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令和３年度教育委員会の点検・評価に対する知見 

 

令和３年度の茅ヶ崎市教育委員会の点検・評価を行うにあたり、茅ヶ崎市教育基本計画審議会

は、今年度も昨年度と同様、新型コロナウイルス感染症のまん延により、対面での実施が困難で

あったため、WEB会議に変更して実施しました。その際、事前に事務局より各委員に資料を送付

し、各委員から出された意見を事務局が集約・整理し「令和２年度教育委員会の点検・評価」

（案）として協議を行い、令和３年度の教育委員会の点検・評価にかかる知見を作成していま

す。 

併せて、令和２年の事務事業実施に関しても、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて

いることを考慮する必要があることから、知見として入れておくこととしました。尚、昨年同

様、今後に向け、「新しい生活様式」、「withコロナ」等といわれるように、あらゆる事業や施設

活動において、日頃からの不断の安全対策が必要であること等、施策ごとにねらいに応じて記載

しています。 

 

政策１ 豊かな人間性と自律性をはぐくむ学校教育の充実 

 

まず、政策１「豊かな人間性と自律性をはぐくむ学校教育の充実」についてです。 

政策１は、施策１～４で構成され 166事業を実施計画に位置づけ取組を行っています。その

内、評価対象事業は 14事業で、所属における自己評価は、活動指標の目標値と実績値を比較して

おこなわれています。 

政策１の目標は、児童・生徒が意欲にあふれ、主体的に学ぶ授業づくりをさらに進めること、 

「学びの質」を高め、より実感（対象との内面的対話）を伴う学びを創り出し、生きる力をはぐ

くんでいくとしています。この目標実現のために４つの施策が位置づけられています。  
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施策１：学び続ける意欲と確かな学力を育てる学校教育の推進 

施策１の目標は、主体的に学べる授業づくりを軸に、児童・生徒の学びの意欲を高めること、

児童・生徒が学び続け、学び合うことによって身につく確かな学力と健やかな心身をはぐくむこ

とを掲げ、45事業の展開が図られています。施策１の評価対象事業として２事業が記載されてお

り、２事業ともＳ評価という結果となっています。 

１つ目は、「児童・生徒指導推進事業」です。  

児童・生徒指導担当教員の資質向上を図ることを意図した本事業については、昨年も指摘をし

ましたが、多様化・複雑化している児童・生徒の問題や取り巻く環境等への適切な対応のために

は、担当する職員の資質の向上と「チーム学校」として専門的な知識や技術を有した方との連

携・協力が不可欠です。事業の実施にあたって、特に、新型コロナウイルス感染症に対する不安

に係る不登校や、いじめ事案も懸念されることから、スクールソーシャルワーカー及び弁護士有

資格者を活用した関係機関とのネットワークの構築に努めた、とあります。このことは、緊急性

の高い事案に対する適切な対応であり、安心・安全な環境を提供する上でも重要であると考えま

す。引き続きの対応をお願いします。 

２つ目は、小・中学校情報機器配備運営事業についてです。 

本事業は、急速に進展する ICT環境の変化に対応するために、学校教育における ICT環境を整

備し、学校教育の中で、コンピューターを積極的に活用し、児童・生徒の情報活用能力を高める

ことを意図しています。 

国の GIGAスクール構想の前倒しを受け、小・中学校での ICT環境整備を始め、ガイドラインの

作成等、効果的に学習に取り組める環境を整え、併せて、各学校の担当者への研修を実施するな

どコロナ禍においても適切に事業の推進が図られています。今後は、家庭での活用に向けた研究

の推進も予定されていることから、より一層の充実を期待します。 

 

施策２：心がふれあい安心して学べる学校教育の推進 

施策２の目標は、「自らを律しつつ、他者と協調し、人を思いやる心や感動する心などを持った

豊かな人間性をはぐくむ、いじめ・不登校などを早期に発見し対応できる体制を整え、教育相談
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機の充実を図ります」とし、23事業の展開が図られています。施策２の評価対象事業として７事

