
 
藤沢市教育委員会定例会（４月）会議録 

 
                   日 時  2009 年４月 10 日（金）午後３時  
                   場 所  東館２階教育委員会会議室    
 
 
１ 開 会 
２ 会議録署名委員の決定 
３ 前回会議録の確認 
４ 教育長報告 
 (1) 平成 21 年２月藤沢市議会定例会の開催結果について 
５ 議 題 
 (1) 委員長の選挙について 
 (2) 委員長職務代理者の指定について 
６ 議 事 

(1) 議案第１号 教育財産の用途廃止について（第一中学校） 
 (2) 議案第２号 平成 21 年度教育施設整備に係る工事計画の策定について 
７ 閉 会 
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午後３時 00 分 開会 
鈴木委員長  ただいまから藤沢市教育委員会４月定例会を開会いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
鈴木委員長  日程に入ります前に、４月１日の臨時会におきまして、佐々木柿己委員が

教育長に任命されましたので、就任のごあいさつをいただきたいと思います。 
佐々木委員  去る４月１日に、市長より教育委員の事例を受けまして、その後の臨時教

育委員会で教育長に任命されました佐々木柿己でございます。生涯学習、学

校教育とも多くの課題がございます。いろいろなご意見をいただく中で、市

民の皆様方の教育に対する関心が高いと受けとめております。教育委員の皆

様のご意見をいただきながら、藤沢の教育の充実・発展に努めてまいりたい

と考えております。教育総務部、生涯学習部には優秀なスタッフがそろって

おります。事務局が一丸となって努力してまいりますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 
鈴木委員長  次に、岩本委員から教育委員会において旧姓を使用したいとの申出があり

ました。このことにつきまして、事務局からの説明をお願いいたします。 
茂木教育総務部参事  それでは、岩本委員の旧姓使用の申出について、ご説明いたします。

過日、岩本委員より、文部科学省をはじめ教育分野での幅広い活動を旧姓の

「藤崎育子」で行っているため、藤沢市の教育委員としての活動についても

旧姓を使用したいとの申出がありました。事務局といたしましては、規則・

告示等の公布・公表、行政処分など法的な効果が生ずる行為については、戸

籍上の姓を使用することになりますが、それ以外の活動につきましては、旧

姓を使用することは可能であると考えております。以上です。    
鈴木委員長  事務局から説明がありましたが、一定の範囲内での旧姓使用につきまして、

ご異議ありませんか。 
(「異議なし」の声あり) 

鈴木委員長  特にないようですので、了承することといたします。 
    ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

鈴木委員長  それでは、日程に移ります。 
   本日の会議録に署名する委員は、１番・佐々木委員、３番・澁谷委員にお

願いしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
(「異議なし」の声あり) 

鈴木委員長  それでは、本日の会議録に署名する委員は、１番・佐々木委員、３番・澁

谷委員にお願いいたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

鈴木委員長  続きまして、前回の会議録の確認をお願いいたします。何かありますか。 
特にありませんので、このとおり了承することにご異議ありませんか。 
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(「異議なし」の声あり) 
鈴木委員長  それでは、このとおり了承することに決定いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
鈴木委員長  続きまして、教育長報告を行います。 
   平成 21 年２月藤沢市議会定例会の開催結果について、報告をお願いしま

