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教育委員会点検・評価 
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【参考】「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」～抜粋～ 

   (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

 第二十七条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規 

定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条 

第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。） 

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報 

告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

 ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学 

識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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１ 点検・評価対象事業一覧 

 

（１）学校教育分野 

基本方針③ 学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります 

施策の柱① 学びを支え質の高い教育環境の整備 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

（２）生涯学習分野 

基本方針⑤ 地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります 

    施策の柱② 歴史の継承と文化の創造 

 

 

 

 

事 業 名 担当課 

1 特別支援教育整備事業 教育指導課 

2 新入生サポート事業 学務保健課 

3 教育情報機器整備事業 学校教育企画課 

4 藤沢市教育史編さん事業 学校教育企画課 

5 学校図書館管理運営事業 教育指導課 

事 業 名 担当課 

1 江の島歴史遺産保存整備活用事業 

（2 市指定史跡耕余塾の跡整備事業） 

3 文化財保護事業 

4 広域連携展示事業 

5 保管施設整備事業 

6 映像資料整備公開事業 

7 保存民家復原公開事業 

8 歴史・文化財資料公開活用事業 

9 文化資料展示施設開設事業 

郷土歴史課 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                            教育部 教育指導課 

基本方針 ③ 学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります 

施策の柱 ① 学びを支え質の高い教育環境の整備 

実施事業名 １ 特別支援教育整備事業 

当初予算額 ２，９３９ 千円  執行額 ６，２０３ 千円  

予算現額 ６，４２２ 千円  執行率 ９６．６ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

特別支援学級や通級指導教室など、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の特性に

応じた教育の場を整備する。 

特別支援教育の充実を図る。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取取取取組組組組のののの概要概要概要概要    

・コミュニケーションに課題のある児童を対象とした通級指導教室「すまいる」開

設準備 

・学校看護介助員派遣制度の実施 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

・大庭小学校、大清水小学校に通級指導教室「すまいる」の開設準備を行った。 

・学校看護介助員２名が市立特別支援学校及び特別支援学級 4 校を毎日巡回し、対

象児童生徒へ導尿や酸素ボンベの交換、胃ろうのガーゼ交換、ガス抜きなどの比

較的短時間かつ定時の対応により終了する医療的ケアを行った。また、宿泊学習

へも対応した。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ｂ：平成 24 年度の目標を達成することができたため。 

  

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果等成果等成果等成果等    

  ・大庭小学校と大清水小学校に「すまいる」を平成２５年４月に開設。大庭小学校

に２４名、大清水小学校に２７名（７月１日現在）の児童が通級し、社会性の伸

長を目的とした指導が行われている。 

  ・日常生活において学校看護介助員が医療的ケアを行うことで、対象児童生徒の生

活が豊かになり、保護者の負担が軽減された。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・特別支援学級への就学を希望する保護者が増え、児童生徒数が過大規模化し、き

め細かい指導がしにくい状況になっている。 

 ・通常学級においても特別な教育的支援を必要とする児童が増え、通級指導を希望

する保護者が増えている。 

   ・学校看護介助員の確保が困難である。 

 

７７７７．．．．平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

・特別支援学級・通級指導教室の環境整備と新設を計画的に進め、さらに質の高い

教育環境の整備を図る。 

（平成２６年４月、鵠沼中学校に特別支援学級を開級予定） 

・学校看護介助員事業の勤務体系の見直しを図る。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                            教育部 学務保健課 

基本方針 ③ 学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります 

施策の柱 ① 学びを支え質の高い教育環境の整備 

実施事業名 ２ 新入生サポート事業 

当初予算額 ２５,０８６ 千円  執行額 ２４,４５７ 千円  

予算現額 ２５,０８６ 千円  執行率 ９７．５ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

学習の基礎・基本の定着及び学習意欲の向上並びに集団生活への適応を促進し、

安定した学校生活を身につけさせ、教育効果の向上を図る。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取取取取組組組組のののの概要概要概要概要    

・基本教科を中心に、生活習慣を含めティームティーチングによるきめ細かな指導

を行うために、全市立小学校１年生の各クラスに毎日１時間ずつ、市費講師を配

置 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

・入学間もない時期は、幼稚園・保育園等との環境の違いに戸惑う児童も多く、き

め細かな対応が必要であるため、小学校１年１１９学級、３５校に４１名の講師

を配置した。 

・５月の新任講師を対象とした第１回研修会では、事業のねらいについて理解を深

めると共に、市費講師経験者からの経験談やアドバイスにより、対応の具体を学

んだ。 

・７月には、全講師対象に第２回研修会を実施し、「支援の必要な子へのサポート

について」をテーマとする講演とグループ討論を行った。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ａ：講師の配置は、平成２７年度の目標を達成しているため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

・入学間もない時期は、幼稚園・保育園等との環境の違いに戸惑う児童も多いが、

計画通り小学校１年生の学級に市費講師を適正に配置することで、チャイムがな

っても着席しない、授業に集中できない等の状況にもきめ細かに対応することが

可能となり、教育環境の整備が図られた。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

・各クラス、毎日１時間ずつのサポートを行っているが、毎時間の児童に関する情

報を担任と共有する時間の確保が課題となっている。 

・１年生のクラス編制に偏りが出てしまうことから、２年生に進級するにあたりク

ラス替えを実施する学校が増えている。それに伴い、児童が新たな環境に対応で

きるよう配慮すべきケースが増えていることから、２年生にも一定期間市費講師

が必要であるとの要望が校長会より出されている。 

 

