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平成２６年度 第１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８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    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） 
           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） 
小木曽 貴洋 （教育指導課課長） 
中村 大   （学務保健課主幹） 
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） 
山口 秀俊  （学校施設課課長補佐） 
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      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） 
           中川 あをい （生涯学習総務課課長補佐） 
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吉田部長     皆様、こんにちは。私は教育部長の吉田と申します。本日は、藤沢市

教育振興基本計画評価委員会にご出席賜りまして、ありがとうございま

す。 
本会議では、藤沢市教育振興基本計画の進行管理を行うと同時に、教

育委員会の点検・評価も併せて行うことから、教育委員の方々も出席し

ておりますので、ここで、ご紹介をさせていただきます。井上公基委員

長、阪井祐基子委員、吉田早苗教育長です。 
         それでは、会議の開会に先立ちまして、委嘱状の交付を行います。た

だいまお座りいただいております順番でお席を回りますので、よろしく

お願い致します。 
（吉田教育長 委員の前に立ち、委嘱状を交付） 

吉田部長     吉田教育長からごあいさつ申し上げます。 
吉田教育長    皆様こんにちは。教育長の吉田早苗でございます。だいぶ皆様とも顔

なじみになりまして、本当に毎回ご協力をいただきましてありがとうご

ざいます。本日は本当にお忙しいなか、前半は振興基本計画の策定に関

わっていただき、今回は第１回の藤沢市教育振興基本計画の評価委員会

ということでご出席をいただいております。ありがとうございます。 
教育委員会が実施しております事務事業につきましては、平成１９年

度分から毎年、進捗状況の点検・評価を行うことになっております。藤

沢市では平成２４年に藤沢市教育振興基本計画の「未来を拓く学びの環

ふじさわ～学びを通して人と地域がつながる生涯学習社会、ふじさわを

目指す～」という基本理念に基づいて、それぞれの事業がどのように進

捗しているかということにつきまして点検・評価をお願いしているとこ

ろでございます。皆様には先ほど申し上げましたように、同時に新たな

藤沢市の教育振興基本計画の策定をお願いしてございますけれども、点

検・評価を行うなかで、現状の藤沢の教育振興基本計画の課題、それか

らご示唆等をいただけたら大変有り難いなと思います。そして皆様から

いただいたご意見、評価につきましては、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の点検・評価報告書としてとりまとめを

いたしまして、今後の本市の教育行政に役立てて参りたいと考えており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
吉田部長   それでは、本日お集まりの委員さんに、自己紹介をお願いしたいと思いま

す。自己紹介は、名簿の順に従いまして、恐れ入りますが 新井秀明委員

さんからお願い致します。 
        （各委員より自己紹介） 
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吉田部長    ありがとうございました。 
 なお、本日出席しております関係各課の職員、事務局につきましては、

座席表をお配りしておりますので、紹介は省略させていただきます。 
 次に、委員長の選出につきましてですが、要綱の規定により、委員の

互選となっておりますが、どなたかご推薦はございますでしょうか。 
 （「新井秀明委員を委員長に推薦します」との声） 

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

井秀明委員を選出することについて、委員の皆様、いかがでしょうか。 
 （「異議なし」の声） 

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

それでは、新井委員長には、前の席にお移りいただき、一言ごあいさつ

をいただきたいと存じます。 
ここからは、新井委員長に進行をお願いしたいと存じます。新井委員

長、よろしくお願い致します。 
 （新井秀明委員長、委員長席に移動し、あいさつ） 

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

員会 設置要綱 第３条第４項」により、副委員長は委員長が指名するこ

ととなっております。副委員長には、北橋節男委員を推薦したいと思い

ますが、いかがですか？ 
 （「異議なし」の声） 

新井委員長    ご異議がないようですので、副委員長は北橋節男委員にお願い致しま

す。 
         北橋副委員長には、前の席にお移りいただき、一言ごあいさつをいた

だきたいと思います。 
         （北橋節男副委員長、副委員長席に移動し、あいさつ） 
新井委員長    この評価委員会ですが、「藤沢市情報公開条例第２９条」の規定により、

審議会等は公開が原則となっております。したがいまして、この評価委

員会につきましては、原則として公開とします。ただし、会議を公開す

ることにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められ

る場合がありましたら、その都度、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
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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。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新井委員長    それでは、ただ今から、第１回藤沢市教育振興基本計画 評価委員会を

