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平成２５年度 第１回藤沢市教育振興基本計画評価委員会 
 

日時：２０１３年（平成２５年）６月２７日（木) 
                      午後３時～午後４時１５分 
                   場所：森谷産業旭ビル４階 第１会議室 
 
委員会委員長          新井 秀明 （横浜国立大学教育人間科学部教授） 
委員会副委員長     北橋 節男  （学校・家庭・地域連携推進会議会長会会長） 
委員会委員       三浦 康之 （湘南工科大学情報工学科准教授） 
委員会委員       佐藤 優子 （藤沢市 PTA 連絡協議会副会長） 
 
教育委員会           阪井 祐基子（教育委員長） 

井上 公基 （教育委員長職務代理者） 
小澤 一成 （教育委員） 
赤見 恵司 （教育委員） 

教育委員会事務局    渡部 敏夫 （教育次長） 
            吉田 正彦 （教育部部長） 
            中島 徳幸 （教育部参事兼教育総務課課長） 

新田 昌幸 （教育総務課主幹） 
            髙石 佳久子（教育部参事兼教育指導課課長） 

小木曽 貴洋（教育指導課主幹） 
神尾  友美  （教育部参事兼学校給食課課長） 
須田 朗   （学校給食課主幹） 
村越 恭子 （学校給食課課長補佐） 
吉住 潤  （教育部参事兼学務保健課課長） 
髙橋 幹弘 （学校施設課課長） 
杉山 哲己 （教育部参事兼学校教育企画課課長） 
石井 宏樹 （学校教育企画課主幹） 
川島 祐輔 （学校教育企画課指導主事） 
石塚 義之 （学校教育企画課課長補佐） 

生涯学習部       上野 進   （生涯学習部参事兼生涯学習総務課課長） 
斎藤 隆久 （生涯学習総務課主幹） 
中川 あをい（生涯学習総務課課長補佐）  
小野 政行  （生涯学習部参事兼スポーツ推進課課長) 
松井 洋二 （生涯学習部参事兼郷土歴史課課長） 
細井 守  （郷土歴史課課長補佐） 
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山崎 秀男 （総合市民図書館館長） 
吉村 通  （文化芸術課課長補佐） 

   
（開 会） 
○新井委員長   
ただいまから、第１回藤沢市教育振興基本計画評価委員会を開会いたします。 
それでは、お手元の議事に沿って進めてまいりたいと思います。 
では、最初に事務局から資料の説明をお願いします。 

 
○石井学校教育企画課主幹   

それでは、本日お配りしております資料の説明をさせていただきます。 
資料１は、教育振興基本計画評価委員会、以降「評価委員会」とお読みしますが、委員４

名の名簿です。 
資料２は、評価委員会および教育委員、関係各課の職員、事務局の座席表です。 

資料３は、評価委員会の設置要綱で、設置目的・組織・委員の任期等を定めたものでござ

います。なお、本日は委員４名全員の方にご出席をいただいており、過半数を超えており

ますので会議が成立しております。 
資料４は、評価委員会傍聴規程で、会議の傍聴にあたっての遵守事項等を定めたもので

ございます。 
資料５は、「藤沢市教育振興基本計画書」でございます。国の定めた教育振興基本計画を

参酌し、生涯学習ふじさわプランや学校教育ふじさわビジョンと整合を図りながら、平成

２３年度から２７年度までの５年間の計画を位置付けているものでございます。                           
資料６は、藤沢市教育振興基本計画の体系を図式化した概要版でございます。 

 本日、対象事業の抽出、決定を行い、次回以降の委員会において、全事業の進行管理を

行っていただく予定ですので、ここで、点検・評価の方法についてご説明をいたします。 
 見開き面をご覧ください。これらの体系図の中から学校教育分野、生涯学習分野を考慮

