
１．児童生徒の生きる力を育む教育の推進

（１）「子どもたちに「新しい知」を育むために」

＜施策の目標と取組方針＞

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

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

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

＜主要な事業の平成２０年度の取組概要＞

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

○人権環境平和教育関係費
教職員への講演会を実施、児童生徒へのリーフレットを配布する等人権環境平和教育へ
の啓発活動を実施した。

○国際教育推進事業費
外国人英語指導助手業務委託（ＡＬＴ）による授業の実施、国際理解協力員による小学
校での国際理解教育、日本語指導の必要な児童生徒への日本語指導員の派遣により、学
校における国際教育の充実を図った。

○教育情報機器関係費
児童生徒指導に対しては、教育情報機器活用能力及び情報活用能力の育成、教職員に対
しては教育情報機器活用能力を図るための研修を実施し教職員の指導力の向上を図った

○特別支援教育運営費
障害のある児童生徒の教育環境を改善し、特別支援教育の充実を図った。

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

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

○市費講師雇用費
中学校教員の免許教科外教科の授業を解消すると共に、教員の担当授業が相当時数を越
えることを解消するために、市費講師を任用し、中学校教育の充実を図った。

＜点検評価対象とした平成２０年度事業及び進捗状況＞

主な事業 平成２０年度目標 平成２０年度実績

①国際教育推進 学校における国際 ・外国人英語指導助手業務委託 １０名（中・特
事業費 教育の充実を図る。 別支援学校での英語の時間）

・国際理解協力員の訪問 ５名（小・特別支援学
校での異文化理解）

・日本語指導員の派遣 １２名（日本語指導の必
要のある児童生徒）

②特別支援教育 特別な支援を必要 ・特別支援協議会 ４回
運営費 とする児童生徒への ・御所見中学校に特別指導学級の設置

教育の充実や適切な ・介助員派遣事業（３０，１９２時間）
支援を図る。 通常級児童生徒の宿泊行事への介助員派遣



（対象児童生徒 ２２名）
・土曜休業日体育館開放（湘南台小 年間１６回

白浜養護学校 年間 １８回 ）

③新入生サポー 学習の基礎・基本 新入生サポート講師
ト事業費 の定着と意欲の向上

を図り、集団生活へ ・小学校３５校に３９名を配置
の適応を促進させ、 （内訳 ３１校に各校１名
安定した学習生活を ４校に各校２名
身につけ、教育効果 ・指導教科
の充実を図る。 国語、算数、生活、体育、図工等

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①国際教育推進 ・外国人講師が１０名になり、学校への訪問日が増えたことから、生徒
事業費 の学習意欲や聞く力の向上が図られた。

・小学校においては、国際理解協力員の派遣により、異文化や外国語へ
の関心を高めることができた。
・日本語指導は、７言語の指導員による指導を実施し、学校生活への適
応が図られた。

②特別支援教育 特別な支援を必要とする児童生徒の支援として、御所見中学校の特別
運営費 指導学級の設置、介助員派遣事業の通常学級の宿泊への拡大が実施でき、

支援の充実を図ることができた。

③新入生サポー ・学校からは、本事業が学校生活への適応や基本的学習事項の定着等学
ト事業費 習指導にも役だったとの評価を得ている。

・個別指導することで、担任がスムーズに授業を進めることができ、ク
ラス全体の学習の定着に効果があった。

・学校生活への適応に不安がある子、集団行動が苦手な子等に指導を行
い、学校生活への適応ができるように促進するとともに、教室移動や
屋外の活動の際に児童の安全を図ることができた。

＜課題・問題点＞

①国際教育推進事業費
・ティームティーチングによる授業においての、外国人講師や国際理解協力員との打ち

合わせ時間の確保及びカリキュラムの検討。
・日本語指導については、少数言語への対応が必要なため、日本語指導員の手配に課題
・新学習指導要領に平成２３年度から「小学校外国語活動」の時間が新設されるため、

平成２１年度から準備が必要。

②特別支援教育運営費
・特別指導学級在籍の児童生徒の宿泊行事への介助員派遣
・特別指導学級の過大規模化の解消と通学範囲の適正化のための計画的な特別指導学級

設置計画の策定

③新入生サポート事業費
・授業時間数の拡大（学校からの要望）
・講師の指導力の向上



＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①国際教育推進事業費
・授業内容について、１学年から６学年までの指導内容について、発達段階を踏まえた

内容が学習できるようにカリキュラムを作成する。
・少数言語に対応する日本語指導員の確保ができるよう他課との連携を図る。
・小学校外国語活動がスムーズに実施できるよう、教員の研修を実施する。講師を招い

て具体的な授業展開を体験したり、授業参観をしたりして教師の指導技術を高めてい
く。また、ティームティーチングができるよう外国語活動協力員の派遣を考える。

②特別支援教育運営費
・特別支援学級在籍の児童生徒の宿泊行事に介助員が派遣できることをめざす。
・特別支援学級の全校設置を前提に、長期的展望に立った特別支援学級の新設計画を策

