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記

午後３時 00 分 開会
鈴木委員長

ただいまから、藤沢市教育委員会 12 月定例会を開会いたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

鈴木委員長

それでは、日程に移ります。
本日の会議録に署名する委員は、１番・小野委員、３番・澁谷委員にお願
いしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)

鈴木委員長

それでは、本日の会議録に署名する委員は、１番・小野委員、３番・澁谷
委員にお願いいたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

鈴木委員長

次に、前回の会議録の確認をいたします。何かありますか。
特にありませんので、このとおり了承することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)

鈴木委員長

それでは、このとおり了承することに決定いたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

鈴木委員長

続きまして、教育長報告を行います。

小野委員

それでは、平成 20 年 12 月藤沢市議会定例会の開催結果について、ご報告
申し上げます。12 月定例会の会期は、12 月１日から 17 日までの 17 日間で
開催されました。
まず、教育委員会に関連する議案でございますが、第一中学校改築工事の
工事請負契約の変更契約の締結につきましては、本会議において可決されま
した。また、前回の教育委員会定例会でご審議いただきました藤沢市公民館
条例の一部改正についての議案につきましては、文教常任委員会に付託され
ましたので、後ほどご報告させていただきます。同じく、前回の定例会で
ご審議をいただきました、本町小学校改築工事に伴う設計委託のための本町
小学校改築事業費、地球温暖化対策として、また環境教育の一環として小・
中それぞれ５校ずつに壁面緑化を実施するための整備工事費、埋蔵文化財の
確認調査に伴う委託のための文化財保護費など、６事業に係る補正予算に
つきましては、総務常任委員会に付託され、審議の後、本会議において可決
されました。
次に、文教常任委員会についてご報告いたします。先ほど、お話いたしま
したが、文教常任委員会に付託されました「藤沢市公民館条例の一部改正に
ついて」の議案につきましては、討論、採決の結果、賛成多数で可決すべき
ものとされ、その後、本会議において可決されました。また、陳情が１件
ございましたので、その取り扱いをご報告いたします。
陳情２０第２７号「給食費値上げの再考を求める陳情」の趣旨は、食材費
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の高騰等により、来年度から給食費が値上げされる予定と聞いているが、
暮らしの厳しさが増す中、給食費の値上がりは保護者にとって、さらなる
痛手となるため、給食費値上げの再考を求めるものです。本陳情につきまし
ては、学校給食の経費の負担については、学校給食法第６条で、施設及び
整備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費は設置者の負担とし、
食材費については保護者の負担と謳われていること、また、平成 10 年に
改定して以来 11 年間改定を行っておらず、本市の豊かで質の高い給食を
維持し、食育を推進する立場から、平成 21 年度からの改定に向け検討せざ
るを得ない状況になっておりますことなどをご説明いたしました。その後、
質疑、討論、採択の結果、本陳情につきましては、「食材費の価格上昇と
いう現状ではやむを得ない」
、
「学校給食法にもあるように、食材は保護者が
負担するべき」などの意見により、趣旨不了承となりました。
次に、報告案件でございますが、平成 19 年６月の「地方教育行政の組織
及び運営に関する法律」の改正により、各教育委員会では教育行政事務の
管理執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会
へ提出するとともに、公開することとされたため、今回、平成 19 年度事業
を対象にした「平成 20 年度教育委員会の点検・評価」について、報告いた
しました。委員の方からは「今後、策定される教育振興基本計画の策定スケ
ジュール」や「外部学識者の選考方法」、「課題、問題点の今後の施策への
反映方法」などのご質問をいただきました。また、ご意見といたしまして、
「教育振興基本計画には財源の裏づけが必要ではないか」、「外部学識者の
意見だけでなく、学校現場の意見、要望を取り上げていくことが必要では
ないか」などのご意見がございました。
続きまして、一般質問につきましてご報告いたします。藤沢市議会 12 月
定例会では、全体で 19 人の市議会議員から一般質問がございましたが、
教育委員会に対しましては４人の議員から４件、５つの要旨にわたり 14 項
目のご質問をいただきましたので、主な内容をご報告させていただきます。
はじめに、日本共産党藤沢市議会議員団の加藤なを子議員でございますが､
「教育行政について」の件名で、
「六会小学校に関する諸課題について」の
要旨の中で、
「六会小学校の児童数は、平成 23 年度をピークに以降は減少
すると予想されているが、その根拠を伺いたい」とのご質問には、児童生徒
数の推計につきましては、住民基本台帳をもとに各学区の０歳児から５歳児
の人数、それぞれの学区における私立学校への就学状況、さらに共同住宅な
どの開発計画の申請状況などを加味し、５月１日現在の時点で実施しており、
六会小学校の見込みとしては、平成 23 年度の 1,338 人をピークに減少に
推移する見込であることなどを答弁いたしました。
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次に、藤沢市公明党の塚本昌紀議員でございますが、
「防犯まちづくりに
ついて」の件名で、
「地域安全マップづくりの推進について」の要旨の中で、
「学校における地域安全マップづくりの作成状況について」とのご質問には、
学校ごとの地域安全マップの作成状況は、毎年、通学路の安全確保の調査で
把握しており、現在小学校 14 校、中学校５校で作成し、校内に掲示して
周知していることなどを答弁いたしました。
次に、かわせみ会の竹村雅夫議員でございますが、
「教育政策の決定過程
について」の件名で、
「有効性を持つ教育政策の決定過程について」の要旨
の中で、「本市の子どもたちの学びの状況に関する本質的な研究への取り
組みについて」とのご質問には、今後策定される教育振興基本計画や新しい
学習指導要領を踏まえ、
「学校教育ふじさわビジョン」の見直しを行う予定
であり、そうした際に、全国学力・学習状況調査の結果や教育文化センター
で 40 年間実施してまいりました学習意識調査のデータ等を活用し、取り組
むべき課題などを焦点化し、教育施策等へ反映させてまいりたいことなどを
答弁いたしました。
最後に、同じくかわせみ会の植木裕子議員でございますが、
「食の安全に
ついて」の件名で、
「給食について」の要旨の中で、
「事故米の学校給食への
影響について」とのご質問には、藤沢市の学校給食は「安全・安心でおいし
い手づくりの給食」を第一目標にしており、今回､事故米の流通で混入が
明らかになりました料理酒、赤飯は原産地が明らかな玄米を自家精米してい
ること、さらに冷凍厚焼き卵は使用していないなどの理由により、いずれも
問題がなかったことなどを答弁いたしました。
以上で、平成 20 年 12 月藤沢市議会定例会の開催結果についての報告を
終わりとさせていただきます。
鈴木委員長

