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はじめに 

 

１ 実施方針 

  効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たして

いくため、教育委員会の点検・評価と併せ藤沢市教育振興基本計画の進行管

理を実施し、教育委員会活動報告とともに公表していきます。 

 

２ 趣旨 

「藤沢市教育振興基本計画」は、本市の教育に関する総合的な中期計画と

して 2011 年（平成 23 年）3 月に策定をしました。その計画を確実に推進して

いくため、昨年度から外部の有識者による藤沢市教育振興基本計画評価委員

会を設置し、教育委員会の点検・評価と併せ、本計画第Ⅴ章による全事業の

進行管理を行うこととしました。 

点検・評価については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以

下「地教行法」という。）第 27 条第 1 項において「教育委員会は、毎年、そ

の権限に属する事務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。」とされています。 

  今年度も昨年度と同様に点検・評価結果と全事業の進行管理を併せた報告

書を作成し、いただいたご意見については、計画の進行や見直しなどに生か

していきます。 

 

３ 実施方法 

（１）  点検・評価に当たっては、地教行法第 27 条第 2 項の規定を踏まえ、藤

沢市教育振興基本計画評価委員会において、教育に関し学識経験を有す

る委員の方々が、主体的に抽出した 13 事業について重点的に議論し、様々

なご意見・ご助言をいただきました。 

評価の方法については、教育振興基本計画の体系図から学校教育分野

と生涯学習分野にあたる基本方針・施策の柱を抽出し、その施策の柱の

中にある実施事業を対象事業としました。また、事業の進捗状況・効果・

成果等を明らかにし、課題・問題点を分析して課題解決の具体的方策を

検討しました。 

（２） 教育振興基本計画の進行管理については、全事業を一覧表でまとめ、

進捗状況と所管する課の自己評価を明確にしました。 
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４ 藤沢市教育振興基本計画評価委員会  

（敬称略） 

 氏 名 役 職 等 

委員長 新 井 秀 明 横浜国立大学教育人間科学部教授 

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 三 浦 康 之 湘南工科大学情報工学科准教授 

委 員 佐 藤 優 子 藤沢市 PTA 連絡協議会副会長 

 

５ 開催状況 

（１） 第１回藤沢市教育振興基本計画評価委員会 2013 年 6 月 27 日（木） 

    ・藤沢市教育振興基本計画評価委員委嘱 

    ・委員長選出、副委員長指名 

    ・９９事業についての質疑応答 

    ・点検・評価対象事業の抽出 

 

（２） 第２回藤沢市教育振興基本計画評価委員会 2013 年 7 月 16 日（火） 

    ・点検・評価対象事業について担当課より事業説明 

    ・事業説明に関する質疑応答 

 

（３） 第３回藤沢市教育振興基本計画評価委員会 2013 年 8 月 6 日（火） 

   ・点検・評価対象事業についての追加質問 

・点検・評価対象事業に対する講評 

・全事業の進行管理についての講評 

・教育委員会へのアドバイス 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9999    

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。 

 



11111111    

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。 
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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・
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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。 
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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

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
Ｂ

実施 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

１　藤沢市教育振興基本計画の進捗状況

今後も、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及びよりよい

外国語教育・外国語活動の指導充実を図るた

め、事業を継続して行う。

外国語指導講師１６名が市立

小・中学校を訪問し、中学校

外国語（英語）と小学校外国

語活動の授業を実施した。国

際理解協力員が小学校１～４

年の全学級を訪問し、国際理

解やふれあい体験を深めた。

　日本語指導員が学校生活へ

の適応を支援するために、日

本語指導を必要とする児童生

徒に対して、個別に日本語指

導を行った。

小学校外国語活動の支援とし

て、外国語活動支援員、地域

連携多摩大学学生ボランティ

アが小学校を訪問した。

・FLT

　中学校19.０時間

　小学校１４.８時間

・国際理解協力員

　小１～小４　２.０時間

・学習指導要領に則った

創意工夫ある教育課程の

実践

・「学校教育ふじさわビ

ジョン」の理念に沿った

各学校の学校教育目標に

合わせた教育実践

計画通り実施できた。今後も支援を続ける必

要がある。

・市立55校（全校）で実施

・指導主事による授業研究や

教育課程推進のために必要な

教材教具の整備を行った。

・ＦＬＴ

　中学校２３時間

　小学校１０時間

・国際理解協力員

　小１～小６　２.５時間

・ＦＬＴ

　中学校２３時間

　小学校１７時間

・国際理解協力員

　小１～小４　２.５時間

・課題は特になし

・学習指導要領の趣旨を踏まえ、「学校教育

ふじさわビジョン」の理念に沿った教育活動

を実践するために事業の継続が必要である。

・市立５５校〈全校〉で

実施

・指導主事による授業研

究や教育課程推進のため

に必要な教材教具の整備

を行った。

・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

・外国語教育・外国語

活動の指導充実

国際教育推進事業

・外国語指導講師が市立

学校を訪問し、中学校外

国語（英語）と小学校外

国語活動の授業を実施す

る。

・国際理解協力員の派遣

を行う。

・外国籍児童生徒の学校

教育への適応に向けた支

援を行う。(ＦＬＴ、国際

理解協力員、日本語指導

員、外国語活動支援員等

配置）

１－１－１

・学校指導要領に則

り、各学校において、

学校や地域の実態を踏

まえた創意工夫ある教

育課程実施のため、特

色ある教育課程を編成

する。

・「学校教育ふじさわ

ビジョン」の理念に

沿った学校教育目標の

具現化を図ることによ

り、実りある教育の実

践を行うことができ

る。

・各教科等における実り

ある教育の実践への支援

を行う。

・「学校教育ふじさわビ

ジョン」の理念に沿った

学校教育目標の具現化へ

の支援を行う。

10,516千円

教育指導課

2

78,601千円

75,298千円

1

教育指導課

１－１－２

教育課程推進事業

11,156千円

Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

理由と課題

今後の方向

事業の目的

〈期待される効果〉

事業コード

事業名

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

担当課

予算額(上)・決算額(下)

事業の内容

2
6



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②　熱意と指導力のある教員の育成

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

評価区分

理由と課題

今後の方向

計画策定当初の目標を達成できた。藤沢で教

師になりたい受講生をいかに集めるか、ま

た、臨任、非常勤の受講生に対して、年度の

早い段階で指導に入れるかが課題である。

本年度の事業内容は概ね滞りなく進んだ。

「学習意識調査」の結果の更に詳細な分析を

する。藤沢市総合かがく展の運営について改

善を図る。

市立学校教育関係職員の

資質及び本市の教育の質

の向上

・教員の資質と教育の質の向上に向けて、工

夫改善を図りながら今後も実施していく。

・授業時間数増に伴い、研修時間の確保が課

題である。引き続き研修の方法等、工夫改善

を図る必要がある。

・各学校、各研究会において

年間計画に沿って研究を実施

した。

・すべての研修を予定回数実

施し、各研修の目的を達成す

ることができた。

・研究推進校へ指導主事が訪

問し、授業研究を行い、研究

の推進を図った。

市立学校教員に対して実

施

これまでの取り組みが一定の成果を上げてい

ることから、今後も研修内容を見直しつつも

継続して取り組んでいく必要がある。

県教員採用試験合格者数

34人（累積）

21年度14人

22年度20人ふじさわﾃｨｰﾁｬｰｽﾞｶﾚｯｼﾞ

「学びあい」事業

県教員採用試験合格者数

36人（累積103人）

県教員採用試験合格者数

（累積）

170人

（23年度以降毎年26人

合格）
学校教育企画課

3

１－２－３

・高い資質と技量、教

育に対する情熱をもっ

た教員の確保

・臨時的任用教員、非

常勤講師の資質の向上

・今後の本市の教育を担

う人材の育成を図るた

め、藤沢市立小・中学校

の教員を目指す者に対

し、教員に必要な知識や

技能の習得を図る研修を

年間20回程度行う。

・基本研修に加え、運営

指導員による特別研修や

マンツーマンのきめ細か

な指導を行う。

（60人（小30・中30）

の受講生を募集）

10,564千円

10,532千円

研究部会106回実施、研修講

座69本開催、研究紀要・教育

情報誌発刊、教育文化講演会

開催、藤沢市総合かがく展開

催

市立学校教育関係職員の

資質及び本市の教育の質

の向上

「学習意識調査」の補足調査を実施する。藤

沢市総合かがく展の校内担当者を対象とした

研修講座を開催すると共に、会場設営・撤収

に藤小研・藤中研理科部の協力を依頼する。

藤沢の自然はＨ26の発刊を目指して調査・

編集を継続する。

研究部会99回実施

研修講座70本開催

研究紀要・教育情報誌発

刊

2

１－２－２

教育関係職員の資質や

指導力の向上を図る。

本市の教育及びこれに係

わる文化の振興に関する

専門的、技術的事項の調

査研究並びに教育関係職

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。

（研究部会の開催・研究

紀要の発刊・研修講座の

開催・教育情報の提供・

H24藤沢の自然発刊）

29,351千円

27,732千円

学校教育企画課

教育文化センター

教育文化センター

研究研修事業

1

１－２－１

・教員の資質と教育の

質の向上

・各学校校内研究会、研

究推進校教育研究会、市

小中教育研究会において

教育研究事業の研究を行

う。

・新規採用教員及び教職

１，２，３，４，20年経

験者の研修会を開催す

る。

各教科研究研修関係事業

教育指導課

17,855千円

17,827千円

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

事業名

予算額(上)・決算額(下)

担当課

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

2
7



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③　開かれた学校づくりと信頼される学校経営の推進

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

B

13校で実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標 今後の方向

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

担当課

1

１－３－１

・指導主事の学校訪問

により、学校の教育力

や教員の指導技術・指

導力の向上を図る。

・学校が抱える諸課題

について、支援を図

り、学校とともに諸課

題の解決を図る。

学校教育の円滑な運営の

ため学校教育指導計画を

作成し、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。

（指導主事の学校訪問市

立55校（全校）、学校問

題解決支援員４人配置）

･学校の教育力・教員の

指導力の向上が図られ

た。

・学校が抱える諸課題に

ついて、学校とともに

効果的な解決が図られ

た。

教育指導活動事業

・学校の教育力及び教員

の指導力の向上

・学校が抱える諸課題の

効果的な解決

学校問題解決支援員の対応するケースの複雑

化により、対応する時間が増加し、個々の

ケースに丁寧に対応することが難しくなって

きた。

2

１－３－２

・開かれた学校づくり

・子どもたちの教育環

境の向上

・教員の児童生徒へ向

き合う時間の増大

学校教育をさらに充実さ

せるため、「市民力」

「地域力」を生かしなが

ら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。

各学校においては、諸問題の初期対応を丁寧

に行い、問題を未然防止していく必要があ

る。特に新採用の教員については、初任研で

も啓発していく。

教育指導課

11,592千円

10,659千円

・指導主事による学校訪問の

実施（小学校13校　中学校

11校　特別支援学校１校）

・学校問題解決支援員が保護

者相談や学校が抱える諸問題

に対応し、学校とともに効果

的な解決を図った。

学校のニーズに応じて配置を進めていく。

教職員、地域との信頼関係を築いていくよう

働きかけ、よりいっそうの開かれた学校づく

りを進める。

学校教育企画課

3,287千円

3,160千円

昨年度より5校増え、13校に

26名のコーディネーターの配

置がされた。

中学校２校、小学校２校

で試行

学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ制度

事業

24年度の数値目標が達成されたため

コーディネーター配置校

28校

2
8



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④　豊かな心と健康な身体を育む教育の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施（見直し）
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向Ｈ27年度末の目標

