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令和２年度 第２回茅ヶ崎市教育基本計画審議会（WEB 会議） 会議録 

議題 １ 報告 新型コロナウイルス感染症まん延に伴う教育委員会の取り組みに

ついて 

２ 議題 令和２年度教育委員会の点検・評価に対する知見について 

日時 令和２年１２月２４日（木）午後３時３０分～午後４時４５分 

 場所 市役所分庁舎４階 会議室２ 

出席者氏名 教育基本計画審議会委員 

笠原 陽子会長 山上 壽子委員 日下 英彦委員 松永 忠弘委員  

稲川 敏光委員 梨本 加菜委員 宮瀧 交二委員 

（欠席） 

工藤 味香委員 飯田 由美子委員 

（事務局） 

小池教育政策課長 戸井田課長補佐 松原主査 

会議資料 ・令和２年度  第２回 茅ヶ崎市教育基本計画審議会 次第 

・資料１－１ 新型コロナウイルス感染症まん延に伴う教育委員会の取り組みについて 

・資料１－２ 新型コロナウイルス市内感染のまん延防止に係る取り組み方針 

・資料１－３ 臨時休業期間中の児童・生徒の「緊急受入れ」について 

・資料１－４ 臨時休業に係る卒業式・修了式の開催及び荷物の持ち帰り等に 

ついて 

・資料１－５ 春休みの過ごし方及び新学期の予定等について 

・資料１－６ 新型コロナウイルス感染症まん延に伴い中止した教育委員会 

所管のイベント・講座一覧 

・資料２ 令和２年度教育委員会の点検・評価に対する知見（案） 

・参考資料１ 茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営 
に関する要綱 

・参考資料２ 令和２年度教育委員会の点検・評価に対する知見作成に向けた 

委員からの意見 

・参考資料３ 令和２年度教育委員会の点検・評価に対する知見（案）に対する委員か

らの意見 

会議の公開・

非公開 

公開 

傍聴者 １人 

 

○小池教育政策課長 

 本日はお忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

 茅ヶ崎市教育委員会教育推進部教育政策課長の小池でございます。よろしくお願いいたします。 

 審議に先立ちまして、本日は、11 月上旬ごろより新型コロナウイルス感染症の陽性者が急増した
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ことを踏まえまして、感染拡大抑制のため、ＷＥＢ会議となることをご説明させていただきます。 

 参考資料１をご覧ください。 

 ＷＥＢによる審議会開催につきましては、本年 12 月１日に、茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設

置及び会議の公開等運営に関する要綱を改正いたしまして、同要綱第１４条にＷＥＢ会議に関する条

項が追加されました。追加によりまして、ＷＥＢによる審議会開催が可能となったことを受けまして、

本日このような形となりました。以降、同要綱及び茅ヶ崎市教育基本計画審議規則に基づき、茅ヶ崎

市教育基本計画審議会を開催いたします。 

 また、本日は、公募の委員であります飯田委員及び工藤委員から欠席の連絡をいただいております。

委員９名のうち７名の委員に出席をいただいております。茅ヶ崎市教育基本計画審議会規則第５条第

２項に基づき、過半数以上の委員にご出席いただいておりますので、本審議会が成立していることを

ご報告させていただきます。 

 審議に入ります前に、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。 

 教育政策課、戸井田課長補佐でございます。 

 教育政策課の松原主査でございます。 

 そして、私は、教育政策課長を務めます小池でございます。 

 本日は、以上３名で事務局の運営をさせていただきます。 

 また、今年度は、第１回の委員会は書面会議で開催をさせていただきました。委員改選後、本日が

初めての顔合わせとなります。委員の方々をご紹介させていただきます。私が名前をお呼びしますの

で、呼ばれた委員の方はお手をお挙げいただきたいと思います。 

 最初に、茅ヶ崎市青少年育成推進連絡会議より推薦をいただきました日下委員でございます。 

 続きまして、公民館運営審議会委員連絡協議会より推薦をいただきました山上委員でございます。 

 続きまして、小学校長会より推薦をいただきました松永委員でございます。 

 続きまして、中学校長会より推薦をいただきました稲川委員でございます。 

 ここからは、学識経験を有する委員さんをご紹介いたします。 

 玉川大学大学院教授、笠原委員でございます。 

 笠原委員には本審議会の会長を務めていただいております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大東文化大学教授、宮瀧委員でございます。 

 最後になりますが、鎌倉女子大学教授、梨本委員でございます。 

 委員の皆様、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 なお、今回の内容は公開となり、会議の経過を明らかにするため、会議録を作成し、会議資料とと

もに、市役所市政情報コーナー及び市のホームページで公表することとなっておりますので、ご承知

おきください。 

 では、次に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 資料は、まず本日の次第、資料１－１といたしまして「新型コロナウイルス感染症まん延に伴う教

育委員会の取り組みについて」、資料１－２といたしまして「新型コロナウイルス市内感染のまん延

防止に係る取り組み方針」、資料１－３といたしまして「臨時休業期間中の児童・生徒の「緊急受入

れ」について（依頼）」、資料１－４といたしまして「臨時休業に係る卒業式・修了式の開催及び荷

物の持ち帰り等について（依頼）」、資料１－５といたしまして「春休みの過ごし方及び新学期の予

定等について（依頼）」、資料１－６といたしまして「新型コロナウイルス感染症まん延に伴い中止

した教育委員会所管のイベント・講座一覧」、資料２「令和２年度教育委員会の点検・評価に対する
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知見（案）」、参考資料１としまして「茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営

