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令和２年度 第３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 令和２年度教育委員会の点検・評価に対する答申について 

２ 議題 令和３年度教育委員会の点検・評価対象事業について 

日時 令和３年１月１８日（月）午後３時３０分～午後５時００分 

 場所 市役所本庁舎４階 会議室３～５ 

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 工藤 味香委員 

飯田 由美子委員 

 

（欠席） 

稲川 敏光委員 

（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３回 茅ヶ崎市教育基本計画審議会 次第 

・資料１   令和２年度教育委員会の点検・評価に対する知見 

・資料２－１ 令和３年度点検・評価対象候補事業と自己評価の視点について 

・資料２－２ 令和３年度教育委員会の点検・評価対象事業（案） 

会議の公開

・非公開 

公開 

傍聴者 ０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、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。本日もよろしくお願いをいたし

ます。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及び茅ヶ崎市教育基

本計画審議会規則に基づき、これより茅ヶ崎市教育基本計画審議会を開催いたします。 

 本日、本会議の傍聴者はございません。 

 また、本日は稲川委員さんから欠席の連絡をいただいております。全委員９名のうち８名の委員に

出席をいただいております。したがいまして、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、過半数以上の委員の出席を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。 

 なお、本会議の内容は公開となります。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、

ご承知おきをいただきたいと思います。 

 本日の資料につきまして、事前に送付させていただきました。お手元のほうにご準備はよろしいで
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しょうか。 

 まずは本日の次第。続きまして、資料１「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」でございます。資料２－１として「令和３年度点検・評価対象事業と自己評価の視点について」、

資料２－２「令和３年度教育委員会の点検・評価対象事業（案）」でございます。 

 それでは、ここからの議事進行は、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。よろしくお願いいたします。 

 

○笠原会長 

 皆さん、改めましてこんにちは。きょうも皆さんのご協力をいただきまして審議が行われますよう

よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、報告１）「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」になりま

す。事務局よりご報告のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○小池教育政策課長 

 それでは、資料は資料１をご覧いただきたいと思います。 

 令和２年 12 月 24 日付で今年度の点検・評価に対する知見について、教育委員会として答申を受領

させていただきましたので、報告をさせていただきます。 

 ここで、竹内教育長よりご挨拶をさせていただきたいと思います。 

 それでは、竹内教育長、よろしくお願いをいたします。 

 

○竹内教育長 

 皆様こんにちは。教育長の竹内でございます。 

 お忙しい中、本日の第３回教育基本計画審議会にご参加いただきまして、ありがとうございます。

本日は、令和２年度教育委員会の点検・評価の諮問に対する答申を受けまして、第３回として審議会

を開催させていただいております。 

 新型コロナウイルス感染症がまん延する中ですが、リモートでこの間審議をしていただきまして、

大変ありがとうございました。答申を拝見いたしました。かつてないコロナ禍による審議の難しさは

もちろんのことですが、つまびらかにしていただきました答申を拝見いたしまして、事業の評価にお

いても、委員の皆様のご慧眼で状況を深くご理解されてのご判断をいただいたこと、大変うれしく、

また、ありがたく感じております。ありがとうございます。加えまして、市民や子どもたちの主体的

な学びの充実に向けまして、今後の事業の取り組みに対する最大の励ましをいただいたものと感謝し

ております。重ねてお礼申し上げます。 

 私、歌舞伎に興味がございまして、12 代目市川團十郞さんの人の育て方についてちょっと話を伺

いました。市川團十郎さんは、大変厳しくも深い愛情で人を育てる方と伺っております。息子さんで

11 代目の市川海老蔵さん、この方が、テレビで今も人気がございますが、大変人気が出てきたころ、

助言したことはどういうことかというと、「うぬぼれというのは足音がしないんだ」というふうに言

われたそうです。非常に深いなと思いました。これまで培ってまいりました知識や経験は大切ですけ

れども、それだけに頼ると停滞を招きかねません。私たち教育委員会事務局は、点検・評価などの機

会を通しまして、謙虚に教育委員会のこれまでを振り返り、今後に向けて常に刷新に挑戦していかな

ければならないなと深く痛感しているところでございます。 
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 また、本日は、令和３年度教育委員会の点検・評価につきましても、委員の皆様にお話をさせてい

ただく予定でございます。さまざまな点で予想がつきにくい現状でございますが、舵取りの難しい中、

委員の皆様からいただく示唆が極めて大きな示唆にもなるかと思います。どうかこれからもよろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、本日、実り多き会となりますよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。大変ありが

とうございます。 

 

○小池教育政策課長 

 竹内教育長、どうもありがとうございました。 

 申しわけございません。竹内教育長につきましては、他に公務がございますので、ここで退席とさ

せていただきます。 

 

○竹内教育長 

 大変ありがとうございました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（竹内教育長退席） 

 

○小池教育政策課長 

 ありがとうございました。答申につきましては、点検・評価結果報告書に掲載をさせていただきた

いと思います。本年の２月になりますけれども、教育委員会定例会に知見を掲載したもので諮ってい

きたいと思っております。また、完成した報告書につきましては、委員の皆様へ送付させていただき

ますので、そのときにまたご覧いただければと存じます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 事務局からは以上になります。会長のほうに進行をお戻しいたします。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございました。 

 前回、皆さんのほうからご意見をいただきながらまとめさせていただいたものを教育委員会に提出

して、今、教育長からご挨拶いただきまして、これで完成ということになりますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、これから議題の１）に入ります。「令和３年度の教育委員会の点検・評価対象事業につ

いて」ということで、事務局より説明をよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 それでは、資料２－１と２－２に基づき、説明させていただきます。 

 資料２－１をご覧ください。「令和３年度点検・評価対象候補事業と自己評価の視点について」で

ございます。 

 まず、令和３年度の点検・評価対象事業の候補につきまして、我々、例年どおり、施策の主な事業

を基本に、61 事業のうち、１）、２）及び今年度の知見の内容を踏まえまして、資料２にあります

ように、23 事業を候補としてあげさせていただきました。 

 まず、１点目がコロナ禍において教育施策を進めていく上で特に必要となる事業です。令和２年１
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月 16 日、新型コロナウイルスの感染者が確認されて以降、本市教育委員会として、小・中学校の臨

