
修正前 修正案

【事業実績】１段落目
　毎月、各小・中学校からの「いじめ」、「問題行動」、「長期欠席」の
報告を基に、児童・生徒の実態や対応状況を把握し、早期解決に向け、
個々の状況に応じた具体的な支援策などの指導・助言を行いました。長期
欠席の児童・生徒については、各学校から毎月報告される長期欠席の報告
を基に、スクールソーシャルワーカーが各学校に訪問や電話で聞き取りを
行い、積極的に学校、児童・生徒の状況をモニターし、いじめが要因に
なっていないか等についても分析し、状況によっては、弁護士有資格職員
と指導主事がチームを組んで学校支援にあたりました。また、県教育委員
会や青少年教育相談室、あすなろ教室等とも定期的に情報を共有しまし
た。

【事業実績】１段落目
　毎月、各小・中学校からの「いじめ」、「問題行動」、「長期欠席」の
報告を基に、児童・生徒の実態や対応状況を把握し、早期解決に向け、
個々の状況に応じた具体的な支援策などの指導・助言を行いました。長期
欠席の児童・生徒については、各学校から毎月報告される長期欠席の報告
を基に、スクールソーシャルワーカーが各学校に訪問や電話で聞き取りを
行い、積極的に学校、児童・生徒の状況を把握しました。いじめが要因に
なっていないか等についても分析し、状況によっては、弁護士有資格職員
と指導主事がチームを組んで学校支援にあたりました。また、県教育委員
会や青少年教育相談室、あすなろ教室等とも定期的に情報を共有しまし
た。

【事業実績】２段落目
　児童・生徒指導担当教員研究会は、児童・生徒指導担当教員の資質向上
を図るため、関係機関（中央児童相談所、家庭児童相談室、茅ケ崎警察
署、神奈川県警察本部少年相談・保護センター等）と情報交換を密に行
い、事案に対する適切な対応策などについて研究協議を行いました。さら
に、いじめ問題をはじめとする喫緊の課題に対応するため、講演会やワー
クショップを開催し、児童・生徒指導担当教員のさらなる資質向上を図り
ました。なお、同研究会については、これまで年間４回開催してきました
が、担当教員の習熟度を鑑み、令和元年度より年間３回の開催で十分と判
断し、実績値は３回となりました。

【事業実績】２段落目
　児童・生徒指導担当教員研究会は、児童・生徒指導担当教員の資質向上
を図るため、関係機関（中央児童相談所、家庭児童相談室、茅ケ崎警察
署、神奈川県警察本部少年相談・保護センター等）と情報交換を密に行
い、事案に対する適切な対応策などについて研究協議を行いました。さら
に、いじめ問題をはじめとする喫緊の課題に対応するため、講演会やワー
クショップを開催し、児童・生徒指導担当教員のさらなる資質向上を図り
ました。なお、同研究会については、これまで年間４回開催してきました
が、担当教員の習熟度を鑑み、令和元年度は年間３回としました。

【課題】
　増加傾向にある不登校児童・生徒への対応が、喫緊の課題と捉えていま
す。
　支援にあたっては、不登校の要因や背景と、直接きっかけとなった出来
事等を整理して捉えることが重要であるため、児童・生徒指導担当教員研
究会等を通して、教職員と共通認識を図りながら、スクールソーシャル
ワーカーのより効果的な活用による不登校児童・生徒の支援の在り方を改
めて考え、不登校児童・生徒の支援体制の構築に努めていきます。

【課題】
　増加傾向にある不登校児童・生徒への対応が、喫緊の課題と捉えていま
す。
　支援にあたっては、不登校の要因や背景と、直接きっかけとなった出来
事等を整理して捉えることが重要であると考えます。そこで児童・生徒指
導担当教員研究会等で、教育委員会と教職員間で児童・生徒に関する状況
を共有することに加え、スクールソーシャルワーカーのより効果的な活用
など不登校児童・生徒への支援のあり方を検討します。