定し、過大規模化等の解消を図る。

③新入生サポート事業費
・講師の確保が難しく、時間数の拡大は難しいと考えているが、今後も様々な方法により

講師の確保に努める。
・サポート講師の指導力向上のため、校内研修を短時間ずつきめ細かく行う。
・学務保健課が主催する研修の充実を図る。（講師の講話、情報交換、意見交換等）

＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①国際教育推進事業費
・「新しい知」を育むためにそれぞれの事業は不可欠な事業であり、取組の成果は上が

っている
・小学校でのＡＬＴ等ネイティブな英語を話す人の活用を検討されたい。
・国際教育推進事業については、１学年から６学年までのカリキュラムの作成は急務で

あり、特に１学年から４学年でどのような時間で何をするか市全体の構想を示す必要
がある。

②特別支援教育運営費
・特別支援学校だけではなく、通常級に通う支援を必要とする児童生徒への支援もとて

も大切なことである。
・特別支援教育運営については、課題・問題点の捉え方は適切であるが、まず本質は教

員と保護者が信頼関係の中で、協力していくことであり、それをサポートする体制づ
くりも大切である。また、ボランティア等の活用も積極的に推進するよう求めたい。

・特別指導学級の遠距離通学は負担が大きいので、配慮が必要である。

③新入生サポート事業費
・新入生サポート事業について、小学校１年生は個人差が大きいので、スムーズな学校

運営のために果たす役割は非常に大きい。

○総体的な感想（アドバイス）
・学校教育ふじさわビジョンを実現するためには、市教育委員会の努力も必要だが、何

よりも教育に直接関わる教員の力が大である。その力を最大限に発揮してもらうため
には教えることに関わる仕事以外の負担を減らすとともに、「新しい知」を育むため
の授業力や授業改善力を伸ばす研修の機会を多くすることが大変重要である。



１．児童生徒の生きる力を育む教育の推進

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

＜施策の目標と取組方針＞

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

支援する。

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

＜主要な事業の平成２０年度の取組概要＞

○児童生徒指導関係費
市内小・中・特別支援学校の児童生徒の健全育成を図った。

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

○就学指導関係費
就学に関わる相談結果や就学指導会議の判断を受け、児童や保護者に対して適切な処遇
を行った。

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

＜点検評価対象とした平成２０年度事業及び進捗状況＞

主な事業 平成２０年度目標 平成２０年度実績

①児童生徒指導 不登校・いじめの ・児童生徒指導対策支援会議 １回
関係費 早期発見・早期対応 ・児童生徒指導担当者会 ２回

に努め、未然防止と ・学校警察連絡協議会 ４回
具体的な対応を図る ・学校と指導主事との連携 毎月（長期欠席児
とともに小・中学校 童生徒報告を基に実施）
の連携を図る。 ・初任者研修・年次研修においての啓発

・「藤沢市立学校児童生徒指導の手引き」を全教
職員に配布し、未然防止等の取り組みの推進。

・「ＳＴＯＰ！いじめ」の作成及び配布準備
・いじめ防止プログラムの実践の支援

中学校２校

②学校教育相談 児童生徒及び小・ ・学校教育支援相談員の相談回数
センター関係費 中学校のニーズに即 （小学校 10,970 回 中学校 4,394 回）

した相談支援機能の ・就学相談 １１８件
充実に努めるととも ・電話相談 のべ３０７回
に、効果的かつ円滑 来所相談 のべ ８５回
な相談システムの在 ・相談支援教室入室児童生徒数 ５９名
り方を研究し実践す
る。



＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①児童生徒指導 ・児童生徒指導担当者会等の会議は、各学校や警察からの情報を交換す
関係費 ることにより各学校の指導の参考となっている。

・「平成２０年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題調査に関
する調査」によると、不登校については好転率が小学校で７０％、中学
校で５８％、また、いじめの認知事例は、はぼ１００％に近い解消率で
ある。
・生徒によるスクールバディが中心となり、いじめ防止キャンペーンや
いじめられている生徒へのカウンセリングなどにあたり、いじめに対し
生徒自身が自治意識を持って取り組むことができた。

②学校教育相談 学校教育支援相談員の活用が促進されたことや、電話・来所相談等を
センター関係費 開始したことにより、保護者の相談先の選択肢が広がり、教育相談がよ

り身近なものになった。

＜課題・問題点＞

①児童生徒指導関係費
・不登校の要因が、複雑化・多様化し、対応が困難になっている。
・いじめについては、見えないところで行われることが多く、早期発見での対応が難し