時休業及び社会教育施設の休館等の対応を進めてきています。その対応を踏まえ、児童・生徒及び教

職員の心身の状況把握及びケア、また、社会教育施設等の運営を行うための特に必要となる事業を候

補として選定をさせていただきました。 

 次に２点目です。「実施計画期間内で特に重要視した事業」でございます。 

 令和３年度の点検・評価については、茅ヶ崎市の教育基本計画第４次実施計画の最終年度を評価す

ることとなります。茅ヶ崎市教育基本計画第４次実施計画の８ページに掲載した事業は、計画期間内

で新たに進めた事業など重要度の高い事業を掲載しております。 

 その事業のうち、事務局として資料の表に網かけの部分になりますが、学校教育指導課が所管する

特別支援学級に関する事業を２事業、学務課所管の学校職員の定期健康診断及び産業医の面接指導に

係る事務。この２事業が教職員の働き方改革にかかわる事業です。また、社会教育課所管の下寺尾遺

跡群保存整備事業及び重要文化財旧和田家・旧三橋家の保存整備事業を点検・評価の候補として挙げ

させていただいています。 

 次に、２ページ目、裏面の「教育委員会事務局による自己評価の視点」でございます。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念される中で事業に取り組んできました。そ

こで、令和３年度の点検・評価については、「新しい生活様式」、「with コロナ」の視点を入れま

して、教育委員会による自己評価を行いたいと思います。 

 具体的には、コロナ禍において事業を進めるに当たって、どのような工夫をしてきたか。そして、

実績と成果、課題等を踏まえ、今後の取り組みの考え方について記述していきたいと思っています。

なお、この点については、令和２年度の知見の記述に、コロナ禍でいかに事業を進めるのかというコ

メントがあったことを踏まえたものです。 

 以上を踏まえ、資料２－２に示した事業のうち、グレーの着色のあるものを評価対象事業案として

今回ご提示をさせていただいています。 

 資料の説明は以上です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございました。 

 今、事務局から資料の説明がございました。まず、点検・評価対象候補事業と自己評価の視点につ

いてということと、実際の事業案です。いかがでしょうか。皆様から今の説明につきましてご意見、

ご質問があれば、挙手をいただいてご発言いただければと思います。梨本委員。 

 

○梨本委員 

 質問も兼ねてですが、資料２－２ということでＡ３の一覧をいただいていますが、これはもう説明

があったというふうに理解して、細かな項目の質問に入ってよろしいですか。 

 

○笠原会長 

 事務局、よろしいですか。 

 

○事務局 

 大丈夫です。 
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○笠原会長 

 梨本委員、お願いします。 

 

○梨本委員 

 少し細かい話になるのですが、Ａ３の資料の３ページ目です。それこそウィズコロナということで、

これからの令和３年度については、そういう対策も含めてというお話だったので、図書館所管の 32

番、「図書館利用及び貸出事業」について、こちらは網かけではないのですけれども、今後、デジタ

ル化ということも含めて、市民のサービスを充実させなければいけない分野なのかなと思っています。

リアルな貸し出しは確かに難しくなるかもしれませんが、いろいろな資料のデジタル化とか、電子利

用みたいなものも含めた活用というのが求められるし、もしかしたら障害のある人の対応など、そう

いうことが出てくるかと思うのですが、なので、重点化してもよいのではないかと思っていました。 

 以上です。 

 

○笠原会長 

 その１点で、梨本委員、今はよろしいですか。 

 

○梨本委員 

 もう一点よろしいですか。前回、12 月のときの審議会で日下委員よりお話があった子ども大会で

すが、これでよかったでしょうかという確認です。 

 

○笠原会長 

 では、２点について。まず、１点目の 32 の「図書館利用及び貸出事業」について、ウィズコロナ

を考えた場合には、リアルな貸し出しは難しいけれども、デジタル化等、今後の方向性を視野に入れ

て、ここが網かけにならない理由があれば説明をいただきたいというのがまず１点目。もう一点は、

前回の審議会のときの子ども大会に関することについて、次年度のことについて触れられたかと思う

のですが、それについて確認をお願いしたいと思います。事務局よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 まず、確かにご指摘のとおり、32 番、図書館の利用の事業というのは、図書館の根幹となる事業

ですので重要であると思っています。今回、23 事業というのは、あくまで前提として、これにプラ

スアルファ、もし委員さんのほうでこれは重要だという事業については追加していきたいと思ってい

ます。今の梨本委員のご意見を踏まえますと、事務局としても、確かに貸し出し、どういうような工

夫をしていくかというところが重要かなと思いました。 

 ２点目の子ども大会ですが、具体的に言うと、４ページ目の 49 の「子ども大会の実施」ですね。

この事業が前回の日下委員からご意見いただいたものかなと思っています。市としての補助金が削減

される中で、いかに取り組むかというところがご意見としてあったかなと思います。この事業に対し

ては、我々としても今後重要な事業だと思いますので、この点については、審議会の中で特に見てい

きたいということであれば、うちとしても対象事業としていきたいと考えております。 

 以上です。 
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○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 今のお話で少しおわかりになったと思うのですが、あくまでも、今回、資料２－２で示した部分に

関しては、事務局のほうが考えた案ということなので、私たち審議会の委員の方から、この事業につ

いてはぜひ点検・評価の対象事業とした方が良いという意見を皆さんのほうから出していただいて、

全員の了解が得られれば、事務局へ評価対象事業に挙げてほしいということで申し出していくことは

十分可能でございます。 

 そういう意味で、今、梨本委員がご指摘いただきました、図書館の貸出事業と、子ども大会への補

助が切られる中で、それを具体的にどうやって運営していくか点検・評価で確認したいということで

あれば、事務局としても対象事業とすることについては考えてもいいというふうな見解をいただいた

のですが、委員の皆様どうでしょうか。まず、この２点について、事務局からの説明と梨本委員の考

えについて、ご賛同される、または、別途意見があれば伺いたいと思います。日下委員、お願いしま

す。 

 

○日下委員 

 今ご指摘いただいた、前回、私の方で少しご相談した、49 番の子ども大会の実施についてなんで

すが、市からの委託事業で実施されてきています。委託費がなくなることで市が委託として運営を依

頼するのか、その辺の市のスタンスがどういうふうに理解していいのかというところがあるのですけ

れども、やるにしましても、委託費がなくなって、それでも委託をして運営をしてほしいということ

が実際にはどういうことになるのか。その辺、確認させていただければと思います。 

 