す。 
佐々木委員  平成21年２月藤沢市議会定例会の開催結果についてご報告申し上げます。

２月市議会定例会は、２月 18 日から３月 18 日までの 29 日まで開催されま

した。１月の教育委員会定例会でご審議いただきました教育財産の取得に関

する議案、及び秩父宮記念体育館、石名坂温水プールに係る指定管理者の選

定に関する議案につきましては、本会議において可決されました。また、教

育委員会２月定例会でご審議いただきました、主に入札執行残や対象事業の

見直し等による減額のための藤沢市一般会計補正予算につきましては、総務

常任委員会に付託され、討論・採決の結果、賛成多数で可決すべきものとさ

れ、その後、本会議において可決されました。 
  同じく２月定例会でご審議いただきました、藤沢市スポーツ振興基金条例

の制定に関する議案につきましては、予算等特別委員会に付託され、討論・

採決の結果、賛成多数で可決すべきものとされ、その後、本会議において可

決されました。 
  次に、平成 21 年度藤沢市一般会計予算につきましては、予算等特別委員

会に付託され、学校教育の関係につきましては、新入生サポート事業、（仮

称）藤沢教師塾開設運営事業、国際教育推進事業、学校教育相談センター事

業、特別支援教育運営事業、第一中学校、善行小学校等の学校改築事業等、

生涯学習の関係につきましては、子ども読書活動推進事業、文化振興事業、

こども館事業、スポーツ振興基金積み立て事業、スポーツ施設整備事業など、

教育委員会としての重要な施策に係る質疑が行われ、討論・採決の結果、賛

成多数で可決すべきものとされ、その後、本会議において可決されました。 
  次に、文教常任委員会についてご報告いたします。今回は報告案件のみで

したが、教育委員会に関する案件としては３件ございました。まず（２）「学

校給食費の改定について」では、これまでも陳情等でご説明いたしましたと

おり、小学校の給食費は平成 19 年ごろから給食食材が高騰し、栄養バラン

スの取れた質の高い給食を維持することが困難となったこと、また、中学校

ではミルク単価が上昇し、これまで実施回数を減らすことで値上げを抑制し

てまいりましたが、平成２１年度以降は実施回数を増やすため、給食費を値

上げすること等を報告いたしました。 
  次に、（３）「第一中学校におけるＪＩＳ規格不適合コンクリートが使用さ
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れたことへの対応等について」では、昨年９月の文教常任委員会においてご