業が記載されており、６事業がＳ評価、1事業がＡ評価という結果となっています。 

まず、「特別支援学級増設事業（小学校）」です。 

本事業は、特別支援学級の規模を適正化し、特別な配慮を必要とする児童へのきめ細かな教育

の実現を目指しています。本事業の実施にあたり、「茅ヶ崎市インクルーシブ教育検討委員会」を

設置し、客観的なデータを基に特別支援学級の増設にかかる協議がなされ、限られた財源の中で

より効果的・効率的な事業運営に繫がったことは大変意義あることと言えます。 

続いて、「特別支援教育巡回相談事業」についてです。実施にあたって工夫した点に記載がある

ように、新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業期間中、継続的に相談を行っている児童・生

徒の保護者等に対し、学校と連携を図りながら対応を図った点は、保護者の安心に繫がる適切な 

支援、対応であったと言えます。  

３点目は、「ふれあい補助員派遣事業」です。本事業に対する現場のニーズは高く、毎年度の本 

審議会においても、特に、弾力的対応を求める意見が多く出されています。そうした中、令和２

年度は計 118人のふれあい補助員を各学校において弾力的な運用が図られるよう通常学級担当と

特別支援学級担当を統合して学級担当としたことは、結果として児童・生徒に対する指導の充実

に繋がるもので、こうした積極的な見直しを、今後も是非行っていただきたいと思います。 

４点目は、「特別支援学級増設に伴う教育活動整備事業（小学校）」です。 

本事業の取組の成果に、教育委員会内部での有機的な連携により、安全な特別支援学級の開設 

に繫がった、との記載があります。こうした工夫により、結果的に、特別支援学級のニーズや児

童生徒の障がいの状況の合わせた整備がなされることは、事業の主旨を踏まえた対応であり、教

育内容の充実につながるものであることから、引き続きの取組を期待します。 

５点目は、「心の教育相談事業」です。これまでも繰り返し指摘をしていますが、保護者でも教 

員でもない、第三者的な立場にいる心の教育相談員の活動は、児童・生徒にとって安心できる環

境を作ることに繋がる重要な事業の一つと言えます。相談の多様化・複雑化に対応し、適切に相

談業務にあたれるよう、相談員の専門性を高める研修の充実に、引き続き努めていただくことを

望みます。 
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６点目は、「青少年教育相談事業」です。本事業は、青少年の健全な育成、非行防止および自立 

を目指し、児童・生徒、青少年の全人的発達を支援するものです。 

昨年度、本事業で指摘した「あすなろ教室（適応指導教室）」への令和２年度の通室・仮通室者

は 22名となっています。不登校児童・生徒にとって「あすなろ教室」やフリースクール等、学校

以外の多様な学びの機会を得ることは、将来の社会的自立に向けての重要な支援となります。新

型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一日の通室人数が制限されていますが、感染対策を

万全にして一人でも多くの通室・仮通室の児童・生徒を受入れていただけるよう対応をお願いし

ます。 

最後７点目は、「いじめ防止対策推進事業」についてです。本事業は唯一Ａ評価となったもので

す。 

「『茅ヶ崎市いじめ防止基本方針』に掲げる基本理念のもと、市全体でいじめ防止に取り組み、

いじめのない社会の実現を目指す」と目標・目的にあります。この目標・目的を、児童・生徒に

関わる全ての大人たちで共有することが求められています。課題に、学校間でのいじめの認知に

対する感度の違いが大きいことが課題となっている、との記載があります。個々の教職員の判断

に任せるだけでなく、学校が「組織」として判断することが重要です。そこで、例えば、児童・

生徒のささいな変化や情報を集約し全教職員で共有することで「いじめ」の兆候に気づくといっ

た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で、

認知に対する感度の違いを解消し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に繫がるものと思い

ます。 

 

施策３：質の高い学びを実現する学校づくりの推進 

社会環境の急速な変化、大量退職・大量採用等といった学校を取り巻く環境の変化の中で、こ 

れからの学校教育を担う教員の資質・能力の向上は、いずれの教育委員会においても重要な課題

です。全 12事業の内、評価対象事業は 1事業で、Ｓ評価となっています。 

評価対象事業として取り上げられている「市費教員任用事業」は、学校のさまざまな課題に臨

機応変に対応し、教育活動の充実、学校教育の質の向上につなげるために市費による教員の任用
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を行うという事業です。令和２年度は年度途中からの任用も含め、小学校 15人、中学校 9人の採

