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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) 

 第二十六条 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 

第四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 

 

 

 

 

 

 

事業コード 事 業 名 担当課 

１－１－２ 国際教育推進事業 教育指導課 

１－４－２ 児童生徒指導関係事業 教育指導課 

１－４－４ いじめ防止プログラム推進事業 教育指導課 

３－１－３ 教育情報機器整備事業 学校教育企画課 

３－１－５ 学校図書館管理運営事業 教育指導課 

３－２－２ 学校適正配置研究事業 学務保健課 

３－３－５ 学校施設環境整備事業 学校施設課 

４－２－９ 次世代図書館構築事業 総合市民図書館 

５－１－３ 市民文化創造事業 文化芸術課 

５－２－４ 広域連携展示事業 郷土歴史課 

５－２－８ 歴史・文化財資料公開活用事業 郷土歴史課 

６－２－２ スポーツ環境整備事業 スポーツ推進課 



事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・第１期計画においては、ＦＬＴ（外国語指導講師）が市立学校を
訪問し、小学校外国語活動と中学校英語の授業を実施すること
により、生きた英語に触れさせ、児童生徒の興味・関心を高める
ことができた。
・第２期計画においては、ＦＬＴ（外国語指導講師）、小学校外国語
活動支援員、国際理解協力員を活用し、研修を通して国際教育
の必要性について教職員への意識啓発を行う。
・日本語指導を必要とする外国につながる児童生徒の母語の多
様化に対応するため、日本語指導員の配置に取り組んでいる。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

・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。生きた英語にふれること
により、外国語を通したコミュニケーションへの
興味・関心を高めることができた。
・国際理解協力員が小学校１～４年生の全学
級と特別支援学校を訪問した。異文化に対す
る理解を図り、多文化共生への意識を高めた。
・日本語指導員が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。
外国籍等児童生徒の日本語理解力を高め、学
校生活への適応を図った。
・学校からの要請により外国語活動支援員を
派遣し、小学校外国語活動の支援を行った。

・国際理解協力員、外国語活動支援員、ＦＬＴの
活用方法の工夫・改善。
・日本語指導を必要とする児童生徒の増加と
該当児童生徒の母語に対応した日本語指導員
の確保と指導力の向上。
・国際教育の必要性について、教職員の意識
の啓発。

・学校からの要請に応じて日本語指導員を派遣したことにより、
外国につながる児童生徒の日本語指導の充実を図ることができ
た。
・外国語指導講師の訪問により、外国語活動の指導の充実を図
ることができた。

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・外国語活動の指導の充
実を図るため、事業を継続して行う。

・業務委託により、FLT（外国語指導講師）が小学校５・６年生の
外国語活動及び中学校１～３年生の外国語（英語）の授業の支
援として、学校を訪問する。
・国際理解協力員６名が小学校１～４年生の全クラスと特別支援
学級へ２時間、及び特別支援学校全クラス１時間を訪問する。
・日本語指導員２７名が日本語指導を必要とする児童生徒の日
本語指導を行う。また、保護者への連絡の支援として翻訳や通訳
を行う。
・外国語活動支援員１６名を学校の要望により派遣し、外国語活
動の学級担任の支援や教材開発・職員研修の支援を行う。
・FLT業務委託先、国際理解協力員、日本語指導員、外国語活動
支援員との連絡会を開催し、課題の解決と指導の充実を図る。

２６年度予算額 79,338 ２６年度執行額

・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

・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）

・ＦＬＴ　小学校、中学校への派遣日数　３，０４０日
・国際理解協力員　小１～小４と特別支援学級　２時間
　　　　　　　　　　　　特別支援学校　１時間
・日本語指導員　４，２１６時間

・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
・日本語指導員　４，２０７時間

評価

78,854 千円 ２６年度執行率 99.4

千円２７年度予算額 79,423 前年度比 85

２　平成２６年度　教育委員会点検・評価報告書

事業名
担当部

１－１－２ 担当課 教育指導課
国際教育推進事業

教育部事業コード
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・市内小・中・特別支援学校児童生徒の健全育成を図る。 ・小学校に児童支援担当教諭を配置し、児
童支援・指導体制の構築と充実を図る。

・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、暴力行為、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。

・全児童生徒の健全育成を図った。 ・全児童生徒の健全育成を図った。
・児童支援担当教諭の配置準備を行った。

事業コード
事業名 児童生徒指導関係事業

担当部 教育部

１－４－２ 担当課 教育指導課

２６年度執行率 65.7

２７年度予算額 233 前年度比 0 千円 評価

２６年度予算額 233 ２６年度執行額 153 千円

継続　　　・　　終了
・課題のある児童生徒の家庭環境や福祉面の問題
に対する支援。
・暴力行為の増加、問題行動の低年齢化に対する対
応。

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

・第１期計画においては、課題のある学校に対して、学校・
保護者・警察・各種関係団体による支援サポート会議を開
催し、青少年育成協力会による地域パトロールや保護者に
よる校内巡回等を行い学校を支援した。また、全教職員に
「児童生徒指導の手引き（改訂版）」を配付して児童生徒指
導に活用した。
・第２期計画においても課題のある学校に対して、引き続き
支援サポート会議を開催する。また、小学校において、児
童が抱える様々な困りごとに対応するため、市立小学校全
校に児童支援担当教諭を配置し、児童支援・指導体制を構
築して問題行動の未然防止や早期発見・対応に取り組ん
でいく。

・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３校で開催）。
・「児童生徒指導の手引き（改訂版）」を全教職員に配
付。
・生徒指導担当者会において、外部講師を招聘し、
ネットリテラシーについての研修を実施。

・いじめ、暴力行為、不登校等の問題に対して、早期発見、
早期対応を図り、課題解決に努めた。
・児童生徒指導の課題を抱える学校に対して、外部機関と
の連携を図るなど有効な支援を行った。
・「児童生徒指導の手引き（改訂版）」を全教職員に配付し
た。

・児童生徒の健全育成を図り、いじめ・暴力行為・不登校の
件数の減少に努める。
・児童支援担当教諭の配置により、小学校におけるチーム
としての対応力を強化し、児童一人ひとりの教育的ニーズ
に対応したきめ細かな支援を推進する。

・児童生徒指導に課題を抱える学校に対して、保護者、警
察、各種関係団体の連携協力を積極的に進めるために児
童生徒指導対策支援会議、支援サポート会議を実施してい
く。
・児童生徒指導担当者のスキルアップに向けた講演会等を
実施する。
・小学校１２校を試行校として、児童支援担当教諭を配置
し、児童支援・指導体制の構築と充実を図る。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

・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。

・平成２５年度より、いじめ防止プログラムを
含む形で、いじめ暴力防止対策事業を総合
的に推進している。

・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。

・実施校７校で１４０人のスクールバディが活動 ・小学校４校、中学校９校でいじめ防止プログラムを実施
・小学校３校、中学校２校でいじめ防止教室を実施
・体罰調査については、全校で実施

