藤沢市教育委員会定例会（８月）会議録
日 時

2005 年８月 19 日（金）午後２時

場 所

東館２階教育委員会会議室

１ 開 会
２ 会議録署名委員の決定
３ 前回会議録の確認
４ 教育長報告
(1) 藤沢市情報公開条例第 10 条の規定による公開請求について
5 議 事
(1) 議案第１４号 市議会定例会提出議案（藤沢市秩父宮記念体育館条例の一部改正）に同
意することについて
(2) 議案第１５号 市議会定例会提出議案（藤沢市石名坂温水プール条例の一部改正）に同
意することについて
(3) 議案第１６号 藤沢市社会教育委員の委嘱について
６ その他
(1) 財団法人藤沢市芸術文化振興財団の経営状況について
(2) 財団法人藤沢市青少年協会の経営状況について
(3) 財団法人藤沢市スポーツ振興財団の経営状況について
(4) おはようボランティアの１学期活動状況について
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午後２時 00 分 開会
開沼委員長

ただいまから藤沢市教育委員会８月定例会を開会いたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

開沼委員長

それでは、日程に移ります。
本日の会議録に署名する委員は、４番・平岡委員、５番・川島委員にお願
いしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)

開沼委員長

それでは、本日の会議録に署名する委員は、４番・平岡委員、５番・川島
委員にお願いいたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

開沼委員長

続きまして、前回会議録の確認をお願いいたします。
何かありますか。
特にありませんので、このとおり了承することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)

開沼委員長

それでは、このとおり了承することに決定いたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

開沼委員長

次に、教育長報告をお願いいたします。

小野委員

それでは、藤沢市情報公開条例第 10 条の規定による公開請求について、
ご報告いたします。
（議案書１ページ参照）
公開請求は、行政文書の公開請求で、平成 17 年６月 28 日に受け付けたも
のでございます。請求者は、市内の個人で、請求されました情報の内容は、
藤沢小学校施設災害井戸（深井戸）保守点検業務報告書に関する資料一式で
ございます。具体的には平成 16 年度の藤沢小学校施設災害井戸（深井戸）
保守点検業務業務報告書の点検結果、飲料水試験成績表及び井戸位置図でご
ざいます。学校施設災害井戸（深井戸）保守点検につきましては、平成 16
年度に業務委託したもので、公開請求諾否決定につきましては、調査機関の
調査員の氏名等の情報は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別さ
れ、公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあると認められる
ため、非公開とし、その他の部分は公開するものとして、平成 17 年７月５
日付で行政文書公開一部承諾決定通知書を通知いたしました。公開の方法に
つきましては、請求者の希望により担当主管課の情報管理課で写しを交付し
たものでございます。以上で報告を終わりとさせていただきます。

開沼委員長

ただいまの教育長報告につきまして、ご意見・ご質問がありましたらお願
いいたします。

數野委員

保守点検報告書の公開請求は、井戸水が飲料水に適しているか、否かとい
う意味なのか、あるいは別な意図があるのか、教えていただきたいと思いま
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す。
尾嶋教育総務部参事

井戸の設置は生活用水として位置づけておりますが、請求者は災害時

に飲料水として使えるのではないかということから請求をしております。
數野委員

飲料水としての水質検査チェックは年何回行っていますか。

尾嶋教育総務部参事
數野委員

年に１回調査をしております。

水質としては飲料水として可能な状態になっているのですか。それともあ
まり芳しくないような状態なのですか。

尾嶋教育総務部参事

水質検査では、水質適の年、不適の年と繰り返しているのが実態でご

ざいますけれども、今回、請求の藤沢小学校については、平成 16 年度の調
査結果では適という結果が出ております。
開沼委員長

ほかにありませんか。
ないようですので、報告どおり了承することといたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

開沼委員長

これより議事に入ります。
議案第１４号市議会定例会提出議案（藤沢市秩父宮記念体育館条例の一部
改正）に同意することについてを上程いたします。事務局の説明を求めます。

田中生涯学習部参事

議案第１４号市議会定例会提出議案（藤沢市秩父宮記念体育館条例の

一部改正）に同意することについて、ご説明いたします。
（議案書３ページ
参照）
このことにつきましては、平成 15 年６月に地方自治法第 244 条の２が一
部改正され、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供する施設で
ある公の施設の管理について、従来の管理委託制度から法人その他の団体に
あって、当該地方公共団体が指定するもの、すなわち指定管理者に施設の管
理を行わせることができる制度へ移行することになったものであります。本
市においては、指定管理者制度導入に適応できるよう一昨年 12 月に条例及
び同条例施行規則が制定され、平成 18 年４月より秩父宮記念体育館におい
て指定管理者制度を導入することになりましたので、今回、同条例の一部改
正をするものでございます。改正内容につきましては、第３条の休館日と第
15 条の指定管理者による管理、第 16 条の指定管理者が行う業務、第 17 条
の指定管理者の指定等の規定でございます。議案書８ページから 13 ページ
の新旧対照表の下線部分が改正部分で、主に文言の整理をさせていただいた
ものでございます。よろしくご審議をお願いいたします。
開沼委員長

事務局の説明が終わりました。議案第１４号につきまして、ご意見・ご質
問がありましたらお願いいたします。

數野委員

「使用」を「利用」に変えたのは、他の市条例との整合性のためかと思い
ますが、
「使用」と「利用」の法的な差異を教えていただきたいと思います。
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第６条の利用料金については、
「別表２とか３に定める金額を超えない範
囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める」
とありますが、現実にはサービスの問題と料金の問題との兼ね合いで、決め
られてしまったように受け取れるのですが、その辺についてはいかがでしょ
うか。
熊谷スポーツ課主幹

「使用」と「利用」の法的な差異については、利用料金制度の導入に

伴いまして、使用料という形で今まで規定していたものを利用料に改めたも
のでございまして、法的な差異については確認しておりません。文書法制課
等々と協議をしていく中で、このような形に置き換えたとご理解いただきた
いと思います。
２点目の金額の関係については、公共料金の算定基準に基づきまして、藤
沢市の場合には使用料金を決定しておりました。今まで市が定めた料金を上
限として、これを超えた形で指定管理者が利用料金を設定しますと、市民に
対するサービスが低下してしまうことになりますので、その範囲の中であれ
ば、指定管理者として管理をする業者あるいは法人が、もう少し安くても管
理ができるということであれば、下げた金額で設定してもいいという取り決
めをする形になります。ですから、現在決めている金額は、現行の金額でご
ざいますので、それをオーバーすることのないように、それを限度としてそ
の中で指定管理者独自の提案で料金設定をする。しかもそれに当たっては市
の教育委員会あるいは藤沢市に事前に相談をして了解を得るような形をと
っていくということでございます。
數野委員

