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令和２年度教育委員会の点検・評価に対する知見（案） 

 

令和元年度末（令和２年１月 16 日）に県内で国内初となる新型コロナウイルス感染者が確認さ

れて以降、社会全体が長期にわたり新型コロナウイルスとともに生きていかなければならないと

いう認識の下で、各自治体の教育委員会では、次世代を担う子どもたちの安全・安心の確保と学

びの保障を両立させることを、さらには社会教育施設については、利用者の安全・安心を確保す

るために万全な感染防止対策を講じて運営していくこと等を、教育行政に課せられた責務として

取り組みを進めてきている状況にあります。 

そうした中、令和２年度茅ヶ崎市教育委員会の点検・評価を行うにあたり、例年どおりの茅ヶ

崎市教育基本計画審議会の実施が困難であるとの判断から、茅ヶ崎市教育基本計画審議会規則第

８条の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策のための茅ヶ崎市教育基本計画審議会運営

要綱（以下、運営要綱）」を定め、第２条 書面会議「やむを得ない理由により茅ヶ崎市教育基本

計画審議会規則第２条に規定する会議の開催ができず、教育基本計画審議会の運営に支障をきた

すと会長が認めたときは、書面会議の実施をもって会議の開催に代えることができる」を根拠と

し、第１回審議会については運営要綱第２条２項に示された必要な資料を令和２年９月４日に審

議会委員に送付し、令和２年９月 23 日に書面会議を実施しました。 

書面会議実施後、各委員から出された意見を事務局が集約・整理・修正を行い、その結果につ

いて各委員が確認したものを「令和２年度教育委員会の点検・評価」とし、それを基に、令和２

年度の教育委員会の点検・評価にかかる知見を作成しています。 

知見作成にあたっては、各委員が、諮問を基に、目標・目的、内容、活動指標等が適切に設定

され執行されているかといった観点から意見を述べているものとの認識に立ち記載しています。   

併せて、令和元年の事務事業実施に関して、年度末の一定期間、新型コロナウイルス感染症対

策のため、事業の実施の中止・縮小等による影響を少なからず受けていると推察されることか

ら、知見として入れておくこととし、併せて、今後に向け、「新しい生活様式、「withコロナ」等

と言われるように、あらゆる事業や施設活動において、日頃からの不断の安全対策が必要である

こと等、施策ごとにねらいに応じて記載しています。 
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政策１ 豊かな人間性と自律性をはぐくむ学校教育の充実 

 

 まず、政策１「豊かな人間性と自律性をはぐくむ学校教育の充実」についてです。 

 政策１の評価対象事業は 22事業で、所属における自己評価は、活動指標の目標値と実績値を比

較して行われておりＳ評価が 18 事業、Ａ評価が４事業という結果となっています。 

政策１の目標は、児童・生徒が意欲にあふれ、主体的に学ぶ授業づくりをさらに進めること、 

「学びの質」を高め、より実感（対象との内面的対話）を伴う学びを創り出し、生きる力をはぐ

くんでいくとしています。 

この目標実現のために４つの施策が位置づけられています。  

 

施策１：学び続ける意欲と確かな学力を育てる学校教育の推進 

施策１の目標は、主体的に学べる授業づくりを軸に、児童・生徒の学びの意欲を高めること、 

児童・生徒が学び続け、学び合うことによって身につく確かな学力と健やかな心身をはぐくむこ

とを掲げ、各事業の展開が図られています。施策１の評価対象事業は６事業で、５事業がＳ評価

で１事業がＡ評価という結果となっています。 

  主要な事業として取り上げられている３事業について順次、知見を述べていきます。 

まず、「特色ある教育課程の創造推進事業」では、特色ある学校づくりに向けて、毎年、小学

校６校、中学校３校を推進研究校に指定して、継続的な取り組みとして施策１の柱の事業となっ

ています。指導主事による定期的な学校訪問による適切な指導・助言、研究校での成果を共有す

る場としての研究発表会の開催等が着実に積み重ねられており、茅ヶ崎市の全小・中学校が学校

全体で研究に取り組む基盤が整ってきているものと評価できます。  

２点目は、児童・生徒指導推進事業についてです。 

施策の方向性に示されているように、健やかな心身の育成は確かな学力の育成とともに、学校 

教育の重要な柱の一つであり、その推進を担う担当教員の役割は重要であると言えます。多様

化・複雑化している児童・生徒の問題や取り巻く環境等への適切な対応のためには、担当する教

職員の資質の向上と「チーム学校」として専門的な知識や技術を有した方との連携・協力が不可
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欠です。事業実績には、専門家との連携を深めることで担当教員の資質向上が図られていること

