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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 

 

 

 

 

 

 

事業コード 事 業 名 担当課 

１－１－１ 教育課程推進事業 教育指導課 

１－２－２ 教育文化センター研究研修事業 学校教育企画課 

１－３－２ 学校支援コーディネーター制度事業 学校教育企画課 

１－４－６ 課外活動関係事業 教育総務課 

３－２－１ 学校施設長寿命化事業 学校施設課 

４－３－１ 社会教育関係事業 生涯学習総務課 

４－３－２ 公民館運営事業 生涯学習総務課 

７－２－５ 学校・家庭・地域連携推進事業 学校教育企画課 
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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 ２５年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２５年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由

今後の方向

２６年度事業計画

課題・問題点

・各学校が創意工夫ある教育課程の実践を推進していく
ために、計画的に学校訪問を行い教員に対して指導助
言を行っていく。
・各学校の研究テーマに合わせた研究推進校について
は、定期的に指導主事が関わり学校支援を行っていく。
・本市の小中学校に対して計画的に防災教育を行い、
児童生徒と教員の防災意識を高めていく。
・キャリア教育の観点から、中学校では職場体験を教育
課程の中に位置づけ、継続的に実施していく。

・新江の島水族館とプラネタリウムへの補助については、
一部の学年に限られている。
・各学校３年に一度の学校訪問となっているが、若い教
員が増えたことにより訪問回数の見直しが必要である。
・東日本大震災後、防災教育の重要性が謳われ、学校
における防災意識を高めていく必要がある。

10,879 千円 25年度執行率

・小学校・中学校・特別支援学校５５校が学習指導要領
に則り独自に教育課程を編成しており、実績について
は、教育指導課で集約と把握をしている。
・各学校の教育課程の推進を図るため、教育指導課とし
て、新江の島水族館見学のための入場料補助・小学校
３．４年生用社会科資料集の配付、小学校における飼育
動物の飼い方の児童向け講習会、小学校におけるプラ
ネタリウム学習利用のための交通費補助、各学校におい
て学校運営にかかる研究や新たな教育活動を構築する
ための委託を行った。
・学校防災対策の手引き書「地震－そのとき学校は－」
の改訂を行い、学校へ配付した。
・湘洋中、鵠南小、辻堂小において学識者による防災教
育を行った。
・授業の指導方法の工夫改善を図り、学校の教育力や
教員の指導力向上を目指すため、小学校１１校・中学校
７校に計画訪問を行い、指導主事が授業を参観し、指導
助言を行った。また、各学校からの要請に基づき、計画
訪問と同様の目的で、指導主事が情報提供や指導助言
を行った。
・研究推進校（中里小・石川小・第一中）について、定期
的に指導主事を派遣し、各校の教育研究推進を支援
し、発表会で成果を公開した。

・指導主事による計画訪問は予定どおり行われた。また、
学校からの要請訪問等を通じて実りある授業研究が行わ
れた。
・予算の執行が計画通り行われた。

・学習指導要領の趣旨を踏まえ、今後においても「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を行う。

275 千円 評価

25年度執行額

・計画訪問：小学校１２校、中学校６校
・要請訪問：適宜
・研究推進校発表会：
　　駒寄小学校、高谷小学校、明治中学校
・教育課程推進支援
・南部の小中学校における防災教育の実施

平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の
柱を踏まえた取組について

・学習指導要領に則り、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。

教育部

教育指導課

２５年度予算額

２６年度予算額

11,032 98.6

11,307 前年度比

・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。

・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。

平成２５年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書

１－１－１ 担当課
教育課程推進事業

事業コード
事業名

担当部

・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。
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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 ２５年度末の状況

千円 ％

千円 Ⓐ B C D E

２５年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由

今後の方向

２６年度事業計画

課題・問題点

・研究部会
　教育課題研究部会　11回
　国語科研究部会　12回
　社会科研究部会　12回
　算数・数学科研究部会　13回　研究紀要発刊
　理科研究部会　11回
　外国語活動・英語科研究部会　10回
　環境教育研究部会　14回　研究紀要発刊
　情報教育研究部会　10回
　教育実践臨床研究部会　12回　研究紀要発刊
・研修講座
　一般研修　22講座　　専門研修　54講座
・教育情報の提供
　「ふじさわ教育」編集員会　3回
　「ふじさわ教育」第162号、163号、164号発刊
・教育文化講演会
　「主役力を高める5つの発想」イー・ウーマン社長　佐々木かをり氏
7/31
・藤沢市総合かがく展
　運営委員会　3回
　開催10/17～10/22　入賞者表彰式　10/19
　児童・生徒研究集録（第31集）発刊
・研究報告会　開催　3/26
・藤沢の自然編さん
　第8巻　藤沢の自然７　総合編
　「藤沢の四季」（仮称）　編集員会13回

 