報告したその後の経過、国土交通大臣認定に向けた対応、国土交通大臣認定

に関する状況についての経過と現状、また、３月 10 日には新体育館におい

て卒業式が行われること、新年度からは新校舎での教育活動が始まることな

ど、第一中学校の状況と今後の対応について報告いたしました。 
  次に、（４）「湘南ライフタウン地区における教育事務受託について」では、

昭和 52 年に藤沢・茅ヶ崎両市の協議により、以降、湘南ライフタウン地区

における茅ヶ崎市域の児童生徒の教育事務受託しておりますが、これまでの

経過、現状、及び茅ヶ崎市の方針を受けての藤沢市の今後の対応等をご報告

いたしました。以上で、文教常任委員会のご報告を終わらせていただきます。 
  続きまして、代表質問についてでございますが、教育委員会に関連する質

問は、５つの会派よりございましたので、主な内容をご報告いたします。初

めに、ふじさわ自民党の佐賀和樹議員でございますが、「平成 21 年度の重点

テーマについて」の件名で、「子ども・子育てについて」の要旨で質問がご

ざいました。主な内容といたしましては、「（仮称）藤沢教師塾について、事

業を実施するに至った背景並びに具体的な取り組みの内容について」との質

問には、教員の大量退職に伴い、多くの新採用者を迎え入れる時期となって

おり、今後、採用される教員には藤沢の学校や地域の状況を理解し、教育へ

の情熱と確実な指導力が期待されていること、学級担任としての課題解決力、

コミュニケーション能力等の実践的な力が必要とされておりますことから、

県費負担教員として、藤沢市立小学校を希望する人に、教員として必要な技

能や実践力を育む研修を行い、藤沢の教育に貢献できる人材の育成と確保を

目的としていること、2009 年７月の開校を目指して現在準備を進めており、

2010 年２月までの８ヵ月間、土曜日の午前中を基本として、児童理解、教科

指導法はもとより、学級運営能力の向上や実験観察などの技量を高める内容

の研修を 20 回程度実施する予定でいること、受講者は 40 名程度を考えてお

り、藤沢市の小学校教員を志望する人であれば、年齢や居住地は問わず、教

員を目指す大学生や教員免許を有する社会人、現在、学校に勤務している臨

時的任用職員・非常勤職員・サポート講師等を想定しておりますことなどを

答弁いたしました。 
  次に、さつき会の橋本美知子議員でございますが、「地域主体のまちづく

りの推進について」及び「子ども・子育ての施策について」の件名で、５つ

の要旨で質問がございました。主な内容といたしましては、要旨１の「学校

の評価について」の中で、「学校評価を行うことによって、期待される取り

組みや効果について」との質問には、１つ目として、学校が組織的・重点的

に取り組むべき課題は何かを把握し、その伸長や改善に向けた取り組みが効
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果的に実施できること、２つ目として、教育委員会と課題を共有することに

よって、教育施策や教育予算の充実など、適切な学校への支援を行うことが

できること、３つ目として、保護者等の学校関係者による評価の取り組みを

通じて、保護者や地域の方々の学校運営への参画を促し、共通理解のもと、

家庭や地域の方々に支えられる開かれた学校づくりを進めることができる

こと、さらに、学校評価を軸とした情報を共有していくことにより、学校、

家庭、地域それぞれの教育力が高められていくことが期待できることなどを

答弁いたしました。 
  次に、藤沢市公明党の塚本昌紀議員でございますが、「子ども政策推進元

年として、さらなる取り組みを進める子ども、子育てについて」の件名で、

７つの要旨で質問がございました。主な内容といたしましては、要旨３の「心

豊かに学び育つ環境づくりについて」の中で、「ネットいじめの未然防止策

強化について」との質問には､各校の児童生徒指導担当教員や、ネットワー

ク管理担当教員を対象とした研修会の実施や、情報モラルの指導に使用する

ソフトの導入等を行っており、今年１月には「児童生徒指導の手引き」を改

訂し、新たにネットいじめへの対応として、学校裏サイトへの誹謗中傷等の

書き込みへの対処法について記載し、市内の教員全員に配付したこと、ネッ

ト問題の指導については、学校から保護者へ情報発信を行うことにより、保

護者の意識づけを行って、学校と連携するよう働きかけることが必要であり、

外部講師を招いた研修会を実施する学校も増えており、今後、さらにそうし

た取り組みが広がるよう啓発を進めることなどを答弁いたしました。 
   次に、日本共産党藤沢市議会議員団の加藤なを子議員でございますが、「子

どもたちの発達を保障する教育と子育て支援策の拡充を」の件名で、「子ど

もたちが大切にされる教育環境の整備を」の要旨で質問がございました。主

な内容といたしまして、「学校施設の早期修繕整備等について」との質問に

は、学校施設は、学校生活での子どもたちの安全確保を図るため、今日まで

耐震化事業を最優先に進めてまいりました関係から、外壁補修塗装工事やグ

ランド改修工事、トイレ改修工事などの大規模な整備工事を先送りにせざる

を得ない状況がございましたが、本町小学校の改築設計を除き、平成 21 年

度で完結となるため、今後は大規模整備事業の見直しを行う中で、整備計画

を再構築し、さらなる教育環境の向上に努めてまいりたいと考えていること、

通常の修繕工事につきましても、校長会要望等に基づき緊急性や危険個所等

の現地確認を行う中で、整備を図ることなどを答弁いたしました。 
  最後に、かわせみ会の柳田秀憲議員でございますが、「教育について」の

件名で「ふじさわの教育についての基本的な考え方」の要旨で質問がござい

ました。主な内容といたしまして、「いじめ・不登校について」とのご質問
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には、いじめについては平成 19 年度小学校で 37 件、中学校で 96 件報告さ