用となっています。各学校の課題や状況に合わせた人材の確保・配置は難しいものがあります

が、毎年度、改善に向けた工夫を行いながら本事業の趣旨を活かした取組に努めていただいてい

ることは大変意義あることと言えます。引き続き、こうした取組により、学校教育の充実に繋げ

ていただくことを期待します。 

 

施策４：安全・安心で健やかに生活できる教育環境の整備 

施策４は、全 84事業で構成され、施設改修・建設、規模の適正化、就学支援、安全・防災等多

岐に渡る内容を含んでいます。評価対象事業として記載されているのは２事業で、うちＳ評価が

１事業で１事業は未評価となっています。 

 

まず、「施設整備事業（小・中学校）」についてです。 

「施設整備事業（小・中学校）」として、老朽化に伴う校舎等の修繕工事と学校環境衛生基準に

基づく学習環境整備のための空調設備の整備を小学校全 19校、中学校全 13校に実施するという

ものです。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、４つの工事の中止、取り下

げになりましたが、その後、製品の調達期間や工事期間を再検討するなどして、予定通り年度内

に工事を完了することが出来ました。このように積極的な見直しや工夫を行うことで安心・安全

で快適な教育環境の充実が図られていることは大変意義あることと言えます。引き続きのご努力

をよろしくお願いします。 

２点目は、「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（小・中学校）」です。 

本事業は、教職員の健康の保持増進を図るため、定期健康診断等により、健康管理を行うことを

意図しています。 

新型コロナウイルス感染症により、教職員への負担が増加している現状があり、健康診断、産

業医との面談等による教職員の心身のケアの重要性も一段と増しています。特に、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。 
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最後に、政策１に関する総括です。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大がなかなか収まらない状況が続く中で、教育委員会が委

員会の各課、さらには学校現場と一体となって、子どもたちの安全・安心の確保と学びの保障の

両立、さらには心のケアなどに力を尽くしていることは、児童・生徒は勿論、保護者や市民にと

っては大変心強いことと思います。とは言え、長期間に渡るコロナウイルスへの対応は、目に見

えない部分で子どもたちに強いストレスとなっており、引き続き、きめ細かな対応が必要である

と言えます。これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、改めて、施策の目的や実

施方法を見直し、改善を図りながら取組んでいただくことをお願いいたします。 
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政策２ 学びあい響きあう社会教育の充実 

 

 政策２「学びあい響きあう社会教育の充実」は、次世代の育成を道標とした市民性を高める社

会教育の展開により、学校と家庭、地域、また教育関係機関、教育関係者等を結ぶ役割を担い、

社会教育と学校教育との連携・協力を進め、家庭教育と幼児期の教育への支援を行うことを目標

としています。この政策は、大人と子どもの社会教育と社会教育施設の充実に関する施策５「大

人と子どもが共に育ち合う社会教育の推進」と、特に青少年教育に関わる施策６「自立への意欲

と夢を育む青少年の育成」、また郷土の文化財や史跡等の調査保存と教育的活用を図る施策７

「郷土に学び未来を拓く学習環境の整備」で構成されます。これらの施策の方向のもとで実施さ

れる事業は、いずれも社会教育の振興を図り、地域の学習環境を豊かにするための確実な運営と

ともに、時代や地域の実情に合わせた柔軟性と発展性が求められます。 

 令和元年度末より続いている新型コロナウイルス感染症がもたらす脅威とそのまん延は、政策

２に該当する78事業に深刻な影響を与えました。施設の休館や利用の制限、事業の中止・延期等

により、計画策定時の前提であった状況が一転し、市民の学習の場と機会の保障は急務となりま

した。感染症拡大前の社会状況への復帰を待つだけでなく、「with コロナ」の時代を見据え、オ

ンラインの活用等による新たな事業及び学習活動のあり方を模索し、全市での社会教育の維持と

発展を支える取組みが求められています。 

 