し、基本方針をそれぞれ一つずつ選んでいただきます。その基本方針から施策の柱を一つ

程度選び、その直下の事業が今回の点検・評価の対象事業となるものでございます。この

７つの基本方針のうち、①②③⑦は学校教育分野で、④⑤⑥は生涯学習分野の内容となっ

ております。 
 昨年度の様子を例に具体的に説明させていただきますと、昨年度はまず基本方針の①「共

に学び，多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します」と基本方針の④「多

様な学びのできる生涯学習社会を目指します」を選択しました。基本方針①につきまして

は、施策の柱②と⑤を、基本方針④につきましては、施策の柱②を選択していただきまし

た。そして、最終的には、その直下の事業が点検・評価の対象となりました。 
 今年度につきましても、同様の流れで対象事業の抽出を行っていただきたいと思います。 
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 なお、実施事業欄の中で、太字の事業につきましては教育委員会及び生涯学習部以外の

事業ですので、点検・評価の対象とはなりません。 
 ただし、次回以降の評価委員会の議事内容であります「全事業の進行管理」を行う中で

は、対象となるものでございます。 
資料７は、藤沢市教育振興基本計画の進捗状況をまとめたものです。各シートには平成２

４年度の目標、実績、課題、今後の方向性等について記述してあります。 
資料８は、会議のスケジュールで、本日を含めまして３回開催をする予定でございます。 
 第１回評価委員会では、教育委員会点検・評価対象事業の抽出・決定します。 
第２回では、対象事業として決定されました事業の内容を担当各課からご説明をさせてい

ただき、質疑応答を行います。 
 第３回では、点検・評価の結果および全事業の進行管理について講評をいただきたいと

考えております。 
 資料の説明につきましては、以上でございます。 
 
○新井委員長   
ただいまの説明に関して、ご質問がありましたらお願いします。 

 
○新井委員長   
それでは、各事業の趣旨について、事務局に説明をお願いします。 

 
○杉山学校教育企画課課長   

それでは、各事業についてご説明をいたします。 
お手元の資料７藤沢市教育振興基本計画進捗状況シートをご覧ください。 
藤沢市教育振興基本計画には、７つの基本方針があり、その方針の次に施策の柱、実施

事業という順で体系づくりがされております。実施事業が全部で９９事業ございますが、

今回点検・評価をしていただきます事業は、教育委員会の所管する事業となりますので、

対象外の事業につきましては、説明を割愛させていただきます。 
基本方針① 共に学び、多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します。 
施策の柱①確かな学力の向上。１ 教育課程推進事業は、地域性を生かした特色ある教育

課程編成のため各教科等における実践への支援を行うもの。２ 国際教育推進事業は広く国

際的な視野に立って物事を考え、行動できる児童生徒の育成を図るものでございます。 
施策の柱②熱意と指導力のある教員の育成。１ 各教科研究研修関係事業は、各学校で行

われる教育研究や、小中学校の教育研究会においての研究、また新採用教員や年次経験者

の研修会を開催するもの、２ 教育文化センター研究研修事業は、教育関係職員に対して研

修講座及び授業研究セミナー等を企画・実施するもの、３ふじさわティーチャーズカレッ

ジ「学びあい」事業は、藤沢市の教員を目指す者に対し、教員に必要な技能の習得を図る
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研修を年間２０回程度行い、今後の藤沢市の教育を担う人材の育成を図るものでございま