○笠原会長 

 事務局、お願いします。 

 

○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、予算と市の形態の形がどうなっていくのか。委託費のほ

うが非常に厳しいという中で、もし委託ができないようであれば、また別の方法を考えざるを得ない。

例えば、必要なもの、消耗品とかそういったものを補助していく中で、皆さんのご協力だけで実施で

きるのかどうか、そういった部分を検討した上で、現時点でどのような実施計画になるのか。あるい

は、19 ある中で全てが実施できるのかどうかというところまで、申しわけない、今答えられない状

況かなと思っております。 

 そうした中で評価対象事業としては外しているのですが、そういったものも踏まえた中でアフター

コロナといいますか、ウィズコロナといいますか、その中での事業の状況について事務局として報告

をし、審議会としてそれに対する評価対象とするのが望ましいということであれば、追加をさせてい

ただきたいと思います。なかなかそこまで難しいという見解がある中であれば、事務局の提案どおり、

一旦は外させてもらうというのもあるのかなとは思っております。 

  

○笠原会長 

 そもそも委託事業として成り立っているものの委託費がなくなれば、それは市からの委託事業では

なくなってしまうわけですから、それに関しての点検・評価というのは、通常、考えると変ですよね。
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市としては、委託費を切るということは、そもそもその事業に対する一定の市の責任というか、市と

してはここで事業は一旦切りますよという考え方を言っているわけですよね。ですから、今の事務局

の説明によると、そのあたりの曖昧さが残り、実際に今回運営する側のほうとしてどういうふうにや

っていくかというのは非常に難しいと思いますが、日下委員、どうでしょうか。 

 

○日下委員 

 子ども大会にかかる費用については、市からの委託費だけでは賄えないので、これまで、今のとこ

ろの組織体でいきますと、まちぢから協議会、昔の自治会連合会からの活動の助成金を預かっており

まして、それも使って、約半分ぐらいでしょうかね。市からの委託費とまちぢから協議会からの助成

金、半々に近いところでしょうかね。それで賄ってきておりました。実際、この子ども大会、次年度

どうするかというのは、これから委託費がなくなる中で、ただ、我々としては継続実施していきたい

ということで、自分たちの中で確保できる予算の中でどういうふうにできるかというところを検討し

ていきたいというふうな状況ですね。 

 ですので、そういう意味では、子ども大会の意義が非常にあるものと考えている中で、形として継

続実施したいのですが、市のスタンス、そういう意味では、委託費がなくなって、それをどういうふ

うにこの事業を捉えていくのか少しわからないというか、これはバックアップしてほしいとは思いま

す。委託費がなくなるというところで、子ども大会をどういうふうに考えればいいのか悩むところで

すね。 

 

○小池教育政策課長 

 今まで市が主催をする中で、推進協に委託させていただく形をとってきましたが、その補助がない

中で主催でいけるのか、共催という形に変更していかざるを得ないのか、そういったところを来年の

子ども大会を行うに当たって、各地区の推進協の方を中心に、検討をさせていただくようになるのか

なと思っております。 

 

○事務局 

 補足だけさせていただきますと、厳しい予算の中で、子ども大会をこれから継続していくのか見通

しは立っていないことを担当課から伺っております。 

 

○笠原会長 

 なかなか判断が難しいところですよね。主催なのか、共催なのか、具体的にどういうふうに事業運

営をしていくかということに関しては全く方向性が見えない中で、子ども大会のこういった取り組み

とか、子どもたちを中心としたこういう取り組みの重要性はわかってはいるけれども、それを点検・

評価に挙げるか否かという判断をする大もとになるところが非常に弱いかなという気がしないでもな

いですが、梨本委員、どうですか。 

 

○梨本委員 

 評価対象事業というのは明らかに難しいと思うのですけれども、委託費が削減されることが決まっ

ている中で、どういうふうに考えたらいいのかなと、私もちょっと迷っています。どのように考えた

らいいかというのは、判断がつきかねるところです。 
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○小池教育政策課長 

 こちらのほうは、第４次の実施計画として令和２年度まで組んだ計画の中の事業を、来年は２年度

分の事業を点検・評価するので、どうしても抜けてしまっているところがあります。つくった後にコ

ロナの状況が起きているので、計画上載っているものを載せていただきながら、うちのほうとしては、

厳しいかなということで、一旦外させてもらっているような処理をさせてもらっている形になってい

るとご理解いただければと思います。 

 

○笠原会長 

 すいません、事務局、ちょっと確認になりますが、今、課長がおっしゃったコロナの影響によって

計画の中に記載している事業も削らざるを得ないというのは、教育委員会以外でも多数あるというこ

とですか。 

 

○事務局 

 そうですね。 

 

○笠原会長 

 要は、一律にコロナの影響を受けて、事業の見直し、予算対応も含めて整理をする方向の中で、今、

子ども大会に関しては補助金が出ないという方向が出ているというふうに理解をするということがま

ず１つでよろしいですか。 

 

○事務局 

 そうですね。こちらの財政状況の、来年度の予算の査定の状況からすると、まだ査定している段階

になります。一部では、予算が確定しているものもありますが、こういう厳しい状況なので、査定の

状況が延びている状況です。子ども大会については、今後どういうふうになっていくかというのがま

だ定まっていない部分も実はあるのは正直なところです。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。どうでしょうか。お願いします、宮瀧委員。 

 

○宮瀧委員 

 子ども大会に限らず、大枠を皆さんで共通の認識に立たないといけないと思いますが、令和３年度

の点検評価は、今年の３月までの事業に対する点検評価だということですね。そうすると、これにつ

いては、予算措置はコロナ禍前にしていますので、通常の令和２年度当初予算に基づいて、いろいろ

な変更をしながら３月までやっているということですね。 

 ところが、事務局から説明がありましたが、今度の４月からの予算編成をやっていらっしゃるとい

うお話がありましたけれども、どこの自治体もかなり税収が減る中で、例年のような予算が組めない

ということで、それは教育委員会関係の予算もかなり薄まってくることが予測されます。そういうと

きに、そういうイレギュラーな事態を評価するというのはなかなか難しいことでもあると思うのです

が、薄まっちゃったとか、そういうことを評価する意味はあまりないと思いますので、むしろ、例外

的なイレギュラーな社会状況の中で、個々の事業がどういうふうにベストを尽くして、最善の判断を
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積み重ねて事業を実施してきているかとか、来年度はそういう視点を設けないといけないと思います。 