稲川　委員 P.14 児童・生徒指導推進事業 参考意見 － －
学校教育
指導課

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

スクールソーシャルワーカーと弁護士有資格職員を活用させて
いただく機会が、とても増えました。情報共有することで適切
な支援ができる体制を構築することができました。各関係機関
とのつながりも円滑に行うことができ、学校現場としてたいへ
ん感謝しております。

委員名 頁 事業名

笠原　会長

１段落目の「モニター」と
いう文言は、ご指摘のとお
り、不適切であるため、
「モニター」を「把握」に
修正し、２段落目の「十
分」は、削除します。
【課題】３行目以降は、右
のとおり修正しました。

【事業実績】上から５行目「・生徒の状況をモニター」という
表現について。「モニター」とは用語の意味としては「監視す
る」とある。この文章中では「モニター」という言葉の選択は
不適切と考える。従来どおり「把握する」でよいと考える。敢
えて「モニター」とした意図があるなら説明を求める。
【事業実績】下から４行目「３回の開催で十分と判断」とあ
る。敢えて「十分」を入れた意図は。担当者の入れ替えや適正
等、年度により状況は変化することも考えられる。
【課題】３行目以降、句点で文章が繋がり、一文が長いために
わかりにくい文章となっている。修正を求める。

児童・生徒指導推進事業P.14

関係課
対応方針

学校教育
指導課

意見

令和３年７月３０日（金）

第１回茅ヶ崎市教育基本計画審議会 資料２



修正前 修正案

笠原　会長 P.15
小・中学校情報機器配備運営事
業

【事業概要】１～２行目の
「取り組んでいかれる」に
ついては、「取り組む環
境」に修正します。
　最終段落「また～」以降
ですが、現在、端末の持ち
帰りのための要綱等を作成
している状況です。その点
を踏まえ、右のとおり修正
します。

【事業概要】
　各小・中学校の児童・生徒が、ICTを利活用して、効果的に学習に取り組
んでいかれる環境を整えます。
　全ての小・中学校において、令和２年度の「GIGAスクール構想」で整備
された端末をより効果的に活用していくために研究を進めます。
　また、配備された端末を家庭でも活用していくための研究を進め、令和
４年度から児童・生徒が端末を持ち帰って活用するための準備を進めま
す。

【事業概要】
　各小・中学校の児童・生徒が、ICTを利活用して、効果的に学習に取り組
む環境を整えます。
　全ての小・中学校において、令和２年度の「GIGAスクール構想」で整備
された端末をより効果的に活用していくために研究を進めます。
　また、令和３年度は、学校での使用に慣れることに重点を置くととも
に、端末を家庭でも活用していくための研究を進め、令和４年度から児
童・生徒が端末を持ち帰って活用できるようにします。

学校教育
指導課

稲川　委員 P.15
小・中学校情報機器配備運営事
業

参考意見 － －
学校教育
指導課

「GIGAスクール構想」によるタブレット端末が各学校に配備さ
れました。ICT支援員の派遣も今年度２０日ほど可能ということ
で活用を計画しております。職員への研修を３回ほど行いまし
た。おかげさまで、タブレットを利用して授業を行う教員が増
えてきております。

小・中学校情報機器配備運営事
業

P.15大越　委員

【事業概要】１行目から２行目にかけての表現「取り組んでい
かれる」☞「取り組む環境」で意味は通じるのでは。要検討。
同じく【事業概要】の最後の段落「また、」以降に関して、１
年間の時間を要する理由は。スピード感からいうと遅いという
印象を受ける。

「小・中学校情報機器配備運営事業」について、タブレット端
末の配備・Wifi環境などのネット環境の整備に迅速に取り組んで
いただきました。学校では、この春より本格的にタブレットを
学習活動の一つのツールとして有効活用させていただいていま
す。子どもたちも目を輝かせながらタブレット端末を使用し、
授業の中で主体的に自分の考えを発表したり、画面から友だち
の考えを受け止め、対話を通して互いの意見を交わしたりして
います。学び続ける意欲と新学習指導要領における資質・能力
を育むことにつながっています。教職員のICT端末を活用した授
業展開につながる研修の充実や、次年度から始まる家庭へのタ
ブレット持ち帰りに伴う端末使用の管理、転入や故障にも対応
できる端末台数の確保など引き続き取り組みを進めていただく
ようお願いいたします。