く、そのため解決までに時間がかかる事例が増えている。
・「いじめや暴力行為は絶対許されない卑劣な行為である」との認識を持ち、よりよい人

間関係が築けるような実践的な行動が行える生徒の育成が必要である。

②学校教育相談センター関係費
・非行や障害を伴う不登校児童生徒に対する相談や、家庭環境が絡むような相談について

の対応が難しい。
・別室登校や授業に参加できない児童生徒を現場で支援する体制づくりに課題がある。
・相談支援教室の入室者が増え、小集団による指導効果が失われる可能性が出てきている。

また、入室希望者が全員入室できない状況が生じている。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①児童生徒指導関係費
・不登校に対しては、校長会への情報提供、学校と指導主事との連携等を実施し、各学

校での児童生徒指導の取り組みへの支援に努める。
・いじめについては、初期段階での丁寧な対応及び保護者との連携の在り方について学

校へ情報発信するとともに、早期発見・早期対応に努める。
・いじめ防止プログラムを既に実施している中学校２校に加え、今後もいじめ防止プログ

ラム導入について積極的に支援をしていく。

②学校教育相談センター関係費
・非行や障害を伴う不登校児童生徒への相談や保護者・家庭の問題を伴うケースについて

は、専門性を持つ関係機関との連携をより密接にして対応する。また、藤沢市独自で家
庭訪問が可能になるような人的整備を検討していく。

・児童生徒を現場で支援する体制については、学校に対して「校内支援委員会」の設置
を呼びかけていく。さらに、学校内において、授業に参加できない子どもへの学習支援
等を行う人の派遣について検討していく。

・相談支援教室の指導については、小集団が生かされるようなグループ活動を計画してい
く。また、入室希望者については、校種別に入室時間を定めたり、グループ活動の参加
体制を考えたりして入室希望者が何らかの形で相談支援教室に入室できるよう図ってい
く。



＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①児童生徒指導関係費
・いじめについては、見えないところで行われることが多いとのことだが、見えない問

題をどのように発見してゆくかが課題である。
・いじめ・不登校等に関して、「校内支援委員会」の成功例や実態調査（聞き取り）も

必要であり、また、このような問題に詳しい実践的な研究者や専門家による、教員研
修の充実が必要である。

・児童生徒指導関係について、現状では、「いじめ等の対応」が中心となっているが、
本来は「新しい知」の捉えの中で、仲間と共に学び育つことを強調する側面も重要で
ある。

②学校教育相談センター関係費
・学校教育相談センターが開設され、相談窓口が整理され、相談がしやすくなった事は

評価できる。
・相談や支援に対して、退職された校長（教頭、教員も）を起用するということは大変

効果的であると考える。
・学校教育相談センターについて、カウンセラーによって個人差がでないように、管理

に留意されたい。

○総体的な感想（アドバイス）
・いじめ・不登校は子どものみならず、保護者にとっても切実な問題である。課題・問

題点の捉え方も適切であり、今後の対応については着実に実行されることを切に希望
する。また、学校と保護者の良好な関係が必要不可欠である。



１．児童生徒の生きる力を育む教育の推進

（３）「教育環境の整備」

＜施策の目標と取組方針＞

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

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

＜主要な事業の平成２０年度の取組概要＞

○小・中学校耐震補強事業費
児童生徒の安全確保に向け、校舎及び屋内運動場の耐震補強工事を行った。
・小学校校舎及び屋内運動場の耐震補強工事を実施

（校舎３校：長後小学校、鵠洋小学校、滝の沢小学校、
屋内運動場１４校：鵠沼小学校、本町小学校、村岡小学校、辻堂小学校、鵠洋小学

校、片瀬小学校、秋葉台小学校、御所見小学校、八松小学校、
富士見台小学校、羽鳥小学校、湘南台小学校、大庭小学校、滝
の沢小学校）

・小学校屋内運動場の耐震補強設計
（対象校９校：大道小学校、新林小学校、中里小学校、長後小学校、俣野小学校、亀

井野小学校、鵠南小学校、大鋸小学校、浜見小学校）
・中学校屋内運動場の耐震補強工事の実施
（対象校４校：六会中学校、御所見中学校、善行中学校、秋葉台中学校）

・屋内運動場の耐震補強設計
（対象校３校：大庭中学校、高浜中学校、村岡中学校）

○小・中学校改築事業費（善行小学校、本町小学校、第一中学校、六会中学校）
児童生徒の安全確保及び教育環境を整備するために、校舎等の改築及び本町小学校にお
いては校舎等の改築設計委託を行った。
・善行小学校の校舎等の改築工事を実施（２か年継続事業の１年目）
・本町小学校の校舎等の改築設計を実施（３か年継続事業の１年目）
・第一中学校の校舎等の改築工事の実施（２か年継続事業の２年目）
・六会中学校の校舎の改築工事の実施（２か年継続事業の１年目）

○大規模改修工事費
学校給食事業の円滑な実施を図るため、学校給食設備の大規模な改修工事を実施した。
・高谷小学校給食調理室改修工事を実施
・鵠南小学校給食室給湯設備改修工事を実施