７７７７．．．．平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

・平成２５年度は市費講師の研修時間を年１０時間から年２１時間に増やし、課題

の改善を図る。 

  ・２年生に対する市費講師の配置について検討していく。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                    教育部 学校教育企画課 

基本方針 ③ 学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります 

施策の柱 ① 学びを支え質の高い教育環境の整備 

実施事業名 ３ 教育情報機器整備事業 

当初予算額 ０ 千円  執行額 ０ 千円  

予算現額 ０ 千円  執行率 ０ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

教育情報機器の活用による情報教育（情報モラル教育、パソコン技能の習得等）を推

  進する。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

・小・特別支援学校校内ＬＡＮ整備（中学校校内ＬＡＮは整備済） 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

                ・小・特別支援学校校内ＬＡＮ整備はできなかったが、次年度以降の整備に向けた

授業実践例及び整備方法の調査研究を行った。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ｃ：小・特別支援学校校内ＬＡＮ整備が進んでいないため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

  ・小・特別支援学校校内ＬＡＮ整備については、児童の学びを支え、より効果的な

整備方法や必要な機器について最新の状況を把握することができた。その結果、

無線LANによるタブレット型端末と教育用ソフトウエアの研究をしていくことが

時代を一歩先取りした教育環境の整備に必要であることがわかった。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・既設の中学校校内ＬＡＮは整備後年々利用時間が増えている。この間、校内ＬＡ

Ｎの整備方法や機器が日々進化し、選択肢の幅も広がってきている。授業活用の

場面を想定しつつコストバランスに優れた整備方法を選択するための研究を行う

ことが引き続き課題である。 

 

７７７７．．．．平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

  ・より質の高い教育環境の整備に向け、小・特別支援学校３６校へのタブレット型

端末と無線校内ＬＡＮシステムの導入を見据えた研究を進めるとともに、引き続

き予算化を図っていく。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                    教育部 学校教育企画課 

基本方針 ③ 学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります 

施策の柱 ① 学びを支え質の高い教育環境の整備 

実施事業名 ４ 藤沢市教育史編さん事業 

当初予算額 ４，９３２ 千円  執行額 ４，９１２ 千円  

予算現額 ４，９３２ 千円  執行率 ９９．６ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

   本市における近代以降の教育の系統的な記録や教育の歩みをたどり、現在及び 

将来の教育の指針を求める。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

  ・『藤沢市教育史』読本の発刊準備 

  ・研究紀要の発刊 

  ・教育史研修講座の実施 

  ・史料の収集・整理・保存・活用・公開 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

  ・『藤沢市教育史』読本の監修を３４回実施した。 

  ・研究紀要『教育アーカイブズふじさわ』９号を発刊した。 

  ・教育史研修講座を４回実施した。（文書館との共催２回を含む） 

   参加者は、のべ95名。そのうち市民は、のべ36名。 

  ・史料の収集・整理・保存・活用・公開を進めた。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ｂ：平成２４年度の目標を達成することができたため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

  ・『藤沢市教育史』読本に関しては、緻密な監修を行うことにより、文章の表現を

中学生にとって読みやすく平易化することができた。 

  ・『藤沢市教育史』を資料として活用した授業実践を市内中学校で実施し、『教育

アーカイブズふじさわ』に掲載することができた。 

  ・研修講座の実施や『教育アーカイブズふじさわ』の発刊等により、教育関係職員

や市民の教育史への関心を高めた。 

  ・教育史資料の収集を進め、散逸を未然に防ぐと共に、『教育アーカイブズふじさ

わ』や教育情報誌『ふじさわ教育』等において、教育史資料の紹介を進めた。 

 このような取組みの成果により、この事業は藤沢市の学びを支え質の高い教育環

境の整備に寄与することができた。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・『藤沢市教育史』読本発刊後の教育史編さん事業の方向性や『藤沢市教育史』読

本の活用について検討する必要がある。 

 

７７７７．．．．平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

  ・貴重な資料をこれからも収集・整理・保存・活用・公開していくため、文書館の

教育版のような教育アーカイブズとしての位置づけを検討していきたい。 

・『藤沢市教育史』読本発刊後は、これを活用した授業実践を行い、その実践報告

を『教育アーカイブズふじさわ』に掲載し、学校での活用方法について紹介して

いく。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                        教育部 教育指導課 