・教育課題や現場のニーズの把握に努め、さらなる研究・研修
の充実を図るとともに、研究結果のよりいっそうの活用も検討し
てしていく。

・ふじさわ教育や教育文化講演会の内容の更なる充実や、藤
沢市総合かがく展のより効果的な運営に向けて、検討する。

・第8巻　藤沢の自然7総合編「藤沢の四季」（仮称）の平成26
年度末発刊に向けて編集を進める。

・本年度の事業内容は概ね滞りなく進んだ。
教育の今日的な課題に対応した研修講座の充実や、研
究結果の活用を図った。

・教育の今日的な課題への対応や、学校現場のニーズ
にこたえるため、教育委員会各課等と連携を深めてい
く。

・教育の今日的課題について検討を行い、その現状や実態を
調査研究し、課題を明らかにする。
・教育課程開発及び授業についての実践的研究を行い、教師
の指導力を高め、小・中・特別支援学校の教育内容、指導方
法の改善充実を図る。
・日々の教育実践に必要な教職専門者としての研修を行い、
教師の力量を高めて､教育の質的向上を図る。また研修の一
環として、学校からの要望により、学校支援を行うとともに、経験
の少ない教職員を対象に、教育実践力を高めるための基礎的
な研修内容の充実を図る。
・「藤沢の自然」編さん事業を推進する。
・事業内容について、教育委員会各課等との連携を深める。
・環境教育部会に代わり、防災と自然研究部会を立ち上げる。
・研修講座の枠組みを分かりやすく整理する。

平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の
柱を踏まえた取組について
・教育委員会で策定予定の（仮称）人材育成基本方針に基づき、今日
的な教育課題等を踏まえた研究研修事業の充実を目指し、教職員一
人ひとりの資質能力の向上を図る。

・教育委員会各課等と連携をし、学校現場の課題やニーズを共有しな
がら、事業の進め方を協議する連携協議会を立ち上げ、よりよい事業
運営を行う。

・第11回学習意識調査を実施し、その結果を分析し、報告書としてまと
める。

・教育情報の提供を「ふじさわ教育」やホームページ等を活用しさらに
充実させる。

100.0

２６年度予算額 35,901 前年度比 4,448 千円 評価

２５年度予算額 31,453 25年度執行額 31,453 千円 25年度執行率

・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・H26藤沢の自然発刊）

・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

・研究部会105回実施
・研修講座76本開催
・研究紀要・教育情報誌発刊

平成２５年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書

事業名
担当部

１－２－２ 担当課

事業コード

学校教育企画課

教育部
教育文化センター研究研修事業
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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 ２５年度末の状況

千円 ％

千円 A B Ⓒ D E

２５年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由

今後の方向

２６年度事業計画

課題・問題点

平成２５年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書

１－３－２ 担当課

２５年度予算額

２６年度予算額

3,623 25年度執行額

事業名
担当部

・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。

・計画策定時はコーディネーター実施校を計画的に増や
していく計画を立てたが、制度を運用する中で、学校や
地域の実情に合わせて、必要な学校に順次導入してい
く方向に改めた。
・施策の柱「1-3開かれた学校づくりと信頼される学校経
営の推進」に関しては、学校と地域を結ぶという意味で
一定の成果があった。
・今後はＰＴＡ、学校・家庭・地域連携推進事業等との協
力体制を検討しながら制度の見直しを図りたい。

3,342 千円 25年度執行率

・中学校２校、小学校２校で試行

・教職員や地域の方へ制度を周知し、その役割を理解し
ていただくのに時間がかかること。
・コーディネーターの仕事が、本来のコーディネート業務
ではなく、ボランティアとして働くことが多い傾向があり、
学校側のさらなるニーズの掘り起こしが求められること。
・ＰＴＡや学校・家庭・地域連携推進事業等の学校を支
援する他の組織との協力体制の構築。
・他のボランティアや学校・家庭・地域連携推進事業の業
務と重複する部分が多い。

事業コード 教育部

学校教育企画課
学校支援コーディネーター制度事業

・中学校１２校、小学校８校、計２０校で実施
・全校合同の情報交換会を年3回実施
・県の研修会への参加
・地域ボランティアセンターとの連携を検討
・ＰＴＡ、学校・家庭・地域連携推進事業等との協力体制
の構築に向けた検討

・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

・中学校９校、小学校８校、計１７校で実施

92.2

平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の
柱を踏まえた取組について

4,011 前年度比 388 千円 評価

・学校支援コーディネーター制度導入校が13校から17校
に拡大し、各校での活動の他、導入校全校による情報交
換会、研修会等を実施した。（コーディネーター32名）

・教職員や地域の方の学校支援コーディネーターに対
する認識が少しずつ広がり、開かれた学校づくりにつな
がった。

・花壇や芝生の整備など、学校環境整備の面で学校支
援コーディネーターの関わりが比較的多く、子どもたちの
教育環境の向上に役立った。

・教員が花壇や芝生の管理などの学校環境整備に費や
す時間が軽減された。

・年次ごとの取組計画では、平成25年度は18校で実施の
ところ、17校での実施にとどまったため。

・開かれた学校づくりの手法のひとつとして、本制度に取
り組んでいるが、ＰＴＡ、学校・家庭・地域連携推進事業
等との協力体制の構築や、地域のボランティアセンター
の活用も視野に入れながら、より良い学校支援が展開で
きるような形での見直しを図っていきたい。
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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 ２５年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２５年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由