指定管理者制度になりますと、市からの補助金は原則としてなくなるとし
たら、業務が遂行できるのかどうかということをシミュレーションして最低
の料金が決められているのですか、今まではマイナスが出たときは補正予算
なり何なりの補助でできたと思うのですが、上限を決めるとしたら、それで
計画が続行できるかどうかというようなこともシミュレーションされてこ
の上限を設けているのか、その辺はいかがなのか教えていただきたいと思い
ます。

熊谷スポーツ課主幹

指定管理者に対しましては、委託料を支払う形になります。これも提

案に基づきまして金額が決定されるわけでございますが、指定管理者が市に
対して提案する委託料の金額につきましては、先ほどお話のあった料金を従
来、支払っておりました委託料から差し引いた金額で提案していただく形に
なりますので、全体額といたしまして、料金と委託利用を合わせて年間の管
理経費となりますので、実質的に委託料は減るかもしれませんけれども、管
理がうまくできないということにはつながらないと考えております。
平岡委員

「共用時間以外の時間に係る使用の許可等」というところで、
「その利用
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料金に 1.5 を乗じて得た金額を超えない範囲内において」とあるが、普通は
会議室などでは準備から後片付けも含めてその時間に応じた料金を支払っ
ていると思うのですが、体育施設の場合には 1.5 倍という意味を教えていた
だきたいと思います。
熊谷スポーツ課主幹

スポーツ施設におきます共用時間外の利用につきましては、例えば大

相撲藤沢場所を秋葉台文化体育館で行いますが、夜中の１時過ぎまで土俵の
準備とか観覧席の準備があります。共用時間ですと午後９時で終了するわけ
ですけれども、それを過ぎた後も興行のために準備をしたり、片付けをした
りという時間が入ってきます。そういう部分については、当然職員の時間外
の問題もございますし、管理業者の時間外の問題もございます。そういう部
分も含めた中で使用料金としては、今までの藤沢市の基準として通常料金を
100 とした場合に、同じ時間の料金形態に 1.5 倍した金額を使用料金という
ことで設定させていただいております。
平岡委員

時間外に準備とか後片付けがあった場合はそうかもしれませんけれども、
勤務時間内での準備、片付けをする場合でも同じく 1.5 倍ということですか。

熊谷スポーツ課主幹

共用時間内ですべて利用が終了する場合につきましては 100％でござ

いますので、指定管理者が定めた利用料金でおさまります。共用時間を超え
た場合についてのみ 1.5 倍が適用されるということでご理解いただきたいと
思います。
開沼委員長

ほかにありませんか。
ないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)

開沼委員長

それでは、議案第１４号市議会定例会提出議案（藤沢市秩父宮記念体育館
条例の一部改正）に同意することについては、原案どおり決定いたします。
××××××××××××××××××××××××××××××

開沼委員長

次に、議案第１５号市議会定例会提出議案（藤沢市石名坂温水プール条例
の一部改正）に同意することについてを上程いたします。事務局の説明を求
めます。

田中生涯学習部参事

議案第１５号市議会定例会提出議案（藤沢市石名坂温水プール条例の

一部改正）に同意することについてご説明いたします。
このことにつきましては、平成 15 年６月地方自治法第 244 条の２が一部
改正され、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施
設である公の施設の管理について、従来の管理委託制度から法人その他の団
体にあって当該地方公共団体が指定するものを指定管理者に施設の管理を
行わせることができる制度へ移行することになったもので、本市においては
指定管理者制度導入に適応できるよう一昨年 12 月に条例及び同条例施行規
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則が制定され、平成 18 年４月より石名坂温水プールにおいて指定管理者制
度を導入することになりましたので、今回、同条例の一部改正をするもので
ございます。改正内容につきましては、第４条休館日等、第９条指定管理者
による管理、第 10 条指定管理者の行う業務、第 11 条の指定管理者の指定等
の規定でございます。これも文言の整理を中心として改正しております。新
旧対照表の下線部分が改正するところです。
（以下新旧対照表参照）
開沼委員長

事務局の説明が終わりました。議案第１５号につきまして、ご意見・ご質
問がありましたらお願いいたします。

平岡委員

「単位の１回は、教育委員会が指定する利用時間とする」とありますが、
具体的には１回はどのくらいの時間でしょうか。

熊谷スポーツ課主幹

これはプールの利用時間の規定でございまして、１回が１時間とか２

時間という規定はございません。１日いても１回、半日いても１回という数
え方をしておりまして、入れ替え制度はとっておりません。
平岡委員

300 円で１日いられるということですか。

熊谷スポーツ課主幹
開沼委員長

はい。

通常は、時間があって、延長すると幾らというような形をとっている公共
施設が多いものですから、１日で 300 円というのはありがたい価格というこ
とになるのかもしれません。
ほかにありませんか。
ないようですので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)

開沼委員長

それでは、議案第１５号市議会定例会提出議案（藤沢市石名坂温水プール
条例の一部改正）に同意することについては、原案どおり決定することとい
たします。
××××××××××××××××××××××××××××××

開沼委員長

次に、議案第１６号藤沢市社会教育委員の委嘱についてを上程いたします。
事務局の説明をお願いいたします。

斎藤生涯学習部参事

議案第１６号藤沢市社会教育委員の委嘱につきまして、ご説明いたし

ます。
（議案書 21 ページ参照）
藤沢市社会教育委員に欠員が生じましたためで、具体的に申し上げますと
公民館運営審議会委員も社会教育委員に選出いただいておりますけれども、
その委員が辞任されたことからご提案申し上げるものでございます。氏名、
任期は記載のとおりでございます。よろしくお願いいたします。
開沼委員長

事務局の説明が終わりました。議案第１６号につきまして、ご意見・ご質
問がありましたらお願いいたします。
特にありませんので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。
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(「異議なし」の声あり)
開沼委員長

それでは、議案第１６号藤沢市社会教育委員の委嘱については、原案どお
り決定することといたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