・体験活動を行うことに

より心豊かな児童生徒の

育成が図れた。

・市民等に自然環境に触

れられる場を提供でき

た。

全児童生徒の健全育成を

図った。

全児童生徒に実施し、人

権・環境・平和について

の意識の啓発を行った。

市民利用については、宿泊費等の利用料金が

適正であるかが課題である。

・体験活動を行うことにより

心豊かな児童生徒の育成が図

れた。

・市民等に自然環境に触れら

れる場を提供できた。

・体験教室のプログラム

の検証を行い、自主性・

創造性にあふれた、心豊

かな児童生徒の育成

・市民等が自然環境に触

れられる場の利用の拡大

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

施設整備を図っていく。引き続き市民等の野

外体験施設として自然環境に触れられる場を

提供し利用拡大を図る。

3

１－４－３
・八ヶ岳周辺の大自然の

中で各学校が行う教育活

動の充実を図ることで、

児童生徒の個性や自主

性・創造性を伸ばし、心

豊かに育てる。

・市民等の野外体験施設

としての利用に供するこ

とで自然環境に触れられ

る場を提供する。

学校教育施設として、

八ヶ岳周辺の大自然の中

で各学校が行う自主的・

創造的な教育活動を展開

し、また、市民団体等の

野外体験施設として活用

する。

216,344千円

214,527千円

八ヶ岳野外体験教室の

充実事業

学校教育企画課

いじめ問題が大きくクローズアップされる中

で、早期発見、早期対応をいかに取り組んで

いくか。不登校児童への丁寧な対応。

・児童生徒指導支援対策会議

の開催〔１回）

・支援サポート会議の開催

（中学校で４回開催）

・平成２５年度配布用「いじ

め？！感じよう受けとめよ

う」リーフレットの作成（４

０００部）

児童生徒の健全育成を図

り、いじめ・暴力行為・

不登校の件数の減少

児童生徒のいじめ問題へのアンケートを複数

回実施する。

「児童生徒指導の手引き」の見直しを行う。

小４、中1にいじめリーフレットを配付す

る。

人権・環境・平和につ

いての知識や理念を身

につけた児童生徒の育

成を図る。

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。

2

１－４－２

市内小・中・特別支援

学校児童生徒の健全育

成を図る。

・学校、保護者、警察、

各種関係団体の連携協力

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。

・いじめ、不登校等の児

童生徒指導上の諸問題に

ついては、上記関係機関

との連携を深め、研修等

を通じ相談機能の充実を

図ることにより、未然防

止・早期発見・早期指導

に努める。

345千円

230千円

児童生徒指導関係事業

教育指導課

1

１－４－１

人権・環境・平和教育

関係事業

人権・環境・平和の研修により、担当者に意

識の啓発をおこなったが、新採用職員も多い

ため継続して行う必要がある。

人権・環境・平和につい

ての知識や理念を身につ

けた児童生徒の育成

人権・環境・平和教育担当者会においては、

計画通り実施できたが、内容の検討を行い、

次年度も引き続き企画していく。実践・活動

の記録集においては、一層の活用がなされる

よう書式等の検討を引き続き行う。

教育指導課

467千円

426千円

・子どもの権利条約啓発リー

フレットの配付（５５校）・

チャレンジ「かわせみ」実践

状況の報告（５５校）

・人権・環境・平和教育担当

者会２回の実施

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

Ｈ２２年度末の状況

2
9



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④　豊かな心と健康な身体を育む教育の推進

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

小3・中11校で実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉 B

実施 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

今後の方向

小学校では平成２３年度、中学校では平成２

４年度に新しい学習指導要領が全面実施さ

れ、「いじめ防止プログラム」のための時間

確保が難しくなってきた。

実施校17校で340人の

スクールバディが活動

いじめ防止プログラムや「スクールバディ」

に頼らず、既存の組織でいじめ防止に取り組

んでいる学校も増えてきたこともあり、湘南

DVサポートセンターが実施する「いじめ防

止プログラム」だけでなく他のいじめ防止に

つながる活動についても支援していく。

実施校７校で140人のス

クールバディが活動

・「食に関する年間指導計画」を36校（全

校）で作成し、食育指導を実施したが、各学

年で指導することは異なっていた。

　全校統一した食育指導の基本の作成。

・「食物除去の指示書」に記入もれ、記入ミ

ス等があった。

　「食物除去の指示書」の見直し。

入部率　全体90.0%

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

教育指導課

学校でいじめ防止プログ

ラムを実施し、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。

学年全体を対象とした講

演会とクラスごとのワー

クショップの後、有志の

生徒を募って「スクール

バディ」活動へと発展す

る。

5,117千円

3,568千円

いじめ防止プログラム

推進事業

4

１－４－４

学校の中に組織された

「スクールバディ」

が、学校からいじめの

傍観者を無くすための

活動をすることによ

り、いじめがおこりに

くい学校を目指す。

5

１－４－５

・日常生活における食

事について正しい理解

を深める。

・望ましい食習慣を養

う。

6

0千円

課外活動の円滑な運営と充実を図るため、今

後も引き続き実施していく必要がある。
教育総務課

・「食に関する年間指導

計画」に基づいた指導

36校（市立全小学校・

特別支援学校）

・「藤沢市学校における

食物アレルギーの対応に

ついて」を実施

・「食に関する年間指導計

画」を作成し、食に関する項

目を含んだ教科や特別活動な

どの授業を３６校で実施し

た。

・藤沢市母子保健推進協議会

アレルギー専門部会の中で乳

幼児期から小・中学校時期

（特別支援学校含む）の食物

アレルギーについて、医療機

関と連携し適切な対応ができ

るように「藤沢市食物アレル

ギー対応運用手引き」を作成

した。それに伴い、「学校給

食における食物アレルギーの

対応について」の訂正版を発

行した。

・「食に関する年間指導

計画」に基づいた指導

24校

・「藤沢市学校給食にお

ける食物アレルギーの対

応について」を作成

保護者の経済的負担の

軽減が図られるととも

に、教育活動の一環と

しての課外活動が円滑

に実施される。

校長を代表とする各中学

校課外活動運営委員会に

補助金を交付することに

より、教育活動の一環と

しての課外活動の円滑な

運営と充実を図り、生徒

の健全な心身の育成を図

る。

・学校給食や「食に関す

る年間指導計画」に基づ

いた授業をとおした食育

により、児童に正しい食

習慣を身に付けさせる。

・また食物アレルギーが

ある児童が年々増加して

いることから「藤沢市学

校給食における食物アレ

ルギーの対応について」

に従って市立全小学校・

特別支援学校で実施す

る。

学校給食をとおしての

食育推進事業

0千円

小３校（村岡小、天神小、高

谷小）・中９校（村岡中、湘

洋中、片瀬中、御所見中、湘

南台中、大庭中、高浜中、高

倉中、大清水中）でいじめ防

止プログラムを実施

入部率

運動部　61.2％

文化部　26.1％課外活動関係事業

平成２４年度も部活動等における保護者の負

担軽減が図られた。

入部率

　運動部　62.6％

　文化部　27.3％

（全体　　89.9％）

・「食に関する年間指導計画」は、各学校ご

との作成のため、藤沢市として学年に応じた

食育指導の基本を全校統一して、作成した

い。

・藤沢市母子保健推進協議会アレルギー専門

部会で作成した「藤沢市食物アレルギー対応

運用手引き」の書式「食物除去の指示書」を

見直す。

学校給食課

１－４－６

39,153千円

38,345千円

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

3
0



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④　豊かな心と健康な身体を育む教育の推進

＜目標＞

〈評価区分〉

B

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ａ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ27年度末の目標 今後の方向

中学校給食のあり方について一定の方向性を

示すことができた。

中学校給食の実施におけ

る諸課題の確認

今後は、取りまとめた「検討結果報告」を基

に教育委員会としての考えをまとめ、それを

もって理事者の判断を仰ぎ、平成２６年度に

一部の中学校で給食の試行を目指す。

学校給食課

143千円

125千円

中学校の昼食に関するアン

ケート調査を小学6年生と中

学2年生及びその保護者と中

学校2年生の担任教員に対し

て実施するとともに、５回の

検討委員会を開催し、検討結

果内容を「検討結果報告」と

してまとめた。

（新規事業）

身体の成長が著しい中学

生期に、栄養のバランス

が良い食事を摂ることが

重要であるが、近年は、

家庭環境の多様化などに

より、弁当を持参させる

ことが保護者の負担と

なっていることも考えら

れる。そこで、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。

中学校給食実施研究事業

幼稚園や中学校の依頼が少ないため、周知方

法を検討する。

保育園・幼稚園児の幼年

期や小学校４年生の学童

期から環境教育を実施す

ることによる循環型社会

に対する意識の向上

幼児から学生まで幅広く環境教育を実施す

る。

環境事業センター

小学校４年生を対象に５月か

ら７月に３６校約３，５９６

人に実施。１０月から１２月

に保育園・幼稚園の園児向け

にキッズ体験学習を２１園、

約１，１８６人対象に実施。

中学校２校５２０人を対象に

環境教育を実施。

ごみの排出抑制や減量、

再使用、再生利用の推進

を図るため、小学校４年

生や保育園・幼稚園児を

対象としたごみの減量・

資源化のため、実際に塵

芥収集車を持込み啓発教

育事業を行う。

（小学校35校（全

校）、保育園・幼稚園）

0千円

0千円

環境教育推進事業

・小学校

35校　3,700人

・保育園・幼稚園

16園　1,000人

7

１－４－７

保育園・幼稚園児の幼

年期や小学校４年生の

学童期から環境教育を

実施することにより、

循環型社会に対する意

識の向上を図る。

8

１－４－８

・中学校における現状

での課題の再認識

理由と課題

担当課

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

事業名

予算額(上)・決算額(下)

Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

Ｈ２２年度末の状況

3
1



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⑤　一人ひとりのニーズに対する教育の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

スクールソ－シャルワー

カーの学校への派遣日数

の拡大など、児童生徒及

び保護者が必要に応じて

相談ができる環境の充実

大規模小学校へのスクールカウンセラーの対

応日数やセンターでの相談体制、および就学

相談員やスクールソ－シャルワーカーの人員

の増員について検討をしていく。

Ｈ2４年度目標・実績

今後の方向

評価区分

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

担当課

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

1

１－５－１

・特別な教育的支援を

必要とする児童生徒に

対する教育環境の

改善

・特別支援教育の充実

特別な教育的支援を必要

とする児童生徒の教育的

ニーズに応じた教育環境

を整え、その持てる力を

伸ばし、学習上又は生活

上の困難を緩和・克服す

るための教育的支援を行

う。

（介助員派遣時間数　約

60,000時間）

特別支援教育推進事業

教育指導課

66,016千円

65,074千円

特別な教育的支援を必要

とする児童生徒に対する

教育環境の改善による特

別支援教育の充実

・介助員の派遣について、学校からの要望が

多いが配当時間は限られているため、各学校

へより適切に配当する方法について検討し、

有効に時間を使ってもらえるよう考えてい

く。

・特別支援学級が増え、児童・生徒数も年々

増えているため、校外学習のための借り上げ

バスの予算が限られているので、計画的に執

行していく必要がある。

・備品・消耗品購入については、有効に執行

できるようにしていく。

・支援相談の必要な児童生徒

や保護者が、必要な時期に必

要な場所で支援が受けられる

よう相談活動の充実を図っ

た。

・相談内容の複雑化、環境要

因の適切な支援が整えられる

よう、スクールソ－シャル

ワーカーの活用を図った。

全児童生徒及び保護者が

必要な時に相談できる環

境整備が整った。

特別支援教育協議会の開催

（４回）

校外学習のためのバス借り上

げ（特別支援学級２７校分）

土曜日体育館開放（３３回）

全５５校への介助員派遣

（60257時間、泊をともな

う時間数2214時間）

のびゆく子ら作品展業務委託

宿泊学習への看護師派遣（３

日）

市立55校（全校）で実

施し、特別な教育的支援

を必要とする児童生徒へ

の支援が図られた。

各相談支援活動の活用がすすみ早期の対応に

より改善が図られ、相談活動の充実につな

がった。

相談件数や回数の増加に伴い、現在の学校へ

の派遣日数やセンターの勤務日数では十分な

対応ができにくくなってきている。

特別な教育的支援を必要とする児童生徒への

支援を図ることができた。対象児童生徒数が

増えているので、計画的に事業を進めていく

必要がある。

2

１－５－２

・支援相談の必要な児

童生徒や保護者が必要

な時に相談を受けるこ

とができる環境整備

・相談支援活動によ

り、一人ひとりが楽し

く学校へ通うことがで

きること

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

を行う。

・スクールカウンセラー

の週1日全小中学校への

派遣

・次年度就学予定児に対

する就学相談活動

・相談支援教室での不登

校児童生徒への集団適応

指導及び保護者相談

・スクールソ－シャル

ワーカーの学校への派遣

・特別支援教育専門カウ

ンセラーによる学校巡回

学校教育相談センター

事業

教育指導課

133,373千円

129,446千円

3
2



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⑤　一人ひとりのニーズに対する教育の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

19校（全中学校）で実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

参加した児童生徒や保護者に対して有効な情

報提供や支援ができた。

市内の不登校児童生徒数

の減少

ふれあいキャンプについては、参加人数の問

題もあり休止とする。今後は、おしゃべり広

場の内容の充実を図るために、呼びかけ方法

なども吟味して、参加者数の増加を目指す。

また、指導主事がケース会に参加するなど他

の事業とも連携し、不登校児童生徒数の減少

を目指していく。

評価区分

3

１－５－３

・児童生徒が楽しく学

校に通うことができる

こと。

・児童生徒が八ヶ岳と

いう大自然の中で、藤

沢では経験できないこ

とを自分自身の心と体

で味わうことにより、

生き生きとした日常生

活や学校復帰へつなが

る機会を提供する。

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。

・関係機関との連携協

力、相談機能の充実を図

り、未然防止、早期発

見、早期指導に努める。

・学校教育相談センター

での相談支援を行う。

・藤沢市八ヶ岳野外体験

教室を中心に据えた宿泊

プログラムを体験する中

で、人と人との関係性を

育み、生きる力の育成を

図る。

795千円

543千円

教育指導課

不登校児童生徒対策事業

今後の方向

・生徒の学習習慣の

きっかけづくり

・生徒の基礎的・基本

的な学力の定着

・開かれた学校づくり

各学校の状況にあわせ、教科、学習会の実施

時期など柔軟に対応しながら生徒の基礎学力

の定着につなげていきたい。

参加生徒数

　19校（全中学校）で年

間延べ

15,200人

生徒の基礎的・基本的な

学力の確実な定着を図る

ため、学校が「学習指導

員」による補習授業を実

施することにより、学校

教育の支援の一助とす

る。

年次計画どおり全校で実施することができ

た。課題として、学習指導員の確保、学習会

の生徒への周知等があげられる。

参加生徒数

６校で年間延べ

4,800人

19校（全中学校）で実施

年間延べ6,137人

教育指導課

・八ヶ岳野外体験教室におけ

るふれあいキャンプ（２回）

を実施した。

共同生活の中で取り組む体験

活動を通して、児童生徒の学

校復帰へのきっかけ作りの支

援を行った。

・不登校児童生徒を持つ親の

会おしゃべり広場を開催（３

回）した。

参加保護者に対して必要な情

報提供を行うとともに、保護

者の悩みや相談を聞き支援を

行った。

Ｈ27年度末の目標

4

中学校学習支援事業

１－５－４

3,618千円

3,118千円

（新規事業）

Ｈ2４年度目標・実績

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

担当課

Ｈ２２年度末の状況

3
3



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⑤　一人ひとりのニーズに対する教育の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

こどもサポートファイルの配

付数121冊

関係各機関の連携が図ら

れることによる、ライフ

ステージに応じた適切な

支援

特別支援保育の対象児へこどもサポートファ

イルを配付することについて検討する。

こどもサポートファイル

の配付数400冊

こどもサポートファイルを配付する機会を拡

大する。

Ｈ27年度末の目標 今後の方向

5

１－５－５

関係機関の連携が図ら

れることにより、障が

い児等がライフステー

ジに応じた適切な支援

を受けることができ

る。

障がい児や発達障がい児

等が、ライフステージに

応じた一貫した支援を受

けられるようにするた

め、ネットワークの形成

や情報を共有するための

こどもサポートファイル

の普及・活用の推進を行

う。

こども発達支援事業

子ども家庭課

0千円

0千円

理由と課題

担当課

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

事業名

予算額(上)・決算額(下)

Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

Ｈ２２年度末の状況

3
4



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①　家庭における教育力の向上

＜目標＞
〈評価区分〉

C

4ヶ所の運営（1ヶ所新設）
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ａ

4ヶ所の運営
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ａ

児童ｸﾗﾌﾞ入所児童数2,549人
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

4ヶ所目の設置については、六会市民セン

ターの改築計画に合わせて協議・検討。

４ヵ所の運営

今後は、設置に向けて保育所整備計画におけ

る支援センターの役割等を踏まえ、関係部や

団体等との協議・検討を進めていく。

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

２ヵ所の運営

評価区分

3ヶ所の年間利用者数延べ

57,359人、巡回子育てひろ

ば延べ3,094人、子育てアド

バイザーや栄養士・保健師に

よる個別相談や情報提供等、

子育て支援体制の充実を図っ

た。

子ども・子育て支援新制度を見据えながら、

子育て支援サービスの提供体制のあり方等を

検討し、地域活動との連携体制の強化を図

る。

4ヶ所の年間利用者数延べ

21,392人、身近な場所で、

親子同士の交流や子育てアド

バイザーによる相談・援助等

を行い、地域における支援体

制の充実を図った。

３ヵ所の運営

目標達成

４ヵ所の運営

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

今後の方向

1

２－１－１

すべての子育て家庭が

安心して子育てできる

支援体制の充実が図ら

れ、育児に対する不安

や悩みが解消される。

地域の子育て支援拠点と

して、子育てに関する情

報提供や相談、子育て

サークルの育成、支援な

どの様々な子育て支援事

業を行う「地域子育て支

援センター」の整備・運

営を行う。

地域子育て支援

センター事業

子ども青少年育成課

43,960千円

43,931千円

2

２－１－２

すべての子育て家庭が

安心して子育てできる

支援体制の充実が図ら

れ、育児に対する不安

や悩みが解消される。

子育て中の親子の交流や

つどいの場の提供、子育

てアドバイザーによる子

育て相談、子育て情報の

提供などを行う「つどい

の広場」を運営する。ま

た、各地域で行われてい

る自主的な子育て中の親

子の交流を促進する活動

に対して支援を行う。

子ども青少年育成課

15,376千円

15,329千円

つどいの広場事業

児童クラブ入所希望児童

の入所率　100％

引き続き入所要件を満たす入所希望児童の入

所率１００％を目標に、放課後保護者が不在

となる家庭の児童の健全育成を図るため、児

童に居場所、生活の場を提供する。

子ども青少年育成課

372,441千円

372,441千円 児童ｸﾗﾌﾞ入所児童数2,474人

児童クラブ入所希望児童

の入所率　100％

入所要件を満たす入所希望児童の入所率１０

０％

3

２－１－３

・放課後の子どもへ安

全・安心な生活の場と

遊びの場の提供

・保護者の就労支援と

子育て支援

保護者が就労等の理由に

より、放課後不在となる

家庭の児童の健全育成を

図るため、児童に居場

所、生活の場を提供する

放課後児童健全育成事業

（児童クラブ事業）を行

う。

放課後児童健全育成事業

3
5



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①　家庭における教育力の向上

＜目標＞ 〈評価区分〉
B

実施 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

より多くの対象者への普及啓発や、事業参加

の推進。

妊娠、出産、育児に至る

までの各段階に応じた母

子保健事業の一層の充実

及び、母子保健の向上と

育児不安の解消

母子保健の向上を図るた

め、妊娠、出産、育児

（思春期含む）について

の知識の普及や育児支

援、未熟児や慢性疾患児

等に対して療育支援を実

施する。

妊娠・出産・育児等に必要な知識の普及や育

児不安の軽減が図られた。

母子保健の向上と育児不

安の解消を図った。

「両親学級」等各種教室

　参加者数　5,891人

「赤ちゃんの健康相談」等

　各種相談実施人数　4,307

人

「こんにちは赤ちゃん事業」

等

　訪問指導実施人数8,189人

母及びその乳幼児の健

康の保持・増進を図

る。

子ども健康課

4

母子保健事業

２－１－４

63,355千円

61,543千円

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

今後の方向

3
6



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

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ27年度末の目標 今後の方向

運営補助を行った。

幼稚園等の教職員の資質向上及び幼児教育の

充実が図られたため。

幼稚園等の教職員の資質

向上及び幼児教育の充実

引き続き、幼稚園等の教職員の資質向上及び

幼児教育の充実のための補助を行う。

研修、研究活動による教職員

の資質向上と教育内容の充実

及び幼児教育の振興が図られ

た。また、市内幼稚園等の総

括として活動する協会等の円

滑な運営が図られた。

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

Ｈ２２年度末の状況

1

２－２－１

・幼稚園及び幼児教育

施設の教職員の資質向

上

・幼児教育の充実及び

活動支援

藤沢市私立幼稚園協会及

び藤沢市幼児教育協議会

に対し、教職員の研修、

研究費及び私立幼稚園協

会等の運営活動に補助を

行う。

幼稚園協会等補助金事業

保育課

5,030千円

5,030千円

2

２－２－２

保護者の経済的負担の

軽減を図ることで、幼

稚園等への就園を奨励

する。

保護者の経済的負担の軽

減を図るために、就園し

ている園児の保育料を、

保護者の所得状況に応じ

て減免を行った幼稚園等

の設置者に対して、減免

相当額の補助を行う。

引き続き、幼稚園に通う保護者の経済的負担

の軽減を図るため、補助を行う。
保育課

582,947千円

576,725千円

保護者の経済的負担の軽減を

図るために、就園している園

児の保育料の減免を行った幼

稚園等の設置者に対して、減

免相当額の補助を行った。

幼稚園等の設置者に対し

て補助を行った。
幼稚園等就園奨励費

補助金事業

保護者の経済的負担の軽減を図り、幼稚園等

への就園を奨励できたため。

幼稚園等への就園の奨励

引き続き、市内幼稚園及び幼児教育施設に対

し補助を行う。
保育課

21,262千円

21,233千円

市内幼稚園及び幼児教育施設

の教材教具の購入及び衛生管

理事業に対して、補助金を交

付する。

幼稚園等の教育環境、衛生管理事業の充実が

図られ、保護者の経済的負担も軽減されたた

め。

２－２－３

・市内幼稚園等の教育

環境及び衛生管理事業

の充実

・保護者の経済的負担

軽減

市内幼稚園及び幼児教育

施設の教材教具の購入及

び衛生管理事業に対し

て、補助金を交付する。 ・市内幼稚園等の教育環

境、衛生管理事業の充実

・保護者の経済的負担軽

減

市内幼稚園等に対し補助

を行った。

幼児教育振興助成事業

4

幼稚園等預かり保育

推進事業

２－２－４

9,690千円

9,580千円

保育課

3

保育に欠ける児童の保護

者が、保育所だけでなく

幼稚園も選択できるよう

な環境づくりの一つとし

て、預かり保育（延長保

育）を実施した私立幼稚

園の設置者に対して、実

施に要する人件費及び保

育経費の助成を行う。

預かり保育を利用する保護者の経済的負担の

軽減が図られたため。

実施園数

19園

預かり保育（延長保育）を実

施した私立幼稚園の設置者に

対して、実施に要する人件費

及び保育経費の助成を行っ

た。

人件費等を助成するこ

とにより、保育料の軽

減が図られ、保育時間

を延長することによ

り、保護者の就労機会

の拡大が図られる。

平成２５年度から補助制度を変更し、預かり

保育の実績人数や日数に応じて補助すること

で、預かり保育の推進を図る。

実施園数

29園

3
7



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

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｄ

家庭的保育者数　10人
〈理由と課題〉

児童数　30人

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標 今後の方向

・小学校、中学校との例年同様の連携が図ら

れ、一定の成果はあった。

中学生の体験学習受け入れについては日程調

整の難しい時期があり要検討。

・幼保小中連携推進委員会の協議により、教

育連携担当者会の参加体制や内容について検

討できた。今度も連携の必要性について意識

を高め、各学校で実践していけるよう支援す

る必要がある。

・幼保小連携実施校

　　30校

・小中連携実施校

　　55校（全校）幼稚園･保育園･小学校･

中学校連携推進事業

・幼保小連携実施校

　　35校（全校）

・小中連携実施校

　　55校（全校）及び連

携の推進

58千円

・子どもを中心とした交流は内容等を含め日

程調整し引き続き実施する。

・職員が教育連携担当者会、合同研修会に参

加し、意見交換する中で校種間の連携を充実

する。

・平成２５年度より「教育課題推進事業」と

して行う。

・実践事例集の作成を行う。

6

２－２－６

・園児等が小学校の様

子を知ることにより、

就学後、児童の学校生

活がスムーズに行え

る。（小１プロブレム

の解消）

・いわゆる中１ギャッ

プの解消と、義務教育

９年間を見通した教育

の推進

・幼保小中連携推進委員会年

3回参加。校種間の現状、方

向付けを検討。

・合同研修会に参加。

・各園ごとに小学校と調整を

とり就学に向けた近隣小学校

との交流、学校見学等を実

施。

・中学生の職業体験の受け入

れを実施。

・幼稚園・保育所・小学校・

中学校・保育課の代表による

幼保小中連携推進委員会を３

回開催し、連携を図るための

具体策を検討した。

・教育連携担当者会を開催し

た。小中学校担当者が出席

し、連携にかかる実践の紹介

や情報交換を行った。

・幼保小中の職員を対象に合

同研修会を行い、連携の必要

性や課題、具体的な実践等に

ついて理解を深めた。

教育指導課・保育課

・幼稚園・保育所・小・

中学校の関係者、学識経

験者等からなる「（仮

称）幼・保・小・中連携

推進協議会」を設置し、

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

行う。

・就学前の園児等の小学

校訪問及び小学校児童と

中学校生徒の交流の推進

など、校種間の連携を図

る。

・校種間教職員の意見交

換を積極的に行う。

・小中一貫教育の実現の

可能性等について研究す

るとともに連携の推進を

図る。

78千円

家庭的保育者数・児童数とも目標数未達のた

め。今後家庭的保育者・児童数の増加及び

バックアップ体制の強化が必要。

・家庭的保育者数

　　15人

・児童数

　　45人

事業拡大に向け、家庭的保育者及び児童の募

集を継続して行う。
保育課

10,495千円

7,577千円

・家庭的保育者

　　１人

・児童数

　　０人

家庭的保育者数　３人

児童数　７人

5

２－２－５

待機児童の解消

多様な保育形態の導入と

して、市内の保育士資格

を有する人材を活用し、

自宅等で保育を行う家庭

的保育者を募集・認定

し、保育を委託する。

家庭的保育事業

担当課

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

3
8



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③　地域のおける教育力の向上

＜目標＞
〈評価区分〉

A

21ヵ所で実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｄ

4ヶ所で実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

子育てふれあいコーナー事業と併せてボラン

ティアを養成、今後はボランティアの活動の

場を拡大

生涯学習大学かわせみ学部子

育てボランティア養成講座が

廃止されたため、独自で子育

てボランティア養成講座を実

施　25名受講　3ヶ所で延べ

64日開催、利用者数延べ

803人

７ヵ所で実施
平成25年度は、類似事業である「子育てふ

れあいコーナー事業」と統合する。

２ヵ所で実施

すべての子育て家庭が

安心して子育てできる

支援体制の充実が図ら

れ、育児に対する不安

や悩みが解消されると

ともに、シニア世代の

社会貢献の場の提供が

図られる。

子育て経験豊かな世代の

子育てボランティアを育

成し、地域子供の家や児

童館において、子育て中

の親子を支援する子育て

サポータークラブ事業を

行う。

21ヵ所で実施

2

２－３－２

1

２－３－１

子育てふれあい

コーナーあいあい事業

88千円

82千円

子ども青少年育成課

子育てサポーター

クラブ事業

平成25年度より、類似事業である「サポー

タークラブ事業」と統合し、事業の一本化を

図り、子育てボランティアの活動の場を拡大

する。また、保育ボランティアの養成をす

る。

子ども青少年育成課

152千円

128千円

21ヶ所　月1回開催（4・

8・3月除く）年間利用者数延

べ2,399人、地域に密着した

青少年施設を活用し、子育て

中の家庭への育児支援の充実

を図った。

目標達成すべての子育て家庭が

安心して子育てできる

支援体制の充実が図ら

れ、育児に対する不安

や悩みが解消される。

地域子どもの家や児童館

において、子育て中の親

子の交流、情報提供、育

児相談を保育士や保育ボ

ランティアなどの連携に

より実施する。（21ヵ所

で月１回実施）

21ヵ所で実施

Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

今後の方向

担当課

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

事業コード

3
9



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④　教育機会の均等保障

＜目標＞
〈評価区分〉

B

就学援助認定者数
〈理由と課題〉

小学生3,825人 中学生2,251人

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

A

特別支援保育対象児童数52人
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

事業名 理由と課題

２－４－１

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

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、修学旅行費、社会見

学費、医療費、学校給食

費、メガネ購入費などを

援助する。

市立小中学校全校を対象

に実施

要保護準要保護児童･

生徒援助事業

予算額(上)・決算額(下)

担当課

経済的な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、修学旅行費、学校給食費

等を援助し、保護者の経済的負担の軽減が図られ

た。

義務教育の円滑な推進を図るため、就学援助

事業を引き続き実施していく。

336,381千円

他課及び他機関との調整や金額の見直し等に

ついて検討していく必要がある。
子ども家庭課

特別支援保育対象児童数66人

特別支援保育対象児童数

52人

特別支援保育等事業

本事業の対象となる児童数が増加傾向にある

ことから、財政的負担が増大している。

２－４－２

2

法人立保育所、幼稚園、

幼児教育施設において、

発達に特別な支援が必要

な子どもに手厚い保育が

できるよう特別支援保育

事業を行う。

・経済的な理由による未

就学の解消

・義務教育の円滑な実施

学務保健課

364,064千円

84,708千円

障がい児等が集団生活

を経験することによ

り、社会性の向上や情

緒の発達を促すことが

できる。 特別支援保育対象児童数

54人

・保護者の経済的負担

の軽減

・義務教育の円滑な推

進

1

就学援助認定者数

小学生3,719人

中学生2,065人

卒業アルバム購入費を新規支

給費目とし、就学援助の拡充

を図った。

支給者数

小学生694人

中学生700人

3

２－４－３

・保護者の経済的負担

の軽減

・経済的理由による未

就学の解消

・義務教育の円滑な推

進

経済的な理由により就学

困難と認められる児童生

徒の保護者に対し実施し

ている就学援助の拡充に

ついて検討を進める。

学務保健課

10,374千円

9,584千円

86,258千円

経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒

の保護者に対し実施している就学援助の拡充が図ら

れた。

義務教育の円滑な推進を図るため、就学援助

事業を引き続き実施していく。

（新規事業）

就学援助拡充事業

・保護者の経済的負担の

軽減

・経済的理由による未就

学の解消

・義務教育の円滑な推進

4
0



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

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

通級指導教室設置準備2校
〈理由と課題〉

看護介助員制度実施

＜実績＞ 〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
Ａ

1クラス1日1時間1名の配置 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｃ

小学校LAN配線12校
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

パソコン教室照度改善は２３年度に終了した

が、小・特別支援学校校内ＬＡＮ整備につい

ては未整備のため

・小・特別支援学校ＬＡ

Ｎ整備完了

・パソコン室照度改善完

了

小・特別支援学校校内ＬＡＮの整備について

は、教育情報機器の進化に伴い、整備方法の

選択肢も広がっている。引き続き整備に向け

て検討していく。

全小学校の第１学年に対

して市費講師１人（５学

級以上となる学年へは２

人）配置

講師の配置は、Ｈ２７年度目標を達成してい

る。学習の基礎・基本の定着と学

習意欲の向上並びに集団生活

への適応を促進するため市立

小学校の1年生に対して新入

生サポート講師を配置し、き

め細かな指導を行った。

講師の配置を今後も継続し、指導の充実を図

るための校内における研修時間の確保、研修

内容の充実を促進する。

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

全小学校の第１学年に対

して市費講師１人（５学

級以上となる学年へは２

人）配置の継続

学校教育企画課

・小・特別支援学校校内ＬＡ

Ｎについては未整備

・パソコン室照度改善

　　　45校

3

３－１－３

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）の推進

学校における情報モラル

教育やパソコン技能の習

得が求められることに伴

い、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。

・小・特別支援学校校内

ＬＡＮ整備

・パソコン教室照度改善

0千円

0千円

教育情報機器整備事業

2

３－１－２
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。

市立小学校１年生を対象

にして市費講師を配置す

る。

25,086千円

24,457千円

新入生サポート事業

学務保健課

平成25年４月の開級にむけて

準備委員会を全６回行った。

学校看護介助員（２名）が白

浜養護学校、特別支援学級を

巡回し対象児４名に対して医

療的ケアを行った。

・特別支援学級設置校

小学校18校、中学校12

校

・通級指導教室設置校

７校

・看護介助員　２人派遣

・自閉症・情緒障がいに対応する通級指導教

室の開設が初年度となるため、対象児童の増

加が予測しにくい。場合によっては、通級指

導教室の増設も検討していかなければならな

い。

・鵠沼中学校に特別支援学級を開設する。

教育指導課

6,422千円

6,203千円

特別な教育的支援を必要

とする児童生徒への教育

の充実や適切な支援な

ど、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。

・特別支援学級設置校

　小学校14校、中学校９

校

・開設準備

　小中学校各１校

平成２５年４月に通級指導教室２校を開設す

ることができた。看護介助員の医療的ケアに

より、保護者の負担軽減につながった。

特別支援学級の設置計画については、状況に

より見直す必要がある。

1

３－１－１

・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

じた教育の場の整備

・特別支援教育の充実

特別支援教育整備事業

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

今後の方向

4
1



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

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

教育史読本発刊準備
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

研修会の実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

・学校図書館専門員と司

書教諭を中心とした各学

校と公共図書館との連携

の推進

・研修や情報交換を通じ

た図書館管理運営業務内

容の向上

・各学校における読書活

動の推進

・各校における読書活動の推進や調べ学習の

充実のために、公共図書館と連携を図ってい

く。

・学校図書館専門員の連絡会の内容について

総合市民図書館と検討し、実施する。

教育指導課

39,353千円

38,238千円

・学校図書館専門員連絡会を

年４回開催した。連絡会に

は、公立図書館の職員が参加

し、研修の充実を図った。

・学校図書館専門員が教育指

導課に提出した活動報告のま

とめを冊子にして、連絡会で

配付し、情報や実践の共有化

を図った。

モデル校として小学校５

校、中学校２校、合計７

校に配置

4

藤沢市教育史編さん事業

３－１－４

研修会の実施により、学校図書館専門員の知

識や技術の向上を図ることができた。今後も

司書教諭やボランティア等と連携する必要が

ある。

5

３－１－５

・学校図書館の活性化

が図られる。

・学校図書館を一日中

開館し、専門員との相

談等ができるため、児

童生徒が、図書により

親しむことができる。

・地域公立図書館との

連携を図ることによ

り、児童生徒がより多

くの本と出会うことが

できる。

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。

学校図書館管理運営事業

4,932千円

4,912千円
教育史読本については、平成25年度に発刊

する予定である。教育史読本発刊後は、読本

の学校での活用方法の紹介等を行う。また、

史料の収集、整理、保存、活用、公開を進め

つつ、より良い方向性をさぐる。

・ 教育史史料の調査収集

整理

・ 研究紀要の活用を図

り、本市の将来の教育の

指針への活用推進

・ 教育史読本の活用

本市の現在及び将来の教

育の指針を求めるため、

貴重な史料の散逸を事前

に防ぎ、調査と収集及び

読解、分類、整理、保

存、活用を進める。

・研究紀要発刊

・研修講座の実施

本年度の事業内容は概ね滞りなく進めること

ができた。教育史読本については、平成25

年度発刊に向けて更に緻密な監修を進めた。

また、非常勤職員の勤務時間削減のため、事

業の精選と効率化が課題である。

・調査収集整理

・研究紀要編集発刊

・教育史読本編集

教育史読本の緻密な監修、研

究紀要発刊、研修講座4本

（文書館との共催2本を含

む）開催。

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。

学校教育企画課

教育文化センター

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

今後の方向

4
2



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②　将来にわたって学べる環境整備

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｄ

エレベータ３校、給排水１

校、放送設備２校、プール２

校の改修

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

B

研究
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標 今後の方向

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

担当課

1

３－２－１

小・中・特別支援学校の

建築設備の長寿命化を図

るため、各種改修整備工

事（エレベータ、給排水

設備、放送設備、プー

ル）を実施する。

年次計画に基づき実施

学校施設長寿命化事業

小・中・特別支援学校の

計37ヵ所の施設設備改修

〈理由と課題〉

・事業予算の財政措置がなされなかったため

・特定財源の確保が課題

2

３－２－２

・市立小中学校の適正

な学校規模を維持する

ことにより、学びの環

境整備を図る。

・児童生徒の通学の安

全を確保する。

児童・生徒数の推移に対

応し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。 児童生徒の良好な教育環

境の整備

学校施設課

0 千円

0 千円 なし
新たに学校施設整備に係る計画づくりをすす

めていくなかで、教育振興基本計画事業にも

反映させていく。

通学区域等の課題について、引き続き、各学

校、各地域ごとなど詳細に現状分析を行うと

ともに、児童生徒の動向や市民要望等を注視

し、調査・研究をすすめる。

学務保健課

0千円

0千円
学校適正配置検討部会の開催

(全2回)