に関する要綱」、参考資料２といたしまして「令和２年度教育委員会の点検・評価に対する知見作成

に向けた委員からの意見」、参考資料３としまして「令和２年度教育委員会の点検・評価に対する知

見（案）に対する委員からの意見」。 

 資料は以上となります。過不足はございませんでしょうか。 

 それでは、ここからの議事進行につきましては、教育基本計画審議会規則第４条２項に基づきまし

て、笠原会長にお願いをいたします。笠原会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○笠原会長 

 それでは、皆さんよろしくお願いいたします。 

 ＷＥＢ会議という形で私も講義をしていて実感するのですが、最大で１時間ぐらいが皆さん集中で

きる一番いい時間なので、皆さんたちのご協力をいただきながら、一応１時間を目安に実りのある協

議ができるように何とか進行を務めさせていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいた

します。 

 それでは、次第の２）の報告にあります「新型コロナウイルス感染症まん延に伴う教育委員会の取

り組みについて」、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

 私、戸井田のほうから説明させていただきます。 

 その前に、本日、会議を開催するに当たりまして、傍聴されている方が１名いらっしゃいます。ま

ず、傍聴されている方におきましては、お配りしております傍聴の決まり等をお守りいただきまして、

傍聴のほうをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速、報告事項に移りたいと思います。 

 先ほど会長のほうから１時間程度というところのお話もありましたので、私のほうは、あくまで報

告なので、手短にいきたいと思います。 

 まず、資料１－１から１－６まで使っていきます。まず、今回の点検・評価というものが元年度実

施のものになりますので、教育委員会が新型コロナウイルスの関係で発出した文書、アクション、そ

ういったものについてまとめたものになります。 

 こちらにつきましては、令和２年の２月２１日に「新型コロナウイルス市内感染のまん延防止に係

る取り組み方針」といったものを茅ヶ崎市長名で出しております。その中で、市主催のイベント等が

原則３月末まで中止になりました。また、職員の感染防止に気をつけましょうというところで出して

おります。そうしたものを受けまして、市立の小・中学校、また、公民館等の社会教育施設での対応

といったところを資料１－１でまとめております。 

 学校のほうにつきましては、２月 27 日、国のほうから臨時休業の要請を踏まえまして、３月２日

から茅ヶ崎市でも臨時休業に入りました。そこの関係で３月４日には児童・生徒の「緊急受入れ」に

関する通知を資料１－３としてつけております。 

 また、３月９日につきましては、卒業式とか修了式、また、それに伴う荷物の持ち帰り等の対応を

１－４にまとめております。 

 ３月 27 日には春休みの過ごし方と新学期の予定についてということで、入学式など新学期の予定

についてまとめたものを資料１－５としてまとめています。 
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 また、この臨時休業につきましては、年度をまたいで５月 31 日まで続いていくことになります。 

 公民館等の社会教育施設につきましては、３月５日から３月 31 日まで休館。また、イベント等を

中止しております。そちらの状況については、資料１－６にまとめています。 

 社会教育施設につきましては、実際、令和２年度の６月上旬まで休館とさせていただきました。 

 あくまで報告事項、今、こういうところなので、簡単ではありますが、事務局のほうからの説明は

以上とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 今回の点検・評価の年度末の部分がどうしても新型コロナウイルスのまん延にかかってしまったこ

とを受けて、今年度の点検・評価に関連して教育委員会が実施したコロナ対策に係る資料については、

点検・評価に載せていただいたほうがいいだろうということで、こういう形で報告をいただきました。

直接的に影響を受けるのは今年度の点検・評価になるわけですけれども、継続している部分はありま

すので、こうした対応をしたという事実を残していただきながら、次年度の点検・評価の大事な資料

にもなり得ると思いますので、一応、皆様方にはそういう理解をしておいていただければと思います。 

 それでは、報告ということですので、具体的に皆さんから意見をいだたくということではありませ

んので、実際の議題のほうに移らせていただきたいと思います。 

 それでは、議題１）の「令和２年度教育委員会の点検・評価に対する知見について」ということに

なります。では、お手元の資料２ということで、本日は宮瀧委員、梨本委員、そして私、３名の学識

が作成いたしました知見案について、委員の皆様からのご意見をいただいたうえで議論を深めていき

たいと考えております。 

 冒頭でもございましたように、飯田委員と工藤委員がご欠席ということですが、事前に事務局から

知見案に対するご意見があればということで、皆様方にもご協力いただきながら意見を頂戴しており

ます。それぞれ、学識の３名は、事前にいただいた知見案に関する部分を含めて、説明の中で対応さ

せていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、最初に私のほうから、政策１の知見について簡単に説明をさせていただきますので、お手元

の資料をお開きいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 従前と大きく違うのが、１ページにあります、今回の点検・評価に係る取り組みが、コロナの関係

で会議が開けなかったということを受けて、それでも書面等々のやりとりの中で、きちっと手続にの

っとって対応してきているということを文章で起こさせていただきました。教育委員会にとって重要

な点検・評価ですので、委員の我々一人一人もその重みをしっかり受けとめさせていただいて、たく

さん、それぞれのお立場から意見を頂戴しておりましたので、それらがしっかりとこれを見ていただ

く方々に伝わるように、この１ページに起こさせていただいたというのが、従来のものと大きく異な

ります。 

 具体的に政策１については施策１からお伝えさせていただいておりますが、特に、意見をいただい

た中で、３ページ目をお開きいただきたいのですが、３ページ目の上段の上から６行目「併せて」と

いうこの辺りのところは、事前に書面会議等々の中で意見をいただいた部分を反映させていただいて

記載をさせていただきました。さまざまな選択肢が多様にあることが子どもたちの社会的な自立につ

ながっていくというあたりを一つ強調させていただいております。 

 それから、あとは、５ページ目の施策２に関連して、これも同じですけれども、特に具体的な今後
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の一歩につながるような記載の仕方、特に、専門的な支援を含めて、こうしたところへの支援を一つ

決めてほしいというふうな形で、繰り返しになりますが、記載させていただいております。 

 それから、６ページの施策３については、「市費教員任用事業」というのが非常に重要であると認

識しておりますので、これも引き続きの充実をお願いするという形で記載をさせていただいています。 

 最後は総括を７ページから８ページまでに至るまで、原案として資料１のとおり整理させていただ

いております。 

 非常に簡単ではありますが、事前に皆様方には資料をお目通しいただいているという前提でポイン

トをお示しさせていただきました。 

 皆様からいかがでしょうか。ご意見がある方は挙手をしていだたければ指名をさせていただきます

ので、お願いいたします。稲川委員、お願いいたします。 

 