から児童・生徒指導担当教員研究会を４回から３回の開催としたとあります。こうした資質・向

上が図られた結果として、多様化・複雑化する問題行動等への未然防止・早期発見・早期対応に

向けたネットワークが日常的に機能し、問題の解決につながることが何より重要であると考えま

す。 

併せて、子どもや保護者にとってのセーフティ－ネットは、一つでも多く、選択肢が多様であ

ることが重要です。必要な情報が確実に家庭に届き、具体的な対応へつながることが未然防止・

早期発見・早期対応につながります。是非とも、不登校児童・生徒の支援の在り方やいじめ問題

への組織的対応について検討する中で、具体的な支援策を示していただくことを望みます。 

３点目は、学校支援・地域連携事業についてです。 

本事業は、学校にとっても地域住民にとっても相互にメリットがある関係で進めていくため

に、調整役である「コーディネーター」の果たす役割が重要であり、実践校での成果と課題をし

っかりと整理し、先行的に取り組んでいる他地域の好事例等を参考にして取り組むことが重要で

あることは継続して指摘をしてきました。そうした中、実践推進校での取り組みを共有する機会

の確保や情報共有については着実に進められており評価できます。今後は、令和３年度の実践推

進校での本格導入に向け着実に取り組みを進めるとともに、全校へのコミュニティ・スクール導

入の計画についても検討を進めていただくことを望みます。 

 

施策２：心がふれあい安心して学べる学校教育の推進 

施策２の目標は、「自らを律しつつ、他者と協調し、人を思いやる心や感動する心などを持った 

豊かな人間性をはぐくむ、いじめ・不登校などを早期に発見し対応できる体制を整え、教育相談

機能の充実を図ります」とし、各事業の展開が図られています。施策２の評価対象事業は９事業

で、８事業がＳ評価、１事業がＡ評価という結果となっています。 

主な事業として取り上げられている５事業について順次、知見を述べていきます。 

まず、「特別支援教育巡回相談事業」についてです。 
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「特別支援教育巡回相談事業」では、支援を必要とする児童・生徒に対し適切な指導を行うた

め、専門性のある臨床心理士と指導主事がチームを組み、要請に応じて学校を訪問し相談や助言

を行っています。令和元年度の要請訪問相談件数は 672件延べ 834人となっています。目標値で

ある 450件を上回り、平成 30年度の 651件をも上回っており、児童・生徒一人ひとりの教育的ニ

ーズに応じたきめ細かな対応の必要性がますます高まっていることが伺えます。個別のニーズに

対応するには専門性のある相談員の確保が不可欠であることから、引き続き人材の確保に努めて

いただくことが事業の充実につながるものと考えます。一方で、教員が児童・生徒一人ひとりの

ニーズに応じた指導のノウハウを知ることや、保護者や支援者が障がいに対する理解を深める研

修等を実施することは、結果として児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指

導の充実につながるものと考えます。  

２点目は、「ふれあい補助員派遣事業」です。ふれあい補助員は、教員の補助的役割として、通 

常級担当、特別支援学級担当、個別支援担当と担当する児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズが

異なり、一人ひとりのニーズを適切に捉え、きめ細かい支援に当たることが求められます。補助

員の方々が適切な支援を行うためには、事業担当課として補助員の方々の業務における課題を適

切に把握し、資質向上のための研修等の実施は有効な取り組みと言えます。こうした不断の見直

しが、結果として児童・生徒に対する指導の充実につながるものと考えます。 

３点目は、「心の教育相談事業」です。保護者でも教員でもない、第三者的な立場にいる心の教 

育相談員の活動により、児童・生徒の悩み相談・話し相手として、年間 160日配置するというも

のです。毎年指摘をしていることですが、この事業の最も重要な点は、保護者でもない教員でも

ない大人がそばにいること、大人の責任において児童・生徒が安心できる環境を作り続け、維持

していることにあります。相談の多様化・複雑化に対応し、適切に相談業務に当たれるよう相談

員の専門性を高める研修の充実に引き続き努めていただくことを望みます。 

４点目は、「青少年教育相談事業」です。本事業は、青少年の健全な育成、非行防止及び自立 

を目指し、青少年相談員・一般相談員による電話相談、心理相談員による面接（来所）相談や

小・中学校の児童・生徒の保護者の要請により心理相談員が学校を訪問する「小・中学校要請教

育相談」等を実施しています。令和元年度の神奈川県児童・生徒の問題行動・不登校等調査によ
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ると、長期欠席者数（年間 30日以上）の増加及びその中の不登校の児童・生徒数が増加している