す。 
施策の柱③開かれた学校づくりと信頼される学校経営の推進。１ 教育指導活動事業は、

学校教育の円滑な運営のため、指導主事による教育指導と学校問題解決支援員による学校

支援を行うもの、２ 学校支援コーディネーター制度事業は、学校と地域を結ぶ役割を果た

す仕組みとして学校支援コーディネーター制度を導入し、子どもたちの教育環境の向上を

図るものでございます。 
施策の柱④豊かな心と健康な身体を育む教育の推進。１ 人権・環境・平和教育関係事業

は、児童生徒及び教職員を対象にして、人権教育・環境教育・平和教育の啓発と研修を行

うもの、２ 児童生徒指導関係事業は、各種関係団体との連携協力をすすめ、児童生徒指導

上の情報交換や対応についての検討協議を行うもの、また、いじめ、不登校等の未然防止・

早期発見・早期指導のために研修等を通じ相談機能の充実を図るもの、３ 八ヶ岳野外体験

教室の充実事業は、八ヶ岳野外体験教室において、各学校が行う自主的・創造的な教育活

動を支援するもの、４ いじめ防止プログラム推進事業は、児童生徒が暴力を使わずに対立

を克服する方法や、自尊感情を持って生きることが暴力防止につながることを学ぶ「いじ

め防止プログラム」を学校で実施、展開するもの、５ 学校給食をとおしての食育推進事業

は、授業を通した食育により、児童に望ましい食習慣を身につけさせる、また、食物アレ

ルギーがある児童に対し、その対応を行うもの、６ 課外活動関係事業は、教育活動の一環

としての課外活動の円滑な運営と充実を図るため、各中学校課外活動運営委員会に対し補

助金を交付するもの、８ 中学校給食実施研究事業は、中学校給食の先進市における実施方

法や費用対効果などの研究を進める中で、中学校給食のあり方について検討するものでご

ざいます。 
施策の柱⑤一人ひとりのニーズに対する教育の推進。１ 特別支援教育推進事業は、特別

な教育的支援を必要とする児童生徒の学習上または生活上の困難を緩和・克服するための

教育的支援を行うもの、２ 学校教育相談センター事業は、児童生徒の学校生活への適応を

図るため、各小中学校へのスクールカウンセラーの派遣や、学校教育相談センターでの教

育相談・就学相談、及び相談支援教室における不登校児童生徒への相談支援をおこなうも

の、３ 不登校児童生徒対策事業は、不登校児童生徒及びその保護者を対象に各種の取り組

みを行うもの、４ 中学校学習支援事業は、生徒の基礎的・基本的な学力の確実な定着を図

るため、中学校における補習授業の実施を支援するものでございます。 
基本方針② 家庭教育・幼児教育・地域教育力の支援、充実を図ります。 
施策の柱②幼児教育の推進。６ 幼稚園・保育所・小学校・中学校連携推進事業は、幼児

教育と小学校や小学校と中学校の教育の充実及び連携の推進を図るため、協議・研修・交

流を行い、小１プロブレムや中１ギャップの解消を図ろうとするものでございます。 
施策の柱④教育機会の均等保障。１ 要保護準要保護児童・生徒援助事業は、経済的理由

により就学困難と認められる 児童生徒の保護者に対し、学用品費等を援助するもの、３ 
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就学援助拡充事業は、就学援助の拡充について検討をすすめるものでございます。 
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。１ 特別支援教育整備事業は、本市の特