○稲川委員 

 ６ページ目の「市費教員任用事業」、重要だと言っていただいて、現場としては大変ありがたいな

と思います。意見として出そうと思ったのですが、市の予算がかなり厳しいということで、かわりに

松永委員に出していただいたのですけれども、市費教員については、学校サイドとして、大変助かっ

ております。授業数が多い教員のところに補充に入ったりとか、人数が足らないところに入ってもら

ったりとか、本当に大変重宝しています。ぜひこれは強調していただきたいなと思っています。ただ、

人材確保というところでは、各学校、校長先生等も苦労しているのは本当に事実です。なかなか先生

が見つからないという状況は現実にあります。 

 以上です。ありがとうございます。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 今、稲川委員がおっしゃっていただいた部分に関して、松永委員からも事前の知見案に対しての意

見の中であるのですが、松永委員、よろしければ直接ご意見いかがでしょうか。 

 

○松永委員 

 ありがとうございます。今、稲川委員のほうでおっしゃられたとおりで、私も知見の中にこういう

文言を入れていただいて、本当にありがたいなと思っています。というのは、記載のとおり、一番あ

りがたいのは、現場で学校サイドでの運用ができるというところにあります。例えば、個別の指導に

充てる、取り出しの指導に充てる、あわせて、前段でありましたけれども、不登校の子への対応等を

含めて、学校裁量で市費の教員の方を充てられるというところが一番ありがたいなと思っています。

財政状況が厳しい中ですけれども、ぜひ柔軟な運用と拡大ということをお願いしたいなと思っていま

す。 

 

○笠原会長 

 ほかはいかがでしょうか。梨本委員。 

 

○梨本委員 

 笠原先生がおっしゃったように、１ページ目のところで「例年にない」といった記載を加えていた
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だき、７ページ目のところでも総括として加えていただいたことは非常によかったと思っています。

なので、このような総括があると、読むほうとしても安心できる内容となっております。 

 １点ほど、１ページの下から３行目で括弧閉じが１つ抜けているので修正をお願いします。以上で

す。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。この部分に関しては、最初の書面のときに梨本委員のほうがコロナに関連

する部分に関しての記載ということで少し触れられていたところを拝読させていただいて、重要な視

点だなというところを私なりに理解をさせていただいて、こういう形で記載をさせていただきました

ので、逆に言うと、梨本委員の指摘に感謝をしております。ありがとうございました。 

 

○梨本委員 

 ありがとうございます。 

 

○笠原会長 

 ほかはいかがでしょうか。松永委員、お願いします。 

 

○松永委員 

 意見の中でも述べさせていただいておりますけれども、２ページから３ページ目にかけて、先ほど

笠原会長のほうからご説明がありましたが、私のほうで、これまで書面での開催だったものですから、

会議全体の流れがなかなかわからずに、いつ、どこで、どういう意見をお伝えしたらいいのか、妥当

なのかということがわからずに、これまで述べさせていただいております。今回ももし場違いなこと

があれば教えていただきたいと思います。 

 具体的に盛り込む、盛り込まないは別として、どういうことをお伝えしたかったかというと、いじ

め事案の対応は、ここに書いてあるとおりですが、年々増加している不登校児童、本校では、コロナ

の影響もあってか、４倍、５倍ぐらいの子どもたちが登校を渋ったり、登校ができなかったりという

現状です。さまざまな形でそれを対応しております。具体的には、児童指導、児童支援の担当、教育

相談コーディネーターというところを柱にして、本校では４名の支援担当がおりますが、養護教諭以

外は全て担任を持っております。その中で、担任をしながら、空き時間をつくってそういう支援に対

応していくというところを考えたときに、具体的には、政令指定都市の横浜市では既に 10 年以上前

から専任化がなされておりますけれども、茅ヶ崎市もそれを見据えて、児童指導担当、児童支援担当

の専任化というところを見据えていってほしいなというところで意見を述べさせていただきました。 

 

○笠原会長 

 皆さん、今、松永委員の声はきちっと聞こえていましたか。ちょっと途切れ途切れになっていたよ

うに思うのですが、事務局のほう大丈夫ですか。 

 

○事務局 

 いや。皆さんと同じ、ちょっと途切れ途切れなところがあって、ちょっと聞き取りづらい部分があ

りました。 



 7 

○松永委員 

 聞こえますか。 

 

○笠原会長 

 はい。一応聞き取れていますが、お話しするときにマイクを近づけていただくなりしたほうがいい。 

 

○松永委員 

 わかりました。 

 

○笠原会長 

 すいません。ありがとうございます。今、松永委員のほうからご意見がありました、児童指導の担

当の専任化ということで、山上委員、日下委員、その辺について、十分にご理解をいただくというの

は、学校現場にいらっしゃらない方々にはなかなか難しいのではないかと思うのですが、どうでしょ

うか。松永委員、そのあたり具体的に児童指導の担当の専任化というところについて、もう少し詳し

くお話しいただきながら、皆さんのご意見をいただければと思います。 

 

○松永委員 

 この点検・評価案に具体的なそこまでのものを盛り込むかということは、それはまた別としてお話

を皆さんに聞いていただければなというところで意見を述べさせていただきました。聞こえています

か。 

 

○笠原会長 

 はい、聞こえています。 

 