施策５：大人と子どもが共に育ち合う社会教育の推進 

 あらゆる市民の学習活動を促す社会教育の推進のため、社会教育施設を核とした地域の実情と

現代的課題を踏まえた学習機会の提供と、学習活動への支援が求められます。 

 公民館や図書館等の施設や関係団体における事業の内容・方法は、主に対面、つまり「その

場」にいること、また「自由に」、「ともに」学ぶことを特徴としています。そうした従来の学

習形態は、このたびの感染症の拡大により令和２年度全般にわたり大きく阻まれました。困難な

状況の中で、オンラインを活用した事業が検討され、動画配信やWEB会議システムを使って、数多

くの講座等が実施されました。これらの取組みは、近隣の自治体と比しても高く評価され得る成
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果を上げました。今後は、実際の実施状況と課題をふまえた事業の維持・改善と、さらなる展開

が期待されます。 

 公民館においては、施策の方向①「大人と子どもの多様な学習機会の提供」に関わる「社会的

要請課題をテーマとした事業」として29事業と、施策の方向②「家庭教育・幼児期の教育の支

援」に関わる家庭教育支援関連事業が19事業実施されました。いわば当たり前であった対面での

講座ができない状況で、目標値を大幅に下回る事業数となりましたが、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、動画配信やWEB会議システムによる講座が新たに企画・実

施されたことが特筆されます。講座のテーマは、WEB会議システムやスマートフォン等の使い方の

講習に始まり、「ステイホーム」での視聴、または画面越しの参加ができるガーデニングやダン

ス、調理、スケッチ、また幼い子どものいる家庭に向けたベビーマッサージや工作等、多彩な内

容でした。工芸や手話、写真（一眼レフ）等の講座や、施策７に関わる遺跡調査等の専門的なテ

ーマの講座の動画は、高い再生回数を記録しました。対面に限らない、オンラインによる講座が

着手され、実績を残したことは高く評価されます。従来より課題であった、若年層の参加を促す

契機にもなったのではないでしょうか。 

 今後は、個々の事業の検証と、潜在的なニーズの掘り起こしがいっそう求められます。また、

WEB会議システムを用いた講座等により参加者間の双方向の学びや交流ができたか、動画の再生回

数を事業評価にいかに反映するか等、オンライン固有の評価方法も考慮が加えられる必要があり

ます。 

 図書館については、施策の方向⑧「市民が読書に親しめる環境づくり」に関して本館、分館と

もに「図書館利用及び貸出事業」、「図書館自主事業」が点検・評価対象事業となっています。

これはいずれも、感染症拡大による臨時休館や講座の中止等の影響を受け、目標値を下回る実績

値となりました。その状況下で、再開に向けて蔵書の点検・充実や配架の見直し、家庭配本サー

ビスでのきめ細かな対応、また、子どもの読書活動の契機となり得るイベントの実施等が取り組

まれ、大いに評価されます。「この、一冊。」の特別展示では、推薦文をWebサイトやSNSで公開

する取組みが行われました。今後はオンラインを活用した新たなコンテンツの開発や、資料のデ

ジタル化をいっそう進めていただきたいです。休館中に市民から様々な問い合わせがあったこと
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は、図書館の存在が市民の生活及び心情面で根付いていることの証左であると思われます。厳し

い財政状況の下、３年度については予算が削減されていますが、対面やオンラインの事業、また

水面下の業務が維持・進展されることを願います。 

 同様に、施策の方向⑧にあたる「子ども読書活動推進事業」では、ブックスタート事業が実施

されました。感染症対策にともなう保健所の事業の中止や規模縮小の影響を受け、ブックスター

トパックの配布率は 、令和元年度実績を大幅に下回る45.37%でした。また、配布時の読み聞かせ

をせずに配布のみとなりました。その厳しい状況の中で、他課と連携した乳幼児健康診断での配

布や、11月からの月３回の実施、配布物の制作、わらべうたの動画撮影等が行われたことが評価

されます。従来の手法に捉われない事業の実施方法を検討されているとのことですが、一般的に

保護者の世代はWEBサイトやSNSを使い慣れているため、オンラインも積極的に活用していただき

たいです。また、公民館や図書館等を利用する多世代の市民に共通しますが、情報弱者と言われ

るような、家庭の情報機器・ネット環境が不十分であったり、日本語を十分に理解しない、何ら

かの障がいがある等の事情でオンラインの活用や情報の授受が困難な市民に対する学習機会及び

学習情報の保障と潜在的なニーズの掘り起こしも、喫緊の課題と考えられます。 

 