委員名 関係課頁 事業名 意見
対応方針

参考意見 － －
学校教育
指導課



修正前 修正案

笠原　会長 P.20
特別支援学級増設事業（小学
校）

当該内容を削除します。

【課題】
　特別支援学級の全校設置を早期に実現する必要がありますが、空き教室
がない学校も現状としてあります。
　今後は、児童・生徒の将来推計、特別支援学級の規模、通学の距離、学
校施設の使用状況等を調査し、特別支援学級全校設置に向けて、計画的に
準備を進めていきます。

【課題】
　今後は、児童・生徒の将来推計、特別支援学級の規模、通学の距離、学
校施設の使用状況等を調査し、特別支援学級全校設置に向けて、計画的に
準備を進めていきます。

学校教育
指導課

【事業実績】１段落目
　新型コロナウイルス感染症拡大に係る臨時休業の影響はあったものの、
特別な配慮を要する子どもたちの課題解決等を図るため、専門性のある臨
床心理士や指導主事がチームを組み、学校の要請に応じ、計447回の訪問に
おいて、延べ480件の相談やケース会議等に参加しました。

【事業実績】１段落目
　新型コロナウイルス感染症まん延防止に係る臨時休業の影響はあったも
のの、特別な配慮を要する子どもたちの課題解決等を図るため、専門性の
ある臨床心理士や指導主事がチームを組み、学校の要請に応じ、計447回の
訪問において、延べ480件の相談やケース会議等に参加しました。

※以降、「拡大」→「まん延」、「休校」→「休業」に修正

【課題】
　インクルーシブ教育を推進する中、各学校の通常の学級においても支援
を必要とする児童・生徒への対応が求められています。
　また、個々の教育的ニーズも多様化しており、より専門的なアドバイス
が必要になっています。各学校の特別支援教育担当教員との連携をさらに
深め、特別な配慮を必要とする児童・生徒の個々のニーズに対応した支援
体制の充実を図ることが求められています。

【課題】
　個々の教育的ニーズが多様化する中、支援を必要とする児童・生徒への
対応について、より専門的なアドバイスが必要となっています。
　各学校の特別支援教育担当教員との連携をさらに深め、特別な配慮を必
要とする児童・生徒の個々のニーズに対応した支援体制の充実を図ること
が求められています。

〇特別支援学級増設事業（小学
校）
〇特別支援学級巡回相談事業
〇ふれあい補助員
〇特別支援学級増設に伴う教育
活動整備事業（小学校）

委員名 頁 事業名

【事業実績】の一行目に記載のある「新型コロナウイルス感染
拡大」という表現ですが、「拡大」と「まん延」の使い分けを
一の時点でしているのか確認の上、整理が必要（以降のページ
の確認）「休業」「休校」の二種類の表現もある。基本は「休
業」
【課題】一行目「インクルーシブ教育を推進する中、各学校の
通常の学級においても支援を必要とする児童・生徒への対応が
求められています」という表現がある。インクルーシブ教育の
考え方から言えば、当然の結果である。要検討及び修正が必
要。

大越　委員 P.20～23

笠原　会長 P.21 特別支援教育循環相談事業

【課題】最初の段落の文章ですが、この文章が必要か。カット
してもよいと考える。現状としては理解できますが。

　「拡大」は「まん延」
に、「休校」は「休業」に
統一するとともに、これ以
降の内容についても同様に
修正します。
　【課題】一行目について
は、ご指摘のとおり、「課
題」ではないため、内容を
削除します。

　特別な配慮を必要とする児童・生徒の学校生活を支えるため
の「特別支援教育巡回相談事業」や「心の教育相談事業」及び
「青少年相談事業」については、安心して学べる学校教育を進
める上で大切な役割をになった事業です。いじめや不登校・登
校しぶりを未然に防ぐためにも、引き続き充実させていただく
ようお願いいたします。
　特別支援学級の設置については、引き続き限られた財源の中
で、より効果的・効率的な整備が進むようお願いいたします。
室田小学校での取り組みを生かしながらも、未設置校の状況に
応じた配慮ができるようお願いいたします。
　ふれあい補助員の配置は、児童・生徒一人一人へのきめ細や
かな支援は学校の教育活動において、なくてはならないものと
なっています。派遣人数や実質的な日数について引き続きご配
慮いただけますようお願いいたします。

