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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    

    

対象 児童・生徒・幼稚園児及び教員・各保護者    

目的 子どもたちの学習意欲を高め、多くの体験や交流を通して学校生活を送る。また、先生方のス

キルアップを図り自信を持って子どもたちの教育に携われるようにする。保護者に対しては、い

じめ根絶スクール集会なでを通じて、学校が抱えている課題を共有してもらうことにより、学校

家庭地域の連携の中で子どもを育てる思いを共有する。    

 

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

学校教育課 1 教育指導充実事業 

小学校及び中学校に、学習指導補助員を配置し、

学習指導、特別活動及び生活指導における指導業務

を行うことにより、児童生徒の健全育成を推進す

る。 

38,294 

学校教育課 2 
理科教育センター

運営事業 

学習指導の充実のために、学年別・分野別研修会、

ワンポイントに絞った内容の研修会と幼稚園教

諭・保育士には地域の自然紹介や生活科単元の研修

参加を呼びかけ、また一般市民には理科講演会への

参加を呼びかける。 

行事については、各校の科学教育推進委員と連携

し児童生徒科学研究発表会、科学作品展を開催す

る。 

173 

学校教育課 3 教育センター管理 

 事務の執行に必要なセンターの維持管理に努め、

市民と関係者の利便性意を図るとともに、経費の節

減に努める。 

2,453 

学校教育課 4 
視聴覚ライブラリ

ー運営事業 
教材、機材の貸し出し本数を行う。 199 

学校教育課 5 
子どもを育む推進

事業 

 園・学校・家庭・・地域がそれぞれの立場で、知

育・徳育・体育・食育に関する実践事項の活動内容

を具体化して推進する。 

 これまで燕地区で実践してきた子どもフォーラ

ムを吉田地区、分水地区でも実施する。また、「心

の燕市８つのチャレンジ」の更なる推進を行う。 

719 

学校教育課 6 

言語・発達障がい

通級指導教室運営

事業 

 吉田小学校と燕西小学校に言語障害指導教室、吉

田南小学校に発達障害通級指導教室を設置し、該当

児童への専門的な指導を行う。通級している児童

が、通常学級で充実した学校生活を送れるようにす

る。 

178 

学校教育課 7 指導強化事業 
 中学校の生徒を中心とし、小学校児童・幼稚園児

に英語活動を指導する。 
17,368 

学校教育課 8 

小学校における英

語活動等国際理解

活動推進事業 

 燕市立松長小学校を拠点校とし、ＡＬＴの活用と

ともに、積極的に地域人材の活用を図る。そして授

業研究の公開、職員対象の研修会等の実施を通して

英語活動の指導力の向上をねらいとした。 

672 

学校教育課 9 
「学校教育基本計

画」の策定 

 「燕の教育ビジョン検討委員会」を設置し、燕市

の教育振興のための施策に関して意見を述べ、審議

をする。 

460 
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学校教育課 10 課外活動事業 

陸上運動に対する意識の高揚と音楽会を通して

音楽への関心を高めなど、子どもたちがそれぞれ整

った施設で学習できるよう課外活動の場を提供す

る。 

1,350 

学校教育課 11 
学校給食センター

運営事業 

吉田地区・分水地区の小学校及び中学校の児童生

徒に対し、安心安全で栄養バランスのとれた給食を

提供するために市の直営で学校給食センターを運

営する。 

66,386 

学校教育課 12 学校給食運営事業 
燕地区の小学校及び中学校の児童生徒に対し、安

心安全で栄養バランスのとれた給食を提供する。 
159,216 

子育て支援

課 
13 幼稚園運営事業 

各担当の教諭が教育委員会の定めた教育課程や

きめこまやかな指導方針に基づいて、４ヵ所の公立

幼稚園で、入園する児童の保育を実施します。また、

施設の修繕、各種委託業務等も行います。 

19,994 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１ 

燕市の教育で弱いところを補うよう指導主事の

増員は好ましいことであり、学校の負担にならない

ように配慮してほしい。 

しかし、指導主事のスキルアップは行われないと

増やしても意味がない。しっかりと指導のできる人

を配置してほしい。 

優秀な人材の確保に努め、また、研修会の開

催など質の向上を図ります。 

４ 

視聴覚ライブラリーは貸出日数が減少傾向にあ

り、貸出ソフトの充実が必要なのではないか。 

機械についても、充実が必要であるが学校にも機

械は備わっていると思うので住み分けが必要では

ないか。 

教育現場で教材・機材などが活用できるよう

利用の拡大に努めながら学校間の相互利用に

ついても周知を図ります。 

５ 

子どもフォーラムについては、よりよい方向にな

るよう方法論から考えていく必要があるのではな

いか。 

また、地域へ情報を発信できるような内容を考え

てほしい。 

いじめ根絶スクール集会実行委員会で方法

論等を検討し、学校ＰＴＡ、ＰＴＡ連絡協議会、

自治連合会、まちづくり協議会、民生児童委員

協議会、人権擁護委員、学校評議員など通して

情報を発信します。 

７ 

授業時間を増やすことは難しいと思われるが、国

際的視野を広げる意味でも必要な取り組みであり、

外国人指導助手とふれあう時間を増やすように努

めてほしい。 

授業時間を増やすことは難しいが、授業以外

でも、異文化交流やコミュニケーションを図れ

るように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））））    

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    

    

対象 市内の小中学生・保護者    

目的 心の教室・適応指導教室においては、学校への復帰を第一に、サポートチームにおいては、子ど

もたちが安心して学校生活を送り、保護者も学校活動を支援してくれるようになることを目指す。    

    

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

学校教育課 1 
心の教室相談員

派遣事業 

生徒一人一人の相談内容に適切に対応し、悩みを

相談員に話すことにより、気持ちを切り替え中学校

生活を前向きに楽しんで過ごせるように配慮する。 

 その結果、生徒一人一人の気持ちが軽くなること

924 
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で、学校生活をスムーズに送り、学校全体の雰囲気