事業コード
事業名

いじめ防止プログラム推進事業
いじめ暴力防止対策事業

担当部 教育部

１－４－４ 担当課 教育指導課

２６年度執行率 94.3

２７年度予算額 15,184 前年度比 1,637 千円 評価

２６年度予算額 13,547 ２６年度執行額 12,779 千円

・平成２５年度より、教育指導課にいじめ相談ホットライ
ンを開設し、翌平成２６年度からは２４時間３６５日体制
でいじめの相談を受け付けることとした。いじめ相談メー
ルも平成２５年度より開設している。
・小学校４校、中学校９校でいじめ防止プログラムを実施
した。また、時間短縮版のいじめ防止教室は小学校３
校、中学校２校で実施した。
・平成２７年１月２４日に“stopいじめ！中学生の集いin
ふじさわ”を開催した。「学校生活に関するアンケート調
査」、「児童生徒の問題行動等調査」の結果をみると、本
プログラムを実施している学校においては未実施校と比
較して、いじめ認知の割合が高く、いじめに対する児童
生徒の感度が高まっている。
・小学校１年生保護者向け、小学校４年生向け、中学校
１年生向けにいじめ防止の啓発リーフレットを作成配付
している。
・平成２６年度より、年間４回の予定で「藤沢市いじめ問
題対策連絡協議会」を開催し、藤沢市のいじめ防止対
策の方向性の検討をする。
・平成２６年度に「藤沢市子どもをいじめから守る条例」
の検討をし、平成２７年４月１日施行とすることができ
た。
・体罰調査を実施し、体罰の実態を把握するとともに、未
然防止に努める。体罰を受けた、見た、聞いたという場
合、回答用紙に記入し直接教育指導課へ郵送するか、
教頭へ手渡しをし、そこから未開封のまま教育指導課へ
送られてくる形で、アンケート調査を行った。

・いじめ防止プログラム実施校においては、児童生徒に
よる自治的活動として定着しており、創意工夫ある取組
が展開されている。
・体罰調査アンケート実施により、年々体罰の報告件数
は減少している。

・各学校においては、いじめ防止プログラムの他に児童
会や生徒会を中心に独自のいじめ防止対策を実施して
いることから、本プログラムの実施にこだわることなく、
各校の取組を尊重する上で、実施を希望する学校に対
して提供していく。

・「藤沢市子どもをいじめから守る条例」をもとに、藤沢市
いじめ防止対策基本方針の見直しを図る。
・いじめ防止プログラムについては、１４校、いじめ防止
教室については、１２校で実施予定。
・いじめの啓発リーフレットはこれまで同様の３種の作成
と、藤沢市子どもをいじめから守る条例啓発リーフレット
を作成配付し啓発に努める。
・いじめ問題調査委員会の立ち上げ。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

・第１期計画においては、「いじめ防止プログラム」の実
施に係る時間数が多いことから、時間短縮版の「いじめ
防止教室」を新設するなど、計画にとらわれずに実施し
た。また、平成２５年９月にいじめ防止対策推進法が施
行されたことを受け、教育委員会にいじめ防止対策担当
を新設し、新規の事業を行った。
・第２期計画においては、各事業を今後も継続していくと
ともに、平成２７年４月に施行した「藤沢市子どもをいじ
めから守る条例」及び「藤沢市いじめ防止基本方針」に
基づき、「いじめ防止プログラム」「いじめ防止教室」の提
供やいじめ防止対策担当スクールカウンセラーを活用し
たいじめ暴力の未然防止、早期発見・対応に取り組んで
いく。

課題・問題点
・いじめ防止プログラムの実施には全５時間かかるた
め、教育課程を編成する上で実施時間の確保が難し
い。
・いじめ相談ホットラインにかかってくる相談者の特定が
難しく相談者の思いを上手く学校に伝えられない場合が
ある。また、必ずしも相談という内容ではない可能性の
ものもある。
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A B Ⓒ D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・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

・パソコン室照度改善　45校 ・パソコン室照度改善　平成２３年度に完了
・小学校校内LAN　２校整備

事業コード
事業名 教育情報機器整備事業

担当部 教育部

３－１－３ 担当課 学校教育企画課

２６年度執行率 83.3

２７年度予算額 6,797 前年度比 2,715 千円 評価

２６年度予算額 4,082 ２６年度執行額 3,401 千円

・小学校２校のパイロット校にＬＡＮを整備し、タブレット
パソコン等の教育情報機器を導入した。
・パイロット校において、授業での活用を開始し、機器の
運用について研究をスタートすることができた。

・小学校２校のパイロット校にＬＡＮを整備することができ
たが、当初予定の全校整備には至っていないため。
・全校整備については、パイロット校での検証を踏まえて
からの整備となる。

・小学校２校のパイロット校で、授業での活用や課題等
を検証し、全校整備に向けて研究を進める。

・小学校２校のパイロット校において、授業での活用や
課題等の検証をより一層推進する。
・全校整備に向け、検証の途中経過を公開していくととも
に、試行２校間での情報共有を深め、職員研修の充実
を図る。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

第１期計画において、計画をしていた小・特別支援学校
（３６校）の校内LAN整備については、パイロット校（小糸
小・石川小）２校のみの整備に止まっているが、これらパ
イロット校における、タブレットPCの授業や校務での利
活用に関する研究検証を進めることにより、今後の効果
的な整備・活用を推進していく。
　なお、第２期計画においては、事業名を「学校ICT機器
整備事業」と改め、現在策定中の「教育情報機器整備基
本方針」に基づいて、PCや電子黒板などの教育情報機
器の整備、情報セキュリティや情報モラルなどの情報教
育、小学校校務支援システムの構築など、ICTに関わる
教育課題に総合的に取り組むこととしている。

・校内LANの整備方法については、検証作業を通して大
枠の方向性を示すことができるが、機器については、日
進月歩であり、全校整備時に改めて選定する必要があ
る。
・授業での活用方法について検証・蓄積し、全校整備の
際に役立つよう、研究を重ねている。これら検証と蓄積
を随時公開する方法や、試行２校間での情報共有のあ
り方など、より一層推進していく体制を確立する必要が
ある。
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

課題・問題点

・ 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。

・モデル校として小学校５校、中学校２校、合計７校に配
置

・全小中学校（小学校３５校、中学校１９校）に配置

事業コード
事業名 学校図書館管理運営事業

担当部 教育部

３－１－５ 担当課 教育指導課

２６年度執行率 98.8

２７年度予算額 38,964 前年度比 0 千円 評価

２６年度予算額 38,964 ２６年度執行額 38,493 千円

・小学校高学年や中学生の本の貸出率が低い。また、
調べ学習等教科学習の利用が図られていない学校が
多い。
・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。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

