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令和３年度 第２回茅ヶ崎市教育基本計画審議会 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10月13日（水）午後３時３０分～午後４時３８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 宮瀧 交二委員 山上 壽子委員 日下 英彦委員 

稲川 敏光委員 大越 敏孝委員 梨本 加菜委員 工藤 味香委員  

飯田 由美子委員 

（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 

会議資料 ・次第 

・資料１ 令和３年度教育委員会の点検・評価に対する知見（案） 

・資料２ 次年度以降の教育委員会の点検・評価結果報告書（案）  

会議の公

開・非公開 

公開 

傍聴者 ０人 

 

○島津教育総務課長 

 皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 茅ヶ崎市教育委員会教育総務部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。 

 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

る要綱に基づきまして実施させていただきます。 

 それでは、開催に当たりまして、３点確認をさせていただきます。 

 まず、本日、傍聴の方はいらっしゃいません。 

 次に、本日、委員の方は全員ご出席をいただいておりますので、本審議会が有効に成立しているこ

とをご報告させていただきます。 

 続きまして、本会議は内容が公開となります。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、

ご承知おきいただきますようお願いいたします。 

 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「令和３年度教育委員会の点検・評価に対する知見（案）」。 

 ３点目、資料２「次年度以降の教育委員会の点検・評価結果報告書（案）」。 

 以上３点でございます。ご確認いただきまして、過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。 
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○笠原会長 

 皆様、改めまして、こんにちは。これまでの審議会は、インターネット上での画面を通じての会議

のご協力ありがとうございました。本年度最後の審議会がようやく対面で開催できまして、事務局の

願いが通じたのではないかと思います。 

 しかし、温暖化の状況や新型コロナウイルス感染症等々で、季節感がないといいますか、季節の移

り変わりを感じることができないなと思います。茅ヶ崎駅からここまで歩いてくる間に、肌寒い風を

受けながら、でも、10 月の半ばなのだと改めて思いながら、一昨日ぐらいまでの暑さが、逆に言う

と、本当に季節外れな状況だったのだと思いますが、まだまだ安心できない状況が続くと思っていま

す。ですから、一人一人がしっかりと対応することが一番の基本になろうかと思いますので、この会

議も３時半からのスタートではありますが、皆様方のご協力をいただいて、時間をかけずに適切な対

応が図られればと思っておりますので、どうかご協力のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、議題に入りまして、「令和３年度教育委員会の点検・評価に対する知見（案）」です。

私、宮瀧委員及び梨本委員が作成いたしました知見について、委員の皆様からのご意見をいただきた

いと思います。皆様方のご専門というか、関わっていらっしゃる分野の視点からご意見をいただいて、

よりよいものに仕上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 進め方は、各政策に関する知見について、順次行うことといたします。 

 最初に、知見をまとめた３名から簡単にポイントなどを述べさせていただいた後、委員の皆様から

ご意見を頂戴することになります。 

 それでは、最初に、政策１の知見について、私から説明をさせていただきます。そして、説明の後

に、皆様方から何かご意見があれば伺うという形をとりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の「知見」を開いていただきまして、私が担当した政策１のところからです。１

つ１つ細かくというよりは、概要をお話しさせていただきます。 

 ２ページのところで、施策１の「学び続ける意欲と確かな学力を育てる学校教育の推進」に関して

は、今回の新型コロナウイルス感染症に対する不安や不登校の問題、いじめ事案等に対応できるよう

に、スクールソーシャルワーカー及び弁護士有資格の方々の活用というところを評価させていただい

て、子どもたちが安心して学べる環境をつくっていただいたということへの評価を書かせていただき

ました。 

 そして、３ページは、施策２の「心がふれあい安心して学べる学校教育の推進」という点でござい

ます。ここでは、中段「３点目」というところの「ふれあい補助員派遣事業」。これは毎年、本審議

会におきましても、特に弾力的な対応を求める意見が大変多く出てございました。そうした中で、令

和２年度、弾力的な運用ということに一歩踏み込んでいただいて、学校が、使いやすいという言い方

は変ですが、活用しやすい状態をつくっていただいた。結果として、児童・生徒への指導の充実が図

れたということを評価させていただきました。 

 それから、４ページの最後の７点目の「いじめ防止対策推進事業」です。ここでは、教育委員会事

務局のほうから各学校において、いじめの認識に対する感度の違いが大きいということが記されてお

りましたので、そのことに対して、例示として１つの提案を書かせていただきました。各学校で全て

の先生方で、どういう状況があったら、これは課題だというふうに認識できるような、兆候に気づけ

る方法を取り入れるなど、具体的ないじめの認知の手順等を学校として定めておくことが重要である。 

 ただ、小学校も中学校も、いじめの認知件数に関しては、文科省の調査等の中でも毎年度非常にき

め細かく対応されていることはよくわかっていますが、教育委員会事務局の自己評価に関して、少し
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感度の違いがあるということへの指摘というか、改善策をぜひ取り組んでほしいということを言わせ