をよくしていく。 

学校教育課 2 
教育相談・適応指

導事業 

燕地区、吉田地区、分水地区それぞれに適応指導

教室を設置し、指導員を置いて指導に当たる。また、

不登校児童・生徒自身、または、その保護者に対し

て電話や直接による相談に応じる。 

352 

学校教育課 3 
市町村サポート

チーム支援事業 

学校からの要請に応じて個別の支援を行うことに

より、即時対応が可能となり不登校やいじめ、暴力

行為等を減少させる。 

1,117 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１ 

心の相談室に相談に来なくとも良いような学校

経営を行ってほしいが、それは難しいことなので

指導体制の充実に努めてほしい。 

心の教室相談員と学校が緊密な連携を取りな

がら指導体制の充実に努めます。 

 

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    

    

対象 幼児・児童・生徒及び学校等施設    

目的 幼児・児童・生徒が安全、安心な施設で良好な教育を受けられるようにする。    

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

教育総務課 1 
小学校改築事業に

関すること 

老朽化した燕南・吉田南小学校校舎の耐力度調査

結果を踏まえ、改築工事を実施した。（平成２０・

２１年度継続事業） 

461,643 

教育総務課 2 
小学校大規模改造

事業に関すること 

昭和５６年５月以前の確認申請許可に基づき建

築された燕北小学校校舎の耐震診断結果を踏まえ、

耐震補強に併せ老朽も含めた大規模改造工事を実

施した。 

187,308 

教育総務課 3 
中学校改築事業に

関すること 

老朽化した燕中学校校舎の耐力度調査結果を踏

まえ、改築工事を実施した。（平成２０・２１年度

継続事業） 

171,906 

教育総務課 4 
中学校大規模改造

事業に関すること 

昭和５６年５月以前の確認申請許可に基づき建

築された分水中学校屋内運動場の耐震診断結果を

踏まえ、耐震補強に併せ老朽も含めた大規模改造工

事を実施した。 

166,713 

学校教育課 5 
遠距離通学支援事

業（小学校） 

小学校に通う児童で、遠距離地区に指定された地

域に通学バスの運行及び保護者に助成金を支給し、

通学の支援をする。 

12,241 

学校教育課 6 
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

支援する。 
5,650 

学校教育課 7 
特別支援学校就学

援助扶助事業 

特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、教

育の機会均等法の趣旨に則り、児童・生徒が障害の

程度に応じた教育が受けられるよう、希望する者に

援助を行い、経済的な負担を軽減させる。 

4,335 

学校教育課 8 
小学校教育振興事

業 

経済的な理由により就学困難な小学校の児童の

保護者に対し、学用品費等の学校で必要な費用の援

助を行うことにより、経済的な負担を軽減させ、児

童が支障なく義務教育を受けられるようにする。 

29,473 
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小学校でかかる費用の一部を援助することによ