意見
対応方針

参考意見 － －
学校教育
指導課

学校教育
指導課

関係課



修正前 修正案

笠原　会長 P.22 ふれあい補助員派遣事業
ご指摘のとおり修正しま
す。

【実施にあたって工夫した点】
　ふれあい補助員それぞれが持つ資格や経験を生かせるよう、学校や特別
支援学級の規模など各学校の実情を踏まえた配置に取り組んでおり、６年
を目安に配置換えを行っています。
　また、教員やふれあい補助員など関係者の中で、児童・生徒についての
情報連携が図るため定期的な会議を開催するなど、それぞれの学校におい
て工夫して取り組んでいます。

【実施にあたって工夫した点】
　ふれあい補助員それぞれが持つ資格や経験を生かせるよう、学校や特別
支援学級の規模など各学校の実情を踏まえた配置に取り組んでおり、６年
を目安に配置換えを行っています。
　また、教員やふれあい補助員など関係者の中で、児童・生徒についての
情報連携を図るため定期的な会議を開催するなど、それぞれの学校におい
て工夫して取り組んでいます。

学校教育
指導課

【取り組みの成果】
　就学相談担当との連携・調整を図ることで、より効果的、安全な特別支
援学級の開設に取り組むことができました。新型コロナウイルス感染症ま
ん延防止の観点から、宿泊行事や児童生徒の交流事業については、中止と
しました。

【取り組みの成果】
　就学相談担当との連携・調整を図ることで、より効果的、安全な特別支
援学級の開設に取り組むことができました。

【課題】
　増設に伴う整備事業については、特別支援学級スタンダードの整備が必
須ではありますが、設置後のふれあい補助員及び医療的ケアの必要な児
童・生徒が在籍する場合の学校看護介助員の派遣等、安全な教育活動をす
るための人材確保が必要です。
　今後の増設に向け、特別支援学級のニーズや各学校の現状等を適宜確認
しながら、児童数及び障がいの状況に合わせた適切な整備を行っていく必
要があります。

【課題】
　特別支援学級の設置にあたり、ホワイトボード、ロッカー、照明、床面
等の整備、及びトイレ改修を行うとともに、ふれあい補助員及び医療的ケ
アの必要な児童・生徒が在籍する場合の学校看護介助員の派遣、介助に必
要な備品の購入等、安全な教育活動をするための支援を行います。
　また設置後も、入学した児童・生徒の学校生活の状況に合せて、適切な
環境整備を適宜行っていきます。

笠原　会長 P.24 心の教育相談事業
ご指摘を踏まえ、内容を整
理しました。

【事業実績】２段落目
　また、集合の研修等が見合わせられた中でしたが、新型コロナウィルス
感染症に対応する生活の中で、子どもたちへの心のケアの必要性が高まる
と考え、心の教育相談員研修会は、十分な対策を講じて計画どおり実施し
ました。
　第１回では「長期臨時休校の影響と支援について」、第２回では「気に
なる児童・生徒たちへの支援」について、第３回では「自分の思いや考え
を表現することが苦手な児童・生徒への支援について」をテーマに、講師
を招いて研修を行いました。

【事業実績】２段落目
　また、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
なりましたが、感染症まん延による子どもたちへの心のケアについては必
要性が高まると考え、心の教育相談員研修会は、十分な対策を講じて計画
どおり実施しました。
　第１回では「長期臨時休業の影響と支援について」、第２回では「気に
なる児童・生徒たちへの支援」について、第３回では「自分の思いや考え
を表現することが苦手な児童・生徒への支援について」をテーマに、講師
を招いて研修を行いました。

