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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

（１）　生涯学習社会の形成
①　児童・生徒等の生きる力を大切にする教育の推進

事業名 高校教育の充実事業
体系コード ６－０１－０１－０１４

担当課 教育総務部　教育総務課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　神奈川県市長会や神奈川県市町村教育長連合会などを通じ、
国や県などに対し要望書や意見書などを提出し、私立振興補助
制度のより一層の充実を求める

　私立高校通学者の保護者の経済的負担の軽減
　公・私立間の学費の格差是正

Ｈ２１

　要望活動

事業名 課外活動費補助事業
体系コード ６－０１－０１－０２４

担当課 教育総務部　教育総務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校の課外活動である運動部、文化部、生徒会本部のクラ
ブ活動や生徒会活動並びに神奈川県代表として全国大会や関東
大会などの出場に対して助成を行う
　・課外活動補助金
　・特別課外活動補助金

　保護者の経済的負担の軽減
　クラブ活動の活性化
　生徒の心身の健全育成
　集団活動による人間形成

Ｈ２１

　実　施

事業名 食教育の充実事業
体系コード ６－０１－０１－０３４

担当課 教育総務部　保健給食課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校及び白浜養護学校では完全給食、中学校ではミルク給
食を実施する
　・「給食だより」の発行
　・「ふじさわ市きゅうしょくフェア」の開催

　児童生徒の心身健全な発達
　正しい給食の理解や望ましい食習慣などの健康教育
の充実

Ｈ２１

　実　施

事業名
体系コード ６－０１－０１－０４４

担当課 教育総務部　学務課

年
度

幼稚園等運営資金貸付事業

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　幼児教育の発展を期するため、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、運営及び施設・設備等教育環境整
備のため、資金の貸し付けを行う

　保護者の経済的負担の軽減
　幼児教育の振興と充実
　施設運営の円滑化
　施設・設備等教育環境の向上

Ｈ２１

　実　施

年
度
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 私立幼稚園就園奨励費補助事業
体系コード ６－０１－０１－０５４

担当課 教育総務部　学務課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　私立幼稚園等に就園している満３歳児、３歳児、４歳児、５
歳児の保護者の経済的負担を軽減するため、保育料を減免した
幼稚園等の設置者に対し、国の施策に本市独自の就園奨励費を
加算して助成する

　保護者の経済的負担の軽減
　幼児教育の振興と充実

Ｈ２１

　実　施

事業名
要保護準要保護児童・生徒援助事業（小・
中）

体系コード ６－０１－０１－０６４

担当課 教育総務部　学務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　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

　保護者の経済的負担の軽減
　学校教育の推進
　義務教育の円滑な推進

Ｈ２１

　実　施

事業名 奨学資金関係事業
体系コード ６－０１－０１－０７４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　学業成績が良好で経済的理由により高等学校への就学が困難
な生徒の中から、規則等に基づき選考された就学生の保護者に
対し、奨学金を支給する

　生徒の保護者の経済的負担の軽減
　就学の奨励

Ｈ２１

　実　施

事業名 各教科研究研修関係事業
体系コード ６－０１－０１－０８４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　小・中学校が各々の課題や各教科ごとの課題の研究を推進す
る
　・教職員の研究・研修
　・藤沢市小学校教育研究会
　・藤沢市中学校教育研究会

教員の指導力向上
　指導法の工夫改善
　教育活動の充実
　学校教育の円滑な推進
　特色ある学校づくり

Ｈ２１

　研究・研修

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 社会科資料集関係事業
体系コード ６－０１－０１－０９４

担当課 教育総務部　学校教育課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　社会科学習において、藤沢市の環境、経済、文化、歴史など
の社会的事象を学習するための資料集を作成する
　・小学校３・４年生　　「ふじさわ」
　・小学校５・６年生　　「藤沢」

　社会的理解を深め、自ら考える力の育成
　指導法の工夫改善

Ｈ２１

　実　施

事業名 教育課程の推進事業
体系コード ６－０１－０１－１０４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　「総合的な学習の時間」において、地域の人材・教材を活用
し、国際理解、情報、環境、福祉などの横断的・総合的な課
題、地域や学校の特色に応じた課題などを取り入れた学習を展
開する

　「生きる力」を育む教育の推進
　自ら学び、考え、解決する能力の育成
　創意工夫ある教育課程の推進
　特色ある学校づくり

Ｈ２１

　実　施

事業名 教育研究等推進事業
体系コード ６－０１－０１－１１４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　教育課程や学習指導など学校教育に関する事項についての研
究を行う
　・研究推進校研究（３年間）
　・藤沢市小学校教育研究会
　・藤沢市中学校教育研究会

　教員の指導力向上
　指導法の工夫改善
　教育活動の充実
　学校教育の円滑な推進

特色ある学校づくり
Ｈ２１

　研　究

事業名 人権・環境・平和教育関係事業
体系コード ６－０１－０１－１２４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　児童生徒や教職員に対し、人権教育・環境教育・平和教育の
啓発と研修会、実践研究を行う

　教員の指導力向上
　学校教育の円滑な推進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 国際教育の推進事業
体系コード ６－０１－０１－１３４