基本方針 ③ 学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります 

施策の柱 ① 学びを支え質の高い教育環境の整備 

実施事業名 ５ 学校図書館管理運営事業 

当初予算額 ３９，３５３ 千円  執行額 ３８，２３８ 千円  

予算現額 ３９，３５３ 千円  執行率 ９７．２ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

学校図書館の活性化を図る。 

学校図書館を一日中開館し、専門員との相談等ができるようにすることで、児童生

徒が図書により親しめる環境を整える。 

地域公立図書館との連携を図ることで、児童生徒がより多くの本と出会う機会を

提供する。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

  ・学校図書館専門員と司書教諭や図書ボランティアとの連携による学校図書館の環

境整備及び読書活動の支援等を実施 

・学校図書館専門員の連絡会における、総合市民図書館との連携による情報提供や

研修会の実施 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

・学校図書館専門員連絡会を年４回開催し、公立図書館との連携による情報の提供

や研修を実施した。 

・地区連絡会では学校図書館の見学や情報交換を実施した。 

・年度末に活動報告書をまとめて冊子にし、情報や実践例の共有化を図った。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ｂ：平成２４年度の目標を達成することができたため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

・本の整理整頓や棚作り、季節ごとの飾り付け、特集コーナーの設置等により、学

校図書館の整備を進めたり、学校図書館専門員がオリエンテーションやブックト

ーク等を行ったりすることで、学校図書館の活性化を図ることができた。 

・年度当初に学校図書館専門員・司書教諭・図書ボランティアが打ち合わせを行う

ことで、年間を見通した活動が行われるようになった。 

・児童生徒の学校図書館への来館者数が、平成２２年度から比べ、約１．６倍にな

り、学校図書館で本を借りる冊数や読書量も増えている。 

以上のような成果のもと「本がある 人がいる 行ってみたくなる学校図書館」

が実現され、より質の高い教育環境の整備を図ることができた。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

・小学校では学校図書館専門員が読み聞かせや調べ学習の支援等行っているが、中

学校では授業中の図書館の活用率が低く、全体的に貸出冊数も少ないことが課題

である。 

・学校図書館専門員の勤務日の拡充を希望する学校が多い。 

 

７７７７．．．．平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

・中学校での学校図書館の活性化を図るため、選書・図書委員会の活動・調べ学習

に関わる情報の提供等、司書教諭と連携しながら活動を推進できるようにする。 

・学校図書館アンケート等により運営状況を確認し、課題を整理していく中で、学

校図書館に関わる学校図書館専門員・司書教諭・図書ボランティアがより連携・

協力して仕事ができるよう検討するとともに、学校図書館専門員の技術の向上を

図る。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                    生涯学習部 郷土歴史課 

基本方針 ⑤ 地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります 

施策の柱 ② 歴史の継承と文化の創造 

実施事業名 １ 江の島歴史遺産保存整備活用事業 

当初予算額  ０ 千円  執行額 ０ 千円  

予算現額 ０ 千円  執行率 ０ ％   

   ※国庫補助事業にて対応 

１１１１．．．．目的目的目的目的    

   今後の歴史・文化の継承や地域の特性を活かした文化の発展に寄与する。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

  ・コッキング庭園遺構を国指定史跡とするため、文化庁の指導に基づき庭園・温室

遺構の範囲確認調査を実施 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

  ・庭園・温室遺構の範囲確認調査計画を立て、埋蔵文化財確認調査の一環として、

観光客の閑散期に、ボーリングステッキを地中に刺すことによる掘削を伴わない

遺構の範囲確認調査を行った。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ｃ：総合計画の先行きが不明確であり、江の島島内への事業説明は行わなかった

が、遺構の範囲確認調査には着手できたため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

   ・現在確認できている遺構の他に、まだ、遺構が遺存している可能性があるところ

が確認できた。まだ、知られていない遺構が埋没している可能性があることは、

遺構としての価値の評価にプラスの要素となり、新たな遺構が発見された場合は

さらに歴史遺産を後世に継承できるようになる。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・地下に埋没している遺構の存在が想定されるので、今後は、面的な調査が不可欠

となってくる。 

 

７７７７．．．．平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

  ・調査が観光客の閑散期にしか実施できないことや、現状が植物園となっており、

植物が繁茂しているため、面的な調査を行うことは難しいが、発見されていない

大切な歴史遺産がまだ存在する可能性があることから、関係部署と調整し、問題

解決を図る。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                    生涯学習部 郷土歴史課 

