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令和３年度 第１回茅ヶ崎市教育基本計画審議会（WEB 会議） 会議録 

議題 １ 議題 教育委員会の点検・評価（案）について 

２ 報告 教育委員会の点検・評価の実施方法について 

日時 令和３年７月３０日（金）午後３時３０分～午後４時３０分 

 場所 市役所本庁舎６階 理事者控室 

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 大越 敏孝委員  

稲川 敏光委員 梨本 加菜委員 工藤 味香委員 飯田 由美子委員 

（欠席） 

宮瀧 交二委員 

（事務局） 

前田教育総務部長 島津教育総務課長 戸井田課長補佐 松原主査 

高橋教育施設課長 工藤学務課教職員担当課長 瀧田社会教育課長 

生川南湖公民館館長 関山青少年課長 松下体験学習センター所長 

力石学校教育指導課長 佐藤図書館長 日髙教育センター所長 

会議資料 ・次第 

・資料１ 教育委員会の点検・評価（案） 

・資料２ 教育委員会の点検・評価（案）に対する委員からの意見と対応方針 

・資料３ 教育委員会の点検・評価の実施方法について（案） 

・参考資料１ 「動画で学ぼう！自宅で学ぼう！！」公開動画一覧（令和２年度） 

・参考資料２ 茅ヶ崎市オンライン講座 実施状況一覧（令和２年度） 

会議の公開・

非公開 

公開 

傍聴者 ０人 

 

○島津教育総務課長 

 皆さん、こんにちは。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。 

 教育委員会教育総務部教育総務課長の島津でございます。 

 本審議会につきましては、昨年度まで教育推進部教育政策課で事務局を担当してございましたが、

組織の改正によりまして、本年度より教育総務課で担当をさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 さて、皆様ご存じのとおりですが、現在、新型コロナウイルス感染症の罹患者の数が急増しており

ます。神奈川県においても、来月２日から緊急事態宣言の発令も見込まれております。こうしたこと

から、本日の会議につきましては、開催直前ではございますが、急遽、ＷＥＢ会議に切りかえさせて

いただきました。直前の変更となり申しわけございませんが、ご理解賜りますようよろしくお願いい

たします。 
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 本日の審議会につきましては、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

る要綱に基づき実施させていただきます。 

 それでは、開催に当たり、３点について確認をさせていただきます。 

 はじめに、本日、審議会の傍聴者の希望者はいらっしゃいません。 

 続きまして、本日の出席の関係ですが、宮瀧委員が欠席でございますが、委員９名のうち８名の委

員の方にご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、過半数以上の委員にご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。 

 審議に入ります前に、事務局の紹介をさせていただきます。 

 教育総務部長の前田でございます。 

 教育総務課課長補佐の戸井田でございます。 

 教育総務課の松原でございます。 

 最後に教育総務課長の島津でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本会議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

きをください。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。 

 １点目、本日の次第。 

 ２点目、資料１「教育委員会の点検・評価（案）」。 

 ３点目、資料２「教育委員会の点検・評価（案）に対する委員からの意見と対応方針」。 

 ４点目、資料３「教育委員会の点検・評価の実施方法について（案）」。 

 以上４点でございます。不足等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、審議会規則第４条第２項に基づきまして、笠原会

長にお願いいたします。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。会長の笠原でございます。 

 今、事務局からの説明にもございましたように、当初は対面で皆様方の意見を直接聞きながらの審

議会の開催という方向で事務局とも話し合いを進めていたわけですけれども、こうした状況の中です

ので、ＷＥＢでの会議の実施ということで急遽変更させていただきます。どうか皆様方、忌憚のない

ご意見をいただきながら、実質的な議論ができますようご協力をお願いいたします。 

 あわせまして、こうしたＷＥＢでの会議ということで、長時間にわたり会議を行うことが難しい状

況もあります。それぞれお考えがあるときには積極的に挙手をしていただければ、こちらから指名を

させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、令和３年度第１回茅ヶ崎市教育基本計画審議会を開催させていただきます。 

 次第の２の議題になりますけれども「教育委員会の点検・評価（案）」につきまして、お手元にご

用意していただいておりますでしょうか。まず、69 ページ以降の政策３から審議をお願いたしたい

と思います。69 ページの政策３の総括につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 
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○事務局 

 それでは、資料１と資料２をご覧ください。 

 まず、資料２の誤字を修正させていただきます。資料２の２枚目、「特別支援教育循環相談事業」

と書いてありますが、正しくは「循環」ではなく「巡回」でございます。また、資料２の３枚目、心

の相談事業のことについて委員からご意見いただきました。同意見に対して、事務局から修正案を示

させていただいています。修正案の２行目、「子どもへ寄り添う支援」と書いてありますが、正しく

は「子どもに寄り添う支援ができるよう」。 

 次に、３行目の「全小・中学校に配置して職員のこと」とありますが、正しくは「全小・中学校に

配置している職員のこと」と訂正させていただきたいと思います。 

 

○笠原会長 

 事務局、すみません。そこのところで、心の教育相談員の１行目、「公認心理師」の「師」は、

「士」ですね。 

 

○事務局 

 ご指摘のとおりです。訂正します。 

 