担当課 教育総務部　学校教育課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校では外国人英語指導助手（ＡＬＴ）、小学校では国際
理解協力員による授業を実施し、国際教育を推進し、ＡＬＴ体
制を拡充する
　日本語指導員による外国籍等児童生徒に対する日本語指導や
支援を行う

　ＡＬＴ１０人体制
　英語教育の充実
　実践的コミュニケーション能力の育成
　外国籍等児童生徒への支援

Ｈ２１

　実　施
ＡＬＴ６人　　　　　ＡＬＴ８人　　　　　　ＡＬＴ１０人

事業名 プラネタリウム学習事業
体系コード ６－０１－０１－１４４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校４年生の授業において、湘南台文化センターこども館
プラネタリウム（宇宙劇場）を天体学習で利用する

　天体学習の充実
　学校教育の推進

Ｈ２１

　実　施

事業名 教育情報機器関係事業
体系コード ６－０１－０１－１５４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　教育情報機器として、コンピュータ及びネットワークを学校
に導入し活用する
　・中学校校内ＬＡＮ整備を図る
　　１８年度５校整備・１９年度６校整備・２０年度１校整備

　情報教育の充実
　情報活用能力の向上
　情報モラルの育成
　教員の研修の充実

Ｈ２１

Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施
ＬＡＮ５校　　　　　ＬＡＮ６校　　　　　　ＬＡＮ１校

事業名
体系コード ６－０１－０１－１６４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８

Ｈ２１

　実　施

教育指導活動事業

（部活動指導者派遣事業の充実）

事業内容 目標や効果

　中学校課外活動である運動部と文化部に指導者を派遣する
　全国大会や関東大会に出場する生徒に賞賜金を交付する

　生徒への一層きめ細かな対応
　専門的技術指導による部活動の活性化
　生徒の心身の健全育成

年
度

Ｈ１８
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名
体系コード ６－０１－０１－１７４

担当課 教育総務部　学校教育課
教育文化センター研究研修事業

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　教育改革に関わる教育上の諸問題について、積極的な解決な
どに資するよう教職員が研究と研修を行う

　教員の指導力向上
　指導法の工夫改善
　教育活動の充実
　学校教育の円滑な推進

特色ある学校づくり
Ｈ２１

　研究・研修

事業名 藤沢市教育史編さん事業
体系コード ６－０１－０１－１８４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　藤沢市の教育史料の収集・整理・保存・研究を行う
　現在、将来の教育の指針を求めて「教育史」を編さんする
　・「教育アーカイブズふじさわ」の発行
　・「教育史通史編第１巻」の発行（平成１９年度）
　・「教育史通史編第２巻」の発行（平成２１年度）

　貴重な教育史料の収集・整理・保存
　貴重な教育史料の散逸の防止
　教育史料活用の利便性の向上

Ｈ２１

　実　施
　　　　　　　　　　通史編第１巻発行　　　　　　　　　　　　　　通史編第２巻発行

事業名 新入生サポート事業
体系コード ６－０１－０１－１９４

担当課 教育総務部　学務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　小学校１年生にきめ細かな指導を行い、学習の基礎・基本の
定着、学習意欲の向上、並びに集団生活への適応を促進させる
ため、児童をサポートする市費講師を配置する
　市費講師配置基準の拡充を図る
　・小学校全校に配置（平成２０年度）

　学習の基礎・基本の定着
　学習意欲の向上
　集団生活への適応の促進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市費講師全校配置

事業名
体系コード ６－０１－０１－２０４

担当課

Ｈ２１

　実　施

幼児教育振興助成事業（新）

事業内容 目標や効果

　幼稚園と幼児教育施設に入園している幼児を地震等の災害か
ら守るため園舎の耐震補強関係事業に助成を行う
　幼稚園と幼児教育施設の園具や教材教具の購入、健康管理に
要する経費の助成を行う

　保護者の経済的負担の軽減
　園児の安全確保
　幼児教育環境の向上
　幼児教育の振興と充実

教育総務部　学務課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

　実　施

学校安全対策関係事業（新）

事業内容 目標や効果

　不登校児童生徒が学校生活に適応できるよう解決策を考え、
相談、指導、援助を行う
　・通室相談
　・来室相談
　・家庭訪問相談

　児童生徒へのきめ細やかな対応
　学校教育の円滑な推進

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　工事

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 教育相談活動の充実事業
体系コード ６－０１－０１－２４４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　教育文化センターの空調機は、老朽化しており、また、全館
空調方式につき非常にエネルギー効率が低いので、個別空調方
式に改修する
　・空調整備工事（平成１９～２１年度）

　研究研修環境の向上

　　　　　　　　　　　建設　　　　　　　　開設・運営

事業名 教育文化センター施設整備事業（新）
体系コード ６－０１－０１－２３４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　学校教育課所管の相談業務は、相談内容が多岐・複雑化して
いるため、相談指導教室、いじめなんでも相談ふじさわ、巡回
教育相談、就学相談、教育文化センター教育相談室の５相談を
一元化し、（仮称）総合教育相談センターを設置し運営する
　平成２０年度に（仮称）総合教育相談センターを設置する