○その他整備工事費
小学校建物の維持管理及び教育環境の整備を図るため、各種整備工事を行った。

○整備工事費
中学校建物の維持管理及び教育環境の整備を図るために、各種整備工事を行った

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

○校務支援システム整備事業費
校務の効率化及びセキュリティの確保を図るため、中学校１９校に校務用パソコンを設
置した。

＜点検評価対象とした平成２０年度事業及び進捗状況＞

事業名 平成２０年度目標 平成２０年度実績

①小・中学校耐 校舎及び屋内運動場
震補強事業費 の耐震補強工事を実

施し、児童の安全を



確保する
・小学校の耐震補強 ・小学校の耐震補強工事及び設計

工事及び設計 ２３校
２３校

・中学校の耐震補強 ・中学校の耐震補強工事及び設計
工事及び設計 ７校

７校

②小・中学校改 学校生活における児
築事業費 童生徒の安全確保と

教育環境の充実を図
る
・善行小学校 ・善行小学校

杭打ち作業及び 杭打ち作業及び基礎工事の終了
基礎工事の終了

・本町小学校 ・本町小学校
基本設計の作成 基本設計の１年目を実施

・第一中学校 ・第一中学校
校舎等の改築工事 校舎等の改築工事の完了、既存校舎の解体の
の完了 契約締結

・六会中学校 ・六会中学校
校舎の改築工事防 校舎の改築工事３６．７％
音工事 防音工事３２．８％

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①小・中学校耐 ・小学校（校舎及び屋内運動場）の耐震化率が、当初の７６．９％ か
震補強事業費 ら９０．２％へ、また中学校（屋内運動場）の耐震化率が、 当初の

８１．０％から９１．８％へを増加し、校舎及び屋内運動場の安全性の
向上が図られ、児童生徒の安全性の確保ができた。
・平成２１年度で耐震補強事業が全て完了する。（耐震化率１００％）

②小・中学校改 ・児童生徒の日々の安全の確保と、災害時における被害の最小限化が図
築事業費 られた。

・施設のバリアフリー化、エコを考慮した教育施設の充実により教育環
境の向上が図られた。

＜課題・問題点＞

本市は、学校施設について、早期に耐震安全性を確保するため、改築を必要最小限に抑
え、耐震補強工事と大規模改修工事を優先させて２０１０年度（平成２２年度）までに全
校の耐震安全性を確保する「学校改修計画」を２００４年度（平成１６年度）に策定した。

この計画にもとづき小・中学校耐震補強事業は平成２１年度をもって全て完了するが、
耐震補強工事を優先的且つ集中的に施工したことにより、以下のような課題・問題点が生
じている。

○ 老朽化校舎対策
築３０年以上経過している学校が多く、校舎の老朽化が進行している。今後これら

の校舎については、大規模改修又は改築の実施について検討を行う必要がある。

○ 学校施設整備
耐震安全性確保のための耐震補強工事を優先させて行ったため、外壁補修塗装工事、

屋上防水工事、特別教室等空調設備整備工事及びトイレ改修工事などその対策について
検討する必要がある。



○ 教育環境整備対策
児童生徒数が増加し、プレハブ校舎対応となっている現状や、特別支援教室の新設並

びに少人数学級の実施などへの対応が課題となっている。

○ 地域活動拠点としての学校施設のあり方と有効活用
児童生徒減少校の余裕教室や特別教室の地域への有効活用を、新たな発想により検討

していく必要がある。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

平成２０年度に環境を考慮した学校施設整備計画策定のための学校施設の実態調査を行
い、平成２１年度以降について整備方法に応じたエネルギー使用量のシミュレーションを
行い、さらに具体化した学校施設整備計画を策定し、新たな新総合計画に反映していく予
定である。

今後の施設整備にあたっては、エコスクールの整備・充実を図るため、学校敷地内の芝
生化や、太陽光発電、人感センサー、昼光センサーなどを導入するとともに、給食調理室
のドライシステム化や施設全体のオール電化などを配慮していく。

＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①小・中学校耐震補強事業費
・児童生徒の安全確保は最重要項目と考える。
・小・中学校の耐震化について、他の自治体と比べると進んでいることを評価したい。

②小・中学校改築事業費
・改築については、改築校の選定の優先順位等広く周知したようが良い。

○総体的な感想（アドバイス）
・今後の学校のあり方を含めて、シミュレーションを行うとのことなので、強く期待す

る。



２．心豊かな生涯学習社会の実現を目指して

（１）「生涯学習機会の拡充と環境の整備」

＜施策の目標と取組方針＞

市民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、
目 標 その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習すること

ができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現を図る。

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

＜主要な事業の平成２０年度の取組概要＞

○学校・家庭・地域連携推進事業費
市内全域に１５の地域協力者会議が組織され、子供たちをめぐる様々な地域課題に対応
し、子供たちの健やかな成長を支援した。

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

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

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

○公民館整備費
生涯学習活動の拠点である公民館の施設整備を行い良好な環境整備を図った。

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

○図書館システムＩＴ化整備事業費
市民図書館に盗難防止装置を導入して図書資料の盗難防止を図った。また、市民図書室
に４市民図書館の資料検索用パソコン（業務用）を設置し、サービス向上を図った。