○梨本委員 

 資料２の誤字でもう一点。２枚目、笠原会長のご指摘の 24 ページ、心の教育相談事業についてで

す。会長がご指摘されているところの修正案のところですが、「新型コロナウイルスまん延防止のた

め、対面による研修を中止となりました」とありますが、ここは文法上、違うかなと思います。 

 

○事務局 

 「研修が」ですね。 

 

○梨本委員 

 「研修が」もしくは「研修は」とか。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。訂正します。 

 

○笠原会長 

 よろしいでしょうか。では、引き続き、お願いします。 

 

○事務局 

 それでは、69 ページ、自己評価の総括について事務局より説明させていただきます。 

 政策３につきましては、施策８及び９で構成され、34 事業を実施計画に位置付けまして取り組ん

でまいりました。皆様ご承知のとおり、年間通じてコロナ禍で教育行政を推進したこともあり、施策

の指標の実績につきましては、前年度から減少するなど厳しい状況となっています。 

 政策８につきましては、点検・評価の対象事業は今回ございませんが、施策８に位置付けておりま
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す教育基本計画の策定につきましては、予定どおり令和２年 10 月に終えることができました。さら

に、本日のように、教育基本計画審議会を開催するに当たりましてビデオ会議システムを用いるなど、

コロナ禍においても教育行政が滞りなく進められるように工夫を行いました。 

 学校現場におきましては、ＧＩＧＡスクール構想の推進に向けてＩＣＴ環境が充実しつつあります。

この機を捉えまして、審議会のみならず、小・中校長会など学校現場と連絡を行うに当たって、ＩＣ

Ｔの活用というのを今後進めていく必要があると考えております。 

 次に、政策９でございます。政策９につきましては、子どもたちの学習・生活状況に関する調査研

究事業を実施しました。実施に当たって、例年、アンケートは紙媒体で行ってきましたが、今回、Ｗ

ＥＢのアンケートフォームを活用して、調査結果の配布・回収する作業を省力化して、できる限り教

育現場に負担がないような形で工夫し、取り組んでまいりました。 

 この事業に位置付けました調査結果につきましては、児童・生徒のアンケートの回答率が９割を超

えるということから、本市に居住する子どもの意識の変化を把握する上で有用な調査だと考えており

ます。調査については、市ホームページで令和元年度から公表していますが、今後は調査結果のみな

らず、分析結果も公表するとともに、調査結果の成果を共有しやすい手法を検討していきたいと考え

ております。 

 政策３の自己評価の総括について、説明は以上です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。事務局から説明がございましたが、委員の皆様から総括及び個別の事業に

ついて何かご意見があれば、挙手をよろしくお願いいたします。 

 いかがですか。特に事務局のほうへ再度説明を求めたいとか、ご意見等はありますか。 

 私から事務局に１点確認ですけれども、事務局からコロナ禍においても教育行政が滞らないように

いろいろ工夫をされたということがあったわけですが、具体的にここに示されている以外に、何か今

回のコロナの状況の中で、改めて今後につながるような見直しというか、昨年度から含めて、そうい

った議論というのはかなり教育委員会でなされていたのかどうかということについて、何かあれば教

えていただけるとありがたいのです。 

 

○事務局 

 ご説明したとおり、ＧＩＧＡスクールによって、学校現場にタブレット端末等が配備されています。

今後は、ＩＣＴを有効に活用し、事務改善等も行っていきたいと考えております。主なところは以上

です。 

 

○笠原会長 

 わかりました。 

 どうでしょう、委員の皆様方、特に政策３に関しては、ご意見ですとか確認はよろしいということ

で、次に進ませていただいてよろしいですか。 

 それでは、続きまして、９ページ以降の政策１の総括について、事務局から説明後、委員の皆さん

からのご意見をいだたきます。よろしくお願いいたします。 
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○事務局 