という結果となっており、多様な学びの場における支援の必要性と「チーム支援」の重要性等が

指摘されています。茅ヶ崎市においても令和元年度の「あすなろ教室（適応指導教室）」へ本通

室・仮通室をあわせて 23名が通室しています。不登校児童・生徒にとって「あすなろ教室」やフ

リースクール等、学校以外の多様な学びの機会を得ることは、将来の社会的自立に向けての重要

な支援となります。「取り組みの成果」に記載があるように、「あすなろ教室」への通室に至るま

でには、訪問相談員の相談活動が重要な役割を果たしています。こうした学校と教育センター、

訪問相談員等の専門家との「チーム支援」により、一人でも多くの児童・生徒が専門的な支援を

受けることで、社会的自立に向けての一歩が踏み出せるよう、取り組みを一層進めていただくこ

とを望みます。 

最後５点目は、「いじめ防止対策推進事業」についてです。 

「『茅ヶ崎市いじめ防止基本方針』に掲げる基本理念のもと、市全体でいじめ防止に取り組み、 

いじめのない社会の実現を目指す」と目標・目的にあります。この目標・目的を、児童・生徒に

関わる全ての大人たちで共有することが求められています。学校、家庭、地域、関係機関・団

体、さらには市全体として、答申の内容及び答申を受けての具体的な対応方針のもと、いじめの

未然防止・早期発見・早期対応に努めていただき、子どもの二つの命－「こころの命」と「から

だの命」－を守っていただくことを、引き続き強く望みます。 

「茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会」から、「いじめに関する適時適切な記録方法」に課題がある 

との指摘を受け、学校におけるいじめの記録の取り方に係る調査の実施や、「茅ヶ崎市いじめ防止

サミット」を開催し、学校におけるいじめ防止等に係る児童・生徒の主体的取り組み事例の共有

化を図る等、具体的な対応がなされたことは大変意義あることと言えます。 

今後とも、学校、家庭、地域、行政が一体となって、いじめ問題について考える場を持つこと 

等を通していじめの起こりにくい環境づくりを進め、茅ヶ崎市が目指す「いじめのない社会」の

実現に引き続き取り組んでいただきたいと考えます。 
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施策３：質の高い学びを実現する学校づくりの推進 

社会環境の急速な変化、大量退職・大量採用等といった学校を取り巻く環境の変化の中で、こ 

れからの学校教育を担う教員の資質・能力の向上は、いずれの教育委員会においても重要な課題

です。評価対象事業は１事業で、Ｓ評価という結果となっています。主な事業として取り上げら

れている１事業について、知見を述べていきます。 

「市費教員任用事業」は、学校のさまざまな課題に臨機応変に対応し、教育活動の充実、学校 

教育の質の向上につなげるために市費による教員の任用を行うという事業です。令和元年度は年

度途中からの任用も含め、小学校 17 人、中学校７人の採用となっています。こうした市費による

任用・配置は重要な施策の一つであり、委員から、事業の必要性と効果・成果が大きいことから

事業の拡大と柔軟な運用について意見が出されました。人材の確保の難しさは、人数を確保する

だけでなく、事業の目的に応じた資質・能力を有する人を確保するという難しさもあります。今

後の取り組みに記載がある改善への方策を具体的に一つひとつ進めていただき、事業の確実な推

進により学校教育の充実につなげていただくことをお願いします。 

 

施策４：安全・安心で健やかに生活できる教育環境の整備 

施策４では、安心で安全な教育環境整備と題し、施設改修・建設、規模の適正化、就学支援、 

安全・防災といった多岐にわたる内容を含んでいます。昨年度も指摘したように、子どもたちの

安全・安心を守るためには教育委員会全体で、あるいは市長部局と協力・連携して取り組むこと

が求められています。令和元年度の評価対象事業は６事業で、うちＳ評価が５事業でＡ評価が１

事業という結果となっています。 

主な事業として取り上げられている２事業について、知見を述べていきます。 

まず、「施設整備事業（小・中学校）」についてです。 

「施設整備事業（小・中学校）」として、老朽化に伴う校舎等の修繕工事と学校環境衛生規準に 

基づく学習環境整備のための空調設備の整備を小学校全 19校、中学校全 13校に実施するという

ものです。小学校全校の普通教室に空調設備が設置されることにより、夏季（を挟む前後）の期

間の学習環境の改善が図られ快適な教育環境が整えられました。また、防犯カメラを設置するこ
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とで、安全な教育環境が整備されるなど、児童・生徒はもとより保護者・市民にとっても学校が