開沼委員長

次に、その他に入ります。
（１）財団法人藤沢市芸術文化振興財団の経営状況について、事務局の説
明を求めます。

船橋生涯学習部担当部長

財団法人藤沢市芸術文化振興財団の経営状況について、ご報告い

たします。決算説明書は 23 ページから 36 ページで、その説明資料は 37 ペ
ージから 39 ページとなっております。一般会計では市民の芸術文化活動を
支援する助成事業、情報紙の発行を中心とした芸術文化情報の収集・提供事
業等を実施し、個性豊かな市民文化の創造のための環境づくりに要した経費
となります。
（収支計算書参照）
収入の部では、前期繰越収支差額５万 1,747 円を合わせまして、総額 8,891
万 7,233 円でございます。
支出の部では、総額で収入合計と同額の 8,891 万 7,233 円となります。そ
の中で助成事業費の芸術文化事業の助成として演劇関係２団体、音楽関係２
団体の計４団体に助成を行いました。情報事業費の印刷製本費は、インフォ
メーション、シビックシアター等機関紙及び新聞折込広告の印刷費でござい
ます。委託費は藤沢エフエム・レディオ湘南の番組制作に係る経費でござい
ます。管理費は職員の給与、委託費はチケット販売、経理等業務に係る経費
ほか管理運営に係る経費でございます。特定預金支出は退職給与引当支出で
ございます。繰入金支出は、特別会計への支出でございます。
（以下資料参
照）
次に、特別会計は、国内外のすぐれた芸術の鑑賞機会の提供並びに舞台芸
術の制作及び上演を主体とした事業を市民会館と湘南台市民シアターで実
施いたしました。
（収支計算書参照）
収入の部では、市民会館事業収入は、クラシック音楽を中心にトワイライ
トコンサートシリーズ、オペラコンクール、新春落語鑑賞会などの９事業、
17 公演で得た入場料収入で、市民シアター事業収入は、演劇、ワークショッ
プの７事業、６公演で得た入場料収入で、繰入金収入は一般会計から特別会
計へ繰り入れたものでございます。以上、当期収入合計は 5,924 万 5,948 円
となっております。
支出の部では、市民会館事業費は、トワイライトコンサートのほか藤沢オ
ペラコンクールなどに要した経費でございます。市民シアター事業費は、演
劇とワークショップ、広場などに要した経費でございます。当期支出合計は
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収入と同額の 5,924 万 5,948 円となっております。
（以下資料参照）
開沼委員長

事務局の説明が終わりました。ただいまの説明に対してご意見・ご質問が
ありましたらお願いいたします。

數野委員

市民会館事業費、市民シアター事業費では相当の赤字になっているので、
公演回数をふやすなどの計画は考えていらっしゃるのでしょうか。

船橋生涯学習部担当部長

今年度のオペラも 11 月 20 日から 26 日まで祝祭日を挟んで４回

の公演を計画しております。公演の回数については、市民協働のオペラとい
うことで市民オーケストラ、市民合唱団と市民約 380 名のご協力をいただく
中でオペラを完成させていきます。既に７月中旬から土日をピアノの伴奏と
指揮者にお願いして練習を重ねております。三百何人の方はほとんどお仕事
をお持ちで、プロのソリストの方の日程等もございますので、そういった
方々に公演回数を増やすとなると、また日程調整とかご協力をいただけるか
の問題等も含めて、それから入場者数の関係でございますが、私どもももち
ろん入場者数が 100％近くいくようには努力するのですが、なかなか現実に
はいかないという部分で、回数を増やして、そういった鑑賞機会をふやすこ
とはもちろん今後も努力しないといけないと思っておりますが、公演回数と
採算ライン、市民協働という中でのお手伝いをお願いしている部分でのいろ
いろな条件等も絡んできますので、この辺は検討課題とさせていただければ
と思います。
數野委員

オペラもそうですが、全体的にどういう年齢層を対象にしたものかなどの
公演する内容の検討なども必要ではないか。それからオペラの入場券がなか
なか買えないという話を聞くが、これだけ補助金をつぎ込んでいるわけだか
ら、税金が市民に公平に使われなければまずいのではないか。公演の内容に
もよるでしょうけれども、需要と供給のバランスがプラスの方に傾いていく
にはそういうこともやった方がいいでしょうし、収益が上がって、しかも市
民の皆さんにサービスが行き届くというような観点から考えますと、従来ど
おりということではなくて、発想の転換があってもいいように思いますが、
いかがでしょうか。

船橋生涯学習部担当部長

オペラだけでなく、自主事業という形で財団が行っている事業全

体でございますが、10 月ごろには来年度の事業について何を行うかとか、今
までの自主事業のアンケート結果とか、いろいろなものでリサーチして老若
男女がご覧いただくようなものを検討しておりまして、10 月、12 月には財
団には理事会、評議会の中で演劇部門とかクラシック部門の委員になってい
ただきまして、その方たちからこういったものはどうだというようなことと
か、事務局からこういったものはいかがでしょうという形で提案させていた
だく中で、昨年度は決定させていただいておりますが、来年度の公演事業に
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つきましても、今のご意見を加味しながら検討させていただきたいと思いま
す。
それから入場券が手に入りにくいということですが、私は初めて聞きまし
て、それほど評判がいいのかと内心喜んだり、それはちょっとまずいなとい
う部分がございます。ただ、望む方が公平に買えなければ、財団で行ってい
るものがとんでもない話ですので、需要と供給のバランスが十分にとれるよ
うに、もしそういうお話があるならば、どういう形ということ等でお教えい
ただきながら充実させていきたいと思います。ただ今年度は財団のホームペ
ージでは空き状況等を流せていない状況ですので、今、庁内のＩＴ推進課と
詰めておりますが、空き状況等がホームページでご覧いただければ、何日分
はどこの席が空いているとか、いい席を決めていただいてお求めいただける
ような方法を今年度中に完成させたいと考えておりますので、その部分につ
いては緩和されるかと思っておりますので、よろしくご理解いただきたいと
思います。
チケットの販売に関しては、ローソンとかファミリーマートといったコン
ビニでも販売しておりますし、ホームページ等ではご案内しているのですが、
もう一度ＰＲの方法を考えさせていただきたいと思います。
開沼委員長

関連いたしまして、私も時々オペラコンクールなどを見せていただいてお
ります。オペラを市民の生活の中に位置づけていこうという当初の趣旨も伺
っておりますが、10 年という月日が流れて、それが本当にそのようになって
いるのかどうか。市民のニーズに合った形の事業計画を検討していただいて、
できるだけ入場者が多いようにしていただきたいと思います。事業計画のこ
とに関しては、それぞれご専門の方が緻密に計画を立てていらっしゃると思
うのですが、事業収入を上げていくということが現状では重要なポイントだ
と思います。藤沢は藤沢らしいスタイルで、藤沢市民が本当に望むような事
業展開をしていただければと思います。

船橋生涯学習部担当部長

オペラコンクールをご覧いただきましてありがとうございます。

私どももオペラに関しましては、一部の合唱団、市民オーケストラというこ
とでなく、市民の皆様が楽しんでいただけるようなオペラを実施していきた
いと思っております。そのためには親しみやすいオペラも必要ではないかと
思っております。そういう中でオペラの練習風景といったものも市内小中学
校、ちょうど私どもの方では夏の時期が練習の時期にぶつかっておりますの
で、今後は市内の小中学生、できれば市内の高校の演劇部の生徒さん等にも、
一般公開というような形で声をかけさせていただくようなこともやりたい
と考えております。どちらにしろ貴重な市の予算を使わせていただいており
ますので、市民の方に還元できるような形で、事業収入を少しでも上げてい
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く。あわせて藤沢らしいスタイルも考えていかなくてはいけないと思ってお
りますので、よろしくご理解いただきたいと思います。
開沼委員長