 それでは、政策１の総括について、事務局より説明させていただきます。 

 政策１につきましては、施策１から４で構成され、学校教育の充実を目指し、166 事業を実施計画

に位置付けて取り組んでまいりました。皆様ご承知のとおり、新型コロナウイルスの感染症のまん延

防止のため、５月末まで学校の休業措置をとり、６月より順次、学校を再開させていただきました。

そのため、指標の実績値は、政策３同様に前年度から減少傾向にあります。 

 施策１についてです。今、説明したとおり、小・中学校の情報機器の配備運営事業で、ＧＩＧＡス

クール構想実現に向けて、児童・生徒一人一人のタブレット端末の配備が完了し、配備が完了した学

校から順次タブレットを活用した授業がスタートしているところでございます。 

 今後につきましては、児童・生徒の情報活用能力の向上のため、教職員向けのＩＣＴ端末の活用の

ガイドラインを策定するとともに、情報セキュリティに関する理解度を高めていく必要があると考え

てございます。 

 施策２です。施策２につきましては、まず、特別支援学級を新たに室田小学校に設置しまして、ふ

れあい補助員等を派遣してございます。 

 また、いじめ対策推進事業につきましては、弁護士等の専門家の助言などを踏まえながら、いじめ

の防止等に係る組織の多様なあり方、調査の進め方等、学校の体制づくりを支援しております。さら

に新型コロナウイルスにかかわる偏見、差別、いじめ等が起きないよう、今後も学校の体制を強化す

る必要があると考えております。 

 施策３です。市費教員任用事業につきましては、教職員の不足により学校教育が停滞しないように、

教員の確保に努めてまいりました。 

 施策４です。「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」につきましては、年度

当初、教職員が定期健康診断や産業医との面談ができないという状況もありましたが、年度途中から

適切に受けられるように環境を整えてきております。コロナ禍の状況で教職員の負担が増加している

ため、産業医との面談がしやすい環境を整え、教職員の心身のケアをより一層行う必要があると考え

てございます。 

 次に、資料２でございますが、政策１につきましては、皆様からご意見を事前にいただいています。

事務局でご意見に対して修正案を書かせていただきました。 

 なお、資料２の日下委員から「心の相談事業」、飯田委員から「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」につきましてご意見をいただいています。ぞれぞれ、日髙教育センター所

長、工藤学務課教職員担当課長より、本日、回答させていただきたいと思います。 

 まず、心の教育相談事業につきまして、教育センター所長から対応方針について考え方をご説明さ

せていただきます。 

 

○日髙教育センター所長 

 それでは、「心の教育相談事業」についてご説明いたします。 

 令和３年度の心の教育相談員の研修会は、新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、１回削

減して２回の実施としました。その際、今までと同様に、子どもたちを支援して、心の教育相談員の

業務に資する研修会となるように、令和２年度内に心の教育相談員に実施したアンケートから、学校

現場で活用できるよう、ニーズに合わせたテーマで講演会を設定いたしました。 

 具体的には、５月には１回目を実施したのですが、特性を持っている子どもたちの受けとめ方と支
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援について。そして、第２回として 11 月に実施される予定のテーマが、学校生活に不安を感じ、傷

つきやすい子どもたちをどのように受けとめ支援するかというテーマです。また、心の教育相談員が

例年 10 月に出席している児童生徒自立支援講座を９月 10 日に実施し、夏休み明けに研修会を受け

て、心の教育相談員同士で情報交換ができるようにしました。 

 そのほか、心の教育相談員が同中学校区のスクールカウンセラーに相談し、助言をもらえるよう、

年３回の心の教育相談員中学校区連絡会を実施して、ケースに応じた適切な支援ができるよう努めて

います。令和４年度につきましては、心の教育相談員研修会を１回増やし、例年とおり３回に実施す

る予定です。説明は、以上です。 

 

○事務局 

 続きまして、「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」につきまして、教職員

担当課長より回答をさせていただきます。 

 

○工藤学務課教職員担当課長 

 それでは、学務課教職員担当課長より、飯田委員からいただきました意見について回答させていた

だきます。 

 現在、定期健康診断につきましては、私どもが委託しております市立病院、予防医学協会での申し

込みの照会を各学校に対しまして年間６回程度行っています。多くの教職員が受診しています。人間

ドック、基本健診等をご自身が医療機関等を選択して申し込んでいる場合についても、検診結果をこ

ちらにご提出いただくよう学校に依頼しております。なお、受診される場合の服務の扱いにつきまし

ては、職務専念義務免除として処理させていただいております。 

 再検査についても、必要な方にその旨通知し、受診していただいております。ご自身で受けられた

場合も、検診結果をご提出していただいているところでございます。なお、１回目の再検査までは、

先ほど申し上げたような職専免という形で行っております。 

 健診を受けたことによって、長時間勤務の軽減に影響があるかというと、そこは難しいのかなとい

った現状です。ただ、産業医の面談をしたことによって、当該の産業医さんとその後個別に相談され

るケースもございますし、実際に産業医さんから心療内科につなげていただいて、療養休暇から復職

に至った例もございます。また、産業医の面談を機に、管理職による当該の職員に対する見守り体制

が強化されるといった点においても有効であると考えております。 

 飯田委員ご指摘のとおり、教職員は子どもたちの最大の教育環境ということで、教職員の健康維持、

また、労働環境の改善等は大変重要であると考えております。教職員の働き方改革は喫緊の課題、重

点課題であると位置付けております。ただ、なかなか難しい課題でもあると捉えております。 

 現在、本市では、各種休暇制度の周知、また、学校閉庁日の実施による休暇取得の促進、学校留守

番電話の設置、部活動休養日の推奨、スクールサポートスタッフの配置による事務作業の軽減等に取

り組んでおります。また、今年度より出退勤管理システムの導入を行いました。 

 委員よりご提示のありました認知行動療法、またコーチング等につきましては、参考にさせていた

だいて、今後、検討していきたいと考えております。以上でございます。 

 

○事務局 

 政策３の総括につきましては、以上でございます。 
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○笠原会長 

 ありがとうございます。それでは、皆様から意見をいただきたいと思いますが、まず、ご回答いた

だいたところについて、日下委員のほうから何かご意見とか、もう少しこういう点について説明が欲

しいとかというのがあればお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

○日下委員 

 リモートなので話の聞き取りが難しいところもありますが、私の質問に対して回答でいただいたの

は、研修会の回数について、令和４年度以降は例年どおり３回を予定していると理解したのですが、

それでよろしいでしょうか。 

 