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

最初に事務局から資料の説明をお願いします。 
石井主幹     それでは資料の確認をお願い致します。次第に続きまして、 

資料１：藤沢市教育振興基本計画評価委員の名簿となっております。 
資料２：平成２６年度第１回藤沢市教育振興基本計画評価委員会座席表 
資料３：藤沢市教育振興基本計画評価委員会設置要綱 
資料４：藤沢市教育振興基本計画評価委員会傍聴規定 
資料５：藤沢市教育振興基本計画体系図 
資料６：藤沢市教育振興基本計画 評価集計表 
資料７：平成２６年度（平成２５年度実績）藤沢市教育振興基本計画 進

捗状況シート 
資料８：藤沢市教育振興基本計画概要版 
資料の方は以上となっております。過不足等ございましたら、お声掛

けいただければと思います。よろしくお願い致します。 
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。 
 次に、各事業の趣旨について、事務局に説明をお願いします。 

杉山参事     それでは、各事業についてご説明をいたします。お手元の青い２つ折

りになった「資料８」藤沢市教育振興基本計画概要版をご覧ください。 
藤沢市教育振興基本計画には、７つの基本方針があり、その方針の次
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に施策の柱、実施事業という順で体系づくりがされております。実施事

業が全部で９９事業ございますが、今回点検・評価をしていただきます

事業は、教育委員会の所管する事業となりますので、対象外の事業につ

きましては、説明を割愛させていただきます。 
基本方針① 共に学び、多くの人とかかわり合いながら自立する子ども

を育成します。 
施策の柱①確かな学力の向上。１ 教育課程推進事業は、地域性を生か

した特色ある教育課程編成のため各教科等における実践への支援を行う

もの、２ 国際教育推進事業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図るものでございます。 
施策の柱②熱意と指導力のある教員の育成。１ 各教科研究研修関係事

業は、各学校で行われる教育研究や、小中学校の教育研究会においての

研究、また新採用教員や年次経験者の研修会を開催するもの。２ 教育文

化センター研究研修事業は、教育関係職員に対して研修講座及び授業研

究セミナー等を企画・実施するもの。３ふじさわティーチャーズカレッ

ジ「学びあい」事業は、藤沢市の教員を目指す者に対し、教員に必要な

技能の習得を図る研修を年間２０回程度行い、今後の藤沢市の教育を担

う人材の育成を図るものでございます。 
施策の柱③開かれた学校づくりと信頼される学校経営の推進。１ 教育

指導活動事業は、学校教育の円滑な運営のため、指導主事による教育指

導と学校問題解決支援員による学校支援を行うもの。２ 学校支援コーデ

ィネーター制度事業は、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

図るものでございます。 
施策の柱④豊かな心と健康な身体を育む教育の推進。１ 人権・環境・

平和教育関係事業は、児童生徒及び教職員を対象にして、人権教育・環

境教育・平和教育の啓発と研修を行うもの。２ 児童生徒指導関係事業は、

各種関係団体と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もの、また、いじめ、不登校等の未然防止・

早期発見・早期指導のために研修等を通じ相談機能の充実を図るもの。

３ 八ヶ岳野外体験教室の充実事業は、八ヶ岳野外体験教室において、各

学校が行う自主的・創造的な教育活動を支援するもの。４ いじめ防止プ

ログラム推進事業は、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「いじめ

防止プログラム」を学校で実施、展開するもの。５ 学校給食をとおして
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の食育推進事業は、授業を通した食育により、児童に望ましい食習慣を

身につけさせる、また、食物アレルギーがある児童に対し、その対応を

行うもの。６ 課外活動関係事業は、教育活動の一環としての課外活動の

円滑な運営と充実を図るため、各中学校課外活動運営委員会に対し補助

金を交付するもの。８ 中学校給食実施研究事業は、中学校給食の先進市

における実施方法や費用対効果などの研究を進める中で、中学校給食の

あり方について検討するものでございます。 
施策の柱⑤一人ひとりのニーズに対する教育の推進。１ 特別支援教育

推進事業は、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の学習上または生

活上の困難を緩和・克服するための教育的支援を行うもの。２ 学校教育

相談センター事業は、児童生徒の学校生活への適応を図るため、各小中

学校へのスクールカウンセラーの派遣や、学校教育相談センターでの教

育相談・就学相談、及び相談支援教室における不登校児童生徒への相談

支援をおこなうもの。３ 不登校児童生徒対策事業は、不登校児童生徒及

びその保護者を対象に各種の取り組みを行うもの。４ 中学校学習支援事

業は、生徒の基礎的・基本的な学力の確実な定着を図るため、中学校に

おける補習授業の実施を支援するものでございます。 
基本方針② 家庭教育・幼児教育・地域教育力の支援、充実を図ります。 
施策の柱②幼児教育の推進。６ 幼稚園・保育所・小学校・中学校連携