　一体的な管理指導体制の確保（ワンストップ化）
　相談情報の共有化
　一体的な取り組みにより、適切、早急な相談対応
　学校教育の円滑な推進

Ｈ２１

　実　施
通報システム拡充

事業名
（仮称）総合教育相談センター設置運営事業
（新）

体系コード ６－０１－０１－２２４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　学校における危機管理と安全指導体制を一層強化する
　・学校非常通報システムの拡充（平成１８年度）
　・防犯ブザーの配付
　・防犯教育の推進

　児童生徒の安全確保
　学校の安全管理の徹底
　防犯教育の充実

Ｈ２１

事業名
体系コード ６－０１－０１－２１４

担当課 教育総務部　学校教育課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

　実　施

③　学校教育施設の整備

事業内容 目標や効果

　余裕教室がほとんど生じていないため、特別教室を活用して
地域に開放する
　小学校３校と中学校１校の特別教室を開放

　学校・地域の連携
　学習の機会と場の充実
　学校施設の有効活用
　開かれた学校づくり

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名 学校施設の有効活用事業
体系コード ６－０１－０３－０１４

担当課 教育総務部　教育総務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　肢体不自由養護学校通学者の付添保護者に対して、交通費を
補助する

　付添保護者の経済的負担の軽減
　特別支援教育の充実

Ｈ２１

　実　施

事業名 特殊学校通学費補助事業
体系コード ６－０１－０２－０３４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　特別支援教育上の諸問題を協議、研究する協議会、また、特
別支援教育専門指導員（スーパーバイザー）による支援並びに
特別指導学級やことばの教室の運営を行う
　・特別指導学級　　小学校１０校・中学校８校
　・ことばの教室　　小学校４校

　教育環境の向上
　特別支援教育の充実

Ｈ２１

　実　施

事業名 特別支援教育運営事業
体系コード ６－０１－０２－０２４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生
徒、担任、保護者への相談、援助を行う
　特に介助を要する児童生徒に、学校の要請に基づき介助員の
派遣を行う

　児童生徒などに適切な指導、支援
　介助による学習機会の保障
　特別支援教育の充実

Ｈ２１

②　障害児教育の充実

事業名 巡回教育相談関係事業
体系コード ６－０１－０２－０１４

担当課 教育総務部　学校教育課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　　　　　　　　　　新設１校　　　　　　　　　　　　　　　　　　新設２校　　　　　　　更新１校

事業内容 目標や効果

　小学校の音楽室、図書室などの特別教室並びに校長室、職員
室、保健室などの管理諸室に空調設備を整備する
　・小学校　　４校（新設３校・更新１校）

　児童の教育環境の向上
　教職員の執務環境の向上

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 小学校管理諸室等空調設備整備事業
体系コード ６－０１－０３－０８４

担当課 教育総務部　学校施設課

Ｈ２１

校舎１校　　　　　　校舎２校　　　　　　　　　　　　　　　　屋内運動場１校　　　　　屋内運動場３校　

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校の校舎、屋内運動場の耐震診断調査を実施し、その結
果に基づき、耐震補強設計、耐震補強工事を実施する
　・校舎耐震補強工事　　　　　　３校
　・屋内運動場耐震補強工事　　　４校

　校舎、屋内運動場の耐震力向上
　生徒の安全確保

校舎３校　　　　　　校舎２校　　　　　　校舎３校　　　　　　屋内運動場１０校　　　　屋内運動場６校　

事業名 中学校校舎耐震補強事業
体系コード ６－０１－０３－０７４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校の校舎、屋内運動場の耐震診断調査を実施し、その結
果に基づき、耐震補強設計、耐震補強工事を実施する
　・校舎耐震補強工事　　　　　　８校
　・屋内運動場耐震補強工事　　１６校

　校舎、屋内運動場の耐震力向上
　児童の安全確保

Ｈ２１

　整　備

事業名 小学校校舎耐震補強事業
体系コード ６－０１－０３－０６４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　学校給食調理室の施設設備の改修整備を行う
　・床等改修工事
　・給湯設備改修工事

　給食調理施設の安全衛生管理の充実

Ｈ２１

事業名 学校給食調理室改修事業
体系コード ６－０１－０３－０４４

担当課 教育総務部　保健給食課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　取　得

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　（財）藤沢市開発経営公社が立替施行し、所有している学校
施設について年次計画に基づき取得する
　・年次計画で取得（平成２１年度まで）

　学校教育の円滑な運営

Ｈ２１

事業名 石川小校舎（施設）の取得事業
体系コード ６－０１－０３－１２４

担当課 教育総務部　学校施設課

Ｈ２１

　取　得

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　（財）藤沢市開発経営公社が立替施行し、所有している学校
施設について年次計画に基づき取得する
　・年次計画で取得（平成１８年度まで）

　学校教育の円滑な運営

１校　　　　　　　　１校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１校　　　　　　　　１校

事業名 高砂小屋内運動場等（施設）の取得事業
体系コード ６－０１－０３－１１４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校校舎で剥離やひび割れが発生している外壁について、
外壁補修塗装工事を行う
　・小学校　　４校