・第１期計画において全小・中学校へ学校図書館専門員
を配置したことにより、学校図書館の環境が整備され、
各学校では、児童生徒の来館者数が増加した。
・第２期計画においては、各学校は、藤沢市立学校図書
館運営指針に基づき、学校図書館の環境整備を図り、
蔵書管理・資料の充実に努め、児童生徒の読書活動の
推進に取り組んでいく。また、学校全体で組織的・計画
的に図書館運営を行うための「学校図書館運営ガイド
ブック」を作成していく。

・ 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。
・小中合同の地区連絡会では、学校図書館の見学や各
校の実践の情報交換を行った。
・年度末に活動報告書をまとめて冊子にし、学校に配布
し、情報や実践例の共有化を図った。
・本の整理整頓や棚作り、季節ごとの飾り付け、特集
コーナーの設置などにより、学校図書館の整備が進めら
れた。また、学校図書館専門員がオリエンテーションや
ブックトークを行うことで、学校図書館の活性化を図るこ
とができた。
・「藤沢市立学校図書館運営指針」を作り、市としての学
校図書館のあり方を共通理解できたと共に、各学校で
組織的・計画的に取り組む体制を整えることができた。

・学校図書館専門員の配置により、学校図書館業務が
円滑に行われ、環境整備や読書活動の推進が図られ
た。

・学校図書館専門員が学校図書担当、ボランティアと連
携し、月８日間の勤務の中で、計画的に図書館に係る業
務を行い、学校図書館運営の推進を図る。
・各学校は「藤沢市立学校図書館運営指針」に基づき、
児童生徒の読書活動の推進を図る。

２７年度事業計画
・公図書館と連携し、図書館専門員や学校への情報提
供を行う。
・連絡会を年５回開催し、図書館専門員の基本的な知識
の習得や技術の向上を図る。また、近隣校や小中の連
携を図り、課題の解決や情報交換を行う。年度末に活動
報告書をまとめて冊子にし、学校に配付し、実践例の共
有化を図る。
・「藤沢市立学校図書館運営指針」に基づき、各学校の
図書館運営が円滑に行われるよう、平成２８年度までに
ガイドブックを作成する。
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・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。

（新規事業） ・学校の統廃合や通学区域の再編・見直しの研究

事業コード
事業名 学校適正配置研究事業

担当部 教育部

３－２－２ 担当課 学務保健課

２６年度執行率

２７年度予算額 0 前年度比 0 千円 評価

２６年度予算額 0 ２６年度執行額 0 千円

・学校適正配置について、調査、研究を進めるため「藤
沢市学校適正配置検討部会」を年５回開催。
（７／２３、８／２０、１０／３１､１／１６、２／１３）

・児童生徒数推計を基に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。
・１３地区別に適正配置の検討を行い、市立小・中学校
の適正規模の状況の把握ができた。

・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ながら、調査・研究を進める。

・老朽化施設の耐力度調査を基に策定される学校施設
再整備計画に併せ、まずは過大規模校の解消に向け、
シミュレーションによる学区の検討や通学区域の課題に
ついて調査・研究を行う。

・学校の適正規模から適正配置を考えるうえで、通学区
域の変更や学校の統廃合を検討する場合、地域住民の
理解、通学時間・距離、通学路の安全や地域コミュニ
ティーなど地域の実態を踏まえ、総合的な配慮が必要で
ある。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

児童生徒数推計を基に適正配置のための学区の検討
や通学区域の課題研究を行い、地域住民の理解や通学
時間・距離など、多くの課題があることを把握した。
また、１３地区別に適正規模の状況の把握ができたこと
で、優先的に取り組む方向性の整理ができた。
今後は、施設の大規模改修等の計画と併せ、まず、過
大規模校解消に向けてシミュレーションを行い、通学区
域の変更が可能かも含め、適正配置について検討を進
める。
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A B Ⓒ D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・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。

・年次計画に基づき実施
・整備予定校数　小学校１０校　中学校７校

・小学校４校、中学校１校の外壁補修塗装工事を実施
・未整備校数　小学校６校　中学校６校

事業コード
事業名

学校施設環境整備事業 担当部 教育部

３－３－５ (外壁補修塗装及び屋上防水補修) 担当課 学校施設課

２６年度執行率 88.3

２７年度予算額 163,846 前年度比 -35,590 千円 評価

２６年度予算額 199,436 ２６年度執行額 176,169 千円

・小学校１校、中学校１校の外壁補修塗装工事を実施。
　*長後小学校、滝の沢中学校

・計画整備校数（小学校２校、中学校２校）に満たないた
め。

・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「学校施設再整備計画」を策定する中
で再検討する。

・小学校１校の外壁補修塗装工事を実施
　*亀井野小学校

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

・成果としては、整備を行った５校について、雨漏り・剥
落防止や外観の改善などが図られ、トータル的な改修を
終えたことでより長期に安全が確保できる施設となっ
た。
・平成２６年度に策定した学校施設再整備基本方針の
柱の一つである「既存施設の適正な管理、運営」の体系
にあわせ、第１期計画での「学校施設長寿命化事業」と
統合し、「学校施設維持保全事業」として取り組む。
・平成２７年度に学校施設再整備実施計画（第１期）を策
定し、本計画との整合性を図りながら、計画的な整備を
進める。
・建築後、一定の年数が経過した外壁及び屋上防水改
修工事を順次実施し、児童生徒が安心して学習できる
環境を確保するため、特定防衛施設周辺調整交付金等
の特定財源を活用し、計画事業の予算確保に努める。

・特定財源の確保。

12



事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A B Ⓒ D E
２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・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

・登録率　４２％ ・登録率　３８％

事業コード
事業名 次世代図書館構築事業

担当部 生涯学習部
４－２－９ 担当課 総合市民図書館

２６年度執行率
２７年度予算額 853 前年度比 853 千円 評価
２６年度予算額 0 ２６年度執行額 0 千円

・平成２４年度に、総合市民図書館及び南市民図
書館の職員を構成員として立ち上げた「これから
の図書館検討会議」を、平成２６年度は１０回開催
し、「これからの図書館」に必要な機能やあり方に
ついて研究・検討した。
・「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」
参加館として、デジタル化資料の閲覧・複写サー
ビスの提供等、新しいサービスに取り組んだ。

・職員による検討委員会において、本市図書館・図書室のあり
方や、充実した図書館サービスの提供、ＰＲ等について研究・
検討が進んだ。
・新しいサービスとして、国立国会図書館デジタル化資料送信
サービスの提供に取り組んだ。

・新しい時代に即した「これからの図書館」を考えるため、平成
２７年度から、学識経験者等を含めた外部委員による検討委
員会を設置し、図書館の役割や機能・設備等について検討し
ていく。また、建て替えを行う南市民図書館についても、併せ
て検討を行っていく。
・平成２７年度に中間報告、平成２８年度に最終報告をまとめ
る。

・学識経験者等の外部委員を含めた「これからの図書館」検討
委員会を設置し、時代に即したこれからの図書館の果たす役
割、４館１１室のあり方について検討を行う。
・文化ゾーンの再整備に当たり、建て替えを行う南市民図書館
の役割や機能、必要な施設設備等についても、検討委員会で
検討を行い、基本構想に反映する方針を出していく。
・市民の意見を聞くために、利用者アンケートを実施する。
・平成２７年度の検討状況について、中間報告を行う。