別支援教育を推進するため、教育環境の整備を行うもの、２ 新入生サポート事業は、市立

小学校 1 年生を対象にして市費講師を配置するもの、３ 教育情報機器整備事業は教育情報

環境及び機器の整備を図るとともに、児童の学習の多くの場面において、教育情報機器を

活用した学習の充実を図るもの、４ 藤沢市教育史編さん事業は、本市の現在及び将来の教

育の指針を求めるため、貴重な資料の散逸を事前に防ぎ、調査と収集及び整理、保存等を

進めるもの、５ 学校図書館管理運営事業は、市立小中学校の学校図書館に、「学校図書館

専門員」を置き、学校図書館業務の円滑な運営を支援するものでございます。 
施策の柱②将来にわたって学べる環境整備。１ 学校施設長寿命化事業は、小・中・特別

支援学校の長寿命化を図るため、各種改修整備工事を実施するもの、２ 学校適正配置研究

事業は、児童・生徒数の推移に応じた学校の適正配置を検討するため、学校の統廃合を含

め、通学区域の再編・見直しの研究を行うものでございます。 
施策の柱③安全・安心で快適な学校施設の整備。１ 学校防犯事業は、市立小・中・特別

支援学校生徒の登下校時の安全確保、及び授業中の学校内の安全確保と防犯を図るための

事業を実施するもの、２ 学校施設環境整備事業（トイレ改修整備）、３ 学校施設環境整備

事業（空調設備整備）、４ 学校施設環境整備事業（管理諸室等空調設備整備）、５ 学校施

設環境整備事業（外壁補修塗装及び屋上防水補修）、６ 学校施設環境整備事業（グランド

等整備）、７ 学校施設環境整備事業（壁面緑化整備）の５事業については、省エネルギー

化及び低炭素化に対応した学校施設を目指し、小・中・特別支援学校において、各種改修

工事を実施するもの、８ 学校給食単独校化推進事業は、滝の沢小学校及び駒寄小学校の学

校給食調理場の単独校化を進めるもの、９ 学校給食食器改善事業は、施設の構造上給食用

ワゴンの使用ができない学校に対し、アルマイト食器に代わる軽量の樹脂製食器へ更新す

るもの、10 校庭の芝生化推進事業は、児童生徒の活動場所の安全と癒し空間の確保、また

環境に考慮した学校施設とするため、学校の校庭の一部や中庭の芝生化を進めるものでご

ざいます。 
なお、施策の柱②実施事業１学校施設長寿命化事業、施策の柱③実施事業６学校施設環

境整備事業（グランド等整備）については、Ｈ２４年度は実施しておりません。 
基本方針④ 多様な学びのできる生涯学習社会を目指します 
施策の柱①生涯学習の推進。１ 生涯学習推進事業は、生涯学習ネットワークの強化や、

生涯学習情報収集・発信の一元化と学習相談・情報提供の充実を図るもの、２ 社会教育振

興事業は、社会教育委員会議、社会教育関係職員等研修会等を開催するものでございます。 
施策の柱②多様な学びを支援する図書館活動の推進。１ 総合市民図書館運営管理事業は、

市民の多様な学びを支援するために、４館・１１市民図書室で資料・情報・施設を提供す

るもの、２ 総合市民図書館市民運営事業は、平成２３年度から辻堂市民図書館の図書館サ
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ービス業務を、さらに平成２４年度には湘南大庭市民図書館の図書館運営業務を NPO 法人

に業務委託し、サービスのさらなる拡充を目指すもの、３ 総合市民図書館整備事業は、市

民が安心して利用できる図書館施設を維持していくために、総合市民図書館の施設修繕と

改修工事を行うものでございます。４ 南市民図書館整備事業は南市民図書館の建て替えに

ついて検討する事業で、平成 24 年度は具体的な検討は行っておりません。５ 図書館情報

ネットワーク事業は、図書館情報ネットワークシステムの維持管理及び県内公立図書館・

市内大学図書館との連携を推進するもの、６ 障がい者・高齢者への宅配サービス事業は、

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、各家庭へボランティアにより図

書館資料を宅配するもの、７ 子ども読書活動推進事業は、「ふじさわ子ども読書プラン

2015」に基づき、子どもの読書環境の整備と読書機会の拡充を更に図るもの、８ 点字図書

館事業は、視覚障がい者への点字・録音図書の製作・貸し出しサービス、文化レクリエー

ション活動への支援、点字・カナタイプ指導及びボランティアの育成を行うもの、９ 次世

代図書館構築事業は、今までの図書館サービスの実績の上に、新しいニーズに対応した「次

世代図書館」を構築するものでございます。 
施策の柱③多様な文化をつなげる学習機会づくりの推進。１ 社会教育関係事業は、大学

等高等教育機関や社会教育関係団体と連携して、成人教育事業、女性教育関係事業、人権

教育関係事業など各種事業を実施するもの、２ 公民館運営事業は、各公民館において、乳

幼児家庭教育学級、高齢者学級等の学級・各種講座、公民館まつり、地域の特性を生かし

た事業等の実施を行うもの、３ 藤沢公民館改築事業、４ 村岡公民館改築事業は、老朽化

する二公民館の改築に向けて検討を行っていくものでございます。 
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①芸術・文化活動の支援。１ 市民ギャラリー事業は、市民の美術創作活動の推