　児童の安全確保
　教育環境の向上

Ｈ２１

　整　備

事業名 小学校外壁補修塗装事業
体系コード ６－０１－０３－１０４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校３５校の既存施設について、維持・修繕により施設の
安全性を保つとともに、整備工事を実施し教育環境を整備する

　児童の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設の適切な維持保全

Ｈ２１

事業名 小学校その他整備事業
体系コード ６－０１－０３－０９４

担当課 教育総務部　学校施設課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　取　得

事業内容 目標や効果

　（財）藤沢市開発経営公社が立替施行し、所有している学校
施設について年次計画に基づき取得する
　・年次計画で取得（平成２０年度まで）

　学校教育の円滑な運営

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 白浜養護学校校舎（施設）の取得事業
体系コード ６－０１－０３－１８４

担当課 教育総務部　学校施設課

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１校　　　　　　　　　１校

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校校舎で剥離やひび割れが発生している外壁について、
外壁補修塗装工事を行う
　・中学校　　２校

　生徒の安全確保
　教育環境の向上

　整　備

事業名 中学校外壁補修塗装事業
体系コード ６－０１－０３－１７４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校１９校の既存施設について、維持・修繕により施設の
安全性を保つとともに、整備工事を実施し教育環境を整備する

　生徒の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設の適切な維持保全

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更新１校

事業名 中学校その他整備事業
体系コード ６－０１－０３－１６４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校の音楽室、図書室などの特別教室並びに校長室、職員
室、保健室などの管理諸室に空調設備を整備する
　中学校については、全校整備済み
　・中学校　　１校（更新）

　生徒の教育環境の向上
　教職員の執務環境の向上

Ｈ２１

事業名 中学校管理諸室等空調設備整備事業
体系コード ６－０１－０３－１５４

担当課 教育総務部　学校施設課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

六会中学校

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校で老朽化がすすんでいる校舎については、大規模改修
工事により耐震補強を実施する
　・六会中学校　　校舎等大規模改修事業

　校舎等の耐震力向上
　生徒の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設のバリアフリー化

Ｈ２１

事業名 中学校校舎大規模改修事業
体系コード ６－０１－０３－２２４

担当課 教育総務部　学校施設課

Ｈ２１

御所見小学校　　　　　　本町小学校　

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校で老朽化がすすんでいる校舎については、大規模改修
工事により耐震補強を実施する
　・御所見小学校　　グラウンド改修
　・本町小学校　　　校舎等大規模改修事業

　校舎等の耐震力向上
　児童の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設のバリアフリー化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１校整備　

事業名 小学校校舎大規模改修事業
体系コード ６－０１－０３－２１４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校の特別指導学級について、障害の状態や特性に応じた
教育環境に整備する
　・中学校　１校

　教育環境の充実
　学校施設のバリアフリー化

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１校整備　　　　　　　１校整備

事業名 中学校特別支援教育環境整備事業
体系コード ６－０１－０３－２０４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校の特別指導学級やことばの教室について、障害の状態
や特性に応じた教育環境に整備する
　・小学校　２校

　教育環境の充実
　学校施設のバリアフリー化

Ｈ２１

事業名 小学校特別支援教育環境整備事業
体系コード ６－０１－０３－１９４

担当課 教育総務部　学校施設課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　問題行動の情報交換、各種対応についての会議等を開催し、
検討協議する
　学校、保護者、関係機関等の連携協力を図る

　適切な指導・援助
　児童生徒の健全育成
　学校教育の円滑な推進

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 児童生徒指導関係事業
体系コード ６－０１－０４－０１４

担当課 教育総務部　学校教育課

Ｈ２１

基本設計　　　　　　実施設計　　　　　　工事　　　　　　　　工事　　　　　　　　　グラウンド整備

④　青少年が心豊かに育つ環境づくり

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　建築年度が古く、耐震力が不足し老朽化した善行小学校の校
舎、屋内運動場等の全面改築を行う
　改築とともに学校給食調理室を建設する
　・善行小学校　　改築事業

　校舎等の耐震力向上
　児童の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設のバリアフリー化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大庭小設計　　　　大庭小建設・駒寄小設計

事業名 小学校改築事業（新）
体系コード ６－０１－０３－２７４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　西部学校給食合同調理場の対象校については、学校に給食調
理室を設置し、単独調理校方式をすすめる
　・善行小学校　　小学校改築事業で実施
　・大庭小学校　　設計・建設（平成２１・２２年度）
　・駒寄小学校　　設計（平成２２年度）

　学校給食の円滑な推進
　調理環境や安全衛生の充実

Ｈ２１

設計　　　　　　　工事　　　　　　　　　　工事　　　　　　　　　グラウンド整備

事業名 学校給食調理室単独校化推進事業（新）
体系コード ６－０１－０３－２６４

担当課 教育総務部　保健給食課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　建築年度が古く、耐震力が不足し老朽化した第一中学校の校
舎、屋内運動場等の全面改築を行う
　・第一中学校　　改築事業