ていただきました。 

 続きまして、ページをおめくりいただいて「質の高い学びを実現する学校づくりの推進」に関して

は、最後のところ、ここも毎年度改善に向けた工夫を行っていただいていることを評価させていただ

きまして、さらなる学校教育の充実をお願いいたしました。 

 加えて、施策４の「安全・安心で健やかに生活できる教育環境の整備」に関しては、計画的な整備

が進んでいることに対する評価と、２点目の学校職員の定期健康診断、産業医の面接が今回新たに入

ってきましたが、先生方の多忙化というところが非常に課題になっている中で、心身のケアも含めて、

産業医の活用を図っていただくことをお願いしてございます。 

 最後の総括は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中でも、必要なことを適切に対応していた

だくことをお願いして、今までのことも評価をさせていただいて知見とさせていただきました。 

 大変簡単ですが、以上、そのあたりをポイントにしながら記載をさせていただいております。何か

皆様方のほうからお気づきの点であるとか、このあたりはこういうふうにしたほうがいいのではない

かということについて、積極的にご意見を頂戴できればありがたいと思いますので、お願いいたしま

す。 

 稲川委員、よろしくお願いいたします。 

 

○稲川委員 

 ありがとうございました。学校側にとってはとてもいい対応をお願いしますと言っていただいて、

大変ありがたいなと思っています。 

 弁護士資格を有した方と関係機関とのネットワークということで、いじめの認知の問題と関係する

のですが、法律上のいじめについて研修をしていただています。多分、全小・中学校でも周知してい

ると思いますが、弁護士資格を有した方に 12 月、本校に来ていただいて、いじめの認知や法律上の

いじめについて、研修をしていただくこととなっています。職員全員で共有をして、いじめについて

の認知度の感度を上げたいと思っています。こうした取組をできることに、大変ありがたいと思って

います。 

 それから、書き方の問題で気になったところがあります。１ページの政策１で、「政策１の目標は」

というところ、下から３行目の鍵括弧の使い方です。14 ページに政策３では、「政策３の目標は」

で鍵括弧がついています。政策１は鍵括弧がついていないので、この辺は統一したほうがきれいかな

と思いました。また、７ページの政策２は、ここは「を目標としています。」というちょっと違う書

き方になっていたので、ここが気になりました。 

 もう一つは、３ページの３点目の「ふれあい補助員派遣事業」の「３点目は」というところから３

行目、「令和２年年度」になっているので「令和２年度」ではないかと思いました。 

 

○笠原会長 

 「そうした中、」の後ですよね。 

 

○稲川委員 

 そうです。「そうした中、令和２年年度」となっているので「令和２年度」ではないかなと思いま

した。書き方の問題ですが。すみません。 
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○笠原会長 

 これは直っているかと思います。 

 

○事務局 

 事務局からの説明不足で申し訳ございません。今、ご指摘いただいた部分も含め、修正したものを

本日机上に配付させていただいております。机上に配付したものについては、例えば、「障害」の

「害」を平仮名の「がい」で統一をしております。修正したところは付箋をつけておりますので、そ

こを確認いただければと思います。 

  

○稲川委員 

 すみません。以前いただいたやつで予習をしてきたということでよろしくお願いします。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。私のほうからも事前に事務局からこの辺の確認いただくのを失念してしま

いましたので、申し訳ございません。 

 稲川委員がおっしゃった鍵括弧のつけ方については、修正をしたほうがいいとご指摘がございまし

たので、そろえる方向で対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかにご意見等ございますか。どんなことでも結構です。よりよいものにしていただくために、皆

様方のご意見をぜひお願いできればと思います。 

 大越委員、お願いいたします。 

 