今後の方向

２６年度事業計画

課題・問題点

事業コード
課外活動関係事業

教育部

教育総務課

担当部

・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。

・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。

44,070 25年度執行額 43,490 千円２５年度予算額 25年度執行率

・入部率について、文化部では若干の低下が見られるも
のの、運動部について上昇しており、目標を達成でき
た。

・課外活動費補助金については、これまで通り年2回の
交付を行っていく。
・特別課外活動費補助金については、これまでスポーツ
推進課で所管していた運動部に対する賞賜金を、教育
総務課に予算を移し、文化部と同じく補助金として執行
していく。なお、運動部に対する補助については、これま
で通りスポーツ振興基金を充てることとする。

・課外活動費補助金については、これまで通り4月1日付
で交付決定を行い、4月末に3分の2を、9月末に3分の1
を各学校課外活動運営委員会に対して支出し、生徒会
活動・部活動等課外活動の円滑な運営と充実を図る。
・特別課外活動費補助金については、運動部・文化部と
もに教育総務課にて補助金として執行し、関東大会・全
国大会等上部大会に出場した際の保護者負担の軽減を
図る。

平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の
柱を踏まえた取組について

平成２５年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書

１－４－６ 担当課
事業名

・入部率
運動部　61.2％
文化部　26.1％

・入部率
運動部　62.0％
文化部　25.8％

・課外活動費補助金については、これまで通り各学校に
設置された課外活動運営委員会に補助金を交付し、保
護者の負担軽減を図ることで、課外活動の充実を推進し
ていく。
・特別課外活動費補助金については、関東大会・全国大
会等へ出場した際の保護者負担の軽減を図るために、
要綱・要領の見直し等に取り組んでいく。

98.7

46,070 前年度比 2,000 千円 評価

・特別課外活動費補助金の所管課について、文化部は
教育総務課、運動部はスポーツ推進課と分かれており、
学校が申請をする際にわかりづらい部分がある。

・上部大会に出場する際、交通費相当分として支出をす
る特別課外活動費補助金の執行がない（出場がない）場
合、未執行分となる。これについて、年度末に各課外活
動運営委員会に対し再分配をするなど、補助金を最大
限活用できる仕組みを検討する必要がある。

２６年度予算額

・４月１日付けで交付決定した中学校課外活動費補助金
を４月末、９月末の２回に分けて４３，４７０，０００円を交付
した結果、中学校における課外活動の円滑な運営と充
実に寄与し、生徒１人あたり４，１６８円の保護者負担の
軽減が図られた。

・特別課外活動費補助金については、平成２６年１月２６
日に千葉県君津市で開催された「第１９回東関東アンサ
ンブルコンテスト」に出場した村岡中学校吹奏楽部に２
０，０００円の特別課外活動費補助金を交付した結果、中
学校課外活動費補助金同様、保護者負担の軽減を図る
ことができた。
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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 ２５年度末の状況

千円 ％

千円 A B Ⓒ D E

２５年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由

今後の方向

※これまでの防災関連事業の取組

　*耐震補強工事（校舎・屋内運動場）
　　H10～H21（本町小学校校舎改築：H23）
　*窓ガラス改修（スクールテンパへの改修）
　　既存板ガラスを強化ガラス厚さ4mmへ交換    H8～
　*災害用井戸の掘削    H7～H13　　　　　 ２６年度事業計画
　*万年塀改修
　*非構造部材耐震点検調査・改修
　　吊り天井、照明器具他改修　　H25～H27
　*津波対策（屋上フェンスの設置）　　H24
　*津波対策（湘洋中）
　　屋外階段設置、新規津波避難施設整備（継続中）

課題・問題点

・学校や保護者からの要望が強いトイレ改修・空調設備
の設置事業や災害時の安全対策としての非構造部材点
検調査・改修工事を優先せざるを得ない状況であり、本
事業費予算の確保が難しい。

・中学校１校のエレベーター設置及び中学校２校のプー
ル給水ポンプ改修工事を実施
  *明治中学校　　エレベーター
  *長後中学校　　ﾌﾟｰﾙ給水ポンプ改修
  *羽鳥中学校　　ﾌﾟｰﾙ給水ポンプ改修
  *村岡小学校　　放送設備（リース）
  *長後中学校　　放送設備（リース）

平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の
柱を踏まえた取組について

・設備機器の改修工事を実施し、教育環境の維持向上を図る
とともに、施設の長寿命化に資するため、平成２７年度予算確
保に向け概算要求を行う。
　エレベーター改修　小学校１校
　給排水設備改修　　中学校１校
　プール改修
　　　*フル改修　中学校１校
　　　*缶体塗装　小学校１校、中学校１校
　　　*濾過機改修　小学校１校
　　　*給水ポンプ改修　中学校２校
　放送設備更新（リース対応）　小学校３校、中学校３校

担当部

・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。

※耐震補強工事が完了した後、環境整備の中でも特に空調・トイレの整備を
全校に行う旨が決定されたため、併せて付属設備を改修し施設の延命化を
図る必要が生じたことから、長寿命化事業としてこの計画に盛り込んだもの。