推進事業は、幼児教育と小学校や小学校と中学校の教育の充実及び連携

の推進を図るため、協議・研修・交流を行い、小 1 プロブレムや中 1 ギ

ャップの解消を図ろうとするものでございます。 
施策の柱④教育機会の均等保障。１ 要保護準要保護児童・生徒援助事

業は、経済的理由により就学困難と認められる 児童生徒の保護者に対

し、学用品費等を援助するもの。３ 就学援助拡充事業は、就学援助の拡

充について検討をすすめるものでございます。 
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。１ 特別支援教育整備

事業は、本市の特別支援教育を推進するため、教育環境の整備を行うも

の。２ 新入生サポート事業は、市立小学校 1 年生を対象にして市費講師

を配置するもの。３ 教育情報機器整備事業は教育情報環境及び機器の整

備を図るとともに、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。４ 藤沢市教育史編さん事業は、本市の

現在及び将来の教育の指針を求めるため、貴重な資料の散逸を事前に防

ぎ、調査と収集及び整理、保存等を進めるもの。５ 学校図書館管理運営
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事業は、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ものでございます。 
施策の柱②将来にわたって学べる環境整備。１ 学校施設長寿命化事業

は、小・中・特別支援学校の長寿命化を図るため、各種改修整備工事を

実施するもの。２ 学校適正配置研究事業は、児童・生徒数の推移に応じ

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ございます。 
施策の柱③安全・安心で快適な学校施設の整備。１ 学校防犯事業は、

市立小・中・特別支援学校生徒の登下校時の安全確保、及び授業中の学

校内の安全確保と防犯を図るための事業を実施するもの。２ 学校施設環

境整備事業（トイレ改修整備）、３ 学校施設環境整備事業（空調設備整

備）、４ 学校施設環境整備事業（管理諸室等空調設備整備）、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）６ 学校施設環境整備

事業（グランド等整備）、７ 学校施設環境整備事業（壁面緑化整備）の

５事業については、省エネルギー化及び低炭素化に対応した学校施設を

目指し、小・中・特別支援学校において、各種改修工事を実施するもの。

８ 学校給食単独校化推進事業は、滝の沢小学校及び駒寄小学校の学校給

食調理場の単独校化を進めるもの。９ 学校給食食器改善事業は、施設の

構造上給食用ワゴンの使用ができない学校に対し、アルマイト食器に代

わる軽量の樹脂製食器へ更新するもの。１０ 校庭の芝生化推進事業は、

児童生徒の活動場所の安全と癒し空間の確保、また環境に考慮した学校

施設とするため、学校の校庭の一部や中庭の芝生化を進めるものでござ

います。 
なお、施策の柱②実施事業１学校施設長寿命化事業、施策の柱③実施

事業６学校施設環境整備事業（グランド等整備）については、Ｈ２４年

度は実施しておりません。 
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①

生涯学習の推進。１ 生涯学習推進事業は、生涯学習ネットワークの強化

や、生涯学習情報収集・発信の一元化と学習相談・情報提供の充実を図

るもの。２ 社会教育振興事業は、社会教育委員会議、社会教育関係職員

等研修会等を開催するものでございます。 
施策の柱②多様な学びを支援する図書館活動の推進。１ 総合市民図書

館運営管理事業は、市民の多様な学びを支援するために、４館・１１市

民図書室で資料・情報・施設を提供するもの。２ 総合市民図書館市民運

営事業は、平成２３年度から辻堂市民図書館の図書館サービス業務を、
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さらに平成２４年度には湘南大庭市民図書館の図書館運営業務を NPO
法人に業務委託し、サービスのさらなる拡充を目指すもの。３ 総合市民

