
１．児童生徒の生きる力を育む教育の推進

（１）「子どもたちに「新しい知」を育むために」

＜施策の目標と取組方針＞

学校教育ふじさわビジョンの基本構想をもとに、「ひと」「もの」「こと」
目 標 との関係の中で「新しい知」を育むための教育の推進を図る。学校が児童生

徒に生きて働く学力を身につけさせるため、教師が「新しい知」を意識し、
指導と評価の一体化及び指導方法の改善、研究・研修等に努め、学習内容の
定着が図られるよう教育課程の推進に努める。

取組方針 「新しい知」を育むために、各学校が子どもの実態や地域の状況に応じて
学習指導要領に基づき、教育課程を編成し、児童生徒に適切な指導が行える
よう学校を支援する。また、指導方法の工夫、校内・校外の研修・研究、指
導主事の学校訪問等を通して、教職員の育成を図る。

＜主要な事業の平成２１年度の取組概要＞

○ふじさわティーチャーズカレッジ「学びあい」事業（（仮称）藤沢教師塾開設運営費）
藤沢市の教員を目指す者に対し、教員としての資質と技量を高め、人間的魅力を磨く研
修を年間２０回実施し、今後の藤沢市の教育を担う人材の育成と確保を図った。

○奨学資金関係事業
高校へ進学する生徒に奨学金を給付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図っ
た。

○人権環境平和教育関係事業
教職員への講演会の実施、児童生徒へリーフレットを配付する等、人権環境平和教育へ
の啓発活動を実施した。

○国際教育推進事業
外国人英語指導助手（ＡＬＴ）業務委託による授業の実施、小学校における外国語活動
協力員とのティームティーチングの授業の実施、国際理解協力員による小学校での国際
理解教育、日本語指導の必要な児童生徒への日本語指導員の派遣により、学校における
国際教育の充実を図った。

○教育情報機器関係事業
児童生徒の教育情報機器活用能力及び情報活用能力の育成を行うとともに、教職員に対
しては教育情報機器活用能力の向上を図るための研修を実施した。

○特別支援教育運営事業
特別な教育的支援を必要とする児童生徒の教育環境を改善し、特別支援教育の充実を図
った。

○教育課程推進事業
各学校が地域や児童生徒の実態を踏まえ、創意ある教育課程の推進を図った。

○新入生サポート事業
小学 1 年生に市費講師を配置し、基本教科を中心に集団生活への適応を含めティームテ
ィーチングによるきめ細かな指導を行い、教育効果の向上を図った。

○市費講師雇用事業
中学校教員の免許教科外教科の授業を解消するとともに、教員の担当授業が適切な時間
数を越えることを解消するために、市費講師を任用し、中学校教育の充実を図った。

＜点検・評価対象とした平成２１年度事業及び進捗状況＞

事業名 平成２１年度目標 平成２１年度実績

①ふじさわティ 今後の藤沢市の教 ・受講者５６名（応募者５６名）
ーチャーズカレ 育を担う人材の育成 ・２０回の研修実施（１泊２日の宿泊研修含む）
ッジ「学びあい」と確保を図る。 ・県教員採用試験合格者 １４名（４０名受験）
事業（（仮称）
藤沢教師塾開設
運営費）



②国際教育推進 学校における国際 ・外国語指導業務委託 ＡＬＴ１０名（中・特別
事業 教育の充実を図る。 支援学校での英語の授業）

・国際理解協力員の訪問 ５名（小学校での異文
化理解）

・外国語活動協力員の派遣 のべ５名（小学校外
国語活動の授業支援）

・日本語指導員の派遣 のべ１５名（日本語指導
の必要のある児童生徒への支援）

③特別支援教育 特別な教育的支援 ・特別支援教育協議会 ４回
運営事業 を必要とする児童生 ・善行小学校・浜見小学校に特別支援学級を開設

徒への教育の充実や ・村岡小学校・滝の沢小学校に特別支援学級の開
適切な支援を図る。 設準備

・介助員派遣事業（総派遣時数３４，６１２時間）
通常級対象児童、特別支援学級、白浜養護学校
に派遣と宿泊行事への派遣

・土曜休業日体育館開放
湘南台小 年間１６回、白浜養護 年間１８回

④教育課程推進 藤沢市立小・中・ ・藤沢市立小・中・特別支援学校では、実りのあ
事業 特別支援学校におい る教育の実践ができるよう教育課程推進業務を

て、学校や地域の実 行った。
態を踏まえた創意工 ・新学習指導要領の全面実施に備え、小学校外国
夫ある教育課程実施 語活動用の視聴覚機器と教材、中学校の保健体
の推進を図る。 育科の柔道用具として畳一式を購入した。

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①ふじさわティ ・臨時的任用教員、非常勤講師等の資質の向上が図られ、日々の授業に
ーチャーズカレ 活かすことができた。
ッジ「学びあい」 ・講座の内容、講座の進め方等についての受講者の評価は、極めて高い
事業（（仮称） 結果となった。
藤沢教師塾開設 ・藤沢に関係の深い講師が実践的な研修を実施したことにより、学生等
運営費） の将来藤沢の教師になりたいという意欲、意識の向上につながった。

②国際教育推進 ・外国人英語指導助手（ＡＬＴ）１０名体制により学校訪問日が増えた
事業 ことから、生徒の学習意欲や聞く力の向上が図られた。

・小学校においては、国際理解協力員の派遣により、異文化や外国語へ
の関心を高めることができた。

・小学校外国語活動の授業をティームティーチングで行うことにより、
児童の学習意欲を高めることができた。

・日本語指導では、１２言語の指導員による指導を実施し、日本語指導
を必要とする児童生徒の学校生活への適応が図られた。

③特別支援教育 ・特別な教育的支援を必要とする児童生徒の支援として、２校の特別支
運営事業 援学級の開設・運営を行うとともに、介助員派遣を特別支援学級宿泊

行事にも拡大し、支援の充実を図ることができた。
・担当者会や連絡会、計画訪問等の実施により、学校の支援体制や指導

のあり方について助言をし、教員の指導力向上が図られた。

④教育課程推進 ・各学校で特色ある教育課程を編成し、児童生徒の健全育成を図ること
事業 ができた。

・教材や教具を整備し、新教育課程のための授業作りを進めることがで
きた。



＜課題・問題点＞

①ふじさわティーチャーズカレッジ「学びあい」事業（（仮称）藤沢教師塾開設運営費）
・藤沢の教師になりたいという情熱をもった受講者を多く集めること。
・中学校教師の希望者にも研修の場を広げること。
・教員採用試験合格者の人数増
・受講者に対するフォロー
・市に採用権がないため、県教員採用試験の合格者が必ず藤沢市で採用できるとは限ら