ほかにありませんか。
ないようですので、了承することといたします。
××××××××××××××××××××××××××××××

開沼委員長

次に、
（２）財団法人藤沢市青少年協会の経営状況について、事務局の説
明を求めます。

植木生涯学習部参事

財団法人藤沢市青少年協会の経営状況について、ご報告いたします。

財団法人藤沢市青少年協会平成 16 年度決算書に基づき説明をさせていた
だきます。一般会計に関する事業報告ですが、１の青少年国際化推進事業か
ら８の放課後児童健全育成事業まで８領域にわたる事業を記載のとおり実
施いたしました。主な点といたしましては、中学生を対象とした藤沢こども
議会、夏期に実施いたしましたシースクール事業を計画どおり実施いたしま
した。また小学校５〜６年生を対象とした冬の八ケ岳体験事業などでは応募
者が多かったことから参加者の増を図る等を行いました。青少年協会が運営
管理している児童館、地域子供の家及び民間４法人の児童クラブに対する事
業委託につきましても、青少年課から事務を委託し事業を実施いたしました。
（収支計算書参照）収入の部。１の基本財産収入は、基本財産２億円の預
金利子で、２の会費収入は個人、団体、法人からの賛助会費収入。３の補助
金等収入は、青少年の健全育成に向けた各種事業や藤沢市青少年会館など青
少年施設の運営管理及び放課後児童健全育成事業に要する市からの補助金
などで、４の負担金収入は、シースクール事業等参加者からの負担金、６の
雑収入、７の特定預金取崩収入は記載のとおりでございます。以上により当
期収入合計額は５億 974 万 4,626 円で、前期繰越収入差額を加えた収入合計
は５億 2,645 万 1,999 円となっております。
支出の部。１の青少年国際化推進事業費から６の青少年育成資料刊行等事
業費までは、青少年の自立と連帯を一層推進するための各種事業に要した経
費でございます。７の青少年施設管理運営事業費は、施設の維持管理及び運
営に要した経費です。８の放課後児童健全育成事業費は、社会福祉など民間
４法人が運営している児童クラブに対して運営委託をした経費、９の管理費
は青少年事務局の管理運営に要した経費、10 の固定資産所得支出、11 の特
定預金支出、12 の繰入金支出は記載のとおりです。以上により当期支出合計
は５億 1,560 万 5,363 円で、
収入合計から当期支出合計額を差し引いた 1,084
万 6,636 円が次期繰越収支差額となるものです。
（以下資料参照）
次に、特別会計の放課後児童健全育成事業会計については、32 児童クラブ
の管理運営に努め、月平均利用児童数は 1,578 名、１クラブ当たり 49 名と
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なっています。
（収支計算書参照）収入の部は、１の負担金収入は、放課後
児童健全育成事業の運営に当たり保護者からの入所料やおやつ代などです。
２の雑収入、３の繰入金収入、４の特定預金取崩収入は記載のとおりです。
以上により当期収入合計は４億 7,044 万 5,037 円で、前期繰越収支差額を加
えた収入合計は４億 9,053 万 4,319 円となります。
支出の部は、１の放課後児童健全育成事業費は、児童クラブの維持管理に
要した経費と指導員の給与などです。２の固定資産取得支出は、辻堂児童館
に併設の児童クラブの増設に要した経費などです。３の特定預金支出は記載
のとおりです。４の未収金回収不能額は、青少年協会の会計処理規定及び児
童クラブ入所料など不能欠損処分取扱要領に基づき、今後も回収見込みのな
い平成 13 年度から 16 年度までの４件分について欠損処理したものです。以
上により当期支出合計は４億 7,499 万 5,488 円で、収入合計から当期支出合
計額を差し引いた 1,553 万 8,831 円が次期繰越収支差額となるものです。
（以
下資料参照）
次に、２の少年の森宿泊研修施設建設事業会計につきましては、少年の森
に青少年関係団体等が宿泊を伴う体験活動の場として、通年利用できる宿泊
研修施設を設備するため新たに特別会計を設けたもので、宿泊研修施設は平
成 17 年４月に開設いたしました。
（収支計算書参照）収入の部は、１の補助
金収入は、日本自転車振興会から、２の寄付金収入は、藤沢ロータリークラ
ブより、３の繰入金収入は、市からのもので、当期収入合計は 4,999 万 4,000
円となりました。
支出の部は、1 の少年の森宿泊研修施設建設事業費は、什器備品等の整備
に要した経費で、２の固定資産取得支出は、建物の建設に要した経費で、当
期支出合計は 4,999 万 4,000 円となるものです。
（以下資料参照）
開沼委員長

事務局の説明が終わりました。ただいまの説明に対しましてご意見・ご質
問がありましたらお願いいたします。
特にありませんので、了承することといたします。
××××××××××××××××××××××××××××××