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

○子ども読書活動推進事業費
ブックスタート事業を実施し、事後に保護者へのアンケートを行うとともに、ブックリ
ストの配布と資料提供を行った。

＜点検評価対象とした平成２０年度事業及び進捗状況＞

事業名 平成２０年度目標 平成２０年度実績

①生涯学習大学 市民の豊かなライ ・生涯学習大学かわせみ学園事業、及び生涯学習人材
事業費 フスタイルづくりを バンク（湘南ふじさわ学びネット）の運営を行い、市

支援する。 民の豊かなライフスタイルづくりを支援した。
・講座の開催 49 講座 受講延べ 1,447 人
・人材バンク 登録数 277 件 利用件数 236 件

②公民館事業費 市民の様々な学習 ・市内１３公民館で６５６事業を開催し、延べ人
要望に応えるため、 数で３４１，５６１人が参加した。
各種事業を開催して
学習活動を支援する。



③子ども読書活 １歳６か月健診を利 ・ブックスタート事業（南北２箇所４８回実施）
動推進事業費 用し、乳幼児から本 ボランティア協力者数 延べ６８３人

に出会い、楽しみ、 読みきかせ・絵本手渡し者数 ３，５０１人
親しめるように、読 ・地域子供の家など保護者や子どもの集う施設へ
み聞かせを行い、絵 ブックリストの配布と資料の提供を行った。
本と資料を贈呈し、 ・ボランティアを追加募集し、講習会を開催。
子どもへの読書推進 全ボランティアを対象に交流会と研修会を実施
の働きかけを行う。 し、知識技術の向上と事業の充実を図った。

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①生涯学習大学 市民の主体的な生涯学習活動の推進が図られ、豊かなライフスタイル
事業費 づくりを支援することができた。

②公民館事業費 幼児から高齢者までのあらゆる市民を対象とした各種事業の提供によ
り、地域課題・生活課題の解決、地域文化の発展など地域の価値を高め
るような学習活動の支援・促進が図られた。

③子ども読書活 本との出会いの楽しさを伝え、資料を充実したことにより、図書館・
動推進事業費 図書室の絵本の貸出やおはなし会の参加者が増加しており、子どもたち

の多様な要求に応えられた。

＜課題・問題点＞

①生涯学習大学事業費
・大学にとって新しい年代層である「団塊の世代」の参加促進。
・開講７年をむかえた「いきいき学部」学習プログラムの見直し。
・地域課題を重視した講座の開設。

②公民館事業費
・刻々と変化する新たな地域の学習課題をどのように把握し、公民館事業に活かすのか、

事業参加者の固定化、事業の周知方法等々について検討が必要。

③子ども読書活動推進事業費
・１歳６か月健診受診者のうち９９％がブックスタート事業に参加しているが、残りの

１％と未受診者の親子に対するフォローが必要である。
・１歳６か月未満の子どもへの読書推進の働きかけ。
・現行の「藤沢市子ども読書活動推進計画」が平成２２年度で期間満了となるため、それ

以降の新たな計画の策定が必要。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①生涯学習大学事業費
・市民のライフスタイルの変化や学習要望を感知し、あらゆる年代層の市民ニーズや地域

の特定課題に対応できるよう講座等の日程及び内容をゼロベースから見直す。

②公民館事業費
・地域住民を代表する公民館運営審議会の意見・提案を尊重しつつ、事業内容や申込み方

法等情報提供を工夫・拡充することにより新規参加者の増加を図り、地域での学習の広
がりが感じられるような公民館事業の実施を目指す。

③子ども読書活動推進事業費
・事前の周知と当日の対応により、受診者は全て参加できるようにしていくとともに、未受診者の

把握は困難であるため、２～３歳児の親子対象事業のなかでフォローしていきたい。
・こども健康課の「こんにちは赤ちゃん事業」により、保健師が４か月児家庭の全戸訪問

を開始するが、その際推薦絵本等のパンフレットを配布予定。
・平成２１年度に「子ども読書活動推進計画」改定のための策定委員会を立ち上げ、平成

２２年１２月策定を目途に検討を進める。



＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①生涯学習大学事業費
・修了者のフォローの充実を期待したい。
・講座を受講した市民がどう評価しているのか解るものが資料として必要。
・生涯学習大学の認知度がまだまだ低いように感じられる。
・広く市民に周知することが重要だと思う。
・シニア世代のみならず若年層の取り込みも必要。

②公民館事業費
・未参加の市民の取り組みの工夫を求めたい（３割しか参加していない市民への取組）
・公民館事業の参加者の評価が欲しい。
・事業参加者がいつも同じ顔ぶれのように感じます。
・事業の主催者（地域の諸団体）も毎回同じような顔ぶれでマンネリ化している。