153,660 25年度執行額 107,454

・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。

・年次計画に基づき実施 ・平成２３年度、２４年度、２５年度ともに計画整備校数の
整備実施ができていない。

２６年度予算額

25年度執行率

・計画整備校数（エレベーター３校、給排水１校、放送設
備１校、プール２校）に満たないため。

平成２５年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書

３－２－１ 担当課
事業名

事業コード 教育部

学校施設課
学校施設長寿命化事業

２５年度予算額

・学校施設の延命化及び教育環境の整備を図るため、
次のとおり長寿命化整備工事を実施した。（諸整備事業
費）
  *鵠沼小学校№２エレベーター改修工事
  *大清水小学校プール改修工事
  *大鋸小学校受水槽改修工事
  *高倉中学校エレベーター設置工事
　（平成24年度繰越明許分）

・今後策定する「学校施設再整備計画」のなかで、施設・
設備の長寿命化に向けた再検討を図っていく。

69.9

41,652 前年度比 -112,008 千円 評価

千円
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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 ２５年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２５年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２６年度事業計画

課題・問題点

事業コード
社会教育関係事業

生涯学習部

生涯学習総務課

・計画どおりの事業を行うことが出来たと考えるが、事業
の周知についてさらに工夫が必要であるため。

・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。

・官学連携による大学市民講座を実施 ・官学連携による大学市民講座や、藤沢市婦人会及び
女性学習グループ連絡会と連携した市民向け講座を実
施

1,614 25年度執行額

・大学市民講座における参加者数は、全体としては増加
傾向にあるが、大学によっては減少しているところもあり、
周知がより一層必要となっている。また、平成元年より長
年実施していることから、講座内容のマンネリ化を解消す
ることが課題となっている。
・女性教育関係事業の受託団体である藤沢市婦人会及
び女性学習グループ連絡会メンバーの高齢化に伴い、
事業の企画・運営において困難な場面が見受けられる。

97.0

２６年度予算額 1,619 前年度比 5

・大学市民講座（市内4大学）を実施
・女性教育振興事業、女性グループ学習活動振興事
業、女性教育講座、人権講座を実施

千円 評価

２５年度予算額 1,565 千円 25年度執行率

担当課

・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。

事業内容の文言を実状とあわせ変更した。

・市内４大学と連携して成人教育事業を実施
する。
・藤沢市婦人会及び女性学習グループ連絡
会と連携して女性教育事業を実施する。
・女性教育講座、人権講座を実施する。

・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。

平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の
柱を踏まえた取組について

・市民のより多様化・高度化する学習ニーズに応えるた
め、公民館や生涯学習大学において、学びの機会を多
数提供しているが、「“大学”の知的財産を、“大学”の教
員から、“大学”という日頃なかなか足を踏み入れることの
できない空間において学ぶ」という利点を生かし、各大学
の特性に市民ニーズを取り入れた高度な学習機会の提
供に引き続き努める。また、大学のみならず、市において
も大学市民講座の周知方法の改善を図る。
・女性教育関係事業においては、参加者数が減少傾向
にある中、事業のあり方について、受託団体と検討して
いく必要がある。

平成２５年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書

事業名
担当部

４－３－１

【成人教育事業】
大学市民講座（4大学、延べ1,712人参加）

　　〈大学市民講座参加者数推移　(延べ人数）〉

【女性教育関係事業】
・女性教育振興事業（5事業、131人参加）
・女性グループ学習活動振興事業（3事業、132人参加）
・女性教育講座（人権講座を兼ねて実施、355人参加）

【人権教育関係事業】
人権講座（女性教育講座を兼ねて実施、355人参加）

湘南工科大学 日本大学 慶應義塾大学 多摩大学 年度計
H23
H24
H25
計

131
161
62
354

689
954
1,240
2,883

261
249
298
808

174
124
112
410

1,255
1,488
1,712
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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 ２５年度末の状況

千円 ％

千円 Ⓐ B C D E

２５年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 〈評価の理由〉

〈今後の方向〉

２６年度事業計画

課題・問題点

事業コード
公民館運営事業

生涯学習部

生涯学習総務課

平成２５年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書

事業名
担当部

４－３－２ 担当課

274,670 千円 25年度執行率

・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

・市民運営について、湘南台公民館で実施 ・１１併設公民館において市民による公民館運営
・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

92.9

２６年度予算額 278,269 前年度比 -17,265 千円 評価

平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の
柱を踏まえた取組について・市民センター併設１１公民館について、各地域の公民

館運営委員会へ公民館業務を委託してきたが、検証に
おいて、早急に改善すべき課題として、組織面の課題と
委託面等の課題が明らかになったことから、課題解決に
向けて検討を行った。

・各公民館で、地域のニーズや地域特性に応じた様々な
学習機会を提供し、地域づくりにつながる人材の育成を
支援していく。
・公民館のあり方について平成２６年度に引き続き検討
委員会で審議する。また、２年間の検討結果を報告す
る。