○大越委員 

 今年度から審議会に参加させていただいています汐見台小学校の大越と申します。先日はリモート

で初めて皆さんと顔を合わせてから、実際に初めてお会いしてのご挨拶になりますので、よろしくお

願いいたします。 

 私のほうからは、先ほど、いじめについてのお話のところで、稲川委員からもあったのですが、本

校では 11 月に研修会を実施する予定です。何気ない子どもの言葉も、言われた相手の子が傷ついて

いるとしたらいじめです。法律上のいじめというところの認知が教員にはまだ十分でないところがあ

ると思います。いじめの感度を上げるということは、やはり大切だと思います。ですので、弁護士の

有資格者の方がいらっしゃると、学校現場にとっても大変ありがたいですし、教職員の意識の向上に

つながっていると思うので、この記述については大変ありがたいなと思います。 

 あと、３ページのところの３点目の「ふれあい補助員派遣事業」です。本当に学校でもありがたく

感じています。これだけの予算をかけて、子どもたちのために補助員を配置していただいているとい

うことは、評価できることだと思っています。 

 ただ、会計年度任用職員という制度が新たに入ってきていて、報酬や休暇の点で改善されているよ

うに思われますが、今までよりも学校現場で働いていただく実際の時間数に関しては減少している傾

向にあるのではないかなと思っています。そういうところで言えば、待遇面、報酬面での改善もある

かとは思いますが、学校に来ていただける実質的な日数については確保していただけると大変ありが

たいかなと思っています。 

 以上です。 
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○笠原会長 

 ありがとうございます。会計年度職員に関しては、茅ヶ崎市だけではなくて、様々なところでこう

いう制度に個別にかかわってきているところもありますので、その中でもいろいろご尽力していただ

いていることも含めて、継続的に働きかけを行っていただきたいと思っております。 

 ほかに特にないようでしたら、次の施策２のほうに移らせていただいてもよろしいでしょうか。ま

た後ほど、何かあれば全体として承りたいと思います。 

 そうしますと、施策１に関しては、目標云々のところの鍵括弧をそろえるということが１点ありま

したので、確認しておきます。 

 では、続いて、梨本委員、よろしくお願いいたします。 

 

○梨本委員 

 政策２について。梨本です。よろしくお願いいたします。 

 施策の５と施策の６については私が書き、そのほかについては宮瀧委員が書いているところになり

ます。先ほど稲川委員から指摘があった目標の書き方については、後ほど統一を考えるということに

しまして、全体的なお話をしていきたいと思います。 

 政策２については、新型コロナウイルス感染症の影響で、施設の休館、利用の制限、事業の中止・

延期というものの影響が非常に大きくて、図書館、公民館など、そういった影響を大きく受けた。

「深刻な」というふうに書いておりますが、78 事業に対して本当に深刻な影響が与えられたという、

まさにそのとおりの状況だと思います。 

 その中で、今後に向けて、市民の学習の場と機会の保障というのは急務であり、あえてこの時期だ

からこそ、将来を見据えて書いております。「with コロナ」時代ということで、オンラインの活用

を、今回、公民館、図書館でも取組みが見られたのですが、そういった厳しい状態の中での新しい取

組みというところに注目して書いています。 

 施策の５については、「大人と子どもが共に育ち合う社会教育の推進」。ここについて、公民館、

図書館を中心とした取組みを書いています。 

 社会教育の場所があり、人がいてというのが特徴ですが、まさに感染症対策で非常に厳しい状況に

なっております。その中で、オンラインでの取組みについて、８ページ目に書いてございます。この

ような状況の中でも、29 事業と、施策の方向②、家庭教育について 19 事業が実施されたという実績

があります。 

 目標値がさすがに大幅に下回るという結果になっていますが、その中で非常に評価すべきなのが、

オンラインを活用した「学びのポータルサイト」が特設されております。その中で動画配信、ＷＥＢ

会議システム、Ｚｏｏｍなどの講座が取り組まれていること、そして、その講座に至るまでのそもそ

ものスマートフォンやＷＥＢ会議システムの使い方といった講座も組まれ、市民に寄り添ってという

ところが非常に評価されると思いました。 

 前から非常に多彩な講座が展開されています。さらに配信されている講座の再生回数も確認させて

いただきましたが、遺跡調査、写真や工芸等の講座などで非常に高い再生回数となっており、新たな

学習者も増えているのではないかと考えております。 

 ８ページの下、図書館についてです。図書館はかなり活発な活動が以前から行われていますが、臨

時休館などを見まして、その中で家庭配本サービスの対応もございますし、「この、一冊。」の特別

展示についても、Ｗｅｂサイト、ＳＮＳを活用した取組みが行われています。 
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 ９ページに進みます。そうした図書館の取組みというのが非常に期待されるというところであり、

ブックスタートパックの配布率については、厳しい状況ですが、この中で乳幼児健康診断での配布、

新たに配布物の制作や、わらべうたの動画撮影などの新しい取組みも行われているところを注目した

いと思いました。 

 多世代の市民の中で情報弱者という一定の層がどうしても出てくるところがありますが、今後もし

っかり見ていっていただきたいということと、図書館、公民館などで取組みを行われているというと

ころを注目したいと思いました。 

 施策６です。青少年の育成についても、感染症対策で事業の中止などの影響が多くございます。そ

の中でオンラインの活用が模索されており、その点は高く評価したいと思っております。 

 ９ページの下から 10 ページまで続くところになります。こちらについても、再生回数とあります

のは、動画の作成・公開が活発に行われてきたということと、新しくできた茅ヶ崎公園体験学習セン

ターでも事業がしっかり実施されています。今後、この状況が収束していくであろうと思われますが、

オンラインで取組みをしっかりしていただきたいと思っているので、今後もそういった取組みに期待

したいとしました。 

 