ないこと。

②国際教育推進事業
・ティームティーチングによる授業において、国際理解協力員等との打ち合わせ時間の確

保、及び小学校のカリキュラムの検討が必要であること。
・新学習指導要領における「小学校外国語活動」と藤沢市独自で実践してきた「国際理解

教育」の授業のねらいや方法について精査の必要があること。
・小学校外国語活動の授業支援については、より専門性を有した外国人英語指導助手が必

要であること。
・日本語指導については、少数言語への対応が必要なため、日本語指導員の確保に課題が

あること。

③特別支援教育運営事業
・特別支援学級の過大規模化の解消と通学範囲の適正化、及び居住学区の学校へ就学でき

るよう、計画的な特別支援学級設置計画の策定の必要があること。
・通常級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒への介助や必要な支援の充実

を図るために、介助員派遣事業の拡充を行うこと。

④教育課程推進事業
・平成２３年度の小学校、平成２４年度の中学校における新学習指導要領（新しい教育

課程）の全面実施に向けて、各学校で特色ある教育課程を編成すること。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①ふじさわティーチャーズカレッジ「学びあい」事業（（仮称）藤沢教師塾開設運営費）
・大学・専門学校等への情報提供及び説明会の開催等による受講者の勧誘。
・運営指導員を増員し、中学校教員の希望者も受講できるようにするなど、事業を拡充

する。
・学校（特に中学校）に対し、臨時的任用教員や非常勤講師が研修講座へ参加しやすい

環境づくりを協力依頼する。
・県採用試験対策として、希望者に対し特別講座を実施する。

特別講座Ⅰ：模擬授業、論文、面接の指導
特別講座Ⅱ：臨任・非常勤講師の受講者に対し、運営指導員が勤務校に出向き、実

際の授業について直接指導・助言を行う。
・県採用試験に合格した受講者が、本人の意志が尊重され、藤沢市に採用となるよう県に

働きかけを行う。

②国際教育推進事業
・小学校における国際理解教育の授業内容について、発達段階を踏まえた学習ができるよ

うにカリキュラムを作成する。
・小学校外国語活動の授業がスムーズに実施できるよう、教員の研修を実施する。
・授業においてティームティーチングを行うために、専門性の高い人材の派遣や支援体制

を検討していく。
・少数言語に対応する日本語指導員の確保ができるよう他課との連携を図る。

③特別支援教育運営事業
・特別支援学級・通級指導教室の新設について計画する。
・介助員派遣事業の内容を検討し拡充を図る。



④教育課程推進事業
・各学校の創意工夫ある教育課程編成のため、教育課程推進業務を継続する。
・スムーズな教育課程の実施のために教材・教具を整備する。

＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①ふじさわティーチャーズカレッジ「学びあい」事業（（仮称）藤沢教師塾開設運営費）
・藤沢市の新任教員確保と資質の向上を目指して本格的に取り組む姿勢が明瞭で、研修プ

ログラムの内容及び講師陣の選定は適切である。
・研修の受講者は、定員を上回るほどに確保され、受講者に臨時的任用教員や非常勤講師

の立場の人たちが多く含まれているにもかかわらず、高い出席率を達成しており、研修
は適切に行われているものと判断される。

・藤沢市が抱える教員の適正補充の問題に対して、組織的に正面から向き合う姿勢は大い
に評価される。

・運営指導員の増員や模擬授業の実践指導等の強化を図ることで、事業の方向性は、その
目的・目標に照らして適正であると判断される。

・良い教師を育成する事業としては目的を実現する手助けになっていると感じた。

②国際教育推進事業
・目的・目標の設定と、そのための事業プログラムの関係は概ね適切。
・日本語指導の必要がある児童生徒への支援については、国際理解教育という側面に加え、

補償教育的側面からの取り組みも求められるが、その視点が必ずしも明示的といえない。
・外国人英語指導助手については、各学校での教育実践が十分に機能していると推量され

る。
・外国語活動協力員の活動は、小学校での外国語活動の指導に先鞭をつける意味でも時宜

を得た事業展開である。

③特別支援教育運営事業
・目的・目標と実際の特別支援事業の取組との対応関係は十分に認められる。
・過大規模化の解消や通学範囲の適正化を当面の課題と捉えて、課題を焦点化し計画的な

事業展開を進めようとしている。
・予算等の現実を踏まえ、着実に特別支援の環境を整える方向性が確認できる。

④教育課程推進事業
・新教育課程に対応した事業推進となっている。
・地域社会とどのような関わりを持つべきか、基本理念をもう少し明確にすることが期待

される。

○総体的な感想（アドバイス）
・学校教育ふじさわビジョンの基本構想に基づく「新しい知」を育むための教育の方針を

踏まえ、「新しい知」の内容をより深く分析し、それとの対応で、各事業がどのように
位置付くのか、必ずしも十分に説明されていないように思われる。

・教師の個性を活かして、レベルアップできるようセミナーなどを開催するよう希望する。



１．児童生徒の生きる力を育む教育の推進

（２）「子どもたちがともに育つ場をつくりだし、人と人との関係性を育むために」

＜施策の目標と取組方針＞

すべての子どもたちが一人ひとり個性を持った存在として、尊重され、互
目 標 いの関係の中で支え合い、学び合って、ともに育っていくことができるよう

支援する。

取組方針 学校が、子どもたちにとっても、教職員や学校に集う人々にとっても、と
もに育つことができるように「ともに育つ場」を積極的に形成する。

＜主要な事業の平成２１年度の取組概要＞

○いじめ防止プログラム推進事業（教育政策推進関係費）
市内４中学校で「いじめ防止プログラム」を実施し、生徒がいじめ問題に対し主体的に
取り組む「スクールバディ」活動の推進を図った。

○児童生徒指導関係事業
市立小・中・特別支援学校の児童生徒の健全育成を図った。

○学校教育相談センター関係事業
相談活動を行うことにより、児童生徒の学校生活、社会への適応を図った。

○就学指導関係事業
就学に関わる相談結果や就学支援委員会の判断を受け、児童や保護者に対して適切な処
遇を行った。

○八ヶ岳野外体験教室事業
八ヶ岳の自然の中で各学校が実施する自主的、創造的なプログラムを支援し、児童生徒
が、体験を通して「ひと」「もの」「こと」との触れ合いを図った。