２５年度予算額 295,534 25年度執行額

・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総務課によるバック
アップを行った。
・全市的視野を持つ諮問機関として公民館運営審議会
を計４回実施した。
・市民運営の検証内容を踏まえ検討した結果、平成２６
年度から非常勤職員による公民館運営の方向性が出
た。

・１１併設公民館において市民運営を実施する中で、より
一層地域の実情に応じた公民館運営の展開が図られた
ため。

・①法令遵守②市民とのパートナーシップや庁内連携③
安定した利用者サービスの継続④運営を担う市民が働く
上での環境整備の４つの視点から検討した結果、市民
運営である運営委員会の構成員を市の非常勤職員とす
る新たな執行体制で運営を行っていく。

・新たな執行体制として、非常勤職員による公民館運営
を行うことにより課題を解決し、市民とのパートナーシップ
や他部門・他機関等との連携、安定した利用者サービス
の継続を図る。
・乳幼児家庭教育学級・高齢者学級等の学級、地域の
特性を生かした各種講座や公民館まつり等を実施する。
・公民館サークル等の育成や、地域住民の生涯学習活
動に対して支援を図る。
・公民館運営審議会を開催し、全市的な視野で公民館
事業について審議する。
・今後の公民館運営の方向性を検討するため、公民館あ
り方検討委員会を設置し、本市にふさわしい公民館のあ
り方を検討する。

12



事業目的 変更(ある場合）

事業内容

２２年度末の状況 ２５年度末の状況

千円 ％

千円 A Ⓑ C D E

２５年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由

今後の方向

２６年度事業計画

課題・問題点

5,509 千円２５年度予算額 25年度執行率

平成２５年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書

７－２－５ 担当課
事業名

担当部

・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

・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。

・おやじの会については、全校設置を目指
すのではなく、学校・家庭・地域連携推進事
業を推進する中で活動を支援する。

事業コード
学校・家庭・地域連携推進事業

・子どもの健やかな成長をめざし様々な事業を行ってい
る中で、地域ごとの取組みの差異がでてきている。
・実施事業は知られているが、各地域協力者会議が関
わっていることがあまり知られていない。

・「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％

・「地域協力者会議」等の事業参加者数　33，515人
・ふじさわ教育フォーラムの開催

２６年度予算額

・学校・家庭・地域連携推進会議「会長会」に業務を委託
し、子どもたちの健やかな成長を支援する事業を各地域
で実施。
　*「会長会」の開催　　年4回（5/14　8/20　11/19　2/4）
　    （情報交換・他団体との意見交換・実績報告等）
　*各地域事業総数　　　　　    114事業
　*各地域事業、会議等参加者数　  　33,515人
　*地域で行われる防災訓練への支援、阪神淡路大震災
慰霊ろうそくの送付の事業を行っている地域協力者会議
がある。
　*地域における子どもたちの課題を会議の中で出し合
い、実施事業に活かした。
・藤沢市PTA連絡協議会に業務を委託し、各校のPTAの
育成のための事業を実施。
　*広報紙の発行　　年2回（9月　3月）
　*リーダー研修会の開催　　全4回
　*各校PTA活動状況調査の実施
　*学習会の実施
　*総会時に東北応援「ありがとう」チャリティコンサートの
開催
・地域の教育力向上を図る事業を実施
　*ふじさわ教育フォーラムの開催
　「地域の力で子どもたちを応援」
　　3/1　14:00～16:30　　湘南台公民館

・計画どおりの事業を行うことができた。また、事業参加
者数も昨年度に比べて増え、学校・家庭・地域の連携が
進んでいると考えられる。

・学校・家庭・地域が連携・協力して子どもたちの成長を
支援するため、会長会で、よりよい事業のあり方や地域
の様々な団体との連携等について十分な情報交換・意
見交換をしていく。
・様々な地域の事業に各地域協力者会議が関わってい
ることを広報紙、ホームページ、教育フォーラム等で発信
していく。

・学校・家庭・地域連携推進会議「会長会」に業務を委託
し、子どもたちの健やかな成長を支援する事業を各地域
で実施する。
・藤沢市PTA連絡協議会に業務を委託し、各校のPTAの
育成のための事業を実施する。（委託事業を縮小し、所
管課へ一部分を移管する)
・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」を開催する。

5,642 25年度執行額

教育部

学校教育企画課

平成２７年度の目標達成に向けた今後の対応や施策の
柱を踏まえた取組について

平成２７年度末の目標値「ＰＴＡ」「地域協力者会議」等の
事業参加者数は達成されている。引き続き、地域におけ
る子どもたちに係る課題等を検討し、解決に向けて事業
を推進していく。

97.6

5,574 前年度比 -68 千円 評価
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本市の「地域に開かれた学校づくり」のイメージ
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３ 評価委員会からいただいたご意見 

 