基本方針 ⑤ 地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります 

施策の柱 ② 歴史の継承と文化の創造 

実施事業名 ３ 文化財保護事業 

当初予算額 ３１，５４０ 千円  執行額 ３０，５７１ 千円  

予算現額 ３１，５４０ 千円  執行率 ９６．９ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

   文化遺産の後世への継承と地域文化財の活用を推進し、郷土愛と豊かな心を育て

る。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

  ・文化財保護委員会の開催 

  ・文化財の保存・管理の指導及び補助 

  ・文化財保護の普及・活用   

・埋蔵文化財の調査等 

  ・歴史的建造物の公開・活用 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

  ・文化財保護委員会の開催：６回 県指定史跡・名称「江ノ島」、市指定重要文化

財の現状変更や新たな指定文化財などについて審議を行った。現状変更許可申請

１７件、市指定重要文化財現状変更承認申請１件。県指定史跡名勝「江ノ島」の

定期現状確認を年２回実施した。 

・文化財の保存・管理の指導及び補助：市指定重要文化財等保存管理奨励交付金の

交付６５件、市指定重要文化財等修理補助金１件を交付した。また、国登録有形

文化財への手続きをすすめた。（桔梗屋など２箇所 ６件） 

・文化財保護の普及・活用：市役所新館ロビー、総合市民図書館、かながわ女性セ

ンターで「E・S・モース博士 江の島の日々」展を開催した。湘南台文化センター

との共催による「勾玉づくり」のワークショップを行った。また、文化財調査報

告書第４８集を刊行した。 

  ・埋蔵文化財の調査等：埋蔵文化財照会件数２０７５件、土木工事等の届出２６６

件、発掘調査の届出９件。開発に伴い埋蔵文化財の確認調査４１件を実施し、１

１件について調査結果に基づき記録保存のための発掘調査を指導した。発掘調査

の成果は速報展として展示・公開を図った。（４１日間で入場者２２４８名） 

  ・歴史的建造物の公開・活用：市の史跡に指定されている「耕余塾の跡」にゆかり

の深い「旧三觜八郎右衛門家住宅」を借り受け、公開・活用した。公開日数：９

５日、入場者数：１０４９名 

 

４４４４．．．．評価及評価及評価及評価及びそのびそのびそのびその理由理由理由理由    

   Ｂ：モース博士の顕彰展示は目標を上回って実施することができ、その他の事業

についても概ね平成２４年度の目標を達成できたため。 

    

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

  ・文化財保護委員会での審議、市指定重要文化財等保存管理奨励交付金の交付、修

理補助金の交付、国登録有形文化財への手続きをすすめたことで、歴史の継承を

図ることができた。  

・モース博士の顕彰展示、湘南台文化センターとの共催は初めての試みで、既存展

示施設以外での展示活動やワークショップの開催により、市民の文化財への理解

をすすめることができ歴史の継承が図られた。 

・土木工事等に伴う埋蔵文化財の確認調査の実施、その結果に基づく記録保存のた

めの発掘調査の指導により、工事によって失われてしまう郷土の歴史を物語る埋

蔵文化財を記録として残し、歴史としての継承を図ることができた。 

・歴史的建造物を公開することで、当時の文化や技術について多くの方に感じてい
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ただくことができた。 

・文化創造の礎となる歴史的遺産を次世代に継承することができた。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・経年劣化を免れない文化財を、後世に確実に継承するためには、国指定文化財・

県指定文化財・国登録文化財の修理等に対する市の補助制度の充実を図る必要が

ある。 

 

７７７７．．．．平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

  ・国指定文化財・県指定文化財・国登録文化財を適正に保存・継承するための、市

の支援策について検討する。 

・指定文化財制度の他に、地域で大切にされてきた「もの」を登録するなどして、

市民の心に歴史的な遺産を後世に継承していくという意識付けができるような制

度の検討が必要と思われる。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                    生涯学習部 郷土歴史課 

基本方針 ⑤ 地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります 

施策の柱 ② 歴史の継承と文化の創造 

実施事業名 ４ 広域連携展示事業 

当初予算額 １，１２４ 千円  執行額 ０ 千円  

予算現額 １，１２４ 千円  執行率 ０ ％  

 ※全額補助金により執行 

１１１１．．．．目的目的目的目的    

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の広域連携による展示事業を実施することで、相互の

資源の有効活用による幅広い公開活用事業の展開を図り、それにより市民へ多様な

公開を行う。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

・茅ヶ崎市美術館における藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町資料展「湘南に残る匠（たく

み）のわざ 宮大工の世界」の開催 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

・平成２４年９月～１１月に茅ヶ崎市美術館において、藤沢市が担当市となり、藤

沢市・茅ヶ崎市・寒川町資料展「湘南に残る匠（たくみ）のわざ宮大工の世界」

を開催した。 

展示会開催日数 ４７日 

     入場者数 ４，６５８名（３年間の累計入場者数 １１，２０８名） 

   本事業については、（公財）神奈川県市町村振興協会助成金で事業経費を賄った

ため、予算の執行はなかった。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ｂ：茅ヶ崎市美術館で開催された展示会には、多くの人が訪れ、市民の郷土文化

に対する理解を深めることができたため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

  ・広域連携展示事業を実施したことにより、地域に関する多様な資料を公開・提供

することができ、地域の歴史・文化の継承に貢献することができた。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・二市一町の共通テーマを検討するため、事前の準備期間が必要となっている。 

・事業継続のため、助成金の活用を図っていくことが必要である。 

 

７７７７．．．．平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今今今今後後後後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

  ・各市町における市民のニーズをくみ取りつつ、効率的に事業を進め、今後も地域

の歴史・文化の継承に努める。 

・引き続き（公財）神奈川県市町村振興協会助成金が活用できるよう事業展開を図

る。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                    生涯学習部 郷土歴史課 

基本方針 ⑤ 地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります 

施策の柱 ② 歴史の継承と文化の創造 

実施事業名 ５ 保管施設整備事業 

当初予算額 ０ 千円  執行額 ０ 千円  

予算現額 ０ 千円  執行率 ０ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

市内３ヶ所にある収蔵施設を適正に管理し、郷土歴史資料の保存環境を良好な状

態に保ち、収蔵資料を活用可能な形にして、多様なニーズに応えることを可能にす

る。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

・保管資料の移動を実施 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

  ・資料整理室（旧県立藤沢北高等学校東棟）より、御所見収蔵庫（旧御所見市民セ

ンター庁舎）へ保管資料を移動した。 

・保管資料の移動にともない、各施設への資料の配置の見直しを図った。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ｃ：資料の移動についての取り組みはできたが、施設の老朽化への対応が未実施