＜点検・評価対象とした平成２１年度事業及び進捗状況＞

事業名 平成２１年度目標 平成２１年度実績

①いじめ防止プ いじめ防止プログ ・新規導入校２校（片瀬中、御所見中）で、１・２
ログラム推進事 ラム導入校で、スク 年生対象に「いじめ防止プログラム」を実施
業（教育政策推 ールバディが活動 ・既存導入校２校（村岡中、湘洋中）で、１年生を
進関係費） し、学校からいじめ 対象に「いじめ防止プログラム」を実施

の傍観者がなくな ・９月にスクールバディサミットを開催
り、安心して通うこ
とができる学校をつ
くる。

②学校教育相談 児童生徒及び小・ ・学校教育支援相談員の相談回数
センター関係事 中学校のニーズに即 （小学校 １１，９４５回 中学校 ４，４３４回）
業 した相談支援機能の ・就学相談 ２９０件

充実に努めるととも ・電話相談 のべ１８５回
に、効果的かつ円滑 ・来所相談 のべ１８４回
な相談システムの在 ・相談支援教室入室児童生徒数 ３２名
り方を研究し実践す
る。

③八ヶ岳野外体 八ヶ岳周辺の大自然 ・児童生徒利用者数（延べ）１０，１９９人
験教室事業 の中で各学校が行う 小学５年生（１泊２日※一部２泊３日）

教育活動の充実を図 利用者３，７２９人
ることで、児童生徒 中学１年生（２泊３日）
の個性や自主性・創 利用者３，１１０人
造性を伸ばし、心豊 特別支援学校高等部２年生（２泊３日）
かに育てること。ま 利用者 ８人



た、市民等の野外体 ・利用校数 ５４校
験施設としての利用 ・一般利用者数（延べ） ９，９８５人
に供することで自然
環境に触れられる場
を提供する。

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①いじめ防止プ ・いじめ防止プログラム実施校では、生徒によるスクールバディ活動が
ログラム推進事 行われ、安心して通うことができる学校・学級づくりにつながった。
業（教育政策推 ・いじめ防止プログラムの指導者研修を受けた教員が、自らファシリテ
進関係費） ーターとなり、ワークショップを実践した。

・村岡中学校のスクールバディが、学区の小学校を訪問し、全児童にい
じめのない学校づくりを訴えるなど、小学校との連携が図られた。ま
た、湘洋中学校では、保護者によるバディ活動が始まった。

・スクールバディサミットの開催により、他校のバディと意見交換がで
き、今後のバディ活動の幅が広がった。

②学校教育相談 早期発見・早期対応の促進により継続したカウンセリングによる支援
センター関係事 が実施できた。さらに就学に向けての相談が周知されスムーズな就学へ
業 の支援ができた。教育相談の内容が複雑化多様化していることの対応と

して、カウンセラーの研修を充実させた。

③八ヶ岳野外体 各学校の実態に合わせ、登山・農業体験・乳搾り・スキー等のさまざ
験教室事業 まな体験活動を企画・運営することで、集団生活を通して、仲間を思い

やることなど社会性を培い、人間性を育むことができた。
また、学校利用のない開所日に、年間を通じて市民が自然環境にふれ

合える場として野外体験施設の利用が図れた。

＜課題・問題点＞

①いじめ防止プログラム推進事業（教育政策推進関係費）
・バディ活動が停滞しないようフォローとバックアップ体制の構築が必要である。
・小学生のうちからいじめ防止の必要性を理解するため、中学校と小学校との連携を図る必

要がある。
・いじめ防止プログラムの実施校の拡大を図ること。

②学校教育相談センター関係事業
・児童生徒本人の支援を進め、家庭に対しても支援的に関わろうとする時、家族や家庭環境

の問題に直面し、教育・心理的なアプローチだけでは解決できないケースが課題として表
面化してきていること。

・ここ数年の就学相談件数の急増により、就学相談員の仕事量が増大し、このままでは相談
業務に支障をきたす事態となっていること。

③八ヶ岳野外体験教室事業
野外体験のできる教育施設として、今後もさまざまな学習活動を企画・発展させるために施
設整備を図る。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①いじめ防止プログラム推進事業（教育政策推進関係費）
・実施校との連絡を密に取りながら、いじめ防止プログラム推進員を中心にバディのフォロ

ー・バックアップを図っていく。
・中学校だけを対象とするだけでなく、小学校も対象としながら、中長期計画により実施校

の拡大を図る。



・様々な機会を捉え、プログラム未実施校に対して、プログラムの有効性について啓発活動
を実施する。

②学校教育相談センター関係事業
・相談内容に応じた関係機関とのネットワークを構築するとともに、問題を抱えた児童生徒

がおかれた環境改善や保護者への働きかけを進めるために、スクールソーシャルワーカー
を配置し、課題解決の対応を図る。

・就学相談員の勤務日を増やし、時間の確保を行い、就学相談に関わる職務の円滑な遂行を
図る。

③八ヶ岳野外体験教室事業
・野外体験施設として、定期的な修繕を行い施設整備を行うとともに、子どもたちが豊かな

自然と触れ合い、こころ育む体験学習が行えるように、学校との事前打ち合わせや職員研
修の充実を図っていく。

＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①いじめ防止プログラム推進事業（教育政策推進関係費）
・生徒の自発的活動の中からいじめに強い体質を作り出していこうとする考え方は大い

に評価できる。プログラムを段階的に普及していく途上と位置づけられる。しっかり
した計画の下に講演会、ワークショップ、トレーニング等のメニューが用意され、着
実に実施されていると思われる。

・いじめ防止に重点を置いたプログラムの採用であり、市内全校的な取り組みを視野に
入れながら、順次導入を予定するという進行計画は評価できる。

・プログラム展開のために適切な指導者を得ており、今後の展開が大いに期待できる。
・学校それぞれに特色があるので、各学校にあったフォロー活動や対策も含め、実施校

を増やして欲しい。

②学校教育相談センター関係事業
・相談業務の増加が見込まれることから、組織、事業内容、関連機関との連携の在り方

について十分な検討が必要である。
・センターの活用状況を把握して市全体として子どもたちをサポートしていくことを考

えて検討してもらいたい。
・ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の配置を進めて欲しい。

③八ヶ岳野外体験教室事業
・今後も魅力あるプログラムの開発に取り組むことが期待される。
・指定管理者への委託予算について、詳細な点検・評価を実施し、予算削減が可能か検