図書館整備事業は、市民が安心して利用できる図書館施設を維持してい

くために、総合市民図書館の施設修繕と改修工事を行うものでございま

す。４ 南市民図書館整備事業は南市民図書館の建て替えについて検討す

る事業で、平成２４年度は具体的な検討は行っておりません。５ 図書館

情報ネットワーク事業は、図書館情報ネットワークシステムの維持管理

及び県内公立図書館・市内大学図書館との連携を推進するもの。６ 障が

い者・高齢者への宅配サービス事業は、図書館に来館することが困難な

障がい者や高齢者に対し、各家庭へボランティアにより図書館資料を宅

配するもの。７ 子ども読書活動推進事業は、「ふじさわ子ども読書プラ

ン 2015」に基づき、子どもの読書環境の整備と読書機会の拡充を更に図

るもの。８ 点字図書館事業は、視覚障がい者への点字・録音図書の製作・

貸し出しサービス、文化レクリエーション活動への支援、点字・カナタ

イプ指導及びボランティアの育成を行うもの。９ 次世代図書館構築事業

は、今までの図書館サービスの実績の上に、新しいニーズに対応した「次

世代図書館」を構築するものでございます。 
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。１ 社会教育

関係事業は、大学等高等教育機関や社会教育関係団体と連携して、成人

教育事業、女性教育関係事業、人権教育関係事業など各種事業を実施す

るもの。２ 公民館運営事業は、各公民館において、乳幼児家庭教育学級、

高齢者学級等の学級・各種講座、公民館まつり、地域の特性を生かした

事業等の実施を行うもの。３ 藤沢公民館改築事業、４ 村岡公民館改築

事業は、老朽化する二公民館の改築に向けて検討を行っていくものでご

ざいます。 
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。１ 市民ギャラリー事業は、市民の美術創作

活動の推進及び美術作品鑑賞のための主催・共催事業を行うもの。２ 芸
術文化振興事業は、ゆとりと潤いの実感できるこころ豊かな市民生活の

実現のため、芸術鑑賞事業や体験発表事業などを実施し、芸術文化の鑑

賞機会や活動の機会のさらなる充実を図るとともに、市民とのパートナ

ーシップによる芸術文化の振興や、魅力ある文化創造の発信に向けた総

合的な芸術文化事業の展開を図るもの。３ 市民文化創造事業は、「ここ

ろの劇場小学生招待事業」など、文化芸術団体を始め、市民、NPO、ボ

ランティアや企業などと行政が連携・協働して、芸術文化の人づくりや
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場づくりをすすめるもの。４ 文化活動支援事業は、市民の主体的な文化

活動を推進するため、団体助成制度の充実や、側面的支援として行政の

後援等の活用、活動場所の優先的な提供等、多彩な手法による支援を行

うもの。５ 芸術文化活動広域ネットワーク事業は、「藤沢・茅ヶ崎・寒

川による広域文化交流会」など、本市の優れた芸術文化の地域資源を再

確認・再発掘し、今後も一層広域・横断的なネットワークを創ろうとす

るものでございます。 
施策の柱②歴史の継承と文化の創造。１ 江の島歴史遺産保存整備活用

事業は、江ノ島島内に遺存するコッキング温室遺構などの歴史的資産を

適正に保存・活用することで、史跡としての江ノ島の文化財的価値の維

持・向上を図るとともに観光資源としても活用できるよう整備をするも

の。２ 市指定史跡耕余塾の跡整備事業は、吉田茂をはじめ、各界へ多く

の人材を輩出した明治地区にある市指定史跡「耕余塾の跡」を整備し、

適切に管理するもの。３ 文化財保護事業は、文化財保護の推進のために

文化財の調査・研究・保存・管理、普及・活用及び埋蔵文化財の調査等

を実施するもの。４ 広域連携展示事業は、茅ヶ崎市美術館を利用した共

同作業による展示会を、広域文化活動部会事業に位置づけ、市民団体等

との協力のもとに開催するもの。５ 保管施設整備事業は、生涯学習課博

物館準備担当所管収蔵施設を適正に管理し、博物館資料の保存環境を良

好な状態に保ち、展示公開などを通じて市民への還元を図るもの。６ 映
像資料整備公開事業は、現在保有する映像資料を劣化から守るため新た

なメディアに保存するなど整備を進め、将来の市民に映像資産を引き継

ぐもの。７ 保存民家復原公開事業は、博物館資料として保管している広

文堂店蔵、下土棚農家、江ノ島漁師の家、村岡の土蔵の４件の解体保存

建物の移築復原を順次実施し、公開活用を図るもの。８ 歴史・文化財資

料公開活用事業は、寄贈美術・工芸作品等の保管・公開、地域施設にお

ける展示事業実施、収蔵資料目録の整備・公開、展示会の成果を再活用

するための展示図録の作成、電子博物館の整備、学校等における博物館

講座の実施等、公開活用事業の充実を図るもの。９ 文化資料展示施設開

設事業は、博物館資料や地域に関連する総合的な文化資料を公開し、市

民が活用するための施設を整備するものでございます。 
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。１ 子どもの体力向上対策事業は、市