・「これからの図書館」検討委員会で、南市民図書
館の建て替えについて、文化ゾーン再整備の基本
構想に反映できる方針を優先的に検討する必要
がある。
・市民ニーズの多様化や、高度情報化社会に対応
するために、新たなサービスの提供等について、
検討する必要がある。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

　第１期計画においては、「これからの図書館」について、図書
館職員による検討を行った。この検討内容を踏まえ、第２期計
画においては学識経験者及び市民等を含めた検討委員会に
より、新しい時代に即した、本市にふさわしい「これからの図書
館」について検討を行っていく。また、南市民図書館の建て替
えについても、役割や機能、設備等について検討を行う。
　なお、第２期計画では、事業名を「新しい時代に即した『これ
からの図書館』推進事業」に変更する。
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・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、子どもや若者達の未来へ継承
され、新たな文化芸術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、文化芸術の人づくりや場づくりを進め、子どもから青
少年をも含めた将来の藤沢の文化芸術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、多種多様な文化芸術の発
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　３，９８４人
・第九演奏会　５７２人（会場：藤沢市民会館大ホ－ル）

・招待事業　３，７９９人
・ワクワク体験ひろば　１，１８２人

事業コード
事業名 市民文化創造事業

担当部 生涯学習部

５－１－３ 担当課 文化芸術課

２６年度執行率 100.0

２７年度予算額 6,970 前年度比 3,550 千円 評価

２６年度予算額 3,420 ２６年度執行額 3,420 千円

継続　　　・　　終了
第１期計画の成果や課題を第２期計画にどう反映させたか

第１期計画において、小学校校長会と連携し、市内３５
小学校の６年生を対象に実施した「こころの劇場」小学
生招待事業について、豊かな感性と創造性を育み、質
の高い芸術鑑賞機会を提供することができた。また、
「みらいをひらくワクワク体験ひろば」では、文化団体連
合会の協力により、年々参加者を増やしたなかで郷土
芸術文化活動における次世代育成を推進することがで
きた。
なお、第２期計画においては、それぞれの事業を継続す
るなかで、とくに「みらいをひらくワクワク体験ひろば」で
は参加者の拡大に努め、さらに次世代育成の推進に取
り組んでいくこととした。

・平成27年度の「こころの劇場」小学生招待事業の実施
については、例年より児童数が増え、４公演での実施と
なるため、小学校長会・関係団体と調整を図る必要があ
る。

・「こころの劇場」小学生招待事業
　会 　場　藤沢市民会館大ホール
　公演日　２０１４年６月５日（木）、６日（金）　３公演
　演 　目　ミュージカル「二人のロッテ」
　参 　加　市内３５小学校６学年　３，７９９人
・みらいをひらくワクワク体験ひろば
　会 　場　藤沢市民会館
　開催日　２０１５年２月２８日（土）、３月１日(日）
　参加者　１，１８２人
　内　 容　親子で楽しむことができる体験型の文化・
              芸能教室
　参加団体・プログラム

・計画どおりの事業を行うことができ、小学校長会、関係
団体との連携・調整がスムーズに行われたと考えられる
ため。

・事業の実施について、小学校校長会・関係団体と調整
を図り、連携・協働していく。市民シアター第九演奏会
は、平成２７年度に開催予定。

・「こころの劇場」小学生招待事業
　会 　場　藤沢市民会館大ホール
　公演日　２０１５年６月２５日（木）、２６日（金）　４公演
　演 　目　ミュージカル「むかしむかしゾウがきた」
・市民シアター第九演奏会
　会 　場　藤沢市民会館大ホール
　公演日　２０１５年１２月２７日（日）
・みらいをひらくワクワク体験ひろば
　会 　場　藤沢市民会館
　開催日　２０１６年２月１３日（土）、１４日（日）

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 Ⓐ B C D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・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。

・展示会入場者数
　２，０８１人／３６日

・展示会累計入場者数　（H２６年度実績）
　１６，２７８人／２１３日　（２，９２２人／４１日)

事業コード
事業名 広域連携展示事業

担当部 生涯学習部

５－２－４ 担当課 郷土歴史課

２６年度執行率 0.0

２７年度予算額 1,124 前年度比 0 千円 評価

２６年度予算額 1,124 ２６年度執行額 0 千円

・平成２６年１２月７日～平成２７年２月１日に茅ヶ崎市美
術館において、藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町美術展「井上
有一展覧会」を開催し、２，９２２人（開催日数４１日）の
入場者があった。

・平成２６年度において、平成２７年度目標値の達成が
確実となったため。

・平成２７年１２月～平成２８年１月頃に茅ヶ崎市美術館
において、藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町美術展「絵はがき・
古写真に見る湘南の近代」（仮称）を開催予定。

・（財）神奈川県市町村振興協会市町村広域行政助成
事業の助成金の確保が平成２８年度より難しくなる。
・事業開始から５年がたち、取り巻く状況に変化が出て
いるため、継続について検討を行う必要がある。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

第１期計画においては、茅ヶ崎市、寒川町との共同作業
による展示会を茅ヶ崎市美術館を活用して開催してき
た。
第２期計画においては、平成２７年度に事業見直しを図
り、継続の有無について協議している。
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 Ⓐ B C D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・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。

・平成２５年度より、この事業は、旧総合計
画のための事業だったため、歴史資料公開
活用事業に統合、名称変更。

・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、電子博物館の整備、学校等にお
ける郷土資料講座の実施等、公開活用事業の充実を図る。

・展示開催延日数　２３０日 ・展示開催延日数　４７９日

事業コード
事業名

歴史・文化財資料公開活用事業
（歴史資料公開活用事業）

担当部 生涯学習部

５－２－８ 担当課 郷土歴史課

２６年度執行率 57.1

２７年度予算額 3,707 前年度比 -1,407 千円 評価

２６年度予算額 5,114 ２６年度執行額 2,922 千円

・常設展示室展示会
　　「ちょっと昔の江の島みやげ」ほか５件
　　開催日数１９７日
・地域（図書館等）開催展示会
　　「図書館で浮世絵めぐり～描かれた東海道藤沢宿」
　　ほか５件
　　開催日数２４４日
・年中行事ミニ展示（新林公園）
　　「こいのぼりと室内飾り」ほか１件
　　開催日数３８日
・電子博物館
　　「常設展」藤沢市内の遺跡、浮世絵ほか３項目
・小学生のための郷土資料講座
　　２６校（８５クラス）、２，７９１人

・常設展示室以外での展示活動の充実が図られたため。

・常設展示室展示会：「なに？コレ？な 道具展」ほか6件
・地域（図書館等）開催展示会：「登録文化財パネル展」
ほか
・小学生のための郷土資料講座（各学校）ほか

・（仮称）藤澤浮世絵館・（仮称）ふじさわ宿交流館開設
に向け、それぞれの役割の整理、或いは、相互の連携
活用等、新たな展開を含めた対応を図る必要がある。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