○日髙教育センター所長 

 はい。そのとおりです。 

 

○笠原会長 

 日髙所長、今の日下委員のご質問についていかがですか。 

 

○日髙教育センター所長 

 おっしゃるとおりです。子どもたちの心を支える要の仕事だと思いますので、３回実施する予定で

います。 

 

○日下委員 

 了解いたしました。これは、２回では不足しているし、やはり３回のほうがいいと思います。あり

がとうございます。 

 

○笠原会長 

 日下委員、了解していただいているのですが、日髙所長に確認です。「３回から２回にする」、ま

た「２回から３回にする」という、こういう議論が当然あるかとは思いますが、「２回にして３回に

する」というところについて、何を大事にされて３回にしたかという点について、もう一回確認のた

めにご発言いただけますか。 

 

○日髙教育センター所長 

 ありがとうございます。先ほども申し上げたように、昨年は特にコロナ禍でございましたので、担

任の拾い切れない子どもの心の叫びや、大人たちも苦しい思いをしています。コロナ禍で心の教育相

談員の部屋も今までのようにたくさん子どもを入れてということができないので、心の教育相談員自

ら教室を回って、子どもたちの声を拾ったということがございます。そのためにも、いろいろな子ど

もにアンテナを張るという意味で研修を３回行うことが大事だというふうに認識いたしました。 

 

○笠原会長 

 今年度も引き続きコロナの状態は続いているわけで、その影響というのはすぐに出てくるものでも

なく、ある一定の時間の継続した観察等々も必要になってくるかと思います。ぜひ、日下委員からい
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ただいたご意見というのは、市民の方々はそういう目線で見ているということだと思います。そのと

ころを踏まえて、研修計画を組み立てていただけるとありがたいかなと思います。 

 

○日髙教育センター所長 

 了解しました。 

 

○笠原会長 

 それでは、飯田委員、いかがでしょうか。 

 

○飯田委員 

 丁寧に答えていただきありがとうございます。もともと 39 ページの事業名「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」で、事業の意図が「教職員の長時間勤務などの改善を図るた

め、教職員の健康管理を行います」というのは、ちょっと矛盾しているかなと。長時間勤務の改善を

図るための健康管理を行いますというのが目についたというところからここを挙げさせてもらったと

いうのもあります。私自身、中学生の子どもを持つ親で、稲川校長先生の中学校のもとでＰＴＡ活動

もさせていただいているのと、非常勤ですが、ほかの市で保健師として働いているという面もあって、

先生方の健康管理にはとても敏感であるというのもあります。長時間勤務の改善を図るための健康管

理というのが、この事業だけでおさめるのは無理があると思い、意見を言わせていただきました。 

 ですが、先ほど、きちんと健診を受けるよう努力していただいているというところをお聞かせいた

だいた点はよかったかなと思います。ですが、産業医などを取り入れることによって、もちろんメリ

ットもあると思いますが、それによって、結局は長時間勤務などの改善が図れたのかなという素朴な

疑問もありました。そこら辺はいかがでしょうか。現場の先生の状況を教えていただけたらありがた

いです。先生方を守りたいという思いでお聞きします。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。事務局、お願いします。 

 

○工藤学務課教職員担当課長 

 では、教職員担当課長の工藤が回答させていただきます。 

 委員おっしゃるとおり、長時間勤務の軽減というか改善に直接つながっているとは実際言い難いと

ころがあります。先生方の心身の負担ももちろんですが、また別な側面からも長時間勤務の軽減とい

うところは考えていかざるを得ないのかなと考えてございます。先ほど申し上げたとおり、非常に大

事な部分だと思っていますので、校長先生方と連携を図りながら、そこは進めていきたいなと思って

おります。学校現場のご意見等を聞かせていただけると、私たちも大変参考になるのかなと思ってお

ります。以上でございます。 

 

○笠原会長 

 飯田委員、いかがでしょうか。 
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○飯田委員 

 ありがとうございます。まずは、一般市民として、ちょっと違うかなと思ったところを受けとめて

いただけたらありがたいかなと思います。引き続き、先生方の長時間勤務の改善は、茅ヶ崎市として

も努力していただけたら、保護者としても安心につながると思いますので、ぜひよろしくお願いいた

します。 

 

○工藤学務課教職員担当課長 

 わかりました。 

 

○笠原会長 

 工藤課長、私から。今、飯田委員がご指摘された、事業実施の意図というところの文章が、「教職

員の長時間勤務などの改善を図るため、教職員の健康管理を行います」というこの文章に飯田委員は

少し引っかかったということですが、改めて読んでみると、確かにそうだなと思います。このあたり

の修正というのは可能でございますか。 

 

○工藤学務課教職員担当課長 

 私もご指摘を受けて改めて考えさせていただいたときに、ちょっとおかしいなというのは、今にな

って感じたところでございます。事務局と相談して、修正していきたいと考えます。 

 

○笠原会長 

 飯田委員、その方向で修正を事務局のほうでしていただくということでよろしいですか。 

 

○飯田委員 

 はい。ありがとうございます。 

 