 ただ、今ここで議論しています令和３年度の点検は、財政上はまだそういうことになる前の状況の

令和２年度を評価しますので、予算的なことよりも、昨年からの緊急事態宣言からの学校の対応とか、

生涯学習施設の対応が社会状況に応じて適切に行われたかどうかみたいな評価がメインになると私は

理解していますけれども、予算の問題が令和３年度点検評価には入ってきませんよね。だけど、来年

度は、令和４年度にやる評価では、予算との兼ね合いが多分問題になってくる。そういう認識でいま

すけれども、事務局、そういうことでよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

ご指摘のとおりでございます。 

 

○宮瀧委員 

 すいません、もう一つ。そうなると、学校教育と社会教育のバランスがまた問題になると思うので

すが、一般的には、他の自治体でも学校教育優先にどうしてもならざるを得ないと思います。社会教

育は、例えば、図書館の資料購入費なんかが１年間凍結される自治体もあると聞いていますし、子ど

もたちの教育だけは後退させたくない、あるいは、子ども会等の子どもたちの行事は優先したい。大

人は少し我慢しようとか、そういう方針が、今、茅ヶ崎市議会でも、あるいは教育委員会でもちょう

ど議論されているところだと思います。評価が難しいのは、今の状況と１年前の状況をダブらせちゃ

いけないところが難しいと思うのですが、その辺は事務局のほうですっきり整理していただかないと、

うまく評価できないかなと思いました。 

 以上です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 委員の皆さん、いかがですか。 

 

○梨本委員 

 じゃ、私から。すいません、難しい判断が迫られることを少しお話しさせていただいて。やはり、

点検・評価というのは、予算や方向性などにすごく力を与える根拠となると思っています。そのよう

な中で、確かに子ども大会もそうですけれども、少しトーダウンしていることが心配されるようなと

ころで、こっそりといいますか、急に予算が減らされるとか、そういった方向性については少し心配

するところがありまして、あえて発言をさせていただきました。 

 来年度の点検・評価については、今年度といいますか、ここについての評価になるので、変更があ

るというわけではないのですけれども、ただ、今後について、少し心配されるところについては、検

討というか、言葉に残していかないといけないなと思っています。なので、子ども大会もそうですし、

子ども会もちょっとその意味で指摘、ジュニアリーダーなどについても、もしかしたらお話をしてい

たほうがいいのかなと思ったのですけれども、とにかく、来年度についてはこのまま変更なしと言っ

ていいのですかね。令和３年度この表についてはこのとおり、子ども大会についてはこのとおりとい

うことでお願いしたいと思います。 
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○笠原会長 

 梨本委員からはそのようなお話がありましたが、ほかの委員の皆さんはいかがでしょうか。飯田委

員、お願いします。 

 

○飯田委員 

 私自身、市民で、中学生の子どもを持つ親で、その立場から日下委員にはいつもお世話になってお

ります。子どもたちがいつもありがとうございます。１つだけお尋ねしたいのですが、令和２年度は

結局コロナで多くの青少年課の事業はどうなりましたかね。そこを知りたくて。それに続いて、おそ

らく令和３年度は、引き続いて、コロナ禍でどう動くかというのが少し見えてくるのかなと、親心も

あってお聞きしたい部分もあるのですが、いかがですかね。 

 

○日下委員 

 私のほうでしょうか。 

 

○飯田委員 

 はい。 

 

○日下委員 

 私のほうで何らかといいますか、先ほどございました子ども大会ですが、このコロナ禍で開催する

のは難しいということで、実際問題、毎年、主催する我々、地域の人、参加する子どもたち、手伝っ

てくれる中学校の子どもたちを入れて、大体 600 名から 700 名ぐらいの人数が、体育館の中でいろい

ろなコーナーとか、そういうところで子どもたちに楽しんでもらうという企画です。青少年課から新

型コロナの影響で開催は難しいという判断で、開催しないということで連絡がありまして、２年度は

どこの地区も開催していません。来年度はわからないです。 

 それから、我々のところで、あとは、地域の中学校の吹奏楽部と、地域の、例えば太鼓の会とか、

そういう演奏者が集まってオータムコンサートというのをやっているのですが、それも中止いたしま

した。どちらにせよ、ことしはコロナの影響でそういうイベントが全て中止という形になりました。 

 よろしいでしょうか。 

 

○飯田委員 

 ありがとうございました。梨本委員などからお聞きして、少し理解できたのですが、令和４年度に

向けて課題として残すということは可能なのですか。今の子ども大会も含めて、青少年課の委託費を

なくす方向であったりとかというもの、令和３年度は、表には出さないものの、令和４年度に向けて

残しておくということは可能でしょうか。一般的な考え方で申しわけないのですが。 

 

○笠原会長 

 事務局のほうが答えていただいたほうがよろしいかと思います。 

 

○事務局 

 今回、点検・評価自体は、例えば、令和３年度は令和２年度の事業についての課題と実績を記述し
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ます。また、それを踏まえて、令和４年度以降どういうふうに事業を進めていくのかも、その考え方

を自己評価の中で記述していきます。以上です。 

 

○飯田委員 

 ありがとうございます。よくわかりました。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 実際のところ、来年度の点検・評価では、今、事務局からもお話があったように、どの事業につい

てもかなり厳しい状況があると思います。その中で、先ほどの事務局の説明ではないですけれども、

どんな工夫がなされたり、今後に向けて新たな方向性を見いだしたりというあたりのところの取り組

みが大事になってくる。そのことが結果的には令和４年度につながっていくということになろうかと

思いますので、少なくともそういう視点から見ていただいて、その他の事業について何かご意見とか、

令和３年度の点検・評価の対象事業として加えておいたほうがいいというものがあれば、お願いした

いと思います。 

 その前に１点、梨本委員から２つのことについてご提案がありましたが、梨本委員からは評価対象

としなくてもいいというふうに整理をされたのですが、ほかの委員の方々はどうですか。 

 