施策６：自立への意欲と夢をはぐくむ青少年の育成 

青少年の社会性を育み、自立を促すための環境づくりは、活動拠点となる施設と、子ども会や

地域団体等の継続的な活動に支えられます。施策６にあたる31事業についても感染症対策は大き

な影響を与えましたが、オンラインを活用した新たな事業形態やプログラムが考案・実施されて

おり、今後の普及と発展が期待されます。 

 特に施策の方向③「多様な体験活動と交流の促進」については、感染症対策が必要な今日では

従来の形態での「体験活動」及び「交流」そのものが困難となり、評価対象以外の事業を含めて

事業開催の実績は大幅に目標値を下回りました。その厳しい状況の中で、施策５と同様に、オン

ラインの活用が模索されたことが評価されます。 

 点検・評価対象である「主催事業の開催（青少年会館・海岸青少年会館）」及び「（仮称）茅

ヶ崎公園体験学習施設運営業務」は、いずれも工作や施設紹介を中心とした動画作成・公開が行
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われ、高い再生数が記録されました。動画の編集や配信方法、工作の難易度等が工夫されたこと

も評価されます。今後は、対面での講座開催が困難な場合であっても、交流の要素を補い得るビ

デオ会議の活用等、可能な限り体験活動及び交流の促進の方法を工夫していただければ幸いで

す。例えば茅ヶ崎公園体験学習センターは、新施設として活動が本格化した令和元年度は44事業

が実施され、青少年や高齢者、障がいのある人等の幅広い対象が意識され、実際に85,000人もの

利用がありました。今後は「withコロナ」時代の新たな様式で、多世代の市民の学習活動の場と

しての事業が期待されます。学校教育や社会生活のオンライン化が否応なしに進んだ今日、「デ

ジタル・ネイティブ」と呼ばれる世代の青少年が主体的に参加・企画する事業の充実も、情報格

差及びメディアリテラシーの問題の考慮も要しますが、大いに期待されます。 

 

施策７：郷土に学び未来を拓く学習環境の整備 

 施策７では、４つの点検・評価対象事業が掲げられていますが、特に茅ヶ崎市教育委員会がまさ

に“50年に一度の大事業”として取り組んできた２つの事業、すなわち「下寺尾遺跡群（七堂伽藍

跡・高座郡衙）保存整備事業」と「（仮称）歴史文化交流館整備事業」が、令和元年末～令和２年度

にかけてまさに猛威をふるった新型コロナウイルス感染症のまん延という想定外の事態にもかか

わらず、令和２年度もほぼ粛々とゴールに向けて推進されたことは、点検・評価報告から窺われる

ところです。 

 令和元年度の点検・評価では、こうした現状が市民の皆様の目にはどのように映っているのかが

気掛かりである旨を指摘し、「事業が完成するまでの長期的視野に立った、教育委員会の長期事業

計画の再検討・立案を期待します」と知見を述べました。また、これらの整備事業を教育委員会が

一方的に完成させるのではなく、「教育委員会と市民とが一体となって下寺尾遺跡群（七堂伽藍跡・

高座郡衙）の保存整備を推進し、（仮称）歴史文化交流館を造り上げていくという「意識」こそが、

今、教育委員会に求められている」とも述べました。令和２年度は、前掲のような想定外の社会状

況もあいまって、必ずしもこうした視点に立った事業が十分に推進されたとは言えませんが、ぜひ

とも令和３年度以降も教育委員会は同様の視点を堅持して、両事業の達成に向けて取り組みを続け

てほしいものです。 
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 特に、教育委員会所管の公民館や図書館、市長部局所管のコミュニティセンターや美術館等は、

