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２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

１１１１．．．．幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育・・・・学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実    

１１１１．．．．教育内容教育内容教育内容教育内容のののの充実充実充実充実                                                                                                                        単位：千円 

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20101 学校教育課 1 
理科教育センター

運営費 
理科教育センターを運営します。 113 144 

20101 学校教育課 2 学校給食運営事業 

燕地区の小・中学校の完全給食約

4,000 食、幼稚園の副食給食約

210 食を配食します。 

174,627 161,872 

20101 学校教育課 3 
学校給食センター

運営事業 

吉田・分水地区の小・中学校の完

全給食一日約 4,000 食を配食し

ます。 

176,390 173,810 

20101 学校教育課 4 教育センター費 教育センターを運営します。 4,103 4,387 

20101 学校教育課 5 
視聴覚ライブラリ

ー運営費 

視聴覚ライブラリーを運営しま

す。 
538 196 

20101 学校教育課 6 
子どもを育む推進

事業 

燕市の子どもを取りまく諸問題

に対処し、健やかな心の育ちを培

う活動を推進します。（子どもフ

ォーラム） 

907 834 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

学校給食は、子ども達の成長や食育に関することな

ので、献立や食材に関する管理・指導など統一した

形で行ってほしい。 

3 地区別々の調理場で給食を作っており今後、同

一の献立となるよう取り組んでいきます。当面

は、食育月間や給食週間などを通じ献立の統一を

進めて行きます。 

学校給食は、おいしいことも大切なことなので子ど

も達がおいしいと言える給食に心がけてほしい。 

小学5年生と中学2年生に給食に関するアンケー

トを実施したところ、地区による味に関する格差

はありませんでしたが、今後も子ども達がおいし

いと言える給食に心がけて行きます。 

視聴覚ライブラリーのソフトや図書室の書籍など

は、新しい物を入れて充実してほしい。 

市立図書館などとの連携を図りながら対応して

行きます。 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

１１１１．．．．幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育・・・・学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実    

２２２２．．．．指導体制指導体制指導体制指導体制のののの充実充実充実充実                                                                                                                        単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20102 学校教育課 1 指導強化事業 

中学校を中心に外国語指導助手

による訪問指導を実施し、英語教

育の充実を図るとともに、国際理

解教育の推進を図ります。 

22,420 21,178 
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20102 学校教育課 2 教育指導費 

児童・生徒の基礎学力の定着度を

把握し、指導方法の改善を図るた

めの学力検査の実施や、教科書、

教科書指導書等を購入し、教材研

究を行います。また学習指導補助

員を各学校に配置し、きめ細やか

な指導を行います。 

60,300 61,259 

20102 学校教育課 3 
教育相談・適応指

導事業 

学校生活に適応できない不登校

児童生徒に対し、集団生活への適

応指導カウンセリング、学習指導

等を通して、児童・生徒の自立等

を促し、学校生活への復帰を支援

します。また、悩み相談電話を実

施します。 

8,190 8,879 

20102 
子育て支援

課 
4 幼稚園運営事業 

４カ所の公立幼稚園で保育を実

施します。 
8,265 7,515 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

適応指導教室のあり方について、常に点検・見直し

を行い、教職員と生徒の心が離れてしまわないよう

に注意を払ってほしい。 

3地区の適応指導教室の打ち合わせなどを頻繁に

行い、学校との連携も密にし、生徒の心を大切に

した取組を進めます。 

全国学力テストについては、その結果を公表すると

かしないとかを問題にするのではなく、その結果を

利用してどのように児童・生徒の学力向上に努める

かを考えて行ってほしい。 

各学校では、教師がテストの結果を分析し、学力

の劣っている点を研修テーマとして研究し、その

向上に向けて活用していきたいと考えています。 

幼稚園の統廃合については、慎重に検討を進めて地

元や保護者への説明を十分に行ってほしい。 

現在、幼稚園の適正配置の検討を含めた幼児保

育・幼児教育基本計画を策定中であり、計画案を

パブリックコメントにかけます。幼稚園などの公

共施設でも閲覧できるようにし、具体的な実施計

画については、地元や保護者への説明を行いま

す。 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

１１１１．．．．幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育・・・・学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実    