○笠原会長 

 子ども大会のほうについては点検評価の対象事業としないでよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○笠原会長 

 図書館のほうの事業についても、梨本委員、整理されたんですよね。 

 

○梨本委員 

 図書館については、できれば重点化として検討いただければと思いました。 

 

○笠原会長 

 図書館については重点化ということで、皆さんのほうはどうでしょうか。 

 

○笠原会長 

 重点化したほうがいいのではないかという。 

 

○宮瀧委員 

 すいません、重点化というのはどういう形でやるということでしょうか。 

 

○笠原会長 

 網かけを。 
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○宮瀧委員 

 要するに、さっきもちょっと言いましたけれども、今回評価する令和２年度は、予算的にはほぼ通

常の予算がある中で事業をやっていると。そうすると、イレギュラーなコロナに伴う対応が適切であ

ったかとか、そういう視点ですか。それとも、また全然違う視点から教育委員会の行政の中から図書

館の事業を少し重点化したりとか、ちょっとその辺を梨本先生にもう少し補足をお願いしたいと思い

ますが。 

 

○笠原会長 

 梨本委員、お願いします。 

 

○梨本委員 

 やはりそうですね。コロナ対策というふうなイレギュラーなものなのか、それとも、経年的なつな

がっているものなのかというのは、しっかり分けて考えていかないと、と思っているのですが、図書

館については、既にかなりデジタル化に向けた動きが進んでおりまして、コロナに関係なく、ちょっ

と郷土資料について予算などで心配されるところがありましたので、今後のイレギュラーなこととい

うよりは、図書館の全体的な経年的なこととして、少し重点化ということで、デジタル化というよう

な方向を進めていただくということで、重点化というか、評価対象事業としていただいてもいいので

はないかなというふうに思っておりました。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。図書館の事業の一つの方向性として、現在も当然のことながらやられてい

ることの継続、延長線上で捉えたいというのが梨本委員の意見ですが、宮瀧委員、どうですか。 

 

○宮瀧委員 

 そうすると、番号で言うと何番ですかね。 

 

○笠原会長 

 32 番です。 

 

○宮瀧委員 

 32 番のデジタル化のところですか。 

 

○笠原会長 

 はい。 

 

○宮瀧委員 

 すいません、ちょっとデジタル化のことが読み取れなかったのですが、ここに入ってくるわけです

か。 
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○笠原会長 

 レファレンスサービスのところの中で、リアルな貸し出しとかではなく、あと、障害のある方々、

対象者も含めて、そういうところでのデジタル化ということが入ってくると思います。 

 

○宮瀧委員 

 わかりました。レファレンスサービスですね。 

 

○梨本委員 

 追加ですいません。郷土資料デジタルライブラリー推進事業なのですね。こういう取り組みが既に

行われていて、資料そのもののデジタル化の動きですね。それをぜひ重点的に見ていただきたいとい

うふうに。 

 

○宮瀧委員 

 それも 32 番で大丈夫ですか。 

 

○梨本委員 

 はい。「図書館利用及び貸出事業（本館・分館）」の中に入ってくるものになります。 

 

○宮瀧委員 

 そうですか。じゃ、ぜひ。了解しました。 

 

○笠原会長 

 では、確認ですが、32 の「図書館利用及び貸出事業」については、評価対象事業として我々の中

からは事務局のほうに提案をするということでよろしいでしょうか。賛成していただける方、一応挙

手をいただけますか。 

 

（一同賛成） 

 

○笠原会長 

 わかりました。では、この部分については、ひとつ事務局のほうに提案をしていきたいと思います。 

 では、それ以外の事業について何かございましたら、よろしくお願いいたします。工藤委員。 

 

○工藤委員 

 質問です。15 番の就学相談事業。特別な配慮が必要である就学幼児および学齢児童・生徒に対し

という内容ですが、ほかの 14、16 とかは評価対象事業になっているのですが、これだけ外れている

のはなぜかと思いまして。 

 

○笠原会長 

 事務局、よろしいですか。まず質問ということで。 
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○事務局 

 今回、23 事業選ばせていただいたものは、特に、資料２－２の右側に黒丸がついているかと思い

ます。その黒丸が多いものについて、事務局のほうでピックアップをさせていただいています。一部、

歴史文化交流館については、黒丸１つで対象候補事業としていますが、これは、丸ごと博物館事業や、

下寺尾官衙保存遺跡群とセットの事業になっているもので、今回は対象とさせていただいています。

答えになっているかどうかわからないですが。 

 

○笠原会長 

 要は、同じ相談、例えば、14 番であれば、特別支援学級増設の部分でついている。16 番は、同じ

教育相談事業で心の教育相談でついている。なぜ就学相談事業が網かけではないのかというところに

関して、今のご説明だと、理解するにはなかなか難しいところかなという気がしますけれども。 

 事務局、お願いします。 

 

○小池教育政策課長 

 就学相談事業は、何をやっているかといいますと、入学してくるお子さんに、普通学級に行くのか、

特別学級に行くのか、そういったところのものが中心になります。この中で見ていただく中でも、就

学指導委員会というのは、そういったお子さんが普通学級に適しているのか、特別支援学級が適して

いるのか、そういったところの相談を受けているところになると思います。通常の子ども教育相談と

いうと、不登校になってしまったとか、いじめ問題があるとか、そういったものに対処するので、少

し内容的には違うのかなと思うところもございます。そうした中で、特別支援学級についてふやして

いくというのは、進めていかなければいけない事業として大きく取り上げた点検・評価の事業にして

いくところですけれども、こちらのほうについては、点検・評価するところまでどうなのかなという

ふうに思っているところです。 

 

○工藤委員 

 わかりました。この文章だけ読んだ感触だと、ちょっと違う印象だったので聞いたのですけれども、

今の説明でわかりました。大丈夫です。 

 

○笠原会長 

 では、松永委員。 

 