（新規事業）

学校適正配置研究事業

大規模な住宅建設が予定されている

FujisawaSSTの学区の検討や通学区域の課

題について調査・研究を行った。

建築設備の改修整備工

事を計画的に進め、学

校施設の延命化を図る

とともに、児童・生徒

が安心して学習できる

ように教育環境を整備

する。

4
3



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③　安全・安心で快適な学校施設の整備

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

導線表示　１７校

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
Ｃ

トイレ改修　９校 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
Ｃ

空調設備設置　中学校１５校 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

・学校安全協力員の配置

０校

・地域安全マップ指導者

養成講座受講者数約100

名

・導線表示４校

今後の方向Ｈ27年度末の目標

・事業予算の平準化を図るため、中学校空調

整備を２ヶ年事業としたため

・特定財源の確保

普通教室等空調設備設置

　中学校　６校

全校設置

特定財源の確保に努め、継続的に実施（中学

校については平成２５年度完了予定）してい

く

11校実施

3

３－３－３

環境整備工事を計画的

に進め、児童・生徒の

教育環境の向上を図る

とともに、学習環境格

差の解消を図る。

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

支援学校において空調設

備整備工事を実施する。

436,490 千円

314,631 千円

学校施設環境整備事業

（空調設備整備）

学校施設課

・事業予算の平準化を図るため、事業期間を

延伸したことによる

・特定財源の確保

トイレ改修

　小学校　４校

　中学校　１校

小学校28校、中学校12

校のトイレ改修

特定財源の確保に努め、継続的に実施してい

く。

年次計画に基づき実施

・児童生徒及び教職員

の防犯意識を高め、安

全・安心な環境での学

習活動を図る。

・犯罪の抑止効果を高

める。

市立小・中・特別支援学

校児童生徒の登下校時の

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。

・市立小・特別支援学校

に、学校安全協力員の配

置を検討

・地域安全マップづくり

の推進

・市立小・中・特別支援

学校の正門から玄関まで

の導線表示等の設置

2

３－３－２
環境整備工事を計画的

に進め、児童・生徒の

教育環境の向上を図る

とともに、臭い、暗

い、汚いの問題や、家

庭トイレとの環境格差

の解消を図る。

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

支援学校においてトイレ

改修整備工事を実施す

る。

208,089 千円

188,325 千円

学校施設環境整備事業

（トイレ改修整備）

学校施設課

1

３－３－１

学校防犯事業

・計画どおり１７校の導線表示を敷設した。

・地域安全マップ作りについて、関係する課

との連携のあり方、学校で実施するための計

画やサポートスタッフの確保の仕方等に改善

の余地がある。

・学校安全協力員の配置

36校（市立全小学校・特

別支援学校）

・地域安全マップ指導者

養成講座受講者数　約

270名

・導線表示　市立55校

（全校）

・平成２５年度予定の１７校実施で全校完了

・「作ってみよう地域安全マップ」について

は、引き続き市内２校において実施してい

く。

・学校安全協力員の配置に向け、引き続き検

討を行う。

教育指導課・学校施設課

13,563千円

12,134千円

・正門から玄関までの導線表

示は前期に予定された１７校

（小学校11校・中学校6校）

について全て設置完了。

・地域安全マップ作りについ

ては市内小学校2校におい

て、市民自治推進課と共に実

施。

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

Ｈ２２年度末の状況

4
4



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③　安全・安心で快適な学校施設の整備

＜目標＞ 〈評価区分〉 Ｂ

空調設備設置　中学校１校 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
Ｃ

外壁・屋上防水３校 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
Ｄ

グランド等整備　２校 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
Ｃ

壁面緑化　８校 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

全校整備

これまでどおり希望校を募り、実施

・事業予算の財政措置ができなかったため

・特定財源の確保

小学校５校、中学校３校

のグランド等整備

特定財源の確保に努め事業化を図っていく

が、全体事業については、新たな学校施設整

備に係る計画づくりをすすめていくなかで教

育振興基本計画事業にも反映させていく。

今後の方向

・中学校３校の実施予定に対し、希望校が２

校であったため

・維持管理に課題あり

Ｈ２２年度末の状況

・事業予算の財政措置ができなかったため

・特定財源の確保

小学校10校、中学校７校

の外壁補修塗装及び屋上

防水補修

特定財源の確保に努め、継続的に実施してい

くが、全体計画については、新たな学校施設

整備に係る計画づくりをすすめていくなかで

教育振興基本計画事業にもに反映させてい

く。

学校施設課

壁面緑化整備

　小学校　５校

　中学校　２校

20校実施

7

３－３－７

環境整備工事を計画的

に進め、児童・生徒の

教育環境の向上を図る

とともに、自然環境に

対する意識の向上を図

る。

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

支援学校において壁面緑

化整備工事を実施する。

2,143 千円

1,587 千円

学校施設環境整備事業

（壁面緑化整備）

6

３－３－６

環境整備工事を計画的

に進め、児童・生徒の

教育環境の向上を図る

とともに、自然環境に

対する意識の向上を図

る。

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

支援学校において一部芝

生化を含めたグランド等

整備工事を実施する。

0 千円

0 千円

学校施設環境整備事業

（グランド等整備）

外壁等改修工事

　小学校　１校

年次計画に基づき実施

学校施設課

なし

年次計画に基づき実施

5

３－３－５

環境整備工事を計画的

に進め、児童・生徒の

教育環境の向上を図る

とともに、自然環境に

対する意識の向上を図

る。

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

支援学校において外壁補

修塗装及び屋上防水補修

工事を実施する。

学校施設環境整備事業

(外壁補修塗装及び屋上防水補修)

120,729 千円

学校施設課

142,538 千円

環境整備工事を計画的

に進め、児童・生徒の

教育環境の向上を図る

とともに、自然環境に

対する意識の向上を図

る。

学校施設課

4

学校施設環境整備事業

（管理諸室等空調設備整備）

３－３－４

（3-3-3に含む）千円

（3-3-3に含む）千円

特定財源の確保に努め、継続的に実施してい

く。

小学校４校、中学校３校

の空調設備更新

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

支援学校において管理諸

室等空調設備更新のため

の改修工事を実施する。

計画どおり実施できたため

年次計画に基づき実施

管理諸室等空調設備設置

　中学校　１校

　（3-3-3と一体施工）

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

Ｈ27年度末の目標

4
5



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③　安全・安心で快適な学校施設の整備

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｃ

給食調理室建設(滝小・駒小)
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｃ

4校で実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

10校で実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

47校　芝生化面積

23,500㎡

学校の希望に応じて順次拡大していく。

磁器食器化2７校

大庭小学校の給食調理棟

が竣工

（未設置校が滝の沢小・

駒寄小の２校となる）

Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

Ｈ２２年度末の状況

２校実施

校庭の芝生化推進事業

・計画通り実施

・維持管理のためのボランティアの確保

小学校７校

中学校４校

（平成２４年度末芝生化実施

面積　20校　8,385㎡）

10

３－３－１０

・児童生徒への教育効

果

怪我を恐れず運動がで

き、環境保全の重要性

を学ぶことができる。

・学校施設環境の向上

校庭の砂埃が減少し、

雨が降っても水たまり

が出来にくく、夏の太

陽の照り返しが吸収さ

れる。

・地域交流の促進

地域参加により芝生の

管理を行うことで、学

校を核とした地域の連

帯感が高まり、地域と

の協働による学校づく

りが進む。

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、小・中・

特別支援学校の校庭の一

部や中庭の芝生化を推進

する。

4,901千円

4,899千円

学校施設課

予算措置されなかったため食器改善について

は平成２５年度以降に先送りになった。今年度は、前年度に試行を

行った４校に加え新たに４校

で貸し出しを受けた樹脂食器

で試行を行い、洗浄方法や導

入方法などの課題解決のため

４回の食器検討委員会を開催

した。

市内学校給食実施校全36

校で食器改善を終了し、

アルマイト食器の全廃完

了

平成２５年度中に２校で実施するとともに、

導入方法について更に検討をすすめ、残りの

６校についても早期の導入を図る。

9

３－３－９

給食を正しい食習慣で

食べることができるよ

うになり、学校におけ

る食育の推進が図られ

る。

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

に代わる軽量の磁器代替

食器への変更をする。

0千円

0千円

学校給食食器改善事業

学校給食課

滝の沢小学校、駒寄小学校の学校給食調理場

についてリース方式から直営方式に変更した

ため、目標である平成２５年度２学期の完成

が１年繰り延べとなった。
滝の沢小学校、駒寄小学校の

学校給食調理場の単独校化を

進め、地質調査委託及び新築

基本設計委託を行った。

学校給食実施校全36校で

単独調理場化が完了

滝の沢小学校、駒寄小学校の学校給食調理場

の単独校化を着実に進め、平成２６年度２学

期の供用開始を目指す。

8

３－３－８
・「温かく顔の見える

給食」による食育の推

進

・食物と食事、栄養の

大切さを学ぶ

・学校行事や児童一人

ひとりへ配慮したより

きめ細やかな対応

が図られる

滝の沢小学校、駒寄小学

校の学校給食調理場の単

独校化を進める。

49,613千円

36,403千円

学校給食単独校化推進事

業

学校給食課

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

今後の方向

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

担当課

Ｈ27年度末の目標

4
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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

＜目標＞

〈評価区分〉

A

講座受講後の活動者数390人

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

講座受講後の活動者数

376人

講座受講後の活動者数の合計はH27年度末の

目標を達成しているので、Ａとした。

ただ講座によっては、受講者数の減少もみら

れるので、より一層の周知をする必要があ

る。

講座受講後の活動者数

4７５人

社会教育委員会議は毎月開催され提言の提出

に至り、新たな任期の委員も研究報告への準

備を進めた。また研修会も予定どおり開催さ

れ、職員等の資質向上に役立った。

課題としては、研修の成果が公民館事業にす

ぐ反映できる内容のプログラムづくり。

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

今後の方向

1

「新生涯学習ふじさわプ

ラン」の策定のための提

言を行った。

社会教育振興事業

４－１－１

生涯学習推進の核とな

る市民人材の育成や、

市民の学習成果を社会

に還元できる環境整備

が図られる。

・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

・社会教育コーディネー

ター等市民人材育成と、

シニア世代の知識・経験

を発揮できる場づくり推

進のための生涯学習大

学・人材バンク運営

・学習権を保障する仕組

みづくり

・社会教育団体等への支

援メニュー提供

・生涯学習ふじさわプラ

ンの進捗状況管理

生涯学習推進事業

5,248千円

4,811千円

４－１－２

・社会教育委員の社会

教育に関する知識・経

験や活動上の実感を本

市社会教育行政に反映

することができる。

・社会教育関係職員の

資質、専門性が向上す

る。

・社会教育委員会議の開

催：社会教育法に基づ

き、社会教育に関する諸

計画立案や青少年教育に

関する指導・助言などの

ため、定期的に会議を開

催し、教育委員会へ意見

提案を行う。

・社会教育関係職員等研

修会の開催：公民館等の

社会教育関係施設の職員

等に、専門的な研修を実

施する。

1,779千円

1,427千円

地域の生涯学習を推進する市民人材の育成は

順調に進んでいるが、今後さらに様々な施策

により、その活動場所を確保するための支援

を行う必要がある。

生涯学習総務課

・社会教育委員会議からの提言や研究報告の

内容が、本市の社会教育行政に反映できるよ

うに検討する。

・職員等の資質・専門性がさらに向上するよ

う、研修内容を精査する。

生涯学習総務課

講座受講後の活動者数

506人

・社会教育委員会議を毎月開

催し、６月には提言「子ど

も・若者が希望を持てる藤沢

市」を教育委員会に提出し

た。

・社会教育や公民館事業に係

わる基礎的知識の習得から専

門的な内容までの研修を月一

回程度開催した。

・社会教育委員の社会教

育に関する知識・経験等

の本市社会教育行政への

反映

・社会教育関係職員の資

質、専門性の向上

2

4
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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

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

1990年比温室効果ガス

30％以上を削減

多くの市民や事業者に、省エネ行動に取り組

んでもらえるように、啓発施策を実施してい

く。

環境啓発イベントである環境

フェアを開催し、約3,240人

の参加があった。

エコライフハンドブック概要

版を全戸配布した。

2022年度までの温室効

果ガス削減計画策定

啓発イベントの参加人数が昨年度より増加

し、市民の環境に対する意識の高揚が図られ

た。

温室効果ガス削減に向けて、さらなる普及施

策の展開が必要である。

3

４－１－３

市民、事業者、行政等

が一体となってすべて

の主体が省エネ行動に

取り組むことにより、

温室効果ガスの削減を

図る。

（温室効果ガスを

2022年までに40％

削減する）

地球温暖化防止のため、

環境フェアの開催、環境

ポータルサイトの運営、

エコライフハンドブック

概要版の配布など啓発施

策を実施する。

環境総務課

132,915千円

119,613千円

地球温暖化対策普及啓発

事業

理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

評価区分

事業名

4
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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②　多様な学びを支援する図書館活動の推進

＜目標＞ 〈評価区分〉
C

貸出件数432万件 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

B

貸出件数432万件

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

Ｈ２２年度末の状況

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

1

４－２－１

資料・情報・施設の提

供の結果、市民は「学

ぶ楽しさ」「知る喜

び」「役立つ情報」

「深い思索」「やすら

ぎ・ふれあい」が得ら

れる。

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。

総合市民図書館運営管理

事業

292,135千円

総合市民図書館

296,194千円

貸出件数　435万件／年

引き続き辻堂市民図書館及び湘南大庭市民図

書館の運営状況の検証を実施するとともに、

総合市民図書館の支援機能についても検証を

行っていく。

もう一つの分館である南市民図書館について

は、今後建て替えの検討をする中で運営方法

についても検討していく。

今後の方向

市民や新しい時代のニーズに対応しながら、

引き続き４館１１室において資料・情報・施

設を提供していく。

Ｈ27年度末の目標

貸出件数408万件／年

　内訳

　　総合館　1,094,577件

　　南館　　   682,606件

　　辻堂館 　  682,959件

　　大庭館  　 794,133件

　　図書室　　826,151件

貸出件数　430万件／年

（当時見込み（H21年度

実績件数）。その後確定

したH22年度末実績件数

は４１９万件）

資料貸出件数はH２１年度をピークに減少傾

向にあり、限られた予算内で多様化する市民

ニーズに応えるよう努力する必要がある。

貸出件数　435万件／年

総合市民図書館市民運営

事業

辻堂市民図書館の運営状況を検証した上で、

平成24年度から湘南大庭市民図書館につい

ても図書館運営業務をＮＰＯ法人に業務委託

した。２館とも円滑に運営され、従来の図書

館サービスの水準を維持している。

貸出件数　430万件／年

（当時見込み（H21年度

実績件数）。その後確定

したH22年度末実績件数

は４１９万件）

2

４－２－２

ＮＰＯ法人による図書

館運営は、従来の市民

協働の実績の上に、今

まで以上の市民参画が

進み、市民（地域）に

密着したレファレンス

等、図書館サービスの

更なる拡大・発展が図

られる。

・効率的・効果的な図書

館運営と図書館サービス

の充実を図るため、これ

まで図書館業務に携わっ

てきた図書業務員を中心

として組織されたＮＰＯ

法人に、平成23年度から

辻堂市民図書館の図書館

運営業務を委託する。総

合市民図書館は、業務委

託された図書館の運営状

況を検証するとともに、

施設管理、予算執行、

サービス業務の支援等を

行う。

・平成23年度以降継続的

に検証を行い、段階的に

残りの分館へのＮＰＯ法

人による図書館運営業務

委託を検討する。

総合市民図書館

128,607千円

126,767千円

貸出件数408万件／年

　内訳

　　総合館　1,094,577件

　　南館　　  682,606件

　　辻堂館 　 682,959件

　　大庭館  　794,133件

　　図書室　　826,151件

4
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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②　多様な学びを支援する図書館活動の推進