立小学校５年生と中学校２年生を対象とした「体力測定テスト」を実施

に際し測定員を派遣し、その結果を基に、子どもの体力を分析して、子
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どもの体力向上のための方策を検討するもの。２ スポーツ環境整備事業

は、市民の誰もが気軽にスポーツに親しめる環境を整備するため、スポ

ーツ施設の整備拡充を図るもの。３ スポーツバリアフリー事業は、市民

誰もが安心してスポーツ・レクリエーション活動に利用できるスポーツ

施設を適切に維持するため、バリアフリー化を計画的に行うもの。４ ス
ポーツノーマライゼーション事業は、スポーツノーマライゼーションを

推進するため、統括的な障がい者スポーツ団体を組織化し、より多くの

市民がスポーツに親しめる環境づくりに取り組むものでございます。 
施策の柱③生涯スポーツ活動の推進。１ 生涯スポーツ活動促進事業は、

スポーツ活動や健康づくりに関する情報を広く市民に提供し、スポーツ

や健康に関する意識の向上をはかるもの。２ 市民スポーツサポート事業

は、地域スポーツを支えるスポーツ推進委員の充実と地域指導者やボラ

ンティアの養成など、市民のスポーツ・レクリエーション活動の支えと

なる指導者を養成、活用し、活動が安全かつ効果的に促進されるように

努めるもの。３ 競技力向上事業は、競技力の向上を目指し、市内競技選

手の支援を行うもの。また、スポーツ振興基金を活用し、競技会等に出

場する団体または出場者に対して賞賜金を交付しスポーツの推進を図る

もの。４ ビーチバレー大会開催事業は、ビーチバレー発祥の地というブ

ランドを生かし「観るスポーツ」として、市民に観戦機会を提供するこ

とを目的として、各種ビーチバレー大会を開催するもの。５ 市民マラソ

ン開催事業は、湘南の地域特性を生かしたスポーツ活動を推進するため、

江の島を主会場として海岸線をコースとする、市民マラソン大会を開催

するものでございます。 
基本方針⑦ 多文化・多世代の交流の推進。施策の柱②学校・家庭・地

域等の連携、協働の推進。１ 地産地消の充実事業は、学校給食に安全・

安心な地元野菜・水産物などの給食食材の使用推進を図り、地産地消を

充実させるもの。３ 学校教育施設の有効活用推進事業は、地域に開かれ

た学校づくりのため学校教育施設の有効活用について検討を行うもの。

５ 学校・家庭・地域連携推進事業は、PTA 育成事業、学校・家庭・地域

連携推進事業等を相互に関連づけながら地域の教育力向上を目指し、次

世代の地域社会の担い手を育成することで学校支援につなげるものでご

ざいます。 
新井委員長    説明が終わりました。これより対象事業の抽出を行いたいと思います。

抽出方法につきましては、事務局から説明がありましたが、学校教育分 

野と社会教育分野からそれぞれ、施策の柱を選び、対象となる事業を決
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定していきたいと思います。 
         それでは、どなたかご意見、ご質問はございませんか。 
北橋副委員長   資料５を見ているのですが、網掛けのところで濃い網掛けは平成２４