○松永委員 

 その前に、15 番の就学相談事業なのですが、今、工藤委員がおっしゃったように、ここだけ評価

対象事業でないというのは、少し違和感があるなという気がしますね。学校現場からすると、とても

重要な事業で、ここのところ特別な配慮が必要な児童というのが毎年、毎年ふえている状況の中で、

回数も実際にはふえています。その点だけ、ちょっとご意見として述べさせていただくということで

お願いしたいと思います。 

 私のほうからは、まず質問ですが、19 番の指標のところで「市費教員の任用」というふうに書い

てある。これは人数でしょうか。それから、もう一つ、23 番のこれも指標ですけれども、定期健康

診断で、ここは指標が書いてありませんけれども、これはどうしてなのかなと、その２点、まず質問
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させていただきたいなと思います。 

 

○笠原会長 

 事務局、２点お願いします。 

 

○事務局 

 まず、「市費教員任用事業」ですけれども、これは人数です。学校職員の定期健康診断に係る事務

ですが、これは、資料２－１で説明させていただいたのですけれども、教育基本計画実施計画という

のが、事業の性質に沿って、事業を政策的事業、義務的事業、一般管理事務で分けています。政策的

事業というものに位置づけられているものについては指標を設定しています。今回の学校職員の面接

指導に係る事務については、一般管理事務であり、指標を設定しないものとして扱ったため、指標が

「－」になっています。例年ですと、政策的事業から評価対象を選んでいたのですけれども、先ほど

説明させていただいたように、来年度の点検・評価については、第４次実施計画の総括の年度に当た

り、政策的事業というものにこだわらず、今回、働き方の見直しのスタートとして始まった事業です

ので、事業の性質に限らずに３年間の事業成果を評価していいのかなというふうに考えて、今回、こ

こで候補とさせていただいています。 

 

○笠原会長 

 松永委員、どうでしょうか。 

 

○松永委員 

 わかりました。先ほどありましたけれども、この評価というのは、今年度、令和２年度の点検・評

価ということで、予算がある中でというお話でしたけれども、なかなか定期健康診断のほうもオプシ

ョンが全くなしになって、中身、内容についてはあまり充実していない。対象の職員も、非常勤は外

されているというような厳しい点検・評価になるのかな。ただ、それを次年度に生かしていただくと

いう意味では、入れていただいて、ぜひ点検・評価をしていただきたいなというふうに思っています。 

 あわせて、別件ですけれども、11 番の「ふれあい補助員の派遣事業」。これは、前にも意見を書

かせていただいたのですけれども、点検の指標が人数ということになりますが、指標についてはもう

決定ということですか。といいますのが、人数は、今年度そのままなのですけれども、勤務時間数が

減っています。実際には学校現場では前年度よりも減少している。それがこの指標のままだと見えて

こないので、先ほど教育長からのお話もありましたけれども、真摯に振り返って刷新をしていくとい

う意味では、この点検・評価の指標についても、人数ということになると見えてこないものがあるの

かなというふうに思っています。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 指標に関しては、昨年度の審議会でもさまざまな意見をいただきました。ただ、計画年度が終了す

るまでは、計画当初に決めた指標でもって継続的に点検・評価を行っていくというのが基本的な考え

方ですので、毎年度のこういう審議会の中で皆さんからいただく、特に指標に関する意見については、

次回の制度設計の際に生かしていただくということで、その都度、その意見については事務局のほう
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にきちっと預けて、次の計画の際の指標を選定するときに十分反映というか、考慮してほしいという

ことを昨年度も申し上げておりますので、今の松永委員のお話についても同様な形で、事務局への意

見ということで次回の計画策定の際に考慮をしていくというところで整理をさせていただきたいと思

いますが、よろしくお願いいたします。よろしいですか。 

 

○松永委員 

 よろしくお願いします。 

 

○笠原会長 

 事務局のほうへの確認ですが、学校職員の定期健康診断。要は、義務的事業というところで毎年度

行っている中で、最終年度であるがゆえにということと、コロナの状況があってということで、産業

医の面接指導云々という部分についても、指標はないのだけれども、具体的な形として、イメージと

してどんなふうに出てくるかというのは、今、言えますか。参考までに。 

 

○小池教育政策課長 

 23 番の指標はない中で、どういった形で自己評価をしているかというご質問でよろしいですかね。 

 

○笠原会長 

 はい。 

 

○小池教育政策課長 

 今まで指標で目標値を達成した、していないというのを書いていますけれども、指標がない中では、

実績と課題があったのか、これからの展開というところを文章のほうで書かせていただきたいと思い

ます。今まで数値目標というのをかなり言われてきている中で、数値目標に目が行き過ぎているとこ

ろがあるのかなというところも感じている中では、指標のないものであっても、きちっと実績と課題

とを出せるのが職員の事業に対する意識づけというのもあるのかなと思いますので、そういう形でこ

れは今回書かせてもらえればと思います。 

 

○笠原会長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。工藤委員。 

 

○工藤委員 

 今の指標の話ですが、指標についても、システムというか、あれはわかった上で、次年度以降生か

していただきたいので、意見として残そうかなというところで言わせていただきたいです。数よりも

指標で、人数じゃどうとか、その内容がその指標ではちょっとという、先ほど松永委員が言われてい

たのと同じような考えですが、18 番の「いじめ防止対策推進事業」。いじめ防止対策調査会開催回

数。こちらも回数。会を開催した回数は、確かに多ければいいのかもしれないのですが、これだと、

せっかくの内容の評価には当たらないと思わざるを得ないというか。結局、自分が何件やって、何件、

どういうふうになったのかというところが一番大事なところであって、いじめ防止の会を開いたから
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といって、どうなったかというのが全く見えてこないので、これを評価に値するのは、親としてちょ

っとどうなのかなと。一番気になるところだと思います。いじめ問題とかというところ。教育に関し

て。もう少し明確に内容が出てきたらいいのかなというところがあるので、ぜひ今後の評価とかとい

うことに関しては、そういうものも。例えば、問題が何件あって、何件、解決したといったら、そう

いう簡単なものでもないのですが、分母がある数字にするとかという形をとってもらいたいのかなと。 

 あと、もう一つ、６番のＩＣＴの関係ですが、こちらも「パソコンを使用して授業等を行った日数」

とあるんですが、今後、新しく導入してきますよね。それに対して、使った日数というのは別に必要

なのじゃないかなと。どちらかというと、これに対して、始めるのであれば、使ったことにおいて、

例えば、問題が起こった数だったり、それだとマイナスになってしまうので、よい方向の評価指標は

どういう形で出すのか、考えていかなければいけないとは思うのですけれども、指標の出し方という

か、それについては、もう少し内容が反映されるような数字になっていたらいいのかなと思いました

ので、ぜひ検討いただけたらと思います。 

 