＜目標＞ 〈評価区分〉
B

総合市民図書館

・空調設備改修工事

・中央監視装置改修4期工事

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
C

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

老朽化した施設の維持・管理のため、計画的

に施設修繕と改修工事を実施していく。
総合市民図書館

59,600千円

54,852千円

総合市民図書館　中央監

視盤更新工事Ⅱ期

総合市民図書館整備事業

担当課

安心で快適な読書環境の

整備

（施設不備のための臨時

休館０日）

Ｈ27年度末の目標

4

南市民図書館整備事業

４－２－４

0千円

0千円

3

４－２－３

安心で快適な読書環境

が整備され、市民の満

足度が向上する。

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。

図書館ホームページから

の予約件数

45万件／年
図書館情報ネットワーク

事業

図書館コンピュータシステムの機器更新及び

図書館ホームページのリニューアルにより、

利用者の利便性が向上した。

図書館の集客力によ

り、再整備される公共

施設や周辺地域が活性

化する。図書館利用者

の満足度が向上する。

総合市民図書館

「新・行財政改革　実行プラン」の『新しい

時代に即した「これからの図書館」を考え

る』取り組みとして、図書館内の検討会議で

これからの図書館の役割や機能・あり方につ

いて研究・検討し、併せて南市民図書館の再

整備について検討する。

入館者　5,000人／日

（施設再整備時の数値）

本庁舎、市民会館などの

市庁舎等公共施設再整備

事業の中で、南市民図書

館の建て替えを検討す

る。

公共施設再整備事業計画が見直され、南市民

図書館の建て替え計画が白紙に戻ったため、

図書館として別途南市民図書館の再整備につ

いて検討していく必要がある。

入館者　1,500人／日

４館11室のネットワークシステムの充実を

図るとともに、県内公立図書館や市内大学図

書館の連携強化を図ることにより、図書館

サービスの更なる向上に取り組んでいく。

総合市民図書館

40,674千円

38,511千円
図書館ホームページからの予

約件数４８万件/年

5

４－２－５

資料・情報の迅速・的

確な提供により市民

サービスの向上が図ら

れる。

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。

総合市民図書館

・空調設備改修工事

・中央監視装置改修4期工事

 

図書館ホームページから

の

予約件数

50万件／年

〈理由と課題〉

総合市民図書館の老朽化した施設設備のう

ち、空調機器の改修工事及びそれに伴う中央

監視装置の更新工事を行い、安全で快適な利

用環境の維持が図られた。

引き続き、老朽化した施設設備の修繕計画を

立て、実施していく予定だが、大規模修繕に

ついては、予算獲得が難しい。

図書館ホームページからの予

約件数 ４７万件/年

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

今後の方向

Ｈ２２年度末の状況

5
0



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②　多様な学びを支援する図書館活動の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｃ

宅配による貸出件数6,400件
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

理由と課題

「ふじさわ子ども読書プラン2015」の新規

事業としてブックスタート事業前後の各種保

健事業等の機会を捉えた啓発リーフレットの

配付に取り組む。

学校等の連携事業においては、未利用者、未

利用施設に対する周知の拡充を図る。ボラン

ティアの交流会及び研修会について、日程や

研修内容の充実などについて検討する。

6

４－２－６

図書館に来館すること

が困難な障がい者や高

齢者にも図書館利用が

可能になり、市民サー

ビスの向上が図られ

る。

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。

総合市民図書館

685千円

584千円

7

４－２－７

子どもの読書環境・読

書機会が整備され、子

どもが、言葉を学び、

感性を磨き、表現力を

高め、創造力を豊かな

ものにし、人生をより

深く生きる力を身に付

けることができる。

「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。ブックスタート事

業など従来の事業を継続

するとともに、①団体貸

出の充実と子どもの読書

環境の整備②ボランティ

アの交流・研修③学校図

書館の運営等への支援を

行う。

子ども読書活動推進事業

総合市民図書館

3,574千円

3,254千円

子どもの登録率44％

子どもの登録率39％

子どもの登録率４２％

ブックスタート事業や学校及

び子どもに関わる施設等との

連携事業を実施するととも

に、市民ボランティアに対す

る研修会等を行った。

年間貸出資料数　6,343件

目標としていた内容を実施できた。

ブックスタート事業においては、事業関係３

課による連絡調整をより密にし、対象者への

ブックスタート事業案内の充実を図る。ボラ

ンティアの交流会及び研修会については、出

席者の増加を図る。

宅配による貸出件数

6,200件／年
障がい者・高齢者への

宅配サービス事業

体調不良等により利用を休止する人が多く、

貸出件数が伸びなかった。

今後も図書館ホームページ等でＰＲを行い、

新たな利用者の受入れを行うとともに、市内

全域の利用希望者に対応できるようボラン

ティアの確保を図る。

宅配による貸出件数

6,700件／年

ボランティアの地域的な偏りを解消するた

め、ボランティアが自動車でも活動できるよ

う、自動車での活動も対象となるボランティ

ア保険に加入する。

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

事業名

予算額(上)・決算額(下)

担当課

5
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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②　多様な学びを支援する図書館活動の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

蔵書数　9,580タイトル

事業参加者数　260人

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｃ

登録率　44%

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

8

４－２－８

視覚障がい者の生活向

上を図る。

視覚障がい者への点字・

録音図書の製作・貸出

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。

総合市民図書館

12,784千円

点字図書館事業

11,121千円
・利用者数　4,220人／

年

・登録ボランティア

　　250人／年

・利用者数　4,180人／

年

・登録ボランティア

　  210人／年

9

４－２－９

次世代図書館のサービ

ス展開により、従来の

市民満足度の高さに加

え、市民や地域の課題

解決や交流が進む。

今までの図書館サービス

の実績の上に、新しい時

代のニーズに対応した

「次世代図書館」を構築

する。①「貸出型」の図

書館から「滞在型」「交

流型」「情報発信型」の

図書館に機能を拡大②印

刷資料とインターネット

等を組み合わせた高度な

情報提供③市民の生活、

仕事、行政、学校、産業

などの課題解決を支援④

視覚障がい者や図書館利

用が困難な人たちへの図

書館サービスの拡充⑤図

書館の広域利用や大学図

書館との連携の拡充

次世代図書館構築事業

総合市民図書館

0千円

0千円

登録率　39％

登録率　42％

利用者数        　 4,252人

登録ボランティア数  210人

蔵書数 　     9,143タイトル

事業参加者           273人

登録率　47％

「新・行財政改革　実行プラン」の『新しい

時代に即した「これからの図書館」を考え

る』取り組みとして、図書館内の検討会議で

これからの図書館の役割や機能・あり方につ

いて研究・検討し、実行可能なものから、随

時実施していく。

引き続き充実した図書館サービスの提供に努

めるとともに、未利用者を引きつける新しい

サービスやＰＲについては、研究・検討の

上、より一層の努力が必要である。

中途失明者の増加や高齢化した利用者の増加

に伴い、デイジー図書の利用が増加している

ため、デイジー図書数の増加に努める。

点字を勉強する視覚障がい者を支援する体制

への強化を図っていく。

蔵書数は増加しているものの、目標数には届

かなかった。利用者が増加しているため、点

訳・音訳講習会やボランティア基本研修会等

の開催により、ボランティアの育成に努め、

より一層の蔵書数拡大に努める必要がある。

理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業の内容

担当課

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業名

5
2



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③　多様な文化をつなげる学習機会づくりの推進

＜目標＞ 〈評価区分〉
B

実施 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ａ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

市民センター併設の１１公民館で、地域に密

着した公民館事業の展開が図られた。しか

し、運営母体が市民団体のため、事業運営、

団体運営ともに安定させていくことが課題で

ある。

・11併設公民館において

市民による公民館の運営

・幅広い市民の要望に応

える事業・地域特性・人

材を生かした事業の実施

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

・限られた予算の中での市民にとって快適な

学習環境の維持管理を行う。

・地域住民の要望に応じた事業や地域の特性

を活かした事業の展開を図る。

・市民にとってより利用しやすい施設使用方

法の考案・検討を行っていく必要がある。

・公民館相互の情報交換や資質向上を目指す

研修の実施。質の高い市民サービスの提供に

向け、公民館職員及び市民運営団体への支援

体制の維持・強化を図る。

大学市民講座に関しては参加者数が増加した

が、社会教育団体事業については参加者が横

ばいとなっており、周知についてより一層の

働きかけが必要となっている。

官学連携による市民大学

講座、および社会教育団

体の実施する各種講座へ

の受講者数の増加

市民のニーズに応じたさまざまな学習機会を

創出するため、各種事業・講座の委託団体へ

の支援を今後も継続するとともに、運営方法

や事業内容を検討する。

評価区分

大学市民講座（4大学、延べ

1,488人参加）

女性教育振興事業、女性グ

ループ学習活動振興事業、女

性学講座、ＰＴＡ育成事業、

人権講座を実施

市民運営について、湘南

台公民館で実施

2

４－３－２

・地域住民の生活の質

を高めるとともに、学

習を通じて人間関係を

深め、豊かな地域づく

りが進む。

・市民運営によって、

地域市民・利用者の視

点による公民館運営や

地域の特性を生かした

事業の展開が図られ

る。

・快適な学習環境の中

で、市民の主体的学習

活動の推進が図られ

る。

・ 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

・公民館サークル等の育

成、生涯学習活動への支

援

・市民団体による公民館

の運営(市民センター併設

公民館)

・公民館運営審議会の開

催

・公民館施設等の維持管

理

269,177千円

253,331千円

公民館運営事業

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。

官学連携による大学市民

講座を実施

生涯学習総務課

・11併設公民館において地域

の実情に応じた市民主体の公

民館運営が行われた。

・年度当初に作成された事業

計画に沿って、公民館運営が

行われた。また、年度末に事

業報告書を提出。

・公民館サークル等の育成、

生涯学習活動への支援を、公

民館施設使用時、抽選会、

サークル連絡会等を通じて実

施。

・公民館施設の修繕等、維持

管理を行った。

・公民館市民運営に対し生涯

学習課によるバックアップを

行った。

・全市的視野を持つ委員会と

して公民館運営審議会を計３

回実施した。

1

４－３－１

市民各層へ社会教育に

関する様々な学習機会

を提供することにより

資質の向上が図られ

る。

2,024千円

1,979千円

社会教育関係事業

生涯学習総務課

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

今後の方向

5
3



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③　多様な文化をつなげる学習機会づくりの推進

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｃ

計画・実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｃ

計画・実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

・駐車場の完備、バリ

アフリー化など利用者

にとって利便性が図ら

れ、市民サービス向上

につながる。

・安全・安心な施設提

供ができ、災害時に避

難場所としてより適し

た施設となる。

（新規事業）

生涯学習総務課

村岡公民館

4

村岡公民館改築事業

４－３－４

 0千円

0千円

公民館の改築のみを進めることはできないた

め、村岡地区まちづくり整備計画の進捗状況

を見守っていく。

整備の進捗状況100％

村岡地区における市民の

地域活動、学習文化活動

及び防災等の拠点とし

て、村岡公民館施設につ

いて、地域からの要望を

踏まえて、改築事業を実

施する。

村岡地域経営会議から平成２３年度に提言書

が提出され、また説明会も開催されてはいる

ものの、建設候補地等の決定には至っていな

い。

（新規事業）

・地域住民を対象にまちづく

り整備計画説明会が村岡地区

整備担当により開催された。

・平成２４年９月市議会での

公民館改築に関する質問に対

し、村岡地区まちづくり計画

の進捗状況を踏まえ、地域住

民の意見等を聞く中で村岡地

区にふさわしい公民館のあり

方を検討していく旨を答弁し

た。

藤沢公民館の移転先として、元藤沢高等学校

の跡地活用について、関係各課において検討

が進められたが、決定には至っていない。

整備の進捗状況100％

引き続き、跡地の取得方法、移転する施設や

機能、既存校舎の活用方法等について検討を

進めていく。

生涯学習総務課

藤沢公民館

・元県立藤沢高等学校活用プ

ロジェクト会議を４回開催

し、有効活用の取組について

検討した。その結果が中間報

告として、２月市議会定例会

総務常任委員会で報告され

た。

・藤沢地区地域経営会議から

市長に、提言書（平成２４年

８月３１日）が提出された。

3

４－３－３

・駐車場の完備、バリ

アフリー化など利用者

にとって利便性が図ら

れ、市民サービス向上

につながる。

・安全・安心な施設提

供ができ、災害時に地

域防災拠点としてより

適した施設となる。

老朽化が著しい藤沢公民

館の改築事業を地域の拠

点施設として、地域から

の要望を踏まえて実施す

る。建設予定地として藤

沢高校跡地を含めて検討

する。

0千円

0千円

藤沢公民館改築事業

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

今後の方向

評価区分

5
4



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

＜目標＞ 〈評価区分〉 Ｂ

主催等事業　6事業 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉 Ｂ

音楽事業・演劇事業・アウト

リーチ・文化事業・第九回藤

沢オペラコンクール・文化振

興基金積立事業の実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

各事業について、実行委員会を開催し、事業

内容の検討を行い充実を図った。

さらなる内容の充実を図るため、実行委員会

において検討し事業を推進していく。

平成２５年度は、隔年で開催しているカナガ

ワビエンナーレ国際児童画展の開催予定のた

め、７事業を実施するなど、今後も更なる主

催等事業の充実に努める。

主催等事業6事業を実施

平成２５年度に立ち上げとなる文化芸術検討

委員会で検討される藤沢市の芸術文化事業の

方向性に基づき、今後の文化芸術活動を展開

していく。

出演者の都合により音楽事業１事業が公演中

止となってしまったが、他の事業は予定通り

実施した。

市民ニーズに基づいた幅広いジャンルの文化

芸術事業の展開が必要である。

Ｈ27年度末の目標

文化推進課主催等事業

６事業の実施

文化芸術課主催等事業及

び隔年開催のカナガワビ

エンナーレ国際児童画展

を入れた7事業の実施

入場者数　32,000人

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

Ｈ２２年度末の状況

1

５－１－１

・市民文化の支援と育

成

・市民の創作活動の充

実

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・共催等の事業

を行う。

（市展・３０日美術館・

公民館サークル美術、写

真展・芸術文化展、高等

学校美術展・カナガワビ

エンナーレ国際児童画展

(隔年)など）

市民ギャラリー事業

文化芸術課

2

５－１－２

本市が長年培ってきた

文化基盤と、市民が持

つ熟成された芸術的能

力を生かし、市民を主

体とした芸術文化活動

などを総合的に展開

し、文化が市民の手で

育てられ、市民一人ひ

とりが心豊かに文化と

触れあえ、文化芸術創

造都市として、市民が

誇れる文化の創造・発

展と、文化の薫りあふ

れるまちづくりができ

る。

・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（音楽・演劇）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。

・市民文化振興事業を安

定的・継続的に実施する

ため、「藤沢市文化振興

基金」への積立・運用を

行う。

（市民オペラなどの音楽

事業・観劇などの演劇事

業・若い世代の育成のた

めのアウトリーチ事業・

文化芸術団体による文化

事業・文化振興基金積立

事業）

文化芸術課

音楽事業・演劇事業・アウト

リーチ・文化事業・第九回藤

沢オペラコンクール・文化振

興基金積立事業の実施

入場者数：23,091人

入場者数　29,043人

芸術文化振興事業

1,130千円

1,125千円

107,353千円

105,998千円

5
5



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

＜目標＞ 〈評価区分〉 Ｂ

こころの劇場小学生招待事業

の実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉 Ｂ

7団体が行う事業に対し助成

予定

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

3

５－１－３

魅力ある文化は、人々

の豊かな感性や想像力

を通じて育まれ、市民

に元気を与え地域社会

を活性化させ、魅力あ

る社会づくりが図られ

る。また、事業推進す

ることにより、こども

や若者達の未来へ継承

され、新たな芸術文化

の創造発信ができる。

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

進め、こどもから青少年

をも含めた将来の藤沢の

芸術文化を担う人材の育

成など、一人ひとりの個

性や自分らしさを引き出

し、多種多様な芸術文化

の発見と発展につなげ

る。

（こころの劇場小学生招

待事業・市民シアター第

九演奏会・市民力・地域

力向上のための事業の検

討・実施）

・招待事業　　4,300人

・第九演奏会　 600人

平成２５年度は、３年に１回開催している

「市民シアター第九演奏会」が実施されるの

で、実施団体に対して支援していく。

また、こころの劇場小学生招待事業について

は、小学校長会、劇団四季と連携を深め、よ

り一層の充実を図る。

市民文化創造事業

こころの劇場小学生招待事業は、小学校長会

及び劇団四季と連携・協働して実施すること

ができた。

公演の日程調整など、事業実施について、さ

らに連携・協働していく必要がある。

招待事業：3,791人

・招待事業　　3,984人

・第九演奏会　 572人

評価区分

音楽、演劇等の文化芸術団体の自主的な活動

を側面から支援し、活動の促進を図ってい

く。

助成団体　15団体

市民の主体的な文化活動

を促進するため、団体助

成制度の充実や、側面的

支援として行政の後援等

の活用や、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。

助成が決定していた１団体が公演中止となっ

たため、助成団体数が減となった。

より多くの団体に助成して、多彩な手法によ

る支援をしていく。

助成団体　５団体

助成団体：6団体

文化芸術団体の自主的

な活動を支援すること

により、文化芸術団体

の多様な活動を促進す

る。これらの取組に

よって本市の芸術文化

の水準の向上を図って

いく。

文化芸術課

4

文化活動支援事業

５－１－４

1,000千円

925千円

文化芸術課

1,800千円

1,800千円

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

5
6



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

＜目標＞ 〈評価区分〉 Ｂ

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町

湘南文化交流発表会「合唱

祭」の実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

5

５－１－５

事業コード

入場者数　　 2,000人

予算額(上)・決算額(下)