のため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

  ・資料の移動により、配置の見直しを行うことができ、今後の整理作業を行う上で

適切な手段を見いだし、歴史資料の継承に資する効果があった。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・歴史的な資料を継承していくために、適正な保管が必要となるが、現在は専用の

保管施設がないため、整備が必要である。 

 

７７７７．．．．平平平平成成成成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

  ・各収蔵施設における保管資料の整理を進め、適正な資料の配置を行うことで、現

状保管施設の有効利用を図る。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                        生涯学習部 郷土歴史課 

基本方針 ⑤ 地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります 

施策の柱 ② 歴史の継承と文化の創造 

実施事業名 ６ 映像資料整備公開事業 

当初予算額 ０ 千円  執行額 ０ 千円  

予算現額 ０ 千円  執行率 ０ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

市民との協働によって地域の伝統や文化に関する映像記録（フィルム・写真等）

の収集・公開を行うことで、市民の生涯学習の向上と歴史や民俗・文化の継承に寄

与する。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

・上映会の実施 

・地域映像所在調査の実施（対象：一般社団法人記録映画保存センター） 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

  ・上映会実施回数 ４回 

上映フィルム「湘南港」（1964年） 

「藤沢市1969年 冬（藤沢市西部開発の記録）」（1969年） 

「東洋のマイアミビーチ江の島」（1970年） 

ほか、７本、のべ１４本 

・一般社団法人記録映画保存センターを対象とし、地域映像所在調査を実施した。 

地域の市民センター・図書館における上映会は実施したが、映像記録の整備につ

いては調査の結果、地域に関する映像資料を収集する等の部分的な対応にとどまっ

た。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

Ｄ：映像記録（フィルム）の整備については見直しを図り、他事業へ移行するた

め。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

  ・地域における上映会を開催し、地域の伝統や文化に関する映像資料の保存・継承

に対する市民の理解を促した。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・映像フィルムを保存し、公開につなげていくために、媒体変換を図っていくこと

が必要である。 

    

７７７７．．．．平平平平成成成成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

・映像フィルムの整備事業は、平成２５年度から開始した郷土文化推進事業におけ

る画像資料デジタル変換事業へと移行を図る。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                    生涯学習部 郷土歴史課 

基本方針 ⑤ 地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります 

施策の柱 ② 歴史の継承と文化の創造 

実施事業名 ７ 保存民家復原公開事業 

当初予算額 ０ 千円  執行額 ０ 千円  

予算現額 ０ 千円  執行率 ０ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

解体して部材を保存している歴史的建造物（古民家）を復原し、復原された建物

を市民の利用に供し、歴史的建造物の保存活用をネットワーク化することで、より

多く、体験学習の機会を提供する。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

・市民団体の協力のもと、現存する歴史的建造物を調査 

・市民団体と共催で啓発のための講演会を開催 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

  ・歴史的建造物については、鵠沼桜が岡のＨ邸の実測調査を実施した。 

・市民への啓発事業として、講演会・パネルディスカッション「川越に学ぶ歴史的

建造物の活用」を開催した。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ｄ：啓発事業は進捗を図ることができたが、解体保存民家の復原については検討

段階にとどまっており、事業としての見直しを図る必要性があるため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

・市民団体と協働事業で、歴史的建造物の保存活用についての啓発の機会をつくる

ことができ、地域の歴史・文化の継承に資することができた。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・民家等の復原事業としては、旧福原家長屋門移築復原事業等を実施してきている

が、復原のための用地の確保や、復原後、その歴史的な資産を後世に継承してい

くための活用方法などについて検討する必要がある。 

 

７７７７．．．．平平平平成成成成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施施施施策策策策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

  ・保存民家復原公開事業については、歴史資料公開活用事業の一環として移行し、

多角的な公開事業の運用を図る。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                    生涯学習部 郷土歴史課 

基本方針 ⑤ 地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります 

施策の柱 ② 歴史の継承と文化の創造 

実施事業名 ８ 歴史・文化財資料公開活用事業 

当初予算額 ４，６３８ 千円  執行額 ４，４７１ 千円  

予算現額 ４，６３８ 千円  執行率 ９６．４ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

展示会や講座の開催等により、地域の歴史・文化に対する理解を深め、郷土愛の

醸成を促す。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

・寄贈美術・工芸作品等の保管委託 

・地域施設における展示事業実施 

・電子博物館による情報提供 

・小学生のための博物館講座の実施 ほか 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

  ・寄贈美術・工芸作品等の保管委託事業に関しては、委託契約を締結し、寄贈資料

の移送を実施した。 

・地域施設（図書館等）における展示事業に関しては、5回、延べ106日の開催を

実施した。 

・電子博物館による情報提供に関しては、市のホームページ上で「電子博物館 み

ゆネットふじさわ」として、平成15年からスタートし、現在訪問者は20万人を

超えている。 

・小学生のための博物館講座に関しては、34校、112クラスで実施した。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

