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Ⅰ 全 体 総 括  

 令和２年度は、平成３０年度からの３ヶ年における本財団の中期取り組みを示した「経営計画２０

２０」の最終年度として、その実績を一定の成果として表すべく様々な取り組みを計画しておりまし

た。しかしながら新型コロナウイルス感染拡大という未曽有の事態に直面し、多くの取り組みが完結

出来ず、さらには本財団の使命であり事業の根幹を成す市民への体験活動や鑑賞機会の提供さえ、十

分に実施できない期間も生じました。このように、計画を思うように実行できない環境下ではありま

したが、本財団職員の知恵と経験を活かし、何ができるかを考え、次の取り組みを実行してまいりま

した。 

 将来の財団運営を担う人材育成については、対面による研修等が制限される中、感染対策を施した

上での新採用職員研修の実施や、Ｗｅｂセミナーやｅラーニングを活用した階層別研修など、全ての

階層における実施には至らなかったものの、主要な階層においては継続的な育成を進めることができ

ました。 

 次に経営を支える財務運営においては、年度当初の新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う施設の

閉館や事業の中止による収入の減少が、財務運営に大きな影響を及ぼすと見込まれました。この対応

には、前年度までに導入した労務管理システムを始めとする各種コンピューターシステムの活用によ

る業務の効率化のみで補うことが困難となる中、藤沢市の理解による指定管理経費の確保や、非常勤・

臨時職員の勤務時間縮減に対する理解もあり、痛みを伴いながらも、どうにか収支バランスを保つこ

とができました。この間、減収に対する取り組みに加え、翌期以降の更なる効率化とコロナ対策に向

け、事業申込から名簿管理、参加料徴収までをオンラインで処理することのできる「事業運営システ

ム」の導入準備を整えました。 

 そして事業運営では、青少年施設やスポーツ施設が緊急事態宣言に伴う閉館や年間を通じてガイド

ラインに沿った制限付き利用とされ、大半の対面事業も中止とせざるを得ない状況となりました。そ

のような中、施設職員が万全な感染防止対策を施した上で、市民へ施設の利用機会を提供することが

でき、スポーツ・芸術部門においては、Ｗｅｂ会議システムを活用した事業や、それぞれの愛好者へ

向けた動画を作成・配信するなど、市民の継続的な活動を支援することができました。また、学校休

業期間に多忙を極めることとなった放課後児童クラブにおいては、活動内容が制限される中において

も「あそびを止めるな」の合言葉のもと、創意工夫を凝らした制作活動などにより、子どもたちにと

って有意義な時間を提供することができました。 

 令和２年度は、本財団設立１０周年として計画していた様々な記念事業についても、前述の新型コ

ロナウイルスの影響により実施することができませんでしたが、今後の「みらい応援プログラム」の

展開や、これまでの事業部門の垣根を越えた企画や準備により、職員間の連携は強固なものとなり、

本財団の強みとして組織の強化につながるものと確信しています。 

 本財団は令和２年度の経験を貴重なものとして前向きに捉え、次期「経営計画２０２４」に反映す

る中で、ポストコロナ社会に対応した取り組みや事業展開を継続してまいります。 
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法人管理運営状況  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 法人管理 

 【組織運営】 

１ 組織図 

※【 】内は人数                          2021年 3月 31日現在 

（正：正規職員 任：任期付職員 再：再雇用職員 非：非常勤職員 臨：臨時職員） 
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児童支援担当 

担当事務局 

【正 5 再 1 非 1】 

指
定
管
理

者 

青少年育成委員会

【18人】 

青 少 年 事 業 課 

課長【正 1】 

辻 堂 青 少 年 会 館 

【非 3 臨 1】 

藤 沢 青 少 年 会 館 

【非 3 臨 2】 

少 年 の 森 

【正 2再 1臨 17】 

児 童 館 

5施設 【非 28】 

地 域 子 ど も の 家 

17施設 

児童クラブ 56施設 

【正 56 任 6 再 6非 215 

 臨 27】 

スポーツ事業課 

課長【正 1】 

ス ポ ー ツ 事 業 担 当 

【正 8任 1非 2臨 4】 

芸術文化事業課 

課長【正 1】 

芸術文化専門委員

会【11人】 

指
定
管
理

者 

青 少 年 事 業 部 

事業部長【正 1】 

理事会 
【20人】 

評議員会
【17人】 

青少年事業 

施設担当 

【正 6 非 1】 

管理運営担当  

【正 6 任 1 非 2】 

ｽﾎﾟｰﾂ・芸術文化事業部 

事業部長【正 1】 

放課後児童育成課 

事業部長兼課長 

監 事 
【2人】 

生涯スポーツ推進

委員会【20 人】 

秩 父 宮 記 念 体 育 館 

【正 6 非 6 臨 13】 

鵠 沼 運 動 施 設 事 務 所 

【正 10 非 5 臨 56】 

秋葉台運動施設事務所 

【正 13非 3 臨 42】 

石名坂温水プール事務所 

【正 6 臨 28】 

総 務 課 

事務局長兼課長 

総 務 担 当 

【正 6 任 1 再 1 臨 1】 

事 務 局 

事務局長【正 1】 

芸 術 文 化 事 業 担 当 

【正 6 非 1】 



2 役員等に関する事項 

 (1) 役員                            2021年 3月 31日現在 

役  職 氏  名 就任年月日 選出団体等 

理 事 長 石 井 恒 男 令和 2年 7月 27日 学識経験者 

副理事長 田 中   朗 令和 2年 7月 27日 学識経験者 

副理事長 波多野 和 敬 令和 2年 7月 27日 藤沢市体育協会 

副理事長 長 田 祥 男 令和 2年 7月 27日 藤沢市文化団体連合会 

専務理事 土 居 秀 彰 令和 2年 7月 27日 公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

理 事 三 觜   忠 令和 2年 7月 27日 藤沢市青少年育成協議会 

〃 三 觜 由見子 令和 2年 7月 27日 藤沢市子ども会連絡協議会 

〃 古 市 勝 巳 令和 2年 7月 27日 藤沢市ボーイスカウト連絡会 

〃 新 海 政 雄 令和 2年 10月 28日 藤沢市地区社会体育振興協議会連合会 

〃 谷 口 三千也 令和 2年 7月 27日 藤沢市スポーツ少年団本部 

〃 橋 本 美知子 令和 2年 7月 27日 藤沢市レクリエーション協会 

〃 石 井   昇 令和 2年 7月 27日 藤沢市スポーツ推進委員協議会 

〃 門 井 淑 治 令和 2年 7月 27日 藤沢市合唱連盟 

〃 太 田 修 二 令和 2年 7月 27日 藤沢市民交響楽団 

〃 竹 村 裕 幸 令和 2年 7月 27日 藤沢商工会議所 

〃 酒 井 辰 彦 令和 2年 7月 27日 公益社団法人藤沢市医師会 

〃 田 中   覚 令和 2年 7月 27日 藤沢エフエム放送株式会社 

〃 藤 田 純 子 令和 2年 7月 27日 藤沢市立小学校長会 

〃 磯 部   求 令和 2年 7月 27日 藤沢市立中学校長会 

〃 宮 原 伸 一 令和 2年 7月 27日 藤沢市子ども青少年部 

監 事 成 戸 雄一郎 平成 30年 6月 26日 東京地方税理士会藤沢支部 

〃 山 縣 章 宏 令和 2年 7月 27日 藤沢市会計課 

 

 

 



 (2) 評議員                           2021年 3月 31日現在 

役  職 氏  名 就任年月日 選出団体等 

会 長 塚 本 雅 一 令和 2年 7月 27日 藤沢市民交響楽団 

評議員 猪 野 恭 子 令和 2年 7月 27日 藤沢市青少年指導員協議会 

〃 大 橋 鉄 雄 令和 2年 7月 27日 児童クラブ運営委員長会議 

〃 天 野 孝 司 令和 2年 7月 27日 地域子どもの家運営委員長会議 

〃 近 藤 忠 幸 令和 2年 7月 27日 藤沢ＳＬ少年団 

〃 熊 山 典 洋 令和 2年 7月 27日 藤沢地区保護司会 

〃 青 木 正 己 令和 2年 7月 27日 藤沢市体育協会 

〃 澤 田   薫 令和 2年 10月 28日 藤沢市地区社会体育振興協議会連合会 

〃 三 角 恵美子 令和 2年 7月 27日 藤沢市スポーツ少年団本部 

〃 松久保 六 男 令和 2年 7月 27日 藤沢市レクリエーション協会 

〃 加 藤 佳 子 令和 2年 7月 27日 藤沢市スポーツ推進委員協議会 

〃 隈 元 英 孝 令和 2年 7月 27日 藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会 

〃 湯 本 光 子 令和 2年 7月 27日 藤沢市文化団体連合会 

〃 大 島   武 令和 2年 7月 27日 学識経験者 

〃 古 川   泉 令和 2年 7月 27日 学識経験者 

〃 間 瀬 勝 一 令和 2年 7月 27日 学識経験者 

〃 神 原 勇 人 令和 2年 7月 27日 藤沢市生涯学習部 

 

 

 

 

 

 



 (3) 専門委員 

 ① 青少年育成委員会                        2021年 3月 31日現在 

役  職 氏  名 就任年月日 選出団体等 

委 員 長 櫻 井  茂 令和元年 6月 1日 学校法人藤嶺学園 鵠沼高等学校 

副委員長 遠 藤  智 令和元年 6月 1日 藤沢市宇宙少年団 

委 員 遠 藤 孝 夫 令和元年 6月 1日 藤沢市科学少年団 

〃 田 坂 清 子 令和元年 6月 1日 藤沢市ガールスカウト連絡会 

〃 西 尾  愛 令和 2年 10月 14日 藤沢市社会教育委員会議 

〃 亀 井 晃 子 令和元年 6月 1日 藤沢子ども劇場 

〃 水 沼  学 令和元年 6月 1日 藤沢 SL少年団 

〃 三 村  信 令和元年 6月 1日 藤沢海洋少年団 

〃 西川 幾之進 令和元年 6月 1日 児童クラブ運営委員長会議 

〃 阿 部 好 明 令和元年 6月 1日 児童館運営委員長会議 

〃 吉 見 美 江 令和元年 6月 1日 地域子どもの家運営委員長会議 

〃 藤 田 純 子 令和 2年 7月 8日 
藤沢市立小学校長会 

(藤沢市みらい創造財団理事) 

〃 三 觜  忠 令和元年 6月 1日 
藤沢市青少年育成協議会 

(藤沢市みらい創造財団理事) 

〃 三觜 由見子 令和元年 6月 1日 
藤沢市子ども会連絡協議会 

(藤沢市みらい創造財団理事) 

〃 猪 野 恭 子 令和 2年 7月 8日 
藤沢市青少年指導員協議会 

(藤沢市みらい創造財団評議員) 

〃 伊 藤 雅 浩 令和 2年 7月 8日 藤沢市行政関係者(青少年課) 

〃 川 手 隆 生 令和元年 6月 1日 神奈川県立青少年センター 

〃 宮 脇 文 恵 令和元年 6月 1日 学識経験者 

 

 

 ② 生涯スポーツ推進委員会                     2021年 3月 31日現在 

役  職 氏  名 就任年月日 選出団体等 

委 員 長 筒 井 富 夫 令和元年 6月 1日 藤沢市スポーツ少年団本部 

副委員長 橋本 美知子 令和元年 6月 1日 
藤沢市レクリエーション協会 

(藤沢市みらい創造財団理事) 

委 員 首 藤 智 恵 令和元年 6月 1日 藤沢市体育協会 



役  職 氏  名 就任年月日 選出団体等 

委 員 新 村 幸 裕 令和元年 6月 1日 藤沢市体育協会 

〃 鈴 木 正 美 令和元年 6月 1日 藤沢市体育協会 

〃 柏木 真紀子 令和元年 6月 1日 藤沢市レクリエーション協会 

〃 長谷川 勝己 令和 2年 10月 14日 藤沢市地区社会体育振興協議会連合会 

〃 櫻 井 善 彰 令和元年 6月 1日 藤沢市スポーツ推進委員協議会 

〃 磯 部  求 令和元年 6月 1日 藤沢市中学校体育連盟 

〃 種田 多化子 令和元年 6月 1日 藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会 

〃 大 嶋 洋 一 令和元年 6月 1日 藤沢商工会議所 

〃 藤 巻  淑 令和元年 10月 16日 公益社団法人藤沢市医師会 

〃 東海林 祐子 令和元年 6月 1日 学識経験者 

〃 小 菅 春 夫 令和元年 6月 1日 藤沢市陸上競技協会 

〃 山 口 泰 生 令和元年 6月 1日 公益社団法人藤沢市観光協会 

〃 小 川 芳 弘 令和元年 6月 1日 公益財団法人藤沢市保健医療財団 

〃 西 台 篤 史 令和元年 6月 1日 藤沢市行政関係者(スポーツ推進課) 

〃 相 原 陽 子 令和元年 6月 1日 藤沢市行政関係者(健康増進課) 

〃 澤 田  薫 令和 2年 10月 14日 
藤沢市地区社会体育振興協議会連合会 

(藤沢市みらい創造財団評議員) 

〃 加 藤 佳 子 令和元年 6月 1日 
藤沢市スポーツ推進委員協議会 

(藤沢市みらい創造財団評議員) 

 

 

 ③ 芸術文化専門委員会                       2021年 3月 31日現在 

役  職 氏  名 就任年月日 選出団体等 

委員長 塚 本 雅 一 令和元年 6月 1日 
藤沢市民交響楽団 

(藤沢市みらい創造財団評議員) 

副委員長 太 田 修 二 令和元年 6月 1日 
藤沢市民交響楽団 

(藤沢市みらい創造財団理事） 

委 員 長 田 祥 男 令和元年 6月 1日 
藤沢市文化団体連合会 

(藤沢市みらい創造財団副理事長） 

〃 門 井 淑 治 令和元年 6月 1日 
藤沢市合唱連盟 

(藤沢市みらい創造財団理事） 

〃 湯 本 光 子 令和 2年 7月 8日 
藤沢市文化団体連合会 

(藤沢市みらい創造財団評議員） 



役  職 氏  名 就任年月日 選出団体等 

委 員 瀧  真 弓 令和元年 6月 1日 
地域総合経済団体 

(藤沢商工会議所) 

〃 中 島  直 令和元年 6月 1日 学識経験者 

〃 大 島  武 令和 2年 7月 8日 
学識経験者 

(藤沢市みらい創造財団評議員） 

〃 古 川  泉 令和元年 6月 1日 
学識経験者 

(藤沢市みらい創造財団評議員） 

〃 間 瀬 勝 一 令和元年 6月 1日 
学識経験者 

(藤沢市みらい創造財団評議員） 

〃 神 原 勇 人 令和元年 6月 1日 
藤沢市生涯学習部長 

(藤沢市みらい創造財団評議員） 

 

 

 

 

3 職員に関する事項 

                                   2021年 3月 31日現在 

事  務  局 正規職員 任期付職員 再雇用職員 非常勤職員 臨時職員 合 計 

事 務 局 長 1人  0人 0人 0人 0人 1人 

総 務 課 6人  1人 1人 0人 1人 9人 

事 業 部 長 2人  0人 0人 0人 0人 2人 

青 少 年 事 業 課 9人 0人 1人 35人 20人 65人 

放課後児童育成課 67人 7人 7人 218人 27人 326人 

ス ポ ーツ 事 業課 44人 1人 0人 16人 143人 204人 

芸 術 文化 事 業課 7人 0人 0人 1人 0人 8人 

合 計 136人 9人 9人 270人 191人 615人 

※放課後児童育成課職員定数 1人を当該職員の健康上の配慮のため、スポーツ事業課へ配置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 会議開催状況 

 (1) 理事会 

開催年月日 議案番号 議 題 

決議の省略による 

R2年 5月 15日(金) 

 第 1回理事会 

議案第 1号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度定時評議員会の開催時期の先送りについて 

 

R2年 7月 8日(水) 

 第 2回理事会 

  出席 理事 16人 

  出席 監事 2人 

議案第 2号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和元年度事業報告について  

議案第 3号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団令和元年度公益目的 

事業会計・収益事業等会計・法人会計決算について 

議案第 4号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度公益目的事業会計資金収支補正予算（第 1号） 

議案第 5号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度収益事業等会計資金収支補正予算（第 1号） 

議案第 6号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度法人会計資金収支補正予算（第 1号） 

議案第 7号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度定時評議員会の招集について 

議案第 8号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

専門委員の選任について 

 

R2年 7月 27日(月) 

 第 3回理事会 

  出席 理事 18人 

  出席 監事 2人 

議案第 9号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

代表理事の選定について 

議案第 10号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

副理事長の選定について 

議案第 11号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

専務理事の選定について 

議案第 12号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

代表理事及び業務執行理事の報酬額の決定について 

議案第 13号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度法人会計資金収支補正予算（第 2号） 

 

R2年 10月 14日(水) 

 第 4回理事会 

  出席 理事 15人 

  出席 監事 2人 

報告第 1号 

専決処分の報告について 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度公益目的事業会計資金収支補正予算（第 2号） 

議案第 14号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度公益目的事業会計資金収支補正予算（第 3号） 

議案第 15号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度収益事業等会計資金収支補正予算（第 2号） 

議案第 16号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度法人会計資金収支補正予算（第 3号） 

議案第 17号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

専門委員の選任について 

議案第 18号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度第 1回臨時評議員会の招集について 

報告第 2号 業務執行理事の職務執行状況報告 

報告第 3号 
各事業部門における上半期の事業実施状況及び今後の見込 

みについて 



開催年月日 議案番号 議 題 

決議の省略による 

R3年 3月 22日(月) 

 第 5回理事会 
報告第 4号 

専決処分の報告について 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度公益目的事業会計資金収支補正予算（第 4号） 

報告第 5号 

専決処分の報告について 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度収益事業等会計資金収支補正予算（第 3号） 

報告第 6号 

専決処分の報告について 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

職員の給与に関する規程の一部改正について 

議案第 19号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度公益目的事業会計資金収支補正予算（第 5号） 

議案第 20号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 2年度法人会計資金収支補正予算（第 4号） 

議案第 21号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 3年度事業計画書 

議案第 22号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 3年度収支予算書 

議案第 23号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

資金調達及び設備投資の見込みについて 

議案第 24号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

決議の省略の方法による評議員会の招集について 

議案第 25号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

事務決裁規程の一部改正について 

報告第 7号 業務執行理事の職務執行状況報告 



 (2) 評議員会 

開催年月日 議案番号 議 題 

 

R2年 7月 27日(月) 

 定時評議員会 

  出席 評議員 14人 

  出席 監事 1人 

報告第 1号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和元年度事業報告について 

議案第 1号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団令和元年度公益目的 

事業会計・収益事業等会計・法人会計決算について 

議案第 2号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

評議員 16名の選任について 

議案第 3号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

理事 19名の選任について 

議案第 4号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

監事 1名の選任について 

 

R2年 10月 28日(水) 

 第 1回臨時評議員会 

  出席 評議員 15人 

議案第 5号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

評議員会会長の選定について 

議案第 6号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

評議員 1名の選任について 

議案第 7号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

理事 1名の選任について 

報告第 2号 
各事業部門における上半期の事業実施状況及び今後の見込 

みについて 

決議の省略による 

R3年 3月 30日(火) 

 第 2回臨時評議員会 

議案第 8号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

監事 1名の選任について 

報告第 3号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 3年度事業計画書 

報告第 4号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

令和 3年度収支予算書 

報告第 5号 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3) 専門委員会 

 ① 青少年育成委員会 

開催年月日 議題・内容 

R2年 7月 16日(木) 

  出席委員 14人 

第 1回青少年育成委員会 

1 議題 

 (1)令和元年度事業報告及び事業評価について 

 (2)令和 2年度事業計画について 

2 情報交換・意見交換 

 (1)藤沢市子どもの居場所づくり推進計画 

R2年 9月 30日(水) 

  出席委員 15人 

第 2回青少年育成委員会 

1 議題 

 (1)今の子どもたちの状況の中で、本財団の果たすべき役割 

  ①本財団の施設と事業の再開状況 

  ②各団体等の活動状況 

2 情報交換・意見交換 

R2年 11月 25日(水) 

  出席委員 12人 

第 3回青少年育成委員会 

1 議題 

 (1)第 2回 青少年育成委員会のまとめ 

 (2)令和 2年度 青少年育成委員会の検討結果 

2 情報交換・意見交換 

 

 

 ② 生涯スポーツ推進委員会 

開催年月日 議題・内容 

R2年 8月 5日(水) 

  出席委員 13人 

第 1回生涯スポーツ推進委員会 

1 議題 

 (1)令和元年度の事業報告及び令和 2年度事業計画 

 (2)藤沢市のスポーツ行政 

2 情報交換・意見交換 

R2年 9月 23日(水) 

  出席委員 11人 

第 2回生涯スポーツ推進委員会 

1 議題 

 (1)令和 2年度事業実施状況 

 (2)グループ協議 

  テーマ「今後の事業実施に求められるもの～withコロナ・afterコロナ～」 

2 情報交換・意見交換 

R2年 12月 16日(水) 

  出席委員 13人 

第 3回生涯スポーツ推進委員会 

1 議題 

 (1)令和 2年度上半期事業実施報告及び今後の事業予定 

 (2)令和 2年度生涯スポーツ推進委員会 検討結果報告(案) 

2 情報交換・意見交換 

 

 

 

 

 



 ③ 芸術文化専門委員会 

開催年月日 議題・内容 

R2年 8月 7日(金) 

  出席委員 11人 

第 1回芸術文化専門委員会 

1 議題 

 (1)令和元年度事業報告 

 (2)令和 2年度事業の開催状況と今後の事業運営 

 (3)令和 3年度予算と事業計画の考え方 

 (4)芸術文化助成事業について 

2 その他 

R2年 10月 29日(木) 

  出席委員 11人 

第 2回芸術文化専門委員会 

1 議題 

 (1)令和 2年度事業助成金が決定している団体の交付金取り扱いについて 

 (2)芸術文化事業助成金の要綱や評価基準などについて 

 (3)9月以降に開催した芸術文化事業の結果報告 

2 その他 

R2年 11月 27日(金) 

  出席委員 11人 

第 3回芸術文化専門委員会 

1 議題 

 (1)文化芸術活動団体助成金の要綱や審査基準、算出方法などについて 

 (2)令和 3年度文化芸術活動団体助成金交付事業について 

2 その他 

 藤沢市民オペラ・プレ公演 スペシャル・ガラ・コンサートの事業報告 

R3年 3月 16日(火) 

  出席委員 11人 

※オンライン会議 

第 4回芸術文化専門委員会 

1 議題 

 (1)令和 3年度文化芸術活動団体事業助成金交付事業の決定について 

 (2)令和 3年度芸術文化事業計画について 

 

 

 (4) その他会議 

会議等の名称 内    容 

管理運営会議 

 常勤役員及び事務局・事業部全管理職の出席により、事務執行上の
課題や重要事項について検討するとともに情報の共有を図った。 
 
 原則 毎月 1回 第 4木曜日開催 
 4/23,5/28,6/25,7/30,8/27,9/24,10/22,11/26,12/24,2/25,3/25 
※1 月については、新型コロナウイルス感染症の影響により、書面報
告のみ 

課題調整会議 

 常勤役員及び課長級以上職員により、管理運営会議に諮るべき重要
事項の審議や、時間的暇が無い課題に対する対応方針等について検討
した。 
 原則 毎週 1回 水曜日開催 

全体調整会議 

 事務局総務課管理職、部長級職員、専務理事と、市所管課管理職に
よる定例会議を開催し、法人運営上の課題等について情報共有を図っ
た。 
 原則 毎月 1回 第 3水曜日開催 
 5/27,6/16,7/15,8/19,9/16,10/21,11/17,12/16,2/17,3/18 
※4月、1月については、新型コロナウイルス感染症の影響により、開
催中止 

 



会議等の名称 内    容 

部門別会議 
 各事業部門職員と市当該事業所管課の職員により、部門特有課題の
情報の共有を図り、対応等を検討した。 
 原則 毎月 1回 開催 

課内会議 
（所内会議） 

 職員全員が必要な情報を共有できるよう、財団内での諸会議におけ
る重要事項の報告を行うとともに、所管業務に関する課題解決へ向け
た協議を行った。 
 原則 毎月 1回 開催（各課(各施設)毎に開催） 

コンプライアンス委員会 

 理事長を委員長として、専務理事、事務局長、部長により、コンプ

ライアンスに関する取組方針や職員等のコンプライアンス意識の高揚

を図るため委員会を組織し、臨時会を 3/24に開催した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、定例会の開催は中止 

総括管理委員会 
(法人全体衛生委員会) 

及び 
衛生委員会 

（法定施設衛生委員会） 

 財団全体及び常時50人以上の職員を雇用する施設（鵠沼運動施設・
秋葉台運動施設）において、産業医、衛生管理者、管理職、職員代表
等により構成する衛生委員会を組織し、職員の安全衛生に関する事項
について調査審議を行った。年間の活動としては原則毎月1回の会議に
加え、夏の職場巡視(冬については、コロナ禍のため見送り)、メンタ
ルヘルス相談、セルフケアのための合同研修などを計画し、実施した。 
 原則 毎月1回 開催 

広報・CI活動推進委員会 

 各職場から選任された委員により、季刊誌「Fujisawa MIRAI.net」
の編集、発行や財団ホームページの運用に関することの他、財団の広
報及びＣＩ活動の推進に関する取り組み等、本財団の存在や実施事業
等について、効果的な PR手法や価値を高めるための活動について検討
し、管理運営会議へ提案した。 
 また、委員会の下に季刊誌編集部会、みらぞうプロジェクト及びみ
らい創造財団設立 10周年記念“みらい応援”プロジェクトを設置し、
各種事業について、検討した。しかし、計画した財団設立 10周年記念
事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となった。 
・財団設立 10周年記念イメージポスターの作成 
 令和元年度、公募により決定した財団イメージポスターのデザイン
を基に、2020年の設立（事業統合）10周年記念ポスターを作成し、よ
り市民に親しまれる財団となるための取り組みとして、市内各所に掲
示した。 
令和 2年度は、7/30,9/18,11/17,2/19 開催   
 部会は随時開催 
◆季刊誌「Fujisawa MIRAI.net」の発行(季刊誌編集部会) 

 本財団で実施している事業の予定、報告、その他特集を中心に掲載

した季刊誌を藤沢市内各所で配布することにより、多くの市民に本財

団事業、本財団運営施設等の情報提供と利用の拡大を促すことができ

た。 

※夏号(7 月)については、新型コロナウイルス感染症の影響から、冊

子としては発行せず、ホームページに関連記事を掲載した。 

 