り、保護者が児童の就学に必要な経費を滞りなく負

担できる。 

学校教育課 9 
中学校教育振興事

業 

経済的な理由により就学困難な中学校の生徒の

保護者に対し、学用品費等の学校で必要な費用の援

助を行うことにより、経済的な負担を軽減させ、生

徒が支障なく義務教育を受けられるようにする。 

中学校でかかる費用の一部を援助することによ

り、保護者が生徒の就学に必要な経費を滞りなく負

担できる。 

30,488 

学校教育課 10 
小学校理科教育等

設備整備事業 

小学校の理科・算数設備備品の現有率を向上さ

せ、教材を充実させる。理科・算数設備整備を行う

ことで、本市の理科教育の振興に資する。 

1,998 

学校教育課 11 
中学校理科教育等

設備整備事業 

中学校の理科・数学設備備品の現有率を向上さ

せ、教材を充実させる。理科・数学設備整備を行う

ことで、本市の理科教育の振興に資する。 

987 

学校教育課 12 学校衛生管理事業 

燕市内の幼児・児童・生徒及び教職員の健康保持

のために健康診断等の実施と保健衛生環境の向上

を図る。 

26,193 

学校教育課 13 奨学金貸付事業 

奨学金で教育の機会均等と人材育成を目的に成

績優秀な学生が経済的理由から就学ができなくな

るようなことがないように、学費を貸し出し勉学に

励んでもらう。 

78,300 

子育て支援

課 
14 

幼稚園就園奨励事

業 

幼稚園に在園する満３歳児から５歳児の保護者

に対し、保育料を減免する場合に所得の状況により

補助金を交付し、幼児教育の振興を図るとともに、

保護者への経済的負担の軽減を図る。 

7,765 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１～

４ 

学校改築など子ども達の安全のため必要な

事業であり、事業年度を早めるなど耐震工事な

どが早く 100%になるよう取り組んでほしい。 

学校の耐震計画に基づき、耐震工事などを進め

ます。 

５～

６ 

冬期間、子どもが歩いて危険なところがあ

る、通学バス運転に経費がかかることは理解で

きるが、義務教育なのでできるだけ平等になる

ように支援してほしい。 

合併前の地域的実情等をふまえながら、調査し、

検討します。 

７ 
特別支援学校就学援助扶助は市の負担が大

きくなっても続けてほしい事業である。 

財政状況を考慮しながら、事業を継続していき

ます。 

８～

９ 

お金に関することは、保護者との信頼関係が

なければならないことであり、先生が中に入る

ことが一番よいという面もあるが、学校の先生

方は忙しいので負担にならないよう諸費滞納

者に対応することはしないように配慮してほ

しい。 

プライバシーの関係もあり、非常に難しい問題

ですが、学校との更なる連携を深め対応していき

ます。 

10～

11 

理科備品の整備がまだまだ低いので、整備を

進めてほしい。 

国の補助制度等を活用し、市の財政状況を考慮

しながら整備を促進します。 

12 

子ども達の健康診断は大切なので積極的に

進めてほしい。また、医師会と学校の行事のす

り合わせをスムーズに行ってほしい。 

年次的な健診器具の更新を図るとともに、医師

会との連携を深めていきます。 
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13 

奨学金の支給は審査をきちんと行って支給

してほしい。今の経済状況を考慮し、滞納者へ

の対応は配慮あるものをお願いしたい。経済的

な理由で仕方なく進学せず就職する中卒者が

いた場合には、奨学金を支給するなどの支援を

行ってほしい。 

奨学金貸与審査委員会で慎重な審査を実施し、

貸与者を決定してまいります。また返済方法につ

いては無理のない返済計画を、指導します。 

14 

幼稚園へ通園する家庭の状況を可能な範囲

で調査するなど、公立の幼稚園や保育園へ通う

ような体制作りを行ってほしい。 

通園バスや預り保育などサービスの差もあると

思われますが、小学校に隣接し幼・小の連携が強

化されている公立幼稚園の良さを保護者に知って

もらうよう、ホームページの充実などＰＲに努め

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    

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    

    

対象 児童生徒    

目的 部活動外部指導者の活用は中学校の部活動において、スポーツエキスパートや地域でスポーツ実

績をお持ちの人材にお願いし、一日２時間程度の指導をしてもらうことにより、充実した部活動

を送り、各大会においても成果を上げている。また総合学習においては、まちの先生や地域の達

人を講師に迎え、子どもたちのキャリア教育に成果を上げている。    

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

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運動部活動の競

技力向上と地域社会との連携促進を図る。 
695 

学校教育課 2 
総合学習推進事業

(小学校) 

問題解決力を身につけた児童、積極的に地域人材

の活用を図る、学校に対して協力を惜しまない保護

者、地域住民の姿を具現する。 

その結果総合的な学習の時間を保護者や地域の協

力と支援で推進し、子どもたちに「生きる力」を育

むこと。 

195 

学校教育課 3 
総合学習推進事業

(中学校) 

燕市の子どもたちに「生きる力」を育むために、

各学校が実践する地域や学校、児童生徒の実態に応

じた横断的・総合的な学習や児童生徒の興味・関心

等に基づく学習などを行うことにより、地域の人材

を積極的に活用した教育活動を支援していく。 

200 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１ 

子どもには良い指導者がつくことが大切だ

と考えるが、その指導者の心構えや責任体制、

それに指導者自身の保険制度などに配慮した

体制整備をお願いしたい。 

各競技団体の指導者研修会等に積極的に参加し

ていただき、資質の向上に努めていただきます。 

また、保険制度にも引き続き加入します。 

２～

３ 

コーディネーターの育成に努めてほしい。

カリキュラムが変わることもあるが、有効な

取り組みなので充実してほしい。 

学校支援地域本部事業とも連携しながら充実を

図ります。 

 

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））））    

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    

    

対象 子ども、青少年、保護者、教育機関、施設利用団体 
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目的 教育の基礎となる家庭教育と子どもの生きる力を充実させるとともに青少年の健全育成に努め施

設利用者の利便性向上を図る。 

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

生涯学習課 1 家庭教育推進事業 
市内小中学校・幼稚園・保育園の保護者及び教員

が、家庭教育について学ぶ機会を得る。 
304 

生涯学習課 2 
子ども体験活動支

援センター事業 

各種団体の活性化し、地域で子どもを育てる環境

を整え、さまざまな体験活動を経験させ人間性豊か

な青少年を育む。 

10 

生涯学習課 3 
青少年育成センタ

ー事業 

地域・学校・行政が連携して、青少年の育成環境

の整備や地域イベントの開催等により、青少年の保

護・健全な育成を図る。 

2,175 

生涯学習課 4 
勤労青少年ホーム

事業 

勤労青少年ホームを使いやすく良好な状態で維持

管理することにより利用者が安心して利用できるよ

う管理運営する。 

11,061 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

２ 
市民からまだまだ活用してもらえる事業な

のでＰＲしていってほしい。 
今後も、ＰＲに努めます。 

３ 

ＰＴＡや学校などと連携し、酒、タバコだ

けでなく、最近は薬害に関する啓発活動も行

ってほしい。 

市立小・中学校を通じて、薬害に関する啓発活動

に努めます。 

 

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    

    

対象 児童 

目的 児童が安心して登下校し、校内においても安全安心し、授業を受けられるようにする。 

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

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。 

745 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１ 

元気なお年寄りが歩いているので、見回り

にはそういった老人から協力いただいてはど

うだろうか。 

下校時の子どもたちが心配なのでその点、

配慮していってほしい。 

平成21年度からの事業で国の緊急雇用対策の一

環でスクールガードリーダーを各小学校に配置し

て、登校時や下校時の安全パトロールを行ってい

ます。ご指摘いただいた地域の自治会などボラン

ティアの協力も含め対応してまいります。 

 

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    

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    

    

対象 市民 

目的 いちでも、どこでも、だれもが学べ、自らが培った知識や経験、技術を「市民が企画」し「市民

が参加」する市民主体の循環型生涯学習社会を目指す。 
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主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