○笠原会長 

 ご意見ありがとうございます。 

 それでは、全体的な部分でかなり皆様方からもご意見いただいて、対応方針等については丁寧に事

務局のほうで書いていただいていますが、もう少しこの点について補足をしてほしいとか、この点に

ついてはというところでお考えのある委員がいらっしゃいましたら、挙手を、お声を上げていただけ

ればありがたいなと思いますが、いかがでしょうか。お願いいたします。 

 

○稲川委員 

 さっきの長時間勤務の軽減について、現場の様子はどうですかというお話があったと思うので、少

しお話しさせていただければと思います。戻っても大丈夫でしょうか。 

 

○笠原会長 

 はい。どうぞ。 
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○稲川委員 

 中学校全体でも長時間勤務の軽減は徐々に行われてきているなと思います。特に、部活動に関する

ガイドラインを作っていただいて、土日やらない、どっちか１日とか、平日は３時間以内を原則とす

るという。中学校は部活動の教員が携わる、占める割合というのは大変多いので、そういうガイドラ

インで長時間勤務を軽減という視点に関して言うと、だいぶ軽減されているなと。それから、教員の

意識もとても大切ですが、教員の意識も軽減のほうに徐々にですが、向かっているなと思っています。

ですので、市の施策等をどんどん打ち出していただいていますが、効果てきめんというほどではない

ですが、長時間勤務の軽減は少しずつなされていっているなというのが現場の実感です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 

○大越委員 

 関連で、大越です。小学校現場の状況についてです。よろしくお願いいたします。 

 今、稲川委員からも話があったように、長時間勤務については、教職員も意識を持って取り組むよ

うに、学校現場でも管理職をはじめ、声をかけながらやっているところではあります。今、産業医の

お話などいろいろありましたが、そのあたりのところは積極的に活用ができるように今後も進めてい

く必要があると思っています。また、産業医まで相談するというケースに至るのにハードルが高いよ

うな気がしています。もっと身近に先生方が相談できるようにするといいかなと思うところです。 

 もう一つは、いわゆるメンタルの問題です。健康面だけではなくて、どうしても仕事量が非常に多

くて、事務的な作業でも勤務時間内に終わらず精神的にも負担になっているという問題があります．

そういうところで言えば、先ほど事務局からもお話があったかと思いますが、学校現場のＩＣＴが急

激に進み始めていますので、業務の電子化を進めて、先生方のできるだけ負担や事務量を軽減できる

ようになるといいと思います。以上です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか、ほかの委員。 

 

○工藤委員 

 話が全然違う方向に行ってしまうかもしれないですが、いいですか。今、長時間勤務の話で、コロ

ナにより、先生方の雑務みたいなものがふえて時間が大変だと思います。通常でも長時間勤務、お忙

しいと思いますが、どうしても削るところが部活動の時間を削るという方向に、中学生の子どもがい

るので、感じるところです。部活動を削るのは全然構わないと言ったらなんですが、今、子どもたち、

個人個人で習い事をされている方が多いので、部活動に入る子どもたち自体が減っています。部活動

が減るのは別に、ある話なのかなとは思いますが、少し前に部活動を先生ではなくて、外からのコー

チングというか、そういう方を招いて部活をやってもらうという話を聞きました。部活は部活として、

先生とはまた別にというような話にはいかないものなのかなというところを聞いてみたいなと思った

のですが。 
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○笠原会長 

 ありがとうございます。ただ、工藤委員、一応、この議題に沿っての。 

 

○工藤委員 

 そうですね。今、話が出たので聞いてみたいなと思ったので、この会議中じゃなくてもいいのです

が、何かで答えていただければ。 

 

○笠原会長 

 そうですね。ぜひそのようにしていただければありがたいと思います。 

 どうでしょうか。ほかの委員でありましたらお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 私ばかりが言ってしまうのは大変恐縮ですが、教育委員会の点検・評価の意見や対応方針にかなり

いろいろ意見を書かせていただきました。今年度、特に気になったのが、言葉の使い方というところ

が非常に気になって、どうしてこういう言葉を使うのかなというふうに思ったところが多々ありまし

た。こういう公の資料に教育委員会としてどんな言葉を選んでいくかというのは、教育委員会として

この施策に対する考え方というところと非常にリンクをしてくると思います、ぜひもう一度、こうい

うものを記載するに当たって、丁寧に見ていただきながら、言葉の選択もしていただけるとありがた

いなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 14 ページの「児童・生徒推進事業」の中の特に「モニター」という言葉の使い方。正直、こうい

う言葉を使ってくるかとびっくりしましたので、そのあたりも含めて、今後のところについては十分

検討していただければと思います。よろしいでしょうか。 

では、続いて、政策２のほうに移らせていただいてよろしいですか。引き続き、42 ページ以降の

政策２について、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、政策２の総括について、事務局より説明をさせていただきます。政策２につきましては、