Ｂ：予算措置のされた、事業については、予定どおりの進捗が図られたため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

  ・図書館等地域施設による展示の実施では、多様な市民層に展示を見学していただ

き、また小学生のための博物館講座等の実施により、幅広い年齢層への歴史・文

化の継承に寄与することができた。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・寄贈美術・工芸品等の保管委託事業については、貴重な文化的資産を後世に継承

していくため、より適切な保管場所の検討を図る必要がある。 

 

７７７７．．．．平平平平成成成成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

  ・寄贈美術・工芸作品等の保管委託事業と、収集資料の公開・活用事業とを分けた

中で、それぞれに適正な事務処理を行い、歴史の継承と文化の創造に努める。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検教育委員会点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書                    生涯学習部 郷土歴史課 

基本方針 ⑤ 地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります 

施策の柱 ② 歴史の継承と文化の創造 

実施事業名 ９ 文化資料展示施設開設事業 

当初予算額 ０ 千円  執行額 ０ 千円  

予算現額 ０ 千円  執行率 ０ ％   

１１１１．．．．目的目的目的目的    

文化資料展示施設を開設することにより、市民（地域）の歴史・文化情報に対す

るニーズに応え、郷土愛の醸成を促す。 

 

２２２２．．．．平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

・元県立藤沢高等学校跡地利用について庁内の関係各課による協議の実施 

 

３３３３．．．．進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

  ・進捗なし。 

 

４４４４．．．．評価評価評価評価およびそのおよびそのおよびそのおよびその理由理由理由理由    

   Ｄ：文化資料展示施設開設事業については、元県立藤沢高等学校跡地利用を含め

た中での検討が必要であり、現状では対応を図ることができないため。 

 

５５５５．．．．効果効果効果効果・・・・成果成果成果成果    

  ・事業の進捗がないため、効果・成果はなし。 

 

６６６６．．．．課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

  ・文化資料展示施設開設事業については、元県立藤沢高等学校跡地利用を含めた中

での検討がされたが、現状では土地の取得等、県との調整が進んでいないため、

対応を図ることができない。 

 

７７７７．．．．平平平平成成成成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応やややや施策施策施策施策のののの柱柱柱柱をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組についてについてについてについて    

  ・現在のところ、県からの土地の確保の状況を見守っているところであるが、歴史

の継承と文化の創造のため、適正な検討を図っていきたい。 
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３ 評価委員会からいただいたご意見 

 

基本方針基本方針基本方針基本方針    ③③③③    学校教育学校教育学校教育学校教育をををを充実充実充実充実させるさせるさせるさせる人的人的人的人的、、、、物的条件整備物的条件整備物的条件整備物的条件整備をををを図図図図りますりますりますります    

施策施策施策施策のののの柱柱柱柱        ①①①①    学学学学びをびをびをびを支支支支ええええ質質質質のののの高高高高いいいい教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備    

３３３３－－－－１１１１－－－－１１１１    特別支援教育整備事業特別支援教育整備事業特別支援教育整備事業特別支援教育整備事業    

【ご意見】 

○現場のニーズをくみ上げ、立派な成果を上げていると思う。予算が増額され

ていることから、現状では大変なニーズがあることが想像できる。そのニー

ズに対して予算が足りているのかということを検討してほしいと思う。 

○対象の児童生徒がたくさんいるのに、対応する大人の数が少ないと感じる。

あらゆる方法で人を募集し、藤沢市独自の特別支援教室の支援体制を築いて

ほしい。 

○通級指導教室を２校で開設し、特別支援学校・特別支援学級に学校看護介助

員２名を派遣したということは非常に大きく評価できる。今後はＨ２７年度

の目標達成に向けて、計画的に進めていってほしいと思うが、対応仕切れな

い部分については、県全体での取り組みも考えないと、藤沢市だけでやって

いくのは、困難を抱えてしまうことになると思う。 

【ご意見に対する方向性】 

・現場のニーズをくみ上げるとともに、特別な教育的支援を必要とする児童生

徒の人数や状況を把握し、支援体制の整備・充実を図っていきます。 

３３３３－－－－１１１１－－－－２２２２    新入生新入生新入生新入生サポートサポートサポートサポート事業事業事業事業    

【ご意見】 

○市費講師を何人派遣したかという形で事業の評価をしているが、本当であれ

ば、市費講師の派遣で、どのような子がどれだけ減ったのかという評価が重

要だと思う。これは大変難しいことで、今のような評価にならざるを得ない

ことは承知しているが、できる限り、子どもたちがどうなったかについて定

量的な評価ができればいいと思う。 

○これからもこの事業を続けてほしい。 

【ご意見に対する方向性】 

・課題のある子を確認して配置するのではなく、新年度初めから配置するので、

どのような子がどれだけ減ったのかという評価は難しい状況です。校長から

提出される実施報告書等を参考に考えていきたいと思います。 

・今後もこの事業については継続の方向です。 

３３３３－－－－１１１１－－－－３３３３    教育情報機器整備事業教育情報機器整備事業教育情報機器整備事業教育情報機器整備事業    

【ご意見】 

○子どもたちが情報機器に触れることは大切だが、教える側のリテラシーが十
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分でないと、十分な効果が得られないと思う。 