３３３３．．．．教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実                                                                                                            単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20103 教育総務課 1 
小学校校舎改築事

業に関すること 

老朽化した燕南小学校と吉田南

小学校の校舎改築事業実施のた

め建設検討委員会を開催します。

委員報酬及び基本・実施設計に係

る経費 

107,480 67,780 

20103 教育総務課 2 
小学校大規模改造

事業に関すること 

燕北小学校と大関小学校の老朽

化した校舎等について、大規模地

震に耐えうる補強するための工

事を実施します。燕北小学校校舎

は１期・２期に分割し、19 年度

において１期工事を行い、大関小 

439,795 340,552 
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学校は校舎・屋内運動場大規模改

造工事を行った経費   

20103 教育総務課 3 
中学校校舎改築事

業に関すること 

老朽化した燕中学校校舎改築事

業実施のため建設検討委員会を

開催します。委員報酬及び基本・

実施設計に係る経費 

57,400 50,026 

20103 学校教育課 4 
遠距離通学支援事

業(小学校） 

遠距離通学児童に対してのスク

ールバスの運行や遠距離通学を

している児童の保護者に対して

助成金を支給し、通学の支援を図

ります。 

878 753 

20103 学校教育課 5 
遠距離通学支援事

業(中学校） 

遠距離通学生徒の保護者に助成

金を支給し、通学の支援を図りま

す。 

3,040 2,901 

20103 学校教育課 6 奨学金貸付事業 

学業の優れた学生または生徒で、

経済的理由により就学が困難な

者に対し、奨学金の貸与を行いま

す。 

164,209 159,190 

20103 教育総務課 7 
中学校大規模改造

事業に関すること 

老朽化した分水中学校の屋内運

動場を大規模地震に耐えうるよ

うにします。大規模改造事業に係

る実施設計の経費 

5,600 2,625 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

奨学金貸付制度で、経済的に問題ない人が貸し付け

を受けないように、その審査は慎重に行ってほしい。 

判定基準に基づき十分な検討審査を審査委員会

で行ったうえで貸付を決定していますが、他市町

村の審査状況なども調査、参考にしたいと考えて

います。 

奨学金貸付制度では、今、経済状況が悪くなってお

り授業料を払えない家庭の生徒などに手厚く支援し

てほしい。 

家庭状況などの情報を的確に把握し、適切に対応

して行きます。 

遠距離通学支援においては、不公平にならないよう

見直しを進めてほしい。 

合併前の状況を十分に調査し、ＰＴＡとの協議を

行う中、対応したいと考えています。 

学校改築や大規模改造工事は、施工年度や地域によ

って不公平感がでないようしてほしい。 

財政上の制約がありますが、新市建設計画や総合

計画に基づき学校改築や大規模改造工事を進め

てまいります。また、学校関係者や保護者及び地

元自治会関係者から参加いただき、なるべく多く

の声を取り入れた設計を行っていきます。 

学校をつくる際には、学校でどのような活動をする

かなどを考えて、安全でよい環境の校舎を作ってほ

しい。 

校舎の基本設計を検討する建設検討委員会を立

ち上げ、学校関係者や保護者及び地元自治会関係

者から参加いただき、なるべく多くの声を取り入

れた設計を行っていきます。 
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２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

１１１１．．．．幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育・・・・学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実    

４４４４．．．．地域地域地域地域にににに開開開開かれたかれたかれたかれた学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり                                                                                                    単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20104 学校教育課 1 
部活動外部指導者

活用事業 

中学校に優秀な外部指導者を派

遣し、部活動の活性化と地域社会

との連携を促進します。 

3,660 3,154 

20104 学校教育課 2 
総合学習推進事業

(小学校) 