社会に開かれた施設として一層の活用につながるものと言えます。今後は、施設の老朽化への対

応、さらには全教室への空調設備の導入等も検討いただき、計画的な実施が図られることを望み

ます。 

２点目は、「要保護及び準要保護児童（生徒）就学援助（小・中学校）」です。経済的理由によ 

り、就学困難と認められる児童・生徒の保護者等への学用品費などの必要な経費を補助する事業

です。平成 30年度に引き続き、新中学 1年生の新入学学用品費の支給月を１月とし、さらに新

小学校１年生に関しても前倒し支給を３月に行っています。国の調査によると（令和元年度就学

援助実施状況調査 令和元年７月時点）、こうした新入学児童生徒学用品等の入学前支給の実施

状況は全国的にも小学校で 73.7%、中学校で 78.9%の市町村で実施されており、そのための周知

の方法についても茅ヶ崎市が行っている広報紙やホームページへの掲載といった方法が中心とな

っています。より確実に情報が届くことが経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者等

にとっては重要ですので、今後も工夫・改善を行いながら着実な支援の充実を望みます。 

 

最後に、政策１に関する総括です。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，令和２年２月 28日の文部事務次官通知を 

受け、全国的に学校の臨時休業措置が取られ、茅ヶ崎市においても約 3か月もの長期にわたって

子どもたちが学校に通えない状況が生じました。この前例のない状況に対し、これまで学校や教

育委員会等は文部科学省等からの通知等を参考にしながら、子どもたちの安全・安心の確保と学

びの保障の両立、さらには心のケアなどに力を尽くしていただいています。一方、長期にわたり

学校に通えない状況が続いた中で、子どもたちからの「勉強が遅れることが不安」「部活をやりた

い」「友達に会いたい」といった声で、改めて、学校の役割や存在を再確認する機会ともなりまし

た。さらに、長期間、家庭内に留まっていることで親も子もストレスを抱え、児童虐待の増加に

関する懸念や学校再開後の登校に不安を抱く子どもや家庭があるなど、学校や教育委員会等が継

続的に対応を迫られる課題は山積しています。 
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こうした状況から、改めて、学校が、学習機会と学力を保障するという役割のみならず、子ど

もたちの「こころの命」と「からだの命」を守る場所としての役割を担っていることが再認識さ

れたと受け止めています。 

今後、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を整理し、こうした学校の果たす役割を

しっかりと踏まえ、さらには感染症対策の観点から、施策の目的や実施方法を見直し、改善を図

りながら取り組む必要があると考えます。 
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政策２ 学びあい響きあう社会教育の充実 

 

 政策２「学びあい響きあう社会教育の充実」は、次世代の育成を道標とした市民性を高める社

会教育の展開により、学校と家庭、地域、また教育関係機関、教育関係者等を結ぶ役割を担い、

社会教育と学校教育との連携・協力を進め、家庭教育と幼児期の教育への支援を行うことを目標

としています。この政策は、大人と子どもの社会教育と社会教育施設の充実に関する施策５「大

人と子どもが共に育ち合う社会教育の推進」と、特に青少年教育に関わる施策６「自立への意欲

と夢を育む青少年の育成」、また郷土の文化財や史跡等の調査保存と教育的活用を図る施策７

「郷土に学び未来を拓く学習環境の整備」で構成されます。これらの施策の方向のもとで実施さ

れる事業は、いずれも社会教育の振興を図り、地域の学習環境を豊かにするための確実な運営と

ともに、時代や地域の実情に合わせた柔軟性と発展性が求められます。 

 令和元年度の評価対象は32事業ですが、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設等の休館

を含め、多くの事業が休止・規模縮小を余儀なくされました。市民の学習機会を保障するため、

社会教育の充実・推進に向けた不断かつ発展的な取り組みが必要とされます。 

 

