をいただき、それぞれのお立場から、本市の教育振興基本計画の進行管理お

よび教育委員会の点検・評価について、熱心にご質問、ご意見をいただき、ありが

とうございました。 

      平成２３年度から進めてまいりました藤沢市教育振興基本計画は、“未来を拓く

「学びの環」ふじさわ”を基本理念として掲げ、７つの基本方針のもと、９９の事

業を進めてまいりました。今回の点検評価をもって第１期計画を締めくくるわけで

すが、毎年、評価委員の皆様からのご意見を参考にしながら各事業を進めていくこ

とで、一歩また一歩と、藤沢らしい「学びの環」を作り上げてきたのではないかと

感じております。 

このたび委員の皆様からいただいた貴重なご意見は、今年度から始めております

第２期の基本計画の中で生かしていけるよう、私どもも日々努力をしてまいりたい

と思います。 

        また、委員の皆様には、今後も本市の教育行政を見守っていただき、いろいろな

場で、ご指導やアドバイスをいただきたいと思っております。 

        大変簡単ではありますが、御礼のあいさつと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。 

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。 

 

（午後５時終了） 

 

 