１－１－１ 教育課程推進事業 

【ご意見】 

○基本方針に対しても大変重要な事業だと思うので、今後もぜひ継続して事業の充実を図

ってほしい。 

○子どもたちの学習を入場料の補助や校外活動の交通費援助という形でサポートしてい

るこの事業は、子どもたちに平等に学習できる場を与えていると思うので「確かな学力

の向上」という施策の柱に貢献していると思う。 

○義務教育が無償という理念もあるので、江の島水族館の入場料補助などの保護者の負担

軽減は重要なことだと思う。 

○指導主事が計画的に訪問することで教員の意識向上につながると思う。中堅と言われる

教員が少ない現場では、若い教員が学習面だけに限らず日々悩むことが多いと想像す

る。大変だと思うが、突発的な要請にも対応できるように、現場の先生方がいつでも相

談できる状況の確保をお願いしたい。 

○防災教育を計画的に行っているところと、職場体験を実施しているところを非常に評価

している。 

○防災に関する教育について今後は、中部・北部の学校へも地域性を考慮した指導をして

もらえるように検討してほしい。 

○北部の学校には津波が来ないが、集中豪雨では被害にあう可能性があるので、防災意識

を高めるためにも、是非継続的に常に新しい情報を提供してほしい。 

○キャリア教育について、職場体験のことが出ているが、あまりにも同じ時期に集中して

いて、毎年２、３校断っているという状況。キャリア教育には是非協力したいと思って

いるので、各学校間で年度始めにでも日程調整をしてほしい。 

○キャリア教育は是非大事にしてほしいが、職場体験については、「体験して面白かった」

などイベントのような形で終わってしまわないように、体験の持つ意味について是非大

事に扱ってほしい。 

○研究推進校の発表や指導主事の計画訪問などが、学校現場にとって重い負担にならない

ような配慮も必要であると感じた。 

【ご意見に対する方向性】 

・教育課程推進事業につきましては、各学校が学校運営を行う上で非常に重要な事業とい

えます。近年、経験の少ない職員の増加や教員の多忙化、防災教育やキャリア教育の重

要性など様々な課題があげられています。このような状況の中、各学校が、創意工夫あ

る教育課程の実践を推進していくために、今後につきましても、これらの新たな課題に

対応した取組を行っていきたいと考えております。 
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１－２－２ 教育文化センター研究研修事業 

【ご意見】 

○「資質の向上」というものを客観的に計るのは難しいので、目標の掲げ方を工夫する必

要があると思う。 

○大学ではアンケート結果に基づいてパーセンテージを提示して評価している。 

○防災と自然研究部会の立ち上げについては、適切と判断している。第２期の教育振興基

本計画にも繋げていってほしい。 

○総合かがく展の開催については、とてもいい事業を行っていると思う。 

○藤沢の四季の発刊については、楽しみにしている。 

○地域との接点を増やすようなアドバイス的なことも実施してほしい。 

○教員が自主的に受ける研修を行う事業ということで「熱意と指導力のある教員の育成」

という施策の柱に対して貢献していると思う。また、教員同士が共に学び合える場を提

供している事業であるとも思う。 

○基本方針に対しても大変重要な事業だと思うので、今後も現場のニーズを受け入れ、ぜ

ひ継続して事業の充実拡大を図ってほしい。 

○教育文化センターの事業で学習意識調査の実施というものがある。長期にわたる継続し

た調査であり、教育学の研究者も注目をしているので、今後も是非継続してほしい。 

○研修のあり方という点で、計画的に行うものがあるのと同時に現場からの様々なニーズ

もあると思うので、そうした課題に応じた研究テーマを検討してほしい。 

【ご意見に対する方向性】 

・事業目的の掲げ方については、目的の達成度を客観的に判断できるような表現や方法等

を検討し、設定してまいります。 

・今後も、今日的な教育課題や教職員のニーズ等を踏まえて、本事業の更なる充実を図る

とともに、その内容をホームページ等で積極的に情報発信してまいります。 

１－３－２ 学校支援コーディネーター制度事業 

【ご意見】 

○とても重要な事業と考える。評価Ｃは当初の予定から現場のニーズに合わせた結果なの

で、事業自体は健全な方向で進められていると思う。 

○ボランティア化しているという部分については解決を進めてほしい。 

○防災教育の推進や教員の負担感への対応など、無理のない方向で拡充を計ってほしい。 

○現在コーディネーターのいる学校はそれなりに機能していると思うので続けていって

ほしい。 

○学校・家庭・地域連携推進事業では、できるだけ個人に頼らず、一人が背負わないでみ

んなで連携し合って担っていくということで応援していきたい。 

○この事業については学校との連携はもちろんのこと、家庭・地域との連携も不可欠だと

思う。学校・家庭・地域連携推進事業など他の事業との関係を構築し、施策の柱である

「開かれた学校づくりと信頼される学校経営の推進」に貢献できるような、あるべき事

業の姿の制度作りを検討してほしい。 
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○先生方の多忙化についてはＰＴＡとしても心配しているので、三者連携だけでなくＰＴ

Ａの力も活用してもらいたい。 

○「学校・家庭・地域連携推進事業」と連携することで、「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」するとともに、「自立できる大人の育成」も併せ

て進めると、より良い事業になるのではないかと思う。 

○事業目的「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」という趣旨に対して重要な事業だと思う。やりかたとして自らがボ