子ども達の「生きる力」を育むた

めに、各学校が実践する地域や学

校、児童の実態等に応じた横断

的・総合的な学習や児童の興味・

関心等に基づく学習など、総合的

な学習の時間における創意工夫

を生かした教育活動を支援しま

す。 

7,140 6,060 

20104 学校教育課 3 
総合学習推進事業

(中学校) 

子ども達の「生きる力」を育むた

めに、各学校が実践する地域や学

校、生徒の実態等に応じた横断

的・総合的な学習や生徒の興味・

関心等に基づく学習など、総合的

な学習の時間における創意工夫

を生かした教育活動を支援しま

す。 

2,450 1,719 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

教員だけでは部活動の指導は負担が大きいので、専

門の指導者を導入し、教員の負担を軽減するように

してほしい。 

今後も専門の指導者を派遣し、教職員の負担軽減

を図っていきたいと考えています。 

各学校で伝統的に活動してきたもの（例えば小学校

の吹奏楽など）について、予算がないからと言って

活動をやめてしまうと、再びやろうとしたとき大変

であるので、うまく予算付けをしてほしい。 

良いものは継続していくため学校と連携しなが

ら取り組むなど、予算のないときなどはより一

層、工夫したいと考えています。 

総合学習は、工夫をして続けてほしい。 
今までの実績を生かし、工夫する中、取り組んで

いきます。 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

２２２２．．．．家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力のののの向上向上向上向上    

１１１１．．．．学校学校学校学校・・・・地域地域地域地域・・・・家庭家庭家庭家庭のののの連携強化連携強化連携強化連携強化とととと青少年育成活動青少年育成活動青少年育成活動青少年育成活動のののの推進推進推進推進                                                    単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20201 生涯学習課 1 家庭教育推進事業 

市内幼稚園・保育園・小中学校等

で家庭教育に関する講演会等の

助成を行います。 

672 362 

20201 生涯学習課 2 
子ども体験活動支

援センター事業 

市内幼稚園・保育園・小中学校等

の求めにより、体験活動の相談・

指導・情報提供を行います。 

2,474 2,465 



7 

 

20201 生涯学習課 3 
青少年育成センタ

ー事業 

青少年健全育成のため子ども会

の補助や街頭補導等を行います。 
5,373 4,682 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

子育てしているとき、相談するところがあって子育

てのヒントをもらったこともあり、家庭教育への支

援事業を続けてほしい。 

子育てしやすい環境づくりや家庭教育をサポー

トするため、より工夫した事業展開を進めます。 

不登校児への対応も重要であるが、義務教育を終え

た人のひきこもり実態把握などにも力を入れ、関係

する部署と連携を取るなか支援を行ってほしい。 

子どもがひきこもりにならないための支援を進

めてまいります。また、ひきこもりに対しては、

福祉担当部署と連携し、対応したいと考えていま

す。 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

２２２２．．．．家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力のののの向上向上向上向上    

２２２２．．．．地域地域地域地域のののの見守見守見守見守りりりり体制体制体制体制のののの強化強化強化強化                                                                                                        単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20202 学校教育課 1 

地域ぐるみの学校

安全体制整備推進

事業 

学校と家庭や地域の関係機関・団

体との連携を強化し、地域のボラ

ンティアを活用するなど地域社

会全体で学校の安全に取り組む

体制を整備します。 

680 677 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

子ども達の安心安全に貢献しているようであるが、

担当課は近隣市町村よりも評価が低いとしており、

一層の取り組みが必要である。 

地域の保護者やまちづくり協議会などの連携が

不足していると思われるので、学校と教育委員会

が地元と協働で取り組むようにしていきます。 

児童は、朝は集団登校するが下校時はバラバラで帰

宅していることに対して不安を感じている。帰宅時

に事故や事件が起こることが多く学校からの指導や

地域での見守りに力を注いでほしい。 

子ども達の下校時の見守りに保護者、学校、教育

委員会、警察等の協議会を活用するなどの取組を

進めたいと考えています。（子どもを育む協議会） 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

３３３３．．．．生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの充実充実充実充実    

１１１１．．．．市民市民市民市民ニーズにニーズにニーズにニーズに対応対応対応対応するするするする生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動のののの推進推進推進推進                                                                        単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20301 生涯学習課 1 
公民館事業（成人