○笠原会長 

 松永委員。 

 

○松永委員 

 今、工藤委員からお話がありましたように、全くそのとおりで、私もこの２件については、そんな

お話をさせていただこうかなと思っておりました。次の指標に生かすという意味で、本当にそのとお

りだなというふうに思います。いじめについては、開催回数ではなくて、解消率という形で示してい

ただくといいのかなというふうに思います。学校教育指導課のご努力で、令和元年度、神奈川県児

童・生徒の問題行動、不登校等の調査結果から、それは明確に出ていて、実際に解消率が 52.2％か

ら、平成 30 年度は 95.3％。こういう数字がきちっと委員会のほうで手元に持っていらっしゃいます

ので、そんなのも指標にしていただくと生かされるのかなというふうに思います。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 指標については、毎年度、いろいろなご意見を頂戴しておりますので、ここでは意見をきちっと積

み重ねる方向で対応していただくことを要望したいと思います。 

 ほかはいかがでございましょうか。宮瀧委員、お願いします。 

 

○宮瀧委員 

 意見というか、レクチャーをお願いしたいのですけれども、公民館は、これは教育委員会の評価対

象ですけれども、市民の皆さんの認識として、もう一つ、コミセンがありますよね。市内にはコミュ

ニティセンター。そこの役割は、コロナの状況の中で、子どもたちの居場所になったりとか、短い夏

休みや冬休みの学習の場だったりとか、市民の皆さんのご自宅に近い公共施設として、図書館が近く

ない方にとって、公民館やコミセンというのが、特に子どもたちの居場所にもなってくると思うんで

すけれども、いろいろな事業の関係で、所管の市長部局と教育委員会という違いはありますけれども、

コミセンと公民館は横の連携をどうやってとっていらっしゃるのでしょうか。 
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○笠原会長 

 事務局、お願いいたします。 

 

○小池教育政策課長 

 今、コミセンと公民館の話がありました。茅ヶ崎市のコミセンと公民館、全国的に同じなのかわか

りませんが、比較的よく似ていると言われております。区別がつかないのかなと、市民の方からする

と、あるかと思います。これは、歴史の中で、もともと公民館は５館しかなかった。それに対して茅

ヶ崎の自治会は 13 あったという中で、公民館を自治会の方も使われていた。そうした中で、自治会

としてはもう少し地域で使える施設が欲しいというご意見の中からコミュニティセンターという発想

が出てきていると思います。 

 こうした中で、まずは、公民館のない地域にコミュニティセンターを設置していくという方向で行

政が進んだ中で、コミセンの役割の中に、一部、社会教育的な事業を行うということも含めてコミセ

ンを設置してといった中で、公民館との区別がつきづらくなっているのかなと思っております。 

 では、具体的にコミセンと公民館の施設の動き方としましては、例えば、今のコロナの時期であれ

ば、公共施設全体としての開館の仕方ですとか事業のやり方ですとかというものを市として統一して

動くようにはしております。今のコロナの中ではそういった動きをしている。 

 じゃ、それ以外の通常時といいますか、コミセンと公民館の連携の部分になりますと、市長部局と

教育委員会というところがあるので、なかなか連携がとれていない部分もありましたが、ここ 10 年

の総合計画の中で、連携をしようとしまして、公民館がコミセンに行って事業を打つような形をとっ

ていく。公民館の出前講座ですね。そういったものをしながら、コミセンとの交流をとっているとい

うところが現実です。最近は、公民館のある地区につきましても、コミセンがつくられていくように

なってきております。そういったところにつきましては、比較的交流をとりやすいのかなと思ってお

ります。 

 以上です。 

 

○宮瀧委員 

 おそらく児童・生徒、市の教育委員会の所管には入らないけれども、高校生ですよね。家庭の事情

で自宅で勉強できない子とか、いろんな子の居場所になっていたりとか、いろんなケースがあると思

いますので、地域によって対応が違ったり、あるいは、支援状況が違ったりとかしないように、でき

るだけ、今、連携を取り合っていると課長がおっしゃっていましたので、市民からしてみれば、厳密

に公民館とコミュニティセンターの違いがわかっている方ばかりではないと思いますし、本当に切実

な、受験勉強の場が欲しいとか、あるいは、地域の皆さんの学校支援の場になっているとか、いろい

ろあると思いますが、緊密な連携をとればとるにこしたことはないと思いますので、特にコロナの状

況では、遠方に行くこともできないですし、そこの緊密な連携をさらに深めていただいて、市民、特

に児童・生徒を主語にして考えた場合、どうだという発想を持っていただければ、逆にそういうのが

来年度の評価対象になってくると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいなと思います。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。飯田委員。 
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○飯田委員 

 時間はもしかしたら押しているかもしれないのですが、せっかくなので、さっきの指標のことでも

う少しつけ加えさせていただけたらと思います。 

 例えば、16 番の心の教育相談なども、先ほど工藤委員がおっしゃったみたいに、いじめの回数が

どうのという指標と一緒で、教育相談員の勤務日数を載せるところで、解決に導いたかどうかという

のは見えにくい指標だなというのは、これを見ても感じたりしましたので、今後の記載として残して

いただけたらなと思います。 

 例えばなんですが、相談者の人数であったり、今、コロナでも家族で抱える問題というのは本当に

多いと思いますが、例えば、家族やその他の橋渡し役をしたとかという実際的な人数なり、指標のほ

うが目に見えるのかなというのは感じました。そこが１つと、あと、23 番の、先ほど松永委員もお

っしゃっていましたが、安心・安全に児童や生徒が教育を受ける上で、先生方が健康でないといけな

いなというのは、常々親としてすごく実感しますので、さっき松永委員が健診のオプションがないで

あったり、市費や非常勤の健診費がないとおっしゃっていましたが、そういったところも、あれと思

うような、びっくりするような内容でしたので、そういったところも細やかに載せていただけると、

市民としても安心につながるんじゃないかなというのはちょっと感じましたので、あえて伝えさせて

いただきました。それだけです。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。工藤委員、お願いします。 