ただいまの教育長報告につきまして、ご意見・ご質問がありましたらお願
いいたします。

澁谷委員

六会小学校のピーク時 1,338 名というのは、今よりさらに何名増えること
になるのですか。あるいは、現在は何名いるのですか。

吉田学務課長

現在、1,256 名です。

澁谷委員

100 名増というのは、現在の六会小学校で対応できますか。

酒井教育総務部参事

現在あります特別教室を転用していく考えでありまして、それで足り

ると予測しております。
澁谷委員

何かを建てるということでなく、現在ある特別教室を普通教室に転用して
対応するということでよろしいのでしょうか。

酒井教育総務部参事

六会小学校に隣接して子供の家という砦があるのですが、その上の

部分にある三角用地にプレハブを建設する予定で対応を考えております。

4

澁谷委員

それは学校敷地外ですか。

酒井教育総務部参事
鈴木委員長

学校敷地内で、２階建ての４教室を考えております。

ほかにありませんか。
ないようですので、報告どおり了承することといたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

鈴木委員長

これより議事に入ります。
議案第 25 号藤沢市公民館条例施行規則の一部改正について、を上程いた
します。事務局の説明を求めます。

川竹生涯学習部参事

議案第 25 号藤沢市公民館条例施行規則の一部改正について、ご説明

いたします。
（議案書参照）本案は公民館使用の取りやめ届出につきまして、
期日及び方法を変更し、届出の利便性の向上を図るため、施行規則の一部
改正をお願いするものです。
改正の内容ですが、施行規則第９条第１項中、取りやめ届出の期日を土、
日、祝日、年末年始を除いた使用日の前日までと規定しております。これを
年末年始の休館日を除いた使用日の前日までと改定を行い、土、日、祝日に
つきましても届出を可能にするというものです。また、同条第２項中、取り
やめ届出の方法につきましては、インターネットで申請した予約のみインタ
ーネットでの取消しが可能となっているものを、登録団体であれば受付窓口
またはインターネットで申請した予約をどちらの場合であっても、インター
ネットで取消しが可能となるよう改定を行うものです。
なお、使用料の減免決定を受けたものにつきましては、受付窓口での取り
やめ届出ということで、これは従来どおりとなります。
附則ですが、改正内容を反映した公民館施設申請管理システムの稼動予定
日でございます平成 21 年１月 26 日を施行規則改正の施行期日と定めたもの
です。以上です。
鈴木委員長