年度、薄い網掛けが平成２５年度に抽出した部分となっています。それ

と違うものを選んだ方がよろしいのでしょうか。同じものでもよろしい

のでしょうか。 
石井主幹     抽出する事業に関しましては、資料ということで過去の抽出事業に網

掛けをして示しておりますが、今回の点検評価の考え方ですとか、テー

マによっては、今まで選ばれたものでもまた選ばれて評価されるという

ことは、ありえると考えております。 
新井委員長    それでは、抽出作業に進みたいと思います。具体的にこういう分野、

こういう柱を選んではどうかというご意見がありましたらお願い致しま 

す。 
策定委員会では結構、防災の問題をしっかりと検討していかなければ

いけないということがあったかと思いますが、そういう観点から例えば

防災教育というところを考えてみると、「確かな学力の向上」などをもう

一度見直してみる必要があるのではと思います。或いは防災の組織とい

うことを考えると、「開かれた学校作りと信頼される学校経営の推進」で

すね。また、キャリア教育の話もありましたけど、これも「確かな学力

の向上」のところに入るのかなと思います。もちろん、防災という点で

いいますと、７つの基本方針の１と共に３のところで、施設設備はどう

なのか、というところも大事ではありますので、こちらもありうると思

います。「安全・安心で快適な学校施設の整備」は財政の問題が絡んでき

ますので、評価という点では、Ｃが多い分野なので、十分な議論ができ

るかわかりませんが、学校教育分野では、防災やキャリア教育について、

検討してはどうかと思いました。 
もう一つ社会教育分野では、「多様な学びのできる生涯学習社会を目指

します」の部分で、以前は図書館に焦点を当てましたが、それ以外の柱

である１「生涯学習の推進」、３「多様な文化をつなげる学習機会づくり

の推進」とい部分はどうかと思います。以前、横浜国大で社会指導主事

講習を担当したことがありまして、その時に藤沢の公民館を見学させて

いただいたこともあるのですが、非常に活発に活動されているところを

拝見したこともありましたので、その後はどうなっているのかというこ

とを確かめてみたいという気持ちもあります。 
皆さん方ご意見自由にいかがでしょうか。 
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三浦委員     話が整理しにくくなるかもしれませんが、柱という単位をもう少し細

かく見て、実施事業のお話をさせていただいて構いませんか。分かりに

くくなってしまうかもしれませんが、先ほど新井委員長がおっしゃいま

したように、第２期の策定が動き始めているということで、これから点

検・評価の対象としていく柱として、防災やキャリア教育について考え

ていくかもしれないということで、これに関係しそうな事業を一旦抽出

して、将来の発展を考えて、それらの事業をどう発展させていくと、第

２期と矛盾なく繋がっていくという方向で考えていけばいいのかなと感

じています。そういった場合にどういう事業が抽出できるかということ

で、実施事業の単位で、いくつか考えられるものを挙げていきます。 
１－１「確かな学力の向上」のうち、１「教育課程推進事業」になる

のでしょうか。そのあたりが１つ考えられます。あとはキャリア教育の

推進ですが、色々な意見がありまして、ちょっと考えてみました。１つ

には、このキャリア教育を施策の柱にするという考え方もあるのだろう

と思います。或いは既存の柱の中の一部と位置付けて、進めていくとい

う考え方もあるのでしょうか。そういった場合に一番関係ありそうなの

は、基本方針１－４「豊かな心と健康な身体を育む教育の推進」だと思

います。健康な身体を育む、これはどういうことかと申しますと、結局

キャリア教育とは、単に職業教育ということではなくて、人が社会の一

員とか、地域の一員としてやっていくことができるように育てていく教

育であると考えた場合、一番近いのは１－４であり、その中でも関係が

ありそうなのが、１－４－６「課外活動推進事業」や１－４－７「環境

教育推進事業」辺りかと思います。あとは先ほどの策定委員会の中で少

し話題になった１－２－１「各教科研究研修関係事業」や１－２－２「教

育文化センター研究研修事業」ですね。その他には３－２－１「学校施

設長寿命化事業」。それと社会教育分野になりますが、７－２－３「学校

教育施設の有効活用推進事業」、７－２－５「学校・家庭・地域連携推進

事業」でしょうか。 
新井委員長    ありがとうございます。確認させていただきます。今取り上げられま

したのは、１－１－１、１－４－２、１－４－６、１－４－７、１－２

－１、１－２－２、３－２－１、７－２－３、７－２－５ということで、

よろしいでしょうか。 
一通り皆さんのご意見を伺えたらと思うのですが。 

北橋副委員長   今のご意見ごもっともだと思います。先ほどのキャリア教育と防災の

面は、策定委員会で話が出ておりましたので、繋がればいいなと思って
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います。キャリア教育については、いろいろな項目がりますが、コミュ