開沼委員長

（３）財団法人藤沢市スポーツ振興財団の経営状況について、事務局の説
明を求めます・

田中生涯学習部参事

財団法人藤沢市スポーツ振興財団の経営状況について、ご報告いたし

ます。一般会計では、当財団の総括的な運営管理に係る事務事業を行いまし
た。財団理事会や評議員会の運営を行うとともに、財団事業全般を民間感覚
で見直し、企画検討するために企画検討会議を設置して、平成 17 年度に向
けた事業内容やその運営のあり方などを検討協議いたしました。
（収支計算
書参照）収入の部は、前期繰越収支差額 335 万 3,692 円を合わせて総額 5,532
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万 7,449 円でございます。主なものは基本財産運用収入は、基本財産３億円
の利子収入で、会費収入は賛助会費収入、補助金等の収入は、市からの委託
料等でございます。
支出の部は、次期繰越収支差額 985 万 401 円を含め総額で収入合計と同額
の 5,532 万 7,449 円となります。支出の主なものは使用料、賃借料としてパ
ソコンや会計システムのリース料、財団の 15 年度の執行残の市への清算返
還金でございます。
次に次ページの正味財産増減計算書についてですが、これは、財団一般会
計の資産の増加と減少を表にしたものであります。その内容につきましては
記載のとおりで、下から３段目にありますように、１６年度当期の正味財産
増減額は、635 万 5,937 円で、前期繰越正味財産額 3 億 482 万 3,491 円と合
わせ、１６年度末での財団の期末正味財産合計額は、3 億 1,117 万 9,428 円
となったものでございます。続きまして、次ページの貸借対照表についてで
すが、これは、平成１７年３月３１日現在の当財団としての資産及び負債の
状況を示したもので、一般にバランスシートと呼ばれているものでございま
す。その内容につきましては、記載のとおりで、下から４段目にありますよ
うに、平成１７年３月３１日現在の財団の正味財産の額は、先程の前ページ
下段の期末正味財産合計額と同額の 3 億 1,117 万 9,428 円で、負債と正味財
産を合わせた合計額は、中段右側の資産合計額 3 億 1,985 万 7,763 円と同額
となるものでございます。
次に、特別会計では、１のスポーツ事業特別会計の（１）スポーツ教室事
業は各施設において事業企画検討会議のご意見を可能な限り取り入れ、ユニ
ークな自主事業を積極的に展開し、自主事業は 17 事業をふやし、自主、受
託事業合わせて 106 本の事業を実施いたしました。
（２）各種大会等開催事
業では、子どもスポーツまつりやビーチバレー湘南等を開催し、約２万 2,000
人の参加を得ました。
（３）スポーツ開放事業では、4,343 時間を開放し、延
べ４万 9,000 人の参加を得て、広く市民のスポーツ振興を図りました。
（４）
健康ライフ推進事業では、特に保健医療センターとの連携を密にし、医療セ
ンターから 63 名の紹介を受け入れる等事業全体で延べ 4,289 人の受講者を
数えました。
（５）指導者等事業では、関係機関からの要請により財団職員
を延べ 73 回派遣し、指導者養成などの資質の向上に協力いたしました。
（６）
広報情報事業では、財団の経費節減のため財団機関紙に企業等の広告を載せ、
広告料として 49 万 6,000 円の収入を得、それを機関紙制作費に充てるとと
もに、財団のホームページなどに情報提供の拡充を図りました。
（７）スポ
ーツ施設管理運営事業では、財団ならではの弾力的な対応を図ることにより
広く市民サービスの拡大に努めたものです。
（収支計算書参照）収入の部は、
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前期繰越収支差額を含め総額 8 億 8,728 万 9,441 円で、２の事業収入 1,298
万 9,075 円で、そのうち教室関係の収入は 933 万 9,200 円となりました。ま
た支出の部は、次期繰越支出差額を合わせ収入総額と同額の 8 億 8,728 万
9,441 円の支出合計額となりました。特に（7）のスポーツ施設管理運営事業
費が最も多く、その中で委託料 2 億 9,559 万 6,472 円は、施設の警備並びに
清掃などの総合管理委託に要した経費です。また２の清算返還金は、15 年度
の執行残 5,627 万 8,499 円を市へ返還いたしました。一般会計と合わせ 15
年度 5,860 万 4,191 円を返還したことになります。
続きまして次ページの正味財産増減計算書は記載のとおりで、下段にあり
ますように、正味財産増減額と前期繰越正味財産額により、期末正味財産合
計額は、1,833 万 1,351 円となっております。
次に、次ページの貸借対照表についてですが、内容は記載のとおりで、下
段右側にありますように、平成１７年３月３１日現在のスポーツ事業会計の
正味財産の額は、先程の前ページ下段の期末の期末正味財産合計額と同額の
その内容につきましては、記載のとおりで、下から４段目にありますように、
平成１７年３月３１日現在の財団の正味財産の額は、先程の前ページ下段の
期末正味財産合計額と同額の 1,833 万 1,351 円で、負債と正味財産を合わせ
た合計額は、中段右側の資産合計額と同額の 1 億 5,049 万 6,871 円となるも
のでございます。
次に、２の物品販売事業特別会計では、各施設におきまして各種の物品を
販売し、施設利用者の利便を図るとともに、財団の収益を上げました。
（収
支計算書参照）収入の部は、前期繰越収支差額を含め総額 2,240 万 95 円で、
昨年より約 300 万円の増となっております。また物品販売と自動販売機の収
入は記載のとおりとなっております。
次に、支出の部は、次期繰越収支差額を含め総額で収入合計と同額の 2,240
万 95 円となっております。特に大きいのは１の事業費の中の臨時雇用賃金
361 万 2,505 円で、財団総務と各施設での物品販売に係るアルバイト職員の
賃金でございます。
続きまして、次ページの正味財産増減計算書は記載のとおりで、正味財産
増減額と前期繰越正味財産額で、期末正味財産合計額は、1,104 万 5,632 円
となっております。
次に、次ページの貸借対照表についてですが、内容は記載のとおりで、平
成１７年３月３１日現在の物品販売事業の正味財産の額は、1,104 万 5,632
円で、前ページ下段の期末正味財産合計額と同額となり、負債と正味財産を
合わせた合計額は、中段右側の資産合計額 1,254 万 9,185 円と同額となるも
のでございます。
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続きまして 93 ページ以降は各会計の収支計算書並びに正味財産増減計画
書、貸借対照表の総括表となっております。また、99 ページからは、決算資
料として、預金先や未払い金の内訳などとなっておりますので、ご参照いた
だきたいと存じます。
以上で財団法人藤沢市スポーツ振興財団の経営状況についての報告を終
わります。よろしくお願い申しあげます。
開沼委員長

事務局の説明が終わりました。ただいまの説明に対しまして、ご意見・ご
質問がありましたらお願いいたします。
スポーツ振興財団の経営は順調のようですけれども、今後は 7 つの事業と

川島委員

ともにより高度なスポーツの発展ということで、藤沢市としてのビジョンを
検討しているかどうか教えていただきたいと思います。
田中生涯学習部参事

来年の 4 月へ向けた指定管理者制度の中で、いかに民間と同じテーブ

ルで競争ができるか、市民にさすがスポーツ財団であると言われるような運
営管理、あるいは教室のセッティング、これは開館時間、閉館時間、開館日、
閉館日を含めまして総合的に見直して、市民のいろいろな環境の中でスポー
ツに親しめるような窓口を開いていかないと、これからの社会の中で勝ち残
っていくのは厳しいかと思っております。そういう意味では財団の職員も一
生懸命意識改革に努めております。藤沢市として財団を設置した目的等をよ
く考えながら、特に行政が考える範囲でなく、もっと斬新的な特に施設の開
放を進めていけたらと考えております。
川島委員