○松永委員 

 今、本校では、教育相談コーディネーターということで、児童指導にかかわること、課題のあるお

子さん、保護者、悩みを抱えた保護者の方、不登校、登校渋りの子どもたちに対する支援というのを、

コーディネーターという役を持った職員がチームになって、さまざまな形で対応しています。ただ、

それは専門にそれをしているわけではなくて、本市の場合には、担任を持ちながら、空き時間をつく

って、それで教室を回ったり、支援の方策を考えたりということをしています。政令指定都市横浜市

では、10 年以上前から専任化という、それを専門に、担任を持たずにこの仕事をしている職員がお

りますので、そんなところも具体的にそういうふうになっていくと、もっともっと手厚い支援の方策

が立てられるのではないかというところで述べさせていただきました。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。具体的な載せる、載せないは別として、そういった現状の中で、私もここ

でチーム支援ということで、核になる方の存在を中心として、学校全体で取り組むというところが重

要であると言いつつも、その中心になる方々への負担というのが年々増しているというのは、現実の

問題としてあろうかと思います。 

 特に、教育相談コーディネーターに関しては、神奈川県では、少しずつですけれども、後補充をつ
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けて、小学校で専任までいきませんけれども、軽減を図る取り組みも少しずつ広がってきているよう

ですし、今後に向けてもまだ継続をしていくというふうなお話も聞こえてくるので、そういったとこ

ろも含めながら、今後の状況も踏まえながら、このあたりのところについては、私のほうとしても必

要があれば記載はしていこうかなと思いますけれども、現状としてはいかがでしょうか。ご意見とし

て伺いながら、そういう課題の中で学校が取り組みを進めている、より効果的に進めていくためにも

というところでの、一つの意図して皆様方に提供していただいたという程度にするのか、それとも、

いや、一気に文字にしたほうがいいだろうというご意見もあるかもしれませんが、何か別の視点から

でもご意見がある方はいらっしゃいますか。なければ、ご意見として伺って、知見の表記については

このままということにする。どうでしょうか。 

 日下さん、お願いします。 

 

○日下委員 

 今回、初めての参加ということで、特にこれについては意見なしということで提出させていただい

ていたのですが、今のお話を伺う中で、私の知人で、お子さんが、登校拒否ではないのですが、学校

に行きたがらないという状況がある知り合いがいまして、ちょっとお話を伺ったりして、学校側の対

応も聞いたりはしているのですが、窓口の先生は、それなりに対応していただいているようには伺う

のですが、ここにあるように、実際にこれまでも起こったいじめの問題が、じゃ、職員の方が、教員

の方がどこまで兼任をしながらその要求に応えられていけたかというのが大きな課題だというふうに

認識しております。 

 そういう中で、これから課題として解決していくべきは、サポートの強化ということが課題であり、

そのためにはどうしても専任化ということをやっていかなければ、いじめの問題についても、さらに

複雑化しているということはあると思います。それから、見えない部分が多くなってきているかと思

いますので、ここに書かれていることはそのとおりだと思いますし、実際にそれを強化していくため

には、具体的に専任化ということはどうしても必要になってくることではないかなというふうに、文

言に書くかどうかは皆さんのご判断を伺いたいと思うのですが、個人としては、そこは強化して、ど

うしても進めていかなければいけないことだというふうに感じております。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。どうでしょうか。ほかの委員の方々。梨本委員。 

 

○梨本委員 

 確かにいじめの事案に対する対応というのはとても大切なことだと思っています。先ほど、提案と

いいますか、書面でもいただいている「市費教員任用事業」とありますけれども、こちらのほうとは

少し違っていて、というふうな理解でよろしいのでしょうか。 

 

○日下委員 

 そうですね。任用とは違うと思います。多分、任用のこの制度も、そこを補完する制度にはなるか

と思うのですが、詳しくは理解していないのですが、不登校であるとか、いじめの問題とかに特化し

た専門といいますか、専任の方、スタッフが必要なのではと感じています。今回の知見の中で、どう

いうふうに取り扱うのかはわからないところがありますが。 
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○笠原会長 

 梨本委員、いかがですか。 

 

○日下委員 

 今の話でよろしいでしょうか。 

 

○笠原会長 

 多分、松永委員がおっしゃっているのは、教育相談コーディネーターというのが各校１名いらっし

ゃって、その方の負担が非常に、担任をやりながら、大きいので、その方々を専任化していく。でも、

それが教育相談コーディネーターの方の専任化なのか、児童生徒指導の専任化なのかというあたりは。 

 

○日下委員 

 質問ということで。 

 

○笠原会長 

 はい。 

 

○日下委員 

 私の認識では、教育相談コーナーの方の専任化というふうに感じています。 

 

○笠原会長 

 大丈夫です。 

 

○松永委員 

 今、学校現場でも、それは児童指導担当と教育支援担当という分掌があります。それぞれ、いじめ

に関する報告を担ったりとか、芽を摘む提案をしたりとか、もしくは、教育相談コーディネーターと

して仕事にかかわったりとかというところがあります。その辺のところは、専任化ということを具体

的にする際には、やはりきちっとすみ分けをして、どういうことなのか。いじめのほうに特化するの

か。それを分けられないと思うのですけれども、教育支援のほうに不登校を含めてするのかというと

ころで、それは議論が必要かなというふうに思っています。 

 ただ、ここに盛り込むかどうかということに関しては、具体的には、もちろんここを目指していか

ないと、具体的な施策としては必要なのだろうと思いますけれども、教育基本計画の中で、さまざま

な教育予算を含めて、人の確保も含めて、全体的に考えたときに、そこを特化することがどうかなと

いうところは私も皆さんのご意見を頂戴したいなと思います。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。皆さん方のご意見の中では、そういった方向性が今後どうしても重要にな

ってくるというところに関しては共通の認識かと思います。ただ、それを文言に起こすことによって、

かなり限定的な取り組みになってしまう可能性もあるので、そこのところについてはまだまだ議論を

十分なされていないので、文言を入れるということについては、今後の継続的なこの審議会の話し合
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いの中で、当然出てくる部分もあろうかと思いますので、今回については、そういったご意見をきち