生涯学習課 1 
公民館事業（成人

対象） 

市民教養講座・燕大学・IT 講座等成人対象の講座

の企画・実施する。 

1,200 

生涯学習課 2 
公民館事業（婦人

対象） 

婦人学級を開設し、組織的、継続的な相互学習を

通して、生活をとりまくさまざまな課題を考え生活

を豊かにする。 

16 

生涯学習課 3 
公民館事業（高齢

者事業） 

６０歳以上の市民に生きがいの探求と仲間作りを

図るための学習や趣味の活動に参加してもらい生涯

学習の充実を図る。 

252 

生涯学習課 4 成人式 

当該年度の成人を対象に、その中から１０人実行

委員を選び実行委員会を組織し、式典の企画及び運

営を担当してもらい成人式を開催した。 

1,070 

生涯学習課 5 
中央公民館分館事

業 

各分館の地域住民のために、実際生活に即する教

育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もっ

て住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図

り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する。 

2,656 

生涯学習課 6 吉田公民館事業 

学習の機会と場を提供し、吉田地区市民の知識、

教養の向上を図り、学習成果をよりよい社会づくり

に生かすことができる活力ある生涯学習社会を推進

する。 

365 

生涯学習課 7 
吉田公民館分館事

業 

吉田公民館分館（粟生津・吉田北公民館）で、学

習の機会と場を提供し、各地域市民の知識、教養の

向上を図り、学習成果をよりよい社会づくりに生か

すことができる活力ある生涯学習社会を推進する。 

3,296 

生涯学習課 8 分水公民館事業 

①高齢者を対象に、高齢期を健全で豊かに過ごす

ための学習課題を設定し、知識や教養の向上を図り

ながら、仲間づくりの推進を図るとともに、次世代

への知識・教養の継承を図る。 

②小学生を対象に、様々な活動や体験学習を通じ

て子どもたちの創造性や自主的な学習意欲を向上さ

せ、明るく元気にのびのびと課題に取り組み、他の

学校の児童や異世代と交流し、生きる力を育むこと

をねらいとする。 

③一般者を対象に、日頃の趣味・学習成果の発表

を通して、趣味・学習の意欲を高めるとともに新た

な参加を啓発する。 

1,574 

生涯学習課 9 読書啓発事業 

読書普及のため、各種行事・講座を行うことによ

り、年齢を問わず、多くの人から、本を身近なもの

と興味を持ってもらい、いろんなジャンルの本をよ

り多く読んでもらうことを目的としている。図書館

は「夢と知識の玉手箱」であり、より多くの人から、

より多くの本を読んでもらうことで、それぞれ違っ

たことを感じてもらい、その中から創造性を養って

もらうため、読書の普及を図っていきたい。 

418 

生涯学習課 10 
ブックスタート事

業 

４ヶ月児健診が行われる会場において、図書館ボ

ランティアの皆さんの協力をいただきながら、赤ち

ゃんと保護者に「赤ちゃんと絵本を開く時間の大切

さ、楽しさ」などのメッセージを伝えながら絵本を

手渡した。 

1,312 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 
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１～

３ 

趣味などやりたいことをやるのであれば

自己負担は必要ではなか。長くやっている人

には自分たちでサークルを作るなどして新

しい人が入りやすい環境づくりを進めてほ

しい。 

材料等は自己負担、講師謝礼も一部受講者負担で

実施し、講座在籍が長い人から自主サークルへの移

行を進めています。 

４ 

新成人が運営や設営に取り組むことは良

いことと思う。 

新成人の門出なのでもう少しお金をかけ

ても良いのではないかと思う。 

厳しい財政状況ではありますが、成人式実行委員

会とも協議しながら、検討していきます。 

８ 

分水公民館での文化祭等にお金が出てい

るが、吉田公民館での支出はない。負担や事

業内容に格差があるのではないか、見直しを

図ってほしい。 

同一的な事業については、適正な予算措置を行う

ことにより事業内容に格差が生じないよう見直しを

図ります。 

９～

10 

読書は人格形成にとって必要なものであ

り、今後も充実してほしい。 

読書啓発活動とブックスタートを結びつ

けた形で発展させていってほしい。 

単発たて割りな事業展開にならないよう

に配慮してほしい。 

読書の普及を図る目的の第一歩として、ブックス

タートを行っており、また、ブックスタートフォロ

ーアップとして、1.6 歳児や 3 歳児健診期の会場にお

いて、絵本の読み聞かせを行っております。 

 

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    

    

対象 ①市民のグループ、団体 

②青少年及び成人に対して行われる組織的な社会教育又は社会教育活動を目的とする団体 

目的 ①「達人」登録者の人材を活かし、市民のグループ・団体の学習機会を充実させ、生涯学習の推進

につながるようにする。 

②社会教育関係団体に認定し、自主的な団体活動の充実と推進を図ってもらう。 

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

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 

生涯学習課 2 
社会教育登録団体

事務 

社会教育関係団体の定義に該当している団体が教

育委員会に登録申請をし、認定後に登録証の発行を

行う。 

33 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１ 

分水地区の登録者がない。簡単に登録、

相談できる体制作りを進めてほしい。 

事業自体、知られていなければ意味がな

い。インターネットが使えない人に対する

サポートが必要でないか。 

自らをアピールすることに抵抗を感じている人が

多いため、気軽に登録できる体制を整備していきま

す。 

また、紙媒体の広報活動も必要であり、検討します。 

 

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    

３３３３．．．．学習活動学習活動学習活動学習活動をををを推進推進推進推進するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実 

 

対象 市民及び市外の方 

目的 いつでも、どこでも PC や携帯電話からでもアクセスできるようにし生涯学習に関する情報を提供

し人生常に勉強だ、と言う意識を持ってもらう。 
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主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

生涯学習課 1 
学習情報発信シス

テム事業 

市内で開催されるイベントや各種講座また、各団

体の部員募集、行政内の生涯学習に関する情報を

ICT で広く市民に紹介し、市民からこんな情報があ

るよ、とか双方向のコミュニケーションづくりを行

うシステムの構築を行う。 

0 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１ 

ホームページの更新作業が大変なのでは

ないか、スタッフでそれができないといつま

で経っても同じものになってしまうので積

極的に更新するようにしてほしい。 

情報を常に新しいものにする体制づくりを整備し

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））））    

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    

４４４４．．．．学習環境学習環境学習環境学習環境のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

    