　校舎等の耐震力向上
　生徒の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設のバリアフリー化

Ｈ２１

事業名 中学校改築事業
体系コード ６－０１－０３－２５４

担当課 教育総務部　学校施設課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　地域における子どもたちの遊びの拠点である地域子供の家や
児童館の施設や遊具を整備する
　・地域子供の家　　１７館
　・児童館　　　　　　５館

　利用者の安全確保
　児童・青少年の健全育成

６－０１－０４－０７４

担当課 生涯学習部　青少年課

Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２１

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 地域子供の家等整備事業
体系コード

事業内容 目標や効果

　市内唯一の野外活動施設として貴重な緑を生かし、青少年が
身近に自然体験でき、青少年自ら生き抜く力を養い、自然を愛
する優しい心を育む場として整備する

　青少年の健全育成
　利用者の安全確保

　実　施

事業名 少年の森整備事業
体系コード ６－０１－０４－０６４

担当課 生涯学習部　青少年課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　児童生徒等の健やかな成長を支援するため、学校・家庭・地
域が連携し、中学校区に地域協力者会議を設置し、学校と地域
が子どもたちに関わる地域課題解決に向けた事業を行う

　児童生徒の健全育成
　子どもたちに関わる地域課題の解決
　ふれあいのある地域づくり

Ｈ２１

　実　施

事業名 学校・家庭・地域連携推進事業
体系コード ６－０１－０４－０５４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　児童生徒が豊かな自然の中での集団宿泊生活や自然とのふれ
あいが体験できる野外体験学習を八ヶ岳野外体験教室を活用し
て実施する

　豊かな心の育成
　児童生徒の心身の健全育成

Ｈ２１

事業名 八ヶ岳野外体験教室の充実事業
体系コード ６－０１－０４－０４４

担当課 教育総務部　学校教育課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　検　討

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　青少年の居場所を確保し、活動拠点として情報発信地となる
藤沢青少年会館を移転建設するための検討を行う
　・施設規模、建設場所、機能などの検討

　青少年の健全育成
　青少年の居場所の確保

Ｈ２１

Ｈ２１

　実　施

事業名 青少年会館整備検討事業（新）
体系コード ６－０１－０４－１２４

担当課 生涯学習部　青少年課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　保護者が放課後不在になる家庭の児童を健全育成する放課後
児童クラブ事業を行う
　学校の教室、体育館、運動場を利用して、放課後の安全な遊
び場を提供する事業を行う
　・放課後児童クラブを２ヶ所設置（平成１８年度）

　児童の健全育成
　放課後の安全な場の確保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設

事業名 放課後児童健全育成事業
体系コード ６－０１－０４－１１４

担当課 生涯学習部　青少年課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、また、情操
を豊かにする施設である児童館を建設する
 　・未設置小学校区に１館建設する

　健全な遊び場の確保
　児童・青少年の健全育成

Ｈ２１

　実　施

事業名 児童館建設事業
体系コード ６－０１－０４－０９４

担当課 生涯学習部　青少年課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　青少年会館、少年の森、地域子供の家、児童館の青少年施設
運営管理や青少年健全育成事業を行う

　青少年の活動場所と活動機会の確保
   青少年の健全育成
　青少年施設の安全運営

Ｈ２１

事業名 青少年健全育成事業
体系コード ６－０１－０４－０８４

担当課 生涯学習部　青少年課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　差別や人権侵害の問題に関して、正しい知識と理解を深める
ため市民への人権教育啓発事業を行う

　差別意識や差別的な対応のない社会の実現
　人権教育の充実

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 人権教育関係事業
体系コード ６－０１－０５－０５４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

　実　施

⑤　生涯学習ネットワークの構築

事業内容 目標や効果

　男女共同参画社会の実現のため、女性問題の解決及び女性指
導者の育成、主体的な学習グループの支援等、女性教育活動を
行う

　女性指導者の育成
　女性の主体的活動の支援
　女性教育の充実

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 女性教育関係事業
体系コード

Ｈ２１

６－０１－０５－０４４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　大学などの高等教育機関、社会教育関係団体などと連携し、
成人教育に関する各種の事業を行う
　・大学市民講座
　・ＰＴＡ育成事業
　・保育者セミナー

　学習機会の確保と充実
　生涯学習活動の推進
　成人教育の充実

　実　施

事業名 成人教育事業
体系コード ６－０１－０５－０３４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民の豊かなライフスタイルづくりを支援するため、生涯学
習大学かわせみ学園の３学部で、さまざまな講座を実施する
　・かがやき学部
　・いきいき学部
　・はばたき学部

　多様な学習機会の提供
　シニア世代の生きがい、健康、仲間づくり
　市民人材の養成・育成とその活動の推進

Ｈ２１

事業名 生涯学習大学事業
体系コード ６－０１－０５－０２４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

-132-



６．ゆたかな心を育み湘南の地域文化を発信するまち

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　図書館情報ネットワークの維持管理並びに神奈川県立図書館
及び慶應義塾大学、日本大学生物資源科学部、湘南工科大学の
市内３大学の図書館との協力体制を維持する

　図書館利用環境の充実
　図書館サービスの向上

Ｈ２１

Ｈ２１

　実　施

事業名 図書館情報ネットワーク事業
体系コード ６－０１－０５－１０４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　図書館に来館することが困難な障害者や高齢者に対し、各家
庭へボランティアにより図書館資料を宅配する