◆ホームページの運用、拡充と各種広報媒体の活用 

 本財団のホームページを活用して、管理施設の基本情報やイベント

事業に関する情報など、市民の利便性向上を図ることを目的にリアル

タイムな情報提供を行った。また、各事業部門の主要事業等を重点的

に周知するクローズアップコーナーを半月毎に更新し、事業周知など

効果的な広報活動に努めた。 

発行月 内 容 配布先 発行部数 

年 4回 
(4月、7月、10月、1月) 

事業開催情

報・報告他 

藤沢市内公共施

設、小・中学校、

関係団体他 

各号 

5,000部 



 【人材育成】 
1 各種研修等の実施 

 (1) 基本研修 

  ① 階層別研修 

  ア 自主開催 

実施日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 6月 27日(土) 

秩父宮記念体育館 

総務課 

財団新規採用職員研修 

新採用(任期付

含む)職員 
14人 

※新型コロナウイルス感染

症の影響で開催中止 

勤続 8年目の職員及び財団新規採用職員 

事業課間研修 

採用 8年目 

新規採用(任期

付含む)職員 

--- 

※新型コロナウイルス感染

症の影響で開催中止 

総務課 

管理監督者研修 

課長以上を除く

主査級以上の全

職員 

--- 

※新型コロナウイルス感染

症の影響で開催中止 

総務課 

若手・中堅職員合同研修 

主任級以下の全

職員(事務職員) 
--- 

 

  イ 外部主催 

実施日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

※新型コロナウイルス感染症

の影響で、藤沢市からの受入

れ見送り 

藤沢市職員課 

新採用職員 前期研修 
新採用事務職員 --- 

※新型コロナウイルス感染症

の影響で、藤沢市からの受入

れ見送り 

藤沢市職員課 

新採用職員 後期研修 
新採用事務職員 --- 

※新型コロナウイルス感染症

の影響で、藤沢市からの受入

れ見送り 

藤沢市職員課 

一般職員一部研修 

採用 3年目事務

職員 
--- 

※新型コロナウイルス感染症

の影響で、藤沢市からの受入

れ見送り 

藤沢市職員課 

一般職員二部研修 

採用 5～6年目 

事務職員 
--- 

※新型コロナウイルス感染症

の影響で、藤沢市からの受入

れ見送り 

藤沢市職員課 

監督者一部研修 
主査昇任者 --- 

※新型コロナウイルス感染症

の影響で、藤沢市からの受入

れ見送り 

藤沢市職員課 

監督者二部研修 
上級主査昇任者 --- 

※新型コロナウイルス感染症

の影響で、申込み見送り 
かながわ男女共同参画センター 

「女性リーダー」セミナー 

主査昇任者 

（女性職員） 
--- 

 

 

 

 

 



実施日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 11月～2月 

オンライン開催 

株式会社クリエイト 

e-ラーニング 

①サービスマインド強化講座 

②タイムマネジメント強化講座 

③ビジネスマナー基本講座（男性講師編） 

④ビジネスマナー基本講座（女性講師編） 

⑤リーダーシップ講座 

⑥働き方改革法の基本と改正ハラスメン 

 ト法講座 

⑦元ＮＨＫキャスターが教える「伝わる」 

 プレゼン講座 

⑧元ＮＨＫキャスターが教えるクレーム 

 にならない話し方・話の聞き方講座 

⑨初めて学ぶコーチング講座 

⑩営業に活かすコミュニケーション講座 

⑪新型コロナウイルス 正しく怖がろう 

⑫部下指導・後輩育成強化講座 

主査昇任者 

新採用職員 
17人 

                                                                                                                                

  ②合同研修 

  ア 自主開催 

実施日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R3年2月5日（金）～ 

  2月28日（日） 

各事業課(施設)動画視聴 

総括管理委員会主催 

衛生管理全体研修「ペップトーク」 

～前向きになれる魔法の言葉～ 

常勤役員 

全職員 
--- 

 

  ③ 職場研修 

  ア 青少年事業課 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 9月 29日(火) 

秩父宮記念体育館 

児童館スタッフ研修 

「工作・ゲームのノウハウ」 
児童館指導員 28人 

R2年 12月 9日(水) 

秩父宮記念体育館 

児童館スタッフ研修 

「コロナの中で～子どもたちの心のケ

ア」講師：沢 雄司 氏 

児童館指導員 28人 

 

  イ 放課後児童育成課 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 9月 11日(金) 

藤沢青少年会館 

第 1回フォローアップ研修 

「育成支援・保護者との関わり・課題解

決」 

児童クラブ 

指導員 
15人 

R2年 12月 1日(火) 

おおぞら児童クラブ 

第 2回フォローアップ研修 

｢特に配慮を必要とする児童への対応①｣ 

講師：宮脇 文恵 氏 

児童クラブ 

指導員 
16人 

R3年 2月 9日(火) 

リモート研修(Zoom) 

第 3回フォローアップ研修 

｢特に配慮を必要とする児童への対応②｣ 

講師：宮脇 文恵 氏 

児童クラブ 

指導員 
15人 



 (2) 専門研修 

  ① 青少年事業課 放課後児童育成課他 

実施日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 7月 17日(金) 

藤沢市民会館 

放課後児童育成課 

「コロナウイルス対策衛生研修会」 

児童館指導員 5

人 

青少年事業施設

担当職員 4人 

9人 

R2年 10月 2日(金) 

R2年 10月 6日(火) 

R2年 10月 14日(水) 

R2年 10月 22日(木) 

R2年 11月 4日(水) 

R2年 11月 6日(金) 

R2年 11月 9日(月) 

R2年 11月 16日(月) 

R2年 11月 17日(火) 

R2年 11月 20日(金) 

R2年 11月 26日(木) 

藤沢青少年会館 

放課後児童育成課 

普通救命講習Ⅰ 

｢心肺蘇生法、ＡＥＤの取扱い方｣ 

総務課 2人 

青少年事業課 3

人 

放課後児童育成

課 147人 

152人 

 

  ア 課題別研修 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 7月 17日(金) 

藤沢市民会館 

「新型コロナウイルス感染症防止対策研

修会」 

 講師：野澤 秀之 氏 

児童クラブ職員 

129人 

青少年事業課 9

人 

他事業者 13人 

151人 

 

  イ 非常勤職員研修 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 10月 16日(金) 

藤沢市民会館 

クラブ長補佐研修 

「クラブ長補佐の心構え・指導員との連

携・安全対策」 

児童クラブ長補

佐非常勤指導員 
18人 

 

 

  ② スポーツ事業課 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 8月 18日(火) 

オンライン開催(Zoom) 

慶應スポーツ SDG’ｓシンポジウム～新

常態における持続可能なスポーツ・身体

活動 

スポーツ事業担

当職員 
2人 

R2年 9月 23日(水) 

秋葉台公園プール 

プール監視担当職員合同研修 

「水泳指導のスキルアップ」 

スポーツ事業課

監視担当職員 
13人 

 

 

 

 



 (3) 派遣研修 

  ① 総務課 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 6月 18日(木)、19日

(金) 

神奈川中小企業センター

ビル 

公益財団法人公益法人協会 
公益法人・一般法人会計セミナー 
「入門編」 

総務担当職員 1人 

R2年 7月 22日(水) 

自動車会館 

満喜株式会社 

公益法人会計 初級・中級 
総務担当職員 1人 

R2年 7月 27日(月)、28日

(火) 

自動車会館 

公益財団法人公益法人協会 
公益法人・一般法人会計セミナー 
「基礎編」 

総務担当職員 1人 

R2年 9 月 14 日(月)、15

日(火) 

日本教育会館 

公益財団法人公益法人協会 

公益法人・一般法人会計セミナー 

「実務編」 

総務担当職員 1人 

R2年 9月 24日(木) 

損保会館 

全国公益法人協会 

公益・一般法人経理担当者のための 

「年末調整入門」 

総務担当職員 1人 

R2年 10 月 2 日(金)～11

月 6日(金) 全 6回 

藤沢商工会館 

藤沢商工会議所 

日商簿記3級講座/短期集中6日間コース 
総務担当職員 1人 

R2年 11月 5日(木) 

かながわ県民センター 

一般財団法人神奈川県社会保険協会 

社会保険事務講習会 
総務担当職員 1人 

R2年 11月 11日(水) 

自動車会館 

満喜株式会社 

公益・一般法人セミナー「公益法人会計 

初級・中級」 

総務担当職員 1人 

R2年 11月 25日(水) 

藤沢市建設会館 

神奈川労務安全衛生協会藤沢支部 

衛生推進者養成講習会 
総務担当職員 1人 

R2年 12月 10日(木)、11

日(金) 

自動車会館 

公益財団法人公益法人協会 

公益法人・一般法人会計セミナー 

「決算編」 

総務担当職員 1人 

R2年 12月 15日(火) 

オンライン開催(Zoom) 

神奈川県 

精神障がい者雇用セミナー 
総務担当職員 1人 

オンライン開催 
全国健康保険協会金川支部 

令和 2年度第 1回健康保険委員研修会 
総務担当職員 1人 

オンライン開催 
公益財団法人神奈川県労働福祉協会 

神奈川県労働大学講座(WEB講座) 
総務担当職員 1人 

 

 

 

 

 



  ② 青少年事業課 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 8月 31日(月) 

リモート講義 

横浜市青少年育成センター 

子ども・青少年の理解につながる研修 

｢いじめ・不登校・ひきこもりの支援現場

のイマ｣ 

青少年事業施設

担当職員 
1人 

R2年 9月 15日(火) 

神奈川県立青少年センター

他 

神奈川県立青少年センター 

子ども施設指導員セミナー 

｢アッと驚く！簡単・手作りマジック工

作｣ 

児童館指導員 5

人 

青少年事業施設

担当職員 2人 

7人 

R2年 11月 6日(金) 

神奈川県立青少年センター 

神奈川県立青少年センター 

リードアップセミナー第 1回 

｢青少年行政のやりがい｣ 

青少年事業施設

担当職員 
1人 

R2年 11月 13日(金) 

さくらリビング 

神奈川県立青少年センター 

リードアップセミナー第 2回 

｢かながわ青少年支援・指導者育成指針｣ 

青少年事業施設

担当職員 
3人 

R2年 11月 19日(木) 

相模原市青少年学習センタ

ー他 

神奈川県立青少年センター 

子ども施設指導員セミナー 

｢場づくりに生かす！インプロワークシ

ョップ｣ 

児童館指導員 5

人 

青少年事業施設

担当職員 1人 

6人 

R2年 12月 9日(水) 

大和市市民交流拠点ポラリ

ス 

神奈川県立青少年センター 

子ども施設指導員セミナー 

｢今こそ子どもに伝えたい！わらべ歌と

伝承あそび｣ 

児童館指導員 5

人 

青少年事業施設

担当職員 1人 

6人 

R2年 12月 10日(木) 

国立オリンピック記念青少

年総合センター 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 

全国青少年教育施設所長会議・施設研究

集会 

｢体験活動と安全管理｣ 

青少年事業施設

担当職員 
3人 

R3年 1月 14日(木)他 

国立オリンピック記念青少

年総合センター 

リモート講義 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 

全国青少年教育施設所長会議・施設研究

集会 

｢新しい時代における青少年へのオーダ

ーメイド型伴走支援と地域連携の新しい

デザイン｣ 

青少年事業施設

担当職員 
3人 

R3年 2月 12日(金)他 

横浜市青少年育成センター 

横浜市青少年育成センター 

子ども・青少年の理解につながる研修 

｢家庭｣「発達」「子どもの自傷と自殺に

ついて考える」「学校」 

青少年事業施設

担当職員 
2人 

R3年 3月 5日(金)他 

オンライン開催(Zoom) 

神奈川県立青少年センター 

フォローアップセミナー 

｢ファシリテーションの理論と実践｣ 

青少年事業施設

担当職員 
4人 

 

 

 

 

 

 

 



  ③ 放課後児童育成課 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 9月 15日(火) 

神奈川県立青少年センター 

神奈川県立青少年センター 

子ども施設指導員セミナー 

第 1回 

「アッと驚く！簡単・手作り マジック

工作」 

児童クラブ指導

員 5人 

児童館非常勤 

5人 

10人 

R2年 10月 2日(金)～ 

10月 4日(日) 

新潟県立こども自然王国 

一般社団法人 児童健全育成推進財団 

「野遊びプログラム実践研究会」 

児童クラブ 

指導員 
2人 

R2年 10月 6日(火) 

横須賀市役所 

神奈川県立青少年センター 

子ども施設指導員セミナー 

第 2回 

「アッと驚く！ 簡単・手作り マジッ

ク工作」 

児童クラブ指導

員 10人 

児童館非常勤 

2人 

12人 

R2年 11月 19日(木) 

青少年学習センター 

神奈川県立青少年センター 

子ども施設指導員セミナー 

第 3回 

「場づくりに生かす！ インプロワーク

ショップ｣ 

児童クラブ指導

員 9人 

児童館非常勤 

2人 

11人 

R2年 12月 9日(水) 

大和市民共有拠点ポラリス 

神奈川県立青少年センター 

子ども施設指導員セミナー 

第 4回 

「今こそ子どもに伝えたい！ わらべう

たと伝承遊び｣ 

児童クラブ指導

員 11人 

児童館非常勤 

4人 

15人 

R2年 12月 22日(火) 

海老名市文化会館 

神奈川県健康増進課 

「令和 2 年度 食物アレルギー緊急時対

応研修会」 

児童クラブ 

指導員 
16人 

R3年 1月 21日(木) 

小田原合同庁舎 

神奈川県立青少年センター 

子ども施設指導員セミナー 

第 5回 

「今こそ子どもに伝えたい！ わらべう

たと伝承遊び｣ 

児童クラブ指導

員 10人 

児童館非常勤 

2人 

12人 

R3年 2月 12日(金) 

伊勢原市中央公民館 

神奈川県立青少年センター 

子ども施設指導員セミナー 

第 6回 

「場づくりに生かす！ インプロワーク

ショップ｣ 

児童クラブ指導

員 6人 

児童館非常勤 

2人 

8人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ④ スポーツ事業課 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 10月 8日(木) 

小山商工会議所 

一般財団法人日本防火・防災協会 

甲種防火管理再講習 
事業課職員 1人 

R2年 10月 30日(金) 

相模女子大学グリーンホー

ル 

神奈川県公安委員会・公益財団法人 

神奈川県暴力追放推進センター 

不当要求防止責任者講習会 

事業課職員 2人 

R2年 11月 11日(水) 

かわさき保育会館 

公益財団法人川崎市消防防災指導公社 

一般財団法人日本防火・防災協会 

甲種防火管理再講習 

事業課職員 2人 

R2年 12月 2日(水) 

東京ビッグサイト青梅展示

棟 

日本最大のスポーツ・フィットネス・健

康産業総合展 SPORTEC×HEALTH＆

FITNESS 

事業課職員 3人 

R3年 1月 14日(木) 

横浜市開港記念会館 

神奈川県公安委員会・公益財団法人 

神奈川県暴力追放推進センター 

不当要求防止責任者講習会 

事業課職員 1人 

R3年 2月 13日(土)、14日

(日) 

かわさき保育会館 

公益財団法人川崎市消防防災指導公社 

一般財団法人日本防火・防災協会 

甲種防火管理新規講習 

事業課職員 1人 

R3年 3月 11日(木) 

秩父宮記念体育館 

公益財団法人神奈川県労働福祉協会 

知って役立つ！若者のための労働法基礎

講座（webセミナー） 

事業課職員 2人 

R3年 3月 24日(水)、25日

(木) 

ユニコムプラザさがみはら 

公益財団法人川崎市消防防災指導公社 

一般財団法人日本防火・防災協会 

甲種防火管理新規講習 

事業課職員 1人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ⑤ 芸術文化事業課 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R3年 2月 5日(金) 

オンライン開催 

神奈川県障がい者芸術文化活動支援セン

ター 

「障がい福祉と文化芸術の関わりを考え

る勉強会」 

第 3回『障がいのある子どもたちの学び

を広げるために』 

芸術文化事業課

職員 
1人 

R3 年 2 月 15 日(月)～2 月

28日(日) 

オンライン開催 

文化庁・(公社)全国公立文化施設協会 

全国劇場・音楽堂等アートマネジメント

研修会 2021 

【特別企画】 

小曽根真氏に聞く「コロナ禍のなかで取

り組んだこと、考えたこと」 

【事業企画】 

劇場・音楽堂からのオンライン配信の試

みと今後の可能性 

【事業企画】 

舞台芸術のデジタルアーカイブ化の意義

と著作権上の課題 

【文化政策】 

文化ホールの現場から問い直す自治体文

化政策－財団、指定管理者の視点から－ 

【管理･運営】 

公立文化施設で必要とされる契約 

【管理･運営】 

新型コロナウイルス感染拡大長期化に於

ける文化施設の今後 

芸術文化事業課

職員 
8人 

 

 

  (4) 資格取得 

受講日・場所 主催・研修名 対象職員 受講者数 

R2年 9月 10日(木)、 

15日(火)、17日(木)、 

25日(金) 

平塚市勤労会館 

神奈川県子どもみらい部次世代育成課 

「放課後児童支援員認定資格研修」 

児童クラブ 

指導員 
12人 

R2年 10月 30日(金) 

藤沢市民会館 

公益財団法人神奈川県食品衛生協会 

「食品衛生責任者養成講習会」 

児童クラブ 

指導員 
3人 

R2年 11月 29日(日)、12月

6日(日)、13日(日)、20日

(日) 

小田原市役所 

神奈川県子どもみらい部次世代育成課 

「放課後児童支援員認定資格研修」 

児童クラブ 

指導員 
9人 

R3年 2月 9日(火) 

平塚テストセンター 

日本商工会議所 

日商簿記 3級 
総務担当職員 1人 

R3年 2月 18日(木) 

藤沢市民会館 

公益財団法人神奈川県食品衛生協会 

「食品衛生責任者養成講習会」 

児童クラブ 

指導員 
2人 



【財務運営】 

1 業務の効率化による財務基盤の確立 

区  分 内    容 

事業の再評価と見直し 

【成果】 
 公益財団法人という社会的役割を果たすには、現状の限られたマン
パワーと財源を正しく認識し、将来に向けて本財団の健全経営を進め
ていく必要があり、各部門で行う事業やサービスも量から質への転換
など、少ない費用で大きな効果を目指していくことが求められてい
る。このため、職員の人件費を含めた「費用対効果」や「利用者満足
度」等の視点から事業の再評価を行い、実施内容の見直しや業務の効
率化へつなげることを目的として行った。 
 【令和 2年度の事業評価取組実績】 
 青少年事業部門    主要事業 9事業 
 スポーツ事業部門   主要事業 17事業 
 芸術文化事業部門   主要事業 22事業 
 
 【共通的な評価のポイント】 
①参加者  集客目標数に対する参加実績の割合評価 
②事業収支 職員の人件費も含めた収入 支出の割合評価 
③満足度  実施アンケートによる満足度評価の割合 
④その他  藤沢市の重点施策 みらいふじさわスポーツ元気プラ 
      ンや文化芸術振興計画、財団経営計画等の実現、財団の 
      CI効果、関係団体等との連携、職員の満足度、モチベー 
      ションなどのポイントから加点をする。 
 4つの項目から、総合評価を算出し、この評価結果（得点の高低） 
を参考に、継続すべき事業、スクラップすべき事業、検討を要する事 
業など、客観的な判断の根拠とする。 
 
 今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、計画 
した事業がほとんど実施できなかったため、評価結果を検証すること 
ができなかった。次年度以降も、継続的に実施する。 

ＩＴシステムの導入による 
事務の効率化 

【成果】 

 令和元年度に導入した労務情報を一元管理するコンピュータシス

テム等を活用し、継続的な費用節減に努めるとともに、国が提唱する

「働き方改革」の推進のため、時間外労働の縮減や年次有給休暇の積

極的取得など、管理職を含む全職員の労働時間管理を行い、管理部門

の業務全般的な効率化を図った。 

 また、開催する教室・講座申込受付を行う「事業運営システム」の

導入の検討を開始し、令和 3年度の導入を目標に将来のさらなる業務

の効率化に向けた取り組みを行った。 

 デジタル技術の積極的導入・活用による業務の効率化を推進する中

で、事務決裁の方法について、文書様式によるものの他、今後導入を

予定している電子システムを使用した方法について検証を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【その他目的を達成するために必要な事業（定款第4条第1項第4号）】 

1 関係団体等交流事業 

 (1) 財団関係団体等の交流事業 

事  業  名 内    容 

新春のつどい 

 本財団事業に係わる関係者や関係団体等が一堂に会し、新年を祝う

とともに、本財団の活動報告や各団体の指導者間の情報交換、親睦を

図ることを目的に計画をしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で

開催を中止した。 
 *対象  青少年・スポーツ・芸術文化の関係者や関係団体 
 *期日  2021年 1月 14日（木） 
 *場所  藤沢市民会館第 1展示集会ホール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 みらい創造財団１０周年記念“みらい応援”プロジェクト 

 (1) 財団設立１０周年記念事業 

事  業  名 内    容 

みらい応援プログラム 

 財団設立 10周年を迎え、これまで築き上げてきた実績・成果を活
用し、これから先の 10年、その先の未来に向けた事業展開を図るた
め、次の 2 つのプログラムを計画したが、新型コロナウイルス感染
症の影響で実施を中止した。 

事 業 名 内 容 

記念プログラム 

 財団設立 10 周年を記念して、5
月に開催を予定した「みらい子ども
フェスタ」において、著名人を招き、
多くの市民に集まっていただき、財
団施設に親しんでいただけるよう
計画をしたが、新型コロナウイルス
感染症の影響で中止した。 

プロモーション動画の 
作成 

 記念プログラムに代えて、財団設
立 10 周年を契機として、専門性を
持った 4 つの事業課の魅力やこれ
まで築いてきた事業実績、財産を余
すことなく活用したプロモーショ
ン動画の作成に向け、若手職員が中
心となり企画検討を行った。 

未来プログラム 

◇みらいに TRY2020 
 藤沢の子どもたちが、財団で実施
している青少年・スポーツ・芸術の
体験活動等の様々なイベントに、よ
り多く参加してもらうことによっ
て、子どもたちが持っている自分の
未来の可能性を発見し、夢と希望を
もって生きることを応援するよう
計画したが、新型コロナウイルス感
染症の影響で事業の開催が中止、若
しくは縮小されたため、企画を中止
した。 
 対象 市内在住・在学の小学生 
 時期 2020年5月～2020年12月 
 内容 各課で実施している対象 
    事業に参加し、参加ごとに 
    押されるスタンプを集め 
    て応募していただいた方 
    に抽選で記念品等の景品 
    を贈呈する。 

◇みらい応援プログラム 
 全ての子どもたちに、財団の事業
をより多く体験できる機会を提供
することを目的に、学校の就学援助
受給世帯について、対象事業を設
け、参加費を減額した。 
 新型コロナウイルス感染症の影
響により、対象事業を縮小し実施し
た。 
※スポーツ事業課のスポーツ教室
で実施した。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

青少年事業   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 事 業 総 括 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、４月から６月中旬まで青少年施設の

利用を休止することとなりました。再開にあたっては、各施設に類似する国等の感染拡大予防ガイド

ラインを基に、本青少年施設に合ったガイドラインを作成し、施設及び職員の感染予防の対策を講じ

るとともに、青少年等が施設を利用する際の条件を設けるなど、藤沢市と調整しながら再開の準備を

進めてまいりました。特に、地域子どもの家は、利用時間や利用可能対象者の設定、利用の仕方など

について、運営委員長を始めボランティアの方々と協議を行い、再開後は継続して運営を行うことが

できた１年でもありました。 

 青少年事業は、不特定多数の参加、多数で食事を作り飲食をともにする、宿泊をする等の事業は中

止としましたが、施設事業では７月から、全市的事業は９月から、参加者用の健康チェックカードの

作成、募集人数の縮小や開催時間の短縮を講じ、３つの密にならないように実施を再開しました。財

団設立１０周年記念イベントを予定していた、みらい子どもフェスタ in少年の森は中止となりました

が、開園４０周年になる少年の森での記念イベントは、新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮

し、代替案を企画、規模を縮小して実施するなど、全ての事業が中止とならないよう努めました。 

 これまで事業を実施する際には、「青少年ボランティアステーション」に登録している青少年ボラ

ンティアが参加し、様々な活動体験を通してボランティア育成・交流を図ってきましたが、事業の中

止等により提供できる機会が少なくなりました。令和３年度は少しでも多く活動の場を提供できるよ

うに事業内容を含め調整を進めてまいります。 

 コロナ禍において、社会や子どもの生活環境が制限され、依然として先行きが不透明な状況が続い

ていますが、財団の役割や青少年健全育成の在り方について、青少年育成委員会で意見交換を行い、

また青少年団体、育成団体が一堂に会する団体交流事業では、団体の活動状況の情報交換や意見交換

を行うことにより、成長過程にある青少年においては、集団活動や体験活動など、対面で行うリアル

な活動体験が必要であることを再認識し、全てを中止とするのではなく、感染状況を考慮し、また感

染対策に努めながら対面事業を実施しました。 

 本財団が策定した「経営計画２０２０」及び、指定管理提案時に作成した取組計画は、新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況により、実施を中止した計画もありましたが、青少年会館の利用促進を図

るため、Twitter「ふじさわみらいユース」の他に、LINE「ふじさわみらいユース」を新たに開設し、

イベントのお知らせ等の情報を発信しました。今後もタイムリーな情報発信をし、施設の周知と事業

参加の拡大を図ってまいります。 

 少年の森では、園内の樹木について、ナラ枯れの発生により大きく被害にあっていることが判明し、

対応に追われることになりました。ＮＰＯ法人との協働により森のデザインに基づくゾーニングを計

画しておりますが、今回判明したナラ枯れを含んだ修正を行うこととなりました。 

 前年度に青少年育成委員会から意見、助言をいただいた、中高生リーダースクールでの彼らの活躍

の場を広げること、青少年国際化推進事業では、外部関連団体との連携や外国の方の参加者を増やす

方法の検討等については、リーダースクールの実施を縮小したため今回は活動を広げることができま

せんでしたが、国際化推進事業では、ボランティアで国際関係に関わっている方とのつながりを持ち、

ネットワークを広げることができました。 

 今後も新型コロナウイルス感染症の状況を注視し、必要に応じて施設対応を行いつつも、青少年団

体、ボランティアの方々との連携・協力により、地域が持つ力を活かし、子どもたちにとって安全・

安心な居場所として、また子どもたちの「社会性」「協調性」、自己肯定感を持った活力ある「生き

る力」を育む施設として役割を果たしてまいります。 



Ⅱ 事業の実施状況 

【青少年の健全な育成を目的とする事業(定款第4条第1項第1号)】 

１ 青少年健全育成活動の展開と基盤・環境づくりの推進 

 (1) 青少年の多文化理解・共生への支援 

事 業 名 内    容 

青少年国際化

推進事業 

【成果】 

 国際交流事業「国際交流サロン」及び多文化理解事業「世界を知ろう」は、新

型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。 

 中止に伴い、青少年で構成する実行委員会にてコロナ禍で実施できる代替事業

を検討し、「そうだ！鎌倉に行こう！」と「親子で国際交流」を企画したが、「親

子で国際交流」については、感染拡大を鑑み中止とした。 

代替事業 

＊委託先 青少年国際化推進事業実行委員会 

事業名・場所 内 容 参加者数 

国際交流サロン 

年 9回 

藤沢青少年会館他 

毎回テーマを設定し、日本人青少年と

外国籍市民が自由に参加し、楽しく会

話をしながら交流できる場を提供。 

新型コロナ

ウイルス感

染症の影響

により開催

中止 

世界を知ろう 

年 1回 

藤沢青少年会館 

様々な国の文化や生活への理解を深め

てもらう講座を開催。 

新型コロナ

ウイルス感

染症の影響

により開催

中止 

事業名・実施日・場所 内 容 参加者数 

そうだ！鎌倉へ行こ

う！ 

R2年 12月 20日(日) 