っと記録に残しながら、次の話につなげていくという方向でよろしいでしょうか。 

 それでは、特に皆さんのほうからご意見がなければ、次に移らせていただきたいと思います。 

 政策２に関しましては、梨本委員と宮瀧委員が分担して執筆していらっしゃいますので、まず、梨

本委員がご担当の施策の５と６の知見について、ご説明をよろしくお願いいたします。 

 

○梨本委員 

 それでは、９ページのところから、社会教育のところですね。こちらの施策の５と６についてお話

をしたいと思います。 

 私も、例年といいますか、施策の５とかあるところの上のところですね。前文のようなところの最

後のところに新型コロナウイルス感染症対策の話を盛り込みました。社会教育の現場でも、施設を閉

じるであるとか、事業の中止などが、昨年度から今年度にかけて続いています。ここがストップして

いるところが大きいですので、そこはしっかりやっているのだけれども、そこがちょっとトーンダウ

ンしたということは説明しておかないといけないと思って書いております。 

 ９ページの下の施策の５ですね。こちらについては、茅ヶ崎では公民館の取り組みが非常に盛んで、

それに加えて「英語でおもてなし」講座などの新しいものも加わっていますので、そういったところ

を具体的に書いているつもりです。 

 それから、10 ページに進んでいただいて、公民館の「子ども事業」、子ども対象の事業というの

も、全国的に見て、かなり珍しいといいますか、公民館で子ども対象というものはそんなに多くはな

いと思いますので、ここも積極的に入れるようにしております。その以下の部分については、ほぼ例

年と同じような取り組みがしっかりされていて、それについての知見を書かせていただいています。 

 ですが、10 ページの下の「公民館利用者活動支援事業」についてです。こちらについても新型コ

ロナウイルス感染症の影響による休館の影響について、ここは書いていて、これは事務局のほうのご

相談も踏まえてといいますか、ライフスタイル等の変化を捉えた事業を実施するためということで、

少し今後に向けた展望というふうなものも入れてございます。 

 進みまして、11 ページです。図書館についても茅ヶ崎はすごく積極的な取り組みをされていると

ころです。けれども、今回のコロナ禍の中でデジタル化といったことが課題になっていて、さらにそ

れに拍車がかかるといいますか、そのようなことがあると思います。 

 施策の６に移ります。12 ページですね。12 ページのところで、こちらもかなり積極的に取り組み

が、一時中止になったものなどもあるかと思います。 

 12 ページの下側、「ジュニアリーダー養成講座」とございます。こちらについては、子ども会の

減少というのはとまらない状況として多分あって、それについて、中学生であるとか、ジュニアリー

ダーですね。この取り組みについて、ここも昨年度、野外活動などのジュニアリーダー事業というの

がかなり積極的に取り組まれて、目標値を上回る数の講座を行われるといった取り組みをされていま

すので、ここも課題も含めて書いています。 

 それから、13 ページに進んでいただいて、13 ページの「青少年の活動拠点としての施設設備」と

あります。ここが茅ヶ崎の新しい施設ですね。ここについての利用についてなんですが、うみかぜテ

ラスという名前がついて取り組みが始まっていますので、ここも展望というふうな形で書いておりま

す。 

 以上です。 
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○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 では、梨本委員のご担当の施策５、６につきまして、皆様方から何かご意見ありますか。日下委員、

お願いします。 

 

○日下委員 

 13 ページの２行目、「子ども大会」についてなんですが、ことしはコロナ禍で、これは市からの

依頼を受けて、各地区の青少年育成推進協議会が実施をしているのですが、来年度は、市のほうの助

成金が予算として出ないということが決定されているのですけれども、この辺について、この文言で

は「実施されました。」。それから、私どももそうなのですが、「中学生が協力していることも注目

されます。」ということで記述されています。この「子ども大会」の評価という意味では、我々とし

ては年１回ですが、私どもの地域では中学生が参加してくれていて、我々地域のメンバーと、参加す

る児童、子どもたちで大体 600 人から 700 人ぐらいの規模で実施していて、我々の活動としても非常

に重要な活動だというふうに認識しているのですけれども、実態として、来年度は市から出ている助

成金がなくなるということで、我々としては、地域でいただいている地域からの助成ですね。自治会

等からいただいているもので、両方合わせてやっているのですけれども、予算の半分弱の助成金が来

年度はなくなる。多分、来年度以降ということになろうかと思いますけれども。という状況であるの

で、これについてどういうふうにお考えになられるか。重要性を含めてご意見をいだたければと思い

ます。 

 

○笠原会長 

 梨本委員、お願いします。 

 

○梨本委員 

 そのような事情については、すいません、そこは踏まえていなくて、あくまでも令和元年度の事業

の評価として書いております。 

 それで、ここについては、令和２年度についても受給の額で行われるというふうな目標値もありま

すし、ここの継続については、事務局のほうから何か参考となる情報はいただけますでしょうか。 

 

○笠原会長 

 事務局いかがですか。お願いいたします。 

 

○小池教育政策課長 

 日下委員さんのほうからいただきましたとおり、４月以降、非常に厳しい市の財政状況と、コロナ

感染症の拡大防止のための対策としまして、人が集まるようなイベントは、市として今年中止にして

いる部分がありますので、今年度の子ども大会は非常に厳しかったのかなと思っております。 

 来年度以降につきまして、日下委員さんからありましたとおり、このような状況の中で、人がたく

さん集まるようなイベントをなかなか推進していけないという状況があります。そういった中で、市

から交付金という形でお出しをしている予算につきましても、少しご協力をいただきながら、縮減と

いうことになっていくのかなと思っております。 
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 来年度の話は、梨本委員さんからあったとおり、２年度の活動の評価の中で、また知見としていた

だきたいと思っておりますし、来年度以降のことにつきましては、それも踏まえて、市としてもどう

いうものができるのか、必ずしも人が大勢集まらない中でもどのような子どもたちと地域の交流等を

していくのかというところを模索していきたいと思っているところでございますので、これからの検

討に少しお時間をいただければと思っております。 

 私からは以上です。 

 