　図書館サービスの向上
　図書館資料提供の確保

　実　施

事業名 障害者・高齢者への宅配サービス事業
体系コード ６－０１－０５－０９４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　すべての市民が、いつでも、どこでも、生涯にわたり学習、
文化、スポーツの活動ができるように公民館で各種事業を開催
する

　生涯学習社会の構築
　生活文化の振興
　社会福祉の増進

Ｈ２１

　実　施

事業名 公民館事業
体系コード ６－０１－０５－０８４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　生涯学習社会の実現に向け、「藤沢市生涯学習推進基本構
想・基本計画（生涯学習ふじさわプラン）」に基づき、市民の
学習活動を支援する

　生涯学習社会の構築
　生涯学習推進体制の充実

Ｈ２１

事業名 生涯学習推進事業
体系コード ６－０１－０５－０６４

担当課 生涯学習部　生涯学習課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　検　討

事業内容 目標や効果

　生涯学習活動の拠点である藤沢公民館の改築のための検討を
行う
　・藤沢公民館　　１９６４年（昭和３９年）建設
　・施設規模、建設場所などの検討

　利用者の安全と利便性の向上
　生涯学習環境の充実

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 藤沢公民館改築検討事業（新）
体系コード ６－０１－０６－０５４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

Ｈ２１

　整　備

⑥　生涯学習機会の拡充と環境づくり

事業内容 目標や効果

　生涯学習活動の拠点である公民館の施設整備を行う 　利用者の安全と利便性の向上
　生涯学習環境の充実

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施
プログラム修正

事業名 公民館整備事業
体系コード ６－０１－０６－０３４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　インターネット予約した図書館資料の受取や返却を４市民図
書館から１１市民図書室に拡大する
　・プログラム修正（平成１８年度）
　・ＩＣチップ導入の研究

　図書館の利便性の向上
　図書館サービスの向上

Ｈ２１

　実　施
ブックスタート

事業名 図書館システムIT化整備事業（新）
体系コード ６－０１－０５－１４４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　「藤沢市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもが本に
出会い、楽しみ、親しめる機会の提供並びに読書環境を整備
し、子どもの読書活動を推進する
　・ブックスタート事業（平成１８年度）

　読書環境や機会の充実
　子ども読書活動の推進
　子どもの健やかな育成

Ｈ２１

事業名 子ども読書活動推進事業（新）
体系コード ６－０１－０５－１３４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市内４校（藤ケ岡中・明治小・御所見中・長後小）に設置さ
れている屋外運動場夜間照明施設を一般市民に供用し、スポー
ツの場を提供する
　・新規設置について調査研究

　学校施設の有効活用
　スポーツの振興

Ｈ２１

事業名 学校屋外運動場夜間照明施設関係事業
体系コード ６－０２－０１－０２４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

Ｈ２１

　実　施

（２）　健康で豊かなスポーツライフの確立

①　スポーツ環境の充実

事業内容 目標や効果

　小学校３５校及び中学校１９校の学校体育施設である体育
館、校庭、プールを市民のスポーツ・レクリエーション活動の
場として開放する

　生涯スポーツの振興
　地域のコミュニティづくりの促進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　検　討

事業名 学校体育施設の開放事業
体系コード ６－０２－０１－０１４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　南市民図書館については、施設・設備とも老朽化しているた
め、改築、移転建設や工事手法などの検討を行う
　・南市民図書館　　１９６３年（昭和３８年）建設
　・施設規模、建設場所などの検討

　図書館施設の充実
　図書館の利用環境の向上

Ｈ２１

　整　備

事業名 南市民図書館改築検討事業（新）
体系コード ６－０１－０６－０７４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　総合市民図書館を安全で快適な利用環境にするための施設整
備を行う

　図書館施設の充実
　図書館の利用環境の向上

Ｈ２１

事業名 総合市民図書館整備事業（新）
体系コード ６－０１－０６－０６４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも気軽にスポーツ
を楽しめるプログラムサービスの研究を行うとともに、安心し
て生涯スポーツが楽しめるようスポーツボランティアを育成す
る

　生涯スポーツの振興
　スポーツ・レクリエーション指導者の育成
　スポーツボランティアの育成

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名
生涯スポーツのプログラム研究と普及・推進
事業

体系コード ６－０２－０２－０１４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

Ｈ２１

　実　施

②　生涯スポーツ活動の推進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　指定管理者によるスポーツ施設（秩父宮記念体育館、石名坂
温水プールほか）の管理運営を行う

　スポーツ施設の適正な維持管理
　市民サービスの向上
　生涯スポーツの振興

　整　備
スポーツ広場整備

事業名 スポーツ施設維持管理事業
体系コード ６－０２－０１－０５４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民が安心して利用できるスポーツ施設を維持していくため
に、施設の改修及び設備の修繕などを行う
　・（仮称）葛原スポーツ広場整備（平成１８年度）

　スポーツ施設の充実
　生涯スポーツの振興

Ｈ２１

　実　施

事業名 スポーツ施設整備事業
体系コード ６－０２－０１－０４４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　民間企業が所有又は管理する体育施設（体育館・テニスコー
ト・グラウンド）を企業の協力を得て、広く市民に開放しス
ポーツの場の提供を行う