北鎌倉周辺 

外国籍市民も興味のある鎌倉の寺院を

巡り、ハイキングしながら交流を図る。 

18人 

(外国人9人) 

親子で国際交流 

R3年 3月 7日(日) 

湘南台公民館 

親子で一緒にレクリエーションを行

い、参加者同士の交流を図る。その後、

用意された材料から、それぞれ衣装を

作成し、子どもたちによるファッショ

ンショーを行う。 

新型コロナ

ウイルス感

染症の影響

により開催

中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2) 青少年の自立と社会参加を支援する体験活動の推進 

事 業 名 内    容 

小学生リーダ

ースクール 

【成果】 

 小学生が仲間とともに協働することを通じて、協調性や自主性、社会性などリ

ーダーとして必要な要素を学ぶことを目的に活動を行った。昨年は定員 48 人だ

が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため定員を 15人として実施した。 

 活動開始時期も昨年よりも遅くなり、秋祭への出店や宿泊研修はできなかった

ものの、グループワークや野外活動を行う中で、協調性や自主性が育まれた。特

に、中学生リーダースクールと合同開催したドミノ倒し大会では、仕掛けを考え

るところから始め、失敗しても忍耐強くお互いを励まし合いチャレンジしたこと

により、全員で大きな達成感を得ることができた。 

 なお、参加者の指導、見守りについては、藤沢市青少年活動リーダーバンクか

らボランティアスタッフを派遣してもらうことで、市民ボランティアとの協働に

よる事業運営を行うことができた。 

＊協力 藤沢市青少年活動リーダーバンク 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により 1、2月の活動は中止 

実施日・場所 内 容 参加者数 参加費 

R2年 9月 6日(日)～ 

R3年 3月 14日(日) 

藤沢青少年会館他 

オリエンテーション 

ウォークラリー 

小中合同企画 

自然体験活動 等 

小学校 

6年生 

15人 

3,000円 

小学生・育成指

導者研修 

【成果】 

 地域における青少年の育成活動を推進するために、小学生を対象とした研修会

や青少年団体の育成者・指導者を対象とした研修会を実施し、各地域で中心的に

活動できる人材の育成を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響

により事業内容の変更や中止となった。 

＊委託先 藤沢市子ども会連絡協議会 

区
分 

実施日・場所 内 容 参加者数 

小
学
生
研
修 

R2年12月 

新型コロナウイルス感染症

の影響により展示会が中止

となったため、市子連 65周

年記念号にて作品紹介 

幼児～小学 6年生 

17人 

育
成
指
導
者
研
修 

R2年6月6日(土) 

藤沢商工会館 

ミナパーク 

全員協議会・育成者研修 

講師：朝山 あつ子 

「子ども会から始める 

主婦のやる気の見つけ方」 

新型コロナウイル

ス感染症の影響に

より開催中止 

R2年12月 

レポートを提出していただ

き「市子連 65周年記念号」

に各子ども会の活動を紹介 

24単位子ども会 

R3年3月6日(土) 

7日(日) 

藤沢商工会館 

ミナパーク 

育成者研修 

「バルーンアートで遊ぼう」 

新型コロナウイル

ス感染症の影響に

より開催中止 



事 業 名 内    容 

中学生・高校生

リーダースク

ール 

【成果】 

(中学生) 

 参加者については、活動場所の人数制限等から、定員を 25人から 22人に減ら

して実施した。また、活動時期についても、計画よりも 3 か月遅らせ、9 月から

の開催とした。活動内容については、宿泊事業やお祭りへの出店等、例年の様な

活動ができなかったが、小学生リーダースクールと合同のドミノ大会を企画し、

イベント運営にも携わる等、活動を通じて自主性や責任感を学ぶ場を提供するこ

とができた。 

(高校生) 

 参加者については、活動場所の人数制限等から、定員を 25人から 20人に減ら

し、応募者数は 26人あったが抽選を行い 20人で実施した。活動時期については、

6月からの予定を 9月からに変更し 8回の予定で開催したが 1月の緊急事態宣言

の影響により今年度は 6回のみの開催となった。活動内容については、デイキャ

ンプ・少年の森での整備ボランティアを中心に活動を行い、責任感・自主性を育

むことができた。 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により 1、2月の活動は中止 

実施日・場所 内 容 参加者数 参加費 

中学生 

R2年 6月 14日(日)～ 

R3年 3月 21日(日) 

藤沢青少年会館他 

 

高校生 

R2年 9月 20日(日)～ 

R3年 3月 14日(日) 

藤沢青少年会館他 

オリエンテーション(中・高) 

小中合同ドミノ大会(中) 

教えて！ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸのち

から(中) 

少年の森でのデイキャンプ（高） 
少年の森での整備ボランティア(高) 

中学生 

22人 

高校生 

20人 

中学生 

2,500円 

高校生 

2,500円 

海とあそぼう 【成果】 

 自然体験活動として、江の島湘南港周辺を会場に、青少年団体と海上保安庁湘

南海上保安署の協力のもと、カッターボートやシーカヤックの漕艇体験、島内の

散策、海の安全教室を企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中

止となった。 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

実施日・場所 内 容 参加者数 参加費 

R2年 6月 27日(土) 

江の島湘南港周辺 

シーカヤック漕艇体験 

江の島散策 

新型コロナウイル

ス感染症の影響に

より開催中止 

1,500円 



事 業 名 内    容 

藤沢文化体験

事業 

～遊行寺に泊

まろう～ 

【成果】 

 藤沢宿の歴史を学ぶとともにお寺での活動を通じて規律や社会性を学ぶため、

清浄光寺（遊行寺）での宿泊体験事業を企画したが、新型コロナウイルス感染症の

影響により開催中止となった。 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

実施日・場所 内 容 参加者数 参加費 

R2年 8月 6日(木)～ 

7日(金) 1泊 2日 

藤嶺学園藤沢中学校 

及び遊行寺等 

ふじさわの歴史を学ぶ 

茶道体験 

朝のおつとめ 

写経体験  

新型コロナウイル

ス感染症の影響に

より開催中止 

3,000円 

自然体験活動

～わくわく大

自然～ 

【成果】 

 ハイキングやキャンプファイヤー、星空観察等の自然体験の機会を提供するた

め、栃木県塩谷郡において、小学 3年、4年生を対象に 1泊 2日の宿泊事業を企

画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となった。 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

実施日・場所 内 容 参加者数 参加費 

①案 

本番 R2年 8月 26日(水)～

27日(木)1泊 2日 

事前研修 8月 19日(水) 

事後研修 9月 12日(土) 

②案 

本番 R2年 9月 21日(月祝)

～22日(火祝)1泊 2日 

事前研修 9月 12日(土) 

事後研修 10月 10日(土) 
 

星ふる学校「くまの木」 

栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ

木 802 

事前・事後研修は、藤沢青

少年会館 

仲間づくり 

レクリエーション 

様々な自然体験活動 

・ハイキング 

・キャンプファイヤー 

・星空観察など 

新型コロナ

ウイルス感

染症の影響

により開催

中止 

8,500円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

子ども・若者 

自立支援事業 

【成果】 

 藤沢青少年会館フリースペースにコーディネーターを配置し、フリースペース

に遊びに来る子どもたち同士の交流を促進するとともに、藤沢市が開設したニー

トやひきこもり等、困難を抱える若者の支援窓口である「ユースワークふじさわ」

と連携し、コーディネーターを配置している日に、自立を目指す若者をフリース

ペースサポーター(ボランティア)として受け入れた。新型コロナウイルス感染症

の影響により、活動内容が限られてしまったが、辻堂青少年会館と少年の森にお

いても受け入れを行い、若者の自立を支援した。 

【フリースペースコーディネーター】 

  (藤沢青少年会館) 月 12回    年間 120日 

  (辻堂青少年会館) 基本週 2回  年間 69回 

【フリースペースサポーター】(ユースワークからのボランティア) 

  (藤沢青少年会館) 

    実施日等：午後 2時 30分から午後 5時まで 年間 36日 

  (辻堂青少年会館) 

    実施日等：午後 3時から午後 5時まで    年間 12日 

  (少年の森) 

    実施日等：半日程度            年間 27日 

 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により 4、5月は中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3) 青少年の健やかな成長を支えるための環境整備 

事 業 名 内    容 

青少年活動指

導者養成講座

(NEALリーダー 

講習会) 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により通年でのリーダースクールを中止と

し、短期開催ができる NEAL リーダー講習会に変更したが、新型コロナウイルス

感染症の影響により中止となった。 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

実施日・場所 内 容 参加者数 参加費 

R3年 2月 6日(土)、 

7日(日)、13日(土) 

全 3回 

藤沢青少年会館 

自然体験活動と指導者 

ｱｲｽﾌﾞﾚｰｶｰとその効果 

地球の歴史 

自然活動のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの構成 

子どもを守る救急法 

安全管理の基礎知識 

対象者理解の必要性と配

慮 

自然体験活動の意義 

新型コロナウ

イルス感染症

の影響により

開催中止 

4,000円 

みらい子ども

フェスタ 

(青少年) 

【成果】 

 どろんこまつりは、少年の森の学習水田で泥の中に埋まっている宝探しや自然

素材のクラフトづくり等を行うイベントを企画していた。 

まんがまつりは、辻堂青少年会館にて子ども実行委員会を組織し、実行委員の

子どもたちがお祭りの運営に関わり、16ｍｍアニメ上映会・クルクルまんがの工作

等を行うイベントを企画していた。 

みらい子どもフェスタ in 少年の森は、青少年団体及び青少年育成団体の代表

からなる実行委員会を組織し、各団体が企画した事業ならびに協力団体による模

擬店を出店する予定であった。また、令和 2年度は既存の事業内容に加え、財団

設立 10周年を祝して、記念事業を企画していた。 

3事業ともに新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となった。 
 

事業名・実施日・場所 内 容 参加者数 

どろんこまつり 

R2年 4月 25日(土)、 

26日(日) 

少年の森 

泥の田んぼの中で宝探しや、自然

素材のクラフト作り等、普段でき

ないあそびを行う。 

新型コロナウイル

ス感染症の影響に

より開催中止 

まんがまつり 

R2年 5月 2日(土) 

辻堂青少年会館とその

周辺 

子ども実行委員が企画から運

営・片付けまでを担い、16ｍｍア

ニメ上映会・クルクルまんがの工

作などを行う。 

新型コロナウイル

ス感染症の影響に

より開催中止 

みらい子どもフェスタ 

in 少年の森 

R2年 5月 5日(火祝) 

少年の森 

青少年団体・青少年育成団体企画

の事業、参加団体共同による事

業、協力団体による模擬店 

＊委託先  

みらい子どもフェスタ in少

年の森実行委員会 

新型コロナウイル

ス感染症の影響に

より開催中止 



事 業 名 内    容 

青少年団体・青

少年育成団体

交流事業 

【成果】 

 12 月 17 日(木)に青少年団体及び青少年育成団体による情報交換会を実施し

た。新型コロナウイルス感染症が拡大し、学校の休校、地域における青少年健全

育成事業、イベントの中止など、藤沢市の青少年を取り巻く環境が大きく変化し

た状況下において、市内青少年団体、青少年育成団体も活動自粛やコロナ対策が

求められた。コロナ禍でどのようにして活動を継続してきたか、どのような点に

注意を払ってきたのかなどを、各団体の指導者が一堂に会し、情報交換すること

で、今後の各団体の活動の参考とすることができた。 

 
青少年ボラン
ティアステー
ション 

【成果】 

 市内在住、在学、在勤の 15歳（高校生）から概ね 30歳以下の青少年にボラン

ティア機会を提供するため、青少年ボランティア登録制度として、広く登録を周

知した。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の中止や部屋の

人数制限等があり、登録したボランティアに対し、受け入れ事業の提供が計画通

りにはできなかった。 
 

 令和 2年度登録者数  50人 

 主な受け入れ事業 

  あそびスタジオ、国際化推進事業、若者運営委員会 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4) 青少年施設の活用 

事 業 名 内    容 

青少年施設にお

ける体験事業 

(青少年会館) 

【成果】 

 本財団が指定管理者として管理運営する青少年施設において、それぞれの施設

の設置目的や地域の特性に沿った社会参加活動事業、自然体験活動事業及び子育

て支援事業等を実施した。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった

事業も多いが、子どもたちには、体験活動が必要不可欠であると考え、定員や実

施方法の再検討を行い積極的に実施した。ただし、地域子どもの家においては、

各運営委員会で事業を実施しているため、安全面からほとんどの事業を中止し

た。 

① 青少年会館 

【藤沢青少年会館】 

【辻堂青少年会館】 

 

② 少年の森 

 

③ 児童館 

【大鋸児童館】 

【辻堂児童館】 

【鵠洋児童館】 
 

事業名 延べ参加者数 

あそびスタジオ 他  

全 15事業（うち 4事業中止） 
2,409人 

事業名 延べ参加者数 

冒険チャレンジクラブ 他  

全 15事業（うち 4事業中止） 
4,068人 

事業名 延べ参加者数 

親子キャンプ塾 他  

全 18事業（うち 5事業中止） 
1,174人 

事業名 延べ参加者数 

ぎりっこ歓迎会 他  

全 18事業（うち 12事業中止） 
219人 

事業名 延べ参加者数 

新学期おめでとう会 他  

全 22事業（うち 16事業中止） 
352人 

事業名 延べ参加者数 

入学進級おめでとう会 他  

全 25事業（うち 15事業中止） 
353人 



事 業 名 内    容 

青少年施設にお

ける体験事業 

(児童館) 

【辻堂砂山児童館】 

【石川児童館】 

 

④ 地域子どもの家 

【湘南台子どもの家】 

【片瀬子どもの家】 

【羽鳥子どもの家】 

【中里子どもの家】 

【藤沢子どもの家】 

【鵠沼子どもの家】 
 

事業名 延べ参加者数 

新学期おめでとう会 他  

全 16事業（うち 3事業中止） 
932人 

事業名 延べ参加者数 

進級・入学おめでとう会 他  

全 17事業（うち 8事業中止） 
237人 

事業名 延べ参加者数 

丸太小屋まつり 他  

全 4事業（うち 4事業中止） 
－ 

事業名 延べ参加者数 

片瀬こどもらんどまつり 他  

全 10事業（うち 6事業中止） 
90人 

事業名 延べ参加者数 

はとりんぼ大会 他  

全 6事業（うち 3事業中止） 
210人 

事業名 延べ参加者数 

ギネス大会 他  

全 10事業（うち 6事業中止） 
311人 

事業名 延べ参加者数 

Fプレイスまつり 他  

全 5事業（うち 2事業中止） 
41人 

事業名 延べ参加者数 

鵠っ子まつり 他  

全 6事業（うち 3事業中止） 
220人 



事 業 名 内    容 

青少年施設にお

ける体験事業 

(地域子どもの

家) 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大越子どもの家】 

【大庭子どもの家】 

【六会子どもの家】 

【長後子どもの家】 

【鵠南子どもの家】 

【八松子どもの家】 

【本町子どもの家】 

【秋葉台子どもの家】 

【高谷子どもの家】 
 

事業名 延べ参加者数 

ギネスチャレンジ大会 他  

全 7事業（うち 7事業中止） 

－ 

※季節ごとの飾り付けのみ実施 

事業名 延べ参加者数 

子どもの家まつり 他  

全 8事業（うち 7事業中止） 
111人 

事業名 延べ参加者数 

子どもの家まつり 他  

全 7事業（うち 7事業中止） 
－ 

事業名 延べ参加者数 

わんぱく城まつり 他  

全 7事業（うち 6事業中止） 
300人 

事業名 延べ参加者数 

ひょっこり鵠南島まつり 他  

全 4事業（うち 4事業中止） 
－ 

事業名 延べ参加者数 

クリスマス会 他  

全 4事業（うち 4事業中止） 
－ 

事業名 延べ参加者数 

本町子どもの家まつり 他  

全 9事業（うち 5事業中止） 
230人 

事業名 延べ参加者数 

ちびパラまつり 他  

全 7事業（うち 4事業中止） 
230人 

事業名 延べ参加者数 

ゆうゆうランドまつり 他  

全 6事業（うち 6事業中止） 

－ 

※季節ごとの飾り付けのみ実施 



事 業 名 内    容 

青少年施設にお

ける体験事業 

(地域子どもの

家) 

【俣野子どもの家】 

【村岡子どもの家】 

 

 

事業名 延べ参加者数 

ギネス大会 他  

全 7事業（うち 4事業中止） 
160人 

事業名 延べ参加者数 

のびランまつり 他  

全 9事業（うち 5事業中止） 
352人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 青少年施設の管理運営 

 (1) 指定管理施設(青少年施設)管理運営 

事 業 名 内    容 

藤沢市青少年

会館管理運営 

(指定管理者) 

【成果】 

 青少年健全育成の市内での中心的な施設として、体験活動を始めとする多種多

様な事業を展開し、体験の機会を提供した。また、緊急事態宣言が発出された期

間についてもフリースペースのみ開放を行うなど、子どもたちの居場所としての

機能を果たすことができた。また、利用が少ない高校生や大学生、勤労青少年で

若者運営委員会を組織し、同年代の青少年が利用したいと思う施設を考え、藤沢

青少年会館のエントランスのリフォームを自分達の手で実施した。 

① 令和 2年度の主な取組内容 

取組 取組内容 

子どもたちへの学習支
援 

夏休みの長期休業期間に加え、9月以降は 17時
以降のフリースペースを自習室として開放し、
青少年に勉強できる場の提供を行った。 

困難を有する若者の自
立支援事業 

困難を有する若者の支援機関「ユースワークふ
じさわ」と連携し、コロナ禍でも藤沢青少年会
館のフリースペース、辻堂青少年会館の居場所
事業で受け入れを継続し、事業を実施した。 

ボランティアステーシ
ョン 

多くの青少年に登録してもらうことができた
が、新型コロナウイルス感染症の影響により、
中止となる事業が相次ぎ、活動の場を多く提供
することができなかった。 

サークル登録の一元化 

藤沢青少年会館と辻堂青少年会館を利用するサ
ークル団体登録の一元化について、検討を行っ
た結果、双方の施設を利用する団体がないこと
から実施を見送りとした。 

居場所事業の検討 

高校生から 30 歳以下の青少年で組織する若者
運営委員会で、居場所事業を充実させるための
施設づくりを目指し、話し合い及び施設のリニ
ューアルを実施した。 

② 利用者総数 

■ 藤沢青少年会館   14,201人(令和元年度 36,540人) 

区 分 人 数 区 分 人 数 区 分 人 数 

個
人
・
団
体
別 

個 人 1,848人 
居
住
別 

市 内 12,441人 

階
層
別 

大学生 198人 

市 外 1,760人 勤労青少年 435人 

団 体 12,353人 
階
層
別 

小学生 2,679人 指導者 1,605人 

中学生 1,193人 その他
(一般含む) 7,366人 

高校生 725人 

 

■ 辻堂青少年会館    7,715人(令和元年度 28,311人) 

区 分 人 数 区 分 人 数 区 分 人 数 

個
人
・
団
体
別 

個 人 2,749人 
居
住
別 

市 内 7,089人 

階
層
別 

大学生 148人 

市 外 626人 勤労青少年 161人 

団 体 4,966人 
階
層
別 

小学生 2,116人 指導者 518人 

中学生 1,577人 その他 
(一般含む) 2,699人 

高校生 496人 
 



事 業 名 内    容 

藤沢市少年の

森管理運営 

(指定管理者) 

【成果】 

 「森のデザイン」の年度計画では、少年の森の整備を年間 6回実施する予定だ

ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により年間 2回の実施になってしまっ

た。また、「ナラ枯れ」被害により当初のゾーニング案の変更をしなければなら

ない状況にあるため、改めて森のデザインについて、藤沢市、藤沢グリーンスタ

ッフ、園内整備の委託業者、少年の森と協議の上進めていきたい。令和 2年度も

「ユースワークふじさわ」から困難を有する若者をボランティアとして受け入

れ、就労に向けたステップの場を提供した。 

 

① 令和 2年度の主な取組内容 

取組 取組内容 

森のデザイン 
年間 6 回の整備を予定していたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、2回の実施となっ
た。 

プレーパーク事業の推進
および発展 

毎週水曜日の「森っこパーク」、年間 9 回程度
日曜日に行っている「森っこプレパ」と地域団
体「もりとかぜ」によるプレーパーク事業を合
わせて多くのプレーパーク場を提供した。 

40周年記念イベント 

開園40周年記念イベントを実施する予定であっ
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により
規模を縮小し「森をきれいにしよう大作戦 with
森ごはん」を実施した。事業規模は小さくなっ
てしまったがコロナ禍にもかかわらず、参加者
には楽しんでいただけた。 

若者の自立支援事業 

困難を有する若者の支援機関「ユースワークふ
じさわ」と連携し、困難を有する若者をボラン
ティアとして受け入れ、彼らが就労に向けた
様々な力を身につけられる機会を提供した。 

 

② 利用者総数   52,157人(令和元年度 48,946人) 

ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ キャンプ 一般利用 多目的広場 宿泊研修施設 主催事業 

1,056人 205人 33,099人 16,295人 399人 1,103人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

藤沢市立児童

館管理運営 

(指定管理者) 

【成果】 

 児童館では、各地域の子どもたちの遊びの場や子育て支援の活動拠点など、児

童福祉法に基づく児童厚生施設としての役割に基づく事業展開を行った。 

 また、新たな取り組みとして「学習支援事業」等を導入した。利用者総数につ

いては新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に 4月以降の休館や利用時間、

人数制限などをしたことにより大幅に減少した。 

① 令和2年度の主な取組内容 

取組 取組内容 

「地域のニーズを存分
に取り組む」事業展開
と施設運営 

「地域アンケート調査」については、年度内に 2
回実施しニーズを把握することで次年度の事業計
画作成に生かすことができた。 

何度も足を運びたくな
る事業の実施 

地域の自治会・町内会、学校やＰＴＡ等の方々で
で構成される運営委員会において、地域のニーズ
を取り入れた事業を検討し実施した。 

学習支援事業 
通年をとおして、児童館内ホール・図書コーナー
を学習用に開放して多くの子どもたちに利用して
いただいた。 

施設内での飲食の実施 
小学校の夏休みに試行予定だったが新型コロナウ
イルス感染症の影響により中止した。 

東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会
の機運を盛り上げる取
組 

各児童館で実施を予定していたが新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止した。 

 

 

② 利用者総数        69,179人(令和元年度 156,876人) 

■ 大鋸児童館        14,895人(令和元年度 32,377人) 

幼児 
小学生 

中高生 おとな 
小計 

合計 
1･2年 3･4年 5･6年 一般 児童クラブ 

223  

人 

8,600

人 

4,252

人 

1,572

人 

53 

人 

195  

人 

1,083

人 

13,812 

人 

14,895 

人 

 

■ 辻堂児童館        17,180人(令和元年度 33,566人) 

幼児 
小学生 

中高生 おとな 
小計 

合計 
1･2年 3･4年 5･6年 一般 児童クラブ 

390  

人 

11,556

人 

3,991

人 

758  

人 

41 

人 

444  

人 

2,157

人 

15,023 

人 

17,180

人 
 



事 業 名 内    容 

藤沢市立児童

館管理運営 

(指定管理者) 

■ 鵠洋児童館        10,426人(令和元年度 27,297人)   

幼児 
小学生 

中高生 おとな 
小計 

合計 
1･2年 3･4年 5･6年 一般 児童クラブ 

437 

人 

5,238

人 

3,711

人 

505 

人 

103 

人 

432 

人 

2,094

人 

8,332 

人 

10,426 

人 

 

■ 辻堂砂山児童館      15,403人(令和元年度 35,371人) 

幼児 
小学生 

中高生 おとな 
小計 

合計 
1･2年 3･4年 5･6年 一般 児童クラブ 

824 

人 

9,714

人 

3,068

人 

351 

人 

84 

人 

1,362

人 

3,646

人 

11,757

人 

15,403 

人 

 

■ 石川児童館        11,275人(令和元年度 28,265人) 

幼児 
小学生 

中学生 おとな 
小計 

合計 
1･2年 3･4年 5･6年 一般 児童クラブ 

417 

人 

7,365

人 

2,088

人 

757 

人 

49  

人 

599 

人 

2,255

人 

9,020 

人 

11,275

人 
 



事 業 名 内    容 

藤沢市地域子

どもの家管理

運営 

(指定管理者) 

【成果】 

 地域子どもの家は、「地域市民との協働による管理運営」、「地域の子どもは

地域で見守り育てる」を基本理念のもと、地域のボランティアである運営委員会

や見守る人と連携・協力し、子どもたちの安全・安心な遊びの拠点、居場所を提

供した。利用者総数については新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に 6月

28 日まで閉所し、6 月 29 日からは利用時間・人数に制限を設けての開所とした

ことで大幅に減少した。 

① 令和 2年度の主な取組内容 

取組 取組内容 

施設内での飲食の検討 
新型コロナウイルス感染症の影響により試行を見
送った。 

利用者の手に届きやす
い PR活動 

施設パンフレットを小学校新入学児童に配布し
た。 

見守る人研修の充実 
感染症予防対策として、保健所の方を講師に招き、
感染症についての説明や、正しい手洗い等の研修
を実施した。 

東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会
の機運を盛り上げる取
組 

新型コロナウイルス感染症の影響により、東京オ
リンピック・パラリンピックが延期となったため、
大々的な取り組みを見送った。 

 