○笠原会長 

 梨本委員、ありがとうございました。 

 それでは、今ご説明いただきました政策２の施策５、６につきまして、ご意見ありましたら、よろ

しくお願いいたします。 

 稲川委員、何かありますか。 

 

○稲川委員 

 情報弱者というお話がありましたが、家庭でのインターネットの環境等をこれから整備していかな

ければいけないかなと思っています。また学校になってしまいますが、学校で保護者の方にアンケー

トをとって、情報の関係がどうなっているかというところまで調べていて、オンラインを目指して授

業ができたり、図書関係とかでもオンラインが使えるような環境をさらにつくっていかなければいけ

ないなと思いました。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 ほかにどうでしょうか。飯田委員、工藤委員、よろしいですか。 

 日下委員、山上委員も、特に何かよろしいですか。では、日下委員。 

 

○日下委員 

 質問を含めて。以前も申し上げたのですが、動画などを作成されている中で、私もちがさき丸ごと

発見博物館だったと思いますが、郷土の歴史なり芸能を紹介した動画を拝見しました。非常によかっ

たということで、その辺、もっとＰＲをしたほうがいいのではないかとことを前回の審議会で言わせ

ていただきました。せっかくいいものができているので、それを知ってもらうということも非常に大

切なことだと思うので、その辺について知見に記載されていればいいかなと思いました。 
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○笠原会長 

 今、日下委員のご指摘いただいた部分というのは、この後の施策７のところで確認をさせていただ

きたいと思います。 

 では、施策５及び６について、特にご意見がないようでしたら、施策７について宮瀧委員から説明

をお願いしたいと思います。 

 

○宮瀧委員 

 施策７です。資料館等を含めて、いろいろ書かせていただきました。茅ヶ崎市は、公民館や資料館

などで非常に古くから充実した活動をしており、神奈川県内はもとより全国的にも有名な場所です。

茅ヶ崎市では、毎年繰り返していますけれども、50 年に一度の大事業という言い方をしたときもあ

りますが、県立茅ケ崎北陵高校の敷地から古代相模の国高座郡の郡役所跡、郡の役人をしていた一族

の氏寺で様々なものが出土されており、今後の日本史の教科書に模型等が載るような遺跡です。あわ

せて、同じ場所に弥生時代の環濠集落もあり、奈良時代の郡役所と二重の国指定史跡になっています。

それから、来年度中のオープンということで、最終段階の準備をしております（仮称）茅ヶ崎市歴史

文化交流館整備事業も大変大きな事業だと思います。 

 住民の方は、こういう恵まれた環境にもともとあったので、ほかの自治体との比較などはされない

かもしれませんが、例えば、神奈川県内で美術館と歴史系の資料館の両方ある自治体はほとんどあり

ません。美術館は、茅ヶ崎市と平塚市、横須賀市、横浜市ぐらいで、藤沢市は、歴史資料館がないの

ですが、４～５年前に辻堂に浮世絵だけを集めた展示館がつくられました。こういう地域の歴史や、

あるいは現在活動中の芸術家の皆さんの作品発表や、ゆかりの展覧会などができる美術館と両方ある

というのは、神奈川県内でも幾つもないです。 

 そういう中で、特に文化資料館は非常に早い時期にできまして、昭和 46（1971）年にオープンし

ています。万博の次の年です。私は、そのころ柳島小学校に通っていまして、小学校５年生のときに

オープンしたものですから、ちょうど学校の社会科で歴史を学ぶタイミングでした。私は浜見平団地

にいましたので、当時の学芸員の方と親しくさせていただきました。週末ごとに、あるいは夏休みに

なると通っていました。そのこともあり、現在、大学で歴史を教えているのですが、そういう場所が

半世紀前からある茅ヶ崎において、新しく小出に資料館が移転されるということは、市民の皆さん、

他の自治体の方から本当にうらやましく思われるようなことだと思います。こういう千載一遇の機会

を、教育委員会だけではなくて、市長部局も含めて、皆さんで、先ほども広報の話もありましが、大

いに市民の皆さんが活用されるように、縦割りの組織を超えて、全市を挙げてバックアップし、児

童・生徒の学習にも活用、あるいは、大人の皆さんの生涯学習にも活用していただけるとうれしいな

と思いました。 

 今、後ろのほうに書いているのですが、文部科学省のＧＩＧＡスクール構想で全ての児童・生徒に

情報端末を配備されました。それを使って、現在の状況においても家庭でも学習ができるような環境

になりました。これは、私たちが小・中学生の時代から見るとかなり画期的なことで、各地の教育委

員会でリアクションが出ています。評価されているのは、置き去りにしていく児童・生徒がいなくな

るということですね。教室で従来のように手を挙げて「はい」と発言すると、手を挙げない子どもは

置き去りにされていく。そういう中で、端末が各児童・生徒に配られていますから、全員がリアクシ

ョンすることができるとか、参加型の学習ができるということで大変画期的ですが、一方で、今まで

のように、学校の先生方が美術館とか博物館とか、あるいは文化財に実際に引率して行くような機会
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が、バーチャルの世界によって簡単に済むわけですから、博物館まで行かなくていいよね、みたいな