進及び美術作品鑑賞のための主催・共催事業を行うもの、２ 芸術文化振興事業は、ゆとり

と潤いの実感できるこころ豊かな市民生活の実現のため、芸術鑑賞事業や体験発表事業な

どを実施し、芸術文化の鑑賞機会や活動の機会のさらなる充実を図るとともに、市民との

パートナーシップによる芸術文化の振興や、魅力ある文化創造の発信に向けた総合的な芸

術文化事業の展開を図るもの、３ 市民文化創造事業は、「こころの劇場小学生招待事業」

など、文化芸術団体を始め、市民、NPO、ボランティアや企業などと行政が連携・協働し

て、芸術文化の人づくりや場づくりをすすめるもの、４ 文化活動支援事業は、市民の主体

的な文化活動を推進するため、団体助成制度の充実や、側面的支援として行政の後援等の

活用、活動場所の優先的な提供等、多彩な手法による支援を行うもの、５ 芸術文化活動広

域ネットワーク事業は、「藤沢・茅ヶ崎・寒川による広域文化交流会」など、本市の優れた

芸術文化の地域資源を再確認・再発掘し、今後も一層広域・横断的なネットワークを創ろ

うとするものでございます。 
施策の柱②歴史の継承と文化の創造。１ 江の島歴史遺産保存整備活用事業は、江ノ島島

内に遺存するコッキング温室遺構などの歴史的資産を適正に保存・活用することで、史跡
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としての江ノ島の文化財的価値の維持・向上を図るとともに観光資源としても活用できる

よう整備をするもの、２ 市指定史跡耕余塾の跡整備事業は、吉田茂をはじめ、各界へ多く

の人材を輩出した明治地区にある市指定史跡「耕余塾の跡」を整備し、適切に管理するも

の、３ 文化財保護事業は、文化財保護の推進のために文化財の調査・研究・保存・管理、

普及・活用及び埋蔵文化財の調査等を実施するもの、４ 広域連携展示事業は、茅ヶ崎市美

術館を利用した共同作業による展示会を、広域文化活動部会事業に位置づけ、市民団体等

との協力のもとに開催するもの、５ 保管施設整備事業は、生涯学習課博物館準備担当所管

収蔵施設を適正に管理し、博物館資料の保存環境を良好な状態に保ち、展示公開などを通

じて市民への還元を図るもの、６ 映像資料整備公開事業は、現在保有する映像資料を劣化

から守るため新たなメディアに保存するなど整備を進め、将来の市民に映像資産を引き継

ぐもの、７ 保存民家復原公開事業は、博物館資料として保管している広文堂店蔵、下土棚

農家、江ノ島漁師の家、村岡の土蔵の４件の解体保存建物の移築復原を順次実施し、公開

活用を図るもの、８ 歴史・文化財資料公開活用事業は、寄贈美術・工芸作品等の保管・公

開、地域施設における展示事業実施、収蔵資料目録の整備・公開、展示会の成果を再活用

するための展示図録の作成、電子博物館の整備、学校等における博物館講座の実施等、公

開活用事業の充実を図るもの、９ 文化資料展示施設開設事業は、博物館資料や地域に関連

する総合的な文化資料を公開し、市民が活用するための施設を整備するものでございます。 
基本方針⑥ 健康で豊かなスポーツライフの環境整備を行います 
施策の柱②スポーツ環境の充実。１ 子どもの体力向上対策事業は、市立小学校５年生と

中学校２年生を対象とした「体力測定テスト」を実施に際し測定員を派遣し、その結果を

基に、子どもの体力を分析して、子どもの体力向上のための方策を検討するもの、 
２ スポーツ環境整備事業は、市民の誰もが気軽にスポーツに親しめる環境を整備するため、