れており、このうち 90％以上が年度末には解消・改善しておりますが、担任

だけでは解決が困難な事例も多く、また、新しい課題として大人から見えに

くいネット上のいじめが増加している状況もあること、また、不登校につい

ては、平成 19 年度小学校で 70 人、中学校で 349 人の不登校児童生徒が報告

されており、不登校の要因や保護者の意識が多様化する中､各学校は家庭訪

問による指導、援助や別室に登校させての対応等の取り組みを行っており、

こうした個別の対応を進めるためには、さらなる専門的な相談員等、人員の

拡充が強く求められていること、こうしたいじめ・不登校の問題に対応する

ために、小中学校全校へのカウンセラーの配置を中心とした学校教育相談セ

ンター事業の充実を図っており､各学校では日ごろから保護者との連携を大

切にし、子どもたちにとって、楽しく安心して過ごせる学校づくりに継続的

に取り組み、さらには実態調査などによる早期発見・早期対応の取り組みを

行っておりますことなどを答弁いたしました。以上で、平成 21 年２月藤沢

市議会定例会の開催結果についてのご報告を終わりとさせていただきます。 
鈴木委員長  ただいまの教育長報告について、ご意見・ご質問がありましたらお願いし

ます。 
澁谷委員  いじめの防止について、藤沢市内の全保護者にいじめチェックシートを教

育委員会が作成して配布するということについて、説明をお願いします。 
吉田教育総務部参事  いじめチェックシートというよりは保護者に対して、学校との連携を

深めていただく啓発シートという趣旨で作成しております。子どもたちが家

庭の中で、いろいろなサインを発します。そのサインを親が見て感じて、こ

のことについて気になるなといったときに、早期発見、早期予防となると思

うことで担任の先生に即連絡していただく。関係機関等も紹介しております

ので、その関係機関に自分が適していると思う相談機関に相談していただく

というような啓発シートという形を取らせていただくということです。シー

トは既にできておりまして、学校の方が新学期であわただしい状態が続いて

いるということもありまして、４月中に配付し、保護者にも喚起を促したい

と思っております。 
澁谷委員    後で現物を見せてください。 
平岡委員    チェックシートは、全小中学校の保護者に配られるのですか。 
吉田教育総務部参事  全小中学校の保護者に対して配付いたします。 
藤崎委員   カウンセラーは現段階でどのくらい配置されているのですか。 
吉田教育総務部参事  学校教育相談センターに、今までは教育相談支援相談員という形で配

置していたものを、本年度から「藤沢市スクールカウンセラー」と改称いた

しました。18 名で学校を回っております。各学校に１週間に１日行くように
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なっていますが、１人が３校受け持っております。藤沢市は小学校が 35 校、

中学校は 19 校ですので、１人の担当校が３校となっております。そのほか

にも教育相談センターには来所、電話相談対応のためのスクールカウンセラ

ーがおりますので、かなり充実してきているのではないかと思っております。 
平岡委員  第一中学校の状況ですが、20 年 10 月には引越しができるという予定で建

築が進んでいたものが、いろいろなことがあって、年度末の 20 日過ぎに引

越しができたという状況で、とても大変だったのではないかと思います。３

月 10 日の体育館での卒業式もまだ引渡しを受けていないけれども、使わせ

ていただくという状況だったと伺っております。性能評価が終了したのはい

つで、大臣認定はいつ降りて、引渡しはいつできたのか、教えていただきた

いと思います。 
酒井教育総務部参事  第一中学校は生コン事件で建設が延び影響が多分にありました。指定

性能評価機関（日本建築センター）に申請をいたしまして、正式には２月 18
日に認定が下りたと聞いております。体育館も３月に入ってすぐに仮使用申

請して使用させていただいて練習をして、引越しも３月の 22 日～23 日に終

えたという状況です。 
平岡委員  第一中学校は、年度末のただでも忙しい時期に大変だったと思います。 
鈴木委員長  ほかにありませんか。 
  ないようですので、報告どおり了承することといたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
鈴木委員長  次の議題（１）委員長の選挙について、（２）委員長職務代理者の指定に

ついては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第６項ただし

書の規定による、人事に関する事件に当たると考え、非公開での審議とした

いと思いますが、いかがでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

鈴木委員長  ご異議がないようですので、議題（１）委員長の選挙について､及び（２）

委員長職務代理者の指定については、後ほど非公開での審議といたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