ことになってしまいがちだという危惧が、全国の博物館関係者から出ています。 

 例えば、江戸時代の農機具。千歯こきとか唐箕とか、文化資料館に行けば見られたわけですが、こ

れからは簡単にインターネットで画像が見られますから、それでよしとされてしまうかもしれません。

でも、先ほど言いましたように、茅ヶ崎はすばらしい施設がこれから整備されます。笠原会長からの

ご説明にも出ました教員の多忙化もあり、なかなか子どもたち、児童・生徒を引率できないとか、い

ろいろな問題があるですが、茅ヶ崎は半世紀かけてつくってきた文化財の資料館での教育をぜひ発展

的に、ＩＣＴ教育とうまく車の両輪で成功させて、新しい教育のモデルケースをつくっていただきた

いなとエールを送ることで知見をまとめさせていただきました。 

 以上です。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。 

 宮瀧先生、先ほどの日下委員の広報のあたりのところは、いかがでしょうか。 

 

○宮瀧委員 

 一番わかりやすいのは、市民の皆様は、公民館とコミュニティセンターはどう違うかとか、そんな

にわからない方もいると思いますが、市長部局と教育委員会ではセクションが違うということですよ

ね。そういうことも含めて、今回は、後ほど次の議題で、事務局から縦割りの行政組織を超えて、横

の連携を大事に評価していこうというご提案が報告としてあると思いますが、美術館は、市長部局で、

今回できる交流館は教育委員会の所管ですから、そういう部局を超え、また学校教育との連携を大い

にやっていただきたい。 

 広報は、「やっています」と言っても、行き届いていなければ、その効果はないわけです。ですか

ら、市民の皆さんのマンパワーもお借りして、全部市役所がやる必要はないと思います。もっといろ

いろな方にいろいろな形でお願いして、やり方はまだまだたくさんあるのではないかと思います。せ

っかくいいものがあるものですから、行き届いた広報で、本当に市民の皆さんが自慢できるような文

化都市としての茅ヶ崎を目指していただければと思います。 

 

○笠原会長 

 梨本委員、戻ってしまうのですが、梨本委員のお書きになったところで、先ほど日下委員がおっし

ゃったような、コンテンツの利用回数が非常に高かった。それをもっと広く知ってもらうための周知

の仕方みたいなところの何かプラスアルファで記載ができるようなところはございますか。 

 

○梨本委員 

 ８ページのところで、公民館の「学びのポータルサイト」であったり、講座の話があるところもあ

りまして、２段落目の最後に「若年層の参加」ということを書いています。この辺りに、若年層を含

めて周知する、広報活動をするとか、そういったことをつけ加えられればいいのではないかなと思っ

ておりました。 
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○笠原会長 

 日下委員、先ほどいただいたご意見で、施策７で確認をしますと言ってしまったのですが、全体を

見渡してみると、梨本委員からご説明があったように８ページの中段の「今後は」というところ、

「個々の事業の検証」云々の次の辺りのところで周知ということを書き加えていくことは可能だとい

うことですが、どうでしょうか。 

 

○日下委員 

 笠原会長と梨本委員からご説明いただいた辺りで、記載していただければよろしいかと思います。 

 

○笠原会長 

 では、日下委員からご指摘いただいた、周知、ＰＲについての徹底については、梨本委員のほうに

一任させていただく形でよろしいですか。 

 

（一同 承認） 

 

○梨本委員 

 それでは、案を考えたいと思います。 

 

○笠原会長 

 わかりました。では、そのような形で対応するということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。施策７について、何かほかにご意見等ございますか。日下委員。 

 

○日下委員 

 先ほど、実際に博物館、美術館等に行く機会が減る可能性があるなというお話で、その部分は懸念

されるところですが、コロナ禍で、ＷＥＢだとか動画を見て楽しんだという子どもたちもいると思い

ます。一方で、本物の大切さも改めて見直されている部分も反面あると思います。 

それこそＷＥＢを活用して周知し、本物はもっとすごいぞというのはあると思いますので、相乗効

果のある仕組みづくりができればいいと思います。 

 

○笠原会長 

 特に宮瀧委員ありますか。 

 