ランティアになってしまうという点は問題なので、意義についてしっかり理解してもら

い、学校現場ニーズに合った仕組みを考えてほしい。 

【ご意見に対する方向性】 

・学校・家庭・地域連携推進事業、ＰＴＡなどの既存の組織とも連携しながら「開かれた

学校づくり」につながるよう、制度の見直しを進めます。 

・コーディネーターの業務がボランティアの仕事と同じような内容になってしまっている

部分については、学校側のニーズがまだまだ少ない現状もあるため、制度の見直しを進

めると同時に今後も学校側のニーズの掘り起こしに努めます。 

１－４－６ 課外活動関係事業 

【ご意見】 

○課外活動を通して子どもたちは、さまざまなことを学ぶことが出来ます。「豊かな心」「健

康な身体」は、課業中だけでは充実した教育は難しいと思う。また、学年を越えて、時

には、学校外に出ることで、共に学び合い、多くの人とかかわりながら自立心を育むこ

とが出来るのも、課外活動の大きな成果の一つだと思う。課外活動に対するこの事業は、

「共に学び、多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します」という基本

方針にも「豊かな心と健康な身体を育む教育の推進」という施策の柱にも大きく貢献し

ていると思う。大変重要な事業なので、今後もぜひ継続して事業の充実を図ってほしい。 

○保護者の負担感を改善するこの事業は、いうまでもなく必要不可欠な事業なので、問題

点を解決しつつ継続して欲しい。この取組を通して、生徒の心身の発育につなげて欲し

い。 

【ご意見に対する方向性】 

・課外活動関係事業につきましては、保護者負担の軽減と課外活動の円滑な運営をいっそ

う推進するため、ご指摘いただいた意見を参考に、さらなる事業の充実に努めてまいり

ます。 

３－２－１ 学校施設長寿命化事業 

【ご意見】 

○耐震化は長寿命化と同じ括りに入れた方がいいと思う。今後は耐震も含めて一体的に一

つの事業として扱っていくことができるのならその方がいいと考える。 

○他の事業に予算がとられてしまい、この事業の予算が確保できない現状はとても残念だ

と思うが、今後も限られた予算の中で事業の充実を図ってほしい。 

○空調やトイレを優先するのはやむを得ない面もあるが、命にかかわること、安全・安心
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にかかわることは、しっかりと要望して計画を進めてほしい。 

○複合化に関して、児童クラブという話もあったが、地域としてはより活用のしやすい学

校を求めている。 

【ご意見に対する方向性】 

・学校施設の耐震化についての事業を現在の長寿命化事業と同じ括りとして、一体的に扱

っていくことについて特に異論はありませんが、本市では、耐震補強工事を始め、窓ガ

ラスの強化ガラス化、天井材の落下防止など想定できる対策は概ね完了、もしくは完了

予定となっており、万年塀の改修（１１校未改修、民地境）、非構造部材の耐震化工事

（H２７年度で完了予定）を残すのみとなっております。従いまして、この事業に組み

入れたとしても、具体的な事業のない状態となってしまうことが想定されます。 

・現状の長寿命化事業の内容につきましては、引き続き予算的には厳しい状況が続くと考

えられますが、要望すべきところはしっかり要望し、安全・安心で快適な学校生活が送

れるよう努力してまいりたいと考えております。 

４－３－１ 社会教育関係事業 

【ご意見】 

○基本方針、施策の柱どちらにも大変貢献している事業だと思うので是非継続してほし

い。 

○企画運営の団体の方々の今までの歴史が止まらないよう、今後の方向性も検討してほし

い。 

○事業内容や後継者募集など市民への周知活動方法などもご検討し、今後も事業の充実を

図ってほしい。 

○このような事業は点検・評価が難しいが、改善しながら続けていくことに意義のある事

業なのだと思う。改善については、市民のニーズに沿ったことができているのかという

ことを踏まえて改善していく枠組みについて考えてもらうといいのかと思う。 

○大学の市民講座については、各大学の人材に基づいた講座内容になる傾向が強く、マン

ネリ化が起こりやすい。地理的に難しいかもしれないが、他大学へ広げていくことも考

えられる。 

○女性教育関係事業については、事業の企画運営団体の後継者育成の課題や参加者減少に

対する課題の分析や、状況に応じた対応などを今後も進め、市民のニーズにより合うよ

うな事業内容を検討してほしい。 

○女性教育関係事業については、見直しせざるを得ないと思う。受託団体と検討していく

ということだが、事業内容をみていくと市民各層への学習機会を提供するということな

ので、例えば若者に対する施策など、他の階層についても検討することもあり得るのか

と感じた。 

【ご意見に対する方向性】 

・大学市民講座は、市内４大学が有する専門的・総合的な教育機能を活かしつつ、市民ニ

ーズを積極的に取り入れた講座内容となるよう各大学と検討し、市民の高度な学習ニー

ズに応えていきます。 

・女性教育関係事業は、女性の主体的な活動や相互学習を推進することを目的とし、女性
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教育関係団体に委託して実施していますが、男女共同参画を所管する部署が他にあるこ