施策５：大人と子どもが共に育ち合う社会教育の推進 

 あらゆる市民の学習活動を促す社会教育の推進のため、社会教育施設を核とした地域の実情と

現代的課題を踏まえた学習機会の提供と、学習活動への支援が求められます。社会教育の特性か

ら、学習者が学びあうとともに、学習の成果を事業において生かすという観点も重要です。 

 施策の方向①「大人と子どもの多様な学習機会の提供」において、地域課題や社会的要請課題

をふまえて市民に学習機会を提供する「社会教育講座」は、２講座が実施されました。「編み物

初心者教室」は駅近くの商業施設を会場に９回開かれ、多くの市民の参加を促し、地域住民が講

師となることで学習成果の活用も図られたことが評価されます。「英語でおもてなし」講座は、

「グローバル化」を課題として新規に企画・実施されました。また、公民館の「社会的要請課題

をテーマとした事業」は、５館で75事業が実施されました。一部の事業が新型コロナウイルス感

染症の影響で中止となったのは残念ですが、厳しい状況の今こそ、地域課題及び社会的要請課題
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のいっそうの掘りおこしと、対象となる市民が参加しやすい事業の企画・運営が求められます。 

 同様に、学習機会の提供が目指される公民館の「子ども事業」は、５館で62事業が実施され、

平成30年度を大きく上回る延べ 6,050人の参加がありました。公民館が行う子ども事業は全国で

も先導的な取り組みであり、公民館利用サークルの協力によりサークル活動体験事業や料理教室

等が実施され、各館の特色を生かして、地域住民とともに事業を運営し、多世代で交流する視点

が大切にされていることが評価されます。公民館利用者や子ども、また学校関係者等の意見を生

かし、子どもにとって魅力的な居場所となるよう、事業内容のいっそうの充実を期待します。 

 施策の方向②「家庭教育・幼児期の教育の支援」において、公民館が行う「家庭教育支援関連

事業」は、５館で目標値を上回る43事業が実施され、延べ 3,755人が参加しました。幼い子ども

と保護者が気軽に参加でき、家庭教育・保育の理解を深め、保護者間の交流･仲間づくりを促す場

を作ることは、子育て世帯が孤立しがちな現代社会では不可欠です。社会教育の観点での家庭教

育支援として、保護者や支援者への学習機会の提供と共に学ぶ環境づくり、また、青少年育成推

進協議会、小・中学校のＰＴＡ等との連携は、ぜひ進めていただきたいです。 

 「ＰＴＡ研修会の開催」は、施策の方向③「社会教育関係団体･学習グループの育成･支援」に

位置づき、ＰＴＡ役員の研修の機会となっています。広報担当委員や、ＰＴＡ連絡協議会役員を

対象とした、交流を深めることも目的とした研修会が開催され、新型コロナウイルス感染症対策

のため中止となりましたが、新旧役員対象の本部役員研修が企画されました。ＰＴＡ活動が保護

者や教員の負担とならないよう、ＰＴＡ役員及び会員の意見集約とＰＴＡ活動そのものの検証を

ふまえ、意義ある研修のあり方を引き続き検討していただきたいです。 

 同様に、施策の方向③にあたる「公民館利用者活動支援事業」は、社会教育に関わる専門職員

の資質向上が目指されています。新型コロナウイルス感染症の影響による１ヶ月の休館と一部事

業が中止されたことから、令和元年度の利用件数は １万4,561件に減りました。新型コロナウイ

ルス感染症がもたらしたライフスタイル等の変化を捉えた事業を実施するため、社会教育嘱託員

を含め、公民館運営を担う職員の一層の専門性の発揮に期待したいです。 

 この他、２つの社会教育関係団体への支援として、組織活動への指導助言と補助金交付が着実

に行われました。両団体とも活動の担い手の減少等の課題があるとのことで、市民が活動内容を
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理解し、関わりやすくなるよう、積極的な情報開示も行っていただきたいです。 