対象） 

成人を対象にした講座等を開催

します。 

○燕大学･･･時事問題や社会問題

などに関する学習を行い市民の

教養・知識を高める。 

○ボランティア養成講座･･･退職

後の生活の過ごし方について、

様々な選択肢のあるなか、いま地

域社会が必要としているボラン

ティア活動への必要性と理解を

深めて、活動の始まりにしてもら

う。 

(6,215) 

 

 

167 

 

 

81 
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20301 生涯学習課 2 
公民館事業（婦人

対象） 

充実した生活を送るために、身近

な課題の学習と交流を推進する

ための事業で、婦人学級などを開

催します。 

11 

20301 生涯学習課 3 
公民館事業（高齢

者事業） 

つばめ笑和大学･･･生きがいのあ

る高齢期を送るために、一人一人

が自ら学び、学習や健康づくりを

通して、充実した生活と仲間づく

りを支援します。 

193 

20301 生涯学習課 4 中央公民館事業 
市民教養講座・市民茶会・高齢者

事業等を行います。  
5406 

20301 生涯学習課 5 
中央公民館分館事

業 

中央公民館の 8 分館の事業運営

を行います。 
4,520 3,861 

20301 生涯学習課 6 吉田公民館事業 
地区住民に密着した公民館事業

を行います。 
2,309 1,854 

20301 生涯学習課 7 
吉田公民館分館事

業 

地区住民に密着した 2 分館の公

民館事業を行います。 
72 72 

20301 生涯学習課 8 分水公民館事業 
地区住民に密着した公民館事業

を行います。 
4,396 3,633 

20301 生涯学習課 9 読書啓発事業 
読み聞かせボランティアの養成

及び研修を行います。 
135 434 

20301 生涯学習課 10 
ブックスタート事

業 

乳児健診時にメッセージととも

に絵本を手渡す「ブックスター

ト」を行います。 

1,486 1,482 

20301 生涯学習課 11 成人式 
新成人を招いて成人式を行いま

す。 
1,535 1,484 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

分水地区公民館の予算が高額となっている。利用者

負担が 3 地区で違っているので予算額に差が出てお

り、不公平を感じる。 

平成 20 年度において、事業の見直し行っており、

今後も公民館長・公民館運営審議会委員等と意見

交換を行い事業内容について検討していきます。

また、講師謝金基準を定め、利用者負担の統一を

図ります。 

楽しそうな事業をやっている地区公民館もあり、公

民館相互の意見交換を活発に行い、事業内容の見直

しをしてほしい。 

公民館長・公民館運営審議会委員・公民館利用者

の交流を深めた中で事業の在り方を検討してい

きます。 

事業を機械的に統合廃止していくのではなく、地域

住民の意見を聞きながら進めてほしい。 

事業終了後はアンケートを実施し、ニーズの把握

に努めます。 

読書ボランティア研修を受けた人が活躍する場を学

校と連携する中で提供していってほしい。 

学校教育課との連携を密にし、「教育立市宣言事

業」を踏まえた中で、対応を進めていきます。 

学校と地域の連携を工夫し、事業効果が上がるよう

に進めてほしい。 

地域住民と学校の連携を図るため準備を進めて

いきます。 

家庭で親が子に読み聞かせできるようになったらよ

いと思う。 

読書の大切さをＰＲすることで親子の読書活動

普及を推進していきます。 
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事業に対する需要はあるが、財政事情により予算は