とから、人材育成や活動に関する課題を共有し、事業の実施方法や団体の育成等につい

て、検討をすすめていきます。 

４－３－２ 公民館運営事業 

【ご意見】 

○評価しているのは、非常勤職員による運営というように組織面での適正化をはかってい

るところなので、この方向で今後も続けてほしい。 

○公民館での活動を楽しみにしている人も多い。非常勤職員化もいい方向に進めばと大い

に期待している。公民館の活動には子育て世代も期待をよせているので、若い家庭が参

加できるような企画を増やしてほしい。 

○地域の特色による多様なニーズに応じて、地域ごとに公民館の事業運営を行っていると

思う。重要な事業なので続けてほしい。 

○市民による運営から非常勤職員による運営に変更したということで、課題もあるかと思

うが、これからも運営がよりスムーズに進むように、かつより有意義な活動が行えるよ

うに事業の拡大を行いながら、様々な世代が気軽に顔を出せるような運営をしてほし

い。 

○３年前に「新しい公共」の考え方に基づいて業務委託を行ったが、その際にどのような

政策立案のプロセスで行ったのか、そのプロセスには問題はなかったのかと疑問に思

う。政策立案のプロセスについて検証していないのであれば、繰り返してしまうのでは

ないかと感じた。 

【ご意見に対する方向性】 

・市民センターに併設する１１公民館の市民団体による運営については、平成２６年度か

ら非常勤職員による執行体制に移行したことにより、課題であった公民館で働く人の労

務面や、請負方式による法令上の指揮命令等の改善が図られ、市民とのパートナーシッ

プを活用した公民館運営が行われています。 

・公民館事業については、これまでもあらゆる世代を対象として事業を行ってきましたが、

今後も、市民ニーズや地域特性を生かした事業を提供するとともに、子育て世代や定年

退職後の団塊の世代などを対象とした、社会や時代の要請に応じた事業にも力を注いで

いきたいと考えています。 

・公民館の市民運営については、平成２１年度の本市の経営戦略基本方針に基づく取組と

して、より地域に密着した公民館運営を行うために、地域に根ざした地域住民による自

主的な運営管理方式を導入するとして、平成２２年度に湘南台公民館で先行実施し、平

成２３年度に全併設公民館への拡大に向けて準備を進めました。 

  平成２２年度の検証の結果、地域の特性を活かし、概ね円滑に公民館運営が行われて

いることを確認したため、平成２３年度から全併設公民館に導入しましたが、各館で実

施し、検証を重ねる中で、課題が次第に明らかになったものです。 

  この課題解決に向けては、運営委員会の聴き取り調査や公民館長会議での検討を重ね

るなど、十分な時間をかけて現場である公民館関係者の意見を反映し、見直しました。

今後についても、新たに「公民館あり方検討委員会」を設置し、今後の公民館の果たす
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役割や市民とのパートナーシップの推進について検討するとともに、現行制度について

も検証し、よりよい公民館制度の確立に向けて努めていきます。 

７－２－５ 学校・家庭・地域連携推進事業 

【ご意見】 

○第２期の教育振興基本計画ついて考えると、防災訓練の支援をしていることや、社会と

子どもをつなげる事という意味で重要な鍵となる事業なので、現状からさらに進め、第

２期計画における重要な事業になってほしい。 

○学校・家庭・地域連携推進事業は、まさに施策の柱である「学校・家庭・地域等の連携、

協働の推進」そのものの活動をしている事業で、大変貢献していると思う。 

○三者連携は地元での知名度が低いところはあるが、多彩なメンバーが各地域で揃ってい

るので、事業のスピード化に貢献していると思う。 

○こういう事業は、新しいことをできる可能性のある事業、団体なのでどんどん推し進め

てほしい。費用の負担には感謝している。 

○ＰＴＡ育成事業について、藤沢市ＰＴＡ連絡協議会の存在は、大変意味のあるものだと

思うが、ここ数年加入校の減少に歯止めがかからない状態である。これ以上事態が悪化

しないよう、関係団体（校長会・地域協力者会議・おやじの会・湘南教職員組合等）に

働き掛けをしながら、活動のサポートをお願いしたい。 

○おやじの会の発足については、発足を望みながらもここ２、３年発足できず、苦労をし

ている学校もあるようなので、活発に活動している学校のおやじの会や三者連携との連

携をとりながら、早期発足が出来るようなサポート体制を作ってほしい。 

○地域単位でのおやじの会の連携も進んでいるし、おやじの会も増える可能性もあるので

応援したい。 

○教育フォーラムは年々違ったことを実施しているが、これからも新しい企画を期待して

いる。 

○学校と保護者・地域との関係については双方向のコミュニケーションが大切なので、こ

うした取組は評価したい。 

○風通しのいい双方向のコミュニケーションを進めていってほしい。 

【ご意見に対する方向性】 

・学校・家庭・地域連携推進事業については、更なるご理解ご協力をいただけるように、

各事業の広報誌やホームページ、教育フォーラム等で情報を発信し、引き続き事業の推

進を図ってまいります。 

・ＰＴＡ育成事業については、藤沢市ＰＴＡ連絡協議会と十分に情報交換をし、サポート

の方向性について検討してまいります。 

・おやじの会については交流会や会立ち上げの参考になる資料を作成する方向での支援を

検討してまいります。 
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