第１期計画においては、市民ギャラリー常設展示室を中
心に、図書館や古民家などの地域施設を活用した展示
会を実施し公開活用事業の充実を図った。
第２期計画においては、新たに「（仮称）ふじさわ宿交流
館の整備・運営事業」と「（仮称）藤澤浮世絵館の整備・
運営事業」を立ち上げ、本事業と連携した展示会を開催
することで一層の充実を図ることとしている。
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事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２６年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２６年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２７年度事業計画

課題・問題点

・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
や推進が図られる。

・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
遊水池上部整備など、スポーツ施設の整備拡充を図る。

・屋内・屋外スポーツ施設数　２０施設 ・屋内・屋外スポーツ施設数　１９施設

事業コード
事業名 スポーツ環境整備事業

担当部 生涯学習部

６－２－２ 担当課 スポーツ推進課

２６年度執行率 71.2

２７年度予算額 56,160 前年度比 37,307 千円 評価

２６年度予算額 18,853 ２６年度執行額 13,418 千円

・葛原スポーツ広場野球場２面化整備に向けた基本構
想委託を実施。
  　契約日：２０１５年２月３日
 　 工期：２０１５年２月３日から２０１５年３月３１日
  　受注者：(株)共和技術コンサルタンツ藤沢営業所
・（仮称）天神スポーツ広場整備に伴う現況測量委託を
実施。
　　契約日：２０１４年５月２３日
　　工期：２０１４年５月２３日から２０１４年７月１０日
　　受注者：(有)アサヒ測量
・（仮称）天神スポーツ広場整備に伴う基本設計委託を
実施。
　　契約日：２０１４年９月２日
　　工期：２０１４年９月２日から２０１４年１２月２６日
　　受注者：(株)グラック神奈川事務所
・（仮称）天神スポーツ広場整備に伴う実施設計委託を
実施。
　　契約日：２０１５年３月１７日
　　工期：２０１５年３月１７日から２０１５年９月３０日
　　受注者：(株)グラック神奈川事務所

・葛原スポーツ広場野球場２面化整備に向けて基礎資
料となる基本構想委託を実施。
・（仮称）天神スポーツ広場整備に向けて実施設計委託
を実施（２カ年事業の１年目）。

・野球協会・ソフトボール協会・体育協会から要望書が
提出された野球・ソフトボールができるスポーツ施設の
不足解消への取組。

・（仮称）天神スポーツ広場整備に伴う実施設計委託（２
カ年事業の２年目）。
・秩父宮記念体育館等７カ所吊り天井調査委託の実施。
・秋葉台文化体育館弓道場防護ネット等延長工事の実
施。
・石名坂温水プール女子シャワー室天井改修工事の実
施。
・石名坂温水プール屋上防音壁工事の実施。
・秋葉台公園プール１階ロビー冷房新設工事の実施。

・スポーツ施設は、建物及び設備において老朽化が進
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。

第２期藤沢市教育振興基本計画での取組
継続　　　・　　終了

第１期計画の成果や課題を踏まえた第２期計画における取組

第１期計画においては、「新しい制度」として指定管理者
制度の円滑な導入を主眼に置いたが、第２期計画にお
いては指定管理者との連携、協働をさらに強化し、施設
の維持管理と整備、計画修繕などが適切に行われるよ
う努めることとした。また屋外スポーツ施設の不足を解
消するべく、スポーツ広場等の計画的な整備を進め、新
規施設の検討なども合わせて行う。
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３ 評価委員会からいただいたご意見及び今後の方向性 

 

１－１－２ 国際教育推進事業 

【ご意見】 

○基本方針や施策の柱に対して効果のある、適切な事業を行っており、外国籍の児童生徒

に対する支援も充実しており大変素晴らしいと思う。 

○生きた英語にふれることにより、子どもたちは異文化に対する理解を深めると共に、新

たな機会に興味・関心を持って臨むことができると思う。 

○一度、二度の体験ではなく、常に生活の中にあり、ふれ合う事が大切だと思うので、継

続して事業を行っていただきたい。 

○国際的な視野で考え、行動できる子どもたちの育成のため、外国語指導講師による外国

語授業や国際協力員の派遣により、さまざまな国の文化を小学生の時から体験する事に

より、多様な文化へ対応するための意識向上ができていると思う。 

○多くの言語に対する対応が今後の課題になると思うので、課題解決に向けた取組を強化

してほしい。 

○日本語指導を必要とする児童生徒に日本語指導を行うことによって学校生活への適応

力が身につき、他の児童生徒との相互理解が深まり、多文化共生への意識を深めること

にもつながると感じる。 

○外国籍児童生徒へのフォローとして日本語指導は不可欠だと思う。施策の柱や基本方針

に対して大切な事業だと思うので、継続して事業の充実をお願いしたい。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】教育指導課 

・引き続き外国語指導講師や国際理解協力員等を派遣し、さまざまな国の多様な文化を小

学生の時から体験することで、国際的な視野で考え、行動できる子どもたちを育成して

まいります。 

・外国につながりのある児童生徒が増加している現状において、日本語指導員による日本

語の指導は、学校生活への適応はもちろん、他の児童生徒との相互理解を深めたり、多

文化共生への意識を深めたりという観点から大変重要なことです。今後も様々な言語に

対応できるよう、日本語指導員の確保と指導力の向上に努めてまいります。 

 

１－４－２ 児童生徒指導関係事業 

【ご意見】 

○「施策の柱」や「基本方針」に対し、適切な取組を行っているものと評価する。 

○この類の問題は根が深く、線引きも難しく、また問題が表面化しにくいということもあ

るので、今後とも現状のような姿勢で取り組んでいってほしい。 

○学校・保護者・警察・各種関係団体と連携を取りながら対応している事は、施策の柱に

寄与している。 

○児童生徒の家庭環境や福祉面の問題に対する支援や暴力行為の増加、問題行動の低年齢



19 

化に対する対応についても、連携による対応を期待する。 

○今後も問題行動の未然防止、早期発見・早期対応に取り組んでもらいたい。 

○いじめ認知件数は、熱心に取り組む自治体や学校ほど数が増える傾向がある。 

○認知件数の減少を目標にすると逆効果が生じて、いじめがあっても校長や教育委員会に

報告しないなどの副作用が起きかねないことを十分に注意する必要があるので、数値目

標については、十分な検討をしていただきたい。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】教育指導課 

・児童生徒の健全育成を図るために、今後も引き続き学校・保護者・警察・各種関係団体

との連携協力をすすめ、問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応に努めてまいりま

す。また、近年の問題行動につきましては、学校だけでは解決が困難な事例が増加して

いることから、地域・関係団体・スクールソーシャルワーカー等との連携を深め、早期

に解決を図るよう対応してまいります。 

・平成２７年度より、小学校１２校に児童支援担当教諭を配置しております。児童支援担

当教諭を中心に教職員がチームとして諸問題に対応し、問題行動の未然防止や早期発

見・早期対応に取り組んでまいります。今後、児童支援担当教諭は、小学校全校に計画

的に配置してまいります。 

・いじめについては認知件数を数値目標とはせず、各学校の現状と対応状況を把握する一

つの指標として今後も有効に活用してまいりたいと考えております。 

 