縮小する状況にある、事業内容についてアイデアを

出して充実してほしい。 

参加者に多少の負担をお願いすることで、事業を

取り止めること無く、学ぶ意欲を向上できるよ

う、多彩な事業展開を行いたいと考えています。 

公民館の管理を外部委託しているが、管理する人に

より閉館時間に差があり、平準化を図ってほしい。 

管理人の仕事内容を一覧表にするなど、統一した

マニュアルを作成していきたいと考えています。 

図書館では、本の貸し出し以外に施設を利用した催

し物などを企画し広報するなど利用者の拡大に努め

てほしい。 

現在、図書館では特別企画の作品展、各種の講座

やお話し会などを開催しており、多くの市民から

利用いただいておりますが、一層の利用者拡大に

努めてまいります。 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

３３３３．．．．生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの充実充実充実充実    

２２２２．．．．人材人材人材人材とととと自主運営団体自主運営団体自主運営団体自主運営団体をををを活活活活かしたかしたかしたかした指導体制指導体制指導体制指導体制・・・・学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実                                            単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20302 生涯学習課 1 
燕市わがまちの達

人派遣事業 

市民の学習を支援するために、指

導者の登録を行い、市民の要請に

応じて派遣します。 

0 0 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

良い事業であり、続けるようにしてほしい。 
分水地区の達人の発掘を中心に、全市に拡大して

いきたいと考えています。 

自分で達人に登録する人は少ないと思うが、なるべ

く多くの人から登録していただくようＰＲなど工夫

してほしい。 

庁内各課から情報収集するとともに、個々に登録

をお願いするよう積極的にＰＲしていきます。 

達人として登録した人と利用者を取りまとめて、結

びつけるコーディネーターの育成にも力を注いで事

業が円滑に機能するよう努めてほしい。 

コーディネーターの配置をするなど、地域で学校

を支援する体制づくりに努めてまいります。 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

４４４４．．．．文化文化文化文化のののの創造創造創造創造とととと伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化のののの保存保存保存保存・・・・活用活用活用活用    

１１１１．．．．芸術文化活動芸術文化活動芸術文化活動芸術文化活動のののの推進推進推進推進                                                                                                                単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20401 生涯学習課 1 
第 2 回燕市美術展

覧会の開催事業 

芸術文化活動の普及・振興のた

め、美術展覧会を開催します。 
2,185 2,140 

20401 生涯学習課 2 
良寛書道展開催事

業 

燕市の子ども達が良寛の心や生

き方を学び、それを書道を通して

表現するともに書道教育を推進

します。 

320 312 
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20401 生涯学習課 3 文芸誌発刊 

文芸を愛好する市民の皆さんか

ら寄稿された作品を集めた文芸

誌を発刊します。 

390 377 

20401 生涯学習課 4 文化会館自主事業 

文化講演会・室内楽コンサート・

市出身のピアニストによるサマ

ースクール・市出身の演歌歌手に

よるリサイタル・つばめ音楽祭・

ロ ッ ク & フ ォ ー ク フ ェ ス タ

2007・市内小学校合同演劇鑑賞会

などを開催します。 

15,753 14,399 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

市の歴史や文化を知るための事業を行っているが、

各地区の歴史や文化を知ることにより心もひとつに

なると思う、今後も広くＰＲするなどして事業を続

けてほしい。 

市内文化財めぐり、美術展覧会開催などを周知す

る手段として市の広報紙やホームページ、地元新

聞紙を活用するなど積極的なＰＲに努めます。 

現在、すでに行っていますが市出身者の文化芸術活

動を支援するための事業に対して、一層力を入れて

ほしい。 

燕市の文化レベル向上のため、市出身者の文化活

動への支援に努めてまいります。 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

４４４４．．．．文化文化文化文化のののの創造創造創造創造とととと伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化のののの保存保存保存保存・・・・活用活用活用活用    

２２２２．．．．歴史歴史歴史歴史・・・・文化遺産文化遺産文化遺産文化遺産のののの保存保存保存保存・・・・活用活用活用活用                                                                                                単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20402 生涯学習課 1 
分水良寛史料館展

示事業 

春・秋特別展、夏・冬企画展の開

催をします。 
2,834 2,517 

20402 生涯学習課 2 郷土史発刊事業 3 地区の郷土史を発刊します。 1,068 752 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