○笠原会長 

 日下委員、いかがでしょうか。基本的にはこれはお手元でおわかりになると思いますが、令和２年

度の点検・評価になりますので、来年度以降の事業の実施に関しては、また来年度ということになる

わけですが、学校現場もそうなのですけれども、いろいろなやり方の見直しの中で、予算の面、今、

課長がおっしゃった、人が集まるというところをどんなふうに回避しながら子どもたちの活動を継続

させていくかというあたりのところについては、ぜひ教育委員会と十分話し合いをしていただいて、

少しでも子どもたちが活躍できる場を確保していただける方向での展開を考えていただくことが今後

の中では重要なのかなと思いますので、少なくとも今回のこれについては、この表記でご理解をいた

だくという方向でよろしいでしょうか。 

 

○日下委員 

 了解いたしました。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、ほかに皆様方から施策５、６についてご意見がないようでしたら、施策７のほうに移ら

せていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、宮瀧委員、施策７の知見についてのご説明をよろしくお願いいたします。 

 

○宮瀧委員 

 お手元の資料に書いてあるとおりなのですが、私も先日、西浜中学校のクラスメイトに会いに茅ヶ

崎に行く機会がありまして、市民の代表として彼にどういう感じで見ているか聞いてみたのですけれ

ども、いろいろ事業をやっているのはわかるのですが、いつできるのかなとか、そういうのはわから

ないと言っていました。これは、先日、文化財保護審議会でも社会教育課のほうにもお伝えしたので

すけれども、そこに書いたように、年度、年度で見るといろいろやっているのですけれども、大きな

２つの社会教育の柱、（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館がいつできるのか、下寺尾の国指定史跡の下

寺尾官衙遺跡群がいつ整備され、公開されるのだろうとか、こういうことが市民の皆さん、なかなか

よくわからないと思います。 

 例えば、浄見寺のところにつくっています（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館は、令和４年度中に一

応オープンするという予定ですが、果たしてこれを知っている方が市民の中にどれぐらいいらっしゃ

るか。あるいは、オープン後の学校との連携等で、令和４年度中にオープンしたら、小学校、中学校

の社会科の授業とどう連携するか。これは、スケジュールを知っていらっしゃる先生がどれぐらいい

らっしゃるかとか、年度をまたがる長期の事業は、毎回、現在の進捗状況、完成年度がいつかという
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ことを繰り返し周知していく必要があるかと思うのですけれども、その辺が弱いということは、社会

教育課のほうにも申し上げておきました。 

 北陵高校の下寺尾官衙遺跡群については、令和５年度末まで発掘調査が続きますので、確認調査、

あるいは用地買収も、公有地化も毎年度進んでいるのですけれども、具体的にいつそこが史跡公園と

して整備され活用されるか、どのような形で活用されるかということはまだわからないわけですね。

そういうところを何度も何度も教育委員会は市民の方に発信していく必要があるだろうと思います。 

 その点、それとは違って、茅ヶ崎の今、社会教育の看板でもありますが、「ちがさき丸ごとふるさ

と発見博物館事業」、これは全国から視察も、あるいは問い合わせも相次いでいるぐらい注目されて

います。特に、今、新型コロナウイルス感染症のまん延にあっても、皆さんもお聞きになったことが

あると思いますが、マイクロツーリズムという、遠方に泊まりがけで旅行に行くのではなくて、車を

走らせても１時間程度、あるいは、昔から「まち歩き」という言葉がありますけれども、ご近所のい

ろいろな文化財や観光地を楽しむと。遠出をしないでですね。こういうマイクロツーリズムという言

葉が、今、広く浸透しつつありますけれども、その先駆け的な事業が、この「ちがさき丸ごとふるさ

と発見博物館事業」ですね。 

 ですから、後で課長にちょっと触れていただけたらと思いますけれども、今、茅ヶ崎市に限らず、

ほとんどの自治体は、来年度当初予算編成時ですけれども、かなり縮小を余儀なくされてくると思い

ます。そういう場合、学校教育を削るわけにいきませんので、社会教育のほうが薄まっていくだろう

と。これは当然予想されるわけですが、こういうマイクロツーリズム、まち歩きというのは、さほど

市の財政負担を要するものではありませんので、ますます市民が自ら講師となって、あるいは入れ代

わり受講生となって茅ヶ崎市内のいろいろな文化、自然や文化を発見していくということはメインに

なってくるだろうと考えています。そういうことを確認する意味で知見を書きました。 

 あとは、お読みいただければ大体ご理解いただけるかなと思っております。 

 以上です。 

 

○笠原会長 

 宮瀧委員、ありがとうございました。 

 では、皆様のほうから何かご意見ございましたらお願いいたします。 

 

○宮瀧委員 

 ちょうど課長が映ったので、来年度当初予算編成はどんな感じですか。一言。 

 

○小池教育政策課長 

 では、私のほうから、宮瀧委員のほうから何かあればというお話をいただきましたので、少しお話

をさせていただきたいと思います。 

 来年度の、先ほどの推進協さんの話も含めて、茅ヶ崎市、財政健全化の関係とコロナ対策というこ

とで、これまでの事業に割り振っていた予算が割り振れなくなっていくという状況にあります。もち

ろん、学校教育の現場からも来年度かなりご協力をいただいているところで、両校長先生には、ここ

はお礼を言わせていただいたほうがいいのかなと思っております。社会教育のほう、委員おっしゃる

とおり、こちらも予算についてはかなり厳しい削減をしているところになります。 

 ただ、交流館につきましては、令和４年度の開館を目指して作業を進めていくということで進めて
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おります。ただ、一部、工事の形態等の見直し等を入れながら、限られた予算の中で開館を目指して