　生涯スポーツの振興
　地域スポーツの充実

Ｈ２１

事業名 民間体育施設活用促進事業
体系コード ６－０２－０１－０３４

担当課 生涯学習部　スポーツ課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　民間の活力と創造・発想に基づくスポーツ事業展開を行う 　スポーツ・レクリエーション活動の充実
　市民サービスの向上
　生涯スポーツの振興

Ｈ２１

事業名 生涯スポーツ推進事業
体系コード ６－０２－０２－０６４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

Ｈ２１

　実　施

団体育成事業

（スポーツ・レクリエーション団体の育成）

事業内容 目標や効果

　継続的なスポーツ活動を推進し、また、多様化する市民ニー
ズに対応するため、各スポーツ団体を育成する

　地域スポーツ・レクリエーションの普及・振興
　スポーツ団体組織の強化育成
　スポーツ活動の充実

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名
体系コード ６－０２－０２－０５４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　地域スポーツ振興の要となる体育指導委員を育成するととも
に、地域のスポーツリーダーに対し、研修・講習会を開催する

　地域スポーツ・レクリエーション指導者の育成
　スポーツ・レクリエーション活動の充実

Ｈ２１

　実　施

事業名 指導者育成関係事業
体系コード ６－０２－０２－０４４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　国の「スポーツ振興基本計画」に基づき設置した「総合型地
域スポーツクラブ」について、円滑な運営に向けて側面的支援
を行う
　・善行・大越スポーツクラブ（平成１８年２月設立）

　地域スポーツの振興
　スポーツ・レクリエーション活動の充実
　地域市民の健康増進

Ｈ２１

事業名 総合型地域スポーツクラブの研究・設置事業
体系コード ６－０２－０２－０２４

担当課 生涯学習部　スポーツ課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

  実行委員会が実施する市民まつりへの必要な経費の負担
・実行委員会との共催

　地域伝統文化の継承と市民文化の創造

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

①　市民の文化活動の支援

事業名 市民まつり開催事業
体系コード ６－０３－０１－０1４

担当課 市民自治部　市民自治推進課

Ｈ２１

　実　施

スポーツ情報提供事業

（３）　市民文化の創造支援と新たな歴史の継承

事業内容 目標や効果

　情報社会において、適正な情報を収集して、健康づくりやス
ポーツ活動へ誘うスポーツ情報を市民に提供する

　スポーツの普及・振興
　スポーツ情報の充実

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名
体系コード ６－０２－０２－０９４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　広く市民に対しスポーツの普及振興のために競技会参加の機
会である各種大会を開催し、また、他団体主催競技会に代表選
手を派遣する

　スポーツの普及・振興
　競技力の向上
　競技スポーツの底辺の拡大

Ｈ２１

　実　施
記念イベント・記念碑建立

事業名 各種大会・選手派遣事業
体系コード ６－０２－０２－０８４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　ビーチバレーの国内発祥の地である鵠沼海岸で国内トップ大
会を開催する
　・２０周年記念イベント（平成１８年度）
　・記念碑建立（平成１８年度）

　トッププレーの観戦機会の提供
　ビーチバレーの普及・振興

Ｈ２１

事業名 ビーチバレージャパン開催関係事業
体系コード ６－０２－０２－０７４

担当課 生涯学習部　スポーツ課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整　備
耐震設計　　　　　　耐震工事

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民会館を安全で快適な利用環境にするための施設整備を行
う
　・全館耐震補強設計（平成１８年度）
　・全館耐震補強工事（平成１９年度）

　利用者の安全確保
　利用環境の向上

Ｈ２１

事業名 市民会館整備事業
体系コード ６－０３－０２－０３４

担当課 生涯学習部　文化推進課

Ｈ２１

　実　施

②　芸術文化創造の支援

事業内容 目標や効果

　安定的、継続的な市民文化の振興を図るため設置した「藤沢
市文化振興基金」へ積立を行う

　安定的・継続的な市民文化の振興

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民オペラ　　　　　　　　　　　　　　　　　市民オペラ

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 文化振興基金積立事業
体系コード ６－０３－０２－０２４

担当課 生涯学習部　文化推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　音楽、演劇、その他舞台芸術の公演等の開催及び奨励を行う
　・藤沢市民オペラ（平成２０年度・２２年度）
　・藤沢オペラコンクール（平成１９年度・２１年度）

　市民文化の支援と育成
　市民文化の創造

　実　施
壁面改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市制７０周年記念

事業名 芸術文化振興事業
体系コード ６－０３－０２－０１４

担当課 生涯学習部　文化推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民美術創作活動の推進及び美術作品鑑賞のための事業を行
う
　・３０日美術館
　・壁面改修工事（平成１８年度）
　・市制７０周年記念３０日美術館（平成２２年度）