担当課

平成２５年度は、茅ヶ崎市が会場となり、引

き続き「合唱祭」を開催する予定であり、２

市１町湘南地域での幅広い交流を積極的に推

進していく。

文化芸術課

234千円

234千円

湘南文化交流発表会「合唱

祭」

会場：藤沢市民会館大ホール

出演団体：16団体400人

来場者：500人

入場者数計：900人

入場者数　　1,843人
児童合唱団や中学校合唱部の参加があり、幅

広い層の演奏を聴くことができた。また、一

般来場者を含めた全員合唱を行い文化の交流

を深めることができた。

よりよい事業推進のため、アンケート内容の

反映等を行い、実行委員会で検討していく。

他市の文化や異文化と

の交流により、多様な

文化活動が促進され、

本市の芸術文化に新た

な分野を創り上げてい

くことができる。

本市の優れた芸術文化の

地域資源を再認識・再発

掘し、今後も一層広域・

横断的なネットワークを

創る。

（藤沢、茅ヶ崎、寒川に

よる広域文化交流会事

業・他市の市民文化会館

等で活動している団体と

の交流等）

芸術文化活動広域ネット

ワーク事業

事業名 理由と課題事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

5
7



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

＜目標＞
〈評価区分〉

C

関係各所事前調整計画
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

地域活用
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

埋蔵文化財の届出処理、確認調査、「モース

博士と江の島」展は目標を上回って実施する

ことができた。

・文化財等の調査の実施、刊

行物の発行、展示会等の開催

により市民の文化財への理解

を深め、郷土愛と豊かな心を

育てることができた。

・指定文化財に対する保存管

理奨励交付金の交付や、修理

等補助金の交付により貴重な

文化財の次世代への保存・継

承が図られた。

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

・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、修理等補助金の制度の充実

を図る必要がある。

・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、意識付

けができる制度の検討が必要と思われる。

史跡の維持・管理については、文化財保護事

業にて対応

調査の実施が観光客の閑散期に限られる。

整備進捗状況10％
引き続き追跡調査の実施と面的な調査の実施

が必要

市民の文化財への理解を

深める事業の実施

・市民の文化財への理解

の深化

・文化遺産の継承

3

５－２－３

・歴史的文化遺産の後

世への継承と地域文化

財の活用を推進する。

・郷土愛と豊かな心を

育てる。

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。

31,540千円

30,571千円

文化財保護事業

郷土歴史課

0千円

平成23年度で事業は終了

史跡整備進捗状況100％

郷土歴史課

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。

（平成24年度以降 地域

活用）

（新規事業）

市指定史跡耕余塾の跡

整備事業

江の島島内に遺存する歴

史的資産を適正に保存・

活用することで、史跡と

しての江の島の文化財的

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す

る。

（新規事業）

2

５－２－２

地域資源を次世代へと

継承・発展させること

で、郷土愛の育成が図

られる。

郷土歴史課

平成23年度完結事業

1

５－２－１

江の島歴史遺産保存整備

活用事業

0千円

観光客の閑散期に1回目の遺

構追跡調査を実施。

今後の歴史・文化の継

承や地域の特性を生か

した文化の発展に寄与

する。

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

今後の方向

5
8



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

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
C

実施 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

D

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

広域連携により事業を

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

の展開を図ることがで

き、それにより市民へ

多様な公開を行うこと

ができる。

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。

郷土歴史課

4

広域連携展示事業

５－２－４

1,124千円

0千円

茅ヶ崎市美術館で開催された「湘南に残る匠

の技　宮大工の世界」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。

展示会入場者数

　2,081人／36日

展示会入場者数

4,658人／47日

今後も、広く二市一町住民に受け入れられる

ような企画を実現したい。

展示会延入場者数

　13,500人

5

５－２－５
各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、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

が可能になる。

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。

保管施設整備事業

各収蔵施設の保管資料の配分を見直し、資料

の適正な継承を図る。
郷土歴史課

0千円

0千円

資料整理室（旧県立藤沢北高

等学校東棟）から御所見収蔵

庫への収蔵資料の移動を完了

した

既存保管施設の修繕を実

施

収蔵施設の老朽化に対応した施策が未実施

整備された施設の割合：

80％

6

５－２－６

市民との協働によって

映像記録の収集・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。

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。

・フィルムの点検・清

掃・修復

・フィルム（保存用）・

ＤＶＤ（公開用）作成

・市民との協働で上映会

開催及び映像資料の調

査・収集

・記録映画等を制作して

地域文化を継承

上映会観客動員延人数：

300人 郷土文化推進事業における画像資料の修復・

媒体変換事業へと移行を図る。

郷土歴史課

（新規事業）

映像資料整備公開事業

地域における上映会を実施したが、フィルム

の保存については部分的な対応にとどまっ

た。

0千円

上映会実施回数　　　　４回

上映会観客動員数　２６４人

一般社団法人 記録映画保存セ

ンター調査実施

0千円

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

今後の方向

Ｈ2４年度目標・実績

担当課

5
9



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

＜目標＞

〈評価区分〉

D

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

D

計画・実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

歴史的建造物の保存活用事業については、歴

史資料公開活用事業において継続を図る。

郷土歴史課

文化財建物のネットワーク化について市民団

体との協働で啓発事業を実施するにとどまっ

た。

8

５－２－８

展示会開催等により、

地域の歴史・文化に対

する理解を深め、郷土

愛の醸成を促すことが

できる。

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。

歴史・文化財資料公開

活用事業

7

５－２－７

復原された建物を市民

の利用に供し、文化財

建物をネットワーク化

することで、より多く

の体験学習の機会を提

供することができる。

・博物館資料として保管

している広文堂店蔵、下

土棚農家、江の島漁師の

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。

・市内に点在する文化財

建物を市民団体等による

管理に委ね、回遊性を

持った歴史ふれあいルー

トでネットワーク化して

公開活用を図る。

0千円

0千円

保存民家復原公開事業

今後は、寄贈美術・工芸品等を良好に管理し

ていくための事業と、収集資料の公開・活用

事業とに分けた中でそれぞれ適正な事務処理

を行う。

郷土歴史課

4,638千円

4,471千円

・寄贈美術品の美術倉庫への

移送：1回・35件

・小学生のための博物館講座

実施：34校（112回）・

3,429人

・展示開催延日数：269日

展示開催延日数：230日

公開活用事業の充実に一定量の進展は見られ

たが、刊行事業等が未実施である。

展示開催延日数：330日

文化資料展示施設開設については再検討

9

５－２－９

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

を促すことができる。

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。

・「整備施設のあり方」

について市民を交えた検

討

・複合施設としての施設

整備の検討

・施設整備、展示公開開

始

施設整備の進捗状況：

90％

藤高跡地利用を検討する庁内プロジェクトの

進捗に合わせて検討を進める。
郷土歴史課

0千円

0千円

藤高プロジェクト（庁内）に

よる文化資料展示施設の位置

付けの検討

（新規事業）

文化資料展示施設開設

事業

担当課

Ｈ27年度末の目標

共催事業　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」開催

（新規事業）

文化財建物ネットワーク

件数：７件

評価区分

事業名 理由と課題

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

予算額(上)・決算額(下)

Ｈ２２年度末の状況

今後の方向

6
0



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①　健康づくりの推進

＜目標＞
〈評価区分〉

C

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標 今後の方向

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

事業名 理由と課題

健康づくり推進事業

予算額(上)・決算額(下)

担当課

1

６－１－１

健康づくりのための身体活動、運動の促進を

継続する必要性があるため。

・健康度　150人

・体力度　1,050人

・トレーニング

25,000人

(「藤沢市健康増進計画」

平成25年度末の目標値)

健康増進計画の改定（H26）を目処に、施策

の方向性、実施事業の検討を計画する。

健康増進課

36,197千円

34,599千円

・健康度　47人

・体力度　718人

・トレーニング　26,731人

市民が生涯にわたり生

活習慣病の予防・改善

及び健康・体力の維

持・増進を図り、日常

生活で適切な生活習慣

が身につくよう支援す

る。

積極的な健康づくりを行

うために、市民を対象に

健康度・体力度チェック

を経て健康づくりトレー

ニングを実施する。

・健康度　100人

・体力度　900人

・トレーニング25,000

人

6
1



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

＜目標＞ 〈評価区分〉
Ｂ

実施 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞ 〈評価区分〉
Ｂ

実施・検討 〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

A

実施・検討

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

バリアフリー化

対応施設数

５施設

市内54校で実施

・新体力テストを実施及び派遣要請のあった

学校へ計画的に測定員を派遣することができ

た。

・測定員を派遣する関係上、実施時期に学校

格差が生じてしまうことが課題である。
・市内54校で実施（自主的実

施校25校）

・派遣要請のあった小学校が

実施する新体力テストに測定

員を派遣。

（２９校実施）

（測定員派遣人数868名）

・市内54校で実施

・小中学生の体力の向上

スポーツバリアフリー

事業

スポーツ施設の老朽化や経年劣化が進む中

で、大規模改修工事などの時期に併せて検討

していきたい。

平成２１年度から平成２３年

度までの３箇年計画において

バリアフリー化を図り、現状

の施設における対応は、出来

ているものと考えている。

バリアフリー化

対応施設数

５施設以上

市民のだれもが公共施設を安全で安心して使

用できるよう修繕時や改修工事などの整備時

に「藤沢市公共建築ユニバーサルデザインマ

ニュアル（改訂3 版）」に基づき整備する。

スポーツ推進課

0千円

0千円

市民のだれでもが気軽に

スポーツに親しめる環境

を整備するため、①ス

ポーツ広場の増設整備②

葛原スポーツ広場野球場

整備③秋葉台公園球技場

整備④遊水地上部整備な

ど、スポーツ施設の整備

拡充を図る。

14,148千円

3

６－２－３

施設の適切な維持とバ

リアフリー化の推進に

より、障がい者・高齢

者を含む様々な層の多

くの市民が安心してス

ポーツ・レクリエー

ション活動を行うこと

ができるようになる。

市民だれもが安心してス

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。ま

た、より多くの市民が快

適かつ安全にスポーツ施

設を利用できるよう、改

修等整備に努め、効果的

な管理方法により利用の

拡大、推進を図る。

スポーツ環境整備事業

11,432千円

スポーツ推進課

2

スポーツ施設は、施設及び設備において老朽

化等が進んできているため、市民が安心して

利用できるスポーツ施設として維持する計画

的修繕が必要である。特定防衛施設周辺整備調整交

付金の交付決定通知を受け

て、石名坂温水プール２５ｍ

プール床等の全面改修を行っ

た。

屋内・屋外スポーツ施設

数

　20施設

野球協会・ソフトボール協会からの要望書が

提出された野球等ができるスポーツ施設の不

足解消への取り組み。

屋内・屋外スポーツ施設

数

　17施設

６－２－２

市民のスポーツ活動の

場を確保、また利用機

会を拡大することで、

スポーツライフが多様

化され、スポーツ・レ

クリエーション活動の

促進や振興が図られ

る。

子どもの体力向上対策

事業

3,985千円

3,978千円

教育指導課

スポーツ推進課

Ｈ2４年度目標・実績

1

６－２－１

小中学生の体力向上の

ための教育プログラム

を研究・実践する。

評価区分

事業名

担当課

理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

・派遣測定員の測定技術・能力の統一指導。

楽しく自分の体力を知ることの教育。青少年

スポーツ事業の開催と展開を指定管理者に指

導。

・全国調査や神奈川県調査が悉皆の方向を示

しているので、動向をみながら検討してい

く。

今後の方向

市立小学校５年生と中学

校２年生を対象に「体力

測定テスト」を実施し、

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。

6
2



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

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｃ

実施・検討

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

統括的な障がい者ス

ポーツ団体を組織、活

動の促進を図ることで

障がい者のスポーツ環

境の充実が図られ、障

がい者・高齢者を含む

様々な層の多くの市民

がスポーツ・レクリ

エーション活動に参加

できるようになる。
スポーツ推進課

4

スポーツ

ノーマライゼーション事業

６－２－４

0千円

0千円
障がい者スポーツを楽しむ統括組織として関

係者を集めた団体とすることの必要や自立し

た運営ができる団体としての組織化するに

は、国の動向を注視し、日本の障がい者ス

ポーツの将来像（ビジョン）を視野に入れた

検討が必要である。

統括的障がい者スポーツ

団体を設置

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。また様々な層が

スポーツ・レクリエー

ション活動に参加できる

ような事業の開催や、活

動の支えとなる指導者・

ボランティアの育成に取

り組む。

障がい者スポーツの団体や事業展開におい

て、神奈川県内各市の状況では、福祉部局が

所管課となっている。

統括的障がい者スポーツ

団体未設置

障がい者スポーツ団体の組織

化に向けて関係者からの意見

の聞き取りを行い、それを受

けて関係する障がい福祉課と

の意見交換についても行なっ

たが、神奈川県内各市の状況

や障がい者の範囲（身体・知

的・精神及び等級）などがあ

るため、今後の方向性につい

て検討中。

理由と課題

Ｈ2４年度目標・実績

担当課

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

評価区分

事業名

6
3



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③　生涯スポーツ活動の推進

＜目標＞

〈評価区分〉

B

実施・検討

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施・検討
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

年間

スポーツ施設利用者数

1,350,000人

市民を始め施設利用者へ各種スポーツ教室等

を実施することで運動機会の提供をしてお

り、スポーツ活動の推進が図られている。

年間

スポーツ施設利用者数

1,365,000人

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

今後の方向

1

６－３－１

・施設予約システムの

充実により施設の利用

を拡大、市民のスポー

ツ活動の促進が図られ

る。

・スポーツや健康・体

力づくりに関する情報

を提供・発信し、ス

ポーツを習慣化、健康

に対する意識を啓発、

健康・体力の維持増進

につながる。

・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

上を図る。

・スポーツ活動の習慣化

を促すため、多様なス

ポーツ活動の機会の創出

に努める。

生涯スポーツ活動促進

事業

2

６－３－２

活動を支える指導者及

びボランティア等を養

成、また活用すること

で、市民のスポーツ・

レクリエーション活動

を促進できる。

地域スポーツを支える体

育指導委員の充実と地域

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。

平成２５年度に現在の予約システムを更新す

るが、より一層利用者が見やすく、利便性が

高いシステムにすることにより、一層の施設

利用促進を図る。また、公民館システムを統

合することで予算の削減を検討する。

スポーツ推進課

12,.245千円

12,.245千円

今まで施設利用申請において

実施していたハガキ申し込み

を廃止することで、利用者の

利便性の向上につながった。

また、指定管理者が実施する

自主事業において多様な運動

機会の提供を行った。

　1,234,044人

スポーツ推進委員については、今後も地域指

導者としての活躍が期待されるが、それぞれ

の地域での役割を考慮したうえで定数につい

て見直しを検討する。

スポーツ推進課

900千円

900千円

スポーツ推進委員による事業

展開を年間６回開催し地域指

導者の養成をした。また、ス

ポーツ推進委員協議会50周年

記念事業及び記念誌の発行を

行った。

サポーターバンク登録者を活

用し有効に事業を展開した。

(登録人数176人)