施策５から７で構成をされ、全 78 事業を実施計画に位置付け、取り組んでまいりました。 

 社会教育講座等を対面で実施することは、令和２年度かなわず、施策５から施策７、共通して動画

配信やオンラインに切りかえながら講座を開催しました。その中でも施策７の記述に書かせていただ

きましたが、下寺尾官衙保存整備事業の課題にありますように、対面方式で開催する価値を今回のこ

ういう状況になって見出しています。この点については、施策７の下寺尾の整備事業だけではなくて、

施策５から７に共通して言えることだと考えます。今後、社会教育講座等を開催するに当たり、単に

今までのものをオンラインに切りかえるということではなくて、オンラインと対面のそれぞれのメリ

ットを踏まえながら開催方式を検討していく必要があると考えてございます。 

 さらに、市指定の重要文化財旧和田家・旧三橋家保存整備事業の事業実績で書かせていただきまし

たが、令和２年度、小出小学校と総合的な学習の時間で文化財のことに触れる機会というものを学校

と取り組んでまいりました。 

 今後、各学校に学校運営協議会を設置することにより、地域住民の方、社会教育施設と連携した教

育課程を編成する可能性が大きく広がります。今回の小出小学校と連携した取り組みにつきましては、

学校教育、社会教育が連携した教育課程を編成するあり方を考える上で参考になるものと考えてござ
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います。 

 なお、資料２に、笠原会長より、図書館利用及び貸出事業について１点意見をいただきましたので、

事務局で対応方針を書かせていただいてございます。政策２の総括については、説明は以上です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。では、委員の皆様、ご意見あればよろしくお願いいたします。 

 いかがでしょうか。梨本先生、特に何かつけ加えたいということがあればお願いいたします。 

 

○梨本委員 

 追加の資料でいただいたもので、宮瀧委員から請求があった資料ということで、動画の再生回数や、

オンライン講座の実施状況等が載っている一覧をいただいて、とても参考になりました。確かにこち

らの参加人数とか動画の再生回数が一目瞭然でわかるようなものということで、貴重な資料というふ

うに思っています。 

 ただ、人数が少ないからといって、決してよくない事業というわけではなく、おそらく周知の方法

や、もしかしたらテーマ設定の問題もあったかもしれません。今後、細かいことまで評価で生かされ

ていないかと思うのですが、ぜひこういったデータは活用していただきたいと思いました。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 私も同感で、この資料を拝見して、市民の方々の関心の高さであるとか、こういうところに市民の

方々がコロナの中にあっても自分の学びを広げようという姿勢が見えてくるので、大変重要な資料か

なと思います。こういうものも事務局でうまく活用していただいて、市民のニーズをキャッチすると

同時に、市民の方々が学びたいという思いがこれだけ強いということを踏まえながら施策展開をして

いくということも重要かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。日下委員、お願いします。 

 

○日下委員 

 質問になってしまうのですが、「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業」というのがありまして、

これをオンラインでやられたと思いますが、その中で浜降祭についての講座が一つありました。それ

を見る機会があって、年輩の先輩の方が１時間近くにわたってずっと歴史を振り返りながらお話しい

ただいたのが、非常に興味深いものでありました。それを、オンラインでなくて、例えばＤＶＤにな

っているとか、その辺があれば、貸し出しもしてもらえればなと思っているのですが、実際どういう

ことになっているのかなというのが１つ質問です。 

 

○笠原会長 

 事務局、お願いいたします。 

 

○瀧田社会教育課長 

 社会教育課長の瀧田と申します。よろしくお願いいたします。 

 こちらの「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館」につきましては、今、委員がおっしゃったとおり、
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今のところは動画での視聴という状況でございます。今、ご意見をいただきましたＤＶＤなどで貸し

出しというようなこともしていけば、もっとご覧になれる方がふえていくのかなとご意見を聞きなが

ら思ったところでございます。そうしたことも含めて、より多くの方にご覧いただけるような取り組

みということで検討させていただければと思います。以上でございます。 

 

○笠原会長 

 検討の方向で考えていただけるということで、日下委員。 

 

○日下委員 

 ありがとうございます。浜降祭についてのお話は、本当によくご存じの先輩がお話しいただいてい

る内容で、今後、資料として残していただきたいという思いもありました。ぜひよろしくお願いいた

します。 

 

○笠原会長 

 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、お願いします。 

 

○工藤委員 

 私も動画の一覧を見たのですが、全部楽しそうな感じでした。ただ、子どもを持っている親として、

こういうものをやっているという認識がないというか、知らなかったというのが正直なところです。

先ほど日下委員も言われていたのですが、もっと簡単にこういったものがあるということが分かる工

夫があったらいいのかなと思いました。 

 

○笠原会長 

 先ほど梨本委員もおっしゃっていたのですが、周知の方法も含めて、事務局からいかがでしょうか。 

 

○生川南湖公民館担当課長 

 南湖公民館担当課長の生川といいます。 

 周知の仕方としては、広報紙でまず市民の方に周知しまして、ホームページのほうでも周知を行っ

てまいりました。それから、各公民館や施設にチラシをつくって、そこに配架させていただいたりし

ました。 

 以上です。 

 

○笠原会長 

 工藤委員、いかがですか。今のご説明だと、こんな言い方は失礼ですが、ありきたりというか、こ

れまでのもの同じことだと思いますが、それだとなかなかうまくそこにたどり着けないみたいな印象

があるということですよね。 

 