　市民文化の支援と育成
　創作活動の充実

Ｈ２１

事業名 市民ギャラリー事業
体系コード ６－０３－０１－０２４

担当課 生涯学習部　文化推進課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整　備

事業内容 目標や効果

　湘南台文化センターを安全で快適な利用環境にするための施
設整備を行う

　利用者の安全確保
　利用環境の向上

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検討 　　　　　　　　　　　　　　　　

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　市民共有の財産である博物館資料を適切に保管するととも
に、市民に公開活用できる施設整備を検討する

　市民文化の向上
　文化施設の充実

事業名 公開型保管施設の整備事業
体系コード ６－０３－０３－０３４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

Ｈ２１

                                                       刊行準備                                                                        刊行

③　歴史の継承と文化の創造

事業内容 目標や効果

  戦後を中心とした市史の編さん
・資料の調査、収集、整理、解読
・聴取調査
・写真撮影等

  歴史文化情報の提供と市民文化の醸成
・平成２２年度市史刊行

Ｈ２１

　　運営
〔保管スペースの確保〕

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 市史編さん事業
体系コード ６－０３－０３－０２４

担当課 市民自治部　情報管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  文書館収集資料の閲覧等利用提供の充実と、それらに基づく
調査研究結果の刊行・展示
・歴史資料等の調査、収集、整理、保存活用
・展示会、講演会、歴史講座の開催等
・行政文書の保存

  歴史・行政に関する諸資料の公開

事業名 文書館運営事業
体系コード ６－０３－０３－０１４

担当課 市民自治部　情報管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 湘南台文化センター整備事業
体系コード ６－０３－０２－０４４

担当課 生涯学習部　文化推進課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　埋蔵文化財包蔵地に関する資料を収集、整理し、公的資料と
して公開可能なものとするため整理する

　文化財の保護

Ｈ２１

　実　施

事業名 埋蔵文化財包蔵地資料整備事業
体系コード ６－０３－０３－０８４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　藤沢の歴史に関する調査研究、並びに考古資料、民俗資料、
歴史資料などの資料収集、整理保管を行う

　学校教育・生涯学習への支援
　藤沢の歴史探究
　市民文化の普及・向上

Ｈ２１

事業名 博物館準備事業
体系コード ６－０３－０３－０７４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

Ｈ２１

　実　施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市制７０周年特別展示会

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　藤沢の歴史に関する調査研究の成果や市民共有の財産である
考古資料、民俗資料、歴史資料など収集した博物館資料を広く
市民等に公開する
　・電子博物館みゆネットふじさわ
　・市制７０周年記念特別展示会（平成２２年度）

　学校教育・生涯学習への支援
　藤沢の歴史探究
　市民文化の普及・向上

　実　施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市制７０周年藤沢市展

事業名 博物館資料公開活用事業
体系コード ６－０３－０３－０６４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民の文化活動を推進するため、また、創作発表の場と鑑賞
の機会を充実するため文化事業を行う
　・藤沢市展（平成２２年度は市制７０周年記念藤沢市展）
　・ロビーコンサート
　・「文芸ふじさわ」刊行

　市民文化の普及・向上
　創作活動の場と鑑賞機会の充実

Ｈ２１

事業名 文化行事振興事業
体系コード ６－０３－０３－０５４

担当課 生涯学習部　文化推進課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  県内基地の整理・縮小・返還を求めるとともに、航空機騒音
の解消を図るため、神奈川県等と連携し国・米軍への要請活動

・県内基地の整理・縮小、早期返還
・航空機騒音や事故の不安の解消

Ｈ２１

　実　施

事業名 基地対策
体系コード ６－０４－０１－０３７

担当課 企画部　渉外課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  平和事業を推進するための平和基金への積立 ・積立金による平和事業の推進

Ｈ２１

事業名 平和基金積立事業
体系コード ６－０４－０１－０２７

担当課 企画部　渉外課

Ｈ２１

　実　施

（４）　地域に根ざした平和・親善交流の支援

①　平和事業の推進

事業内容 目標や効果

  核兵器廃絶と恒久平和の実現をめざし、平和事業を市民と協
働して推進
・子どもたちへの平和学習
・憲法記念事業の開催
・「平和の輪をひろげる実行委員会」との協働

  核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さ、平和の尊さの次
代への継承

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

調査　　　　　　　　移築復原　　　　　　　報告書　　

事業名 平和都市宣言推進事業
体系コード ６－０４－０１－０１７

担当課 企画部　渉外課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　渡内にある江戸時代後期の建築物である長屋門を市の歴史文
化遺産として活用を図るため、解体保存調査を行うとともに、
新林公園に移築復原し、報告書を作成する

　歴史的建造物の保存活用
　文化財の保護

Ｈ２１

事業名 長屋門移築復原事業（新）
体系コード ６－０３－０３－１０４

担当課 生涯学習部　生涯学習課
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Ｈ２２

　実　施

事業内容

・諸外国都市との交流を図ることを目的にした国際親善、国際
   交流の推進
・市内在住外国人の日常生活を援助するための多言語情報の提
   供等

・市民の国際理解の推進
・市内在住外国人の生活環境の向上

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

年
度

目標や効果

担当課 企画部　渉外課

②　国際化・都市親善交流事業の推進

事業名 国際化・都市親善交流事業
体系コード ６－０４－０２－０１７
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