○宮瀧委員 

 私も全く同感です。そのとおりだと思います。 

○笠原会長 

 日下委員、特に記載の部分を何か修正とか、つけ加えるとかということではなく、ご意見として伺

うということでよろしいですか。 

 

○日下委員 

 はい。 
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○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。 

 では、もしよろしければ先に進ませていただいて、もう一回確認をさせていただきます。 

 それでは、恐れ入りますが、14 ページの政策３「教育行政の効率的・効果的運営」について私か

ら説明をさせていただきます。 

 先ほど宮瀧委員のお話もありましたが、ここ数年、教育委員会のほうは、縦割り行政から教育委員

会内部での連携を非常に積極的に図る動きをされています。その部分については評価をさせていただ

いています。 

 同時に、施策８については、特段、評価項目ではなかったのですが、今言ったようなところで、コ

ロナ禍においても事業を適切に運営されていたということで評価をさせていただいています。 

 施策９のところで調査・研究の推進で、今回、児童・生徒の意識調査をホームページ上に載せてい

ただいて、継続的に状況を把握されていくという点について、非常に意義あるものであるというとこ

ろで評価をさせていただいています。現状をきちっと把握し、分析し、考察していくところから施策、

事業というのはスタートしますので、そこが曖昧になってしまうと、現状認識のずれが一番怖いので、

こうした結果をホームページに載せながら、市民と共有し、そして施策運営につなげていくという姿

勢について、大変評価できたというところで書かせていただいます。政策３については以上でござい

ます。 

 簡単ですが、お読みになって、皆さんのほうから何かご意見ございますか。 

 特に皆さんのほうからご意見ないようでしたら、全体を通じて、ご意見があれば頂戴したいと思い

ます。飯田委員。 

 

○飯田委員 

 全体のまず感想ですが、さすが先生方が考えられているだけであって、すごくわかりやすいなとい

うのが感想でした。 

 個人的に、ソーシャルワーカーのことや学校職員の健診などを載せていただいて、よかったなと思

います。 

 ただ１つ、５ページに戻りますが、最後まで気になったのでお伝えさせてください。以前もＷＥＢ

を通して、５ページの下３行ですが、産業医のことをここでも取り上げていただいてありがとうござ

います。最後の文言ところで、「産業医との面談に関しては認知度を一層上げていただき、より多く

の教職員に活用されることを望みます。」。私自身もそう思います。 

 ただ、保健医療の現場で働いている者として、産業医頼みにしてしまうという危惧もあるので、産

業医ももちろん活用するのですが、産業医任せではなく、施策４の教育環境の整備は引き続き一般市

民としてもしていただきたいなという文言にしていただけるといいのかなというのが気になったので、

お伝えさせていただきました。 

 

○笠原会長 

 すみません、最後のところがちょっと聞き取れなくて。もう一度、こういう文言を入れていただき

たいとかありましたらお願いします。 
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○飯田委員 

 抽象的で申し訳ないのですが、産業医との面談に関しては認知度を一層上げていただき、より多く

の教職員に活用していただくとともに、産業医任せではなく、引き続き教育環境の整備という視点は、

多忙な教職員の先生方のためにも、よりよい環境整備という意味の文言にしていただきたいなという。

すみません、これというのがないのですが。 

 

○笠原会長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 今、飯田委員がご指摘いただいた「より多くの教職員に活用されることを望みます。」で終わるの

ではなくて、活用されるとともに、引き続き教育環境の整備に努めていただきたいというところまで

つなげてほしいということでよろしいですか。 

 

○飯田委員 

 はい。産業医頼みにくれぐれもしないようにというところを。すみません。 

 

○笠原会長 

 産業医頼みにしないという。 

 

○飯田委員 

 はい。 

 

○笠原会長 

 この辺、難しいですよね。私がかかわっているところでは、産業医そのものの周知が十分でないと

いう現状のほうがまだあって、まだ十分に活用されていないという現状もあるというのが、私のイメ

ージとしてあったので産業医頼みというところまで踏み込めなかったのですが、その辺、学校現場と

してはどうでしょうか。大越委員どうぞ。 

 

○大越委員 

 前回のときにも触れたかと思いますが、実際には、年間で産業医と面接している職員は、去年の職

場で言うと、いないですね。ですが、勤務時間で言えば相当な時間を働いている者もいます。そうい

う部分では、産業医の面談というのは、認知度を一層上げるということは大切だし、活用していかな

くてはいけないというところはあります。ただ、おっしゃるとおり、それだけではないので、それ以

外の働きかけというか、取組みというか、そういうものもしていかなければいけないと思っています。 

 

○笠原会長 

 稲川委員はいかがですか。 

 