対象 社会教育活動を実施している（したい）市民 

目的 いつでも、だれもが快適に学べる施設環境整備 

 

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

生涯学習課 1 
吉田ふれあいセン

ター 

吉田ふれあいセンターの管理運営、施設を維持管

理する。 

いろいろな方から利用しやすいように、バリアフ

リー改修（エレベーター、多目的含むトイレ工事、

自動ドア、玄関スロープ、冷暖房設備）設置工事・

耐震補強工事を実施する。 

名称公募し、吉田婦人会館から吉田ふれあいセン

ターへ名称変更する。 

7,487 

生涯学習課 2 
中央公民館管理運

営 

施設の安全・利便性を確保し、利用者が安心安全

かつ快適に施設を利用できる環境整備を図る。 
17,740 

生涯学習課 3 
中央公民館分館管

理運営 

施設の安全・利便性を確保し、利用者が安全安心

かつ快適に施設を利用できる環境整備を図る。 
0 

生涯学習課 4 
吉田公民館管理運

営 

施設の維持管理を行うことにより、生涯学習の場

として安全・安心して利用していただく。 
9,409 

生涯学習課 5 
吉田公民館分館管

理運営 

施設の維持管理を行うことにより、生涯学習の場

として安全・安心して利用していただく。 
14,893 

生涯学習課 6 
分水公民館管理運

営 

安全性・利便性を確保し、利用者が安心して使用

できる施設を維持することにより、身近で気軽に利

用できる社会教育施設の充実を図る。 

14,569 

生涯学習課 7 図書館管理運営 

図書館の施設・設備の維持管理は、委託業者によ

り定期的に実施し、閲覧室や学習室などの館内清掃

は、職員が毎日行っています。また、図書の購入に

ついては、図書館司書が随時選書を行うのと並行し

て、市民の皆さんのリクエストにも対応しています。

貸出業務は、接客が大切であるので、燕・吉田・分

水の市内各図書館の連携を密にして、充実を図りま

した。 

31,542 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 
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１ 

利用しやすい施設になったが、土足で入れ

る部分が増えて汚くなり、それが良かったか

疑問に思う。 

吉田ふれあいセンターについては、耐震補強のほ

か、これからのバリアフリー社会や災害時避難施設で

あることも考慮し、さまざまな障がいのある方や高齢

の方も靴を脱がないでも利用しやすいよう段差等を

無くすなどバリアフリー対策等改修工事を実施しま

した。また、清掃についてもこまめに実施し、館内美

化に努めてまいります。 

６ 

分水公民館では経費を削減する取組みを

行い成果が出ているようなので、他の施設で

も取り組めるものであれば情報共有を図り

成果を上げてほしい。 

公民館長会議等で情報の共有を図り、利用者の理解

を得ながらより一層の経費削減に努めます。 

2～7 

各施設の耐震対策はどのようになってい

るか、計画的に進めてほしい。 

施設の老朽化が進んでおり費用もかかる

が、使い勝手の良い施設に改修や改築を行っ

てほしい。 

平成 21 年度で耐震診断を終了する。その結果を見

てから年度計画で耐震化を進めます。 

施設改修においても年度計画を立て順次行いたい

と考えております。 

 

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    

    

対象 市民 

目的 市民の芸術文化の推進及びレベルの向上を図る。 

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

生涯学習課 1 
燕市美術展覧会の

開催事業 

燕市美術展覧会を開催し、広く市民の方々を中心

に、優れた芸術にふれる機会と相互啓発の場を提供

する。それにより、市民芸術文化活動の普及と向上

を図る。 

1,970 

生涯学習課 2 
良寛書道展開催事

業 

良寛書道展を開催し、児童生徒に良寛の生き方を

通して書道に触れる機会を提供する。 
432 

生涯学習課 3 文芸誌発刊事業 

文芸誌の作品募集及び発刊し、相互啓発の文芸活

動の発表の場を提供する。また小中学校の児童・生

徒の文芸活字ばなれといわれている昨今、文芸活動

の活性化を図る。 

398 

生涯学習課 4 各種補助事業 

補助金の交付を受ける団体等の文化活動を活性化

することにより、市民に対する芸術文化の振興とよ

り豊かな情操意欲の高揚に貢献する。 

1,508 

生涯学習課 5 文化会館運営事業 
文化会館を普段の練習場所や発表会の場として貸

し出し、幅広く市民に利用していただく。 
26,505 

生涯学習課 6 
各種自主事業の開

催 

文化会館で優れた舞台芸術作品の鑑賞や市民の芸

術・文化活動の場を提供することで、舞台芸術・文

化活動の人口増加及び技術の向上を目指す。 

8,613 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１ 

市展に出品し、賞を取ることに権威付け

を行い、市展自体のレベルアップを図って

ほしい。 

また、レベルが上がると初心者が出品で

きないことあるのではないか、その点のバ

権威付けと初心者の出品というと相反するテーマ

であり難しい問題ではあるが、賞金を増額できないの

であれば、レベルの低い作品を落選させることで権威

を保つことになる。ただ、現在は作品として成立して

いないものを落選とし、できるだけ多くの方々から入
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ランスを考えてほしい。 選していただくような審査をお願いしていますので、

それを継続していきたいと考えております。 

２ 継続してほしい。 
今後も市内全小・中学校に応募を依頼し継続してい

きます。 

４ 補助金の減額はあるが、継続してほしい。 今後も文化活動活性化のため継続いていきます。 

５ 

市内で本格的な音楽発表できるホールは

ここだけなので、利用者に喜ばれるような

施設となるよう維持管理してほしい。 

開館以来、28 年が経過し老朽化等により一部設備

の更新(空調設備及び舞台照明、音響設備等)が必要で

すが、財政状況等を斟酌し財政課と協議しながらハー

ド面及びソフト面について利用者が利用しやすいよ

うな管理運営を行います。 

６ 

わざわざ新潟まで行かなくともよいよう

市民の興味のあるものを行ってほしい。 

採算面も考えなければならないが、継続

してほしい。 

自主事業毎の入場者のアンケート要望、ニーズ等を

把握し、それに対応した各種の公演等に取組むように

します。また、厳しい財政状況下で開館以来継続して

きた事業を優先し、質の高い事業を実施したいと考え

ております。 

 