 施策の方向⑧「市民が読書に親しめる環境づくり」にあたる「図書館利用及び貸出事業」は、

本館、分館での資料貸出点数が目標値を下回る 60万4,922点ですが、公民館に併設された図書室

等での貸出数を含めると 96万5,410点に上ります。図書館ネットワークや民間事業者と連携した

家庭配本サービス等が効果的に活用されています。「郷土資料デジタルライブラリー」は、ＮＰ

Ｏ団体と連携した行政提案型協働推進事業として平成30年度から運営され、資料を活用した講座

も実施されました。事業自体は令和元年度末で終了するとのことですが、郷土資料のデジタル化

は業務の一環としてぜひ継続していただきたいです。コロナ禍の今、市民が自宅や図書館以外の

施設等で資料や情報を利用できるよう、資料のデジタル化や新たなコンテンツの構築は、充実が

いそがれます。読書環境の基盤となる施策の方向⑨「情報拠点としての図書館の充実」にあたる

「図書館資料収集事業」の充実も必要です。 

 「図書館自主事業」は、本館で37 事業、分館で４事業が実施されました。市内の書店やＮＰＯ

団体の協力を得た「本がだいすきプロジェクト」は継続され、「この、一冊」コンクールは、多

くの応募者を集め、製本講座等の魅力的な関連講座が行われました。この他、体験学習センター

うみかぜテラスや男女共同参画課との連携事業や、本館、分館でのジャズ講座とライブ演奏、ブ

ックリサイクル等の、読書活動のきっかけづくりの工夫も評価されます。 

 同様に施策の方向⑧にあたる「子ども読書活動推進事業」では、ブックスタート事業が実施さ

れました。配布率は 64.23%で目標値に届きませんが、本館と分館で 1,149パックが配布され、定

例のおはなし会や映画会などの事業も実施されました。ブックスタートボランティアは新規の登

録もあり、育成と活動は順調と見受けられます。中学生対象のブックトーク講師派遣事業や職場

体験の受け入れ、小・中学校の特別支援学級対象の図書館見学会、学校教職員研修の受け入れ等

の学校と連携した事業は、今後も継続していただきたいです。  
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施策６：自立への意欲と夢をはぐくむ青少年の育成 

 青少年の社会性を育み、自立を促すための環境づくりは、活動拠点となる施設と、子ども会や

地域団体等の継続的な活動に支えられます。施策の方向①「地域ぐるみの環境づくり」にあたる

「子どもの安全を守る都市の推進」は、青少年育成推進協議会等の団体・関係者の協力を得て、

令和元年度も全小学校区で実施されました。全国で子どもの安全が脅かされる事件が続く今日、

全市での継続的な取り組みが必要とされます。 

 同様に、施策の方向①に位置付けられる「インターネット有害情報監視事業」は、 非常勤嘱託

職員１名が、学校や児童生徒、教員に関する情報の検索と、緊急を要する場合は学校教育指導課

への報告を担当しています。監視が困難であるＳＮＳが普及した現状を踏まえ、学校や関係機関

との連携とともに監視体制の強化が、いっそう必要と考えます。一方で、学校教育や社会生活の

オンライン化が進んだ今日、青少年が今日的なメディアリテラシーとスキルを学び、インターネ

ットやＩＣＴを有効に活用する事業の充実も待たれます。 

 施策の方向②「青少年の居場所づくり」に位置付けられる「小学校ふれあいプラザ事業」は、

令和元年度も18校で実施され、参加児童は合計で３万 2,186人に上ります。児童クラブとの連携

や、パートナー（安全管理員）の研修も行われています。パートナーの募集・養成は全国的に課

題とされますが、「生涯現役応援窓口」と連携し、地域の高齢の方々が活動に参加する契機にな

っています。全校でのプラザ事業の実施、また学習支援教室の充実とともに、多世代交流やプラ

ザ運営協議会を核とした地域住民の参画がいっそう期待されます。 

 施策の方向④「青少年サポート体制の確立」にあたる「子ども会育成事業」は、茅ヶ崎市子ど

も会連絡協議会に加入する単位子ども会対象の「子ども会交流会」が行われています。令和元年

度は日程調整が難しく、参加子ども会数及び児童数は目標値に達せずＣ評価となりましたが、他

学区の子どもとの交流を図る事業は継続していただきたいです。 

 同様に、施策の方向④となる「ジュニアリーダー養成講座の開催」は、目標値を上回る５回の

講座が実施され、参加者が増えています。開催時期や講座内容を工夫されたことが評価されま

す。子ども会の加入者減少は全国的な課題となる中で、中高生が主体的・創造的に野外活動や体

験活動に取り組むジュニアリーダー事業の充実は、学校外の教育の場としても大いに期待されま
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す。 