② 利用者総数 51,985人(令和元年度 271,622人) 

施設名 湘南台 片 瀬 羽 鳥 中 里 藤 沢 鵠 沼 

人 数 3,953人 1,721人 2,204人 2,638人 5,455人 4,560人 

施設名 大 越 大 庭 六 会 長 後 鵠 南 八 松 

人 数 1,645人 3,050人 1,931人 4,698人 3,578人 1,106人 

施設名 本 町 秋葉台 高 谷 俣 野 村 岡 合 計 

人 数 2,758人 1,296人 3,828人 2,564人 5,000人 51,985人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2) SL広場管理運営  

事 業 名 内    容 

SL広場管理運

営 

【成果】 

 緊急事態宣言の発令期間、もしくはそれに準ずる措置期間外においては、消毒

や検温等の感染拡大防止対策を十分に行いながら実施したことで、子どもたちに

は、SLを通して普段は体験することができない機会を提供することができた。 

 

① ミニ SL運転会の開催 

※新型コロナウイルス感染症の影響により 4月～6月、1月～3月期間及び、み

らい子どもフェスタ、秋の祭典での運転会は中止となった。 

 

② ミニ SL運転会及びライトアップ運転会の開催 

※SL まつりを企画していたが新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を考慮

して、規模の縮小など、事業内容をを変更して実施した。 

実施日 内 容 延べ参加者数 

通年(原則毎月 1回) 

SL広場 
ミニSL・ミニ鉄道の乗車会 

4,447人 

（下記、ライトアップ乗

車会1,309人を含む） 

実施日 内 容 延べ参加者数 

R2年 10月 4日(日) 

ミニ SL 運転会及びミニ鉄道

ライトアップ運転会 

（12：00-15：00及び 

16：00-18：00） 

1,309人 

 

 (３) 少年の森宿泊研修施設管理運営 

事 業 名 内    容 

藤沢市少年の

森宿泊研修施

設管理運営 

【成果】 

 夏期の利用者数は、毎年利用していただいている保育園や幼稚園、子ども会、
青少年団体が新型コロナウイルス感染症の影響により、団体として宿泊を控えた
ため、利用者数は例年を大きく下回った。また、3 月下旬まで緊急事態宣言によ
り宿泊研修施設の利用を中止していたため、3 月の利用が 1 団体のみとなり、年
間を通じて、利用者数が例年の 2割程度となった。 
 

利用者総数   399人(令和元年度 1,363人) 

団体数 幼 児 小学生 中学生 高校生 おとな 合 計 

25団体 81人 127人 3人 0人 188人 399人 
 

 



3 その他 

 

【その他目的を達成するために必要な事業（定款第4条第1項第4号）】 

１ 物品販売事業 

 (1) 青少年施設での自動販売機設置・物品販売事業 

事 業 名 内    容 

自動販売機で

の清涼飲料水

等販売 

【成果】 

 藤沢・辻堂青少年会館、藤沢市少年の森、藤沢市立児童館（大鋸、辻堂、辻堂

砂山、石川）、地域子どもの家(湘南台、鵠南、中里、村岡、片瀬、羽鳥、大庭、

長後、秋葉台)において、自動販売機での清涼飲料水等を販売し、施設利用者へ

のサービス向上を図った。また、自動販売機業者から販売手数料を徴収し、事業

利益の一部は指定管理事業をはじめとする公益目的事業の実施にかかる費用に

充当し、その充実を図った。 

 

 

 

 

 

 

※売上不振のため藤沢青少年会館自動販売機 1台(アイスコ)を 12月に撤去。 

施設名 手数料収入額 自動販売機台数 

藤沢青少年会館 90,391円 2台 

辻堂青少年会館 94,578円 1台 

藤沢市少年の森 641,123円 5台 

藤沢市立児童館 116,630円 4台 

藤沢市地域子どもの家 730,106円 9台 

合 計 1,672,828円 21台 

キャンプ活動

用消耗品等物

品販売 

【成果】 

 藤沢市少年の森において、キャンプ活動に必要な消耗品等や野外炊事で使用す

る薪を販売し、施設利用者へのサービス向上を図るとともに、販売業者から販売

手数料を徴収した。臨時販売行為手数料収入については、イベント等に飲食業者

等を誘致し、販売手数料を徴収するものであるが、どろんこまつり及びみらい子

どもフェスタ in少年の森が中止となったことにより収入がなかった。 

 事業利益の一部は指定管理事業をはじめとする公益目的事業の実施にかかる

費用に充当し、その充実を図った。 

 

施設名 区分 収入額 

藤沢市少年の森 
物品販売手数料 7,667円 

臨時販売行為手数料 0円 

合計 7,667円 
 

事 業 名 内    容 

広報・情報事業 【成果】 

 藤沢市少年の森では、ブログ（「もーりーブログ」）を活用し、施設や事業の

情報をタイムリーに発信し、施設利用者や事業参加者の利便向上に努めた。青少

年会館では、高校生から 30歳までをターゲットに Twitter「ふじさわみらいユー

ス」を活用し、事業案内の他、青少年が自習などで部屋の利用がしやすいように、

当日の空き状況を発信するなど、青少年の利用促進に努めた。 

 また、青少年会館と少年の森で実施する事業の情報を登録者へ直接配信するこ

とができる LINE公式アカウント「ふじさわみらいユース」を開設した。 



2 その他市受託事業 

 (1) 藤沢市から受託する青少年健全育成事業 

事 業 名 内    容 

成人式記念事

業 

【成果】 

 新成人 12人で実行委員会を組織し、8月から月 2回程度集まり、第二部記念事

業の企画を中心に市民会館の装飾(バルーンアート・花・アーチなど)・当日パン

フレットの作成、SNS（Twitter、Instagram）での情報発信、案内はがきの作成

等を行った。 

 当日は、緊急事態宣言の発令に伴い、オンライン開催に切り替え開催すること

になり、特設ホームページを開設し「市長・議長からのお祝いメッセージ、2021

年藤沢市成人式実行委員会作成ムービー、鵠沼高等学校書道部／相州神童太鼓コ

ラボパフォーマンスなど」をアップして新成人の皆さんへ動画配信を行った。ま

た、改めて「今回の対象者が集まれるような機会について」を検討するため、2021

年藤沢市成人式実行委員会は解散せず次年度も継続する。 

＊委託先 2021年成人式実行委員会 

実施日・場所 内 容 

R3年 1月 11日(月祝) 

オンライン開催 

鈴木恒夫藤沢市長からのお祝いメッセージ 

加藤一藤沢市議会議長からのお祝いメッセージ 

2021年藤沢市成人式実行委員会作成ムービー 

藤沢市名誉市民（2019年ノーベル化学賞受賞） 

吉野彰氏スペシャル対談・新成人へのメッセージ 

鵠沼高等学校書道部／相州神童太鼓コラボパフォー

マンス 

2021年藤沢市成人式実行委員会からのメッセージ 

親子ふれあい

コンサート 

【成果】 

 名曲を通して青少年の情操と共感する心を養うとともに、親子・異年齢の青少

年のふれあいの場を提供することを目的に実施した。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、会場の収容人数に制限があったため

事前申し込み制としたところ、定員を大きく超える 311組 1,014人の応募があり、

抽選の結果 127組 412人を当選としたが、当日の来場者は 340人であった。その

他にも、客席での合唱ができないなどの制約があったが、昨年好評だった「とも

とものガラクタ音楽会」や、振付けのある曲も選曲し、聴いて、見ることを中心

にプログラムを組み楽しんでいただくことができた。 

＊企画・運営 第 22回藤沢市親子ふれあいコンサート実行委員会 

実施日・場所 内 容 参加者数 

R2年 12月 13日(日) 

市民会館大ホール 

親子で楽しめる唱歌や器楽のコンサ

ート 
340人 



事 業 名 内    容 

青少年体験学

習事業 

～教えて！オ

リンピック・パ

ラリンピック

の ち か ら ～ 

「＋１」 from    

Fujisawa～ 

【成果】 

 東京2020オリンピック競技大会セーリング競技の開催地として、また東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大会への参加国の事前キャンプ地として選ば

れたまち「藤沢」において、パラスポーツ関係者や選手から講義を受け、外国の
パラリンピック選手と交流を行うことにより、地域への興味関心を高めるととも
に豊かな人間性や社会性を培うことを目的に実施した。 
 当日は、オンラインによる参加と会場での参加の形式となり、一時音声のトラ
ブルもあったが、参加者した子どもたちは、選手から夢や勇気をもらった。藤沢

に選手が来るオリンピック・パラリンピックが楽しみになった等の感想を得るこ
とができた。 

＊委託先 青少年体験学習事業実行委員会 

実施日・場所 内 容 参加者数 

R2年 10月 24日(土) 

オンライン及び会場

（神奈川県立スポー

ツセンター）での参加 

日本のパラリンピアン木村敬一氏の講

演、ポルトガルのパラリンピック選手団

3名とオンラインによる交流等 

オンライン・

会場参加 

65人 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童健全育成事業   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 事 業 総 括 

 令和２年度は、児童クラブの需要が高まる中、市内５６施設を安全・安心を第一に運営しました。

特に新型コロナウイルス感染症への対応では、緊急事態宣言が出される中も、社会の要請に応えるべ

く運営を継続しました。日々の活動や様々な行事には制限を強いられ、児童クラブでの生活様式の変

化も必要でしたが、この間、子どもたちとの関わりを改めて見直す機会ととらえ、放課後の遊びや生

活の場を提供しながら子どもたちの健全育成を図るという事業の本旨に立ち返ることができました。

一定の制約があるなかでも工夫をしながら、子どもたちが楽しく快適に生活できる居場所を提供しま

した。 

 施設整備については、羽鳥小学校区において緊急対応していた第２小羊児童クラブに代わり、４月

から新しくこぐま児童クラブを開設し、あわせて羽鳥小学校区と明治小学校区の児童を受け入れる施

設として新たに森の子児童クラブを開設しました。そして、秋葉台小学校区で２つ目となるコスモス

児童クラブを４月から開設し、待機児童の減少につなげることができました。また、藤沢市の第２期

放課後児童クラブ整備計画をふまえ、今後の運営クラブ数について財団としての方針を整理するとと

もに藤沢市と認識を共有することができました。 

 財団の運営方針に沿って策定した「経営計画２０２０」については、中期計画の最終年であり、諸

課題への対応について一定の成果をみることができました。具体的には、導入間もない児童クラブの

入退所管理システムについてセキュリティの強化や操作性の向上のための改修を行い、利用者の利便

性を高めることができました。また、職員の事務改善を目的に、システムを活用した勤怠管理に関す

る電子申請を実施し、文書の削減等の効率化を図りました。一方、児童クラブ施設数の増加に伴う人

材確保への課題については、経験不足の指導員を丁寧に育成し、離職者を減らすことが必要であるこ

とから、１０月から管理監督者としてエリアマネージャー職を新設し、組織体制を整えました。エリ

アマネージャーが巡回をしながら、現場の職員や児童とのヒアリングを通して児童クラブの状況をキ

ャッチアップすると伴に、細かなの課題を抽出し、その対応策を講じクラブ長と一緒に対処すること

で各児童クラブが円滑な運営が図れるように支援をすることができました。 

 計画していた多くの事業が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けることとなりました。児童ク

ラブ集会や全体事業として実施を予定していたキャンプ、児童クラブ交流会など、児童クラブを象徴

する事業も中止となりました。特に財団１０周年を記念して特別なプログラムで実施を予定していた

児童クラブ交流会の中止は非常に残念でありました。そこで、これに代わる事業として「みんなつな

がるプロジェクト あそびを止めるな」と題し、児童クラブの仲間同士として一体感を感じられる様々

な企画を実施しました。ブロックごとに児童のチャレンジ企画や動画の撮影、記念作品の制作活動な

ど、行動の制限があるなかでも創意工夫をしながら取り組むことで、達成感を得られる事業となり、

児童クラブの生活のなかで「あそび」の大切さを改めて強く認識することとなりました。また、事業

の様子や作品などを保護者にご覧いただくことで、子どもたちの成長を伝える機会ともなりました。 

今回の新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、児童クラブにおいてもこれまでとは異なる安全

への配慮が必要となりました。これからも、児童の健康管理や施設・備品の消毒作業など感染症対策

に留意しながら「あそびを止めるな」の合言葉のもと、これまで培ってきた児童クラブの特徴を生か

した活動や習慣は損なうことなく、放課後の子どもたちの健全な育成を図り、保護者が安心して育児

と仕事等を両立できるよう支援してまいります。 

 

 



Ⅱ 事業の実施状況 

【青少年の健全な育成を目的とする事業(定款第4条第1項第1号)】 

１ 放課後児童健全育成事業 

 (1) 児童クラブの管理運営 

事 業 名 内    容 

児童クラブの

管理運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果】 

 緊急事態宣言下においても、新型コロナウイルス感染症の感染対策を行いなが

ら、すべての児童クラブを開所した。また、受付期間外についても緊急入所受付

を行い、保護者の就労支援を行った。予定していた事業については、時期によっ

ては開催できなったものもあるが、それを逆手に異年齢集団の特性を生かし、例

年よりもクラブ内における生活習慣や技術を身につけることができる場を提供で

きた。 

① 対象 

 小学生 1年生から 6年生までの放課後児童 

② 開設時間 

区 分 開 設 時 間 

通常授業時(月曜日～金曜日) 午後 0時 30分から午後 7時まで 

短縮授業時 午前 10時 30分から午後 7時まで 

土曜日及び学級閉鎖時 午前 8時から午後 7時まで 

学校長期休業日(土曜日含む) 午前 8時から午後 7時まで 

学校行事等振替休日 午前 8時から午後 7時まで 

※午後 6時から午後 7時までは延長利用の申し込みが必要(別料金) 

③ 活動内容 

 ・児童の安全と健康を守り、豊かな心を育てる。 

 ・遊びを通して自主性・社会性・協調性を培う。 

 ・生活の場を提供し、生活習慣を身につける。 

 ・家庭との日常的な連絡、情報交換を行う。 

 ・地域活動への参加等、地域の特性を生かした活動を行う。 

 ・その他、児童の健全な育成を助ける活動を行う。 

④ 入所児童数                       (単位：人) 
施設名 期 首 

児童数 

期 末 

児童数 
増 減 施設名 

期 首 

児童数 

期 末 

児童数 
増 減 

どろんこ 70 62 -8 みつばち 75 54 -21 

風の子 62 40 -22 はすいけ 70 64 -6 

杉の子 54 47 -7 おおぞら 60 47 -13 

竹の子 45 38 -7 なかさと 46 45 -1 

チンチロ 70 55 -15 つばめ 65 49 -16 

芝の子 45 32 -13 はやぶさ 68 53 -15 

どんぐり 50 47 -3 いるか 69 58 -11 
 



事 業 名 内    容 

児童クラブの

管理運営 

 

 

施設名 期 首 
児童数 

期 末 
児童数 増 減 施設名 

期 首 
児童数 

期 末 
児童数 増 減 

コロリン 60 48 -12 さくら 80 72 -8 

浜 見 58 48 -10 てんとう虫 63 47 -16 

わんぱく 38 38 0 麦の子 60 44 -16 

つくしんぼ 80 73 -7 はばたき 63 60 -3 

かめの子 22 23 1 そよかぜ 60 58 -2 

うさぎ 75 61 -14 すまいる 63 52 -11 

ありんこ 65 59 -6 やまびこ 60 59 -1 

ひまわり 64 57 -7 かがやき 70 66 -4 

つばさ 57 47 -10 ひだまり 64 40 -24 

ちびっこ 46 35 -11 こぐま 57 42 -15 

なかよし 50 43 -7 キラリン 57 52 -5 

さくらんぼ 65 58 -7 菜の花 45 37 -8 

かもめ 42 29 -13 虹の子 51 40 -11 

ごしょみ 46 36 -10 かわせみ 70 57 -13 

いちょう 33 26 -7 第2どろんこ 45 39 -6 

小 羊 59 47 -12 あさがお 55 46 -9 

めだか 59 43 -16 ほしのこ 40 26 -14 

たんぽぽ 37 29 -8 海の子 59 45 -14 

たいよう 60 58 -2 コスモス 48 39 -9 

よつば 65 51 -14 森の子 46 40 -6 

さわやか 58 45 -13 合計 3,213 2,666 -547 

ぽてんこ 69 60 -9     

児童クラブ施

設 

【成果】 

 次の施設において、開設や改修工事、移転を行い施設環境の改善を図った。 

① 児童クラブ施設の開設 

  こぐま児童クラブ(羽鳥)、森の子児童クラブ(明治・羽鳥) 

  コスモス児童クラブ(秋葉台) 

② 閉設に伴う、現状復帰工事 

  第 2そよかぜ児童クラブ（天神）、第 2小羊児童クラブ（羽鳥） 

③ 外壁塗装及び屋根葺き替え工事 

  工事期間中に施設の換気ができなくなるため、新型コロナウイルス感染症の

影響を考慮して中止とした。 



事 業 名 内    容 

児童クラブ 

施設 

施設所在地・設置小学校区 

施設名 所在地 
設置 

小学校区 
施設名 所在地 

設置 

小学校区 

どろんこ 鵠沼桜が岡 3-16-9 鵠 洋 ぽてんこ 本鵠沼 2-4-27 鵠 沼 

風の子 辻堂西海岸 2-1-14 高 砂 みつばち 石川 1-1-21 石 川 

杉の子 大庭 8323-5,6 善 行 はすいけ 鵠沼藤が谷 4-16-3 鵠 洋 

竹の子 辻堂元町 1-9-16 八 松 おおぞら 湘南台 2-13-10-4F 六 会 

チンチロ 朝日町 14-3-1F 大 道 なかさと 宮原 3557-1 中 里 

芝の子 羽鳥 4-10-7 明 治 つばめ 川名 256-13-202 新 林 

どんぐり 片瀬 5-14-4 片 瀬 はやぶさ 湘南台 6-5-18 湘南台 

コロリン 弥勒寺 1-15-16 村 岡 いるか 片瀬 5-18-18 片 瀬 

浜 見 辻堂西海岸 2-1-14 浜 見 さくら 本町 2-6-17 本 町 

わんぱく 大鋸 976 大 鋸 麦の子 羽鳥 1-1-70 羽 鳥 

つくしんぼ 善行 2-25-15-2F 大 越 てんとう虫 遠藤 641-3 滝の沢 

かめの子 亀井野 1569-2 亀井野 はばたき 辻堂東海岸 2-6-18 辻 堂 

うさぎ 下土棚 524-1 富士見台 そよかぜ 亀井野 865-3 天神・六会 

ありんこ 遠藤 641-3 滝の沢 すまいる 長後 707 長 後 

ひまわり 湘南台 5-29-3 1階 湘南台 やまびこ 大鋸 976 大 鋸 

つばさ 辻堂東海岸 2-6-18 辻 堂 かがやき 本町 1-12-7-4F 藤 沢 

ちびっこ 石川 646-9 駒 寄 ひだまり 本鵠沼 2-4-27 鵠 沼 

なかよし 西俣野 2665-1 俣 野 こぐま 羽鳥 3-17-16-2F 羽 鳥 

さくらんぼ 高倉 2259-4 長 後 キラリン 弥勒寺 1-12-15 村 岡 

かもめ 川名 181-25 新 林 菜の花 下土棚 524-1 富士見台 

ごしょみ 宮原 3557-5 御所見 虹の子 大庭 8323-5,6 善 行 

いちょう 遠藤 3096-2 秋葉台 かわせみ 朝日町 3-3 大 道 

小 羊 羽鳥 4-5-28 羽 鳥 第 2どろんこ 鵠沼松が岡 5-9-4 鵠 洋 

めだか 白旗 1-4-11 大清水 あさがお 湘南台 5-29-3-2F 湘南台 

たんぽぽ 大庭 5062-1 小 糸 ほしのこ 石川 646-8 駒 寄 

たいよう 亀井野 495 六 会 海の子 辻堂 6-16-9-1F 高 砂 

よつば 鵠沼海岸 4-17-31 鵠 南 コスモス 遠藤 3096-2 秋葉台 

さわやか 本町 1-9-1 藤 沢 森の子 羽鳥 3-17-16-1F 明治・羽鳥 
 

 



事 業 名 内    容 

全体事業 

児童クラブ 

集会 

【成果】 

 児童クラブ指導員、保護者、運営委員等、児童クラブに関わる人たちが、一堂

に集い、「子どもが真ん中 育てあい」のテーマのもと、前半は基調講演会を実

施し、後半はグループワークを行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症の

影響により中止した。 
 

実施日・場所 内 容 参加者数 

R2年 6月 20日(土) 

大道小学校 

新型コロナウイルス感染症の影響により中

止 
--- 

全体事業 

児童クラブ 

交流会 

【成果】 

運動会形式のプログラムをとおして、児童クラブに関わる方々が交流を深め、

児童の健康の増進と社会性、自主性などを伸ばすことを目的に財団設立 10 周年

を記念したけん玉を使った競技を加えた、特別プログラムでの開催を予定してい

たが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 
 

実施日・場所 内 容 参加者数 

R2年 11月 28日(土) 

秋葉台文化体育館 

新型コロナウイルス感染症の影響により中

止 

--- 

R2年 11月 29日(日) 

秋葉台文化体育館 
--- 

R2年 12月 26日(土) 

秩父宮記念体育館 
--- 

R2年 12月 27日(日) 

秩父宮記念体育館 
--- 

全体事業 

みんなつなが

るプロジェク

ト 

あそびを 

止めるな 

 新型コロナウイルス感染症により全体事業の児童クラブ交流会が中止になっ

たことを受け、児童が一堂に会さずとも、一体感が感じられ、達成感が得られる

こと目的に児童クラブ長が企画し、ブロックごとに実施した。 
 

区分・実施時期 内 容 

R2年 12月～R3年 3月 

Aブロック  一発チャレンジ 

Bブロック  けん玉もしかめマラソン 

Cブロック  ショートムービー作成 

Dブロック  みらぞうを探せ 

Eブロック  モザイクアート 

Fブロック  ショートムービー作成とけん玉ペイント 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

全体事業 

キャンプ 

【成果】 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う諸般の事情によ

り、例年の各児童クラブによるキャンプ実施を見送り、学年に合わせたキャンプ

を全体事業として実施する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により

中止した。 
 

実施日・場所 内 容 参加者数 

R2年 10月中旬 

～11月上旬 

新型コロナウイルス感染症の影響により中

止 
--- 

全体事業 

広報活動 

【成果】 

 毎月各児童クラブで保護者向けに日頃の児童の様子や活動について、予定のお

知らせや報告をするために児童クラブだよりを発行した。 

 児童クラブの季刊誌「またあした」は、100 号を迎え、タイトルを「みんなあ

つまれ」に改め、保護者だけでなく関係者にも配布し、児童クラブで大切にして

いる思いや願いを伝え、児童クラブの理解を図ることを目的に発行した。創刊号

では児童クラブの目的である、保護者が安心して預けられ、子どもの育ちを適切

に支援することの大切さを改めて考える機会ともなった。 

 ＨＰではこれから入所する児童の保護者を含め、広く児童クラブの存在や活動

内容を知ってもらうために、児童クラブでの新生活様式や活動について特集を行

なった。 
 

区分・発行時期 内 容 発行部数 

各児童クラブだより 

月 1回以上 

児童の様子や行事についてお知らせ及び

報告等 

各児童クラ

ブの世帯数 

児童クラブ季刊紙 

年 3回(8月、12月、

3月) 

「またあした」 

第 99号「子どもと一緒に過ごす時間」 

「みんなあつまれ」 

第 100号「発表で得られる自信と成長」 

第 101号「児童クラブの生活と活動 

～仲間たちと暮らす日々～」 

配布先 保護者、理事、評議員、運営委

員、小学校 他 

延べ

12,000部 

ホームページの更新 

児童クラブの紹介等 

4月 指導員インタビュー「マドンナ」 

5月 児童クラブの一日を紹介 

7月 児童クラブの新生活様式の紹介 

9月 児童クラブの夏休み活動報告 

12月 児童クラブ活動報告 

 3月 「あそびを止めるな」実施報告 

児童クラブ入所申込の案内 

9月 入所受付期間の案内 

10月 入所案内配付開始のご案内 

11月 一次入所受付の案内 

12月 二次入所受付の案内 

2月 随時入所受付の案内 

 

 

 



事 業 名 内    容 

自主事業 

クラブまつり 

 

 

 

 

 

 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症の影響から、招待客を招くことをせずに児童クラブ

に通う児童のみでの開催となった。発表の機会やゲームコーナーを企画し、交互

に楽しんだ。他にも、同一小学校の児童クラブ同士で発表など行った。 

 また、当日の様子を録画し 3月の保護者懇談会などで見ていただく機会を設け

た。 
 

実施日・場所 内 容 

R2年 10月 3日(土)～ 

R3年 1月 7日（木） 

53児童クラブ実施 

ゲームや工作、生活発表 

自主事業 

クラブ間 

交流会 

 

【成果】 

 例年、交流を図ることを目的に実施していたクラブ間交流会は、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止を鑑み 4 月から中止が続いたが、3 月の春休みについて

は緊急事態宣言が解除されたことから、3 小学校区 5 クラブが参加したスポーツ

交流会を実施した。 

 
 

実施日・場所 内 容 参加者数 

R3年3月29日(月) 

駒寄小学校 

「スポーツ交流会」 

フットベース、ドッジボール 

5児童クラブ 

179人 

 



 

事 業 名 内    容 

その他 

自主事業 

 

 

事業名 内 容 

入所歓迎会 

 2年生以上が計画、準備を進め、当日は児童クラブの
生活の中で培った、けん玉の技やダンスなどを披露し、
手作りのプレゼントを用意して、新しい仲間を歓迎し
た。 

遠足 

 小学校長期休業期間に県内の公共施設や公園へ、遠足
や見学などを予定していたが、新型コロナウイルスの影
響により、夏休みは中止した。 
冬休み以降は、公共の交通機関を使用せずに各学区内

及びその近隣のみの施設や公園などで実施した。 
春休みは学区内限定を解除し、公共の交通機関を使わ

ずに往復できる徒歩圏内の施設や公園などで実施した。
子どもたちは近場ながらも、集団行動を通して協力や協
働する経験を積むことができた。 

節目としての行事 

 子どもたちの児童クラブの生活がより豊かなものと
なることを目的に実施した。 
 体験を通して子どもたちが日本の伝統的な文化に触
れ、季節感を感じることのできる機会となった。 
七夕飾り、大掃除、節分豆まき、ひなまつり工作 等 

地域と交流する活動 

地域の方の協力を得ながら、各児童クラブの環境に合
わせて地域と交流する活動については、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により多くの児童クラブで中止もし
くは活動を自粛した。 