○工藤委員 

 そうですね。南湖公民館でやっているということは、南湖公民館に行かないといけないということ
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で、ホームページでやっているということは、ホームページを見なきゃいけない。そこまでの周知が

あってもいいのかな。例えば、学校で何か配られるとか。その地域だけではなく、せっかく広いとこ

ろで広げているものなので、もうちょっと何か工夫があったらいいなという感覚がありました。 

 

○事務局 

 よろしいですか。今、ご指摘いただいたように、特に子どもや保護者の方に向けての周知の工夫で

すが、政策１のところでＧＩＧＡスクールにより、教職員や子ども一人に１台のタブレット端末が配

備されています。その点を考えると、公民館でこういった講座をいつからやりますとか、動画をこう

いうふうに作成しましたと周知はメール等で、教職員、児童生徒や保護者向けできる環境は整ってい

ると考えます。教職員、そして児童・生徒、合わせると、周知の幅も広がると思っています。以上で

す。 

 

○笠原会長 

 子どもの手元に届くというのはとても大事なことだと思います。どうしても行政側というのは、や

っています、やっています、周知していますというふうになるのですが、結果として子どもが見よう

とか、ご家族の方々がしっかりとそこにたどり着けるかどうかというところというのは大きいかと思

います。そういったところも含めて、今後、周知については、ＩＣＴの活用もできる方向でご検討を

お願いできるとありがたいと思います。 

 工藤委員、よろしいですか。 

 

○工藤委員 

 ありがとうございます。タブレット、とてもいいと思います。よろしくお願いします。 

 

○笠原会長 

 ほかにいかがでしょうか。梨本委員、お願いします。 

 

○梨本委員 

 オンラインに関連することになってしまうのですが、先ほどの宮瀧委員から意見のあった「動画で

学ぼう！自宅で学ぼう！！」という、こちらの資料の一番上に載っている「下場Ｂ遺跡調査レポー

ト」。なかなか一般だと見ないかもしれないというようなものの再生回数が非常に多いというのが特

徴的というふうに思っています。この遺跡関係の動画など、それこそ学校で視聴しているものなのか、

それとも広く市民が見ているものなのか、この辺、うまくいった例として、どのような周知をされた

のかというところを伺いたいと思いました。 

 

○笠原会長 

 事務局、お願いします。 

 

○瀧田社会教育課長 

 社会教育課でお答えいたします。 

 こちらの動画につきましては、「動画で学ぼう！自宅で学ぼう！！」というサイトから、ホームペ
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ージ上からご覧いただくという形で公開しているもので、それ以外に特に学校現場とか、そういった

ところへの展開というのは、今のところしていないのですが、梨本委員おっしゃるとおり、なかなか

普段多くの皆さんにご覧いただけないものということでおつくりしているものですので、先ほどのよ

り多くの方に見ていただけるような工夫をというご質問もございましたけれども、せっかくつくった

ものについて、もっといろいろな幅広い活用ができるような方策ということで考えていきたいと思い

ます。以上でございます。 

 

○笠原会長 

 梨本委員、いかがですか。 

 

○梨本委員 

 ありがとうございます。特に仕掛けがなくても、これだけ市民の方が見てくださったという理解で

よろしいですね。 

 

○瀧田社会教育課長 

 はい。 

 

○梨本委員 

 ありがとうございます。 

 

○笠原会長 

 こうしたものを子どもたちも見ることによって、基盤づくりというのでしょうか、市民の方々が生

涯学習という視点の中で興味関心をどうやって持っていくかというのも、子どものころからそういう

芽を育てるためにも、今、何人かの委員がおっしゃったような方法で、子どもの手元に届ける工夫と

同時に、多くの方々に見ていただく工夫というのは、ぜひ今後の中で検討していただけるとありがた

いかなと思います。よろしくお願いいたします。 

 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。山上委員、お願いいたします。 

 

○山上委員 

 ＩＣＴを使って情報発信というのは、コロナ禍においていいことなのかなとは思うのですが、情報

を得て、関心を持ってもらって、あの人に会ってみたいとか、あそこに行ってみたいというところで、

対面方式も大事かなと思います。そこの一文を入れていただいたのはよかったなと思っています。全

部、パッと見て、パッと終わっちゃうことではなくて、そこから先が大事だと私は思いました。あり

がとうございました。 

 

○笠原会長 

 貴重な意見、ありがとうございます。両方あってのものというところで再確認をできたかなと思い

ます。ありがとうございます。 

 ほかの委員、よろしいでしょうか。 

 それでは、皆さんから意見も十分尽きたようですので、議題についてはここで終了させていただき
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たいと思います。 