 

○工藤委員 

 さっきのコミセンとか公民館の話でちょっと思ったのですが、40 番の「小学校ふれあいプラザ事

業」。こちらは評価対象ではないのですが、コロナ禍でも親御さんが働いているときに、ふれあいプ

ラザを使っている子どもたちが結構今ふえていると思います。今回、コロナ禍において教育施策を進

めていく上で特に必要となる事業というのに評価対象事業としていると思いますが、ふれあいプラザ

事業も評価対象事業にならないのかなというのを思いまして。 

 

○笠原会長 

 今、工藤委員のほうから、コロナでの対応にかかわる事業としてこれが入らないのかということで、

事務局のほうとしての整理はどうだったのかというのを、補足があればお願いします。 

 

○小池教育政策課長 

 ありがとうございます。ふれあいプラザ、丸が１つということもあるのですが、実際に今回、頑張

ってくれているプラザ、たくさんあります。そういった面では、ご指摘いただければ、２年度のコロ

ナ禍でふれあいプラザが子どもたちのためにご協力いただけたのかなというようなところを書かせて

いただいて、今後のプラザのあり方について、知見としてご意見をいただくのは、今、指摘をされて

いる中でいいのかなと思ったところでございます。 

 

○笠原会長 

 事務局から、今後のことを考えると載せてもいいのではないかというのが出てきたんですが、どう
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でしょうか。梨本委員あたり、どうですか。お願いします。 

 

○梨本委員 

 ここは、例年、19 校の小学校がある中で、18 校というのが続いているけれども、Ｓ評価できてい

るところだと思います。なので、コロナ禍の中でしっかり運営しているということを強く評価すると

いう意味で、確かに網かけにしてもよいのではないのかなというふうに思います。たしか人数的には

ちょっと厳しいものが出てくるかもしれませんけれども、そこをあえて、ここを重点的にしっかり、

全児童対策としてしっかりやっていくというのは、市の姿勢を示す意味で、評価対象事業にしてもよ

いのではないかというふうに思いました。 

 

○笠原会長 

 というようなご意見も出てきてはいますが、どうでしょうか。そもそもふれあいプラザ事業の事業

説明では、自主性を育成する、みたいな書き方になっていて、居場所という感覚でこれを整理すると

いうのはまたちょっと違うのかなと思いますが、少なくとも、現実問題として子どもたちがそこに集

まり、さまざまな今の状況の中で日々の活動の場として重要な役割を果たしているという現状がある

というところも踏まえて、前向きに捉えてはというご意見が出ていますが、ほかの委員の皆さんたち、

いかがでしょうか。松永委員。 

 

○松永委員 

 ごもっともなご意見だと思いますが、実際のところをお話しすると、最初の緊急事態宣言のときは、

私の記憶では、プラザは全て閉鎖という形になったと思います。それから、今回のところに関しては、

笠原会長のほうでおっしゃったとおり、自主性を育成しますというところとは違って、青少年課で居

場所確保ということで、各プラザの運営に任せるという形でそれぞればらつきが出ているところが実

際のところです。どうしてそういうことになるかというと、緊急事態宣言で不要不急の外出を控える

ようにということで、学校開放はストップ。それに伴って、市内小学校全ての校庭は開放しませんと

いう形で統一しました。その中で、プラザが果たして居場所という形で必要ですが、子どもの安全と

いうことを考えると、開けるということがどうなのかという議論もあって、その辺のところは各プラ

ザばらばらに今なっているという状況です。そうした中で、居場所という視点で点検・評価の中です

ると、非常に厳しい結果が出るのかなというふうに思います。 

 

○笠原会長 

 松永委員、ご意見ありがとうございました。現場の状況をお伝えいただくと、なるほどなというと

ころもあるし、一律に見ていくということがどうも難しいようですので、重点に挙げていくことによ

って、プラザの自主運営、判断に任せるというところの部分が逆に過大視されてしまうようになって

もよろしくないのかなという気もしないでもないですけれども、どうでしょうか、全体的なバランス

を考えて。いろんな側面から見ていくと、必要な部分はあろうかと思いますが、そもそもの事業の成

り立ちというところで、来年度については事業の重点というのを整理していったほうがいいのかなと。

冒頭で宮瀧委員もおっしゃっていただいたので、その中でそれぞれ工夫をされていく部分について、

市のほうの自己点検の中で整理をしていただくというやり方もあるかなというふうに思いますので、

この部分については、どうでしょうか、特段網かけ、重点せずにいく方向でよろしいですか。 
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（一同賛成） 

 

○笠原会長 

 それでは、時間のほうもだいぶ押していますが、とはいえ、皆さんのご意見も貴重ですので、何か

あるようでしたら、最後、これだけはという方がいらっしゃれば、ご意見を頂戴したいと思いますが、

ないようでしたら、事務局のほうにお戻ししたいと思いますが、いかがでございましょうか 

 特にないということで、皆様からのご意見を踏まえて、対象事業として、図書館の 32 については

評価対象事業としていくということで皆さん賛成をいただいたので、そのことについては反映してい

ただくということでお願いしたい。 

 それから、指標については、いろんな角度から委員の皆さん方からご意見をいただいておりますの

で、それはきちんと事務局のほうに整理していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。それでは、本日の議題については全て終了ということで、司会を事務局に戻したいと思い

ますが、よろしいですか。 

 事務局、よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 事務局の案プラス１事業というところで、しっかりと自己評価をしていきたいなと思っています。 

 皆様のほうから指標のお話がありました。指標の設定についての知見とさせていただきます。数値

的な設定された指標にかかわらず、ちゃんと数値として実績を示せるものは示して自己評価に記述し

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○小池教育政策課長 

 それでは、熱心な審議、ありがとうございました。令和３年度第３回の教育基本計画審議会になり

ますが、今年度最後の審議会となります。こういった状況の中で、皆さん１年間、書面会議とＷＥＢ

会議という、今までにない形の中で、ご審議をいただき、貴重な知見をいただきました。本当にあり

がとうございました。来年度もよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、これをもちまして、令和２年度第３回茅ヶ崎市教育基本計画審議会を閉会とさせていた

だきます。どうもありがとうございました。 