教育セン
ター

日下　委員 P.24 心の教育相談事業 審議会で回答 － －
教育セン
ター

笠原　会長

【事業実績】上から８行目「また、集合研修等が見合わせられ
た中」とあります。☞「集合研修を見合わせた中」に修正

【取り組みの成果】「新型コロナウイルス～」の文章は、この
事業の内容からはズレていないか。この文章が必要か？
【課題】１行目の後半「特別支援学級スタンダード」とは？
茅ヶ崎市独自のものか。また、一般的にこうしたものがあるの
か？

【課題】３行目「令和3年度からは、研修会の回数が2回となり
ます。」とあるが、コロナ禍や複雑化する社会構造により子ど
も心に与えるストレスは増大すると思われる。研修会を1回減ら
すのは反対である。

【実施にあたって工夫した点】最終段落にある「情報連携が図
る」ではなく「情報連携を図る」に修正

特別支援学級増絶に伴う教育活
動整備事業（小学校）

ご指摘を踏まえ、内容を整
理します。

委員名 頁 事業名 意見
対応方針

P.23
学校教育
指導課

関係課



修正前 修正案

飯田　委員 P.24 心の教育相談事業
右記のとおり、心の相談員
に関する説明書きを追加し
ます。

　　市内全小・中学校32校に心の教育相談員を配置します。
　児童・生徒の身近に第三者的存在となり得る心の教育相談員を配置し、
児童・生徒の悩み相談・話し相手となり、ストレスを和らげることを通し
て、心に安らぎを与えます。
　相談しやすい環境を整えます。

　
　児童・生徒の身近に第三者的存在となり得る心の教育相談員を配置し、
児童・生徒の悩み相談・話し相手となり、ストレスを和らげることを通し
て、心に安らぎを与えます。

※心の教育相談員とは
　スクールカウンセラーのような公認心理師、臨床心理士といった資格を
有していませんが、子どもへ寄り添う支援ができるように研修等を積んだ
相談員として全小・中学校に配置して職員のこと。

教育セン
ター

笠原　会長 P.25 青少年教育相談事業
ご指摘のとおり修正しま
す。

【事業実績】最終段落
　２年度のあすなろ教室では、新型コロナウイルス感染症対策として、１
日の通室生の人数や活動を制限することもありましたが、本通室・仮通室
あわせて22人が通室しました（退室生１人を含みます）。

【事業実績】最終段落
　令和２年度のあすなろ教室では、新型コロナウイルス感染症対策とし
て、１日の通室生の人数や活動を制限することもありましたが、本通室・
仮通室あわせて22人が通室しました（退室生１人を含みます）。

教育セン
ター

稲川　委員 P.26 いじめ防止対策推進事業 参考意見 － －
学校教育
指導課

日下　委員 P.26 いじめ防止対策推進事業 参考意見 － －
学校教育
指導課

笠原　会長 P.31 市費教員任用事業
ご指摘のとおり修正しま
す。

【課題】
　市費教員だけでなく、教員のなり手が足りない人材不足の状況は大きな
課題だと認識しています。
　退職者への声掛けや、市ホームページでの募集、関係機関との積極的な
情報共有を通じて、より多くの方に登録していただく必要があります。

【課題】
　市費教員だけでなく、教員のなり手不足の状況は大きな課題だと認識し
ています。
　退職者への声掛けや、市ホームページでの募集、関係機関との積極的な
情報共有を通じて、より多くの方に登録していただく必要があります。

学務課

委員名 頁 事業名 意見
対応方針

認知したいじめの件についても、早期解決に向けた具体的な支
援策についてスクールソーシャルワーカーや弁護士有資格職員
に丁寧なご指導・ご助言をいただきました。

【課題】一行目から二行目「教員のなり手が足りない人材不
足」☞「教員のなり手不足」で意味が通るのでは。（ダブり感
の解消）

【事業実績】下から３行目冒頭「２年度の」☞「令和２年度
の」に修正

【指標（目標）】令和２年度の目標値２回に対し実績値１回と
なっている。調査会の開催が半減しても成果は上がったとの評
価である。目標値を変更するか、またはより高い成果を目指す
ことができる指標に変更すべきではないのか。