③子ども読書活動推進事業費
・ブックスタート事業の今後の充実を期待したい。
・ボランティアの協力を得て実施されているところが良い。
・アンケートの結果も資料として欲しい。
・新しい推進計画の策定委員会に期待したい。
・活字離れがすすむ現代において、大変良い企画、継続拡大を望みます。

○総体的な感想（アドバイス）
・学校教育には「新しい知を育む」という共通目標が設定されているが、生涯学習には

これに相当するものがあるのか、学校教育との関連付けはいらないのか。



２．心豊かな生涯学習社会の実現を目指して

（２）「スポーツ環境の充実と活動の推進」

＜施策の目標と取組方針＞

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

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

＜主要な事業の平成２０年度の取組概要＞

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

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

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

○（財）藤沢市スポーツ振興財団運営費
幅広い年齢層を対象にしたスポーツ事業を実施し、市民のスポーツ・レクリエーション
活動の参加機会の拡大を図った。

○スポーツ施設整備費
葛原スポーツ広場を整備し、屋外スポーツ施設の充実を図った。

○民間体育施設活用費
民間企業の協力を得て、企業のスポーツ施設を市民利用に供した。

○スポーツゾーン事業費
市民の身近なスポーツ活動の場である「まちかどスポーツ広場」を維持管理するととも
に、スポーツゾーンマップの作成によりウォーキングコース等の情報を提供した。

○スポーツ施設維持管理事業費
スポーツ施設の管理運営を指定管理者に行わせることにより、経費の節減と市民サービ
スの向上を図った。

＜点検・評価対象とした平成２０年度事業及び進捗状況＞

事業名 平成２０年度目標 平成２０年度実績

①学校体育施設 市内小・中学校体 ・各校に市民利用運営協議会を組織し、管理運営
開放事業費 育施設を有効活用す と利用調整を委託した。

るとともに、地域住 ・体育館開放には管理指導員を配置して、円滑な
民の身近なスポーツ 市民利用を図った。
施設として開放事業 ・プール開放については講習受講済みの管理指導
を円滑に行い、生涯 員を配置し、安全な開放を行った。
スポーツの振興と地 【実績】
域のコミュニティづ ・校庭開放（小学校 35 校中学校 19 校）5,644 回
くりの促進を図る。 利用者数 ２６０，７８９人

・体育館開放（小学校 35 校中学校 19 校）
週３～４日 7,329 回 利用者数 １０８，４８０人

・プール開放（小学校 35 校）
夏休み期間中の土日祝日 198 回 利用者数 １２，７０５人



事業名 平成２０年度目標 平成２０年度実績

②ビーチバレー 国内ビーチバレー ・各大会それぞれ実行委員会を組織し、大会開催
ジャパン開催関 発祥の地鵠沼海岸で、 に向けて協議・準備を行った。
係費 国内最高峰のビーチ ・各大会とも当日の運営は円滑に図られ、無事に

バレー大会を開催し、 事業が完了した。
市民に観戦の機会を 【実績】
提供するとともに、 ・第２２回ビーチバレージャパンの開催
ビーチバレーの普及 （７月３１日～８月３日）観客１２，０００人
・底辺の拡大を図る ・第２回神奈川県中学生ビーチバレー大会
ため中学生を対象に （８月３日）男子１２チーム、女子３２チーム
県大会・関東大会を ・第１回関東中学生ビーチバレー交流大会
開催する。 （８月１６日）男子２１チーム、女子２７チーム

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①学校体育施設 ・学校体育施設の有効利用が図られた。
開放事業費 ・地域住民の身近なスポーツ施設として、気軽にスポーツを行える環境

を提供できた。
・学校・地区社会体育振興協議会・利用者との良好な関係を築き、地域

コミュニティづくりの促進が図られた。

②ビーチバレー ・第２２回ビーチバレージャパンについては、朝日・白鳥組が北京オリ
ジャパン開催関 ンピック直前の国内最終大会であったため、よりハイレベルな試合の
係費 観戦機会を市民に提供することができた。（観客１２，０００人）

・第２回県中学生ビーチバレー大会は、男子１２チーム、女子３２チー
ムが参加し、今年度より、上位８チームが関東大会へ出場出来るため、
第１回大会の時よりも白熱した大会となった。

・第１回関東中学生ビーチバレー大会は、関東地方１都７県より、男子
２１チーム、女子２７チームが集まり開催された。砂浜を持たない県
からの参加もあり、今後の全国大会開催に向けて、普及・底辺の拡大、
ジュニアの育成が図られた。

＜課題・問題点＞

①学校体育施設開放事業費
・施設、設備の老朽化が見られる。
・管理指導員の固定化・高齢化など。
・市民活動保険適用とならないため独自で保険加入の必要がある。
・受益者負担と財源確保の考え方から、有料化について検討の必要がある（現行は無料）。