ニケーション力をつけてもらいたいということをとても気にしています

ので、それに当たる項目であればどちらでもと思っています。コミュニ

ティー作りでは、私たちが所属している学校・家庭・地域の項目は、と

ても細かく分かれているので抽出できると思います。とにかく今まで触

れていなかったところをやりたいという気持ちがあります。コミュニケ

ーション力に繋がるものと、子どもの安心・安全に繋がるものを抽出し

てほしいなと思っています。絞りきれませんが、整理していただければ

良いなと思います。 
新井委員長    ありがとうございます。柱とか事業に関わったところで、この辺りと

いうところはございますか。 
北橋副委員長   今の１－４でしょうか。安全・安心でいうと３－２、３－３。最後に

学校・家庭・地域の７－２は対象にしてほしいなと思いますけど、皆さ

んのご意見参考になればと思います。 
新井委員長    １－４、３－２と３－３ですかね。それから７－２ですね。ありがと

うございます。いかがでしょうか。 
中林委員     私もどの柱でという話は難しいと思いながら考えております。先ほど、

話の中で出ていた防災とか、キャリア教育については、子どもたちの教

育だけでなく、先生方、大人、私たち保護者を含めた教育という点で何

か柱が見つかればいいなと思っています。社会の中でのコミュニケーシ

ョンの取り方、自分の子どもも含めてうまくいっていないところもあり、

またＰＴＡ活動をしている中では、自分勝手な保護者が増えてきている

ように思ってしまうところもあります。ＰＴＡの方の活動からすれば、

その辺のところが、どこか出てきてもいいのかなと思ったりしています。

具体的には見つけられないので、皆さんで検討していただければと思い

ます。 
先生の方の多忙化という話も出ましたが、その辺も本当に、フォロー

していただきたいと思います。先ほど会議で校長先生の話は身につまさ

れる思いで聞いていましたので、評価をする中で洗い出しをして新たな

観点が見つかればいいなと思いました。 
新井委員長    はい。ありがとうございます。教師の多忙化という点で言いますと、

人的条件整備というような教員の数を増やすかどうかということ、或い

は学校支援コーディネーターのような１－３－２ですとか、３－１にな

るのでしょうか。その中の事業として、教育史はあまり関係ないかもし

れません。新入生サポート事業といったところでしょうか。方針で選ぶ
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か、三浦委員が言われたように、事業ごとに選んでいくのか。 
今取り上げられた事業をもう一度今確認したいと思います。１－１－

１、１－２－１、１－２－２、１－３－２、１－４－１・２・６・７、

３－１－２、３－２－１、３－３は柱としては良さそうですが、事業と

しては対象にならなそうですね。給食や芝生化など特に実施事業では３

－３はあまり関係なさそうです。それから４－１の事業でいうと「生涯

学習推進事業」や「社会教育振興事業」あたりでしょうか。「地球温暖化

対策普及啓発事業」は少しちがいますね。或いは４－３の学習機会作り

でもやはり１と２「社会教育関係事業」や「公民館運営事業」あたりで

しょうか。それで取り上げられたのは７－２－３「学校教育施設の有効

活用推進事業」と７－２－５「学校・家庭・地域連携推進事業」ですね。

実施事業でいうと１６事業が挙がっていますけど、もう少し減らして１

０事業位までで抑えた方がいいのではないかという気もします。 
抽出方法について事務局に確認したいのですが、学校教育分野及び社

会教育分野から施策の柱を選んで対象となる事業を決定していくという

ことですが、まず柱を選ばないといけないのでしょうか？今のところ関

心のある事業がバラバラになっているのですが。 
石井主幹     今回の委員の方々のお話うかがっていますと、第２期教育振興基本計

画の策定とのリンクということで、防災やキャリア教育、教員の多忙化

といったところをテーマとして掲げてくださっているように感じました。

そうしますと、例えば施策の柱として基本方針の１の１「確かな学力の

向上」を選んでいただき、その柱にぶら下がっている事業に話がいくと

いうことになります。そして、いくつかの事業の中から防災やキャリア

教育などのテーマと照らし合わせることで、事業を絞り込んでいただけ

ればいいのかなと思います。柱の数としては多くなりますが、テーマを

もって多くの柱に注目してくださっているところがありがたいなと感じ

ております。 
新井委員長    ありがとうございます。実施事業のレベルで今１６位挙がっています

けれども、それを少し削っていただいてということでいかがでしょうか。 
石井主幹     先程選んでいただきました基本方針１の４の７「環境教育推進事業」

でございますが、こちらは環境事業センターが担当しておりまして、今

回の点検評価の対象とはなりませんのでよろしくお願いします。 
新井委員長    わかりました。一度上から見ていって、残すべきかどうかご意見をい

ただければと思います。１－１－１「教育課程推進事業」につきまして、

これは残す方向でよろしいでしょうか。それから、１－２－１・２とい
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う事業がありますが、「各教科研究研修関係事業」や、「教育文化センタ