いきたいと思っております。 

 それから、まち歩きの関係ですね。茅ヶ崎、毎年、宮瀧委員さんからは「ちがさき丸ごとふるさと

発見博物館事業」、おほめの言葉をいただき、ありがたいなと思っています。先ほどもちょっとあり

ましたが、人が集まって行動する事業をこれからどうするかというところが、まち歩きの中のツアー

的なものにもあるのかなと思っております。そうした中では、社会教育等は、オンラインを通して、

個人の方でもまち歩きのできるような、そういったきっかけづくり、アドバイス的な情報提供、そう

いったものも大事かなと思っております。 

 今年度から社会教育は、講座等の行事をオンラインで発信したりしております。そういったものを

通して、市民の方に茅ヶ崎により親しんでいっていただけるような情報提供をしていければと思いま

す。 

 私からは以上です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございました。 

 事務局からのご説明もありましたけれども、ほかの委員の方々、いかがでしょうか。本当に新たな

方向性をいろいろな知恵を絞って皆様方からいただきながら充実をさせていくという方向が、どの領

域にも求められているのだろうと思っていますので、そういう方向は社会教育だけじゃなくて、学校

教育全体も含めて、私たちが知恵を絞る時期にきているかなと実感をしているところです。 

 それでは、特にご意見がないようでしたら、最後の政策３の知見についてご説明させていただいて

よろしいでしょうか。 

 では、お手元にございます資料の最後、15 ページからの部分ですが、「政策３ 教育行政の効率

的・効果的運営」ということで、これは、昨年度来、教育委員会の中の連携の必要性。要は、部局等

を横断して、複数の課が連携をして事業に当たっていく。１つの課で閉じた業務運営では、こうした

多様化したさまざまな課題には対応できないということで、繰り返しそこは指摘させていただいてき

たのですが、15 ページの最後にあるように、今年度、新型コロナウイルスもあるのですが、それ以

外にも防災の部分等々、今後、さまざまなところで実施方法も含めての検討が必要な状況になってき

ているというところを少し書かせていただいて、そして、さらに部局横断の複数の課と連携して対応

していただきたいということを今年度も書かせていただいているところです。 

 あと、施策９に関しては、よき市民を育てるという視点から、どんなに小さな研修会、研究会であ

っても、市民ニーズをしっかりと捉えていただいて、継続して開催していくということがとても大事

になってくる。特に、先ほど梨本委員や宮瀧委員がおっしゃったように、茅ヶ崎の社会教育を支えて

いるというのは、市民の人たちの意識の高さだと思うんですね。そういったことも含めて、こういっ

た施策９に掲げられている内容は、地道だけれども、きちっと継続していく必要があるだろうという

視点から、ここにも書かせていただいています。 

 私のほうからの補足説明は以上でございます。皆さんのほうから何かご意見があればよろしくお願

いいたします。 

 どうでしょうか。特にご意見がある方はいらっしゃいませんでしょうか。 

 それでは、政策１から３、全体の中で特に言い忘れているとか、振り返って、ちょっとここが気に

なっているところがあるのですがというようなものがあれば、最後に言っていただければと思います
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が、どうでしょうか。梨本委員、お願いいたします。 

 

○梨本委員 

 笠原会長の 15 ページの真ん中辺りです。「アンケート結果からは、参加者の 94％が『満足以上』」

ですか。この表記が気になったというところです。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。ちょっと確認いたします。 

 

○梨本委員 

 多分細かいところで、内容面の方向性は全く問題ないと思っています。 

 

○笠原会長 

 これは引用しているので。 

 

○梨本委員 

 「満足以上」になっていますね。すいません、このとおりで大丈夫です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 

○梨本委員 

 あともう一点、私の担当したところですが、11 ページの図書館です。内容面は間違いなくて、

「郷土資料デジタルライブラリー」について、予算が、コロナに関係なく、令和元年度で終了すると

いうことがあって、ちょっと心配しているところです。社会教育は、もしかしたら義務教育課程とか、

そういうところに比べると、優先順位的には下がるところがあるかもしれませんが、これも非常に重

要な事業と思っておりまして、今後、図書館の資料情報のデジタル化が進むといった流れの中で、こ

の事業の打ち切りというのをどういうふうに書いたらいいのかなと思いながら、しかし、書いてはい

るのですけれども、今後のデジタル化というのを踏まえて、もっと積極的に予算をつけてほしいとい

う表現がいいのかなど、悩みながら、継続していただきたいですと書いてあるのですけれども、ここ

は、もし事務局のほうで意識的にここを覚えていただいて、何か今後予算をつけていただけるといい

なというふうに思っております。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 一応、事務局、それについて何かありますか。 

 

○小池教育政策課長 

 ありがとうございます。これから、図書館のほうもコロナを受けまして、デジタルの資料というも

のの重要性をこれから見直していくのかなというようなことを図書館のほうも考えているみたいです
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ので、その辺を含めて、デジタル資料の中で、郷土資料についてどのように対応していけるのか、私

のほうから図書館に投げかけておきたいと思います。そういう形でよろしいですかね。 

 

○笠原会長 

 梨本委員、そういう事務局からの対応ということで、今後の一つの検討課題ということにもなろう

かと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

○梨本委員 

 はい。どうぞよろしくお願いします。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、ほかの委員の皆様から特にないようでしたら、これで知見に関する意見の収集を終わり

にさせていただいてよろしいでしょうか。宮瀧委員。 

 

○宮瀧委員 

 すいません、ちょっと１点。内容についてはこれで結構なのですが、課長に確認したいんですけれ

ども、毎年伺っているようなことですが、こうやって丁寧に何度も時間をとって私たちと市民の代表

の皆様と担当課の職員の皆さんが報告書をつくり上げるわけですね。これの問題は、それが目的でや

っているわけではなくて、活用ですよね。例えば、学校現場の先生方はお忙しいですけれども、いろ

いろな教育委員会の学校にかかわる事業、これだけいろいろな市民の代表の皆さんが、いろいろな質

問を重ねて寄せられて、それに対して修正を重ねながら、年度の総括ができているとか、報告書がで

きて終わりじゃなくて、それがスタートですよね。今年度の総括として。そこは、教育委員会として

どういうふうに周知徹底されているかというのを、前、伺ったときは、各学校に２冊ずつ配布してい

るとか。それ、多分、校長先生がおられるのでおわかりかと思いますけれども、ほかの資料と一緒に

輪ゴムで束ねて全員回覧で終わっちゃっても読まれませんよ、それは。例えば、年間を通じて職員研

修の、先生方の研修会の場で時間をとって、ポイントになるところを担当課のほうから説明されると

か、我々がこうして時間をかけてつくっているこの報告書がどう活用されるか。教育局関係の職員の

皆さん、特に若い職員の方にも見ていただきたいし、その辺のところ、細かい話は結構ですけれども、

課長の抱負を聞いて終わりにしたいと思いますけれども、事務局、お願いします。 

 