○この分野に関しては変化のスピードが速く、予算がいくらあっても足りない

ので、学校に整備していく際には少し距離を置いた方がいいと思う。 

○図書館に関しては、ＬＡＮの整備が必要だと思う。 

○校内ＬＡＮの導入に関しては、授業でいかに活用するのかということがメイ

ンであり、デジタル教材のメリット、デメリットも十分に議論した上で、校

内ＬＡＮの必要性・必然性についての検討が必要だと思う。 

○モデル校などで検討していくといった話もでたが、性急に進めるよりもじっ

くり検討していってほしいと思う。 

【ご意見に対する方向性】 

・毎年行っている情報教育研修における教員のリテラシー向上については、既

存の機器やソフトウエアの授業活用に向けて引き続き取り組んでいきます。 

・校内ＬＡＮについては、図書室利用も含め、授業のどの場面でどのような活

用をしていくのか、学校のニーズも踏まえて検討をしていきます。 

３３３３－－－－１１１１－－－－４４４４    藤沢市教育史編藤沢市教育史編藤沢市教育史編藤沢市教育史編さんさんさんさん事業事業事業事業    

【ご意見】 

○是非、このまま続けてほしい。将来的にはデジタル化の方向に進むかもしれ

ないが、史料としては、紙媒体も必要だと思うので、紙媒体とデジタルの両

面で進めてほしい。 

○史料の収集・整理・保管というのは、軽視されがちな事業だが、こうした事

業はとても大切な取り組みで、基盤的な事業だと思う。活用や公開といった

ことが今日的に求められるし、学校での授業実践における活用なども含めて、

ぜひ継続していってほしいと思う。 

【ご意見に対する方向性】 

・藤沢市の教育の指針を求めるため、貴重な教育史資料の散逸を事前に防ぐと

ともに、収集、整理、保存を継続していきたいと考えています。また、その

活用として、研究紀要である『教育アーカイブズふじさわ』の発刊、教育史

研修講座の開催、小・中学校の授業における史料活用の啓発、教育文化セン

ターの情報誌である『ふじさわ教育』における教育史関連記事の掲載、教育

文化センター内にある「教育史コーナー」設置による来館者への啓蒙、市民

等への教育史資料調査協力、教育史研究機関との連携等も継続していきたい。

また、文書館の教育版のような教育アーカイブズとしての位置づけを検討し

ていきたいと思います。 

・史料のデジタル化に関しては、ビデオテープ等は、ＤＶＤ化している。書籍

等については、今後の検討課題ととらえています。 

 



22222222    

３３３３－－－－１１１１－－－－５５５５    学校図書館管理運営事業学校図書館管理運営事業学校図書館管理運営事業学校図書館管理運営事業    

【ご意見】 

○図書館の来館者が１．６倍に増えているという評価をしているが、目に見え

る効果が評価として現れているのは非常に優れたことなので、これからも進

めていってほしい。 

○問題は中学校の図書館利用率が低いということだと感じる。図書館司書、図

書館専門員、図書ボランティアなどが増えれば、生徒たちもそれなりに足を

向けるようになるのではないかと思う。また、中学生は思春期でなおかつ進

路を決める時期でもある。図書館においても思春期の問題や、進路について

のアドバイスができるボランティア等が増えれば図書館の利用者も増えるの

ではないかと思う。 

○文科省などの財政措置などを大いに活用して、中学校などで勤務日の拡充を

し、いつ行ってもそのような職員がいる環境をつくってほしいと思う。 

【ご意見に対する方向性】 

・中学校における来館者数増加のために、生徒が読書に興味を持つ環境の整備

と調べ学習等の授業内容の工夫が必要であると考えます。図書館専門員の日

数の拡大を視野に入れながら、選書や図書館内のディスプレイの工夫をし、

来館者数の増加を図っていきます。 

    

    

    

    

基本方針基本方針基本方針基本方針    ⑤⑤⑤⑤    地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした芸術芸術芸術芸術・・・・文化活動文化活動文化活動文化活動のののの推進推進推進推進をををを図図図図りますりますりますります    

施策施策施策施策のののの柱柱柱柱    ②②②②    歴史歴史歴史歴史のののの継承継承継承継承とととと文化文化文化文化のののの創造創造創造創造    

５５５５－－－－２２２２――――１１１１    江江江江のののの島歴史遺産保存整備活用事業島歴史遺産保存整備活用事業島歴史遺産保存整備活用事業島歴史遺産保存整備活用事業    

【ご意見】 

○次年度以降の点検評価をするなかで、どういう根拠に基づいて評価をするの

かが難しくなるので、整備状況が１０％という表現は、少し具体的に示して

ほしい。Ｈ２７年度までに何ができていればいいのか、現実的な方向で見直

したほうがいいと思う。 

○観光地であるということが調査のネックになっているが、文化遺産なのであ

る程度覚悟のうえで予告をし、１ヶ月、２ヶ月と立ち入り禁止区域を作る等

をしていけば整備ができるのではないかと思う。 

【ご意見に対する方向性】 

・総合計画が廃止となったので計画を見直します。 

・指定のための範囲確認調査等は、引き続き管理者等と綿密な調整のもと、現
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地調査を実施していきたいと考えています。指定後の整備の段階には区域を