郷土のことを知ってもらうような事業を行ってほし

い。 

指定文化財及び埋蔵文化財をはじめとする、郷土

の歴史や伝統文化の紹介を市の広報紙やホーム

ページを活用し、積極的なＰＲに努めます。 

展示事業について、いいものが燕市内のあちこちに

あるのでＰＲして子ども達に伝えてほしい。 

市内小中学生全員に毎年４月、学校を通じてミュ

ージアムパスポート（長善館史料館、分水良寛史

料館、産業史料館無料見学）を配布してＰＲに努

めています。 

良寛は、ほかの地方に行くと知らない人もいるよう

ですが、燕市内で良寛を知らない人がいないように

してほしい。また、その精神も伝えていってほしい。 

名僧・良寛の人と自然を愛した思想や生き方は、

現代でも思慕の念を持って受け入れられており、

その考え方を広く市民に伝えるための事業を継

続的に実施していきます。 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

５５５５．．．．スポーツ・レクリエーションのスポーツ・レクリエーションのスポーツ・レクリエーションのスポーツ・レクリエーションの充実充実充実充実    

１１１１．．．．スポーツにスポーツにスポーツにスポーツに親親親親しむしむしむしむ環境環境環境環境のののの充実充実充実充実                                                                                                単位：千円    
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体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20501 
スポーツ振

興課 
1 

社会体育関係団体

及びスポーツ指導

者の育成に関する

こと 

体育協会・スポーツ少年団及び地

域ジュニアスポーツクラブの育

成と市民総合スポーツ祭を開催

し、練習の成果を発表する場とし

ます。 

17,149 15,837 

20501 
スポーツ振

興課 
2 

燕地区社会体育施

設の管理運営及び

施設との連絡調整

業務 

燕地区のスポーツの拠点となっ

ている体育館（アリーナ・卓球ホ

ール・ランニングトラック等）・

武道館（剣道場・柔道場・弓道場・

トレーニングルーム）・研修館（中

アリーナ・宿泊施設）及び地域の

スポーツ施設の維持管理を行い

ます。 

80,759 86,026 

20501 
スポーツ振

興課 
3 

吉田地区社会体育

施設の管理運営及

び施設との連絡調

整に関すること 

吉田地区のスポーツの拠点とな

っている体育館（アリーナ・卓球

場等）・武道館（剣道場・柔道場

等）・体操場・野球場･テニスコ

ート・総合グラウンド・プール・

ゲートボール場等の施設の維持

管理を行います。 

47,078 51,905 

20501 
スポーツ振

興課 
4 

分水地区社会体育

施設の管理運営及

び施設との連絡調

整に関すること 

分水地区のスポーツの拠点とな

っている体育館（アリーナ等）・

武道館（剣道場・柔道場等）・ジ

ムナスト分水及び地域のスポー

ツ施設の維持管理を行います。 

41,697 41,216 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

体育施設は多くの市民が利用する施設であり、施設

整備については計画的に進めてほしい。 

現体育施設の中には、建設後 30 年を経過している

施設もあり、中には老朽化が特に進展している施

設もあります。このことから利用者の安全確保と

施設の適切な維持管理を行うために、修繕工事等

の施設整備は財政課と協議を行いながら計画的に

実施して行きます。 

利用者が固定化されている施設もあるので、各種教

室の内容の充実を図り、登録団体でない団体や個人

で利用できるようにするなど、多くの人が利用しや

すいようにしてほしい。 

社会体育施設及び学校開放施設は、登録された社

会教育団体・社会体育団体が年間計画に基づき施

設を利用し、技術力向上や子ども達にスポーツの

指導・育成等を行っております。一般市民の施設

利用は、各種団体が利用していない場合に、利用

をしていただいております。しかし、近年健康ブ

ームの進展で生涯スポーツを楽しむ市民が増加し

ていることからも、現在固定化されている施設利

用を各団体と協議しながら、新たな利用者も気軽

に利用できるよう環境づくりに努めます。 

ただし、個人での利用は利用責任を明確にするた

め、関連する競技団体への紹介を行っております。 
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体育協会が一本化され自立しているということで