○笠原会長 

 事務局、お願いいたします。 

 

○小池教育政策課長 

 ありがとうございます。 

 計画とかの報告書というのは、とにかくつくればいいというものじゃないというのはご指摘のとお

りだと思っております。同じようなことを、今年、教育基本計画をつくったときに、この計画をつく

って終わりじゃないよというのをやはり委員からいただいたと思っております。教育基本計画は、既

に校長さん、校長会議等で何度かお願いをしながら、周知のほうのお願いをしております。こちらの
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報告書につきましては、例年ですと、毎年、夏場につくり上げて、次年度の事業計画、予算要求等に

間に合うようにしてつくってきて、各庁内の会議におきましては、事業計画、予算、これの中で知見

の指摘事項を見てくださいという形で各課に流しているのですが、今年度は今の時期になってしまっ

たので、予算要求に間に合っていないというのがございます。 

 ただ、事業計画につきましては、来年、なかなか厳しい事業計画をつくっていく中でありますので、

予算が確定していく中で、もう一度この知見を見ていただく中で、教育委員会の各課には事業計画の

ほうに役立てていただきたいと思っています。 

 また、学校側に対しましては、作成できましたら、校長会等を通して、校長先生をはじめ、できる

だけ若い先生も含めて、こういった報告書があり、審議会からこのような知見が出されていることを

周知していただきたいと思っております。 

 また、市長部局に対しましては、年々、総合教育会議の中で市長に対してこの報告書の説明をして

おります。どこまでうちのほうが出していった中で意識をしてもらえるか、そこのところは難しいし、

また、大事だと思っているので、努力していきたいと思っています。 

 私からは以上です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございました。 

 

○宮瀧委員 

 担当が違うと思いますが、埼玉県新座市では、毎年、夏休み中に全教職員の全体研修会というのが

１日あります。そこで指導主事あたりからポイントだけを報告してもらったり、点検・評価の報告を

したりするですが、ぜひ全部の学校の先生方がお一人お一人丁寧に報告書を見るのは、実際大変だと

思うのですが、ポイントになるところを、どういう意見が特に市民の皆さんから出たとか、そういう

のは簡単にまとめれば 30 分ぐらいのレクチャーになると思うので、そういうものを年に１回ぐらい、

先生方のおそろいになる場で周知徹底できないでしょうかね。 

 

○笠原会長 

 お願いします。 

 

○小池教育政策課長 

 ありがとうございます。 

 夏に先生方の研修がありますので、茅ヶ崎市は、研修の中で教育基本計画についての説明が中心に

なっているというのが現状になっています。そうした中で、教育基本計画の説明にあわせて、こうい

った知見等があるということもあわせて周知ができるように、教育センターのほうと働きかけていき

たいと思います。ありがとうございました。 

 

○宮瀧委員 

 知見も大事なので、ちゃんとやっていますけれども、私たち。それよりも、各団体の皆さんがどう

いうご意見を出しているかというのを拾っていただいたほうが、生の声が先生方に伝わると思います。

校長先生をはじめ。ぜひ機会を見つけて、可能な範囲でよろしくお願いしたいと思います。これでと
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どめておきます。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 毎回、宮瀧委員からはそういったご意見を頂戴しています。本当に重要な視点かと思いますので、

ぜひ事務局のほうでも工夫をしていただいて、それこそ知見というよりは、皆さんがどんなふうに教

育委員会の施策、事業を捉えているか、評価しているかということはとても大事なことだろうと思い

ますので、そういった点を中心によろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、皆様方から特にご意見がないようでしたら、本日の議論の中で知見案についてのご意見

等をいただいた中で梨本委員からご指摘のあった点を修正し、これをもって令和２年度の教育委員会

の点検・評価に対する知見を確定して、教育委員会の答申という形で対応させていただきたいと思い

ますけれども、いかがでしょうか。賛成していただける方は挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。それでは、皆様方から賛成をいただきましたので、答申書を作成して、後

日、教育委員会への答申とさせていただきます。ありがとうございました。 

 それでは、次に、その他に移りますので、事務局のほうに司会をお渡ししたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

○事務局 

  その他としましては、第３回の日程をお知らせいたします。 

 年明け１月 18 日月曜日を予定しております。今現在、感染状況を踏まえて、今回と同じようにオ

ンラインで開催しようと考えております。年末年始の中で事態が好転したら対面といったところも考

えておりますが、おそらくこういった形での開催になろうと思いますので、また事務局のほうからＩ

Ｄ、パスコードのほうを後日送らせていただきますので、また接続テストをしながら回線のほうをつ

なげていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○笠原会長 

 それでは、本日の議題につきましては全て終了となりました。皆様、大変ご協力いただきましてあ

りがとうございました。 

 では、事務局、最後、よろしくお願いいたします。 

 

○小池教育政策課長 

 ありがとうございました。今回、初めてこういった形の審議会をやらせていただきました。多少ど

うなるのかなという不安を持ちながらのスタートでしたけれども、熱心なご審議をいただきました。

ありがとうございました。お礼を言わせていただきます。 

 それでは、これをもちまして、令和２年度第２回茅ヶ崎市教育基本計画審議会を閉会いたします。

どうもありがとうございました。 