討すべきである。
・自然体験活動については評価するが、経費を吟味し、市が施設を持ち続けることが妥

当かどうか検討すべきである。

○総体的な感想（アドバイス）
・問題を抱える児童生徒への対応の必要性も増しており、そのための人材の確保、組織

の拡充、関連機関のネットワークの構築など、総合的な対策が急がれる。
・児童生徒の教育・学習面だけでなく、生活全般、自然体験活動、社会・集団体験活

動など、健全な成長に不可欠な教育指導場面の充実が求められる。



１．児童生徒の生きる力を育む教育の推進

（３）「教育環境の整備」

＜施策の目標と取組方針＞

目 標 小学校３５校、中学校１９校、特別支援学校１校の、よりよい教育環境づ
くりのための整備をすすめる。

取組方針 学校生活における児童生徒の安全確保と教育環境の充実を図るため、校舎
及び屋内運動場の耐震補強工事、校舎等の改築工事を行う。

＜主要な事業の平成２１年度の取組概要＞

○小・中学校耐震補強事業
児童生徒の安全確保に向け、屋内運動場の耐震補強工事を行った。
・小学校屋内運動場の耐震補強工事の実施
（対象校９校：大道小学校、新林小学校、俣野小学校、亀井野小学校、長後小学校、

中里小学校、鵠南小学校、大鋸小学校、浜見小学校）
・中学校屋内運動場の耐震補強工事の実施
（対象校３校：大庭中学校、村岡中学校、高浜中学校）

○小・中学校改築事業（善行小学校、本町小学校、第一中学校、六会中学校）
児童生徒の安全確保及び教育環境を整備するために、校舎等の改築及び本町小学校にお
いては校舎等の改築設計委託を行った。
・善行小学校の校舎等の改築工事を実施（２か年継続事業の２年目）
・本町小学校の校舎等の改築設計を実施（３か年継続事業の２年目）
・第一中学校のグランド及び外構工事の実施
・六会中学校の校舎等の改築工事の実施（２か年継続事業の２年目）

○大規模改修工事事業
学校給食事業の円滑な実施を図るため、学校給食設備の大規模な改修工事を実施した。
・明治小学校給食室給湯設備改修工事を実施

○その他整備工事事業
小学校の建物維持管理及び教育環境の整備を図るため、各種整備工事を行った。

○整備工事事業
中学校及び特別支援学校の建物維持管理及び教育環境の整備を図るために、各種整備
工事を行った。

○その他整備事業
学校給食事業の円滑な実施を図るため、老朽化した学校給食施設の整備を行った。

○校務支援システム整備事業
校務の効率化及びセキュリティの確保を図るため、公立中学校教員１人１台のパソコン
を整備するとともに、小学校及び特別支援学校においては校長室の情報収集用パソコン
を含めた３台を整備した。

＜点検・評価対象とした平成２１年度事業及び進捗状況＞

事業名 平成２１年度目標 平成２１年度実績

①小・中・特別 建物の維持管理及び ・トイレ改修（片瀬小）
支援学校整備工 教育環境の整備を図 ・体育倉庫の改築（中里小）
事事業 る ・エレベータ改修（滝の沢小）

・小学校 ・プール改修（村岡小、辻堂小、小糸小、湘南台
３５校 小）

・中学校 ・プール給水装置改修（秋葉台中）
１９校 ・受水槽改修（湘南台中）などの工事の実施

・特別支援学校 ・アスベスト除去工事の実施（高谷小、明治小、
１校 長後小、御所見中）

・仮設校舎賃借の実施（鵠洋小、大清水小、六会



小、辻堂小、天神小、片瀬小、八松小、鵠南小）
・建築基準法に基づく建物・建築設備点検の実施

（全小・中学校及び特別支援学校）
・空気中アスベスト濃度調査の実施（高谷小、明

治小、長後小、御所見中）
・代替施設移動用バスの賃借の実施（六会中）

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①小・中・特別 ・児童生徒が安全・安心に学校生活を送れるよう、耐震化事業に重点を
支援学校整備工 置くとともに、エレベータ改修工事、プール改修工事及びアスベスト
事事業 除去工事等を行い、教育環境の維持向上を図るとともに、安全等に配

慮した学校施設整備ができた。

＜課題・問題点＞

校舎棟について、平成１６年度から５ケ年で耐震化を図る「校舎耐震緊急５ケ年計画」を、
体育館については、平成２０年度から２１年度の２ケ年で耐震化を図る計画を策定し、耐震
化率１００％を達成した。耐震化事業が完了したことにより、今後は、トイレ、空調設備、
校舎外壁、グランド、防球ネット、フェンス等の整備工事を行う必要がある。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

耐震化事業の完了により、今後はさらなる児童生徒へのよりよい学習環境を整えるため、
「環境を考慮した学校施設整備計画」を策定する中で、トイレの改修や空調設備整備、芝生
化などの環境に配慮した質的改善と、校舎外壁の改修やグランド整備、防球ネット改修など
の老朽化対策整備を計画的に進めていく。

＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①小・中・特別支援学校整備工事事業
・児童生徒の学校生活の基礎的環境の改善や安全対策への優先性が配慮されている点及び

芝生化などの教育環境に配慮されている点は特に評価される。
・学校施設整備を行うにあたり、１０年、２０年先を見据えた効果的な予算執行を期待す

る。
・学校施設整備を行うにあたり、整備する学校の順位付け及びその理由を明確にし実施す

ることが望ましい。

○総体的な感想（アドバイス）
・学校施設整備は、特色ある学校運営と密接な関係があるため、教育委員会事務局の関係

部署及び学校と連携して予算の設定と執行を進めていくことを期待する。



２．心豊かな生涯学習社会の実現を目指して

（１）「生涯学習機会の充実と環境の整備」

＜施策の目標と取組方針＞

市民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよ
目 標 う、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習する

ことができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現を図る。

取組方針 すべての市民が、「いつでも」・「どこでも」生涯にわたって学習文化活動
に親しめるよう、生涯学習機会の充実と整備を図る。

＜主要な事業の平成２１年度の取組概要＞

○学校・家庭・地域連携推進事業
市内全域に１５の地域協力者会議が組織され、子どもたちをめぐる様々な地域課題に対
応し、子どもたちの健やかな成長を支援した。また、地域で学校を支える「おやじの会」
の全校設置に向けた支援を行った。