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    

    

対象 市民 

目的 市内に多く残されている歴史・文化遺産の継承意識の向上や郷土資資源を愛し、育む意識の啓発、

推進する。 

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

生涯学習課 1 旧配水塔改修事業 

配水塔について平成２１年度に、基礎の補強工事

の設計業務を委託し、平成２２年度に配水塔全ての

改修工事を行う。 

また、改修工事を終了した段階で、登録有形文化

財指定に向けて手続きを予定しています。 

0 

生涯学習課 2 
五千石遺跡発掘調

査事業 

大河津分水可動堰改築事業に伴い、五千石遺跡の

発掘調査を実施する。 
45,288 

生涯学習課 3 
指定文化財保護事

業 

地域の歴史文化のシンボルである指定文化財を保

存・活用することで、市民の地域理解の手助けとす

る。また、自らが地域の文化遺産を継承する意識の

向上を図る。 

780 

生涯学習課 4 
分水良寛史料館管

理運営 
分水良寛史料館の維持・管理する。 4,589 

生涯学習課 5 
分水良寛史料館展

示事業 

分水良寛史料館で、県内（市内）、県外を問わず広

く一般市民に良寛及びその関係資料を公開し、良寛

を含む地域史料への啓発・普及活動を行う。 

1,595 

生涯学習課 6 
長善館史料館管理

運営 

長善館史料館の維持・管理して、県内（市内）、県

外を問わず広く一般市民に長善館、鈴木家及びその

関係資料を公開し、郷土史料への啓発・普及活動を

行う。 

1,348 

生涯学習課 7 郷土史発刊事業 

身近で埋もれがちな地域の歴史記録をまとめ、本

の形態で刊行することで地域資料としての位置づけ

を図る。また、多くの人にこれを活用してもらい、

地域理解を深め、歴史文化を継承する意識の向上を

図る。 

251 
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生涯学習課 8 
埋蔵文化財保存事

業 

埋蔵文化財に対する理解と認識を向上させ、広く

国民共有の財産であることを意識付けする。 
3,690 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

２ 出土した遺物等の展示を行ってほしい。 

出土遺物の展示については、展示スペースの確保や

盗難防止等防犯システムの確立など設備的な対応が

必要不可欠である。常設的な展示を含め、今後方法を

検討します。 

４ 
良寛書道展の入賞作品の展示を行ってほ

しい。 

現在も春休みを利用して準特選以上の入賞作品（会

場の関係で）展示している。今後も継続します。 

６ 
入場者数を増やすようＰＲ活動を積極的

に行ってほしい。 

現在行っている「広報つばめ」掲載などを継続し

てＰＲします。 

７ 

学校の授業に取り入れることにより郷土

の歴史に興味を持ってもらえるのではない

か。郷土の歴史は是非、知っておいてほし

いことなのでＰＲにも力を入れていってほ

しい。 

市内各学校にはこれまでも無償配布しています。今

後も配布は継続し、一層のＰＲに努めます。 

 

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    

    