防  災 

 

 

 

事業名 実施日・場所 内 容 

防災防火訓練 

随時(年3回以上) 

各児童クラブ  

児童館と併設クラブは児童

館と合同開催 

 災害について学ぶ機会

とするとともに、災害が

発生した際に適切な行動

がとれるよう避難訓練を

行った。 

防災体験事業 

消防訓練 

新型コロナウイルス感染症

の影響により中止 
 

防災体験事業 

起震車体験 

新型コロナウイルス感染症

の影響により中止 
 

 

 



事 業 名 内    容 

会  議 

 

会議名 内 容 

職 員 会 議 

 本課職員及び全クラブ長が、事業及び会議の報告
や本課からの事務連絡、課全体の予定の確認など情
報共有を図った。 
※4月、5月は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り開催中止、6 月から 12 月まではブロックに分かれ
て分散開催。1月から 3月までは Zoomによるリモー
ト開催。 

ブ ロ ッ ク 長 会 議 

 管理職と本課主査、ブロック長により、児童クラ
ブにおける重要事項について審議するとともに、児
童指導方法やクラブ長の育成について検討した。 
 原則 毎月 2回開催 
※4 月は新型コロナウイルス感染症の影響により中
止。1月～3月までは Zoomによるリモート開催。 

ブ ロ ッ ク 会 議 

 市内 56クラブを 6つのブロックに分け、ブロック
長が中心となって、円滑な児童クラブ運営のための
意見交換と情報共有を図った。 
※4月、5月は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り開催中止。2月は Zoomによるリモート開催。 

本 課 会 議 

 管理職と本課職員により、児童クラブにおける事
務執行上の課題や重要事項について検討した。 
※4月・2月は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止。5月は分散開催。 

クラブミーティング 

 各クラブ長と児童クラブに所属する職員により、
活動や児童指導、保護者対応等について検討すると
ともに、各種会議の報告をし情報共有を図った。 
 原則 毎月 2回開催 その他必要に応じ随時開催。 

運 営 委 員 会 

 「地域の子どもは地域で見守り育てる」を基本に、自
治会長、民生委員、青少年指導員、学校長、保護者等の
方々で構成さる運営委員会にて、行事の計画や報告等を
行い、助言や活動への支援をいただいた。 
 原則 年3回開催  
※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催回数
は各児童クラブにより異なる。 

運 営 委 員 長 会 議 

 各児童クラブの運営委員長へ、児童クラブの事業や研
修、収支予算等について説明及び報告を行うとともに、
藤沢市職員にも出席いただき、放課後児童クラブ整備計
画について説明をしていただいた。 
 また、各児童クラブの状況等を報告していだき、情報
共有を図った。 
 5 月は新型コロナウイルス感染症の影響により中止し
たが、11月は労働会館ホールにて開催した。 

保 護 者 懇 談 会 

 各児童クラブにて子どもたちの様子の報告や活動の
予定を説明し、保護者からの意見、感想などを「伝え、
聞く場」として開催した。 
原則 年4回開催 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催回数は
各児童クラブにより異なる。 

保護者代表者会議 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 



【その他目的を達成するために必要な事業（定款第4条第1項第4号）】 

１ 物品販売事業 

 (1) 児童クラブにおける活動風景の写真販売等 

事 業 名 内    容 

児童クラブに

おける写真販

売 

【成果】 

 児童クラブでの活動風景を撮影した写真を販売し、利用者へのサービス向上を

図るとともに、販売業者から販売手数料を徴収した。収益の一部を公益目的事業

の実施にかかる費用に充当し、その充実を図った。 
 

施設名 手数料収入額 

各児童クラブ 797,238円 

折込広告 【成果】 

 各児童クラブの在籍児童の保護者向けにチラシ配布を希望する業者を募集し、

利用者へのサービス向上を図るとともに、配布手数料を徴収した。収益の一部を

公益目的事業の実施にかかる費用に充当し、その充実を図った。 
 

施設名 手数料収入額 

児童クラブ事務局 22,028円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ事業  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 事 業 総 括 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急事態宣言が発令され、社会環境や

経済活動が一変してしまい、スポーツ環境においても国際的な最大イベントである東京２０２０オリ

ンピック･パラリンピック競技大会も延期になるなど不測の１年となりました。 

 施設の運営においては、年度初めから６月中旬までと年明け後も約２ヶ月余りの間、ほぼ全スポー

ツ施設の利用が休止となり、施設再開に至っても新型コロナウイルスの感染防止を施した利用制限を

かける中での運営になるなど、これまでに経験したことのない日々の連続となりました。このような

中、藤沢市と協働で施設利用ガイドラインを作成し、スタッフ一同で感染防止対策の徹底に努め、利

用者に安全安心に利用していただけるよう取り組みました。この経験を令和３年度の施設の管理運営

にも生かし、より安全で快適なサービスが提供できるよう努めてまいります。 

 スポーツ事業については、施設休止の運営状況もあり、予定していた事業は、８月まで全て中止と

なりましたが、このような苦難の中でも何か市民に提供できるものはないかという検討の中から、新

生活様式に適応した自宅で出来る運動エクササイズの動画作成を藤沢市と協働で行い、市広報番組や

財団ホームページで配信いたしました。また、健康寿命日本一を目指した「おはよう！キュンとする

まち。藤沢ラジオ体操２０２０」も対面での実施が中止となったことから、この代替事業として、藤

沢ゆかりのアスリートに出演いただいたラジオ体操動画を作成し、約２ヶ月間に渡って配信いたしま

した。さらに、２月には「ジュニアのためのスポーツ栄養講座」をライブ形式のオンライン事業とし、

新たな事業展開にも取り組みました。これらのオンラインを活用した事業展開に努めたことは、今後、

コロナ禍が終息した後でも活用できる財産になるとともに、こうした経験を多様化した市民ニーズへ

の対応にも活用し、スポーツ実施率向上にもつなげてまいります。 

 ９月以降も施設の運営は利用制限を継続することになりましたが、少しずつコロナ禍での運営が定

着したこともあり、スポーツ事業も感染防止対策を十分に行い、安全に配慮して実施いたしました。

１０月には、東京２０２０オリンピック競技大会セーリング競技の会場である江の島で「ふじさわセ

ーリングフェスタ２０２０」を開催し、また、１１月には、ふれあいスポーツ交流会「ローリングバ

レーボール＆ボッチャ大会」を行い、ユニバーサルスポーツの普及啓発を図るとともに、延期となっ

たオリンピック・パラリンピックの気運醸成に努めました。しかしながら、コロナ禍の影響により、

本財団最大のイベントである第１１回湘南藤沢市民マラソン２０２１が中止になるなど、予定してい

た事業がことごとく中止となり、実施できた事業は、ごく一部となりました。この経験、実績は実施

判断のエビデンスになりうるものと考え、今後、より多くの事業運営が安全に実施出来るよう努めて

まいります。 

 藤沢市運動施設等指定管理者としては、前年度の指定管理者評価委員会からの提案等を反映した管

理運営に取り組み、利用者サービスの向上を図るとともに、次期指定管理期間に向けた新たな提案内

容の検討にも努めました。また、経営面については、施設利用収入の大幅な減収など大変厳しい状況

となりましたが、徹底した経費の節減や出来る限りの収入確保に努め、この難局に対応いたしました。 

 令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響はまだまだ続くと推測できることから、令和２年度

で苦慮したあらゆる経験を今後の「チャンスへ」の発想に切り替え、コロナ禍でもより多くの市民が

心身ともに健康で笑顔となれるよう、スタッフ一丸でスポーツ事業の推進に取り組み、藤沢市が目指

す「健康で豊かな長寿社会をつくる」に貢献してまいります。 

 

 



Ⅱ 事業の実施状況 

【市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする事業（定款第4条第1項第2号）】 

１ 各種スポーツ教室・大会等の開催 

 (1) 各種スポーツ教室の開催 

事 業 名 内    容 

スポーツ教室 【成果】 

 幅広い年齢層の方と障がいのある方も参加できる市民の多様なニーズに対応し

た教室及び講習会等を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため  

全 345教室中 290教室が中止、25教室で一部回数を減らして実施。 

合計 55教室実施 

■秩父宮記念体育館 

 

■鵠沼運動施設 

 

■秋葉台運動施設 

 

■石名坂温水プール 

 

■全施設合計 

＊就学援助応援プログラム(保護者の所得等による減額措置) 

 15教室にて実施計画(12教室を新型コロナウイルス感染症の影響により中止。) 

 3教室実施：対象者 1人(全参加者 50人中 2％) 

 

 

 

 

 

 

教室名 受講者数 延べ受講者数 

ゆったりシニアヨガ 他 

全 20教室 
1,764人 2,400人 

教室名 受講者数 延べ受講者数 

個人スイムレッスン他 

全 8教室 
1,065人 1,352人 

教室名 受講者数 延べ受講者数 

ピラティス(初中級) 他 

全 14教室（ｻｲｸﾙｵｰﾌﾟﾝ Day含む) 
2,107人 2,631人 

教室名 受講者数 延べ受講者数 

骨盤エクササイズ① 他 

全 13教室 
569人 1,731人 

教室数 受講者数 延べ受講者数 

55教室 5,505人 8,114人 

 



事 業 名 内    容 

開放事業 

(有料) 

個人使用 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止の期間があった。開催種目は 6

種目にとどまったが、利用者と指導員に対する感染防止対策をじ講じて開催した。 

■秩父宮記念体育館(主に 10種目) 

 

■秋葉台文化体育館(主に 12種目)  
 

実施種目 実施回数 利用者数 参加費 

バドミントン 5回 56人 

1回 

大人 

200円 

子ども 

100円 

ソフトテニス 7回 21人 

バスケットボール 5回 45人 

バウンドテニス 7回 26人 

卓球 5回 95人 

弓道 中止 0人 

太極拳 8回 34人 

剣道 中止 0人 

武道全般 中止 0人 

アーチェリー 中止 0人 

武道室臨時 中止 0人 

計 277人  

実施種目 実施回数 利用者数 参加費 

ソフトテニス 7回 37人 

1回 

大人 

200円 

子ども 

100円 

バドミントン 7回 55人 

卓球 6回 320人 

柔道 中止 0人 

太極拳 中止 0人 

合気道 中止 0人 

剣道 中止 0人 

空手道 中止 0人 

居合道 中止 0人 

その他 中止 0人 

弓道 中止 0人 

アーチェリー 中止 0人 

バスケットボール 中止 0人 

柔剣道場（臨時使用） 中止 0人 

計 412人  

開放事業(有料)合計 689人 



事 業 名 内    容 

開放事業 

(無料) 

【成果】 

 ユニバーサルスポーツの普及等を目的に、ローリングバレーボールの練習会場と

して定期的な開放を実施した。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により開

催中止の期間があり開催は 3回にとどまったが、利用者と指導員に対する感染防止

対策を講じて開催した。(秩父宮記念体育館) 

 スポーツを通じて身体機能の活性化を図る場として、月 2回障がいのある方を対

象に、人工芝テニスコートの無料開放を実施した。(八部公園) 

 駐車場スペースを有効活用し、子どもたちのコミュニケーションを図る場と自転

車の交通安全意識の向上を図る場として開放を実施した。(秋葉台運動施設) 

※新型コロナウイルス感染症の影響により一部開催中止 

 

 子どもたちの体力低下が著しく社会問題となっている昨今、遊びを通じて体力向

上を目的に毎月第 2日曜日(7・8月除く)を「子どもプール無料開放日」としたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により実施を中止した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

 

 小中学生のスポーツ教室参加者を対象に、教室を欠席した日数分を「施設利用券」

として還元する「一般遊泳振替制度」を設け、施設利用の促進と子どもの体力向上

に努めた。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止 

 

実施種目 場 所 実施回数 利用者数 

ローリングバレーボール 秩父宮記念体育館 3回 46人 

ふれあいテニス開放 
八部公園 

人工芝テニスコート 6回 81人 

サイクルオープンＤａｙ 秋葉台公園駐車場 3回 149人 

計 276人 

緑の卓球台（屋外） 
秩父宮記念体育館 268日 

随時利用可能 

秋葉台公園 322日 

場 所 実施回数 利用者数 

八部公園プール 中止 0人 

秋葉台公園プール 中止 0人 

石名坂温水プール 中止 0人 

計 中止 0人 

場 所 振替制度利用者数 

八部公園プール 0人 

秋葉台公園プール 2人 

石名坂温水プール 0人 

計 2人 



事 業 名 内    容 

障がい者プール

開放 

(プール障がい

者無料開放) 

【成果】 

 プールを通じた「ノーマライゼーション」の推進として、障がいのある方が日頃

から敬遠しがちなプールを新たなスポーツフィールドとして開拓していただくこ

とを目的に企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 
 

実施日・場所 参加者数 

R3年 2月 14日(日) 
石名坂温水プール 

障がい者0人、付添い0人 
計0人 

R3年 3月 1日(月) 

秋葉台公園プール 
障がい者0人、付添い0人 

計0人 

計 0人 

ベビースイム

Day 

 

【成果】 

 水の入替え清掃前の休館日を活用し、一般開放時には遊泳することができない乳

幼児を対象にプールを開放予定だったが、残念ながら、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、事業の開催が中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 
 

実施日・場所 参加者数 

R2年 9月 8日(火) 
石名坂温水プール 

乳幼児0人、保護者0人 
計0人 

R2年 9月 14日(月) 
R3年 3月 8日(月) 
秋葉台公園プール 

乳幼児0人、保護者0人 
乳幼児0人、保護者0人 

計0人 

計 0人  

敬老の日・体育

の日無料開放 

【成果】 

 敬老の日には 60 歳以上の利用者を対象に、また、スポーツの日には全利用者を

対象に、各施設の個人使用を無料開放とし、市民がより運動に親しめる環境づくり

に努める企画だったが新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により実施中止 

 

場 所 
敬老の日

利用者数 

体育の日 

利用者数 

秩父宮記念体育館トレーニング室 0人 0人 

八部公園トレーニングルーム・プール・サウナ 0人 0人 

秋葉台公園トレーニングルーム・プール・サウナ 0人 0人 

石名坂温水プール 0人 0人 

計 0人 0人 



事 業 名 内    容 

ジュニア 

アスリート育成 

【成果】 

 財団設立 10 周年の記念事業「みらい応援プロジェクト」の一環として、藤沢市
内の青少年代のジュニアアスリートを対象に、身体機能向上やケガの防止を図るた
めにトレーニング室の利用パスを無償提供し、藤沢育ちのジュニアアスリートの育
成を積極的に推進する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により実
施を見送る形となった。 
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

市内関連団体等

との連携による

健康づくり事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■骨と関節の健康フェスティバル 2020 

【成果】 

 藤沢市・藤沢市医師会（整形外科医会・女性医部会）が主催する「骨と関節の健

康フェスティバル 2020」を健康づくり普及推進団体「健康ふじさわ」・食生活改善

推進団体「四ツ葉会」と協力し、健康づくりに関する普及イベントに参加予定だっ

たが新型コロナウイルス感染拡大の影響のため中止となった。 

実施日 R2年 10月 4日(日)   

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

 

■藤沢市保健医療財団・慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科・スポーツ医

学研究センターとの事業連携 

【成果】 

 藤沢市における健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図るため、相互協力の上、身

体活動促進による QOLの向上及び、健康増進に寄与することを目的に令和 2年度も

『事業連携に関する覚書』を藤沢市保健医療財団、慶應義塾大学健康マネジメント

研究科・慶應義塾大学スポーツ医学研究センターと締結した。 

 具体的には保健医療財団との事業連携による組織強化と相互の専門性を共有し、

幅広い見識を持った職員の人材育成を推進することで地域の健康づくりに寄与す

る計画であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により具体的な進展が阻まれ

た。また、慶應義塾大学健康マネジメント研究科・慶應義塾大学スポーツ医学研究

センターとの事業連携では新規トレーニング利用者のスクリーニングと身体運動

に関わるリスクマネジメントの調査を行い、市民がより安全に運動を始めるための

エビデンスの収集に協力した。先進的な研究をサポートするためにオンライン会議

システムでの情報交換や近況報告を行い、次年度以降に新型コロナウイルス感染症

が収束し、施設が正常化した際の具体的な展開について協議した。 

 

＊オンライン会議システム Zoomによる協議・ミーティング 

 

実施日 内 容 参加者 

R2年 11月 19日(木) 
スクリーニングに関するアンケートと

収集方法について 

財団 3人 

慶應 4人 

R2年 12月 29日(火) 
藤沢市健康増進計画対象事業における

SDG’ｓへの仕分け作業 

財団 1人 

慶應 8人 

R3年 2月 22日(月) 
スクリーニングに関するアンケートと

収集方法について 

財団 3人 

慶應 4人 



事 業 名 内    容 

トレーニングル

ームの運営 

① 登録講座 

【成果】 

 利用者が安全に正しいトレーニングを実施し、快適に施設を利用できるように努め
た。また、3施設での登録カードの共通化及び登録データの共有化も定着し、さらに
安定的で効率的な管理運営が図られた。 

場 所 回 数 実施期間 参加者数 

秩父宮記念体育館  8回 
10月～1月 

及び 3月実施 

74人 

鵠沼運動施設  9回 79人 

秋葉台文化体育館 10回 87人 

計 27回 
 

240人 

※新型コロナウイルス感染症の影響により実施回数と定員を縮減して開催 

② プログラムの提供 

【成果】 

 トレーニング登録者を対象とし、トレーニングルームの継続使用を促進するた
め、幅広い講座内容と効率的なトレーニング方法を提供し、市民の健康ライフをサ
ポートする予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となっ
た。 

■秩父宮記念体育館 

教室名 回 数 実施期間 参加者数 参加費 

ウエルネスサポート講座 0回 
4月～3月 

随時予約制 
0人 500円 

体成分測定・印刷 0回 
4月～3月 

随時受付 
0人 100円 

久しぶりに利用する方の

ための安心登録講座 
0回 

4月～3月 

随時予約制 
0人 200円 

計 0人  

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

■鵠沼運動施設 

教室名 回 数 実施期間 参加者数 参加費 

パーソナルトレーニング 0回 
4月～3月 

随時予約制 
0人 2,000円 

体成分測定・印刷 0回 
4月～2月 

随時受付 
0人 100円 

計 0人  

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

■秋葉台運動施設 

教室名 回 数 実施期間 参加者数 参加費 

体成分測定・印刷 0回 
4月～2月 
随時受付 

0人 100円 

健康づくりトレーニング

指導 
0回 

4月～2月 
随時予約制 

0人  1,000円 

計 0人  

※新型コロナウイルス感染症の影響により実施中止 



 

事 業 名 内    容 

トレーニングル

ームの運営 

トレーニングルーム年間利用者数 

施設名 利用者数 

秩父宮記念体育館 9,440人 

鵠沼運動施設 8,639人 

秋葉台文化体育館 10,641人 

計 28,720人 
 

日本赤十字社正

規講習会 

【成果】 

 日本赤十字社が普及事業として展開している各正規講習会を、本財団が主催事業

として開催しているが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 

実施場所：秋葉台運動施設 

実施日 講習内容 参加人数 参加費 

R2年 9月 7日(月)～10日(木) 水上安全法 0人 3,600円 

R3年 2月 20日(土)、21(日)、 

27日(土) 
救急法 0人 4,200円 

計 0人  

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

泳力認定進級テ

スト及びみらい

水泳大会 

【成果】 

 泳力認定進級テストについては、本財団のオリジナル泳力認定制度として実施し

ており、日頃の練習成果を確認できる機会として、市民が泳法技術・体力の向上を

目指すモチベーションの一助となっているが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より開催を中止した。 

泳力認定進級テスト  

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

みらい水泳大会 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

 

実施日 場 所 参加者数 参加費 

R2年 8月 17日(月) 秋葉台公園プール 0人 500円 

R3年 3月 30日(火) 石名坂温水プール     0人 500円 

計 0人  

実施日 場 所 参加者数 参加費 

R2年 8月 24日(月) 八部公園プール 0人 1,500円 

計 0人  



 (2) スポーツ大会等の開催 

事 業 名 内    容 

興行的イベント 【成果】 

 日本の国技である大相撲を「みるスポーツ」として市民に提供するため、興行の

開催に協力する予定であったが新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止。

日本赤十字社による献血キャンペーンについては実施され、社会貢献活動の一環と

して全面的に協力した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：大相撲藤沢場所実行委員会 

 後援：神奈川県、藤沢市、藤沢市教育委員会、本財団等 

実施日 事業名 参加者数 

R2年 4月 11日(土) 
秋葉台文化体育館 

第 28回春巡業 
大相撲藤沢場所 

0人 

みらい子どもフ

ェスタ 

(こどもスポーツ祭り) 

【成果】 

 通常ではなかなかできない遊びや演技種目のスポーツをプログラムに取り入れ、

普段スポーツ施設を利用しない多くの方にも足を運んでいただき、スポーツ愛好者

のすそ野を拡大するために企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開

催中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：藤沢市、藤沢市教育委員会、本財団 

 協力：藤沢市スポーツ推進委員協議会、藤沢市体育協会(各種目協会)、一般社団 

    法人善行大越スポーツクラブ 

実施日 場 所 主な内容 参加者数 

R2年 5月 3日(日) 石名坂温水プール 水上ｱｽﾚﾁｯｸ等 0人 

R2年 5月 4日(月祝) 鵠沼運動施設 ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝｺﾝﾃｽﾄ等 0人 

R2年 5月 5日(火祝) 秋葉台運動施設 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ体験等 0人 

R2年 5月 6日(水祝) 秩父宮記念体育館 体操演技・体験等 0人 

計  0人 

ビーチバレー 

ボール３大会 

【成果】 

 ビーチバレー国内発祥の地として湘南地域の特性を生かした大会として計画を

した。例年県外からも多くの参加者があり、特に初心者を中心に楽しみながらビー

チスポーツに親しむ機会となっており、鵠沼海岸の夏の風物詩としてリピーターも

定着している３大会であるが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止と

なった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催 藤沢市バレーボール協会 共催：藤沢市、本財団 

実施日 大会名 参加者数 

R2年 5月 3日(日) 
第 26 回常設コートオープン記

念大会 
0人 

R2年 7月 18日(土)、 

19日(日) 
第 26回海の日記念大会 0人 

R2年 8月 8日(土)、 

9日(日) 
第 28回ビーチバレー湘南 0人 



事 業 名 内    容 

ふれあいスポー

ツ交流会 

【成果】 

 障がいのある方と健常者が同じフィールドでスポーツを楽しみ、スポーツにおけ

るノーマライゼーションを考える機会を提供することができた。また、バリアフリ

ースポーツの推進にも大きく寄与することができた。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により一部開催中止 

＊主催：本財団 

 共催：藤沢市中学校体育連盟卓球専門部(卓球) 

 後援：藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会(ローリングバレーボール・卓球) 

 協力：日本女子テニス連盟神奈川県支部ボランティア委員会、ハンディテニスヨ 

    コハマ、関東障害者テニス協会、藤沢市肢体障害者協会、藤沢市テニス協 

    会(テニス)、神奈川県ローリングバレーボール協会、藤沢市ローリング 

    バレーボール協会、慶應義塾大学 SFC体育(ローリングバレーボール) 

    神奈川湘南卓球クラブ、社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会(卓球) 

実施日・場所 内 容 参加者数 参加費 

R2年 5月 23日(土) 

八部公園テニスコート 
テニス講習会 0人 500円 

R2年 11月 7日(土) 

秋葉台文化体育館 

ローリングバレ

ーボール・ボッ

チャ交流会 

障がい者14人、一般参

加9人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人、

協会2人  計27人 

無料 

R2年 12月 19日(土) 

秩父宮記念体育館 

卓球交流会 

(＊中学生交流) 
0人 無料 

ふじさわ市民 

ウオーク 2020 

【成果】 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、江の島会場

の全貌を見渡すコースを設定し、市民への大会啓発を促進しながらウオーキングイ

ベントを企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：ふじさわウオーク実行委員会 

 構成 藤沢市、藤沢市教育委員会、湘南ふじさわウオーキング協会、健康ふじさ 

    わ、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、合資会社関水スポーツ、本財団 

実施日 コース スタート・経由地・ゴール 参加者数 

R2年 5月 30日(土) 

20㎞ 
奥田公園～藤沢橋～江の島中津宮

広場～秩父宮記念体育館 
0人 

13㎞ 
奥田公園～浜見山交番前～江の島

津宮広場～秩父宮記念体育館 
0人 

7㎞ 
クラゲ広場～江の島津宮広場～秩

父宮記念体育館 
0人 

計 0人 

 



事 業 名 内    容 

カラダ健康フェ

スタ  

～体力年齢を知

ろう～ 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：本財団 

 共催 藤沢市健康増進課、公益財団法人藤沢市保健医療財団 

 協力 健康づくり普及推進団体健康ふじさわ 

 後援 藤沢市 

実施日・場所 内 容 参加者数 

R2年 5月 31日(日) 

秩父宮記念体育館 

新体力テスト 0人 

19歳以下 0人 

20～64歳 0人 

65～79歳 0人 

80歳以上 0人 

健康・栄養・歯科相談 0人 

運動相談 0人 

体組成測定 0人 

足指力測定 0人 

合計 0人 

ノルディック 

ウォーキング 

【成果】 

 年間 3 回の教室を企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止

した。 

■秋葉台運動施設 

ノルディックウォーキングⅠ 湘南台公園～境川遊歩道散策コース 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

ノルディックウォーキングⅡ  

八部公園～江の島～秋の江の島散策コース 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

ノルディックウォーキングⅢ 県立里山公園～小出七福神めぐりコース 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

 

 

 

 

実施日・場所 参加者数 参加費 

R2年 6月 10日(水) 

境川遊水地公園周辺 
0人 800円 

実施日・場所 参加者数 参加費 

R2年 11月 13日(金) 

江の島周辺 
0人 800円 

実施日・場所 参加者数 参加費 

R3年 1月 20日(水) 

茅ヶ崎里山公園周辺 
0人 800円 



事 業 名 内    容 

秋葉台スイムツ

アー2020 

～目指せ! 