○生涯学習大学事業
市民の豊かなライフスタイルづくりを支援するため、三学部の事業充実を図るとともに、
人材バンク登録者の拡充及び利用推進を図った。

○公民館管理事業
公民館運営のため、施設の維持管理及び公民館運営審議会を開催した。

○公民館事業
市内１３公民館において各種の講座を開催したほか、住民の集会、学習、文化活動の場
として、市民の学習活動を支援した。

○公民館整備事業
生涯学習活動の拠点である公民館の整備を行い、良好な環境整備を図った。

○総合市民図書館運営管理事業
図書館協議会を開催したほか、総合市民図書館、３分館（南・辻堂・湘南大庭）及び
１１市民図書室の維持管理運営を行った。

○障害者・高齢者宅配サービス事業
図書館に来館することが困難な障がい者や高齢者に対して、ボランティアにより宅配サ
ービスを行った。

○子ども読書活動推進事業
ブックスタート事業を実施するとともに、ブックリストの配布と資料提供及び啓発リー
フレットの配付を行った。また、子ども読書活動推進計画の改定に向けてアンケート調
査を実施し、策定委員会による検討を始めた。

＜点検評価対象とした平成２１年度事業及び進捗状況＞

事業名 平成２１年度目標 平成２１年度実績

①学校・家庭・ 児童生徒の健やか ・学校・家庭・地域連携推進事業業務委託
地域連携推進事 な成長を支援するた （中学校区を基本とした１５地区）
業 め、三者連携会長会 ・「おやじの会」交流会を２回実施

を通じ、各地域課題 （第１回１５団体３５名 第２回１２団体他
の解決を目指す。ま 計５２名の参加）
た、地域で学校を支 ・男性の子育て参加を考える講演会を２回実施
える「おやじの会」 （第１回５３名 第２回３５名の参加）
の全校設置に向けた
支援を行う。

②総合市民図書 ４館１１市民図書 ・市の実施する市民満足度調査で満足度１位を維持
館運営管理事業 室の維持管理運営を し、重要度３６位の向上を目指した。

行う。 ・「第３次行革課題」の継続課題として、専門業務
効率的・効果的な 員制度を定着させ、指定管理者制度について調査、



図書館運営と図書館 検討を行った。
サービスの拡充

サービス原則は
「いつでも、どこで
も、だれでも、なん
でも」

③障害者・高齢 図書館に来館する ・市民ボランティアの協力を得て、図書館資料を利
者宅配サービス ことが困難な障がい 用者に宅配した。
事業 者や高齢者が、自宅 ・第２・第４水または木曜日を宅配活動日とし、計

にいて図書館資料が ４８回実施した。
利用できるようにす ・利用者 ８８人
る。 ・ボランティア ５９人

・延べ利用者 １，７１４人
・貸出資料数 ６，２４５点

・ボランティア相互の意見交換を通して、今後の活
動に役立てるため、ボランティア交流会を行った。

④子ども読書活 「藤沢市子ども読 ・ブックスタート事業
動推進事業 書活動推進計画」に 子育て支援課、こども健康課、総合市民図書館、

基づき、子どもが本 ボランティアの連携で実施。事業実施に伴う資料
に出会い、楽しみ、 を購入し、１歳６か月児健診時に合わせ、ボラン
親しめる機会を提供 ティアの協力により、幼児と保護者に読み聞かせ
し、豊かな環境の整 を行い、絵本１冊とブックスタートパックを手渡
備をすすめ、子ども した。
の読書活動の推進を ・絵本手渡し者数 ３，５１１人
図る。 ・ボランティア数 延べ ６４１人

・ブックリストの配布と資料の提供
地域子どもの家・児童館・保育園等、保護者や子
どもの集う施設へ乳幼児と保護者向けのブックリ
ストを配布し、それに基づく資料を提供した。

・乳幼児家庭向け絵本との出会い啓発リーフレット
の配付。
新たに啓発リーフレットを作成し、こども健康課
の０～４か月児の家庭訪問時に合わせ、配付した。

・１，０５６人（１月～３月）
・「藤沢市子ども読書活動推進計画」の改定

「藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会」を
開催し、平成２２年度中の改定計画策定に向けて
検討を始めた。

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①学校・家庭・ 三者連携会長会での「ふり返り」では、心豊かに成長するために必要な
地域連携推進事 自立の精神が、幅広い分野での取り組みによって子どもたちに育ってきて
業 いるという報告から、目標に向けた成果が出ていると評価できる。また、

「おやじの会」では有意義な情報交換と男性の教育参加について理解が深
まったことがアンケートにより確認できた。

②総合市民図書 ・貸出件数 ４，３０３，８１２件 前年度比 １０２％
館運営管理事業 ・予約件数 ７６３，９１８件 前年度比 １０７％

・他市図書館からの借用資料 １２，２４４件 前年度比 １０５％
・登録者数 １６９，６７５件 前年度比 ９８％
・市の市民満足度調査は中止のため、満足度の状況は不明。
・職員を３名削減し、専門業務員を３名任用した。専門業務員（３４名）

を中心とした図書館のサービス体制が整備された。
・指定管理者制度を検討したが、２００名以上の市民出身の非正規職員、



６００名以上の図書館ボランティアを擁する本市図書館に、民間企業の
指定管理者導入は課題が多いとの検討結果を得た。

③障害者・高齢 来館することが困難な障がい者や高齢者が図書館サービスを受けられる
者宅配サービス ようになった。
事業

④子ども読書活 本との出会いの楽しさを伝え、資料を充実したことにより、子どもたち
動推進事業 の多様な読書要求に応えられた。

＜課題・問題点＞

①学校・家庭・地域連携推進事業
・三者連携の各地区活動に差が出てしまうこと。
・三者連携の具体的な事業内容の検証が必要であること。
・「おやじの会」全校設置に向けて、各会の目的に応じた柔軟な取り組みが必要であること。

②総合市民図書館運営管理事業
・予約件数や他市図書館等からの借用資料が増加していること。
・登録者数の拡大が課題。子ども読書活動の展開により小学生の登録率は５３％に増加した

が、市民全体の登録率は４２％にとどまっていること。
・民間企業の指定管理者導入ではなく、「市民との協働」の発展した形で、効率的・効果的

な図書館運営と図書館サービスの拡充を図ること。

③障害者・高齢者宅配サービス事業
・ボランティアはいるが、近くに利用者がいない場合や、利用者の近くにボランティアがい

ない場合があるため、今後も利用者の受け入れとともに、必要なボランティアの確保を図
っていくこと。

④子ども読書活動推進事業
・１歳６か月以降の各年齢に応じた子どもと保護者への読書推進を働きかけること。
・平成２３年度からの「藤沢市子ども読書活動推進計画」改定計画を策定すること。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①学校・家庭・地域連携推進事業
・三者連携の事業改善、発展を目指すため各地区「事業のふり返り」を徹底し、次年度に向