設定して整備を進めることとなると考えています。 

５５５５－－－－２２２２－－－－３３３３    文化財保護事業文化財保護事業文化財保護事業文化財保護事業    

【ご意見】 

○藤沢市全体で文化財を共有したいと思う。北部や西部で、このような文化財

に関して理解を深めるイベントを開催してほしいと思う。すぐ近所で開かれ

ていれば、大人や子どもも行ってみようかなとなると思う。 

【ご意見に対する方向性】 

・北部の市民センター等での展示について、検討をすすめています。 

５５５５――――２２２２－－－－４４４４    広域連携展示事業広域連携展示事業広域連携展示事業広域連携展示事業    

【ご意見】 

○うまくいっている事業だと思う。入場者数も順調であり、大変すばらしい事

だと思うので、この方向で引き続き進めてほしい。 

○鎌倉などとも連携をし、湘南地区という取り扱いをすると、このような文化

的なものは人を集めることができると思うので、これからも続けてほしい。 

○執行額が０円で執行率が１００％ということについて、全額助成金で執行し

たというコメントがついているが、注記を付けるなどして読んだときにわか

りやすい表記を工夫してほしいと思う。 

【ご意見に対する方向性】 

・助成金の取扱については、予算執行と助成との関係がはっきりするよう工夫

していきたいと思います。 

５５５５－－－－２２２２－－－－５５５５    保管施設整備事業保管施設整備事業保管施設整備事業保管施設整備事業    

【ご意見】 

○目標がすばらしいので、なんとか専用の保管施設を確保できるといいなと思

っている。展示施設開設事業が進めば、今問題になっている部分がかなり解

消されてくると思う。 

○民間との連携ができればと思うが、そう簡単なことではないのでしょうね。

いろいろな人を活用しながら藤沢市の文化遺産を保管していければと思う。

柔軟な発想を求めます。 

【ご意見に対する方向性】 

・保管を含めた資料公開については、小規模な展示スペースなどの確保にも努

めていきたいと思います。 

５５５５－－－－２２２２－－－－６６６６    映像資料整備公開事業映像資料整備公開事業映像資料整備公開事業映像資料整備公開事業    

【ご意見】 

○上映会の動員数も順調なのでこの調子で進めてほしい。 

○目的に「市民との協働によって地域の伝統や文化に関する映像記録の収集・



24242424    

 

公開を行うこと」と書いてあるが、映像を残すということに関しては、民間

にも非常に熱心な方がいてＮＰＯ団体を作っていたりする。日々変化してい

る藤沢市を記録してもらいたい。また、図書館も含めた各地区で、大きなラ

イブラリを作ってもらいたいと思う。市民が撮影した映像を市で募集するよ

うな窓口を作るなどして残すべき物は残してほしい。デジタルへの移行も期

待している。 

【ご意見に対する方向性】 

・当面はデジタル化を図ることで映像資料利用の間口を広げ、映像記録の作成・

継承にもつなげていきたいと思います。 

５５５５――――２２２２－－－－７７７７    保存民家復原公開事業保存民家復原公開事業保存民家復原公開事業保存民家復原公開事業    

【ご意見】 

○このような歴史的建造物を次世代に残していくということは大切だと思う。

電子博物館の方でも進めてもらえたらと思う。 

○建物を一度壊すと元に戻すのは難しい。デジタルの世界では３Ｄの技術も進

んでいるので、建物については壊す前にデジタルで記録し、仮想空間でもい

いので子どもたちのためにも残してほしい。 

【ご意見に対する方向性】 

・電子博物館の見直しの中で、歴史的建造物の記録化、公開についても検討し

ていきたいと思います。 

５５５５－－－－２２２２－－－－８８８８    歴史歴史歴史歴史・・・・文化財資料公開活用事業文化財資料公開活用事業文化財資料公開活用事業文化財資料公開活用事業    

【ご意見】 

○小・中学生にも郷土愛を持ってもらうためには、小・中学生の目をいつも忘

れずに、小・中学生が興味をもつような物を集めてほしい。 

【ご意見に対する方向性】 

・小学生のための郷土資料講座を充実する中で、現在行っている出張講座のみ

ならず、いつでも学習できるような「場」を確保するよう検討したいと思い

ます。 

５５５５――――２２２２－－－－９９９９    文化資料展示施設開設事業文化資料展示施設開設事業文化資料展示施設開設事業文化資料展示施設開設事業    

【ご意見】 

○藤沢は歴史的な遺産がとても多い自治体でもあり、展示室がないのはもった

いない。是非、問題を解決し実現にこぎつけてほしい。 

○民間の力を借りるなど、柔軟な発想でこれからも展開していってほしい。 

【ご意見に対する方向性】 

・保管を含めた資料公開については、民間の施設も視野に入れ、小規模な展示

スペースなどの確保にも努め、柔軟な発想で検討し充実させていきたい。 