えぼし岩～ 

【成果】 

 オリンピック種目でもあるオープンウォータースイミング（海・川・湖での水泳）
の練習の機会として企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中
止した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：本財団  協力 サーフ 90茅ヶ崎ライフセービングクラブ 

実施日・場所 参加者数 参加費 

R2年 6月 21日(日) 

茅ヶ崎海岸 
0人 

5,000円 
(プールでの事前練習会あり) 

救急の日 【成果】 

プール施設における救急イベントとして AEDを用いた心肺蘇生法の体験コーナー
や着衣泳体験・救助法デモンストレーションを交えたことにより、楽しみながら自
分自身や身近な人の命を守る知識と技術を学ぶイベントだが、新型コロナウイルス
感染症の影響により開催中止とした。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 
 

実施日・場所 事業名 参加者数 

R2年 6月 21日(日) 

石名坂温水プール 
夏目前！石名坂で教える救急豆知識 0人 

R2年 7月 19日(日)  

八部公園プール 
藤沢市八部公園『夏の救急フェア』 0人 

R2年 8月 13日(木) 

秋葉台公園プール 
チャレンジ！救急 0人 

計 0人 

おはよう！きゅ

んとするまち。

藤沢 ラジオ体

操 2020～めざ

そう健康寿命日

本一～ 

【成果】 

 例年、本財団と藤沢市で「健康寿命日本一」を目指した取り組みの一環として、

藤沢市独自のラジオ体操会を計画し、藤沢市民会館前会場の他にサテライト会場で

の参加団体を加えて実施していたが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、会場での実施をすべて中止し、気軽に自宅で参加していただけるようラジ

オ体操の動画を 10本製作し、配信を行った。また、その動画をより多くの方に見

ていただけるよう講師によるワンポイントレッスン、藤沢市にゆかりのあるアスリ

ートの方にご出演いただいた他、藤沢市民対象にラジオ体操動画を募集し、藤沢市

の広報番組と本財団の YouTubeチャンネルで配信した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により代替事業を実施 

＊主催：藤沢市、藤沢市教育委員会、本財団 

 協力：株式会社かんぽ生命保険、株式会社ジェイコム湘南・神奈川 

 

出演者 

講師：家根本織永（NPO法人全国ラジオ体操連盟指導員）、鎌田修広（株式

会社タフジャパン）、アスリート：山田恵里（北京オリンピック・ソフトボ

ール）、吉田愛・吉岡美帆（セーリング女子 470級日本代表）、水鳥寿思（ア

テネオリンピック・体操競技）、石井美樹（2020年ビーチバレー強化指定選

手）、石井雅史（北京パラリンピック・自転車競技）、近内圭太郎（アトラ

ンタオリンピック・競泳）、高木駿（大分トリニータ・サッカー）、齋藤未

月・石原広教（湘南ベルマーレ・サッカー）、池田建人・崎ブライアン・杉

浦健二郎（神奈川フューチャードリームス・野球）、藤沢市民他 



事 業 名 内    容 

神奈川県及び全

国中学生ビーチ

バレー大会 

【成果】 

 日本のビーチバレー発祥の地、鵠沼海岸で、中学生の県大会と全国大会を開催す

る予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：公益財団法人日本バレーボール協会、一般社団法人日本ビーチバレーボー 

    ル連盟、藤沢市、藤沢市教育委員会、本財団 

 主管：神奈川県中学生ビーチバレー大会実行委員会 

    湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会実行委員会 

   （構成：一般社団法人神奈川県バレーボール協会、藤沢市バレーボール協会） 

 後援：スポーツ庁、一般社団法人地域活性化センター、神奈川県、神奈川県教育 

    委員会、神奈川県ビーチバレーボール連盟、藤沢市体育協会、藤沢市中学 

    校体育連盟バレーボール専門部、公益財団法人小田急財団 

 協力：公益社団法人藤沢市観光協会 

実施日・場所        内 容 参加者数 

R2年 7月 31日(金) 

鵠沼海岸 

第 14回神奈川県中学生 

ビーチバレー大会 

男子の部0チーム 

女子の部0チーム 

R2年 8月 16日(日)、 

17日(月) 

鵠沼海岸 

第 11回湘南藤沢カップ 

全国中学生ビーチバレー大会 

男子の部0チーム 

女子の部0チーム 

車いすバスケッ

トボール体験 

【成果】 
 市バスケットボール協会と協働して、市内の小学生がトップアスリートとふれあ

い、直接指導を受けられる貴重な機会だったが、新型コロナウイルス感染症の影響

により開催を中止した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

 

 

実施日・場所 事業名 参加者数 

R2年 8月 8日(土) 

秋葉台文化体育館 
車いすバスケットボール体験 0人 

秋葉台カヌー 

Ｄａｙ 
【成果】 

 河川や湖に比べ、安全に水着のまま手軽に操船できる秋葉台公園プール（流水プ

ール）でカヌー体験を楽しむ機会を提供する予定であったが、新型コロナウイルス

感染症の影響により開催を中止した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・時間 参加者数 実施日・時間 参加者数 

R2年 8月 11日(火) 0人 R2年 8月 18日(火) 0人 

R2年 8月 12日(水) 0人 R2年 8月 19日(水) 0人 

R2年 8月 13日(木) 0人 R2年 8月 20日(木) 0人 

R2年 8月 14日(金) 0人 R2年 8月 21日(金) 0人 

計 0人 



事 業 名 内    容 

バスケットボー

ルクリニック 

【成果】 

 市内の小学生が湘南 SUNS のトップアスリートから、直接指導を受けられる機会

を提供する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：藤沢市バスケットボール協会、本財団 

 協力：湘南 SUNS、湘南スポーツクラブ 

実施日・場所 事業名 参加者数 

R2年 8月 25日(火) 

秩父宮記念体育館 
バスケットボールクリニック 0人 

秋葉台水鉄砲 

合戦 

【成果】 

 子どもたちを対象に、秋葉台公園球技場（人工芝）の有効活用と利用促進を目的 

に企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日 参加者数 参加費 

R2年 8月 27日(木) 0人 500円 

湘南オープンウ

ォータースイミ

ング 2020 

～江の島スイム

ツアー～ 

 

 

 

【成果】 

 NPO 法人湘南マリンオーガニゼーションが主催し、本財団も実行委員会に参画す

るオープンウォータースイミングの大会において、江の島を会場に行われる 800ｍ

集団泳『江の島スイムツアー』の運営を担う予定であったが、新型コロナウイルス

感染症の影響により開催が中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：特定非営利活動法人湘南マリンオーガニゼーション、湘南オープンウォー 

    タースイミング実行委員会 

 共催：本財団 

実施日・場所   参加者数 

R2年 8月 29日(土) 

片瀬東浜 

江の島スイムツアー 0人 

(10Km：0人、2.5Km：0人、ﾌｨﾝ 2.5km：0人) 

ザ・ビーチ 2020 【成果】 

 ビーチバレーボール・ビーチフラッグス・ビーチサッカー・ビーチ綱引の 4種目

をトータルで競い合う複合型のチーム対抗戦。今回で 19回目の開催となる本大会 

だが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催が中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：ザ・ビーチ実行委員会、本財団 

実施日・場所 参加者数 

R2年 9月 5日(土) 

鵠沼海岸 
0チーム  0人 



事 業 名 内    容 

地域感謝イベン

ト 

【成果】 

 普段スポーツ施設を利用しない方にも足を運んでいただくためにお祭り要素が

濃い催しを企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 

■地域感謝祭 in 秩父宮記念体育館 

実施日 内 容 参加者数 

R2年9月19日(土) 
射的、消防署探検ツアー、フリーマ

ーケット、ケータリング等 
0人 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

■ＳＬまつり 

実施日 内 容 参加者数 

R2年10月4日(日) 
ストライダー貸し出し、蘇生法体験

コーナー等 
 0人 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

■石名坂地域感謝祭 

実施日 内 容 参加者数 

R2年12月20日(日) 
餅つき、お汁粉・豚汁販売等 

健康測定（※保健医療財団連携） 
0人 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

■新春！秋葉台公園プール 元気祭 

実施日 内 容 参加者数 

R3年1月17日(日) 餅つき、無料水泳指導等 0人 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

スポーツまつり

ふじさわ 2020 

【成果】 

 藤沢市（スポーツ推進課）が主導する生涯スポーツを推進する事業に、本財団も

関係団体とともに実行委員会に参画し、市民の健康増進とスポーツを気軽に楽しめ

る環境づくりを目的に開催が予定されていたが新型コロナウイルス感染症の影響に

より開催が中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：藤沢市、スポーツまつりふじさわ実行委員会 

（構成：藤沢市地区社会体育振興協議会、藤沢市スポーツ推進委員連絡協議会、藤

沢市体育協会、藤沢市レクリエーション協会、藤沢市スポーツ少年団本部、本財団） 

実施日 内 容（場 所） 参加者数 

R2年 9月 19日(土) 

ニュースポーツ等 

（秩父宮記念体育館） 
0人 

卓球バレー体験・グラウンド 

ゴルフ 等（秋葉台運動施設） 
0人 

計 0人 

第 14 回秋葉台

キッズアクアス

ロン 

 

【成果】 

 小学生を対象とした水泳とランニングで競う競技会。小学生向けの個人競技大会

が少ない中、競技スポーツの楽しさを体感できる身近な大会として企画したが、新

型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日 場 所 参加者数 

R2年 9月 20日(日) 
秋葉台公園屋外プール 

秋葉台文化体育館外周路 
0人 



事 業 名 内    容 

湘南ベルマーレ

フットサルクリ

ニック＆エキシ

ビジョンマッチ

㏌秋葉台 

【成果】 

 フットサルの国内トップリーグである「F リーグ」で活躍する湘南ベルマーレの

選手から直接指導を受けられる貴重な機会だったが、新型コロナウイルス感染症の

影響により開催を中止した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：本財団 日本フットサルリーグ（一般財団法人日本フットサル連盟） 

 協力：湘南ベルマーレフットサルクラブ（株式会社小田原スポーツマーケティング） 

実施日 事業名 参加者数 

R2年 9月 27日(日) 
秋葉台文化体育館 

湘南ベルマーレ 
エキシビジョンマッチ in秋葉台 

0人 

湘南ベルマーレフットサル 
クリニック 

0人 

第 4 回ふじさ

わ・えのしま観

光ロゲイニング 

【成果】 

 地図をもとに、市内のチェックポイントを回り、時間内に得点を集めるロゲイニ

ングを企画した。4 回目となり定着しつつあったが、新型コロナウイルス感染症の

影響により開催を中止した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：本財団 主管：一般社団法人ポジティブスポーツ振興協会（かまく RUN） 

 後援：藤沢市、藤沢市教育委員会 

 協力：公益社団法人藤沢市観光協会、藤沢商工会議所 

実施日・場所 参加者数 参加費 

R2年 11月 15日(日) 

秩父宮記念体育館 

及び藤沢市内 

0人 

大人 2,000円 

小・中学生 500円 

単独参加 3,000円 

サイクルチャレ

ンジ藤沢 in 秋

葉台 

【成果】 

 サイクルスポーツは、健康の維持増進や、家族・仲間と手軽に楽しむことができ

るスポーツとして楽しまれる方々が増加している。本事業では自転車を楽しむ方法

だけでなく、公道を安全に走るための技術や知識を学ぶ機会を企画したが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：本財団 共催：ウィーラースクールジャパン・イースト 

 協力 TEAM MASAMICHI、Team BFY Racing 

実施日・場所 参加者数 参加費 

R2年 11月 23日(月祝) 

秋葉台運動施設 
0人 200円 

第 66 回藤沢市

駅伝競走大会 

【成果】 

 第 66回藤沢市駅伝競走大会を藤沢市陸上競技協会との協働で開催予定であった

が新型コロナウイルス感染症の影響により開催が中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：藤沢市、藤沢市教育委員会、本財団  主管：藤沢市陸上競技協会 

 協力：藤沢北警察署、藤沢市地区社会体育振興協議会連合会、藤沢市スポーツ推 

    進委員協議会、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス、藤沢北交通安全協会、 

    藤沢市建設業協会 

実施日     場 所 参加者数 

R2年 12月 20日(日) 
慶応義塾大学湘南藤沢キ

ャンパス周辺コース 
0チーム0人 

http://www.voiceblog.jp/ws-japan/


事 業 名 内    容 

プレス工業 

陸上競技部 

ランニングクリ

ニック 

【成果】 

 全日本実業団対抗駅伝競走大会（ニューイヤー駅伝）に出場した経歴を持つ、地

元実業団の強豪チーム「プレス工業陸上部」のトップアスリートから直接指導をい

ただける人気のランニング教室を企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、事業の開催が中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：本財団  協力：プレス工業株式会社陸上競技部 

実施日 事業名 参加者数 

R3年 1月 11日(月祝) 

R3年 3月 20日(土祝) 

秋葉台運動施設 

プレス工業陸上競技部

ランニングクリニック 

0人 

0人 

第 11回湘南藤

沢市民マラソン

2021 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、第 1回実行委員会は対面での開催がで

きず書面表決により実施した。6月 24日(水）の第 2回実行委員会にて参加者やボ

ランティアの安全確保が困難との判断で開催中止を決定した。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：湘南藤沢市民マラソン実行委員会 

   （構成：藤沢市、藤沢市教育委員会、藤沢市体育協会、藤沢市地区社会体 

    育振興協議会連合会、藤沢市スポーツ推進委員協議会、藤沢市スポーツ 

    少年団本部、藤沢市レクリエーション協会、藤沢商工会議所、(公社)藤 

    沢市観光協会、(一社)藤沢市商店会連合会、(一社)藤沢青年会議所、(公社) 

    藤沢市医師会、藤沢市交通安全協会、江の島片瀬漁業協同組合、藤沢市 

    漁業協同組合、神奈川県湘南地域県政総合センター、神奈川県藤沢土木 

    事務所、神奈川県スポーツ局セーリング課、(公財)神奈川県公園協会、 

    (株)湘南なぎさパーク、（株）新江ノ島水族館、東日本旅客鉄道(株)、 

    小田急電鉄(株)、江ノ島電鉄(株)、湘南モノレール(株)、神奈川中央交通 

    東(株)藤沢営業所、京浜急行バス(株)鎌倉営業所、(株)ジェイコム湘南・ 

    神奈川、藤沢エフエム放送(株)、国際ロータリー第 2780 地区、ライオン 

    ズクラブ国際協会 330-Ｂ地区１ゾーン、(一社)湘南読売会、(株)江ノ電 

    バス、市民代表、本財団） 

 主管：藤沢市陸上競技協会 

 協力：藤沢警察署、茅ヶ崎警察署、茅ヶ崎市、海上自衛隊厚木上級海曹会、 

    藤沢市交通指導員、(公社)藤沢市医師会、藤沢市赤十字奉仕団、ふじさ 

    わ救命普及推進会、鎌倉市陸上競技協会、茅ヶ崎市陸上競技協会、寒川 

    町陸上競技協会、綾瀬市陸上競技協会、大和市陸上競技協会、藤沢市放 

    課後支援事業者連絡会、藤沢市障がい児者ヘルパー事業所連絡会 

 後援：神奈川県、神奈川県教育委員会 他 

 事務局：本財団 

 

実施日・場所 出場者数 参加費 

R3年 1月 24日(日) 

江の島・湘南海岸 

10マイル：0人 

親子ラン：0組 

チャレンジラン：0組 

10マイル：6,000円 

親子ラン：4,000円 

チャレンジラン：4,000円 



事業名 内    容 

 

スポーツチャレ

ンジフェスティ

バル VOL18 

【成果】 

 本財団独自のゲーム・スポーツを企画し開催に向け準備を整えていたが新型コロ

ナウイルス感染症の影響により開催中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

 

実施日・場所 参加人数 参加費 

R3年 2月 11日(木祝) 

秩父宮記念体育館 
0人 

大人 500円 

こども 300円 

他団体等とのイ

ベント・大会・

教室 

【成果】 

 他団体や企業との共同開催や、スポーツイベントの招致・共催・後援等により、

地域性や環境を生かしたビーチスポーツやトップレベルの大会を開催した。また、

トップアスリートと市民がふれあい、参加することのできる機会等を提供し、市民

のスポーツ活動への関心を高めるとともに、広くスポーツの推進に努めた。 

◎主な共催・後援事業    ■共催・後援事業計 12件（うち中止 3件） 
 

実施日 事業名 参加者数 

R2年 9月 5日(土) 

秋葉台文化体育館 

Ｕ14ヤングバレーボールクラ

ブ親善交流会 
後援 7 ﾁｰﾑ 150人 

R2年 9月 12日(土) 

秋葉台文化体育館 

第 45回日本ハンドボールリ

ーグ第 3節藤沢大会 
後援 853人 

R2年 11月 28日(土) 

秋葉台文化体育館 

新日本プロレス『愛の輪福

祉基金チャリティー』藤沢

大会 

後援 1,051人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

オリンピック・

パラリンピック

関連事業 

■第 4回ふじさわセーリングフェスタ 2020㏌江の島（スポーツ事業業務委託） 

【成果】 

 東京 2020オリンピック競技大会セーリング競技の会場となる江の島海上で、障

がい者や幼児も安心して乗船できるユニバーサル艇を用いたセーリング体験イベ

ントを実施した。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、周知期間も

少ない中で感染症対策を徹底しながらの実施となったが、数多くの申込をいただい

た。事業は、2日間のうち初日は荒天により中止となったが、2日目は、天候と海

のコンディションにも恵まれ、盛況に開催することができた。なお、残念ながら中

止になり参加できなかった方には、少しでも東京 2020オリンピック競技大会開催

への気運の醸成を図るため、藤沢市からオリンピック・パラリンピックの関連グッ

ズを送付した。 

（東京 2020公認参画プログラム） 

＊主催：藤沢市、セイラビリティ江の島、本財団 

実施日 場 所 参加者数 参加費 

R2年 10月 18日(日) 

※10月 17日(土)は 

天候不良のため中止 

江の島ヨット 

ハーバー 
計20人 

一般（中学生以上） 

    700円 

小学生 300円 

障がい者 無料 

■ふじさわセーリングサポートプログラム 

【成果】 

 東京 2020オリンピック競技大会セーリング競技に出場する各国代表選手のトレ

ーニング及びコンディショニングの調整場所として、秩父宮記念体育館（トレーニ

ング室）及び鵠沼運動施設（プール、トレーニングルーム）を提供する予定だった

が、新型コロナウイルス感染症の影響による施設休館と東京 2020大会の延期に伴

い中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により実施中止 

＊主催：藤沢市（東京オリンピック・パラリンピック開催準備室）、本財団 

■第 4回ふじさわパラスポーツフェスタ 2020（スポーツ事業業務委託） 

【成果】 

 障がい者の社会参加促進とパラスポーツの紹介を目的に市内の関係団体と実行

委員会を構築し、協議を重ねながらイベントを企画したが、新型コロナウイルス感

染症の影響により開催中止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：藤沢市、ふじさわパラスポーツフェスタ実行委員会 

構成 藤沢市肢体障害者協会、神奈川県障がい者スポーツ指導者協議会、光友会、 

   東京ガス神奈川西支店、RVCハッスルかわせみ、神奈川湘南卓球クラブ、 

   藤沢市アーチェリー協会、藤沢市スポーツ推進委員協議会、一般社団法人 

   善行大越スポーツクラブ、本財団 

場 所 使用(開放)月・人数 国 名 

秩父宮記念体育館 

(トレーニング室） 
0人 － 

八部公園プール 

(トレーニングルー

ム・プール） 

0人 － 

実施日 場 所 参加者数 

R2年 9月 19日(土) 秩父宮記念体育館 
来場者：0人 

参加者延べ0人 



事 業 名 内    容 

オリンピック・

パラリンピック

関連事業 

 

■『オリンピックメダリストがやってくる！』 

■『パラリンピックメダリストがやってくる！』 

■『プールでセーリング体験』 

(オリ・パラ気運醸成事業業務委託) 

【成果】 

年度当初からの新型コロナウイルス感染症の影響と東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピック競技大会の延期により、東京 2020 オリンピック・パラリンピック開

催準備室との協議により委託業務がキャンセルとなった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：藤沢市（東京オリンピック・パラリンピック開催準備室）、本財団  

 

■ジュニアのためのスポーツ栄養講座（オンライン版）【新規】 

【成果】 

 ジュニアアスリートとその指導者や保護者を対象にケガの予防や身体づくりの

基礎となる栄養の知識を専門のスポーツ栄養士から学ぶ機会を提供し、東京 2020

オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて気運を醸成する講習会となった。

また、緊急事態宣言中のコロナ禍でも影響を受けないオンライン講座として実施

し、参加者からも好評だった。 

（東京 2020公認参画プログラム） 

＊主催：藤沢市、藤沢市教育委員会  

共催：NPO法人湘南栄養指導センター、本財団 

 

■第 4回ふじさわボッチャ競技大会(オリ・パラ気運醸成事業) 

【成果】 

 東京 2020 パラリンピック競技大会に向けて、重度の障がい者も気軽にスポーツ

大会に参加できるよう、ボッチャ大会とボッチャ体験会を企画したが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により中止となった。 

（東京 2020公認参画プログラム） 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

＊主催：藤沢市、東京ガス株式会社神奈川西支店、横浜ボッチャ協会 

＊共催：本財団 

＊協力：藤沢市スポーツ推進委員協議会 

 

 

東京 2020公認参画プログラム 

…東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて市民の社会参画と気運

醸成を促進し、未来への継承や多様性と調和を図るために東京 2020組織委員会が公認する 8

つの分野に沿ったイベントプログラム 

 

実施日 場 所 参加者数 

R3年 2月 27日(土） 
秩父宮記念体育館から 

ZoomにてLIVE配信 
50人 

実施日 場 所 参加チーム 

R3年 3月 14日(日) 秋葉台文化体育館 0チーム0人 



2 指導者・ボランティア組織の充実 

 (1) 指導者養成・派遣 

事 業 名 内    容 

指導者養成・派遣

事業 

◆指導者派遣 

【成果】 

 藤沢市役所各課・公民館等の関係機関や、藤沢市内小・中学校ＰＴＡからの依

頼による救急法講習・体操教室等の各種講習及び、藤沢市商店会連合会主催事業

のラジオ体操へ財団職員を派遣し、市民のスポーツ活動支援や市民の健康増進を

図るとともに、救急法等の普及・推進に努める計画だったが、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、一部が中止となった。市消防職員採用試験については、

スケジュールが変更になったことで、受験者が増大し、例年の倍以上の人数での

実施となった。さらに慶應義塾大学 SFC体育科からの依頼により、非常勤職員と

して職員を派遣し、前期 12回×2コマ、後期 13回×2コマでユニバーサルスポ

ーツについて、オンライン授業を担当することで、共生社会の実現に向けて寄与

した。また、地域総合型スポーツクラブである善行大越スポーツクラブから専門

的な見地からのアドバイザーとして相談役への派遣依頼があり、本財団職員がク

ラブの事業運営に関わった。 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により一部実施中止 

区 分 実 績 主な依頼元 

指導講師派遣 
32件 47日 

99人 

市消防職員採用試験・市職員採用試験、高

齢者福祉センター、大学等 

実習等受入 0件 0人 
藤沢市内中学校・県立高校・大学・市内小

学校教諭等 

大学非常勤講師 25回50時限 
慶應義塾大学 SFC体育（オンライン授業） 

「体育１」・「ユニバーサルスポーツ」 

小学生新体力テス

ト測定員派遣 

【成果】 

 藤沢市内小学校における新体力テスト実施の支援策として、市民測定員を依頼

があった学校に派遣する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により

教育指導課と協議し、事業が中止となった。また、令和 3年度からは本事業が廃

止となった。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 
 

実施期間 派遣実施校数 延べ派遣人数 

R2年4月下旬～ 

R2 年7月上旬 
小学校 0校 0人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2) ボランティア組織の運営 

事 業 名 内    容 

｢スポーツサポー

ターバンク｣の管

理運営 

【成果】 

 市民のスポーツ・レクリエーション活動を支えていただける方々の登録によ

り、様々な事業にご協力いただく予定であったが、新型コロナウイルス感染症の

影響により対象となっていた事業がほぼ中止となり『ふれあいスポーツ交流会～

ローリングバレーボール＆ボッチャ』のみでの協力だった。 

 

令和 2年度末 登録者数 令和 2年度 延べ協力人数 

 128人 2人 

※新型コロナウイルス感染症の影響により下記の事業以外は開催中止 

◎協力依頼事業 

ふれあいスポーツ交流会(ローリングバレーボール＆ボッチャ) 
 

新体力テスト測定

員養成講習会修了

者名簿の管理 

【成果】 

 新体力テスト測定員養成講習を修了し、藤沢市内小学校における新体力テスト

実施の支援に協力いただいている市民測定員の名簿に関しては、「藤沢市個人情

報の保護に関する条例」及び「公益財団法人藤沢市みらい創造財団個人情報の保

護に関する規程」の本旨に従い適正に管理し、実施連絡等において測定員と迅速

な対応を行うことができた。令和 2年度については新型コロナウイルス感染症の

影響により事業が中止となった。令和 3年度については事業が廃止となった。 

 

（令和 2年度 測定員養成講座は実施なし 新規登録者 0人） 

障がい者スポーツ

関係団体の情報収

集・管理、活動の

場の提供 

【成果】 

 生涯スポーツ推進委員会や各種会議に障がい者団体からも委員に就任してい

ただき、障がい者の意見を反映させた施設管理、事業運営に努めた。 

 また、藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会に委員を選出して他加盟団体と協力

し、障がい者がスポーツ活動に参加しやすい事業展開と場所の提供に努めた。 

 平成 28 年度に神奈川県が主催した「第 2 回かながわパラスポーツフェスタ

2016」を継承し、藤沢市独自のパラスポーツイベント開催に向けて各関係団体と

ふじさわパラスポーツフェスタ実行委員会を構築し、パラスポーツ体験イベント

を企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止を余儀なくされた。

また、公民館などの催しで、ボッチャ体験会等に講師を派遣し、より多くの市民

に向けたパラスポーツの普及に努めた。 

 



3 スポーツ施設の管理運営 

事 業 名 内      容 

藤沢市スポーツ

施設管理運営 

(指定管理業務) 

・秩父宮記念体育館 
 
・秋葉台公園 
 (秋葉台運動施設) 
  
・八部公園 

(鵠沼運動施設) 
 
・石名坂温水プール 
 
 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症の影響によって藤沢市との協議の結果、以下の期間

を市民の安全を最優先し、感染症拡大防止のため臨時休館とした。 

・体育館：4/4(土)～6/14(日)、1/12(火)～3/21(日)        〔136日間〕 

・トレーニングルーム：4/1(水)～6/22(月)、1/12(火)～3/21(日)  〔142日間〕 

・屋内プール・サウナ浴室：4/1(水)～6/16(火)、1/12(火)～3/21(日)〔135日間〕 

・屋外プール：7/1(水)～9/13（日）               〔62日間〕 

・球技場・野球場・テニス：4/4(土)～6/14(日)、1/12(火)～3/21(日)〔131日間〕 
《体育館》 
■秩父宮記念体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■秋葉台文化体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R１ 90,080件 269,327人 40,602,414円 

 

R1 103,134件 268,369人 32,914,530円 

 