鈴木委員長  これより議事に入ります。 
  議案第１号教育財産の用途廃止について（第一中学校）を上程いたします。

事務局の説明を求めます。 
酒井教育総務部参事  議案第１号教育財産の用途廃止についてご説明いたします。（議案書参

照） 
  この議案を提出したのは、学校施設の整備を図るため、老朽化した教育財

産の用途廃止する必要によるもので、第一中学校の本体工事が完了し、旧校

舎棟などを解体廃止するものです。教育財産の内容の（１）所在地、（２）
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名称は記載のとおりです。（３）建物については、校舎及び塵芥集積所、焼

窯庫、特別教室棟の総面積は 6,364 平米です。配置図の数字と議案書の数字

が一致いたしますので、ご覧いただければと思います。 
  ２教育財産の評価額、３用途廃止する理由、４用途廃止する期日について

は記載のとおりです。以上です。 
鈴木委員長  事務局の説明が終わりました。議案第１号につきまして、ご意見・ご質問

がありましたらお願いいたします。 
  特にないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
鈴木委員長  それでは、議案第１号教育財産の用途廃止について（第一中学校）は、原

案のとおり決定いたします。 
×××××××××××××××××××××××××××××× 

鈴木委員長  次に、議案第２号平成 21 年度教育施設整備に係る工事計画の策定につい

てを上程いたします。事務局の説明を求めます。 
酒井教育総務部参事  議案第２号平成21年度教育施設整備に係る工事計画の策定について、

ご説明いたします。（議案書参照） 
  これは教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき制定された藤沢市