ぜひ市民のためにそういう目的に向かって頑張っていただきたいと思い
ます。

田中生涯学習部参事

ご期待にそむかないように頑張っていきたいと思います。来年の 4 月

を目の前にして役所らしくない、民間でもやっていないことをやり始めたな
というようなことをこれから考えていきたいと思っております。
開沼委員長

ほかになければ、全体にわたるのですが、職員の研修の費用はどこに当た
りますか。

田中生涯学習部参事

現在のところ、研修は職員課で行う市の職員と一緒にやっております

ので、この中に研修の予算は組んでおりません。法人会計の特別なものにつ
きましては、派遣して講座を受けさせたりはしておりまして、その予算は一
般会計の管理費で対応しております。
西山生涯学習部長

財団職員の研修ということで補足させていただきます。職員の基本的な

研修については市の職員と一緒に、ある部分では直接的な地方公務員ではあ
りませんけれども、市の業務を担っているという意味で市の職員と同様の研
修も受講しているということとあわせまして、財団の専門研修といたしまし
ては、例えばプールの監視等におきます日本赤十字社の救急法の講習会ある
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いは公益法人の会計に係る研修とか、体育施設の管理という部分におきまし
ては、財団法人日本体育施設協会が実施します施設管理の講習、あるいはト
レーニング指導の養成講習と体育館の管理運営の中にトレーニングルーム
もございますので、そういった意味でのトレーニング指導者の養成講習会
等々専門的な研修にも参加しております。それ以外では派遣研修という形で
市の職員と一緒になってＩＴ研修会などにも参加させていただいておりま
す。また財団みずからの自主研修におきましては、藤沢市保健医療センター
と合同で医師会、医療財団と自主的な研修を行っているという状況です。こ
の経費については管理費で支出しております。
開沼委員長

具体的には管理費のどのあたりですか。

田中生涯学習部参事

負担金を必要とする研修は少ないのですが、かかる部分については負

担金ですけれども、主に旅費交通費が研修に伴って出てくる点です。
開沼委員長

スポーツに限らず文化、芸術、世の中全体の傾向として予算が厳しくなっ
てまいりますと、なかなか研修に出してもらえにくくなるというような背景
がありますので心配するのですが、市民によりよいサービスを提供すること
も含めて指導者の方は皆さんプロであります。プロであればプロであるほど
新しいものをどんどん学んでいきたいという意欲があると思います。いろい
ろ難しいとは思いますが、できるだけ外に出て新しいものを勉強されて、ス
キルアップできるような空気にしていただければと思います。

渡辺文化推進課主幹

芸術文化振興財団については、職員は市の研修に参加させていただ

きまして、そのほかに独自な研修といたしましては、ほかでやっているコン
サートに招待券をもらったりして、研修に行くのは旅費に反映されます。そ
れから独自に講師を招いた場合、諸謝金ということで講師謝礼を払っていま
す。昨年は新しい職員が入りましたので、プロデュースの仕方とか約 1 ヵ月
かけましていろいろな研修方法を採りまして、職員のスキルアップをいたし
ました。
植木生涯学習部参事

青少年協会の研修についても他の財団と同様のスタンスを基本として

おりまして、経費の節減に努めるという形をとりながら内容の濃い研修への
参加というスタンスをとっております。そのために市の研修への参画、県の
協会や青少年センターでの研修、それから会計事務を含めて証券会社の研修、
並びに児童クラブ等と現場で子どもに直接関わるスタッフにつきましては,
そういうような機会をとらえる中での研修に多く参加しております。支出の
費目は先ほどと同じでございます。
田中生涯学習部参事

スポーツ財団の研修については先ほど説明させていただきましたけれ

ども、スポーツ財団につきましては、スポーツ財団の職員が研修のお手伝い
をさせていただいております。職員課のいろいろな研修等に派遣して、指導
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者等事業の中で延べ 73 回派遣をしております。これは市内の慶應大学看護
学部に講師として行っておりますし、湘南工科大学にも行っております。主
に障害者の介護あるいはトレーニング方法の分野で講師として違った立場
での講師派遣あるいは市の研修に対しての協力をやっております。
開沼委員長

財団法人藤沢市スポーツ振興財団の経営状況についてからそれてしまっ
たのですが、スポーツ振興財団について、ほかにありませんか。
ないようですので、このとおり了承することといたします。
××××××××××××××××××××××××××××××

開沼委員長

続きまして、
（４）おはようボランティアについて、事務局の説明を求め
ます。

飯島教育総務部参事

「おはようボランティア」の 1 学期活動状況について、説明させてい

ただきます。1．目的は、児童にあいさつ等の働きかけを行う活動を通して、
地域の方々が児童への関心を高めるとともに、地域において児童の健全育成
と安全な環境づくりに関心が高まることを目的としております。また、学校
は、おはようボランティアと協力して児童と地域との関わりづくりを促進す
るということでございます。
2．活動内容は、各自の自主的な活動であること。そして活動の時間、場
所及び活動の形態等は学校と協議をしながら進めていくということでござ
います。
3．ボランティアの登録人数は、表のとおりですが、ゼロ人が 1 校ござい
ます。この学校でも既に地域内で保護者が同様の声かけ活動を行っている。
説明を聞きますと、保護者と地域の方が含まれているということですので、
保護者「等」と追加していただきたいと思います。17 名活動しているという
ことでございます。ゼロ人のところから 30 人を超える学校までございまし
て、1 校当たり平均 10.8 人という状況です。総人数としては 378 人となって
おります。
4．活動の時間・場所ですけれども、活動の場所は校門付近、交差点付近、
自宅付近の通学路、活動の時間帯は登校時、これは 34 校全校で行われてい
ます。下校時についても 8 校で行われています。
５．1 学期が終わりまして、ボランティアの皆様に集まっていただきまし
て、意見・感想を集約いたしました。気持ちがいい、うれしい。子どもたち
から元気をもらっている。参加するのが楽しみだ。子どもがよくあいさつし
てくれるようになった。今回もさらに続けたいという意見でした。充実感、
満足感を得ながらボランティア活動をしていただいているという姿だろう
と思います。
６．校長の主な意見は、ボランティアと同じように、進んであいさつをす
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る子どもたちが増えた。子どもとボランティアとのふれあいが深まったとい
うような肯定的な意見が並んでおります。
７．市内の 1 校を抽出しまして、3 年生から 6 年生までアンケートを取り
ました。1〜2 年生についてはアンケートということが難しいので、中学年、
高学年にして、中学年については 8 割を超える子どもたちが声をかけられて
「うれしい」
「ちょっとうれしい」
。高学年では 7 割を超える子がそのような
形になっております。
「ちょっといや」とか「いや」という子供いるのです
けれども、これは友達と話をしながら登校してくると、門の前で声をかけら
れると話が中断してしまうとか、あいさつを無理やりさせられるようなこと
で「ちょっといや」と感じる子がいるようでございます。
8．成果と課題では、成果については 3 点に分けて記載をさせていただい
ております。①児童の成長を支える。②安心して学校生活を送ることができ
る。③学校と地域の交流が広がったということです。
課題については、①は地域の諸団体とどのように関わっていくか。ボラン
ティアを立ち上げるに際して委員の皆様からもご指摘があったと思います。
特に交通安全指導をボランティアの皆さんは積極的にしていきたいという
ことも考えているようです。こちらとしては一番の目的に合った声かけを中
心にしたという形で今後も続けていけたらと思っています。②は 80 歳以上
の方も数名いらっしゃいます。そうしますと冬場に活動していただくのはど
うなのか。健康面、安全面の配慮も必要になってきております。ただおはよ
うボランティアの皆さんには自主的な活動であると、活動計画に沿って活動
を行っていただくのですけれども、体調や天候、用事など諸事情がある場合
には各自の判断で活動を取りやめてくださいというふうなお話をしており
ますので、適宜そういう形で実施をしていけるのかなと思っております。
９．今後のおはようボランティアですけれども、立ち上げるときに、当面
は 1 学期間ということで、活動を検証し、それを踏まえて今後については考
えていくということですけれども、今、お話をしましたように、ボランティ
アの皆さん、学校、子どもたちにおおむね好評ですので、2 学期以降も継続
していきたいと考えております。以上です。
開沼委員長