スポーツサポーター

バンク登録者数

　　280人
市民スポーツサポート

事業

地域指導者として期待されるスポーツ推進委

員について協議会が主催する各種研修会を通

して知識が豊富になり情報交換もできた。

スポーツサポーター

バンク登録者数

　　300人

6
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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③　生涯スポーツ活動の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

実施・検討
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

Ｂ

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

3

スポーツ推進課

5,000千円

1,801千円

６－３－３

4

６－３－４

・「観るスポーツ」と

して市民に観戦機会を

提供し、スポーツへの

興味や意識の啓発が図

られる。

・湘南藤沢の「夏の風

物詩」の一つとして広

く国内の注目を得てお

り、観光・経済等への

効果も期待できる。

・中学生大会を実施す

ることにより競技の普

及、底辺拡大が図られ

る。

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、各種ビーチバ

レー大会を開催する。あ

わせて国内ビーチバレー

発祥の地というブランド

と、湘南藤沢の風光明媚

な地域特性を生かし、藤

沢の夏の風物詩として広

く市内外に発信し、観る

スポーツの提供・ビーチ

バレーの普及拡大を図

る。

ビーチバレー大会

開催事業

スポーツ推進課

・藤沢市体育協会の自立化（財団法人等の設

立・認定）に向けた指導・支援を行う。

・スポーツへの動機付けや関心を高める方策

として、神奈川県アスリートネットワークを

活用しトップアスリートを起用する。

・藤沢市体育協会との連携により、ジュニア

期からの一貫指導体制を推進し、競技力の向

上を図る。

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手を含む本市

代表選手に対しスポーツ振興基金を活用した

賞賜金を交付することにより、スポーツへの

関心が高められ、また競技力の向上が図られ

た。

全国中学生ビーチバレーについては、全国か

ら広く参加していただくため、都道府県の教

育委員会及びバレーボール協会への継続した

周知活動を行う。

また、全国中学生ビーチバレーにおいては、

地域活性化センターへ「スポーツ拠点づくり

推進事業」の助成申請を行い、「ビーチバ

レー国内発祥の地」として全国に、中学生の

ビーチバレーの普及推進を図る。

１．賞賜金

スポーツ振興基金を活用した

市代表選手への賞賜金の交付

①特別課外活動賞賜金：54人

②市代表選手派遣賞賜金：

197人(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手

2名、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手

1名含む)　計251人

２．スポーツ人の集い

2月16日（土）藤沢市民会館

にてスポーツ人の集いを開催

①式典（表彰）：受賞者39

人､14団体

②講演：陸上競技男子400m

日本記録保持者「髙野進」氏

スポーツ振興基金の活

用や一貫指導体制の確

立により、ジュニア期

からの継続的なスポー

ツ活動が促進され、競

技力向上につながる。

競技力の向上を目指し、

市内競技選手の支援を行

うとともに、各団体との

連携と協働を進め、長期

的な展望に立った競技ス

ポーツ指導体制の確立に

取り組み、スポーツへの

動機付けや関心を高める

方策としてトップアス

リートの活用を検討、実

施する。

全国大会等への

出場者数

　280人

・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、各種ビーチバレー大会を実施

した。各大会における協賛金の募集が課題と

して残る。

参加チーム数

ビーチバレージャパン64

チーム、県中学生大会56

チーム、全国中学生大会

33チーム

全国大会等への

出場者数

　230人

競技力向上事業

10,000千円

9,936千円

①第２６回ビーチバレージャ

パン

２０１２年８月１７日～８月

１９日

男子５２チーム

女子　８チーム

②第６回神奈川県中学生ビー

チバレー大会

２０１２年８月５日

男子１８チーム

女子４２チーム

③第３回湘南藤沢カップ全国

中学生ビ－チバレ－大会

２０１２年８月１８日～８月

１９日

男子１８チーム(１都５県）

女子３３チーム(１都１３県）

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

Ｈ2４年度目標・実績

担当課

参加チーム数

ビーチバレージャパン64

チーム

県中学生大会85チーム

全国中学生大会78チーム

事業の内容

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)
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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③　生涯スポーツ活動の推進

＜目標＞

〈評価区分〉

A

実施・広域化・参加区分増

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

・運営管理会社に頼らず、関係団体などと一

層緊密な連絡調整を図り、地域特性を活かす

ために、体育協会や商工会議所などで構成す

る実行委員会において、直接運営して行う。

・近隣市の関係機関や地元の合意形成、警察

当局との情報交換、参加者の安全の確保など

の問題点があるが、マラソン愛好者が増えて

いることも踏まえ、距離延長を視野に入れて

各方面と調整を図り、より安全性の高いコー

スへの設定を検討する。

スポーツ推進課

・市民要望を受けて実施している大会で、多

くの参加者から好評をいただいた（評価）

・地元合意形成及び関係諸団体との連絡調整

（課題）

・スポンサー及び協賛企業の獲得（課題）

0千円

5

６－３－５

マラソンを通じての市

民のスポーツに対する

興味・関心を高め、生

涯スポーツの普及を図

るとともに、市民の健

康増進を図る。

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。より多くの

市民が参加できるよう多

様な種目を取り入れると

ともに、魅力あるコース

設定となるように工夫

し、本市の冬季における

最大スポーツイベントと

して位置づける。

0千円

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

事業名

2013年1月27日（日）、江

の島を主会場として湘南海岸

をコースとする市民マラソン

大会を開催

１．参加者

①１０マイル：6,261人

②５キロ　　：1,679人

③親子ラン　：554組

（1,108名）

合計　　　　：9,048人

参加者数

6,500人

市民マラソン開催事業

参加者数

8,000人

予算額(上)・決算額(下)

理由と課題

Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

担当課

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

6
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基本方針⑦　多文化・多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進します

施策の柱①　多文化・多世代の交流の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

B

実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

外国人市民が必要とする

情報を提供する場として

の生活セミナーを開催

評価区分

理由と課題

外国人市民の事業参加者

の拡大

（H26より会員の自主的

な提案による生活セミ

ナー年１回から年２回へ

の開催拡大）

外国人市民との共生を考える会議では、委員

からの意見やニーズを把握する事ができた。

今後は、外国人市民がどのように事業を実現

することができるか、またどのように市政に

反映させることができるかを検討する。

平和国際課

1,400千円

864千円

・外国人市民との共生を考え

る会議の開催（委員１５人）

第１回　会議

第２回　神奈川県総合防災セ

ンター見学

・外国人市民の意見を聞き、ニーズや課題を

把握することができた。

・防災センターの見学により、外国人市民が

防災意識を高め、地域市民として何をすべき

か、何ができるかを考えることができた。

・意見やニーズを踏まえて、彼らが主体的に

実行に移したり、市政に反映させて形にする

ことが課題である。

多文化共生推進事業

1

７－１－１

・外国人市民と共生で

きる地域社会づくり

・外国人市民の意見を

市政に反映

・外国人市民と行政と

の協働体制の確保

・あらゆる人との多文

化共生推進のための意

識の向上

外国人市民の生活支援と

ともに、外国人市民と市

民が共に生きる地域づく

りを目指し、意見交換が

できる場として、「外国

につながりを持つ市民の

会」を開催する。

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

事業名

予算額(上)・決算額(下)

担当課

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

6
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基本方針⑦　多文化・多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進します

施策の柱②　学校・家庭・地域等の連携、協働の推進

＜目標＞　　　

〈評価区分〉

Ａ

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ａ

地域密着型啓発の推進
〈理由と課題〉

4ヶ所で実施

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｂ

検討
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

・Ｈ27年度末の目標は達成。

大量調理で使用できる「ふじさわ産」の食材

については、ほぼ使用したため今後さらに品

目数を増やすことは難しい。

・使用品目については、目標値の33品目を

達成したが、今後も引き続きこの33品目を

献立に活かしていく。

・使用品目の拡大

      30品目（23年度）

                   →33品目

・使用量の拡大

      藤沢産新米5回

・神奈川産品デー

      5回（23年度）→7回

あらゆる人の人権が尊重される社会の実現を

めざし、地域密着型による出前講座等、意識

啓発の機会の充実を図る。

人権擁護委員会、公民館、学校及び企業等と

連携を図り、出前講座等を実施したことによ

り、啓発機会を提供することができた。

Ｈ27年度末の目標

・使用品目の拡大

22品目→27品目

・使用量の拡大

藤沢産新米３回→４回

・神奈川産品デー

３回→４回

・使用品目の拡大（33品

目）

・使用量の増加

地域密着型啓発の推進

５か所での実施

人権出前講座

老人福祉センター

１か所で実施

学校教育施設の有効活用

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

担当課

Ｈ２２年度末の状況

1

７－２－１

・学校給食に安全・安

心な給食食材の提供が

できる。

・児童、生徒と生産者

の交流を図るなど、生

産者の苦労や努力を知

り、食料の生産に関わ

る人々へ感謝する心が

育つ。

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

り地産地消を充実する。

地産地消の充実事業

学校給食課

2

７－２－２
・個人が尊重され、自

分らしい生き方ができ

る社会の構築

・学校ぐるみの人権啓

発による人権教育の推

進

・地域との協働による

地域密着型人権啓発の

推進

一人ひとりが人権を身近

なものととらえ、身近な

人々とともに、身近なと

ころから少しでも人権問

題をなくし、共に生きる

社会の実現に向け、人権

啓発活動を中心とした各

種施策を実施する。

人権男女共同参画課

人権啓発推進事業

3

７－２－３

学校教育施設の有効活

用について、課題を洗

い出し、具体的な活用

方法を検討することに

より、学校が地域コ

ミュニティの拠点施設

としての活用が図られ

る。

学校等の教育施設は、地

域の生涯スポーツ・地域

コミュニティの拠点とし

ての役割が求められてい

る。このため、地域に開

かれた学校づくりが重要

であり、その一つとし

て、学校教育施設の有効

活用について検討を行

う。

現在結論の出ていない部会についてもなるべ

く早い段階で一定の考え方をまとめ、今後の

施設の有効活用につなげていくよう取り組ん

でいく。

学校教育企画課

0千円

0千円

開かれた学校づくり検討部会

１回、特別教室市民利用検討

部会１回

学校施設有効活用検討委

員会の設置、及び会議の

実施
学校教育施設の

有効活用推進事業

0千円

0千円

4,328千円

4,070千円

各部会において一定の結果を出すことができ

た。課題としては学校体育施設の市民利用部

会での考え方をまとめていく必要がある。

公民館との共催事業、及び企

業及び学校等を対象とした地

域密着型の出前型講座を9カ

所で実施した。

6
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基本方針⑦　多文化・多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進します

施策の柱②　学校・家庭・地域等の連携、協働の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

Ｃ

3小学校区で実施
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

＜目標＞

〈評価区分〉

B

実施

〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

今後の方向

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標

評価区分

理由と課題

4

放課後子ども教室

推進事業

７－２－４

3,140千円

2,938千円

１日あたり平均利用者数

70人

2小学校区で実施

１日あたり平均利用者数４６

人

Ｈ2４年度目標・実績

事業参加者数についてはH27年度末の目標を

達成しているが、おやじの会設置校について

は前年と変化がないため。

年度ごとに参加者数に変化があることから、

より一層の事業の周知をする必要がある。

・現在事業を実施している２小学校区で引き

続き事業を実施する。

・新規開設については、地域子供の家、児童

館、又は放課後子ども教室が設置されていな

い11小学校区に、地域からの要望に基づき

開設を検討する。

１日あたり平均利用者数

210人

地域の人材と小学校の余

裕教室等を活用して、放

課後の子どもたちに安

全・安心な居場所（遊び

場）を提供する。地域子

供の家、児童館、又は放

課後子ども教室が設置さ

れていない11小学校区に

地域からの要望に基づき

開設を進めていく。

・事業を新規開設できる小学校区の見通しが

立たない。

・平成２４年度児童数推計によると、本市で

は平成２７年度までは現在の生徒数でほぼ横

ばいとなっており、さらに公立小学校におい

て３５人学級が順次導入されていること等も

あり、小学校の余裕教室等を新たに確保する

ことは難しい状況となっている。

・事業実施には学校・地域の要望や協力が不

可欠である。

学校教育企画課

5,649千円

5,546千円

「PTA」「地域協力者会議」

「おやじの会」の事業及びそ

れらの協働による事業参加者

数　29,145人

おやじの会の設置校　44%

ふじさわ教育フォーラムの開

催

子どもを軸とした多様

な世代の連携により、

地域づくり、学校支援

が図られる。

ＰＴＡ育成事業、学校・

家庭・地域連携推進事

業、おやじの会設置促進

事業を相互に関連づけな

がら、地域の教育力向上

を目指し、次代の地域社

会の担い手を育成するこ

とで学校支援につなげ

る。

・地域で学校を支える

「おやじの会」の全校設

置に向けた支援事業の実

施

・市民力・地域力向上の

ための事業の検討・実施

・地域の教育力向上と学

校支援に向けた事業の検

討・実施

・「ＰＴＡ」「地域協力

者会議」「おやじの会」

等の事業参加者数

18,000人

・おやじの会設置校44％

学校・家庭・地域連携

推進事業

・「ＰＴＡ」「地域協力

者会議」「おやじの会」

の事業及びそれらの協働

による事業参加者数

28,000人

・おやじの会設置校

100％

5

７－２－５

地域の人たちの参画に

より、子どもたちが地

域の大人とのふれあい

を通して、心豊かで健

やかに育まれる環境が

つくられる。

子ども青少年育成課

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容

事業名

予算額(上)・決算額(下)

担当課

おやじの会については、各会が独自に結成

し、活動している状況がある。今後は全校設

置をめざすのではなく、活動の支援とネット

ワークづくりを行っていく。

PTAについては、地域協力者会議に協力を求

めながら、各校のPTA組織への支援について

検討する。

また、学校・家庭・地域の連携協働を推進す

るため「ふじさわ教育フォーラム」を引き続

き開催する。

6
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基本方針⑦　多文化・多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進します

施策の柱②　学校・家庭・地域等の連携、協働の推進

＜目標＞
〈評価区分〉

B

女性登用比率40％
〈理由と課題〉

＜実績＞

〈今後の方向〉

※評価ランク　Ａ…Ｈ２７年度目標達成　Ｂ…Ｈ２４年度目標達成　Ｃ…Ｈ２４年度目標未達成（現状維持）　Ｄ…Ｈ２４年度目標未達成（見直し）　Ｅ…廃止

Ｈ２２年度末の状況

Ｈ27年度末の目標 今後の方向

6

７－２－６

・政策、方針決定過程

への男女共同参画の推

進

・男女が平等に働くこ

とができる労働環境の

整備

・地域での男女共同参

画の推進

女性にとっても男性に

とっても、性別にとらわ

れることなく、社会のあ

らゆる分野の活動に参画

できる機会の確保のた

め、すべての市民に対

し、意識啓発と情報提供

を行う。

市独自の審議会等委員の

女性登用比率42.0％

女性の登用比率は、着実に増加しているもの

の、目標比率である42.0％を達成するために

は、各課が引き続き女性の登用に積極的に取

り組むと共に、推薦団体等からの理解が求め

られる。

人権男女共同参画課

5,548千円

3,955千円

2012年4月1日現在の市独自

の女性登用比率

　　　　　40.4％

女性登用比率アップに向

けた対応方針の徹底によ

る市独自の女性登用比率

39.3%男女共同参画推進事業

充て職が多い審議会ではなかなか女性比率の

増加がみられない。

担当課

事業コード

事業の目的

〈期待される効果〉

事業の内容 Ｈ2４年度目標・実績

評価区分

事業名 理由と課題

予算額(上)・決算額(下)

7
0
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２ 進行管理についての質疑応答 

    

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③③③③    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心でででで快適快適快適快適なななな学校施設学校施設学校施設学校施設のののの整備整備整備整備    

＜委員からの質問＞ 評価がＣやＤの事業が比較的多い区分だと思う。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だが、予算措置が取れないというのは、どういう

経緯でそうなってしまったのかお教えいただきたい。 

＜回答：学校施設課＞ この事業は非常に費用が掛かる中で、学校からの要望としては、

トイレの改修と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いることから、限

られた財政状況の中で、それらの部分を優先し、重点的に事業を行ってきたということで

す。 

＜委員からの質問＞ 評価だけみると、ＣやＤが多いように見えるけれど、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、他のところに回りにく