スポーツ施設の整備拡充を図るもの、３ スポーツバリアフリー事業は、市民誰もが安心し

てスポーツ・レクリエーション活動に利用できるスポーツ施設を適切に維持するため、バ

リアフリー化を計画的に行うもの、４ スポーツノーマライゼーション事業は、スポーツノ

ーマライゼーションを推進するため、統括的な障がい者スポーツ団体を組織化し、より多

くの市民がスポーツに親しめる環境づくりに取り組むものでございます。 
施策の柱③生涯スポーツ活動の推進。１ 生涯スポーツ活動促進事業は、スポーツ活動や

健康づくりに関する情報を広く市民に提供し、スポーツや健康に関する意識の向上をはか

るもの、２ 市民スポーツサポート事業は、地域スポーツを支えるスポーツ推進委員の充実

と地域指導者やボランティアの養成など、市民のスポーツ・レクリエーション活動の支え

となる指導者を養成、活用し、活動が安全かつ効果的に促進されるように努めるもの、 
３ 競技力向上事業は、競技力の向上を目指し、市内競技選手の支援を行うもの。また、ス

ポーツ振興基金を活用し、競技会等に出場する団体または出場者に対して賞賜金を交付し

スポーツの推進を図るもの、４ ビーチバレー大会開催事業は、ビーチバレー発祥の地とい

うブランドを生かし「観るスポーツ」として、市民に観戦機会を提供することを目的とし
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て、各種ビーチバレー大会を開催するもの、５ 市民マラソン開催事業は、湘南の地域特性

を生かしたスポーツ活動を推進するため、江の島を主会場として海岸線をコースとする、

市民マラソン大会を開催するものでございます。 
基本方針⑦ 多文化・多世代の交流の推進 
施策の柱②学校・家庭・地域等の連携、協働の推進。１ 地産地消の充実事業は、学校給

食に安全・安心な地元野菜・水産物などの給食食材の使用推進を図り、地産地消を充実さ

せるもの、３ 学校教育施設の有効活用推進事業は、地域に開かれた学校づくりのため学校

教育施設の有効活用について検討を行うもの、５ 学校・家庭・地域連携推進事業は、PTA
育成事業、学校・家庭・地域連携推進事業等を相互に関連づけながら地域の教育力向上を

目指し、次世代の地域社会の担い手を育成することで学校支援につなげるものでございま

す。 
 

○新井委員長   
説明が終わりました。これより、対象事業の抽出を行いたいと思います。抽出方法につ

きましては、事務局から説明がありましたが、学校教育分野と生涯学習分野からそれぞれ，

施策の柱を選び、対象となる事業を決定していきたいと思います。 
  それでは、どなたかご意見、ご質問はございませんか？ 
 
○新井委員長   
質問ですが、７つの基本方針３の施策の柱の１にある、新入生サポート事業がどういう

ものか、もう少し詳しく教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
○吉住学務保健課課長    
それではお答えします。新入生サポート事業ですが、入学してすぐに学校生活に適応で

きない児童が増えているという状況の中で、小学校１年生の各クラスに、１日１時間サポ

ート講師として市費の教員を派遣しまして、特に適応についてケアが必要な子どもに対し

て個別指導をしたり、または、ティームティーチングというかたちで担任のフォローをし

たりする、本市独自の事業です。学校や保護者からは好評で継続しているところです。以

上です。 
 
○新井委員長   
ありがとうございます。ほかに何かございますか。 

 
○三浦委員     
お伺いしたいことがあるのですが、今回は施策の柱として見ていこうということで、柱

の単位で見ていこうということで、資料７をひととおり見させていただき、柱単位で評価
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区分のＣやＤが目立つものをチェックしてみたのですが、基本方針３の③の安全・安心で