１－４－４ いじめ防止プログラム推進事業 

【ご意見】 

○「施策の柱」や「基本方針」に対して適切な取組を行っているものと評価する。 

○スクールバディの活動で、いじめはどこで起こるか分からないので、スクールバディの

子どもたちに被害が無いように注意を払っていただきたい。 

○児童生徒の家庭環境や福祉面の問題に対する支援や暴力行為の増加、問題行動の低年齢

化に対する対応についても、連携による対応を期待する。 

○様々ないじめ防止のための事業を展開しているが、いじめが減少傾向になっていないの

が残念である。 

○いじめ防止プログラムは大変重要な事業なので、今後も継続して取り組んでもらいた

い。 

○小４・中１で、なぜいじめが増えるのかといったところに一歩踏み込んでいただきたい。 

○スクールバディは、いじめが起こりにくい学校づくりというユニークな取組だと思う。

いじめについて近年は厳罰的な発想もあるが、国立教育政策研究所のいじめ追跡調査

（2007-2009）を見ると、いじめを生み出すストレスと競争の過剰をできるだけ避け

て、子どもたちに支援的なサポートをしていくことが大切だと指摘している。こうした

ことから、この事業はいじめの未然防止に重要な役割を果たしていると高く評価したい。 
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【ご意見を踏まえた今後の方向性】教育指導課 

・いじめについては各学校において、いじめ防止プログラムの実施や生徒会・児童会を中

心に行っている取組、いじめ啓発リーフレットの活用、各校のいじめ防止対策基本方針

に基づいたいじめの未然防止、早期発見・早期対応に努めております。今後もすべての

児童生徒が安心して生活できる学校づくりを目指してまいります。 

・いじめ防止対策担当スクールカウンセラーを活用し、教職員の児童生徒理解のスキルア

ップや、課題への早期対応と問題解決に取り組んでまいります。 

・小４・中１におけるいじめの増加については、学校で行っている学校生活アンケート等

を分析する中で原因を把握し、いじめの未然防止に努めてまいります。 

３－１－３ 教育情報機器整備事業 

【ご意見】 

○施策の柱や基本方針に対して非常に重要な事業と考える。 

○設備の運用目的に照らし合わせて、もう少し安価な設備を整える方向で考えたほうが、

目標の達成に近づくと思う。目的に応じて使い分けをして、メリハリをつけた機器の導

入をしたほうがいいと感じる。 

○学校外の子どもたちにおけるスマートフォンやパソコンの利用による情報モラルの問

題が広がっているので、学校における教育情報機器の活用による情報教育の重要性は非

常に高まっていると感じる。 

○課題としている機器の選定については、どの時期においても考えられることなので、す

でに整備している２校の検証を進め、なるべく早期に全校整備する事が必要だと思う。 

○学校教育における情報モラル教育やパソコン習得が求められる事に伴って、教育情報環

境及び機器の整備は必要な事業だと思う。 

○「教育情報機器整備基本方針」に基づいた情報セキュリティや情報モラルなどの情報教

育に取り組むことは大切だ。 

○タブレットＰＣの活用は拙速を避ける必要がある。費用対効果や他の事業にまわした方

が有効活用できるのではないか。 

○他の市町村での失敗事例も十分に検証を行ったうえで検討していくことが必要である。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】学校教育企画課 

・教育情報機器の整備については、パイロット校２校における検証作業に含めて、他の市 

町村での先行事例も参考にするなど、より多角的な検証を行い、授業における活用効果

の高いシステムの導入を検討してまいります。また、使用目的に応じて、機種やソフト

ウエアの見直しを行い、トータルコストの圧縮を進めてまいります。 

・情報セキュリティや情報モラルなどの情報教育の推進については、今後とも計画的に推

進してまいります。 
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３－１－５ 学校図書館管理運営事業 

【ご意見】 

○基本方針、施策の柱に沿って実施されている。 

○貸出率が低いところ、調べ学習等教科学習の利用が図られていない学校については、改

善が図られるよう情報交換を密にしていただきたい。 

○「藤沢市立学校図書館運営指針」を作り、学校図書館のあり方を共通理解し各学校で組

織的・計画的に取り組む体制を整え、学校図書館専門員を配置して学校図書業務を円滑

に行い、環境整備、読書活動の推進を図っているが、図書の貸出率が増えていない現状

を見ると残念である。しかし、学びを支える質の高い教育環境整備のために事業継続を

図っていただきたい。 

○貸出率が低いという現状があるが、この事業に問題があるというのとは違い、最近は活

字の本で調べるのではなくて、ネットの世界へ頼ってしまう。活字にこだわりすぎても

今の世の中の流れについていけなくなってしまうのではないか。活字で情報に触れるこ

とが重要だと考える向きもあろうかと思うが、その辺りを柔軟に考えることも必要にな

ってくると思う。 

○事業内容、事業の成果・効果、問題点に関しても適切である。学校図書館法が改正され

て学校司書を設置する努力義務が課せられた。藤沢市は全校に学校図書館専門員を配置

したとのことで、高く評価することができる。 

○学校図書館専門員と教職員が協力して、子どもたちに読書の楽しさや調べる楽しみを保

障するよう努力していただきたい。そのために学校図書館専門員の勤務日拡充や研修の

機会の確保、あるいは蔵書・資料の充実、環境整備をより一層進めていただきたいと思

う。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】教育指導課 

・学校図書館専門員を小中学校５４校に配置したことにより、図書館の書架が整理された

り、季節ごとの飾り付けや特設コーナーが設置されたりと環境整備が進みました。この

ことで児童生徒の図書館利用率が向上し、本にふれる機会が増えてきました。また、学

校図書館専門員から図書館の利用方法や調べ学習の専門的なアドバイスも提供され、学

校図書館の活性化を図ることができました。 

今後は、学校、学校図書館専門員、学校図書ボランティアを連携し機能させることと、

学校図書館専門員の技能向上、近隣校間の情報交換、蔵書管理・授業での図書館活用の

工夫などを目的とした研修会を行い、児童生徒の読書活動のより一層の充実を図ってま

いります。 

３－２－２ 学校適正配置研究事業 

【ご意見】 

○事業計画に従って適切に行っているが、過大規模校が何年も続いている状況で、何のア

クションもとってこなかったことは問題だと思う。学区を丸ごと変えなくても学区ぎり
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ぎりに住んでいる人から話を進めるような柔軟な対応ができたのではないかと考える。