かったということで、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か。 

＜回答：学校施設課＞ そうです。 

＜委員からの質問＞ ここに掲げてあるものは、２７年度までに整備できそうなめどがあ

るのか。 

＜回答：学校施設課＞ 事業が大きいため、一般財源だけではなかなかできない部分もあ

るので、特定財源の確保に努めながらその実現に向けて、進めていきたいと思っています。 

 

基本方針基本方針基本方針基本方針⑥⑥⑥⑥    健康健康健康健康でででで豊豊豊豊かなスポーツライフのかなスポーツライフのかなスポーツライフのかなスポーツライフの環境整備環境整備環境整備環境整備をををを行行行行いますいますいますいます    

＜委員からの質問＞ 評価的にはいい評価が並んでいる。子どもたちの健康増進になりあ

りがたいのだが、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だ。学校のスポーツの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するが、学校のスポーツの指導者について、

何か説明してほしい。 

＜回答：教育指導課＞ 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％位だと思いますが、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。 

 

全体的なご意見 

 見直しを進めている事業や、終了した事業もあり、教育振興基本計画の策定時から状況

が変化していている。意見を申しあげた事項に関しては、今後事業を進めていくうえで参

考にしてほしい。 
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３ 教育委員会へのアドバイス 

 

＜新井秀明 委員長＞ 

昨年も指摘したのですが、藤沢市教育委員会の取組は教師や学校をサポートしていく

とう姿勢が明確で、これからも授業づくりや学校づくりの取組を、よりいっそう支援し

ていただきたいと思います。 

同時に、教師や学校にお任せするということではなく、学校レベルでは、保護者や市

民に対して学校情報を積極的に提供するとともに、保護者や市民の方々からの疑問や意

見、要望に対して、きちんと向き合い対応していくという双方向のコミュニケーション

を大事にする取組を進めて欲しいと思います。 

また、双方向のコミュニケーションは、学校レベルだけでなく、教育委員会としても、

教師や学校など関係者の声や保護者・市民の声に応えていくことが大事だと思います。

昨年度委員長の高橋勝氏は、総括的な意見の中で、教育振興基本計画をつくる際には皆

さんがオープンに議論をして作成してきた、この点検・評価や進行管理を行う際ももっ

とオープンに議論しあいましょうと、そのためにも教育委員会が積極的に市民に説明を

してアピールして欲しいと訴えられました。点検・評価や進行管理を行う際に、例えば、

担当部署による説明だけでなく、保護者・市民の方々の意見や教師や学校など関係者の

意見を聞くような機会があればよいのではないかと思います。 

 教育条件の整備についてですが、数値で示せるものは是非示してほしいと思います。

市民のニーズや現場の要望で特に数値化が可能なものについては、ニーズ調査などをし

ていただいて、ニーズに対して現状はどれだけ充足しているのか、財源がどれだけある

か、施策の優先順位をどうつけるかなど、いろいろなことを勘案しながら基本計画をい

かに実現していくか、分かりやすく自己点検・評価していただきたいと思います。 

もちろん施策によっては数量的に表しにくい事項や、表すべきではない事項がありま

すので、そうした事項は別の点検・評価が必要だと思います。文化財なども数値で表し

にくい事項が多いと思いますが、市民のニーズは高くなくても専門家の判断として非常

に貴重であるとか軽視できないといった事項もあるかと思います。数値目標を重視しす

ぎると数値で表しにくい目標が軽視される恐れがありますので、数量的に表せないもの

について、必要性や成果について評価方法の工夫をしていただきたいと思います。 

 

＜北橋節男 副委員長＞ 

私は学校・家庭・地域の連携事業の代表として出席していますが、保護者の一人とし

てまた地域で働いている者としてお話ししたいことは多々あります。人がお互いに協調

し合ったり、自立したりしていくという部分は、親の背中を見て育つことも多いですし、

また他人の背中を見て育つことも多いと思っています。小中学生が学校の中で教育を受

けることはもちろん必要ですし、そこで規律やマナーを学んでいくことは強く求めます。

そしてその延長線上に、子どもたちが学校の外に出て体験をするという活動が必要なの

だと思っています。 

今、子どもたちの持っているコミュニケーションツールはとても便利になりました。

自分の部屋の中ですべて事足りてしまっているともいえます。本は読まない、辞書はひ



     73737373    

かない、人に返事もしない、それでも幸せだと思っているということを、とても心配し

ています。だから、もっと外に出てほしい。本を読んだり辞書を引いたりしてほしい。

人とぶつかったり喧嘩したりしてほしい。もっと怒られてほしい。そうしたことをとお

して子どもたちにたくましく成長していってほしいのです。 

藤沢市では八ヶ岳野外体験教室、職業体験、地域や他校との交流などの活動に取り組

んでいますが、やはり失敗から学ぶことはとても多いので、子どもたちがあえて失敗す

るようなプログラムがあって、それをサポートする大人やボランティアがいてくれたら

子どもたちはどんなに幸せかと思います。 

藤沢市の教育委員会に強く希望していることは、子どもたちが部屋から外に出て、学

校から外に出て様々な体験ができるような柔軟な取組もしていただきたいということ

です。その中にいじめの問題などを解決するようなチャンスがあるのだと思います。是

非、柔軟な発想で体験の場を増やしていただいて、失敗しても大丈夫、という教育にし

ていって欲しいと思います。 

また、先生たちも学校から出て、多くの経験をしてほしい。そういう先生が子どもた

ちに良い経験、体験を与えてくれるのだと信じています。 

 

＜三浦康之 委員＞ 

感想を３つほど述べさせていただきたいと思います。 

私は大学の工学部の教員として、ものを教える立場にあります。学生たちは中学の義

務教育を終え、高校を卒業してきているわけですが、こういった学生たちと向き合うに

つれて思うことは、大学に入る前までの状態がとても重要だということです。工学部で

すから数学ができなくてはなりませんが、本質的なことは物事に取り組む姿勢とか社会

的な態度、基本的な躾等々そういった総合的な能力です。大学を卒業して就職するとこ

ろにまで関わってくる部分ですので、そういった基本的なところを身に着けるというこ

とを是非、推進していただければと考えております。このことは、たとえば基本方針の

①、または②，③あたりに大きく関わってくるのではないかと思います。勉強に限らず

能力を伸ばすことをしていただきたいと考えております。 

今回の点検・評価の対象事業でいろいろな意見があったと思いますが、最近の情報通

信の発展はかなりのものなので、それに伴って社会のありようも大きく変貌していると

思います。そうなってくると年長者ほど最近の機械の発展に取り残されがちになり、子

どもたちにそういうものを教えるということが行き届かなくなるということが考えら

れます。近年の技術に適した人材を育てるということの前に、まず大人たちがそういっ

たことに適応することがとても重要なのではないかと思っています。そうしないと、学

校に新しい機械を導入してもあまり利用されず、その結果この事業はあまり必要ないと

見なされ兼ねません。そして、結局、社会の発展に取り残される子どもたちが増えると

いうことになり、不幸かなと思いますので、そういったところにも注意を払っていただ

きたいと思います。 

３つ目ですが、郷土に対する愛着心とか帰属意識といったものを育むにあたって、そ

の土地の歴史や文化などを継承して伝えていくことがとても大切なのだと思います。藤

沢市はそういった資産を多く持っているところでもありますので、予算もないところで
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ご苦労されていると思いますが、是非進めていただきたいと思います。民間企業と行政

が違う点は、民間企業の場合は事業が成り立たないといけないので、ニーズに基づいて

事業を進めていますが、行政はそうではないものをカバーしていくのだろうと思います。

特に歴史文化に関する事業は、市民にとってどれだけのニーズがあるのかと思いますし、

こういう文化的事業に関してはニーズに基づいて何かをするということではなくて、こ

ちらからニーズをつくるつもりで進めていかなくていけない事業なのだろうと思いま

す。何もせずにいたらニーズがあるというものではなく、だからといっていらないとい

うことではないと思いますので、こういった事業は軽視しないでいただきたいと思って

おります。 

 

＜佐藤優子 委員＞ 

ＰＴＡの会長として、そして一人の保護者として感じたことをお話しさせていただき

ます。今回の会議の中で学校のトイレやエアコンの整備の話がでましたが、こうした事

業にはかなりのお金がかかると思いますが、とてもありがたい事業なので、これからも

力をいれて継続していってほしいと感じました。また、学校看護介助員の配置に関して

は、とてもすばらしい事業なので、応募の方法などを工夫して、できるだけニーズに応

えられるように今後も継続していってほしいと思います。特別支援教育整備事業では特

別支援学級や通級指導教室などの整備を進めていることが、今回の会議に参加したこと

でよくわかりましたが、このようなことを一般の保護者の方々はなかなか理解しづらい

のではないかと思います。どんな保護者の方々にも、このような教室のことを知っても

らい、みんなが自然に関わり合えるような取組も大切だと思います。 

 生涯学習については年齢を重ねていっても何かを学ぶ場があるということは大切だ

と思います。生涯学習の取組の中で、小学生のための博物館講座がありますが、子ども

たちが本物の土器に触れたりする機会はとても大切だと思います。藤沢にもこんな時代

があったんだということを知るだけでも、子どもたちの心の中に郷土愛を育むことがで

きるのではないでしょうか。 

 最後にこの会議のことについてですが、教育委員会がその取組について自己評価をし

ていくことは、とても大切なことだと思います。ただ、会議の持ち方については、全体

の大きな会議の前に少ないメンバーでの座談会のような形式で、発言しやすい場がほし

いと思いました。 
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教育委員会の活動状況 
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１ 教育委員会について 

  地方公共団体が、教育・学術･文化等に関する事務を行う場合は、その性質上

◇◇◇◇    政治的中立政治的中立政治的中立政治的中立をををを維持維持維持維持することすることすることすること   

◇◇◇◇    行政行政行政行政がががが安定安定安定安定していることしていることしていることしていること  

◇◇◇◇ 住民住民住民住民のののの意思意思意思意思をををを反映反映反映反映することすることすることすること   

などが求められます。  

これらに応えるため、都道府県及び区市町村には知事または区市町村長から独

立した行政委員会として、教育委員会が設置されています。  

藤沢市教育委員会は、5人の委員で組織され、教育についての方針･施策は、

この教育委員会での合議によって決められています。  

教育委員は、毎月の教育委員会定例会に出席し議案等を審議するだけでなく、

各種の会議や研修会にも出席しています。  

また、教育施設の視察や学校行事、地域の行事、市の主催行事等にも出席し、

教育を取り巻く状況の把握と市民の意見聴取に努めています。  

◆平成２５年度の教育委員          （H25.5.1現在）  

職 名 氏  名 任  期 

委員長 阪 井  祐基子 H23.10. 1～H27. 9.30 

委員長職務代理者 井 上  公 基 H25. 4. 1～H29. 3.31 

委 員 小 澤  一 成 H21.10. 1～H25. 9.30 

委 員 赤 見  恵 司 H22.10. 1～H26. 9.30 

教育長 吉 田  早 苗 H25. 4. 1～H29. 3.31 

 

２ 平成24年度の活動実績 

     平成24年度の教育委員の活動実績につ

 いては次のとおりです。  

 

（１） 教育委員会          １３回 

藤沢市教育委員会では、毎月定例会議

を開催しております。また、委員長が必

要と認めたときには臨時会議が開催され

ます。 

 

 教 育 委員 会 開催 実績 

会 議 名 

開催年月日 

会議内容等 

議 事 

平成２４年度教育施設整備に係る工事計画の策定につい

て 

１件 

議 題 委員長の選挙について 他 ２件 

４月定例会 

４月１２日(木) 

教育長報告 平成２４年２月藤沢市議会定例会の開催結果について １件 

教育委員会の様子（H25.4.1） 



77777777    

教育施設視察（高浜中学校） 

議 事 

藤沢市教育委員会事務局組織等規則の一部改正について

他 

５件 ５月定例会 

５月２４日(木) 

教育長報告 臨時代理の報告について １件 

議 事 藤沢市社会教育委員の委嘱について 他 ２件 

６月定例会 

６月２０日 その他 

藤沢市八ヶ岳野外体験教室指定管理者審査選定委員会に

ついて 

１件 

議 事 

平成２５年度使用藤沢市立小学校及び中学校用教科用図

書の採択について 他 

４件 

教育長報告 

平成２４年６月藤沢市議会定例会の開催結果について 

他 

３件 

７月定例会 

７月２６日(木) 

その他 旧藤沢市学習文化センター施設の今後の予定について 他 ４件 

８月定例会 

８月２９日(水) 

議 事 

平成２４年度（平成２３年度実績）藤沢市教育委員会の

点検・評価及び藤沢市教育振興基本計画の進行管理につ

いて 他 

４件 

議 事 藤沢市民ギャラリー運営協議会委員の委嘱について １件 

教育長報告 臨時代理の報告について １件 

９月定例会 

９月１８日(火) 

その他 各種ビーチバレーボール大会の開催結果について 他 ２件 

議 事 

平成２４年度藤沢市教育文化貢献者感謝会費表彰者の決

定について 

１件 １０月定例会 

１０月５日(金) 

教育長報告 平成２４年９月藤沢市議会定例会の開催結果について 他 ２件 

１１月定例会 

１１月１５日(木) 

議 事 学校教育ふじさわビジョンの改定について 他 ３件 

議 事 

藤沢市スポーツ広場条例施行規則の一部改正について 

他 

３件 

１２月定例会 

１２月２７日(木) 

教育長報告 

平成２４年１２月藤沢市議会定例会の開催結果について 

他 

２件 

議 事 

藤沢市教育委員会技能労務職員の服務規程の一部改正に

ついて 

１件 １月定例会 

１月１０日(木) 

その他 教育委員会の組織改正に伴う日程について 他 ２件 

１月臨時会 

１月３１日(木) 

議 事 県費負担教職員の人事異動について １件 

議 事 

藤沢市教育委員会の権限に属する事務の補助執行にかか

る協議について 他 

３件 ２月定例会 

２月７日(木) 

その他 藤沢市中学校給食検討委員会検討結果報告について 他 ３件 

議 事 

藤沢市教育委員会事務局組織等規則の一部改正について

他 

５件 ３月定例会 

３月１７日(日) 

教育長報告 臨時代理の報告について １件 

 

釜石市視察 
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（２） 教育委員会委員が出席した会議・行事等 

 

① 定例会・臨時会以外の会議   34回 

 

② 国・県等主催協議会・研究会  ２回 

 

③ 教育施設視察         ４回  

 

④ 学校行事           12件 

 

⑤ 地域行事           ７件  

 

⑥ 市の行事、大会等       24件 

 

計 ９６件  

 

 主な会議・行事等一覧 

実施月 事 業 内 容（抜粋） 

４月 教職員辞令交付式 県市町村教育委員会連合会総会 

５月 市民総合体育大会総合開会式 小・特別支援学校体育大会 

ふじさわティーチャーズカレッジ「学びあい」開講式 

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会 

６月 藤沢市展表彰式 第１回教科用図書採択審議会 

第１回教育振興基本計画評価委員会 旧三觜八郎右衛門家住宅講演会 

７月 “こころの劇場”劇団四季ミュージカル『ガンバの大冒険』 

第２回教科用図書採択審議会 第２回教育振興基本計画評価委員会 

学校施設視察訪問 小学校水泳大会 

８月 第３回教育振興基本計画評価委員会 全国中学生ビーチバレー大会開会式 

教育文化講演会 八ヶ岳ふれあいキャンプ 学校事故防止検討委員会 

９月 体力つくり運動推進功労者表彰式 

１０月 中学校音楽会 市町村教育委員会研究協議会 釜石市視察 

公民館まつり  

１１月 教育文化貢献者感謝会 小・特別支援学校音楽会 大鋸小・羽鳥中研究発表会 

県市町村教育委員会連合会研修会 学校保健大会 伝統芸能発表会 

中学校ダンス交換会 学校施設視察訪問 

１２月 スクールバディ・サミット 社会教育委員との交流会 

１月 成人式 天神小研究発表会 ３０日美術館オープニングセレモニー 

２月 ふじさわティーチャーズカレッジ「学びあい」修了式 スポーツ人の集い 

３月 小・中・特別支援学校卒業式 教職員辞令交付式 

 

 

市町村教育委員会研究協議会 