 では、引き続き、次第の３です。報告事項ということで、次年度以降の点検・評価の進め方につい

て、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

 それでは、資料３に基づきまして、点検・評価の実施方法について報告をさせていただきます。 

 １ページになります。毎年度、教育委員会の点検・評価については、法に基づき実施をしています。

令和４年度以降、昨年度策定しました茅ヶ崎市教育基本計画に基づき実施する点検・評価の進め方に

ついて、これまでの点検・評価を振り返りながら、改めて、点検・評価の実施方法について整理をさ

せていただいています。 

 ２ページをご覧ください。今年度まで、教育委員会による自己評価の後、審議会による知見をいた

だく２段階方式で点検・評価を実施しています。令和４年度以降につきましても、教育基本計画審議

会で知見をいただきながら点検・評価を、引き続き実施していきたいと思います。 

 変更点でございますが、これまで政策ごとに、今回の点検・評価（案）にもあるように、事業を選

定し、その達成状況をランク付けしています。５ページ以降の点検・評価の評価シートにあるように、

今後は事業を選定せずに、教育委員会が、事務局がやっている活動全体を点検・評価をすることを考

えています。 

 また、３ページに書かせていただきましたが、指標のことにつきまして、例年、委員の皆様からご

意見をいただいています。指標の設定につきましては、今回、点検・評価シートをつくるに当たって、

改めて指標の見直しをしていきたいと思います。 

 次に、２ページの下段でございます。指標の目標値について、説明させていただきたいと思います。 

 指標の目標値につきましては、平成 23 年度から令和元年度の実績値の推移から、令和 12 年度の目

標値を設定していきます。ただし、令和２年度、幾つかの指標で新型コロナウイルスのまん延が影響

していると思われる変動が見られますので、その点を除きながら目標値を設定していきたいと考えて

ございます。 

 ２点目として、現在、市の総人口、または児童・生徒の減少があります。この点につきましては、

社会教育施設の利用人数にも影響してくるところかなというふうに考えています。市の人口や児童・

生徒の増減をかんがみながら目標値を設定していきたいと考えています。 

 次に、４ページ目でございます。毎年、点検・評価を実施するに当たって、部課長が出席して回答

しておりますが、令和４年度以降の点検・評価につきまして、特に重点施策に限って担当者の意見を

審議会から聞きたいということがあれば、担当者の出席を検討していきたいと考えています。 

 ５ページ以降が、あくまで現時点での点検・評価シートの案ですが、示させていただいています。

５ページに、引き続き、政策ごとの自己評価、課題と方向性というものを書かせていただく形となっ

ています。 

 令和４年度以降の点検・評価については、市民の方々が点検・評価の結果報告書を手に取ったとき

に、教育委員会事務局が何をやっているのかということがわかるようにというものを心がけていきた

いと思います。先ほど先ほど笠原会長からのご意見がございましたが、「モニター」というところの

言葉についてご指摘をいただきました。使う言葉、文章の表現、そして文章量、そういうものを心が

けて、市民の方が負担なく、気軽に点検・評価報告書を手に取ってもらえるような工夫をしていきた

いと考えています。以上、点検・評価の実施方法について報告をさせていただきました。 
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○笠原会長 

 ありがとうございます。これは、報告事項ではございますけれども、何か特に皆さんのほうから確

認をしておきたいということがあれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。梨本委員、お願い

します。 

 

○梨本委員 

 方針が示されて、文章自体わかりやすいものになっていると思いますが、３ページの「指標の目標

値について」、「１）新型コロナウイルス感染症まん延の影響を除外」というところです。それこそ

ウィズ・コロナというふうに言われるように、全て影響がなくなるわけではないと思います。「除外」

という言い方が少し強いのかなと思いまして、今後、バランスをとりながらとか、検討しながらとい

うふうな視点を入れたほうがいいと思います。 

それから、社会教育関係だと、子ども会であったり、もしかしたら活動の継続が難しいものなどが

入ってくるかと思います。それも含めて、コロナ前とその後というふうにバチッと分けるわけではな

く、そこを踏まえた検討をぜひお願いしたいと思いました。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。事務局よろしいですか。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。今の「除き」という言葉、確かに不適切と思いますので、修正をさせてい

ただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

○笠原会長 

 ほかの委員、よろしいでしょうか。 

 では、事務局、もう一度、文言等を確認していただきたいと思います。意図が明確に伝わるという、

そこが大事ですので、ぜひその点を押さえていただきながら、言葉の選択を含めて見直していただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、報告については、ここで終了させていただきたいと思います。 

 次に、その他に移ります。事務局よりお願いをいたします。 

 

○事務局 

 その他です。まず、点検・評価の実施方法を報告させていただきました。次回の第２回の審議会に

おいても、その進捗を報告させていただきたいと思います。第２回の教育基本計画審議会につきまし

ては、９月の下旬から 10 月の上旬を予定しております。詳細に日程が決まりましたら、委員の皆様

にご連絡をさせていただきたいと思います。その他につきまして、以上です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 そのほか、ないようでしたら、これで本日の議題につきましては、全て終了となります。皆様、ご

協力いただきましてありがとうございました。 
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 それでは、司会を事務局のほうに戻したいと思います。事務局、お願いいたします。 

 

○島津教育総務課長 

 委員の皆様、熱心なご審議をいただきまして、ありがとうございました。特に会長からご指摘をい

ただいた言葉の使い方等、これからまだ見直していく部分もございますので、そのあたり、注意して

いきながら、取りまとめのほうをさせていただきたいと考えております。 

 それでは、これをもちまして、令和３年度第１回茅ヶ崎市教育基本計画審議会を閉会いたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 