対象 市民全体 

目的 多くの市民が日常的にスポーツに親しむことのできる環境の充実を図る。 

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

スポーツ振

興課 
1 

体育指導委員に関

すること 

スポーツ振興法第 19 条及び燕市体育指導委員規

則に基づき、市民に対し、スポーツの実技指導、ス

ポーツ行事の協力、スポーツ振興に関する指導・助

言等を行うことで、広く市民にスポーツに親しむ機

会を提供し、生涯スポーツ活動の振興を図る。 

2,146 

スポーツ振

興課 
2 

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 

合併２年目を迎える燕市体育協会及び燕市スポー

ツ少年団を支援しながら育成することで、行政から

独立して自主的にその活動ができるようにし、その

体育協会及びスポーツ少年団と連携をとりながらス

ポーツに親しむ環境の充実を図る。 

9,490 

スポーツ振

興課 
3 

小・中学校施設開

放に関すること 

学校体育施設を開放することによって、各学校の

地域住民が気軽に集い、親睦と活動の輪を広げなが

らスポーツ活動をすることにより、生涯スポーツの

振興及び健康の推進増進に繋げる。 

6,833 

スポーツ振

興課 
4 

燕地区社会体育施

設の管理運営及び

施設との連絡調整

に関すること 

燕地区社会体育施設の維持管理を行うとともに、

各施設の臨時職員や委託管理人との連携を密にし、

市民の意向を反映させながら効率化とサービスの向

上を図る。 

118,181 

スポーツ振

興課 
5 

三条・燕総合グラ

ウンド施設組合管

理運営費 

燕市・三条市で運営している、総合グラウンド施

設組合の維持管理費を負担する。 
11,416 

スポーツ振

興課 
6 

施設管理運営費

（燕市Ｂ＆Ｇ海洋

センター） 

B&G 海洋センタープール通年開放することによ

り、海洋センターを拠点に水泳や水中運動を通じ、

親睦と活動の輪を広げながら生涯スポーツの振興及

び健康の維持増進に繋げる。 

22,559 
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スポーツ振

興課 
7 

吉田地区社会体育

施設の管理運営事

業 

吉田地区体育施設維持管理及びビジョンよしだの

指定管理を行うとともに、市民の意向を反映しなが

ら効率化とサービス向上を図る。 

100,242 

スポーツ振

興課 
8 

総合型地域スポー

ツクラブ運営事業 

長期 30 教室、短期 6 教室を総合型地域スポーツク

ラブに業務委託し、教室を開催した。 
5,985 

スポーツ振

興課 
9 

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 

分水地区体育施設維持管理し、市民の意向を反映

しながら効率化とサービス向上を図る。 
41,131 

スポーツ振

興課 
10 

分水総合体育館整

備事業 

分水地区のスポーツの拠点施設である分水総合体

育館を中心とする施設を整備充実を図ることによ

り、市民のスポーツ振興を図る。 

1,386 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１ 

指導を受けている人の中から指導員を

育成し、人材の質を高めるように努めてほ

しい。 

体育指導委員の新たな人材の発掘に努めると共に、 

県や県体育指導委員協議会などで開催している研修会

等への積極的な参加を促し、体育指導委員としての資

質の向上に努めます。 

２ 

子ども達がスポーツに親しむ機会や場

所を充実していくために、行政として今後

も支援を続けてほしい。 

スポーツ活動の実践には、活動の受け皿となる体育

協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブな

どの団体並びに指導者の育成が重要であり、行政とし

ても組織の運営を支援すると共に、活動施設の確保や

指導者への情報提供に努めます。 

３ 

施設や備品の維持に費用がかかること

は理解できるが、市民にとって必要な事業

なので継続してほしい。 

また、高校などの施設開放などについて

も今後、検討してほしい。 

学校開放施設については、学校との連絡調整を行い、

施設整備に努め、継続して実施して行く。また、県立

高校の施設開放についても積極的に取り組みます。 

５ 

利用率に差があり、今の負担方法ではな

く、利用率による負担の在り方について検

討する必要があると思う。 

三条・燕総合グランド施設組合の維持管理における

負担金率は三条市 54.28%、燕市 45.72%、利用率は三条

市 74%、燕市 20%、その他 5%で利用率からみた負担金

額に不公平感があると思われるため、今後は燕市側の

利用者増の促進を図ることと、現負担率のほかに利用

率も含めた中で、公平で公正な負担割合について三条

市側と協議し、検討するように努めます。 

６ 
利用料金は確か安いと考えられるので、

今後検討が必要である。 

B&G 海洋センター使用料金は、他市に比してだいぶ

安く設定されているのが実情である。ことから今後は

コスト削減を図ることから、受益者負担の原則を踏ま

えながら料金値上げを検討します。 

８ 

高校を卒業してからのスポーツの場の

提供が必要であり、それ受け皿となるもの

で広く周知してほしい。 

総合型地域スポーツクラブについての情報を提供

し、燕地区、吉田地区における設立を支援する。 

また、クラブ運営を支援し、多年齢の方が各々の目

的に応じたスポーツ活動が実践できる環境の整備に努

めます。 

 

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    

    

対象 市民全体 

目的 スポーツ活動に取り組む市民の割合を増やす。 
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主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

スポーツ振

興課 
1 

市民総合スポーツ

祭に関すること 

燕市体育協会に市民を対象としたスポーツ大会等

の開催を事業委託し、広く市民からスポーツ大会等

に参加してもらうことにより、スポーツ活動に親し

む市民を増やし、生涯スポーツ活動の充実を図る。 

5,350 

スポーツ振

興課 
2 

スポーツ教室の開

催に関すること 

スポーツ教室の開催により、スポーツに親しむ機

会のない市民にスポーツを行うきっかけを提供する

ことで、年齢や性別、技術レベルに応じたスポーツ

教室を開催することで、スポーツに親しむ市民を増

やす。 

6,885 

スポーツ振

興課 
3 

スポーツ大会の開

催に関すること 

各種スポーツ大会の開催により、スポーツ活動に

親しむ市民を増やすことで、市民の体力向上・健康

増進・相互交流を通してスポーツへの関心を高め、

生涯スポーツ活動の充実を図る。 

1,256 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

３ 
生涯スポーツ、健康づくりとの関連付けや目

的がしっかりした形で事業展開してほしい。 

今後とも、体育協会との連携を図りながら教室

や大会事業を進めてまいります。また、健康づく

り課との連携を図り、生涯スポーツ社会の実現に

向け、スポーツの日常化に努めます。 

 

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    

３３３３．．．．競技競技競技競技スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの振興振興振興振興    

    

対象 全国大会規模の大会の出場を目指す選手 

目的 全国大会で活躍できる選手の増加を目指す。 

 

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

スポーツ振

興課 
1 

全国大会出場者助

成金に関すること 

市民の競技スポーツへの関心を高めるとともにス

ポーツ振興及び協議レベルの向上を目指して、スポ

ーツにおける全国大会出場者に対して激励金を交付

する。 

1,919 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

１ 
こういった助成事業を知らなくて支給を

いけない人がいないようＰＲしてほしい。 

激励金は全国大会に出場された方への市からの餞別

の一つと考えており、今後とも継続していきたいと考

えております。また、年度当初に市の広報でお知らせ

をさせていただいておりますし、県高体連や県体育協

会からの情報を収集して、該当者にご案内していると

ころであり、今後もＰＲに努めます。 

 

 

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サービスサービスサービスおよびおよびおよび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    

    

対象 子ども、保護者、子育て家族 

目的 子どもを健やかに育む環境整備を図り、子育て家族を支援することにより、家族が安心して就労で

きる環境づくりを進める。 
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主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