事 業 名 内      容 

藤沢市スポーツ

施設管理運営 

(指定管理業務) 

《テニスコート》 

 

 

 

 

《野球場》 

 

 

 

《球技場》 

 

 

 

《プール》 

 

 

 

 

 

※八部公園プール・秋葉台公園プールの貸切等分は、プール利用料金とは別途、体育館で収納 

 

《トレーニングルーム》 

 

 

 

 

※秩父宮記念体育館・秋葉台文化体育館のトレーニングの実績は個人使用と重複 

 

《サウナ(浴室)》 

 

 

 

 

※秋葉台体育館のサウナ・浴室の実績は個人使用と重複 

 

 

 

＊秩父宮トレーニング室、秋葉台トレーニングルーム、秋葉台サウナ・浴室 重複分を除く実数 

総合計 

利用件数 利用者数 収入額 

134,112件 371,818人 60,592,716円 

R1 9,881件 56,719人 9,722,940円 

 

R1 624件 66,002人 2,090,666円 

 

R1 1,300件 75,909人 6,170,572円 

 

R1 310,044件 310,044人 62,967,410円 

 

R1 171,041件 171,041人 45,439,950円 

 

R1 52,439件 52,439人 17,438,300円 

 

R1 601,881件 1,133,188人 176,089,892円 

 



事 業 名 内      容 

ビーチレクリエ

ーションゾーン

の管理運営 

(受託業務) 

 日本のビーチバレー発祥の地である鵠沼海岸常設コートの管理運営と安全管

理、美化啓発を関係団体と調整を執りながら効率的に行った。新型コロナウイル

ス感染症の感染防止対策として、コート利用を事前予約制とし、ビーチバレーボ

ールの貸し出しを中止とした。そのような状況下でもコートの運営状況を随時

Twitterにて発信し、利用者の利便性向上とビーチスポーツの普及・推進に努め

た。 

開場日数 ビーチバレーボール貸出件数 

110日 8件  
 

 

４ その他 

事 業 名 内      容 

広報・情報事業 ① ホームページの拡充 

【成果】 

 財団のホームページで、施設案内や教室・大会等の案内、各事業の募集を定期

的に更新するだけでなく、見だし機能を充実させ定期的に情報提供をすることに

より、より目に付きやすく、わかりやすい情報提供を行いスポーツに関する情報

について幅広く提供し、市民の関心を深めることができた。 

 さらに、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため施設閉鎖が余儀なくされ

ているが HPを活用してトレーニング動画を配信し、市民の多様なニーズに応える

取り組みを推進した。 

② 施設における情報案内 

【成果】 

 各施設にオリンピック・パラリンピック情報コーナー等を設け、オリパラキャ

ラクターのＤＶＤを放映した。スポーツに関するイベント・大会等の情報を提供

するとともに、コーナーの一部を市内スポーツサークルや施設利用登録団体等に

活用していただき、市民のスポーツ活動を支援した。 

 また、様々な関連情報をタイムリーに掲示し、お客様が見やすく、確認しやす

い環境づくりを図り、施設利用者の利便向上に努めた。 

 市民マラソンの Facebook やスポーツ事業課の Twitter、Instagram など SNS や

動画サイトを活用した情報発信を本格的にスタートさせて、さらなる拡充に努め

た。 

 

③ マスコットキャラクター「みらぞう」の活用 

【成果】 

 協力依頼があったイベントや動画配信へ本財団のキャラクター「みらぞう」を

派遣し、財団の PR活動に努めた。 

 
 

◎主な派遣事業派遣日 参加事業名・内容（場所） 

R2年 8月上旬～ ラジオ体操動画（YouTubeチャンネル） 

R2年 11月上旬～ 慶應義塾大学ＳＦＣ体操×藤沢市（藤沢情報ナビ） 



 

事 業 名 内      容 

広報・情報事業 ④ スポーツ事業課 YouTubeチャンネルの開設【新規】 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症の猛威によりステイホームや新しい生活様式が求

められるなかで市民が自宅でも健康づくりのためのエクササイズが実践できる

よう広報課およびスポーツ推進課と連携し、エクササイズ動画やラジオ体操動画

の作成に努めた。チャンネル登録者 251人 

(2021年 3月 31日現在) 

 
 

配信日 動 画 テーマ（作成本数） 総視聴回数 

R2年 5月中旬～ おうちでエクササイズ関連動画（21本） 21,890回 

R2年 8月上旬～ ラジオ体操関連動画（10本） 4,150回 

R2年 9月下旬～ セーリング体験動画（1本） 448回 

R2年 11月上旬～ 水中ウォーキング関連動画（4本） 12,933回 

計 39,421回 



事 業 名 内      容 

スポーツ施設マ

ップ作成・配布 

 

【成果】 

 藤沢市が管理するスポーツ施設の位置や利用種目等を、地図上に視覚的にわかり

やすく紹介するとともに、市内のウォーキング・ジョギング・サイクリング推奨コ

ースを紹介した「藤沢市スポーツ施設マップ」を作成し、市民がよりスポーツ活動

に親しめるよう配慮した。 

スポーツ青少年

等奨励事業 

【成果】 

 藤沢市教育委員会及び藤沢市体育協会主催の「第 36 回スポーツ人の集い」に共

催し、次世代を担うスポーツ青少年の育成やトップアスリートを招いた講演会のサ

ポートをする予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により集いは開催

中止となり、奨励事業の年度表彰のみ執り行った。 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止（表彰のみ執行） 

実施日  参加者数 

R3年 2月 11日(木祝) 0人  

スポーツ用品等

貸し出し 

【成果】 

 気軽に施設を利用していただけるよう、ロッカーの期間レンタルや開放種目のス

ポーツ用具・プール用品・ドライヤーの貸し出しを行う予定であったが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、原則として貸し出しを中止とした。また、雨傘の貸し

出しを行い、お客様の利便性の向上を図った。 
 

施設名 主なレンタル品目  収入額  

秩父宮記念体育館 

ボール・ラケット・シュー

ズ・ロッカー・ダンスパネ

ル等 

64,000円 

鵠沼運動施設 

ロッカーのみ実施 

度付ゴーグル・シューズ・

ストライダー等 中止 

6,600円 

秋葉台運動施設 
ボール・ラケット等    
(プールは新型コロナウイルス

感染の影響により中止) 
9,450円 

石名坂温水プール 
卓球ラケット・ビート板・

度付ゴーグル等 中止 
0円 

合計 
 

80,050円 

 ※ビート板、度付ゴーグル、ドライヤー、雨傘は、無料貸し出し。 

 ※新型コロナウイルス感染症の影響によりレンタル事業は基本休止。 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内      容 

藤沢市スポーツ

施設使用料収納

及び支出事務 

桐原公園他 5 公

園施設使用料収

納及び支出事務 

【成果】 

 藤沢市から受託した藤沢市学校屋外運動場夜間照明設備使用料収納及び藤沢市

スポーツ施設使用料支出事務、並びに、他の指定管理者が管理する有料施設の予

約受付事務について貸出業務協定を締結し、適正かつ円滑に予約・収納・支出事

務を執行した。これにより、管理者が別々のスポーツ施設の事務を一本化するこ

とができ、利用者の混乱を防ぐとともに利便性の向上が図られた。 

■各施設窓口での収納及び支出事務状況(藤沢市分) 
 

受付窓口名 取扱件数 取扱金額 
現年度 

還付件数 
金 額 

過年度 

還付件数 
金 額 

秩父宮窓口 262件 336,800円  35件 59,260円  6件 6,800円  

鵠沼窓口 216件 234,400円  37件 47,340円  17件 21,800円  

秋葉台窓口 700件 874,700円 117件 140,020円 39件 53,200円 

石名坂窓口 80件 85,400円 14件 14,620円 2件 1,800円 

計 1,258件 1,531,300円 203件 261,240円 64件 83,600円 

  ■他団体指定管理者管理施設の窓口での取扱状況 

 

施設名 取扱件数 手数料収入 

秩父宮記念体育館窓口 2,552件 510,400円 

鵠沼運動施設窓口 5,835件 1,167,000円 

秋葉台運動施設窓口 5,327件 1,065,400円 

石名坂温水プール窓口 636件 127,200円 

計 14,350件 2,870,000円 
 

 

【その他目的を達成するために必要な事業(定款第4条第1項第4号）】 

１ 物品販売事業及び駐車場管理運営事業 

 (1) スポーツ施設での自動販売機設置、物品販売 

事 業 名 内      容  

自動販売機での

飲料水等販売及

び 

スポーツ用品等

物品販売 

【成果】 

 施設でのスポーツ用品の販売や自動販売機による飲料水等を販売することによ

り、お客様へのサービスを向上させた。また、JOCオリンピック支援自販機を設置

し、オリンピック活動の推進に貢献した。しかし、新型コロナウイルス感染症の

影響により各種大会やイベント等が中止となり、臨時販売行為についても激減し、

手数料収入が例年を大きく下回った。 

 

 
 

区 分 収入額 

自動販売機手数料 4,526,821円 

区 分 収入額 

物品販売手数料 510,271円 

臨時販売行為手数料 58,900円 

計 569,171円 

 



 (2) スポーツ施設に付帯する駐車場の管理運営 

事 業 名 内      容 

駐車場管理運営 【成果】 

 スポーツ施設を利用するにあたり、多くの用具を持参する利用者等への利便性

の向上のため、スポーツ施設付帯の駐車場の管理運営を安全かつ適正に行った。 

施設名 開場日数 利用台数 収入額 

八部公園駐車場 292日 49,200台 3,263,890円 

秋葉台公園駐車場 308日 85,480台 7,633,970円 

石名坂温水プール 

駐車場 
261日 9,861台 391,560円 

合計  144,541台 11,289,420円 
 

 

2 その他市受託事業 

 (1) 藤沢市から受託するスポーツ広場の管理運営 

事 業 名 内      容 

スポーツ広場管

理運営 

【成果】 

 藤沢市から受託したスポーツ広場の管理を、市民の安全なスポーツ活動の場と

して提供し、グラウンド整備等の環境維持に努めるとともに施設案内・鍵の貸出

など、利便性の向上に努めた。また、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策

を講じて、利用者が施設を安全・安心に利用できるように努めた。 

 

施設名 開場日数 件数 人数 

女坂スポーツ広場球技場 217日 251件 8,574人 

女坂スポーツ広場野球場 217日 254件 5,515人 

葛原スポーツ広場 185日 240件 7,642人 

天神スポーツ広場 184日 222件 9,362人 

計 967件 31,093人 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

芸術文化事業  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 事 業 総 括 

 令和２年度の芸術文化事業は、藤沢市が策定した「藤沢市文化芸術振興計画」並びに本財団の「経

営計画２０２０」に基づき、音楽や演劇の公演企画・実施及び市民の文化活動の推進・支援を様々な

形で計画しておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という未曽有の事態

となり、藤沢市民会館を始めとする劇場も閉館となるなど、これまでの通常の公演は実施できない事

態となりました。このような中でも、劇場の密を避けた席配置やオンラインでの公演配信等、本財団

職員の知恵と経験及び関係者の多大なるご協力により、できる限りの取り組みを実施してまいりまし

た。 

 まず、緊急事態宣言下で劇場が閉館となり公演活動等が行えない期間、当課職員の発案により「リ

スタート」、「Ｗｅｂ化」、「デジタル化」の３つのプロジェクトを立ち上げました。「リスタート」

は公演再開に向けて、必要物品の洗い出しや席配置等の感染症対策を検討し、コロナ禍における公演

スタイルを検討しました。「Ｗｅｂ化」は、劇場が開館できない場合や新型コロナウイルス感染症の

影響で来館しにくいお客様に向けて YouTube 等での動画配信方法を検討し、いち早く６月に最初の動

画を公開しました。「デジタル化」は、これまで５０年以上の歴史がある市民オペラの膨大な写真や

映像等の資料の保存及び公開に向けて、これらを仕分けした上で、専門業者に依頼し、デジタルデー

タに変換しました。このように、先々に向けた前向きな取り組みとこれまでの実績を整理することが

でき、大変貴重な期間とすることができました。 

 藤沢市民オペラ「ナブッコ」については、令和２年度１１月に本公演を実施する予定でしたが、市

民合唱及び市民オーケストラの練習も始められず、更には今後の状況が見通せないため関係各所と協

議の上、２０２０年７月１日に次年度に延期することを決定しました。延期決定に際し、園田芸術監

督からの発案により、予定していた日程でナブッコ出演ソリストによる「スペシャル・ガラ・コンサ

ート」を実施し、単に延期ではなく市民にオペラへの興味関心を惹きつけ、次年度の本公演につなが

るコンサートを実施しました。 

 普段、音楽会などに出かけにくい乳幼児とその保護者が生の音楽を楽しめる演奏会、「ワンコイン・

コンサート」は、密を避けるために会場を小ホールから大ホールに変更し、先に記載した「リスター

ト」で検討した感染症対策を講じた上で実施しました。 

 その他、市民の文化活動への支援として、実施予定であった「藤沢市展」を始め、ほとんどの文化

活動が実施できませんでしたが、「ふじさわ川柳大会」については、市民団体の多大な尽力により、

初めて誌上大会を実施し、藤沢市民の他、全国から応募があり、コロナ禍でもできる方法で実施する

ことができました。 

 一方、令和２年度はこれまで経験したことのない状況が多く、対応に苦慮しました。これまで予定

していた公演が中止になるということはほとんどなかったため、特に課題となりませんでしたが、今

回多くの事業が中止になったことに伴い、チケット払い戻しの対応及び手数料の取り扱い、出演者の

キャンセル料の取り決め等、今後改善すべき課題が浮き彫りとなりました。 

このように、令和２年度は公演中止の対応と自分たちにできることを模索する１年となりましたが、

今回の取り組みと経験を糧にして、今後も藤沢市の文化振興に全力で取り組んでまいります。 



Ⅱ 事業の実施状況 

【芸術文化の振興を目的とする事業(定款第4条第1項第3号）】 

１ 芸術文化事業の企画及び開催 

 (1) 音楽・演劇鑑賞機会の提供 

  ① 音楽事業 

事 業 名 内    容 

清水ミチコ 

トーク＆ライブ 

【成果】 

 R2年 5月 23日に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、R3年 1月 29日に延期としたものの、2回目の緊急事態宣言と重なり中止し

た。 

実施日・場所 R3年 1月 29日(金) 18時 30分開演 市民会館大ホール 

出演者等 清水ミチコ 

主催：東京労音府中センター  共催：本財団 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

藤沢にゆかりの

ある音楽家たち

シリーズ 2020 

【成果】 

 本シリーズの大半は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中止や延期、

事業規模を縮小するなどの変更を余儀なくされた。 

 特に注力していくこととしていた次世代育成を主眼においた「特別オーケス

トラ事業」も同様に実施することができなかった。今後は、コロナ禍でもでき

ることを検討し、実施していきたい。 

■演奏会■ 

演奏会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、無観客で演奏の様子を
録画し、YouTubeで配信した。 

実施日・場所 R2年 7月 4日(土) 市民会館大ホール 

出演者等 惠藤久美子(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ) 堤剛(ﾁｪﾛ) 佐藤幸子(ﾋﾟｱﾉ) 

※YouTubeにて無料配信【再生回数：3,009回(2021年 3月末現在)】 

■特別オーケストラ■ 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 7月 23日(木祝) 市民会館大ホール他市内各所 

 

■地域出張編（龍口寺）■ 

実施日・場所 R2年 11月 7日(土) 

出演者等 吉野直子(ﾊｰﾌﾟ) 松本彩(ﾊｰﾌﾟ) 

入場料 一般 2,500円 / U-25 1,500円 

来場者数 57人 (販売座席数 60席) 

入場券販売実績 60枚 
 

 

 



 

事 業 名 内    容 

藤沢にゆかりの

ある音楽家たち

シリーズ 2020 

■学校訪問事業(長後中学校) 弦楽アンサンブル演奏鑑賞■ 

実施日・場所 R2年 11月 16日(月) 

出演者等 中村静香(ﾋﾞｵﾗ) 萩原麻利(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ) 藤村俊介(ﾁｪﾛ) 

参加者数 353人 

■藤澤浮世絵館■ 

実施日・場所 R3年 3月 28日(日) 

出演者等 山縣郁音(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ) 松本亜優(ﾁｪﾛ) 

参加費 無料 

参加者数 22人 (先着 30席) 

(有)まち処計画室に企画を委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

藤沢市民オペラ

2018-2020 シーズ

ン 

【成果】 

藤沢市民オペラ「ナブッコ」の開催を計画していたが、新型コロナウイルス

感染症の影響により、令和 3 年度に開催を延期することになった。しかしなが

ら、ここまで作り上げた「藤沢市民オペラ」に対する機運の醸成を図るため、

藤沢市民オペラ「スペシャル・ガラ・コンサート」を開催した。藤沢市民オペ

ラ芸術監督園田隆一郎はもちろんのこと、演出家の岩田達宗、「ナブッコ」出

演予定のソリストが一堂に会し、華やかな公演となった。コロナ禍で本財団事

業を始め、日本中の芸術活動や芸術表現の場が止まってしまう中、鑑賞機会を

提供すると同時に「ナブッコ」を楽しむためのあらすじや内容を園田、岩田の

両氏が解説することにより、来年度への期待が膨らむ公演となった。また、時

節柄、会場に足を運ぶのが怖いという方や外出を控えている方も多くいる中、

本公演では、YouTube無料配信も行い、広く、多くの方々に鑑賞機会を提供でき

た。 

本公演が延期になったことに伴い、藤沢市民オペラ「ナブッコ」公演を通し

て行う予定だった取り組みの大部分は行えなかったが、そのような状況下でも、

「園田隆一郎のオペラを 100倍楽しむ方法」公演や学校訪問「オペラ体験教室」

事業を可能な範囲で取り組んだ。 

会場席数を制限し、新型コロナウイルス感染拡大防止策を万全に行ったうえ

で「園田隆一郎のオペラを 100 倍楽しむ方法」Vol.11 を開催し、市民に良質な

音楽鑑賞機会を提供し、来場者から多くの称賛の声を得た。同公演 Vol.12では、

緊急事態宣言が再度発令されたことにより、無観客での開催として後日公演を

配信した。「スペシャル・ガラ・コンサート」同様に多くの方が視聴し、劇場

に足を運ぶことのできない状況下においても、工夫して多くの方々に鑑賞機会

を提供できた。 

また、コロナ禍で学校行事も行えていない市内小学校の希望があったため、

学校訪問事業を行った。「このような時だからこそ、生徒児童に音楽を」と園

田芸術監督と声楽家小堀勇介の協力を得ながら、次世代への育成につながる事

業を開催できた。 

 

■事前講演会■ 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2 年 6月 7日(日) 市民会館第一展示集会ホール 

講師 園田隆一郎、岩田達宗 

参加費 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

藤沢市民オペラ

2018-2020 シーズ

ン 

■「園田隆一郎のオペラを 100 倍楽しむ方法」シリーズ■ 

Vol.11～あぁ、昇れ太陽よ～ 

実施日・場所 R2年 9月 12日(土) 市民会館大ホール 

出演者等 
中村恵理（ｿﾌﾟﾗﾉ）、工藤和真（ﾃﾉｰﾙ） 

園田隆一郎（ﾋﾟｱﾉ・お話） 

入場料 一般 3,500円 全席指定 

来場者数 202人 (販売座席数 206席) 

入場券販売実績 206枚 

 

Vol.12～今の歌声は～ロッシーニ 『セビリアの理髪師』傑作オペラを大解剖！ 

※新型コロナウイルス感染症の影響により無観客開催 

実施日・場所 R3年 2月 14日(日) 市民会館大ホール 

出演者等 
中島郁子(ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ)、小堀勇介(ﾃﾉｰﾙ) 

大西宇宙(ﾊﾞﾘﾄﾝ)、園田隆一郎(ﾋﾟｱﾉ･お話) 

※YouTubeにて無料配信【再生回数：2,569回(2021年 3月末現在)】 

 

■第 24回 藤沢市民オペラ G.ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」■ 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期 

実施日・場所 
R2年 11月 14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日) 

市民会館大ホール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

藤沢市民オペラ

2018-2020 シーズ

ン 

■アウトリーチ事業（学校訪問事業）■ 

実施日・場所 
① R2年 11月 19日(木) 大鋸小学校 

② R2年 12月 23日(水) 善行小学校 

講師 園田隆一郎、小堀勇介 

参加者数 ① 121人 ②86人 

 

■藤沢市民オペラ・プレ公演 スペシャル・ガラ・コンサート■ 

※YouTubeにて無料配信【再生回数：8,997回(2021年 3月末現在)】 

※J-LODlive(コンテンツグローバル需要創出促進事業補助金)及び公益財団 

法人三菱 UFJ信託芸術文化財団助成金交付事業 

実施日・場所 
R2年 11月 14日(土)、15日(日) 

市民会館大ホール 

出演者等 

園田隆一郎（ﾋﾟｱﾉ・お話） 

岩田 達宗（特別ゲスト藤沢市民オペラ『ナブッコ』演出家） 

11月 14日       11月 15日 

今井 俊輔    須藤 慎吾 

工藤 和真    清水 徹太郎 

伊藤 貴之    ジョン・ハオ 

小林 厚子    中村 真紀 

山下 裕賀    中島 郁子 

後藤 春馬    杉尾 真吾 

新海 康仁    平尾 啓 

イ・スンジェ    谷 明美 

平澤 仁（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）井出壮志朗 

藤原 藍子・星 和代（ﾋﾟｱﾉ） 

入場料 １階席 4,500 円／ 2 階席 2,000 円（全席指定） 

来場者数 
461人（14日 250人、15日 211人）／販売座席数 546席（各

公演日 273席） 

入場券販売実績 461枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

クリスチャン・レ

オッタ 

ピアノコンサー

ト 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 12月 4日(金) 市民会館大ホール 

出演者等 クリスチャン・レオッタ 

主催：茅ヶ崎楽友協会   共催：本財団 

湘南の歌姫たち 

第6回コンサート 

【成果】 

多くの事業が中止となる中で、様々な新型コロナウイルス感染拡大防止策を

講じて実施することができた。 

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、会場を市民会館小ホールから大

ホールへ変更し、演奏や演出もソーシャルディスタンスに配慮した内容とした。 

演奏会当日は、多くの演奏会が中止になっていたこともあってか、楽しみに

待ち望んでいる方が多く、12 月という季節を感じることができる曲を中心とし

た声楽の演奏会となった。 

今後も、安心して劇場に足を運んでいただくための取り組みを充実させ、芸

術文化に触れることができる機会を提供していきたい。 

実施日・場所 R2年 12月 12日(土) 15時開演 市民会館大ホール 

出演者等 

悦田比呂子(ｿﾌﾟﾗﾉ)､山本佳代(ｿﾌﾟﾗﾉ)､栗林朋子(ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗ

ﾉ) ､石橋Eduardo和彦(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)､神田勇哉(ﾌﾙｰﾄ)､黒尾文恵

(ｸﾗﾘﾈｯﾄ)､髙橋あけみ(ﾌｧｺﾞｯﾄ)､坂元陽子(ﾋﾟｱﾉ) 

入場料 一般 3,500円 全席指定 

来場者数 229人 (販売座席数 467席) 

入場券販売実績 240枚 
 

神奈川フィルハ

ーモニー管弦楽

団 

ベートーヴェン

／交響曲第9番ニ

短調 Op.125「合唱

付き」 

【成果】 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団の県内巡回演奏会と共催。ベートーヴェン

の第九は、日本のクラシック音楽界では年末の風物詩であり、チケット販売も

好調だった。 

管弦楽と合唱を合わせると出演者側も大人数になってしまうため、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止対策として、演奏側を間引きするソーシャルディスタ

ンスに配慮した。演奏側としては間引きの不安があったとのことだが、結果は、

拍手が鳴り止まぬ幕切れとなった。 

コロナ禍であっても、新型コロナウイルス感染拡大防止策に配慮した合唱付

き管弦楽の演奏会を提供できたことは、大きな一つの成果である。 

実施日・場所 R2年 12月 27日(日) 市民会館大ホール 

出演者等 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

入場料 1階席 5,000円 2階席 2,000円 全席指定 

来場者数 454人 (販売座席数 564席) 

入場券販売実績 34枚 ※財団販売実績 

主催：神奈川フィルハーモニー管弦楽団   共催：本財団 

 

 



事 業 名 内    容 

古徳景子 

マリンバリサイ

タル 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R3年 1月 23日(土) 市民会館小ホール 

出演者等 古徳景子・柿崎幸史・おーのもとき 
 

松本茜トリオ

with 松島啓之 

JAZZ コンサート 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R3年 2月 3日(水) 市民会館第一展示集会ホール 

出演者等 松本茜、松島啓之 他 
 

 

  ② 演劇事業 

事 業 名 内    容 

落語鑑賞会 【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 5月 30日(土) 14時開演 市民シアター 

出演者等 入船亭 扇遊 他 

 

実施日・場所 R3年 2月 23日(火祝) 14時開演 市民会館大ホール 

出演者等 柳家さん喬、柳家権太楼 他 
 

ジスター公演 

「ウラシマコタ

ロウ」 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 8月 9日(日) 市民会館大ホール 

出演者等 田中零大、藤川航、廣瀬響乃、吉田さと 他 
 

加藤健一事務所 

「煙が目にしみ 

る」 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 8月 15日(土) 市民シアター 

出演者等 加藤健一事務所 
 

中村勘九郎 

中村七之助 

錦秋特別公演 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 9月 13日(日) 市民会館大ホール 

出演者等 中村勘九郎、中村七之助 他 

主催：サンライズプロモーション東京   共催：本財団 

 



事 業 名 内    容 

人形浄瑠璃 

文楽 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 

①公演日 R3年 3月 7日(日) 市民会館大ホール 

②ワークショップ  

R3年 2月 2日(火) 市民会館第二展示集会ホール 

出演者等 公益財団法人文楽協会 
 

  

(2) 芸術文化の創造の機会の提供 

事 業 名 内    容 

アウトリーチ事

業 (学校訪問事

業) 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症による休校等の影響で、学業優先という方針の学校

が多く、申し込みは例年に比べ減少した。 

開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を学校側と調整して

開催した。何かと制約が多い中でも、鑑賞や指導、体験を通して、次世代の藤沢

を担う子どもたちへ芸術文化の素晴らしさを伝えられた。  

実施日・場所 内 容・講 師 参加者数 

R2年 6月 17日(水) 

村岡小学校 

ﾋﾟｱﾉ演奏鑑賞 

三原未紗子 
中止 

R2年 8月 7日(金) 

善行小学校 

箏の演奏鑑賞・体験 

高畠一郎 
84人 

R2年 10月 12日(月) 