けた引き継ぎを確実にしていく。
・「おやじの会」では事業が各会の有効な活動となるために、交流会参加者の意見を取り入

れながら進めていく。
・他団体（ＰＴＡ等）との懇談会をとおして、つながりと理解を深めていく。

②総合市民図書館運営管理事業
・資料購入費の確保に努めるとともに、収集方針・収集計画に基づく効率的・効果的な予算

配分と利用者のニーズにあった資料選定を行う。
・予約の提供を迅速に行うため、他市図書館との連携を強化する。
・登録率の増加を図るため、長期的に効果の望めるブックスタート事業等の子ども読書活動

の推進を図るとともに、より一層図書館サービスの充実とＰＲに努める。
・現在の豊富な人材を活用して、「市民力」「地域力」に着目した藤沢独自の市民主体（Ｎ

ＰＯ等）の新たな図書館の運営体制を構築する。

③障害者・高齢者宅配サービス事業
・広報ふじさわや図書館ホームページ、４館１１市民図書室でのポスターやチラシなどで、

ＰＲ活動を継続して行っていくとともに、公民館や地域団体との連携を図り、地域におけ
るボランティア人材の発掘に努める。



④子ども読書活動推進事業
・「藤沢市子ども読書活動推進計画策定委員会」において、現行事業を検証、課題を検討し、

改定計画に反映させることにより、課題解決に向けた施策を講じる。

＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①学校・家庭・地域連携推進事業
・地域の男性が積極的に学校教育に参加する気運をつくる点で「おやじの会」の意義は

大きいと思われる。（三者の連携という現代的課題に沿ったもので適切である。）
・今後、各地区での活動状況を見ながら、「おやじの会」の全校設置を柔軟にとらえる

という方針をとるということで、任意団体の支援のあり方としては適切と判断される。
・学校と家庭・地域のつながりと理解を深める活動をお願いしたい。

②総合市民図書館運営管理事業
・図書貸出件数等も増加しており、また、今後の管理運営を見越して専門業務員制度の

導入と定着を図ってきた点は大きな成果として評価できる。また、指定管理者制度に
ついて検討し、その結果、市民を中心としたＮＰＯとの協働による図書館運営体制を
構築する方針を固め、合意形成に努めてきた点は評価できる。ただし、今後のＮＰＯ
を特定した指定管理者制度の導入の可能性も考えられることから、指定管理者制度を
導入することを排除すべきではないと思われる。

・図書館運営に人件費の占める割合は大きく、今後とも、ボランティア等の一層の活用
により、この削減に努められたい。

・今後図書館の建て替え等があった際には、利用者の交通の便を考慮し、駅ビルや駅近
くの場所への設置を検討していくことも必要ではないか。

・ＮＰＯによる図書館運営については、十分な検証が必要である。

③障害者・高齢者宅配サービス事業
・目的に沿った事業が実施されており、また、ボランティア交流会など、ボランティア

が活動しやすい環境をつくる努力が払われており、評価できる。
・将来にわたってのボランティアの育成・確保については、地区公民館事業との連携を

深め、行政が一体となった支援が望まれる。

④子ども読書活動推進事業
・ブックスタート事業をはじめとする子ども読書活動は、着実に成果をあげていると判

断できる。今後とも改定「子ども読書活動推進計画」のもと、バランスのよい事業展
開が望まれる。

○総体的な感想（アドバイス）
・市民ボランティア活動は、事業展開にとって欠かせない要素となっているが、ボラン

ティアの支援方法などで、適切で効果的なあり方を今後も検討し、実績を積み上げて
いっていただきたい。



２．心豊かな生涯学習社会の実現を目指して

（２）「スポーツ環境の充実と活動の推進」

＜施策の目標と取組方針＞

目 標 「いつでも」・「どこでも」・「だれでも」・「いつまでも」スポーツを楽しめ
る環境を整え、市民の健康で豊かなスポーツライフの確立を目指す。

取組方針 藤沢市スポーツ振興基本計画「ふじさわスポーツ元気プラン」の実施計画
に位置付けた事業を展開し、スポーツ環境の充実と活動の推進を図る。

＜主要な事業の平成２１年度の取組概要＞

○学校体育施設開放事業
市内全小・中学校の体育施設を、地域住民の身近なスポーツ施設として開放した。

○団体育成事業
市内スポーツ・レクリエーション団体の組織充実と活動の推進を図った。

○ビーチバレージャパン開催関係事業
ビーチバレージャパンを開催するとともに、ビーチバレーの普及、底辺の拡大を図るた
め、中学生を対象に県大会・関東大会を開催した。

○(財)藤沢市スポーツ振興財団運営事業
幅広い年齢層を対象としたスポーツ事業を実施し、市民のスポーツ・レクリエーション
活動の参加機会の拡大を図るとともに、小中学生体力テスト測定員の派遣を行い、健康
増進と体力向上を図った。

○スポーツ施設整備事業
葛原スポーツ広場の整備等により屋外スポーツ施設の充実を図るとともに、主要スポー
ツ施設のバリアフリー化を進めスポーツノーマライゼーションの推進を図った。

○スポーツ施設維持管理事業
スポーツ施設予約システムの運営により効率的な市民利用を推進するとともに、指定管
理者による施設管理により、経費の節減と市民サービスの向上を図った。

○スポーツ振興基金積立事業
スポーツ振興基金への積立により、スポーツ・レクリエーション事業の長期的・安定的
な財源を確保し、市民のスポーツ活動の奨励を図った。

＜点検・評価対象とした平成２１年度事業及び進捗状況＞

事業名 平成２１年度目標 平成２１年度実績

①団体育成事業 地域スポーツ・レ ・スポーツ人の集い開催委託
クリエーションの普 ・地区社会体育振興協議会活動費補助金交付
及振興を図るため各 ・地区社会体育振興協議会連合会補助金交付
種団体を育成する。 ・藤沢市体育協会補助金交付

・藤沢市レクリエーション協会補助金交付
・藤沢市スポーツ少年団補助金交付

・スポーツ人の集いを開催し、スポーツに対する
より一層の意識啓発、普及促進を図った。

・地区社体協等への補助金交付により、地域スポ
ーツ・レクリエーション活動の促進を図った。

・体育協会等への補助金交付等育成支援を行い、
団体組織の充実と活動の促進を図った。

②ビーチバレー 国内ビーチバレー ・第２３回ビーチバレージャパンの開催
ジャパン開催関 発祥の地鵠沼海岸で、 （８月１３日～８月１６日）
係事業 国内 高峰のビーチ ・第３回神奈川県中学生ビーチバレー大会