事務局の説明が終わりました。議案第 25 号につきまして、ご意見・ご質
問がありましたらお願いいたします。

澁谷委員

インターネットでの申込み受付と窓口での受け付け割合はどのくらいで
すか。

川竹生涯学習部参事

利用申請は全体で 10 万 6,000 件ですが、インターネットでの申請は

そのうちの 26％、窓口の申請が 71％、それ以外に街頭に置いてあります
タッチパネルでの申請が３％弱です。
澁谷委員

インターネットでの受付が始まってから何年か経つと思うのですが、なか
なかインターネット申請が普及しないように思われます。いかがでしょうか。

川竹生涯学習部参事

インターネット申請もこれから少しずつ増えていくものと考えており

ますが、今回の改正時期にシステム自体がちょうど更新の時期になっており、
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携帯電話からも申請ができるように機能を追加する予定です。
澁谷委員

年齢の高い利用者が多いということもあると思うのですが、いまひとつ
ネットで申請するということの周知に力を入れていただきたいと思います。

鈴木委員長

ほかにありませんか。
ないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
それでは、
議案第 25 号藤沢市公民館条例施行規則の一部改正については、

鈴木委員長

原案どおり決定いたします。
××××××××××××××××××××××××××××××
次に、議案第 26 号藤沢市図書館に関する規則の一部改正について、を

鈴木委員長

上程いたします。事務局の説明を求めます。
関水総合市民図書館長

議案第 26 号藤沢市図書館に関する規則の一部改正について、ご説

明いたします。
（議案書参照）この議案につきましては、御所見市民センタ
ー・公民館の老朽化による移転改築に伴い、御所見市民図書室が現在の藤沢
市打戻 1926 番地から同 1760 番地の１に移転改築されることから、同図書室
の位置を定める必要により別紙のとおり提案するものです。なお、この改正
の施行期日は、供用が開始される平成 21 年３月 23 日とするものです。この
改築により同図書室の面積は、現在の 81 ㎡から 102 ㎡となります。
事務局の説明が終わりました。議案第 26 号につきまして、ご意見・ご質

鈴木委員長

問がありましたらお願いいたします。
図書室が広がると蔵書数も増えるのですか。
関水総合市民図書館長

現在 11 市民図書室の蔵書数は約 20 万冊で、御所見は１万 6,000 冊

ですが、移転に当たっては１万 6,000 冊をそのまま持ってきます。それから
毎年、市民図書室で新規購入の予算を持っていますので、その予算で多少
増冊される予定はありますが、基本的には現状の蔵書数をそのまま配架いた
します。
平岡委員

新規購入のための予算はどのくらいですか。

関水総合市民図書館長

今年度予算は、図書館全体で 6,600 万円の資料購入費があります。

そのうち 11 図書室には約 1,000 万円の配分があります。御所見については
100 万円程度の予算規模となっています。
澁谷委員

新しい施設ということで、レイアウト等何か工夫されているのでしょうか。

関水総合図書館長

先般、現場を確認し、今の状況から 20 ㎡大きくなるものですから、

広くなったという印象を持ちました。市民図書室の場合は、お子さんと主婦
層の利用が多いものですから、新たに子どものためのコーナーをつくって、
そこにジュータンを敷くなどの配慮も設計の中で位置づけております。
鈴木委員長

ほかにありませんか。
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ないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
鈴木委員長

それでは、
議案第 26 号藤沢市図書館に関する規則の一部改正については、
原案どおり決定いたします。
××××××××××××××××××××××××××××××

鈴木委員長

次に、議案第 27 号及び議案第 28 号教育財産の取得の申し出について、を
一括して上程いたします。事務局の説明を求めます。

酒井教育総務部参事

議案第 27 号教育財産の取得の申し出について、
（議案書参照）これは

石川小学校校舎等を財団法人藤沢市開発経営公社の立替施行によりまして、
建設されたものを取得するものです。この表は平成 12 年度から平成 21 年度
の 10 年間にわたる年度別購入額を示したものです。今回は、９回目にあた
り、消費税込みの取得価格は 6,750 万 300 円でございます。
それでは、議案を読み上げさせていただきます。
「議案第 27 号教育財産の
取得について、次のとおり市長に申出をする。2008 年（平成 20 年）12 月
19 日提出