あるが、今後も支援を続けてほしい。 

体育協会は、市のスポーツ振興には不可欠な組織

であり、重要な役割を担っていただいております。

今後も、財政的な面や組織の育成、強化などを支

援して行きたいと考えております。 

研修館を利用したとき、アリーナの使用申請は体育

館で行うが、夕食は燕勤労者福祉センターへ申し込

まなければならず、その点もう少しスムーズになる

よう改善を図ってほしい。 

燕市民研修館は厨房施設がなく、宿泊利用者等が

厨房施設を利用する際は、隣接する燕勤労者総合

福祉センターの利用許可を受けなければならない

のが現状であります。このことから利用者が 2 か

所の施設に許可申請を提出することとなっていま

す。今後は利用者の利便性を考慮し、燕市体育セ

ンターで燕勤労者総合福祉センター許可申請書の

書類が受付けできるよう施設管理者と協議し、対

応したいと考えます。 

 

２２２２．．．．生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな人人人人をををを育育育育むまちむまちむまちむまち（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ））））    

５５５５．．．．スポーツ・レクリエーションのスポーツ・レクリエーションのスポーツ・レクリエーションのスポーツ・レクリエーションの充実充実充実充実    

２２２２．．．．生涯生涯生涯生涯スポーツスポーツスポーツスポーツ活動活動活動活動のののの充実充実充実充実                                                                                                        単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

20502 
スポーツ振

興課 
1 

スポーツ教室の開

催に関すること 

各種スポーツ教室を開催し、健康

づくりや競技力の向上を目指し

ます。 

10,118 8,037 

20502 
スポーツ振

興課 
2 

スポーツ大会の開

催に関すること 

子どもから大人までが楽しめる

各種スポーツ大会等を開催し、健

康づくりや競技力の向上を目指

します。 

5,396 4,265 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

スポーツ教室の参加者人数に差があるが、内容に差

があるのか。中味を工夫して魅力あるものにして、

多くの人が参加できるようにしてほしい。 

スポーツ教室は、体育指導委員や体育協会の協力

を得て、3地区で開催しておりますが、内容のマン

ネリ化や参加者が固定化している傾向にありま

す。これらのことから現教室の見直しと、新たに、

誰もが気軽に参加できるニュースポーツを取り入

れた教室を企画して行きたいと考えています。 

 

３３３３．．．．生生生生きがいとやさしさをきがいとやさしさをきがいとやさしさをきがいとやさしさを実感実感実感実感できるまちできるまちできるまちできるまち（（（（健康健康健康健康・・・・福祉福祉福祉福祉））））    

３３３３．．．．子育子育子育子育ち・ち・ち・ち・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

１１１１．．．．保育保育保育保育サービスおよびサービスおよびサービスおよびサービスおよび子育子育子育子育ちちちち支援支援支援支援のののの充実充実充実充実                                                                                単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 