○稲川委員 

 管理職になって７年目ですけれども、産業医をお願いしたのは１回ぐらいでした。職員の認知度も

あるのですが、これからは気軽に相談できる環境があるといいかなと思っています。飯田委員がおっ
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しゃっていただいたところは本当にありがたいところで、教育環境の整備は並行してやっていただか

ないと、こちらのほうがむしろ大事なことだと思います。工夫は必要だと思いますが、気軽に相談で

きるような環境をつくっていければと考えております。 

 

○笠原会長 

 わかりました。飯田委員のご意見と、そして大越委員、稲川委員のご意見をいただいて、ほかの委

員、今のお話を伺っていてどうでしょうか。方向性としては、飯田委員がおっしゃったように、産業

医頼みにというニュアンスが出るような形にしないで、引き続きの教育環境の整備という文言を、あ

と一文入れていく方向で整理をしたいと思いますが、皆さんがそれでよろしければ、文章については

お任せいただくという形でよろしいでしょうか。 

 

（一同 承認） 

 

○笠原会長 

ありがとうございます。 

 

○日下委員 

 今の点で少し印象を。産業医にかかる場合は、特に精神面だと、なかなか相談するというのが表に

出るのが、本人としてよくないと思うケースが多いと思われます。要するに、おっしゃっていただい

たように環境が大事だと思います。職場環境、それから、病気に対する理解。だから、そういう意味

でも、会長がおっしゃったような環境をつくっていくのが非常に大切ということなんじゃないかな。

 今回の例とは少し違いますが、男性の育休もそうですね。皆さん、制度は知っているけれども、と

れる環境になかなかないというのが一方であると思います。私は現場のことは知らないですが、何と

なくそんな感じかなという印象を持ちました。特に、メンタルの面でのことは非常に相談しづらいと

いうのはあるのではないかなという印象を持ちました。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。とても大事なことで、学校で管理職、校長先生方を前にして言うのもなん

ですが、アクティブリスニングというものがあります。積極的に先生方が声をかけて、中にある思い

をうまく聞いていくということがとても大事で、そういう環境に学校がなっていくことが一番大事な

ことだろうと思います。ありがとうございました。 

 では、全体のところでほかによろしいでしょうか。宮瀧委員、お願いいたします。 

 

○宮瀧委員 

 文面の訂正ではないのですが、今後の見通しというか、事務局に聞きたいのですけれども、私は、

新座の教育委員をやっているのですが、この前、教育委員会の会議で報告があって、この１年半、新

座市内の小・中学校は、コロナの対策をやってきたおかげさまで、インフルエンザの学級閉鎖はゼロ

です。マスクと手洗いがいかに有効を認識しました。ご案内のように、今また感染者が減っていて、

ワクチン接種も進んできています。例えば、来年度とか、毎年秋になるとインフルエンザとコロナの

予防接種をして、かかってしまった場合には薬があるという時代が早晩くるのかなと。今後どうなる
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かはまだわからないですが、本当に貴重な経験をしたこともたくさんあると思います。大学でも、教

室でコロナが感染したという例は、ほとんど全国的にもないと思います。しっかり換気をして、ソー

シャルディスタンスをとって、マスクをしていれば感染のまん延をある程度抑止できているところも

あると思います。 

そういう大きな代償を払ってやってきた学校現場、あるいは社会教育現場における感染症対策の経

験とノウハウをどういうふうに継承していくかというか。学校も教育委員会もどんどん新陳代謝して

いくわけですから、そういうところをきちんと継承されていかないといけないと思います。知見に書

くべきことではないと思いますが、それがなければ、この２年間のいろいろな努力があまり生かされ

ないかなという気がしていますので、ぜひお願いしたいなと思います。 

 茅ヶ崎市はどうですか。小・中学校のインフルエンザの学級閉鎖はやはり減ったでしょうか。ご存

じの範囲でどなたかお答えいただければ。 

 

○飯田委員 

 減っています。 

 

○大越委員 

 昨年いた学校ではゼロでした。マスク、手洗い。湿度を上げるようにしていたことによって、ゼロ

でした。その前の年を比べるとやはり効果はあるのかなと、職員もそういうふうに思っていますし、

子どもたちもそんなふうに思っているのかなと思います。 

 中学校はどうですか。 

 

○稲川委員 

 中学校も去年はゼロでしたね。そのため、抗体を持っていない子が多くなっているので、職員とは

しっかり準備というか、予防について話はしています。 

 

○宮瀧委員 

 評価項目にないことですが、そういうことも知見に書いておくこともいいのかと思いました。 

 

○笠原会長 

 最後の施策３の総括のあたりのところに、「感染症への対応の経験を踏まえ」というやわらかな書

き方ですけれども。 

 

○宮瀧委員 

 それでいいかな。経験値をしっかり検証していくみたいな。 

 