　事業概要にて、心の教育相談員について、昨年もお伝えしま
したが、スクールカウンセラーとの違いを初めて見た保護者等
にも分かるように継続的な記載が必要だと感じます。例えば昨
年掲載した文言から引用し「公認心理士、臨床心理士という心
理の専門家ではないが、子どもへ寄り添う支援ができるように
研修等を積んだ心の教育相談員を配置します」等の記載があれ
ば、分かりやすいかと思います。

関係課



修正前 修正案

稲川　委員 P.31 市費教員任用事業 参考意見 － － 学務課

大越　委員 P.38 施設整備事業（小・中学校） 参考意見 － －
教育施設

課

笠原　会長 P.49
図書館利用及び貸出事業（本
館・分館）

感染症のまん延により、図
書館の運営のあり方を改め
て振り返ることが必要とい
う趣旨です。ご指摘を踏ま
え、内容を修正します。

【課題】
　茅ヶ崎市財政健全化緊急対策及び茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染症対
策に基づく事業の休廃止に伴い、次年度は備品購入費の削減、移動図書館
運営事業の廃止等、図書館業務のあり方が大きく問われています。事業実
施の手法や工夫の研究を行います。

【課題】
　これまでは、図書館が提供するサービスの多くは、直接に来ていただく
ことを基本としてましたが、新型コロナウイルス感染症まん延を受けて、
利用者が来館せずに図書館のサービスを受けられるように、電子図書など
のオンラインコンテンツの充実が必要です。

図書館

委員名 頁 事業名 意見
対応方針

【課題】に記載されている内容に関して、社会教育分野の削減
が学校教育分野よりも大幅であったのか分からないが、削減幅
の大小は別として、学校教育分野も同様のことが言えるのでは
ないか。敢えて、社会教育分野でこのことを課題として挙げて
いる理由は。掲げるのであれば学校教育も同様の扱いが必要で
はないか

市費教員を配置していただき、より生徒を手厚くみることがで
きるようになりました。学校現場として、これからも継続して
市費教員の配置をお願いしたいと考えております。

限られた財源の中で、安全で快適な教育環境の充実のための施
設の整備をしていただいています。校舎などの施設だけでな
く、学習で使用する上で必要な物品についても、引き続き計画
的に整備を進め、児童・生徒の学びの環境の充実のため取り組
みをお願いいたします。

関係課

－ 学務課
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

P.39

市費教員任用事業P.31大越　委員

　事業実施の意図に、「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。」とありますが、事業実
績、定期健康診断にて、対象人数や実績件数は記載してありま
すが、結局は、個人で健診を希望した者も含め、教職員が健診
と再検査を全員受けたのでしょうか？受けられるように配慮
（休むことが出来る等）はあったのでしょうか？
また、健診（健康管理）を受けたことによって、長時間勤務な
どの改善を図ることへと少しでもつながりましたでしょうか？
産業医との面談によってその教職員の状態は改善されましたで
しょうか？
　現場で働いている教職員の健康や働く環境が、児童生徒と同
様とても大切だと感じるため、もう少し具体的に実績や改善案
（産業医頼みだけではなく、長い目で必要な認知行動療法、
コーチングの考え方等の具体的な方法を学ぶ・実践するなど）
を出しても良い部分ではないかと切に感じます。

審議会で回答飯田　委員

　教職員不足の解消は喫緊の課題となっています。そのような
中で、市費教員は、各学校が抱える課題に対応できる人材の配
置により、学校を力強くサポートしていただいています。特に
管理職を務めた経験のある市費教員は、児童・生徒の学習の質
を高めるだけでなく、経験年数の短い教職員への指導助言や管
理職のよき相談役としてご助言いただくなど、学校教育活動の
充実のためには欠かせない存在となっています。引き続き配置
への取り組みをお願いいたします。
　少人数学級が拡大する流れの中で、教職員の確保と適正な配
置は重要です。健康の保持増進のための取組や長時間勤務の縮
減など、教職員の働き方については、学校現場の状況を踏ま
え、見直しや改善を引き続き進めていただくようお願いいたし
ます。

参考意見

－

－ － 学務課
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