教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項第９号

に基づき、１件 2,000 万円以上の工事を策定するにあたり提案するものです。 
  提案理由としては、教育施設の整備を図るため、平成 21 年度における工

事の計画を策定する必要によるものです。工事計画の番号１から２まで、一

括してご説明いたします。１の小・中学校大規模整備事業一般計画の（１）

小中学校耐震補強事業①小学校については、大道小学校他８校の屋内運動場

耐震補強工事、②中学校については、大庭中学校他 2 校の屋内運動場耐震補

強工事を実施する計画です。 
  （２）小・中学校改築事業の①小学校については、善行小学校改築工事を

平成 20 年度から 2 ヵ年継続で実施しているもので、平成 21 年 12 月に完成

予定です。その後、引越しをし、既存校舎解体工事を行い、平成 22 年 5 月

に解体を終え、校舎周りの外構工事を実施する計画です。予算額は記載のと

おりです。②中学校については、第一中学校改築工事が平成 21 年 3 月に完

成したことに伴い、解体工事を平成 20 年度からの継続事業として実施する

もので、平成 21 年 8 月に解体工事を終了し、これと並行してグランド外構

工事を行い、平成 21 年 12 月にすべての工事が完成する予定です。六会中学

校につきましては、平成 20 年度から 2 ヵ年継続で改築工事を進めているも

ので、校舎の完成は 9 月末を予定しております。その後、仮設校舎を解体し、

グランド外構等工事を行い、すべての工事が終了しますのは平成 22 年 3 月



 9

を予定しております。 
  次に、２の小・中・特別支援学校一般整備事業一般計画の（１）小学校の

整備計画ですが、長後小学校につきましては、空調設備設置工事をアスベス

ト除去工事と並行して実施するものです。高谷小学校につきましては、体育

館の天井にアスベスト含有のフェルトが張ってありましたことから、夏休み

にかけまして除去工事を予定しております。片瀬小学校につきましては、ト

イレが少ないことから北校舎の東側に建設を計画するものです。また、中里

小学校につきましては、グランドの体育倉庫が老朽化していることから改築

を計画するもので、予算額につきましてはそれぞれ記載のとおりです。以上

です。 
鈴木委員長  事務局の説明が終わりました。議案第 2 号につきまして、ご意見・ご質問

がありましたらお願いいたします。 
澁谷委員  小・中学校耐震補強工事の大道小学校ほか 8 校、大庭中学校ほか 2 校につ

いて、学校名を教えてください。 
酒井教育総務部参事  小学校では、大道小学校以外では新林小学校、中里小学校、長後小学

校、俣野小学校、亀井野小学校、鵠南小学校、大鋸小学校、浜見小学校とな

っております。中学校では、大庭中学校以外では村岡中学校、高浜中学校と

なっております。 
平岡委員  これをもって耐震補強工事は全部終了となるのですか。 
酒井教育総務部参事  20 年度で校舎の補強工事はすべて終わりまして、21 年度をもちまし

て、屋内体育館の補強工事はすべて終了いたします。第一中学校は終わって

おりまして、六会中学校についても 9 月には完成いたします。本町小学校だ

けがこれから改築に入ります。 
平岡委員  アスベスト除去工事が長後、高谷小学校とありますが、２～３年前にアス

ベストは大丈夫と言われていましたけれども、基準が変わったりして、よく

調べたらということだったのでしょうか。この２校が終わればアスベスト除

去工事は必要ない状況なのですか。 
酒井教育総務部参事  長後小学校のアスベストは各教室と一部特別室、高谷小学校の体育館

それから２の小・中・特別支援学校一般整備事業一般計画に 2,000 万円以下

と金額的に入っていないものもあります。長後小と高谷小は 2,000 万円以上

ですので、記載しております。御所見中学校のアスベストは防音機械室です

が、440 万円程度の工事費ですので、記載してありませんが、これをもって

すべて完了となります。 
藤崎委員  片瀬小学校のトイレ増築工事について、不登校問題にも関係してきますが、

子どもたちにとって学校のトイレは大きな問題だと思います。増築に当たっ

て何か工夫等をされているのですか。 
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酒井教育総務部参事  特別に工夫したものはないのですが、経費節減もありますので、要望

が強いので、実態を確認に行って、生徒も多いためにこの位置にトイレがな

いとまずいと判断しました。最近は和式よりも洋式という要望が多いので、

洋式の方を多くしていくという考えはございます。ただ、子どもたちの中に

は人が座ったところに座るのは嫌だという子がおりまして、和式は幾つか残

さなければいけないと考えております。 
藤崎委員  なかなか費用もかかる問題だと思いますが、トイレは健康上の問題、また、

掃除など教育上の問題にもかかわってきますので、学校のトイレの工夫など

考えていただければと思います。 
酒井教育総務部参事  学校のトイレの問題については、学校施設等の教育指導課とも協議を

重ねてまいりたいと考えております。 
鈴木委員長  トイレの問題で、増築だと中から行けるのか。それとも一度外に出るので

すか。 
酒井教育総務部参事  今ある片瀬小学校の建物につけ加えるという形ではなくて、今予定し

ていますプレハブは、そんなに華奢なものではないものを東の位置に置いて、

屋根をつけてすぐに行ける形を取りたいと思います。ここは土地が広くなく、

民家がすぐそばにあるものですから、その辺の配慮もしながらやっていきた

いと考えております。 
鈴木委員長  ほかにありませんか。 
  ないようですので、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
鈴木委員長  それでは、議案第２号平成 21 年度教育施設整備に係る工事計画の策定に

ついては、原案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

鈴木委員長  以上で、本日予定しました公開で審議する案件は、すべて終了いたしまし

た。 
  次回の定例会の期日を決めたいと思います。５月８日（金）午後３時から、

場所は東館２階教育委員会会議室において開催ということで、いかがでしょ

うか。 
（「異議なし」の声あり） 

鈴木委員長  それでは、次回の定例会は５月８日（金）午後３時から、場所は東館２階

教育委員会会議室において開催いたします。 
  以上で、本日の公開による審議の日程はすべて終了いたしました。 

午後３時 41 分 休憩 
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