ー研究研修事業」について事務局から何か示唆のようなことはあります

か。以前、点検・評価の対象になっていますが。 
石井主幹     今ご指摘がありました１－２－２「教育文化センター研究研修事業」

ですと過去にも点検評価をしていただいてはおりますが、震災を受け教

育研究研修の内容がかなり変わってきております。防災教育を意識した

研修等も増えておりますので、こちらの方も対象にしていただくのも非

常に良いかなと思います。 
新井委員長    それでは、１－２－２「教育文化センター研究研修事業」を対象にし

たいと思います。それから１－３－１と２という事業がありますが、先

ほどの教員の多忙化のような話ですと、「学校支援コーディネーター制度

事業」については検討したいと思いますがいかがでしょう。それから１

－４の１・２・６あたりですが、進捗状況シートでもう一度少しみてみ

ますと、多忙化では中学校の部活問題というのは大きな問題ですので、

１－４－６「課外活動関係事業」を入れていただきたいですね。続いて、

３－１－２「新入生サポート事業」は評価としてはＡがついていますね。

とりあえず保留にして、次をみてみますと、３－２－１「学校施設長寿

命化事業」は防災関係でしょうか。それから４－１は、生涯学習、社会

教育ということで、防災という話ではないのですが、大人の教育につい

ても必要だというご意見がありましたけど、４－１－２は社会教育関係

会議、４－１－２は人材バンクということで少し違いますね。それでは

とりあえず保留にします。 
石塚課長補佐   今選択をしていただいている途中ですけど、色々お話が出ている中で、

４－１についてお話が出てきたと思いますが、４－１－１「生涯学習の

推進事業」に関しては、実は藤沢市で組織改正があった関係で、生涯学

習部が以前は教育委員会の中にあったのですが、現在市長部局に移って、

この生涯学習と言った場合に、現在教育委員会の権限に属さない事務に

なるだろうとみております。そういう意味では４－１でいうと、２の社

会教育振興事業については、教育委員会の方に整理できると思いますが、

４－１－１については、教育委員会の権限からずれている状況と認識し

ております。 
新井委員長    生涯教育というよりも明確に社会教育ということですね。分かりまし

た。では４－１－１は外すということで、４－１－２「社会教育振興事

業」につきましては、社会教育委員会議をもう少し活発化させようをい

うことが中心ですね。少し保留にして、４－３－１を見ますと、大学市
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民講座ですが以前策定委員会の中で市民講座が話題にのぼりました。私

の関心からいくと４－３－２「公民館運営事業」、それから７－２－３「学

校教育施設の有効活用推進事業」ですが、この事業は防災面のことにつ

いては、なにか関連ありますでしょうか。 
石井主幹     「学校教育施設有効活用推進事業」につきましては、９６ページをみ

ていただきますと、平成２５年度の進捗状況の欄に５つの部会について

記載しています。学校施設公的活動部会、特別教室の市民利用検討部会、

学校体育施設の市民利用部会、収入確保検討部会、最後に開かれた学校

作り検討部会ということですが、そのうちの４つの部会が休止中という

ことで、実際に課題が持ち上がったときに部会を立ち上げて活動を始め

るというしくみでございます。防災等の関わりという点では学校という

のは、地域コミュニティーの中心となる施設でもございますので、その

施設をどのように開いていくのかという観点では、今後防災とは関わっ

ていくと思います。昨年度の活動を評価していただくという点では、３

番目にある学校体育施設の市民利用部会にて、体育施設の有料化につい

て検討しましたので、この点については報告をさせていただくことは可

能です。 
新井委員長    ありがとうございます。それではとりあえず保留にしましょう。それ

から、７－２－５「学校・家庭・地域連携推進事業」ですが、こちらは

是非入れていただきたいと思います。そうしますと、１－１－１、１－

２－２、１－３－２、１－４－６，３－２－１、４－３－１、４－３－

２、７－２－５。これで８事業と少なめですが、これくらいでも大丈夫

でしょうか。もう少し増やした方がいいですか。 
石井主幹     今年度は策定委員会と同時進行ということで、時間が限られている中

で、テーマを絞っていただいておりますので、事務局としては十分かと

思います。 
新井委員長    それでは、よろしいでしょうか。他にご意見なにかございますか。 

特にございませんようでしたら、今年度、点検・評価の対象事業とい

たしまして、学校教育分野からは、基本方針の１、施策の柱の１の実施

事業の１、それから、同じく学校教育分野の１－２－２、１－３－２、

１－４－６、３－２－１。また社会教育分野では、４－３－１、４－３

－２，７－２－５を点検・評価の対象として決定したいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 
（「異議なし」の声） 

新井委員長    ご異議がございませんので、そのように決定させていただきます。 
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 それでは、次回の会議は、 
７月２２日 火曜日 午前１０時３０分から 

         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。 