 「子ども大会」 は、令和元年度も全19小学校区の青少年育成推進協議会が企画・運営を行い、

実施されました。地域の方々の協力を得てさまざまな遊びや体験が行われていること、また学区

によっては中学生が協力していることも注目されます。  

 施策の方向⑤「青少年の活動拠点としての施設整備」にあたる「(仮称)茅ヶ崎公園体験学習施

設整備事業」は、開館して間もない令和元年度に44事業が実施され、青少年や高齢者、障害者な

どの ８万5,000人もの利用がありました。うみかぜテラスとして注目される新施設であり、幅広

い世代が利用し、多世代の交流ができる事業の企画・運営が期待されます。 

 

施策７：郷土に学び未来を拓く学習環境の整備 

 教育委員会がまさに「50年に一度の大事業」として取り組んでいる２つの事業、すなわち「下寺

尾遺跡群（七堂伽藍跡・高座郡衙）保存整備事業」と「（仮称）歴史文化交流館整備事業」が、令和

元年度もほぼ順調に進められたことは、点検・評価報告から窺われるところです。しかしながら、

過去の「知見」でも指摘したとおり、このことが市民の皆様の目にはどのように映っているのかが

気掛かりです。 

 先ず前者ですが、言うまでもなく単年度で完結する事業ではありませんが、現在、事業がどの程

度達成されているのか、換言するならば、あと何年すれば事業が完成するのかを、常に市民の皆様

に提示しながら、それぞれの年度の事業の位置付けを明白にして推進させることが教育委員会には

必要です。報告では、「様々な個人団体が下寺尾遺跡群の保存活用に関心を抱き、活動を行うよう

になりました。」とありますが、実は「保存活用に関心を抱き、活動を行う」市民の皆様こそ、口に

出しては仰らないものの、誰よりも事業の完成を夢見ておられることと思います。学校教育・社会

教育の別を問わず、粛々と日々の業務や年度の事業を実施していくことは、教育委員会にとって何

よりも大切なことです。しかしながら、この「下寺尾遺跡群（七堂伽藍跡・高座郡衙）保存整備事

業」のように長期に及ぶ事業の場合には、２、３年に一度のインターバルで大きな事業を意図的に

企画・実施し、事業の完成まで市民の皆様の関心が途切れないように努力することも必要ではない

でしょうか。事業が完成するまでの長期的視野に立った、教育委員会の長期事業計画の再検討・立
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案を期待します。 

  次の「（仮称）歴史文化交流館整備事業」ですが、こちらは、いよいよ令和２年度から、建築工事

が始まります。こちらに関しても、「新博物館」のオープンまで市民の皆様を、文字通り「蚊帳の

外」に置いてしまうのではなく、要所要所で現地見学会・説明会等を開催するなど、様々な関連事

業を企画・実施していくことが重要です。 

 出来上がったものを行政が市民に付与するのではなく、教育委員会と市民とが一体となって下寺

尾遺跡群（七堂伽藍跡・高座郡衙）の保存整備を推進し、（仮称）歴史文化交流館を造り上げていく

という「意識」こそが、今、教育委員会に求められていると考えます。 

 その点、大きく評価したいのが、「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業」です。全国的に見

ても他の自治体に先駆けて茅ヶ崎市教育委員会が実施している市民参加のエコミュージアム型の

社会教育事業ですが、その存在は、全国的にも広く知られるようになりました。報告では、【課題・

今後の取り組み】として、「活動成果の記録化に取り組みます。」と記されていますが、この点は、

過去の「知見」でも繰り返しその必要性・重要性を指摘してきたところですので、早急に実施され

ることを期待します。 

 令和元年度末には、新型コロナウイルス感染症拡大により、残念ながらこうした社会教育事業の

運営にも支障が出始めていますが、上記のような諸点が、令和２年度以降の事業に反映・改善され、

茅ヶ崎市を特徴付ける社会教育事業が、引き続き市民の皆様とともに地道に継続されていくことを

希望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

政策３ 教育行政の効率的・効果的運営 

 

政策３の目標は、「教育行政の推進体制を整備し、従来、縦割りになりがちであった教育に係る

行政運営を改善し、施策の具現化のための調査・研究と総合的な計画の立案・実行・評価・改善

を行う」としています。この目標実現のため二つの施策が位置づけられ、令和元年度の評価対象

事業は２事業になっています。 

 

 