快適な学校施設の整備ですが、ＣやＤが比較的多い区分だと思います。見ると理由が事業

予算の財政措置ができなかったためということで、ちょっと気になりました。もうひとつ

が、基本方針５の２ですがＣやＤが多く、予算が無いということではなく、もともとの目

論見がはずれたような感じなので、てこ入れできたらしたほうがいいのかなと考えており

ます。これについてお伺いしたいのですが、まず、３－３予算措置が取れないというのは、

どういう経緯でこうなってしまったのか、お教えいただけたらと思います。 
 
○高橋学校施設課課長   

今の点について、ご説明いたします。この事業は実際に非常に費用が掛かるという中で、

学校からの要望としてはトイレの改修、近年の猛暑という中で空調施設の整備を強く求め

られておりますことから、それらの部分に重点的に事業を行ってきたということで、限ら

れた財政状況の中でそこを優先してきたということです。 
 
○三浦委員     
ということは、必要な事業があって、現場からの要請に応じて特定のところに重点配分

をせざるを得なかったために、ほかのところに回りにくかったので、項目だけみると、Ｃ

やＤが多いように見えるけれど、教育現場のニーズに沿った措置であると考えればいいの

でしょうか。 
 
○高橋学校施設課課長   
はい、そうです。 

 
○三浦委員     
わかりました。ありがとうございました。 
次に５－２ですが、これは予算措置ではないと思いますが、何故、ＣやＤが多いのでし

ょうか。藤沢市はかなり多くの歴史的・文化的財産があると思います。昔、東海道の宿場

町だったこともありますし、歴史的に有名な施設がありますし、江の島があります。非常

に恵まれた地域であるにもかかわらず、まとまったかたちの歴史資料館などは存在しない

のかなと思うのと、Web ベースでも、もっと頑張れるのではないかと、私としてはもった

いないと思っています。これについて何が原因で、ＣやＤが多いのか簡単に説明をお願い

します。 
 
○細井郷土歴史課課長補佐   

提供方法として、映像資料ですとか民家復原ですとか、文化施設の設置ですとか、こう

いったお金のかかるものを出した中で現状にはそぐわない、また、予算がつかない中で、
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目標を高く設定しすぎた部分もありまして、達成ができなかったこともあり、今後見直し

をしていこうということで、Ｄにしてあります。 
 
○三浦委員     
ありがとうございました。戦略的に考えていけば、おもしろくなりそうな話なのではな

いかと思いました。 
３－３に戻りますが、平成 27 年度までの事業ですので、ここに掲げてあるものは平成 27

年度までには整備できそうなめどが、現在あるのでしょうか。 
 
○高橋学校施設課課長   
事業が大きいものですから、一般財源だけではなかなかできない部分もありますので、

特定財源の確保に努めながらその実現に向けて、頑張っていきたいと思っています。 
 
○新井委員長     
特定財源と一般財源の違いを教えてください。 

 
○高橋学校施設課課長   

特定財源というのは、国の国庫補助金ですとかこういった整備事業に対して、国からの

補助が対象事業者に下りるというもので、その財源確保に努めていくということです。 
 
○新井委員長    
ありがとうございました。それではほかの委員さん、いかがでしょうか。 

 
○北橋副委員長     

６の柱のスポーツのところなのですが、評価的にはいい評価がたくさん並んでいるので

すね。子どもたちの健康増進でありがたいのですが、今、学校現場では指導者が少なくて、

小学生も中学生も学校外のスポーツ施設へいってしまうような傾向があるようです。学校

のスポーツ、指導者が少ないのか、部活動よりそちらにいってしまうような気がしますが、

学校スポーツの指導者について、何か説明していただけますでしょうか。 
 
○髙石教育指導課課長   
藤沢市の場合は運動部への入部率は全国からみると高いほうです。６０％位だと思うの

ですが、男子の方が多いようです。サッカー部・野球部は全部の学校にありますが、指導

者が足りないという場合には地域指導者派遣事業というのがあります。各学校に入ってい

ただく関係で講座を受けていただくのですが、地域指導者と認定された方に対しては謝金

をお支払いするという制度がございます。そういった制度で５０名ほどの指導者に 19 校で
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指導していただいているところです。近年、野球・サッカーについてはクラブチームもか