○笠原会長 

 検証していくというふうな言葉を少し入れる方向でよろしいですか。 

 

○宮瀧委員 

 はい。お任せします。 
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○笠原会長 

 承知しました。それでは、ほかにないようでしたら、今回の知見につきましては、形式上の鍵括弧

をつけるということと、政策２のところで、日下委員のご指摘があった周知の方法について一文、そ

して、私のところの、先ほど飯田委員からいただいた産業医のものについて、産業医頼みにしないで、

教育環境の整備について継続的にというような内容の一文と、そして最後の政策３の総括のところで、

感染症への対応の経験を継承してというあたりの言葉を入れて整理をするということで修正がありま

した。 

以上の修正の文面については、私と梨本委員のお任せをいただくということで皆さんのほうからご

了解をいただいております。修正を踏まえ、令和３年度の教育委員会の点検・評価に関する知見を確

定して、そして教育委員会へ答申するということでよろしいでしょうか。 

 

（一同 承認） 

 

○笠原会長 

ありがとうございます。皆さんのほうから賛成ということでいただきましたので、答申書を作成し

て、後日、教育委員会に答申させていただきます。 

 それでは、報告に移らせていただきます。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２に基づき、次年度以降の点検・評価実施方法について説明させていただきます。 

 資料２にありますように、令和４年度以降の点検・評価のシートを示させていただいています。第

１回の審議会でご報告したものから加えた点について、説明させていただきます。 

 まず、１～４ページをご覧ください。これは、報告書の冒頭の説明書きになっております。我々の

ほうが特にご報告したいのは、３ページ目です。これまで、点検・評価を行うにあたって、教育委員

会事務局の自己評価を基に、審議会で調査審議します。どういう点を念頭に自己評価し、そして調査

審議する点を、明確にしていきたいと考えております。 

まず、（３）の①のところです。指標や数値的なデータを用いて、政策や施策の効果を分析、そし

て考察するということを書かせていただいています。指標を用いた効果測定については公共政策全般

で実施されているところですが、教育委員会事務局の主観的な判断だけではなくて、様々な数値的な

データにより、客観的に効果を分析し、考察していくことを考えています。 

 次に②です。多くの市民の方に点検・評価の報告書を手に取って読んでいただきたいと考えていま

す。よって、次年度以降の点検・評価については、文章はできるだけ簡潔に、表現はわかりやすく。

特に行政用語、また専門用語の使用は、可能な限り控えて、自己評価を作成していきたいと考えてい

ます。 

 また、審議会については、教育委員会事務局が以上の２点を踏まえて自己評価をしているかを調査

審議していただきたいと書かせていただいてございます。 

 次に、「（４）点検・評価の見直しについて」です。点検・評価のフォーマット、指標及び活動量

の数値設定について、必要に応じて中間見直しや次期の教育基本計画の策定時期に見直しをしていき

たいことを書かせていただいています。 
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 ５ページ以降、第１回目の審議会で我々が示させていただい内容と同様でございますが、先ほど宮

瀧委員のほうからご意見がございましたが、15 や 16 ページにありますように、市長部局との連携も

点検・評価の項目にしていきたいと考えております。これは、我々教育委員会と市長部局がどのよう

な点で連携してきているのか、その実績をしっかり把握していきたいと考えています。 

 今回の資料につきましては、政策１の部分ですが、次年度以降については、政策１から政策４の取

りそろったもので自己評価、または審議会で調査審議をしていきます。 

 資料２の説明については以上でございます。 

 

○笠原会長 

 ありがとうございます。審議会ではいろいろな議論を一つの形として反映をしていただいているこ

とがよくわかりました。ありがとうございます。 

 一応これは報告案件なので、特に協議等はしませんが、何か特に言っておきたいこととか、あれば

伺いますが、どうでしょうか。 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは、報告につきましては、ここで終了させていただきます。 

 続いて、事務連絡に移ります。事務局よりお願いいたします。 

 

○島津教育総務課長 

 それでは、事務局より事務連絡をさせていただきます。 

 今回の審議会をもちまして、今年度の議事は全て終了となります。審議会の委員の皆様につきまし

ては、ここで改選ということになりますので、皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の

まん延により、対面での審議会をなかなか開催することができない中で、委員のお役目を受けていた

だきまして、感謝を申し上げます。皆様のご健勝とますますのご活躍をお祈りしたいと思います。２

年間どうもありがとうございました。 

 事務局からは以上でございます。 

 

○笠原会長 

 それでは、ほかにないようでしたら、これで本日の議題につきまして、全て、皆様方のご協力によ

って終わることができました。本当にありがとうございました。 

 

○島津教育総務課長 

 それでは、皆様、熱心なご審議ありがとうございました。 

 これをもちまして、令和３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。 