施策８：教育的効果を高める教育行政の推進 

政策８では、教育行政を効率的・効果的に運営するため、教育施策の計画的推進と進行管理、

教育委員会の事務の管理及び執行の状況について、継続的に点検・評価を行い、組織・人事・事

務管理を改善し、適正化するとしています。 

主な事業として取り上げられている１事業について,知見を述べて行きます。 

「地域教育講演会・懇談会事務」です。 

令和元年度の事業実績は、目標値 10 回に対し実績値８回となっており、目標値を達成していま

せんが、アンケート結果からは、参加者の 94％が「満足以上」、79％が「講演内容を実践した

い」という肯定的なものとなっています。令和元年度は、小・中学校の保護者や関係団体へチラ

シを配布するなど、平成 30年度に引き続き積極的に広報活動を行い市民のニーズを掘り起こし、

市民にとってより満足度の高い事業を提供できたことは大変意義あることです。令和 2年 2月

に、子育て支援課と共同での開催を予定していた「地域コミュニティと若い力」に関しては、新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となりました。今後、事業の目的、実施による成

果・効果等の検証を行い、こうした状況下で感染防止対策を講じて実施する場合の実施方法、さ

らには実施の有無等も含め十分な検討を行い、適切な事業実施に努めることが求められていま

す。一方で、講演会等への参加者の少なさを指摘する市民の声もあることから、今後の検討課題

として指摘をしておきます。 
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併せて、政策指標②で示されている「横断的に複数の課で共同で実施した事業数」の推移をみ

ると、平成 28年度 77件が、29 年度には 97件、30年度は 112件と年度を追う毎に増加していま

す。令和元年度は新型コロナウイルス感染防止の影響もあり数の上では減少となっています。 

今後は、新型コロナウイルス等の感染症や災害の発生等予測困難な状況が続くことを視野に入

れた事業運営が求められることから、今まで以上に部局等を横断し複数の課と連携して対応する

ことが、様々な課題に迅速かつ適切に対応する上では不可欠であると考えます。 

 

 

施策９：教育課題を明らかにする調査・研究の推進 

施策９の目標は、学校教育や社会教育が社会のニーズや実績に即した効果的な取組ができるよ

う、教育課題を明らかにする調査・研究の推進とあります。 

主な事業として取り上げられている１事業について、知見を述べて行きます。 

「子どもの教育」講座・講演事業です。本事業の評価はＡ評価となっています。 

本事業は、茅ケ崎市の教育の現状を把握し、部局横断・連携して市民の教育への意識の醸成を

図ろうというものです。令和元年度は、目標値 740人に対し実績値 495人となっています。 

事業実績としては、「子育ち・子育て出前講座」は９回 257人（平成 30年度は、12回 418

人）、「乳幼児期の子育ち・子育て講座」は２回 101人（平成 30年度は 2回 141人）、「教育講演

会」は１回 137人（平成 30年度は１回 79人）となっています。 

昨年度も指摘しましたが、こうした講座の参加者数を大きく伸ばすことはなかなか難しいこと

ではありますが、取り組みの成果にもあるように、研究に基づく専門家による講演等を開催する

ことで、参加者にとっては日頃の取組みを振り返る場となるなど、子育てに関わる方々のニーズ

に応えていると言えます。引き続き、本事業の目標に照らし、開催方法等の工夫・改善に努めて

いただき、社会のニーズに即した講座が実施されることを望みます。 

最後に、政策３の総括です。 

繰り返しになりますが、令和元年度末（令和２年１月 16日）に県内で国内初となる新型コロナ

ウイルス感染者が確認されて以降、社会全体が長期にわたり新型コロナウイルスとともに生きて
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いかなければならないという認識の下で、教育行政に課せられた様々な課題に迅速かつ適切に対

応することを最優先に業務の執行に当たられてきたことと思います。 

今後は、新型コロナウイルス等の感染症や災害といった予測困難な状況への対応を視野に入れ

た事業運営を考えると、これまで進めてきた縦割りになりがちであった行政運営の改善への取組

みを加速させ、教育委員会が一体となって、それぞれの部局等が有する人材や情報等を共有し、

横断的に業務の遂行に当たることが急務であると考えます。併せて、新型コロナウイルス感染症

等、社会の状況の変化を適切に把握するとともに、多様化する市民のニーズに柔軟に対応するた

めには、事業の適切な進行管理を行う上で必要な目標設定と評価指標の見直しが必要であると考

えます。 

新型コロナウイルス感染症への対応の経験を踏まえ、新たな感染症や災害の発生等の緊急事態

であっても、子どもの安心・安全と学びの保障の両立を図り、市民の様々な活動を支援できる持

続可能で魅力ある教育行政の推進に取り組んでいただくことをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