事務局の説明に対してご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。

川島委員

社会生活を営むためにはあいさつからが第１番目だと思いますので、その
目的はすばらしいと思います。そういうことからすると、この事業は大成功
だと思います。ある私立高校の校門において守衛さんが「おはようございま
す」と言っていると、高校生もお互いに声かけ合っている。ジュニア―のお
子さんが声をかけられて、自分で声を出すというのは何とも言えないすばら
しさを感じるのです。殺伐とした社会の中でこういうことをより発展的にし
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ていただいて、心から声が出るようにしたら数学が云々、理科が云々という
ことでなく、よりいいのではないかと思います。それから近所のシニアの方
で、奥さんが入院していて１人で生活している人を見ますと、家の庭を掃除
するとか植木を手入れしているだけでは物足りない感じに見えます。そうい
う人たちを何かの事業にお誘いしたら、今までの経験が生かされるのではな
いかと思いますけれども、地域のセンターなどでそういう人たちを掌握して
行政の組織に入らなくても簡単にできることなどとタイアップしたら、より
一層活性化するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
林教育総務部長

第一線をリタイヤされた方につきましては、地域の中では貴重な財産と考
えておりまして、例えば子どもたちが登校する、あるいは下校する時間帯は
なかなか親も見ていられないような状況もございますので、そういった意味
からすれば貴重なマンパワーと思っております。その方々をどうやってボラ
ンティアや地域の活動に参画していただけるか、これから仕掛けていかなけ
ればいけないと思っておりますが、当然、地域の市民センターはじめ地域で
の活動団体と連携をしながら、ぜひお誘いをしていきたいと思っております。

小野委員

ボランティアをしている方の話を伺いますと、リタイヤしたら何かしたい
と。最初はおはようボランティアに参加をして声をかけたら、子どもは変な
顔をしていると。そういうところから始まって何回か声をかけていると返し
てくるという関係がつくれてきて、自分としては非常にうれしいと。もっと
ほかにやることないかというような形で進んでいますので、そういう方がま
た声をかけてもらう。あるいは今は、ボランティアで校門の近くでやってい
ますけれども、自宅前で掃除をしながら通る子どもに声をかけてみるという
ような形で広げていくということを学校を通しながら地域に発信していく。
そういう方の力を借りていくという形がいいのかなという気がしています。

數野委員

確かに一日の生活は「朝のおはようございます」のあいさつから始まると
思います。私も朝早く犬の散歩をしていますと、近所の子どもたちも最初の
うちはあいさつしてもそっぽを向いているのですが、そのうちに向こうから
あいさつしてくれます。大人もそうですけれども、子どもたちのアンケート
結果を見ますと、高学年になると恥ずかしいのかどうかわからないけれども、
子どもたちに設問した内容が「うれしい」
「うれしくない」等の４つだけな
のか。設問の内容を子どもたちに答えやすいような形に変えてあげると、
「ち
ょっといや」
「いや」のほかに、はにかんでいるのかどうかも含めて考えて
いただいたらどうかと思いました。
成果と課題の②の安心して学校生活を送ることができるというのは、生徒
の視点での意見ですか。それとも保護者の視点ですか。学校の視点ですか。
安心できるというのはいろいろな意見を集約したものなのでしょうか。
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飯島教育総務部参事

１点目の子どもへのアンケートですけれども、表に示されているよう

な数値的なもののほかにうれしいと感じたわけ、いやだと感じたわけを書い
てもらうという欄をつくってあります。それから最後に「ボランティアさん
に今、伝えたいことは何ですか」というものも含まれております。今、一番
伝えたいことはということで、56％の子が「ありがとうございます」という
ことを書いてくれています。
「頑張ってください」
「ご苦労様です」
「体には
気をつけてください」
「今後ともよろしくお願いします」
「あいさつの大切さ
がわかりました」
「無理をしないで」と、いろいろな子に声かけをしている
と声をかけそびれてしまう子もいるようですけれども、おおむね肯定的な反
応で、安心しております。
２点目の学校の方々も大変心強いと、朝の時間帯の８時から８時半ぐらい
にかけてですので、安心感があるというのが学校の意見、それから子どもた
ちも安心、安全という気持ちを持っているということで、両方から考え方が
出てきております。
數野委員

アンケートの件ですが、今の表に出ていない、隠れている部分の方がむし
ろ発表すべき内容ではないかと思いますが、今の話を聞いて安心しました。

川島委員

学校に任せるだけでなく、生涯学習課と学校と一体化してやるような考え
はないのか。例えば病院などで看護師さんに名前を呼ばれても黙ってお医者
さんのところに行くような雰囲気があるのですが、社会に出たときにその辺
が浸透していかないと、子どもは親の姿を見ていて、名前を呼ばれても返事
をしないでもいいんだと、あいさつが欠けているような気がしないでもない
ので、何かスローガンなりビジョンがあるのかどうか、教えていただければ
と思います。