②ビーチバレージャパン開催関係費
・ビーチバレージャパンについては、その年の景気により、スポンサーからの収入が変動

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

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①学校体育施設開放事業費
・学校施設課等との協議・連携により施設の良好な状態を保つ。
・他市の状況や収納方法などを調査研究し、有料化に向けて検討を行う。

②ビーチバレージャパン開催関係費
・各大会とも、大会開催に向け、各関係機関と調整をし、普及・底辺の拡大を効率よく図

り、国内ビーチバレー発祥の地にふさわしい大会を開催する。



＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①学校体育施設開放事業費
・適切に行われている。
・市民利用運営協議会の中で進捗状況を評価した結果を資料提示して欲しい。（利用者

からの評価も含めて）※有料化するなら一層協議会の評価が重要になるのでは。
・有料化は仕方がないと思う。
・有料化によって、学校施設がコミュニティーづくりの拠点として機能しにくくなる可

能性があるので、十分に審議を経て結論を出されたい。

②ビーチバレージャパン開催関係費
・国内ビーチバレーの発祥の地であることを、もっと全国的にアピールするよう期待し

たい。
・ＰＲの方法も含めて資金の確保が大切になると思うが良いアイデアは思いつかない。



２．心豊かな生涯学習社会の実現を目指して

（３）「市民文化の創造支援と歴史の継承」
＜施策の目標と取組方針＞

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

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

＜主要な事業の平成２０年度の取組概要＞

○市民会館整備費
市民会館利用者の安全確保と機能維持のために改修工事を行った。

○湘南台文化センター整備費
湘南台文化センター利用環境の向上と安全を図るための設備の更新、改修工事を実施し
た。

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

○長屋門移築復原事業費
藤沢市指定文化財「旧福原家長屋門」の移築復原、移築復原調査の記録保存、移築復原
過程の公開を行った。

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

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

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

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

＜点検・評価対象とした平成２０年度事業と進捗状況＞

事業名 平成２０年度目標 平成２０年度実績

①文化振興事業 藤沢市芸術文化振 ・市民会館４０周年記念市民オペラ「メリー・ウィ
推進費 興財団へ業務を委託 ドウ」の実施等 音楽関係 9 事業 21 公演

し、文化基盤の充実 ・小・中学校にプロの音楽家を派遣 延べ 17 回
と市民文化の育成等 ・演劇「火の鳥」など 8 事業 8 公演
の充実を図るため、 ・文化団体連合会との共催
音楽・演劇等機会の 美術・・藤沢市展・文化のつどい
提供を行う。 音楽・・ふじさわ合唱祭・ロビーコンサート他

文芸・・文化講演会・市民俳句・文芸ふじさわ
刊行他



②文化財保護費 文化財の保護、保 ・市内寺社建築物、旧藤沢宿歴史的建造物の調査等
存、管理と後世へ継 を実施
承するため、調査・ ・市指定文化財の保存を図るため保存管理奨励交付
保存・修繕等文化財 金を交付
保護の充実を図る。 ・市内に設置している文化財説明板等の修繕を実施