令和４年度以降その活動が本格化する（仮称）歴史文化交流館とタイアップした事業を企画・実施

して、茅ヶ崎市全市をあげて同館の船出を祝い、今後の市民による同館の活用を具体化させていく

必要があると考えます。公民館、図書館、コミュニティセンター、美術館等は、“単独行動”ではな

く、市民の立場に立った相互の連携を大切にして事業の運営を行って欲しいと思います。 

 また、（仮称）歴史文化交流館の「博学連携」すなわち「博物館」と「学校（小・中学校）」との

連携についても、教育委員会として早急に検討に着手していただければ幸いです。 

 平成元（1980）年に告示された「小学校学習指導要領」の社会科において、指導計画作成の配慮

事項に「博物館や郷土資料館等の活用を図るとともに、身近な地域及び国土の遺跡や文化財などの

観察や調査を行い、それに基づく表現活動が行われるよう配慮する必要」が指摘されました。中学

校の「社会」や高等学校の「地理・歴史」の学習指導要領でも、観察や見学及び調査・研究などの

体験的な学習が求められ、学習資源としての博物館の活用が具体的に促されています。そして、平

成 10（1998）年の学習指導要領の改訂に伴い、平成 14（2002）年から小・中学校、高校のカリキュ

ラムに「総合的な学習の時間」が段階的に導入され、「博物館」、とりわけ「地域博物館」と学校（小・

中学校、高校等）とのより一層の連携が叫ばれるようになったことも周知のとおりです。 

 ところが、近年、学校を取り巻く環境が大きく変化し、現在では「博学連携」という言葉もあま

り見かけなくなったように思われます。その要因の第一は、既に社会問題にもなっている学校現場

における教員の“多忙化”です。前掲のように、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う新たな業

務の登場は想定外のことであったとしても、小・中学校、高校等の教員は、社会状況や子どもの複

雑・多様化への対応を日々迫られ、またその一方で、学校が一つの組織体であるという認識が希薄

になり、学びの共同体としての学校の機能（同僚性）が発揮されていないという状況もあいまって

（中央教育審議会「２．教員をめぐる現状」『今後の教員養成・免許制度のあり方について（答申）』

平成 18（2006）年７月 11日。文部科学省 HPより。2021.7.25. 確認）、学校現場で教員は慢性的な

“多忙化”に直面しています。こうした教員の日常業務の“多忙化”は、児童・生徒を実際に「博

物館」に引率する機会を減らしているようです。また、「博物館」から学芸員に実物教材を持って

来校してもらう授業（いわゆる“出前授業”）を実施するためには、学校の教員と「博物館」の学芸
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員が事前に綿密かつ丁寧な打ち合わせを実施する必要がありますが、現状では、そのような時間を