今後は、一歩進んだ学校適正配置事業に転換していって欲しい。 

○学校適正配置について調査・研究を進めるための「藤沢市学校適正配置検討部会」の開

催は、施策の柱に寄与している。 

○通学区域の変更や学校の統廃合を進めるにあたっては、地域住民や保護者の理解、通学

路の問題などの配慮が必要なので時間はかかるかと思うが、藤沢市全体を考えた将来に

向けての環境整備は重要だと思うので、継続して事業を進めていただきたい。 

○全国的な動向としては、少子化に伴う学校統合が進んでいるので、そのような場合には、

拙速を避け充分な検討が必要だと思う。しかし、藤沢市については過大規模校解消が課

題とのことなので、これについては、地域住民の意見も聞きながら丁寧に検討して、で

きるだけ早めに進めていった方がよいと思う。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】学務保健課 

・学校の適正配置を考えるうえで、通学区域の変更や学校の統廃合を検討する場合、地域

住民の理解、通学時間・距離、通学路の安全や地域コミュニティなど地域の実態を踏ま

えた総合的な配慮が必要となります。 

こうしたことを踏まえ、本事業においては昨年度までに１３地区別に適正配置の検討

を行い、市立小・中学校の適正規模の状況を把握できたことから、今年度は、過大規模

校の解消に向けて、シミュレーションによる学区の検討や通学区域の課題について具体

的に調査・研究を行ってまいります。 

３－３－５ 学校施設環境整備事業 

【ご意見】 

○民間の建築物であれば、外壁塗装や屋上防水の類は定期的・計画的に実施されるのが一

般的なので、外部からの交付金に頼って補修を行うという考え方には大変な違和感を覚

える。市に要望を出した方がいいのではないかと思う。 

○当初の予定であった４校には満たないものの、２校の外壁補修塗装工事を実施できたこ

とにより、当該事業は施策の柱に沿って実施できたと思う。 

○近年の天候の状況で集中的な豪雨などが今後も予想される為、外壁の補修塗装や屋上の

防水補修は重要なことだと感じている。財源の問題もあり早急に対応するのは難しいと

の事だが、未実施の学校に対して今後も計画的に事業を進めていただきたい。 

○学校施設の外壁補修塗装や屋上防水補修事業は点検や補修により、子どもたちの安全で

快適な学校生活を保つ為に重要だと思う。 

○学校施設課職員による日々の点検や学校施設建築物点検業務委託による専門業者の点

検にて危険箇所は修繕等を行い、子どもたちの安全確保に努めていただいているのでこ

れからも事業の継続をお願いしたい。 

○第１期の計画では１７校実施予定のうち５校しかできていない。今後は学校施設長寿命

化事業と統合するとのことだが、市全体として財源を確保することが必要だと思う。 
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○総合教育会議が新設され、教育大綱を作成することになるが、予算の権限を持っている

市長に対して教育委員からしっかりと要求していただきたい。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】学校施設課 

・学校施設の環境整備については、学校や保護者から様々な要望が寄せられ、限られた財

源を有効に活用する中で、様々な改修・整備に対応していく必要があります。 

  こうした中、校舎棟の外壁・屋上防水を全体的に改修する場合、本市では特定防衛施

設周辺整備調整交付金を活用し、順次改修を行っております。また、緊急的な対応が必

要な場合には特定財源の有無に拘わらず、一般財源で修繕などを行っております。 

第１期計画では、１７校の計画に対し５校の実施となっていますが、未実施校等にお

いて、外壁に危険箇所が見つかった場合や雨漏りがあった場合は、一般財源を使っての

修繕などにより、外壁の危険要素を取り除くことや部分的に屋上・外壁の防水機能を修

復する作業を行うなどして安全性・快適性を確保している状況です。 

  今後の方向性につきましては、今後策定する学校施設再整備実施計画で、建築後４０  

 年以上経過した学校の改築または長寿命化改修を順次進める中で老朽施設の解消を図

っていくとともに、既存校舎については、現状の特定財源を活用した外壁・屋上防水改

修を計画的に行っていくことと併せ、緊急に対応する必要がある場合には一般財源によ

って修繕・改修等を行い、安全性・快適性の確保に努めてまいります。 

４－２－９ 次世代図書館構築事業 

【ご意見】 

○平成２６年度末の登録状況は以前より下がっているものの、「これからの図書館検討会

議」を年１０回開催し、次世代に向けた図書館のあり方を検討している事は施策の柱に

寄与していると思う。 

○「貸出型」のみだった従来の図書館から時代に合わせた「滞在型」「交流型」「情報発信

型」に拡大していくことは、市民の利用を拡大する事にもつながると感じる。 

○藤沢市以外の図書館、大学図書館との連携を図りながら、市民の声も取り入れ、今後も

次世代図書館構築実現の為に進めていただきたい。 

○次世代図書館構築事業は多様化するニーズや高度情報化サービスに取り組むことによ

り、これからの図書館として期待される事業ではないかと思う。 

○第２期計画では「新しい時代に即した「これからの図書館」推進事業」と変更している

が、事業名を見ただけで内容が想像できるわかりやすい名前にしていただけるとよい。 

○「多様な学びを支援する図書館活動の推進」の将来に対して大きく寄与するものと期待

される。 

○これからの図書館検討会議や、検討委員会で外部の人を入れているところが良いと思

う。 

○登録率については、世の中の流れでやむを得ないものがある。情報には新しい情報と確

立した情報があるのだと思う。新しい情報に対してはネットでないと対応できない場合
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があるが、確立した情報に対しては情報の正確さなど活字が断然強いと思う。 

○登録率を目標成果指標として設定することが適切であったのかどうかを検証するべき

だと思う。「評価の理由」や「進捗状況の効果・成果」で挙げているような、どれだけ

どのような議論をしてきたのかという質的指標を設定するべきだったと思う。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】総合市民図書館 