バレー大会を開催し、 （８月１６日）
市民に観戦の機会を ・第２回関東中学生ビーチバレー大会



提供するとともに、 （８月３０日）
ビーチバレーの普及、
底辺の拡大を図るた ・各大会それぞれ実行委員会を組織し、準備及び
め中学生を対象に県 当日の運営は円滑に図られた。
大会・関東大会を開 ・第２３回ビーチバレージャパンは、６４チーム
催する。 が参加、五輪出場選手や有名選手を含む各選手

が、前年度以上のハイレベルな試合の観戦機会
を市民に提供した。

・第３回神奈川県中学生ビーチバレー大会は、関
東大会への出場権もかかり、白熱した大会とな
った。

・第２回関東中学生ビーチバレー大会は、砂浜を
持たない県からの参加もあり、全国大会開催に
向けての普及、底辺の拡大が図られた。

③スポーツ施設 市内スポーツ施設 ・秩父宮記念体育館、石名坂温水プール、秋葉台
維持管理事業 を適正に維持管理し、 公園、八部公園ほか主要なスポーツ施設を指定

市民のスポーツ活動 管理により管理運営、市民利用に供した。
の利用に供するとと ・指定管理業務の一環で、各種イベント・教室等
もに、スポーツ施設 事業を指定管理者の自主事業として実施して、
予約システムの管理 市民に対しスポーツの日常化・習慣化を促進し、
運営により、効率的 体力向上、健康の維持増進を図った。
な市民利用に寄与す ・円滑な施設利用のため、スポーツ施設予約シス
る。施設管理におい テムの適正な管理運営を行った。
ては指定管理者制度
を導入し、経費の節 ・スポーツ施設開館日数 ３４５日
減と市民サービスの ・スポーツ教室数 ２９０事業
向上を図る。

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①団体育成事業 ※（ ）内は前年度比
・スポーツ人の集い スポーツ賞表彰式・講演会 445 人参加（78 ％）
・藤沢市体育協会 32 団体、27,260 人が加盟 （98 ％）
・藤沢市レクリエーション協会 6 団体 1,945 人が加盟 （114 ％）
・藤沢市スポーツ少年団本部 91 団 3,968 人が登録 （96 ％）

②ビーチバレー ・第２３回ビーチバレージャパン
ジャパン開催関 （8 月 13 日～ 8 月 16 日・観客 15,000 人）
係事業 ・第３回神奈川県中学生ビーチバレー大会

（8 月 16 日・男子 23 チーム 女子 39 チーム）
・第２回関東中学生ビーチバレー大会

（8 月 30 日・男子 21 チーム 女子 24 チーム）

③スポーツ施設 ・スポーツ施設利用者数 1,330,859 人(延べ) 前年度比 110 ％
維持管理事業 ・テニスコート個人登録人数 16,922 人 前年度比 105 ％

・施設利用登録団体数 5,556 団体 前年度比 108 ％

＜課題・問題点＞

①団体育成事業
・補助金のあり方の見直しを迫られていること（時限設定・独立採算への移行など）。
・地区社体協に関しては、市内各地域の特色・特性を活かした事業展開が図られるよう、

地域分権の考え方を含めて今後の方向性を検討する必要があること。
・体育協会等各団体の事務局体制を見直し、自立的運営を促進すること。



②ビーチバレージャパン開催関係事業
・ビーチバレージャパンは、その年の景気により企業スポンサーからの収入が変動するな

か、継続して安定した大会を開催する必要があること。
・中学生大会は、全国大会開催に向け、各関係機関と密に調整を図る必要があること。

③スポーツ施設維持管理事業
・スポーツ愛好者・スポーツ人口の増加に対し、一層の施設の充実が求められていること。

また利用者のニーズや要望は多様化しており、提供するサービスも多角的なものが求め
られていること。

・指定管理者制度のメリットを活かした、より効率的な管理運営方法を構築する必要がある。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①団体育成事業
・地区社体協連合会の補助金について、各地区社体協補助金と関連づけて合理化を図る。
・各地区社体協補助金については、地域特性・地域ごとの主体性を重視する方向で考え、

地域分権の観点から地域への移譲を図る。
・体育協会等各団体の自立的運営に向けた組織強化の方策を検討して行く。

②ビーチバレージャパン開催関係事業
・各大会とも、大会開催に向け、各関係機関と充分な調整を図るなか、ビーチバレーの普及

・底辺の拡大につながる国内ビーチバレー発祥の地にふさわしい大会を開催していく。

③スポーツ施設維持管理事業
・適正な施設管理と市民サービスの向上を図るため、関係課との連携も強化するなかで指

定管理者との調整を密にし、維持管理の効率化を検討していく。

＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①団体育成事業
・事業としては適切と認められるが、チェック機能が必要である。補助金交付手続の形骸化

には注意が必要である。
・組織運営がボランティア的と考えられるため、資金面での独立性を高めるのは難しいので

はないかと考える。事業が失速しないよう適切な補助金の投入は必要と思われる。
・自律性の促進は必要である。団体リーダーの養成研修等も配慮されたい。
・個々の団体で考えると経費がかかりすぎているとは思えない。総額でビーチバレーと同等

なので、各事業のバランスも熟考するべきである。

②ビーチバレージャパン開催関係事業
・中学生の大会など普及にも配慮しており、海浜都市藤沢にふさわしい事業展開である。
・国内ビーチバレー発祥の地としての誇りを堅持する意義は大きいと思われる。
・予算額、負担額が適切か充分な検証をする必要がある。お金のかけ方に工夫をする必要が

ある。

③スポーツ施設維持管理事業
・利用状況等顕著に増加しており、成果が認められる。
・各年代層、障がいを持つ人などの利用促進に配慮をする必要がある。
・経費の削減、使用料の値上げなども検討が必要である。
・安全確保は 重要課題である。

○総体的な感想（アドバイス）
・スポーツ事業では安全確保の課題は 重要課題である。施設管理には相当な予算が投入さ

れることから、経済効率重視の施設運営が課題となる。
・市民主体の総合型地域スポーツ組織の発展も課題となる。



２．心豊かな生涯学習社会の実現を目指して

（３）「市民文化の創造支援と歴史の継承」

＜施策の目標と取組方針＞

目 標 芸術文化の創造と発展に寄与するとともに、郷土愛とゆたかな心を育てる
ことを目指す。

取組方針 文化活動環境の充実を図り、芸術文化創造の活性化及び市民文化の支援と
育成を図る。また、藤沢の歴史を継承するため、文化財の保護、整備事業の
推進を図る。

＜主要な事業の平成２１年度の取組概要＞

○文化財保護事業
文化資産の保護・保存・管理と後世への継承及び文化財を活用した生涯学習の推進を図
るため、実態の把握、適切な保存及び公開活用、文化財愛護の普及啓発等を行った。