藤沢市教育委員会教育長 小野晴弘

１ 申出をする財産 名称は石川小学校校舎及びグランド外構、所在地並び
に構造、面積は記載のとおりです。２ 所有者 藤沢市朝日町１番地の１
財団法人藤沢市開発経営公社 理事長 石渡朝司 ３ 取得価格 6,750 万
300 円 ４ 取得時期 2009 年（平成 21 年）３月 31 日
提案理由 この議案を提出したのは、学校施設の整備を図るため、地方
教育行政の組織及び運営に関する法律第 28 条第２項に規定する申出をする
必要による。
」
×××××××××××××××××××××××××××××
続きまして、議案第 28 号教育財産の取得の申し出について、
（議案書参照）
これは白浜養護学校体育倉庫等を、財団法人藤沢市開発経営公社の立替施
行により建設されたものを取得するものです。この表は、平成 11 年度から
平成 20 年度の 10 年間にわたる年度別購入額を示したものです。今回は 10
回目の最後にあたり消費税込みの取得価格は 4,875 万 9,375 円です。
「議案第 28 号教育財産の取得について、次のとおり市長に申出をする。
2008 年（平成 20 年）12 月 19 日提出 藤沢市教育委員会教育長 小野晴弘
１ 申出をする財産 名称は白浜養護学校体育倉庫等附属建物及びグラン
ド外構 所在地並びに構造、面積は記載のとおりです。２ 所有者 藤沢市
朝日町１番地の１ 財団法人藤沢市開発経営公社 理事長 石渡朝司 ３
取得価格 4,870 万 9,375 円 ４ 取得時期 2009 年（平成 21 年）３月 31
日
提案理由 この議案を提出したのは、学校施設の整備を図るため、地方
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教育行政の組織及び運営に関する法律第 28 条第２項に規定する申出をする
必要による」ものであります。以上です。
鈴木委員長

事務局の説明が終わりました。
議案第 27 号及び議案第 28 号につきまして、
ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。

澁谷委員

借地に建っている学校が何校かあると思います。今後、借地部分を買い取
るという計画はありますか。

酒井教育総務部参事

借地につきましては、現在、明治小学校、片瀬小学校、御所見小学校、

第一中学校がありますが、買取りを予定しているところは、今現在はありま
せん。ただ、明治小学校については、一部地主さんからどこかいい土地は
ないかという代替の要望がありまして、土地開発公社、管財課が持っている
土地を当たっているのですが、なかなかご本人が満足いくようなものとうま
く合わないという状況が続いているところはあります。
澁谷委員

土地を持っている方には、なかなか買い取りに応じていただけないと思い
ますが、例えば代替わりになって、相続というときに買い取ることは可能で
あるかもしれないと考えていいのでしょうか。

酒井教育総務部参事

そういう事態のときは、そのような対応をさせていただきたいと思っ

ております。
平岡委員

校舎で残っているのは石川小学校の来年度分が最後ですか。

酒井教育総務部参事
鈴木委員長

そういうことです。

先ほどのお答えは、借地から買取りを目指すということでいいのですか。

酒井教育総務部参事

方針としては、市に余裕があれば買い取っていきたい訳ですが、状況

が年度、年度にあり、できれば借地の状況で行くというのが現状ではないかと
思っております。
買取りとなりますと相当の金額が出ますので、
ご参考までに、
例えば片瀬小学校ですと、約 9,000 ㎡とかなりの土地を借りておりまして、
年間の借地料だけでも数千万という感じでございます。どのような算定かと
いいますと、基本的には固定資産税の約３倍を上限として対応しております。
澁谷委員

借地の場合、ある日突然とは言わないまでも、ある期限までしか貸すことが
できないという申し出があることは起こり得る話なのでしょうか。

酒井教育総務部参事

今まではそういうことはありません。よほど何か事情があれば、ある

程度の対応は考えなければいけないと思いますが、
いきなり言われても予算の
対応もございますので、できるだけ相手方の事情を聞きながら、現状の維持と
いうことで温和に対応させていただきたいと思っております。
澁谷委員

どうしても持ち主の意向に沿った借地料ということになってしまいそう
ですので、市の予算は限られてはいますが、買取りの方向で進めていただきた
いと思います。

酒井教育総務部参事

財政状況を見ながら、基本的には買取りの方向でいきたいと考えて
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おります。
鈴木委員長

ほかにありませんか。
ないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)

鈴木委員長

それでは、議案第 27 号石川小学校校舎及びグランド外構に関する教育財産
の取得の申出について、及び議案第 28 号白浜養護学校体育倉庫等附属建物及
びグランド外構に関する教育財産の取得の申出については、
原案のとおり決定
いたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

鈴木委員長

以上で、
本日予定しておりました公開により審議する案件はすべて終了いた
しました。
次回の定例会の期日を決めたいと思います。１月 16 日（金）午後４時から、
場所は東館２階教育委員会会議室において開催ということでいかがでしょう
か。
(「異議なし」の声あり)

鈴木委員長

それでは、次回定例会は１月 16 日（金）午後４時から、場所は東館２階
教育委員会会議室において開催いたします。
以上で、本日の審議の日程はすべて終了いたしました。
午後３時 35 分 閉会
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この会議の経過を記載し、相違ないことを確認する。

藤沢市教育委員会委員長

藤沢市教育委員会委員

藤沢市教育委員会委員
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