・図書館は、社会教育施設として市民の多様な学びを支援するとともに、貸出型から滞在

型、交流型、情報発信型、課題解決型へとサービスの拡大を図り、利用者の視点に立っ

た、新しい時代に即したこれからの図書館の構築を目指してまいります。平成２６年度

まで行った職員による「これからの図書館検討会議」での検討内容を踏まえて、今後は

「これからの図書館検討委員会」でさらに検討を進めてまいります。 

・第２期計画において「新しい時代に即した『これからの図書館』推進事業」としている

ことについては、国（文部科学省）において図書館の在り方を検討するために設置した

「これからの図書館の在り方検討協力者会議」が、「これからの図書館像」という報告

を出していることから、本市においても「次世代図書館」から「これからの図書館」と

いう表現に変更しました。 

・新しい時代に対応したこれからの図書館は、新しい電子的な情報と、従来からの紙に印

刷された情報とを組み合わせた高度な情報提供を行うことが求められています。本市に

おいても、図書館のハイブリッド化を進めるために、機能の拡大・強化等に取り組んで

いくことが課題であると認識しており、今後「これからの図書館検討委員会」において

検討を行っていきたいと考えております。 

・目標として設定した「登録率」については、図書館未利用者へのＰＲや図書館サービス

についての情報発信により、登録率の向上を図ることを目標として定めたものですが、

インターネットが普及し、web上で簡単に情報が入手できるようになったことや、電子

書籍の普及等から登録率の減につながったものと思われます。 

今後も図書館では、登録率の向上に努めていきますが、資料の貸出だけでなく様々な

利用方法がある中で、「登録率」を目標としたことについては、あまりふさわしくなか

ったと考えます。 

第２期計画においては、方針や計画等の検討状況・進捗状況等を目標及び成果として

計画を進めてまいります。 

５－１－３ 市民文化創造事業 

【ご意見】 

○小学生招待事業「こころの劇場」の実施、わくわく体験ひろばの開催は、基本方針であ

る「地域に根ざした芸術・文化活動の推進を図る」ことにつながっている事業と感じる。 

○「こころの劇場」の実施は、招待されている小学６年生の児童たちだけなく、引率され

ている先生方にとっても大変貴重な機会だとの声を聞く。 

○ミュージカルを観劇する機会は各家庭によってさまざまだが、藤沢市内全ての小学生に

同じ機会が与えられることは、非常に重要なことだと思う。 
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○わくわく体験ひろばを開催することにより、参加する市民が文化に触れることができる

だけでなく、開催側である市内の文化関連協会にとっても良い機会だと思う。文化を伝

える市民、文化を体験する市民のためにも、周知活動は重要である。今後も継続して進

めていただきたい。 

○子どもから青少年を含めた将来の藤沢の文化芸術を担う人材の育成、多種多様な文化芸

術の発見と展開につながる魅力的な事業だと思う。これからの藤沢にとっても必要な事

業だと思うので継続していただきたい。 

○子どもたちの情操的発展のために貴重な機会だと思いますので、今後とも続けていた 

だきたい。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】文化芸術課 

・「こころの劇場」及び「わくわく体験ひろば」について、子どもたちに芸術・文化に触

れることのできる機会を提供することにより、藤沢市の芸術文化を担う人材の育成や豊

かな感性や創造性を育むことができる事業として今後も継続してまいります。 

 

５－２－４ 広域連携展示事業 

【ご意見】 

○広域連携による事業の実施により、展示会累計入場者数が目標値を達成したことで基本 

方針、施策の柱に寄与していると思う。 

○財源の問題もあるので無理はできないと思うが、広域で連携することにより藤沢市のみ

で実施するよりも大きな展示会ができる点、他市の方々にも藤沢市の文化等に興味を持

っていただく機会が増える点とメリットも大きいと思う。今後の継続の有無についても

十分に協議をしていただきたい。 

○各市町単独では実現が難しい美術品、地域資料も広域連携で実現出来ていた事業なので

意義のある事業だと思う。 

○財源の問題で、継続の有無の検討が必要との事なので、２市１町で十分な協議をして継

続していただきたいと思います。 

○複数の自治体にまたがる資産を有効活用する点において意義がある。財源がなくてもで

きるように知恵を絞って今後の方策を探っていっていただきたい。 

○神奈川県市町村振興協会市町村広域行政助成事業の助成金で行っていて予算ゼロで大

きな成果を上げている。平成 28年度より助成金の確保が難しくなるとのことですが、

継続できる方向で進めていただきたい。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】郷土歴史課 

・今までの事業の成果をふまえ、さらに広域で事業を行うことによる効果を高め、かつ助

成金が確保できるような新たな事業を検討してまいります。 
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５－２－８ 歴史・文化財資料公開活用事業 

【ご意見】 

○美術品・工芸品等の展示や公開、電子博物館の整備、小学生の為の郷土資料講座の実施

等、公開活用事業の充実が図られていると思う。また、新たに常設展示施設「（仮称）

ふじさわ交流館」と「（仮称）藤沢浮世絵館」の運営事業で、より良い「歴史・文化財

資料公開活用事業」の展開が出来るのではないかと思う。 

○展示する側だけでなく、見る側の立場に立った展示をしていただき、藤沢のいいところ

を見ていただけたらと思う。 

○小学生のための郷土資料講座では学校との連携が必要だと思うが、子どもたちが文化に

触れる貴重な機会だと感じているので、より多くの学校で実施ができるよう継続して進

めていただきたい。 

○展示会の開催延日数が増えていることもあり、目的は相当程度達せられているものと評

価する。 

○本事業は、今後の藤沢市の文化活動において非常に重要な事業になると考える。 

○平成 28 年度より「藤澤浮世絵館」「ふじさわ宿交流館」が開設されるとのことだが、

藤沢市には今まで博物館の類がなかったこともあり、展示のノウハウが十分に蓄積され

ていないことが若干心配である。 

○見る人が喜ぶものと資料として重要であるということは違うので、まずは見る人が喜ぶ

ようなものにすることが必要だと思う。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】郷土歴史課 

・新たに開設する「ふじさわ宿交流館」「（仮称）藤澤浮世絵館」も含めた様々な場所、機

会を捉えて、わかりやすく喜ばれる展示等を行ってまいります。 

６－２－２ スポーツ環境整備事業 

【ご意見】 

○事業は適切に行われていると思うが、場所の確保等でなかなか増えていかない現状があ

ると思う。 

○市民が誰でも気軽にスポーツに親しめる環境整備に向け、スポーツ広場の増設や整備、

遊水池上部利用整備など、スポーツ施設の拡充を図ると共に、老朽化の進んだ建物につ

いては良好な状態を維持する計画的修繕を行い、健康で豊かなスポーツライフの環境整

備を推進してもらいたいと思う。 

○市民の誰もが気軽にスポーツに親しめる環境を作るための施設整備として、葛原スポー

ツ広場野球場２面化整備、天神スポーツ広場整備を進める当該事業は、基本方針、施策

の柱に沿った事業であると思う。 

○限りある土地を有効に活用する葛原スポーツ広場の２面化整備、新たなスポーツ施設の

拡充にあたる天神スポーツ広場の整備は市民にとって重要なものだと思う。 

○課題としている修繕についても、今後各施設の工事が計画されているということで、市
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民が安心してスポーツを楽しめる環境が維持されると期待する。 

○事業は適切に進められていると考える。今後も利用者のニーズに沿った形で進めていた

だけたらと期待する。 

○スポーツ基本法の趣旨に則って、大人の施設不足の解消をしていただき、また、老朽化

に伴う計画的修繕も進めていってほしい。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】スポーツ推進課 

・既存施設については老朽化への対応等、指定管理者や関係各課との連携を密にし、可能

な範囲で迅速に対応し、計画的かつ効率的な修繕等により、良好な状態を維持したいと

考えております。 

・新規施設の拡充（野球場の整備等）については計画通りの進行管理に努めてまいります。 

・今後の計画としては、遊水池の上部利用などを含め、スポーツ施設の不足を解消する方

策の検討を進めてまいります。また多角的な取組として、民間施設や学校施設の有効活

用などについても研究・検討を進めてまいります。 