西山生涯学習部長

大変難しいお答えになるかと思いますけれども、生涯学習全般でお答え

させていただく中で、スポーツにつきましては容易に答えを導き出すことが
できるかと思います。よく言われるように「礼に始まり礼に終る」と、特に
武道関係は古来からこういう表現もされております。
「気をつけ」から始ま
って、最後は練習にしろ、試合にしろ礼で終る。今、高校野球が行われてお
りますけれども、試合開始前には両チームが整列して、お互いに気をつけ、
礼をして、審判はじめ観衆に対してフェアプレーを誓いながら、お互い力い
っぱい出し合う。また試合が終ったら整列してお互いの健闘を讃え合うとい
うのはスポーツの世界では一般的に行われていると思いますけれども、それ
以外の各分野におきましても基本的にはイコールではないかと思います。そ
の中で学校教育との連携という部分もございますけれども、課題の中で「特
に三者連携との関わり」とありますように、あいさつの励行という部分にお
きましては、地域の大人が子どもを守り育てるということも地域社会として
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の役割であると思っておりますので、現在、この三者連携組織におきまして
は、市内 19 中学校区の中で既に組織化されて、自主的な運営がされておる
わけでございますから、こういったところと連携することがより深い事業の
取り組みにつながっていくのではないかと思っております。基本としては、
スポーツを例にお話申し上げますけれども、大人、社会人としてはあいさつ
は当たり前のことように理解しているのですが、当たり前のことがなかなか
できない人たちがふえていることも事実でございますので、原点に帰りなが
ら、そういった取り組みをしなければいけないのかなと思っております。
川島委員

スポーツをやっていると、自分の先輩とか後輩の縦のラインだけであいさ
つしていています。学校の中ではそれでいいけれども、社会の人に対するあ
いさつが欠けている点、これは学校教育の方に言えるのですけれども、そう
いうことがあるのではないかと思うんです。藤沢市には小学校から大学まで
の教育機関がありますので、連続した計画としたり、連携することは、でき
ないでしょうか。

西山生涯学習部長

辻堂地区の八松小学校の近くに「あいさつ通り」という看板が出ており

ます。それは地域の取り組みとしまして、ここはあいさつをする通りだとい
うことで、これは最近の話ではなくて以前からあいさつ通りという地域とし
て古くから取り組みがされている。これは地域の方々が子どもを守るために、
子供も知らない人から声をかけられるのではなくて、毎朝校門に立つことに
よってあそこのあじさん、あそこのおじいちゃん、おばあちゃんということ
が子どもにもわかってくれば子供は安心して、お答えできるという１つのき
っかけだと思うんです。そういうのがあいさつ通りというような表現の中で
も、子ども対大人ということではなくて、大人同士も声をかけ合うことによ
って「どこの人だ」というような１つのきっかけが生まれるのではないか。
人と人との関わり合いの中で、お互いに言葉を交わしたことが１つのきっか
けとなって、新たな関係が生まれてくるのではないかと思います。そういう
意味では人間が社会生活を営む上できっかけづくりのもとになるのがあい
さつであろうと思いますので、こういった取り組みが地域の中で隅々まで行
われることが安全で安心な地域や社会の構築につながっていくと思います。
これが学校教育との連携という部分におきまして、何か生涯学習で新たな取
り組みを考えたらどうかということで、具体的な考え方は今は持っておりま
せんけれども、今後何かの事業のときにご意見を思い出しながら取り組んで
まいりたいと思います。
數野委員

確かに呼ばれて返事しない子どもはおります。これは昔からおります。
これは性格的なもので、内気な子もいますでしょうし、恥ずかしいという
子もいますから、一概に呼ばれて返事をしないというのは何とも言えない
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のですが、最近はさらに個人情報保護法ができまして、大勢の前で名前を
呼ばれると、知られたくない人々に知られてしまったとクレームをつける
方もおられます。ですから、名前を呼ぶのもどういうふうに呼んだらいい
のか。受付のところで名前をお呼びしますか、番号でお呼びしますかと、
難しい問題もあって、この件に関して一概に返事しないからということで
悪いと決めるのは難しいと思います。
それから私の年ですと、あいさつするのは当たり前の話で、祖父母から言
われてきました。昔と違いまして、核家族になっていますから、日本人のい
い習慣が薄れているのも事実です。ですから、あいさつも教えてもらわなけ
ればできないというのは、なさけないと思っています。現実にそれができな
いということであれば、対応策としては今やっているような方法もあります
が、結局、先ほど 80 歳過ぎのボランティアの方のお話がありましたけれど
も、お年寄りがそういうことを教えてくれるとか、代々受け継がれてきた伝
統は、80 年生きた方の人生経験を子どもたちに教えていただくことは大切な
ことで、これからもこの事業は続けていっていただきたいと思います。家庭
の中で朝起きてから「おはようございます」ができて、外でできないことは
ないと思うんです。
川島委員

本当は家庭教育が大事でしょうけれども。

平岡委員

いい事業になっていると思いますし、安心して暮らせるためにも藤沢市全
域になってほしいと思います。登録人数を見ますと、もう少し欲しいという
感じがいたします。大勢の人に登録していただいて、老人が家にこもるのを
避けるとか社会に参加するという意味もありますし、大勢の人が社会に関わ
っていろいろな体験をしていただくという意味で、もっと、もっと大勢の方
に参加していただけるように奨励していただきたいと思います。そうして人
数がふえたときには登下校に限らず、中学生が部活でおそくなったときに不
安なところを解消できるし、子どもが安心して過ごせるような地域にするた
めにこういうボランティアが広がっていくことを期待するのですが、そうす
ると「おはようボランティア」という名前を変えなければいけないかなと思
ったりもするのですけれども、これはこれからの課題だろうと思いますが、
広がっていくことを期待します。

開沼委員長

スムーズにスタートし、これから順調に発展していってくれることを祈っ
ております。老人クラブにもクチコミで広がっていくとか、これまでも学校
をオープンにしていると思うんですが、こういうことをきっかけに子どもた
ちの発表会などにも足を運んでくれるようになったり、子どもの方も公民館
まつりに行ったときにいろいろな人たちとコミュニケーションがとれるよ
うになるなど、地域がお互いに密着していくような関係がつくれて、そこか
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らまた新たな連携ができるのではないかと思います。現場のボランティアの
方たち、先生方もさまざまご苦労されていると思いますが、さらにいいもの
になってきますように、皆様にお願いしたいと思います。ひたすら感謝の一
言に尽きます。よろしくお願いいたします。
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
開沼委員長

以上で、本日予定いたしました審議案件はすべて終了いたしました。
次回の定例会の期日を決めたいと思いますが、９月２日（金）午後２時か
ら、場所は東館２階教育委員会会議室において開催ということでいかがでし
ょうか。
(「異議なし」の声あり)

開沼委員長

それでは、次回の定例会は９月２日（金）午後２時から、場所は東館２階
教育委員会会議室において開催することに決定いたしました。
以上で、本日の審議日程はすべて終了いたしました。
午後４時 10 分 閉会
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この会議の結果を記載し、相違ないことを確認する。

藤沢市教育委員会委員長

藤沢市教育委員会委員

藤沢市教育委員会委員
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