なり活発で、学校の部活動だけでは物足りないというお子さん、また、野球でも硬式をや

りたい場合についてはクラブチームに入っています。学校には水泳・柔道などはありませ

んので、スイミングスクール・道場に通っているという状況です。 
 
○新井委員長   
はい、ありがとうございます。どういう基本方針、柱を決めていくべきか、ということ

になってくるのですが、今、ご質問のようなかたちでそれぞれ出されましたが、ご質問さ

れたところについて、抽出する施策の柱として決めたほうがいいのではないかといったご

意見と理解してもよろしいでしょうか。 
 
○三浦委員    

はい、そうです。 
 
○新井委員長   
北橋副委員長は、よろしいでしょうか。 

 
○北橋副委員長    

はい、結構です。 
 
○新井委員長   
柱をどういうふうに決めていくかということについて、何かあれば率直にご意見いただ

けたらと思います。 
私自身も意見を言わせていただければと思いますが、昨年は１の基本方針の２と５、４

の基本方針の２をやりました。今年はそれ以外から選ぶのが順当かと思っています。先ほ

ど３の基本方針の３―３が指摘されたのですが、私としましては、３－１の「学びを支え

質の高い教育環境の整備」を、といった事業に関心があります。生涯学習に関しましては、

２の「歴史の継承と文化の創造」との話があったのですが、私としては、１の「芸術・文

化活動の支援」のほうが興味深いと思っています。もう少し皆さんと話し合いながら決め

ていければと思います。 
少しまとめさせていただきますと、方針というところでは、３．「学校教育を充実させる

人的、物的条件整備を図ります」５．「地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図ります」 
６．「健康で豊かなスポーツライフの環境整備を行います」と、３つが上がっているのです

が、ご関心、ご意見ありましたらお願いします。 
 
○三浦委員    
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今のことに関しての意見ですが、先ほど３－３を押していたのですが、これは何かの整

備事業という話で、ＣやＤが多いというのも結局は現場のニーズに添った話であるという

ことなので、事業として問題があるとか見直しがあるといった話にはなりにくいのと、私

たちのレベルでＣやＤが多いからどうにかしましょうみたいなことを、言いにくいのかと

思いますので、私の方は３－３のほうを強く進めるというようなことはあまり考えており

ません。３－１を抽出することについては特に問題ないと思います。 
ただ、５－２に関しましては藤沢市という地理的な状況を鑑みたときに、これだけの歴

史的な資産があるわけです。私は東北出身なのですが資料館がありまして、課外実習で資

料館に行ったり、史跡を巡ったり、といったことをかなりやりました。それが郷土愛に、

のちのちつながっていくということがございますので、ここはちょっと強く押したいとい

う思いがあります。もったいないと思います。 
 
○新井委員長   
はい。三浦委員からご発言がありましたが、北橋副委員長は、５の「地域に根ざした芸

術・文化活動の推進を図ります」の１と２の両方でよいですか。昨年はひとつの方針の中

にふたつといった場合がありましたけれど、事業数としますと 19 となります。検討すべき

事業数として多すぎるとか、いかがでしょうか。 
(「多い」の声あり) 
 
○新井委員長  

昨年はいかがでしたか。 
 
○杉山学校教育企画課課長   

１３事業です。 
 
○新井委員長   
そうしますと「歴史の継承と文化の創造」の方でいかがかと思います。昨年と同じ位の

事業数等も含め総合的に考えた場合、「歴史の継承と文化の創造」の方がよろしいかと思い

ます。いかがでしょうか？ 
（「異議なし」の声あり） 
それでは、今年度の点検・評価の対象事業として、学校教育分野からは基本方針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」実施事業は１特別支援教育整備事業・２新入生サポート事業・３教育情報

機器整備事業・４藤沢市教育史編さん事業・５学校図書館管理運営事業。生涯学習分野か

らは基本方針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
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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。 
以上に決定したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか？ 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議がございませんので、そのように決定いたしました。 

 
○新井委員長    
それではこれで、第１回の委員会を終了いたします。 

次回の会議は， 
 ７月１６日 火曜日 午前１０時から、 
 傍聴者の定員は１５名、 
場所は、市役所 第３庁舎第３会議室において開催いたします。 
これをもちまして，本日の会議を終了させていただきます。 
お疲れ様でした。 