○文化財資料整備事業
緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金を活用して、埋蔵文化財や無形文化財の資
料整備と活用を行った。

○文化行政一般事務事業
市民との協働による「第１回藤沢音楽祭」を開催し、市民主体の市民文化の振興を図っ
た。

○文化振興事業
芸術文化事業の企画及び実施、芸術文化事業への助成、芸術文化情報の提供、及び市民
団体の創作発表と交流の場を設け、鑑賞の機会の充実を図った。

○こども館事業
湘南台文化センターこども館の展示ホール、宇宙劇場及びワークショップの企画運営管
理及びプラネタリウムのリニューアルを行った。

○市民シアター事業
市民の自発的文化創造の場として、市民シアターの舞台運営を実施した。

○博物館準備関係事務事業
藤沢の歴史に関する基礎資料の調査及び博物館に関する調査等を実施するとともに、収
集資料やデータの整理及び保管、並びに脆弱資料の修復等を実施した。

＜点検・評価対象とした平成２１年度事業と進捗状況＞

事業名 平成２１年度目標 平成２１年度実績

①文化財資料整 緊急雇用創出事業臨 ・埋蔵文化財出土遺物整理事業では、２遺跡の
備事業 時特例基金市町村補助 発掘調査報告書を刊行することができた。

金により、埋蔵文化財 ・同再整理事業では３３遺跡、５２件の発掘調
及び無形文化財の記録 査出土遺物の整理を進めることができた。
保存を進める。 ・国指定無形文化財（友禅技術保持者）田島

比呂子氏の記録映像を作成した。

②文化振興事業 芸術文化事業を積極 芸術文化事業の企画及び実施、芸術文化事業
的に展開している財団 への助成、芸術文化情報の提供、及び市民団体
法人藤沢市芸術文化振 の創作発表と交流の場を設け、鑑賞の機会の充
興財団に助成等を行い、実を図った。
文化基盤の充実を図り、
芸術文化創造の活性化
や市民文化の支援と育
成を行う。

③こども館事業 こども館を、子ども 子どもの興味関心を幅広い分野で喚起し、体
たちの創造性を育み、 験学習の機会を提供する場として、展示ホール



豊かな人間性を養う場 及び宇宙劇場の運営管理、ワークショップ活動、
とする。 特別企画展示、星空のコンサート等を実施した。

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①文化財資料整 ・調査報告書の刊行により、今年度刊行を予定している「大地に刻まれ
備事業 た藤沢の歴史Ⅲ 弥生時代」及び同名の企画展に資料を使用すること

ができるようになった。また、学術的にも資料が公になり、調査･研
究に資することができた。

・３３遺跡、５２件の発掘調査出土遺物の再整理を進めることができた。
・無形文化財の記録映像は６月の「記録映画祭」において一般に公開す

ることができた。市制施行７０周年記念事業の一環でも上映会を予定
している。

②文化振興事業 文化基盤の充実と市民文化の育成、文化活動推進、創作発表の機会の
充実が図られた。

③こども館事業 観て・触って・感じることにより、宇宙へのロマン、科学への興味、
ものを作る喜びなど、子どもの知的好奇心や探求心を刺激することがで
きた。

＜課題・問題点＞

①文化財資料整備事業
・今後、記録保存まで完遂できなかった資料の対応が必要であること。
・無形（民俗）文化財の映像記録作成と後継者の育成が必要であること。

②文化振興事業
・平成２２年4月に青少年協会・スポーツ振興財団・芸術文化振興財団の３団体が統合し新

たな「(財)藤沢市みらい創造財団」が発足することから、３団体がお互いに連携すること
による業務のさらなる効率化や、新たな事業展開を求めていくこと｡

・芸術文化事業部として、収益事業実施にあたっては、経費の上で自主運営できるような政
策転換を行い､併せて多くの入場者を呼び込めるよう指導・助言を行っていく必要がある
こと。

・20年度から、文芸部門を藤沢市芸術文化振興財団へ業務を移管してきたが、より効率的
な執行ができるよう指示・協力を行うこと。

③こども館事業
・市民に親しまれる施設を目指し、情報収集とニーズを把握しながら柔軟な事業の企画運営

をしていく必要があること。また、市民サービスの向上を図る上で、民間活力を利用した
より幅広い運用による経費の軽減や、開館枠・時間の拡大などによる利用促進について検
討していく必要があること。

・開設から２０年が経過し、施設設備が老朽化しているため、適切な維持管理と展示物等の
補修、更新が必要であり今後もコスト増大が見込まれること。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①文化財資料整備事業
・記録保存が完遂できない資料については、文化財が国民の共有財産であるという性質上、

行政の責任において対応していく必要がある。
・記録映像の作成、後継者の育成、用具等の修理・更新などに支援が必要。



②文化振興事業
・３団体が統合することによる共同事業の実施などの検討を行っていく。
・効率・効果的な事業実施手法を検討していく。
・市民の要望に応えながら、スピーディな事業展開を行い、今後も継続して事業を実施して

いく。

③こども館事業
・市民へのサービス向上及び効率的な運営のため、平成２２年度に指定管理者の選定を行い、

平成２３年度に指定管理者による管理運営へ移行を図る。
・適切な維持管理や保守を実施し、設備の延命に努める。

＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①文化財資料整備事業
・無形文化財の重要性を確認し、記録映像の作成を柱としたのは適切であった。
・緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金を使った事業ではあるが、事業の目的・目標

の中心は、文化財保護の推進におかれるべきである。
・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業が終了した後、事業展開が失速しないよう検討する必

要がある。

②文化振興事業
・芸術文化各部門でバランス良く事業展開している。
・事業実施に当たっての収益性への配慮を怠らない経営姿勢は評価できる。
・(財)藤沢市みらい創造財団の立ち上がり段階で、課題、組織、事業内容を十分に検討する

ことが重要である。

③こども館事業
・事業の効果・成果が適切であるかについては、こども館事業が前年度比で増加しており、

今後、事業の企画運営がしぼまないよう適切な事業評価の実施が望まれる。

○総体的な感想（アドバイス）
・市民主体の事業展開に心掛け、行政は適切な事業環境の整備に当たることが必要である。
・NPO や市民団体との協働のあり方など、引き続き検討することが望まれる。