秋葉台小学校 

打楽器アンサンブル演奏鑑賞･体験 

ﾏﾘﾝﾊﾞ･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ「TONES」 
114人 

R2年 10月 15日(木) 

高谷小学校 

鎌倉彫 

鎌倉彫会館指導員 
154人 

R2年 10月 21日(水) 

村岡中学校 

ﾋﾟｱﾉ演奏鑑賞 

三原未紗子 
650人 
(全校) 

R2年 10月 27日(火) 

長後小学校 

鎌倉彫 

鎌倉彫会館指導員 
174人 

R2年 11月 24日(火) 

滝の沢小学校 

箏の演奏鑑賞・体験 

グループ花舞 
103人 

R2年 11月 26日(木) 

大鋸小学校 

箏の演奏鑑賞・体験 

高畠一郎 
121人 

R2年 12月 24日(木) 

善行小学校 

箏の演奏鑑賞・体験 

高畠一郎 
80人 

R3年 1月 14日(木) 

羽鳥小学校 

箏の演奏鑑賞・体験 

高畠一郎 
180人 

R3年 3月 2日(火) 

富士見台小学校(支援級) 

打楽器アンサンブル演奏鑑賞･体験 

ﾏﾘﾝﾊﾞ･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ「TONES」 
中止 

R3年 3月 12日(金) 

善行小学校 

合唱指導 

松尾健市 
84人 

R3年 3月 12日(金) 

俣野小学校 

合唱指導 

松尾健市 
107人 

 

 

 



事 業 名 内    容 

子どものための

ワークショップ 

■落語ワークショップ■ 

新型コロナウイルス感染症の影響で R3年 2月 23日(火祝)に延期したものの、

2度目の緊急事態宣言と重なり、中止となった。 

実施日・場所 R2年 5月 30日(土) 市民シアター 

講師 一般社団法人落語協会 

 

■市民会館バックステージ・ツアー■ 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 8月 26日(水) 市民会館大ホール 

 

■華道ワークショップ■ 

市内の子どもたちが、大学生と伝統文化をとおして交流を図ることを目的とし

た事業である。 

大学生が、募集チラシの作成、当日のイベント運営（司会や生け花の講師、レ

クリエーションで行う説明等）を企画し、実施した。 

当日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を徹底し、座席の間隔を空け作

業を行った。また、レクリエーションで行った紙芝居については、プロジェクタ

ーを使用するなど、密を避けるように注意を払った。 

アンケート結果から 7割の方に生け花が「楽しかった」、「今後も生け花を続

けたい」との声をいただき、伝統文化をとおして大学生と交流することができた。 

企画・運営した大学生からも、準備から当日まで楽しく運営ができたと感想が

あり、大学生にとっても、普段経験することができない機会を提供できた。 

実施日・場所 R2年 12月 12日(土) 市民会館 第二展示集会ホール 

講師 多摩大学華道サークル学生  

応募者数 20人 (募集者数 20人) 

参加者数 19人 
 

ヤングアメリカ

ンズ 

ジャパンツアー

2020 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 7月 10日(金)～12日(日) 市民会館大ホール 

主催：NPO 法人じぶん未来クラブ   共催：本財団 

藤沢市民まつり

ザブラスクルー

ズ 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 9月 27日(日) 市民会館大ホール 

＊主催：藤沢市民まつりザブラスクルーズ実行委員会  共催：本財団 

 

 

 



 (3) 芸術文化の普及 

事 業 名 内    容 

みらい子どもフ

ェスタ in 市民シ

アター 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 5月 4日(月祝) 市民シアター 

出演者等 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
 

ワンコイン・コン

サート 2020 

～0才からのコン

サート～ 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた事業運営が求められる中、神奈

川県文化芸術活動再開加速化事業補助金の交付を受け、サーモグラフィなどの新

型コロナウイルス感染症対策用品を準備し、開催した。 

 年度当初は、外出自粛が求められていたため、4月、7月の開催は 9月以降に

振り替えて実施。全 7回の実施予定が 5回となった。 

これまでの当日券販売・自由席から、事前申込制・指定席へ、また、会場を市

民会館小ホールから大ホールに変更した。感染症対策等の動画を作成して

YouTubeで配信し、安心して会場に足を運んでいただくよう工夫した。 

また、コロナ禍にあり、会場に来ることを自粛している親子にも、コンサート

の雰囲気を楽しんでいただこうと、当日の様子を撮影・編集し演奏会のダイジェ

スト版として YouTubeで配信した。1月、2月は緊急事態宣言の発令により開催

中止となったが、無観客での上演・無料配信を行った。 

 コロナ禍においても、多くの申し込みをいただいたことから、親子や家族で楽

しむことができる演奏会を求められていると感じている。令和 3年度以降も多彩

なジャンル・楽器を紹介するよう努めて、新型コロナウイルス感染症拡大防止策

に留意し継続したい。 

※神奈川県文化芸術活動再開加速化事業補助金交付事業 

実施日・場所 R2年 9月 9日(水) 11時開演 市民会館大ホール 

出演者・内容 
Vol.1 歌とﾋﾟｱﾉ 

吉村 恵(ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ) 岡坂 弘毅(ﾃﾉｰﾙ) 小森 美穂(ﾋﾟｱﾉ) 

入場料 500円 全席指定(自由席から変更) ※未就学児無料 

来場者数 80組 173人 

入場券販売実績 86枚 

※YouTubeにて無料配信【再生回数：456回(2021年 3月末現在)】 

 

実施日・場所 R2年 10月 14日(水) 11時開演 市民会館大ホール 

出演者・内容 
Vol.2  和楽器アンサンブル 

喜羽 美帆(箏) 小泉なおみ(篠笛) 岡戸 朋子(十七絃) 

入場料 500円 全席指定(自由席から変更) ※未就学児無料 

来場者数 93組 208人 

入場券販売実績 108枚 

※YouTubeにて無料配信【再生回数：367回(2021年 3月末現在)】 

 

 



事 業 名 内    容 

ワンコイン・コン

サート 2020 

～0才からのコン

サート～ 

 

実施日・場所 R2年 12月 17日(木) 11時開演 市民シアター 

出演者・内容 

VOL.3 木管四重奏とﾋﾟｱﾉ 

日野真奈美(ﾌﾙｰﾄ) 大久保茉美(ｵｰﾎﾞｴ) 若林愛(ｸﾗﾘﾈｯﾄ) 

泉田章子(ﾌｧｺﾞｯﾄ) 橋本さやか(ﾋﾟｱﾉ) 

入場料 500円 全席指定(自由席から変更) ※未就学児無料 

来場者数 88組 203人 

入場券販売実績 99枚 

※YouTubeにて無料配信【再生回数：272回(2021年 3月末現在)】 

 

実施日・場所 R3年 1月 15日(金) 市民シアター 

出演者・内容 

VOL.4 お正月コンサート 

鎌田美穂子（箏、三絃、二十五絃箏）、優美子（胡弓、三

絃）、千々和典子（篠笛、能管、ﾌﾙｰﾄ）、加藤俊彦（打ち

物）、富久丸（舞）、ゲスト出演:弥榮（舞） 

 

無観客上演、アーカイブ配信（無料） 

※YouTubeにて無料配信【再生回数：1274回(2021年 3月末現在)】 

 

実施日・場所 R3年 2月 26日(金) 市民会館大ホール 

出演者・内容 

VOL.5 ｱｲﾘｯｼｭﾊｰﾌﾟとﾗﾃﾝﾊﾟｰｶｯｼｮﾝで音楽を楽しもう！ 

安井弘子 with アンサンブル Breeze（ｱｲﾘｯｼｭﾊｰﾌﾟ）、加藤

ちゃぼ（ﾗﾃﾝﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ） 

無観客上演、アーカイブ配信（無料） 

※YouTubeにて無料配信【再生回数：209回(2021年 3月末現在)】 

ロビー 

コンサート 

【成果】 

 奇数月の第 3水曜日に市役所 1Fラウンジで開催のロビーコンサートは、新型

コロナウイルス感染症の影響により全て中止となった。 

 一度目の緊急事態宣言後に、急遽、市民会館小ホールで演奏会を企画・実施し

たところ好評を得ることができた。 

 今後は、以前のように市役所ラウンジで演奏会を実施するには、時間が掛かる

と予想されため、ロビーコンサートの趣旨にあった会場を探していきたい。 

実施日・場所 R2年 11月 18日(水) 13時開演 市民会館小ホール 

出演者・内容 
ﾋﾟｱﾉ・ﾁｪﾛ・ﾋﾟｱﾉとﾁｪﾛのアンサンブル 

青山夏実(ﾋﾟｱﾉ) 成田七海(ﾁｪﾛ) 

来場者数 200人  (座席数 200席) 

＊主催:トライアングルコンサート、本財団 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

おかあさんとい

っしょ宅配便 

「ガラピコぷ～

小劇場」 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R3年 2月 27日(土) 市民会館小ホール 

主催：NHK 横浜放送局   共催：本財団 

 

 

2 地域における芸術文化及び伝統文化の継承 

事 業 名 内    容 

第 16回春の野点

と邦楽のしらべ 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 4月 12日(日) 市民会館第二展示集会ホール 

＊主催：藤沢市文化団体連合会   共催：本財団 

市民短歌 

  春の大会 

  秋の大会 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止(春の短歌大会) 

実施日・場所 
R2年 4月 26日(日) ※中止 

R2年 10月 25日(日) 市民会館第二展示集会ホール 

内容 

短歌作品の発表と鑑賞、研究 

① 中止 

② 香蘭短歌会代表千々和久幸氏の講演 

参加者数 
① 中止 

② 33人 

＊主催：藤沢市民短歌会   共催：本財団 

市民俳句 

  春の大会 

  秋の大会 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 
① R2年 4月 29日(水祝) 市民会館第一展示集会ホール 

② R2年 10月 10日(土) 市民会館第一展示集会ホール 

＊主催：藤沢市俳句協会   共催：本財団 

第 70回藤沢市展 【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 

写真・華道の部 

R2年 5月 26日(火)～5月 31日(日) 

市民ギャラリー 

美術の部(絵画・彫塑、工芸) 

R2年 6月 2日(火)～6月 7日(日) 

市民ギャラリー 

書道の部 

R2年 6月 9日(火)～6月 14日(日) 

市民ギャラリー 

＊主催：第 70回藤沢市展実行委員会(藤沢市美術家協会･藤沢市書道協会･藤沢写

真協会･藤沢華道協会･藤沢市･本財団) 

＊共催：藤沢市教育委員会 

 



事 業 名 内    容 

第 38回ふじさわ

合唱祭 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、R3 年 2 月 6 日(土)に延期したもの

の、2度目の緊急事態宣言と重なり、開催中止。 

実施日・場所 R2年 7月 26日(日) 市民会館大ホール 

＊主催：藤沢市合唱連盟   共催：本財団 

第9回市民ミュー

ジカル 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 7月 26日(日) 市民会館大ホール 

＊主催：ふじさわ市民ミュージカル実行委員会   共催：本財団 

第 34回ふじさわ

川柳大会 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、初めて誌上大会として開催すること

になった。市内川柳愛好者を中心に広く投句を募り、その発表と研究の場を提供

し、市民文芸の推進と向上、参加者の交流を図った。今後は、参加者の拡大や新

しい参加者の獲得のため、藤沢ならではの大会を目指し、実行委員会で検討して

いきたい。 

実施日・場所 R2年 10月 15日(木)投句締切 誌上大会 

内容 川柳作品の発表や鑑賞、研究 

応募数 355人 

＊主催：ふじさわ川柳大会実行委員会   共催：本財団 

第 41回藤沢市芸

術文化展 

【成果】 

 市民の芸術文化活動の推進を目的とし、各団体の創作作品の展示とその鑑賞の

機会を提供した。新型コロナウイル感染症の影響で入場者が減少するものと考え

たが、人数の大幅な減少はなかった。 

実施日・場所 R2年 10月 27日(火)～11月 1日(日) 市民ギャラリー 

内容 
藤沢市美術家協会・藤沢市書道協会・藤沢華道協会に所属

する会員の作品を展示する。 

作品数 70点 

来場者数 1,698人 

＊主催：藤沢市文化団体連合会   共催：本財団 

第 52 回藤沢市民

囲碁大会 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R2年 11月 3日(火祝) 市民会館第一展示集会ホール 

＊主催：藤沢市囲碁連盟   共催：本財団 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

第 33 回藤沢市伝

統芸能発表会 

【成果】 

 藤沢市文化団体連合会加盟の舞台部門 6団体(藤沢市邦楽協会・藤沢三曲協

会・藤沢市吟詠連盟・藤沢市謡曲協会・藤沢日本舞踊協会・雅楽協会)で開催し

た。藤沢市民謡民舞連合会が参加を見合わせたが、新型コロナウイルス感染症拡

大防止策として無観客での開催とし、後日配信を行った。 

実施日・場所 R2年 12月 5日(土) 市民会館小ホール 

内容 

・6 団体(三曲、謡曲、邦楽、吟詠、日本舞踊、雅楽)の研

鑚成果の披露 

※司会進行：稀音家六四次 

来場者数 105人 ※関係者のみ 

＊主催：藤沢市文化団体連合会   共催：本財団 

第 32回文化講演

会 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 R3年 2月 21日(日) 市民会館第一展示集会ホール 

内容 「文楽のツボ」 

入場料 無料（事前申込制） 
 

第8回みらいをひ

らくワクワク！

体験ひろば 

【成果】 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 

実施日・場所 

R3年 3月 13日(土)、14日(日) 

市民会館 

第一展示集会ホール・第二展示集会ホール・第一会議室 

第二会議室・教養室・和室 

内容 
藤沢市文化団体連合会の所属団体による、子ども向け体験

型事業 

＊主催：藤沢市、藤沢市文化団体連合会  共催：本財団 

文芸ふじさわ第

55集刊行 

【成果】 

 市民文化向上のために、俳句・短歌・川柳・五行歌・現代詩・随筆の部門毎に

募集した。編集作業は、各文芸の市民サークルから組織された編集委員との協働

事業である。 

 今年度は、より多くの方に「文芸ふじさわ」を知ってもらい、読んでもらうた

めの取り組みとして、初心者の方も楽しんで俳句や川柳に挑戦してもらえるよう

に動画を作成し、配信をした。 

 併せて動画の視聴者や応募者の増をねらうため、積極的にメディアでも取り上

げてもらった。その結果、昨年より新規応募者獲得につなげ応募者を増やすこと

に成功した。今後は、特に中高生など若い世代への周知･応募者を獲得したい。 

募集期間 R2年 9月 15日(火)～R2年 11月 3日(火祝) 

内容 
俳句・短歌・川柳・五行歌・現代詩・随筆の作品を募集し、

「文芸ふじさわ」として刊行する。 

応募者数 
260人（俳句 88人、短歌 29人、川柳 49人、五行歌 45人 

現代詩 8人、随筆 41人） 

＊発行：藤沢市教育委員会・本財団  編集：文芸ふじさわ編集委員会 

※YouTubeにて関連動画 3本を無料配信 

【(3本合計)再生回数：946回(2021年 3月末現在)】 



3 芸術文化団体等への支援 

事 業 名 内    容 

芸術文化助成事

業 

【成果】 

 音楽、演劇等の舞台芸術活動を行っている団体に対し、その事業の完遂のた

めに必要な経費の一部を助成し、藤沢市の芸術文化の振興に寄与した。今年度

は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた助成団体が多く、中止を余儀なく

された。開催ができた事業についても内容変更をして行うなど影響が大きかっ

た。そのような中で、今年度本助成事業交付金は、新型コロナウイルス感染症

の影響を理由に開催中止となった事業に関して、中止までにかかった経費に一

部助成し、芸術文化活動団体の活動を支援することとした。 

 令和 3 年度からは、本助成事業に関する要綱を改正し、今後も引き続き、市

内芸術活動団体の支援を広域的に行っていく。 

《助成対象事業》 

(1)芸術文化活動の発表事業 

(2)各種大会参加事業 

(3)海外公演事業 

(4)本市の文化振興に寄与するもので財団が特に認める事業 

対象事業実施期間：R2年 4月 1日～R3年 3月 31日に実施される事業 

助成金額：対象となる経費の 2分の 1以内で、予算額を限度とする。 

募集期間：R2年 1月 16日～R2年 2月 13日  

  (R2年 2月 21日(金)に開催の芸術文化専門委員会にて助成事業を決定) 

団体名と事業名など 
助成決定額 

助成交付額 

団体名：湘南交響吹奏楽団グランドシップ 

事業名：第 15回定期演奏会 

開催日時：R2年 5月 17日(日)  

会場：市民会館大ホール 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止。 

150,000円 

※中止決定まで

の一部経費を助

成した 

(85,926円) 

団体名：藤沢男声合唱団 

事業名：藤沢男声合唱団創立 40周年記念第 31回定期演奏会 

開催日時：R2年 6月 28日(日) 

会場：市民会館大ホール 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止。 

250,000円 

(0円) 

団体名：藤沢ジュニアオーケストラ 

事業名：第 38回定期演奏会 

開催日時：R2年 8月 16日(日) 

会場：市民会館大ホール 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止。 

200,000円 

※中止決定まで

の一部経費を助

成した 

(50,000円) 

団体名：湘南台アートプロジェクト 

事業名：湘南台アートスクエアおもてなし事業 

開催日時：R2年 7月下旬～8月上旬 

会場：湘南台駅地下広場 

※新型コロナウイルス感染症の影響により内容を変更し

て開催。 

100,000円 

※変更内容を委

員会で議論し、

設定した 
(72,992円) 

団体名：遊行舎 

事業名：遊行かぶき公演「小栗判官と照手姫」 

開催日時：R2年 9月 4日(金)～6日(日) 

会場:市民会館大ホール 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止。 

200,000円 

(0円) 

 



事 業 名 内    容 

本財団の後援名

義使用等を許可

した事業 

【成果】 

 事業目的や内容等を審査し、芸術文化の振興及び地域文化の発展に寄与できる

ものと判断した事業に対して、本財団の後援名義使用等を許可し、事業の開催を

支援した。 

① 共催 

団体名 藤沢市文化団体連合会 

事業名 2020年度藤沢市文化団体連合会主催事業 

開催日時 R2年 4月 1日(水)～R3年 3月 31日(水) 

内容 

・市内の文化団体相互の連絡調整を図る会議 

・発表会、研修会、練習会等の文化事業 

・藤沢市教育委員会、本財団と共同で主催する各種文化 

 事業 

・会報等の発刊物の発行 

・その他本会の目的を達成するための必要な事業 

 

団体名 湘南ハーモニーコンサート 2020実行委員会 

事業名 湘南ハーモニーコンサート 2020 

開催日時 R3年 1月 31日(日) 

内容 

 小学生から中高生、大学生までの幅広い世代の演奏者が

同じ舞台に立つ経験できる機会を提供する目的に開催を予

定したが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を

中止した。 

 

② 後援 

団体名 湘南台スクエアプロジェクト 

事業名 湘南台アートスクエアプロジェクト 

開催日時 R2年 8月 27日(木)～R3年 3月 31日(水) 

内容 
ストリートピアノを設置等、音楽や美術といったアートを

活用した街づくりを進めた。 

 

団体名 湘南バレエ･コンペティション事務局 

事業名 第 8回湘南バレエ･コンペティション 

開催日時 R2年 10月 16日(金)～18日(日) 

内容 

全国から参加者を募り、小学 2年生から大人まで、目的別、

年齢別に設けて審査し、順位を決定するコンクールを開催

した。 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

本財団の後援名

義使用等を許可

した事業 

 

団体名 藤沢今昔まちなかアート実行委員会 

事業名 藤沢今昔・まちなかアートめぐり 2020 

開催日時 R2年 10月 31日(土)～11月 23日(月祝) 

内容 

登録有形文化財である 3 箇所の蔵と庭園、藤沢市ふじさわ

宿交流館を会場とし場所の特性に配慮した作品の制作と展

示を中心とした事業を開催した。 

 

団体名 NPO法人藤沢市聴覚障害者協会 

事業名 全日本ろうあ連盟創立 70年記念映画「咲む」上映会 

開催日時 R2年 12月 6日(日) 

内容 
創立 70 周年を記念事業として共生社会の実現を図ること

を目的とした映画の制作に挑戦し、上映会を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 その他 

事 業 名 内    容 

広報・情報事業 【成果】 

新型コロナウイルス感染症の影響で多くの事業が中止となったことから、年度

当初に計画していた SNS 有料広告配信は、積極的にイベントを周知する情勢で無

いと判断し、見送った。今後は、情勢を見て検討していきたい。 

また、不要不急の外出の自粛が求められ、家で過ごす時間の増加から、動画配

信等の関心が高まった時期に、YouTubeを利用した動画配信を行った。 

 芸術文化事業の関心を高めるため、様々な方法で情報発信することを考える良

い機会となった。 

 

■イベントニュース等による情報提供事業■ 

発行回数 内 容 配布先 配布媒体 

年 1回 
音楽や演劇等の年間

事業の情報提供 

市内各世帯（929,000世

帯）及び公共施設に配布 

ﾀｳﾝﾆｭｰｽ藤沢版 

4月 10日号 

 

■ホームページによる情報提供等■ 

 公演内容や入場券発売日などの情報を掲載した。 

 

■SNS(ふじさわみらいアーツ)による情報の発信■ 

媒 体 内 容 

Facebook 

主に公演情報や入場券発売日案内の他、当日券の有無、公

演報告等を発信。 
Instagram 

Twitter 

YouTube 職員による文化芸術情報や公演事業の動画を配信。 

 

■DM(ダイレクトメール)による公演情報提供■ 

 新型コロナウイルス感染症の影響により実施中止。 

 

■市内掲示板での情報周知■ 

 市民センターや市内の主要な駅に設置されている掲示板に、公演ポスターを掲

示した。昔ながらの宣伝方法だが、アンケート調査結果からは、ポスターやチラ

シで公演を知ったという市民も多い。今後も SNS やホームページなどのデジタル

情報と併せ、積極的に利用していく。 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

藤沢市民オペラ

制作委員会 

【成果】 

 令和 2 年度は、藤沢市民オペラ『ナブッコ』開催年度であったが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、本公演の開催について藤沢市民オペラ芸術監督園

田隆一郎を始め、藤沢市内の音楽市民団体の代表や学識経験者等 9 名で組織する

藤沢市民オペラ制作委員会において、開催可否の検討を行った。本公演の延期が

決定した後の代替公演の開催や次期シーズン以降の藤沢市民オペラシーズンの運

営方法を議論した。加えて、藤沢市民オペラの将来に向けての課題の共有と方向

性を議論した。従前に引き続き、本委員会では、公演内容等の決定過程の透明化

を図り、より多くの市民に理解され、愛される質の高い藤沢市民オペラの制作に

努めた。 

〈藤沢市民オペラ制作委員会第 2期 7回〉【書面にて意見集約】 

開催年月日 
送付日：R2年 4月 24日(金) 

〆切日：R2年 5月 8日(金) 

議題・内容

など 

新型コロナウイルス感染症の影響による藤沢市民オペラ『ナブッ

コ』開催の方向性について協議した。 

 

〈藤沢市民オペラ制作委員会臨時会議〉 

開催年月日 
R2年 5月 29日(金) 

出席委員:川村恒明、園田隆一郎、神原勇人、石井恒男 

議題・内容

など 

新型コロナウイルス感染症の影響による藤沢市民オペラ『ナブッ

コ』開催の方向性について行った意見集約を基に、本公演の開催

の可否等について協議した。 

 

〈藤沢市民オペラ制作委員会第 2期 8回〉 

開催年月日 R2年 7月 21日(火) 出席委員 8人(うち 2人リモート) 

議題・内容

など 

･藤沢市民オペラ『湖上の美人』結果報告 

･第 24回藤沢市民オペラ『ナブッコ』開催延期の経緯報告 

･『ナブッコ』開催延期に伴う代替公演について 

･次期シーズン検討について 

･今後の藤沢市民オペラ制作委員会開催日程の調整 

 

〈藤沢市民オペラ制作委員会第 2期 9回〉 

開催年月日 R2年 9月 1日(火) 出席委員 9人(うち 1人リモート) 

議題・内容

など 

･藤沢市民オペラ・プレ公演「スペシャル・ガラ・コンサート」 

事業内容の確認 

･期間の確認について 

･次期シーズンの演目の検討について 

･藤沢市民オペラの今後に向けて 
 

 

 

 

 

 



事 業 名 内    容 

藤沢市民オペラ

制作委員会 

〈藤沢市民オペラ制作委員会第 2期 10回〉 

開催年月日 R2年 10月 8日(木)  出席委員 9人 

議題・内容

など 

･藤沢市民オペラの今後に向けて課題整理について 

① 市民合唱と市民オーケストラの参加者確保 

② 藤沢市民オペラ観客の新規開拓と周知の強化 

③ 市民会館建て替え中の藤沢市市民オペラ 

･「園田隆一郎のオペラを 100倍楽しむ方法 Vol.11」の報告 

･藤沢市民オペラ･プレ公演「スペシャル・ガラ・コンサート」 

 の進捗状況 

〈藤沢市民オペラ制作委員会第 2期 11回〉 

開催年月日 R2年 12月 10日(木)  出席委員 9人 

議題・内容

など 

･「藤沢市民オペラ」の今後の課題について 

･藤沢市民オペラ「ナブッコ」開催に向けてのスケジュールにつ 

 いて 

･藤沢市民オペラ･プレ公演「スペシャル・ガラ・コンサート」の 

 進捗状況 

〈藤沢市民オペラ制作委員会第 2期 12回〉 

開催年月日 R3年 2月 4日(木)  

議題・内容

など 

・新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言の発令に 

より中止 
 

 

事 業 名 内    容 

藤沢市民オペラ

芸術監督選考委

員会 

【成果】 

 藤沢市民オペラ芸術監督の 2019年度の成果を評価するために、藤沢市民オペラ

芸術監督選考委員会を開催した。委員は、学識経験者と藤沢市職員、本財団の役

員等で組織している。なお、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、

書面での開催となった。 

開催年月日 
送付日：R2年 10月 2日(金) 

〆切日：R2年 10月 14日(水) 

議題・内容

など 

･2019年度藤沢市民オペラ芸術監督園田隆一郎氏の評価につい 

て 

･藤沢市民オペラ芸術監督の任期の変更について 
 

 

【その他目的を達成するために必要な事業（定款第4条第1項第4号）】 

１ 物品販売事業 

 (1) 音楽・演劇等の公演事業での物品販売 

事 業 名 内    容 

音楽・演劇等の

公演事業での

物品販売 

【成果】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業が開催中止となったた

め、本事業も実施することができず、また、実施した公演においても、感染症予

防のため物品販売を行わなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