割くことも難しい状況になっているようです。 

 こうした学校現場における教員の“多忙化”に加えて、もう一つ「博学連携」に大きな影響を及

ぼしているのが、奇しくも新型コロナウイルス感染症のまん延に伴って加速した“GIGA（Global and 

Innovation Gateway for All）スクール構想”とこれに伴う“ICT教育”の推進です。令和元（2019）

年 12月 19日、文部科学省は文部科学大臣を本部長とする「GIGAスクール実現推進本部」を設置し

ましたが、その目的は、「『安心と成長の未来を拓く総合経済対策』（令和元年 12 月５日閣議決定）

において、「学校における高速大容量のネットワーク環境（校内 LAN）の整備を推進するとともに、

特に、義務教育段階において、令和５年度までに、全学年児童生徒一人ひとりがそれぞれに端末を

持ち、十分に活用できる環境の実現を目指すこととし、事業を実施する地方公共団体に対し、国と

して継続的に財源を確保し、必要な支援を講ずることとする。あわせて、教育人材や教育内容とい

ったソフト面でも対応を行う。」とされたことを踏まえ、GIGA スクール実現推進本部を設置する」

（「GIGA スクール実現推進本部の設置について 1.目的」『GIGA スクール実現推進本部について』

文部科学省 HP より。2021.7.25.確認）とあるように、総ての小・中学生にパソコンやタブレット

を配備するというものです。ここで推進しようというのが“ICT（Information and Communication 

Technology）教育”、すなわち情報通信教育であり、総ての小・中学生が学校や家庭でオンライン

授業による教育を受けることが出来るというものです。全国的な“GIGAスクール構想”とこれに伴

う“ICT教育”の推進によるメリットは多々ありますが、「博学連携」の面では、児童・生徒が実際

に「地域博物館」に足を運ぶ機会は、確実に減少していくのではないかと危惧されます。学校や家

庭にいながら、インターネットを通じて「地域博物館」の HP にアクセスして関連するコンテンツ

を利用したり、関連する動画を視聴することが可能になれば、わざわざ時間と労力を費やして「地

域博物館」に教員が児童・生徒を引率するような授業は減少していくのではないでしょうか。“GIGA

スクール構想”とこれに伴う“ICT教育”の推進により、児童・生徒がヴァーチャル（虚像）の世

界に浸る機会が増加するあまり、実物（“モノ”）に触れる機会が減少することのないよう、換言す

るならば、この先、小・中学校が、せっかくオープンした（仮称）歴史文化交流館を活用する機会

が減少しないよう、祈念せざるを得ません。こうした、（仮称）歴史文化交流館と小・中学校との連
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携についても、令和３年度以降、是非とも教育委員会が率先して、両者の連絡調整を緊密にはかり、

文化資料館以来継続してきた「博学連携」をより一層発展させていただきたいと思います。 
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政策３ 教育行政の効率的・効果的運営 

 

政策３の目標は、「教育行政の推進体制を整備し、従来、縦割りになりがちであった教育に係る

行政運営を改善し、施策の具現化のために必要な調査・研究と総合的な計画の立案・実行・評

価・改善を行う」としています。この目標実現のため令和２年度は、２つの施策、34事業を実施

計画に位置づけ、評価対象事業は施策９の１事業「子どもたちの学習・生活状況に関する調査研

究事業」となっています。 

 

 

施策８：教育的効果を高める教育行政の推進 

政策８では、教育行政を効率的・効果的に運営するため、教育施策の計画的推進と進行管理、

教育委員会の事務の管理及び執行の状況について、継続的に点検・評価を行い、組織・人事・事

務管理を改善し、適正化するとしています。 

今回の点検・評価対象事業はありませんが、コロナ禍においても着実に業務遂行がなされてい

たことが資料からも伺い知ることができました。 

 

施策９：教育課題を明らかにする調査・研究の推進 

施策９の目標は、学校教育や社会教育が社会のニーズや実績に即した効果的な取組ができるよ

う、教育課題を明らかにする調査・研究の推進とあります。 

主な事業として取り上げられている１事業「子どもたちの学習・生活状況に関する調査研究事

業」については、「茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査」を、今年度より WEBを活用した調査方

法に変更することで、調査実施・集計の効率化及び学校の負担軽減を図ることに繋げています。

本事業は、茅ヶ崎市の児童・生徒の現状を把握することで今後の施策の方向性や学校での指導の

あり方等に多くの示唆を与えることにも繋がるものと考えます。同時に、具体的なデータに基づ

く課題の整理や効果を見える化することが、社会に開かれた教育課程の理念のもと、学校、地
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域・保護者、行政が一体となって児童・生徒の資質・能力を育成することに繋がるものと言えま

す。引き続き、本事業の目標に照らし、継続した調査の実施に努めていただき、教育内容の質の

向上に繋げていただくことを望みます。 

 

最後に、政策３の総括です。 

新型コロナウイルス感染症のまん延状況が、予想を遙かに超えて長期化していることで、想定

外の対応により業務の遂行にも一段と厳しさが増している状況にあると言えます。そうした中に

あっても、教育行政に課せられた様々な課題に迅速かつ適切に対応することを最優先に業務の遂

行に当たられてきたことに関しては敬意を表するものです。 

まだまだ先の見えない状況ではありますが、新型コロナウイルス感染症への対応の経験を踏ま

え、緊急事態であっても、子どもの安心・安全と学びの保障の両立を図り、市民の様々な活動を

支援できる持続可能で魅力ある教育行政の推進に取り組んでいただくことをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