・公開・普及・活用事業として、文化財講座・遺跡
調査速報展、文化財調査報告書の刊行等

・埋蔵文化財の保護・指導のため諸開発に伴う遺跡
確認調査

・発掘調査資料整理を継続

③博物館準備関 資料購入・調査研究・ ・購入資料数 １５件
係事務費 博物館だよりの刊行等に ・脆弱資料修復点数 １６点

より、考古・民俗・資料 ・考古資料修復処理点数 ２７点
の充実を図る。 ・博物館だより印刷・配布部数 ２，５００部

＜効果・成果等主管課の評価＞

事業名 効果・成果等

①文化振興事業 文化活動環境の充実と市民文化の育成、文化活動推進、創作発表の機
推進費 会の充実が図られた。

②文化財保護費 普及事業を通じて文化財を身近なものとして紹介し、文化財に対する
理解を深めることができた。また、調査等を通じて文化財保護の充実が
図られた。

③博物館準備関 市民や学識経験者の協力を得る中、収集資料の充実並びに調査研究の
係事務費 蓄積が図られた。

収集資料のうち、破損、脆弱資料の一部について、修復保存処理を施した。
「博物館だより」の刊行により、博物館準備事業の周知拡大を図った。

＜課題・問題点＞

①文化振興事業推進費
・今年度から、文化事業を藤沢市芸術文化振興財団へ業務を移管し、効率的な執行管理

を行うことについて検証が必要。
・より多くの入場者を呼び込めるような事業実施の検討が必要。

②文化財保護費
・北部第二(二地区）土地区画整理事業等に伴う発掘資料整理に向けた体制の整備が必要。

③博物館準備関係事務費
・継続的な調査・整理事業の実施が必要。
・４ヶ所の保管施設は、資料の増加により飽和状態に達し、老朽化も進んでいる。

＜課題・問題点に対する今後の対応＞

①文化振興事業推進費
・市民ニーズの把握に向け、アンケート等を含め調査・研究を継続的に実施する。

②文化財保護費
・円滑な整理を図るため、作業内容を見直し、委託業務の拡大により効率化を図る。

③博物館準備関係事務費
・藤沢市の歴史に関する調査・研究を進め、資料の公開活用並びに保存のための整理保管

を進める。
・新規収蔵施設の検討を進め、博物館資料の保存にあたる。



＜外部の方々からいただいた主なご意見＞

①文化振興事業推進費
・一部の関係者内の活動になりがちであるから、もっと広く市民参加を呼びかける工夫

を求める。
・市民参加の文化活動として大切だと思う。
・振興財団による各事業評価（参加者・観客・外部者）があるかどうかわからないが、

市民に効果・成果を説明する必要がある。

②文化財保護費
・お金がかかるが大切なことだと思う、成果を学校教育に生かすこともできるだろう。
・ＰＲが重要な意味を持ってくるだろう。
・検証が具体的に計画されているので、それに期待したい。

③博物館準備関係事務費
・長年の計画と思うが、いつできるのか。
・検証が具体的に計画されているので、それに期待したい。

○総体的な感想（アドバイス）
・生涯教育の評価は数値化しにくい部分が多いので、これを一般に公開して説得するに

は、これまで以上に自己評価や外部評価、ＰＲなどが大切になってくると思われる。
何れも既に検討事項となっているようなので、この線に沿ってすすまれることを期待
したい



平 成 ２０ 年 度 教 育 委 員 活 動 状 況

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。

活動状況については次のとおりです。

１ 教育委員会 ２４回

(1) 定例会 １２回（月１回）

(2) 臨時会 開催なし

(3) 議案説明 １２回

２ その他会議 １６回

委員協議会、教科用図書採択審議委員会、市長との意見交換会、校長会予算要望等

３ 委員研修会、研究協議会 １３回

関東甲信静市町村教育委員会連合会総会・研修会、市町村教育委員会研究協議会

神奈川県市町村教育委員会連合会総会、教育文化センター研修講座、等

４ 教育施設視察 １０カ所

片瀬小学校、新林小学校、高砂小学校、辻堂小学校、第一中学校、明治中学校

葛原スポーツ広場、藤沢市八ヶ岳野外体験教室、湘南大庭市民図書館、

総合市民図書館

５ 学校行事 ２８件

研究発表会、体育大会、水泳大会、文化祭、音楽会、入学式、卒業式

６ 地域行事 １７件

地区レクリェーション大会、公民館まつり等

７ 市の行事、大会等 ２２件

教職員辞令交付式、成人式、教育文化貢献者感謝会、市展表彰式、市民総合体育大

会、スポーツ人の集い、学校保健大会、３０日美術館開場式、各種ビーチバレー大

会、こども議会、藤沢市学校教育相談センター開所式、藤沢市・マイアミビーチ市

姉妹都市提携５０周年記念式典、等

計 １３０件



平 成 ２０ 年 度 教 育 委 員 会 審 議 案 件

区 分 開 催 回 数 人 事 案 件 条 例 規 則 教 育 財 産 事業計画等 事業結果等 議会関係 教科書 その他 計

公 開 １３ １５ ５ ９ ８ ５ ６ ２ ６３
定例会 １２

非公開 ５ １ ５ １１

公 開 ０
臨時会 ０

非公開 ０

計 １２ １８ １６ ５ ９ ８ １０ ６ ２ ７４

うち定例会議案 ４９件

（参考）

１ 非公開案件 人事異動方針、補正予算等議案、教育文化貢献者感謝会被表彰者の決

定等

２ 定例会案件

・人事案件 … 附属機関の委員の委嘱及び任命、人事異動方針等

・条例規則 … ・藤沢市立学校の管理運営に関する規則の一部改正

→（主幹教諭を置くことができることとなった変更、休業日に授

業日を設定する規定を明記する必要）

・藤沢市公民館条例の一部改正、藤沢市図書館に関する規則の一部改

正について

→（御所見公民館の位置及び施設使用料の変更、図書室の位置の

変更）

・藤沢市公民館条例施行規則の一部改正

→（公民館使用取りやめ届出の期日、方法を改正）

・藤沢市スポーツ振興基金条例の制定

・教育財産 … 取得・廃止の申出等（石川小・白浜養護の校舎等の取得、善行小の用

途廃止）

・事業計画 … 教育施設整備計画、重要・主要事業の指定、出資団体の事業計画・経

営状況等

・事業結果 … 藤沢市展、各種ビーチバレー、児童生徒の諸問題調査

・議会関係 … 補正予算案件、文教常任委員会、市議会における教育委員会関係の一

般質問報告等

・教 科 書 … 教科書採択方針、教科書に関する審議（諮問）、小・中・白浜養護等

教科書採択等
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