30301 
子育て支援

課 
1 

幼児保育・幼児教

育基本計画検討委

員会 

幼児保育・幼児教育の総合的な推

進を図るための検討委員会を設

置し、幼児保育・幼児教育基本計

画を平成 20 年度末までに策定し

ます。 

250 285 
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30301 
子育て支援

課 
2 保育園運営事業 

次の世代を生きる子ども達が豊

かに健やかに育つよう、市内 24

ヵ所の公立保育園で保育を実施

します。また、多様な保育サービ

スの提供により、保護者の子育て

を支援します。 

567,398 593,419 

30301 
子育て支援

課 
3 

私立認可保育所委

託事業 

市内の私立保育園４ヵ所で実施

する保育運営にかかる経費、私立

保育園が行う特別保育等にかか

る経費について、市が負担しま

す。 

328,932 336,448 

30301 
子育て支援

課 
4 児童館運営事業 

児童の健全育成や親子のふれあ

いの場、交流の場として児童館の

運営を行います。 

34,676 34,442 

30301 
子育て支援

課 
5 

児童クラブ運営事

業 

就労等により昼間保護者のいな

い小学校１～４年生の児童に適

切な遊びと生活の場を提供しま

す。（10カ所） 

47,116 49,592 

30301 
子育て支援

課 
6 なかまの会事業 

放課後児童の健全育成のため「な

かまの会」の事業運営を行いま

す。（６カ所） 

29,808 25,034 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

子育て支援の場を充実してほしい。 

保育園や児童クラブなど、子どもの育ちと子育て

支援の両方に力を注ぎ、子育て環境の充実に努め

ます。 

児童館、児童クラブ、なかまの会と 3 種類あり、わ

かりづらい。 

放課後の子どもの居場所づくりについて、教育ビ

ジョン検討委員会で議論しています。家庭の状況

により選択可能な居場所づくりの整備に努めま

す。 

私立の保育園が定員を超えて保育しているが、私立

はそれなりに努力しており、公立保育園もサービス

に努めてほしい。 

私立保育園の定員充足率が高いのは、全園で乳

児・未満児保育に取り組んでいることも要因の 1

つですが、子どもの人数の減少に対して市全体の

定員枠が過大であることもあげられます。引き続

き公立保育園のサービス充実に努めます。 

児童クラブやなかまの会などで達人や読み聞かせ

ボランティアを活用し、子ども達が喜んで読書に親

しむ場を作ってほしい。 

児童クラブでは指導員が読み聞かせを行っていま

すが、ボランティアや達人の活動の場を広げるよ

う努めて行きます。 

 

３３３３．．．．生生生生きがいとやさしさをきがいとやさしさをきがいとやさしさをきがいとやさしさを実感実感実感実感できるまちできるまちできるまちできるまち（（（（健康健康健康健康・・・・福祉福祉福祉福祉））））    

３３３３．．．．子育子育子育子育ち・ち・ち・ち・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

２２２２．．．．子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの整備整備整備整備                                                                                                                    単位：千円    

体系

CD 
主管課 

番

号 
事務事業 事業内容 

当初 

予算額 
決算額 



14 

 

30302 
子育て支援

課 
1 

赤ちゃん誕生祝い

金等支給事業 

第 3 子以降の出産に対して、誕生

祝い金及び子育て支援金を支給

します。 

20,000 20,600 

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

事業費が多額になるなど大変であるが、子育てしや

すい環境づくりのために、できるだけ制度の継続と

幅広い子育て支援策の充実に努めていってほしい。 

子どもを産み育てることの意義を社会全体で共有

し、子育て家庭を支えていくという意識の醸成は

重要であると考えます。子育てしやすい環境づく

りのため、子育て家庭に経済的な支援を行ってい

きます。 

 

上記事業以外上記事業以外上記事業以外上記事業以外のことにのことにのことにのことに関関関関するするするする意見意見意見意見    

評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

役所内では係単位で仕事をしていると、他の係で何

をどのようにやっているか分からないことが多く、

効率の悪いことをしている場合もある。教育委員会

全体で情報交換を行い効率的な仕事を進めてほし

い。 

事業を進める上での基本的な考え方を示す貴重な

ご意見として、今後、部内で積極的に意見交換を行

うなど、いわゆる風通しの良い教育委員会として効

率的な事業を進めるよう努めてまいります。 

今回、教育委員会の点検・評価を行ったが、手探り

状態で進めてきた。できればマニュアル的なものが

あったほうが良い。 

平成21年度で行う平成20年度主要事業の評価作業

に向けて、対応を考えていきたいと思います。 

我が国の教育委員会制度自体が揺らいでいるとこ

ろがある。いろいろな意見を取り入れながら独自性

を維持してほしい。 

ご意見のとおり教育委員会の事業等に関しては、確

かに各種の制約がありますが今後も、多方面からの

ご意見をお聞きしながら、燕市の学校教育や社会教

育の振興を目指して、工夫を重ねながら取り組んで

いきたいと考えております。 

 