子育て支援

課 
1 児童館運営事業 

児童の放課後の居場所として自由に来館し、安全

に過ごすことのできる場所の確保と、季節の行事等

各児童館、児童センターごとにアイディアを盛り込

んだ活動（ミニ運動会、七夕茶会、高齢者との交流

会、工作など）を企画・実施し、創造性、情操豊か

な児童の健全育成を図る。 

38,569 

子育て支援

課 
2 

児童研修館運営事

業 

さまざまな定見活動を通じて豊かな感性をはぐく

むことを目的とした児童研修館「こどもの森」の事

業運営する。 

11,606 

子育て支援

課 
3 

児童クラブ運営事

業 

学校の帰宅後に保護者がいない低学年児童に対し

て、安全ですこやかな育成が確保される居場所づく

りをすることで、児童の健全育成だけでなく、両親

が子育てをしながら、安心して仕事や社会参加がで

きる地域にする。 

56,065 

子育て支援

課 
4 

吉田南小学校児童

クラブ室整備事業 

（児童クラブメー

ト） 

吉田南小学校の移転時に児童クラブ室を体育館に

併設することにより、放課後児童の健全育成と共働

き世帯の就労支援等子育て環境の充実を図る。 

0 

子育て支援

課 
5 なかまの会事業 

既存の学校施設や地域の公共施設を有効利用し、

放課後の過ごし方の中で、なかまの会として子ども

達が遊びや勉強ができる場所を提供していく。 

26,142 

子育て支援

課 
6 保育園運営事業 

家庭や地域社会と手をつなぎ、保護者の協力を得

ながら次の世代を生きる子どもたちを豊かに健やか

に育てるよう、２４ヵ所の公立保育園で、入園する

児童の保育を実施し、内科・歯科健診、施設の修繕、

給食、各種委託業務等を行う。 

245,458 

子育て支援

課 
7 保育園整備事業 

保育園の施設、遊具等を点検し、計画的に整備を

する。 
7,312 

子育て支援

課 
8 

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費、

特別保育等にかかる経費を負担する。 
358,112 

子育て支援

課 
9 

保育所広域入所委

託事業 

保護者の事情により、保育に欠ける児童が居住市

町村以外の市町村にある保育園に入所できるよう、

関係市町村との間で十分に連絡調整を図り対応す

る。 

27,325 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

５ 

児童クラブやなかまの会で障がいのある

子どもが利用できるよう指導員の体制を充

実して、そういった子の保護者を応援して

ほしい。 

保護者の就労形態の多様化により、放課後の居場所

が必要な障がいのある児童についても、指導員を加配

し対応しています。しかし、年々障がいのある児童の

入会が増加傾向にあり、財政負担も増えてくることか

ら、できるだけ予算を確保し、保護者の支援ができる

よう対応していきます。 

６ 
安心して子どもを預けることのできる体

制整備に努めてほしい。 

保護者が安心して子どもを保育園に預けられるよ

う、保育内容や保育業務等の実施について更なる充実

を図ります。 

７ 

遊具の不備で事故などが起きないよう、

点検を十二分に行うようにしてほしい。 

２階建の保育園等で、危険個所をなくし

て転落事故が起きないよう配慮してほし

遊具については、保育園で日々点検を行い、年に１

回専門業者による安全点検を実施しています。点検結

果により修繕等が必要な遊具については、毎年計画的

に整備を進めております。 
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い。 また、２階建の保育園で危険な箇所については落下

防止の柵などを設置し、安全対策を図ってきておりま

すが再度、保育園を通して確認を行い、危険な箇所が

あるようであれば対策を講じていきます。 

８ 

保護者の多様な就労の事情に対し、私立

保育園では様々なサービス展開をしてお

り、公立保育園でも取り入れられるサービ

スがあれば、取り入れるように考えてほし

い。 

保護者の多様な就労形態に対応するため、公立保育

園でも各地区の拠点園で午後７時までの延長保育や、

子育て支援のための一時保育も実施しています。また、

障がい児保育は公立保育園で受け入れを進めて、今後

もサービス拡充に努めていきます。 

 

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    

    

対象 子ども、保護者、子育て家族 

目的 子育て家庭への経済的支援や子育て支援の環境を整備し、保護者の子育て不安や負担感の軽減を図

る。 

    

主管課 
番

号 
事務事業 事業内容 

決算額 

千円 

子育て支援

課 
1 児童手当給付事業 

児童を養育している家庭における生活安定のた

め児童手当を支給する。 
640,649 

子育て支援

課 
2 

次世代育成支援推

進事業 

市が取り組む支世代育成支援政策の基本理念や

達成目標等に基づいて、福祉や保健、教育など各

部門にわたる各施策を総合的に設定したうえで、

子育て支援事業や働きながら子育てをしている家

庭への生活支援及び子どもたちの健全育成のため

のさまざまな支援事業を展開することにより、次

世代を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成さ

れる環境の整備・充実を図る。 

946 

子育て支援

課 
3 

ファミリー・サポ

ート・センター運

営事業 

登録会員の拡大を図り、より充実した事業展開

を図り、仕事と育児を両立し、安心して働くこと

のできる地域社会の実現を目指す。 

648 

子育て支援

課 
4 

赤ちゃん誕生祝い

金等支給事業 

子育て家庭を応援し、出生率の向上を図るため、

第３子以降の出生に対して誕生祝い金及び子育て

支援金を支給する。 

17,300 

子育て支援

課 
5 

地域子育て支援事

業 

保育園等に入園していない子育て家庭の育児相

談指導と情報提供及び子育ての輪を広げるための

事業 

2,356 

番号 評価委員からの意見・評価等 教育委員会の今後の対応 

４ 

国の施策との兼ね合いで考えていくこ

とも必要だと考えるが、ハードでもソフト

でも支援を受けることができるようであ

れば、保護者の負担が軽減されるのではな

いか。 

国の子育て家庭への経済的支援として、平成 22年度

からこども手当の創設及び高校の実質無料化の実施に

伴い、すこやか赤ちゃん誕生祝い金等支給事業の見直

しを図ります。 

今後も財政状況を考慮した中で、子育て家庭への支

援策をハード・ソフト面で検討します。 

 

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 
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事務事業評価シートの指標の捕らえ方や数値の

表記など考慮してほしい。 

事務事業評価シートの標記の仕方について、今後、

統一してわかりやすいように改善していきます。 

評価全体を通してそれぞれの事業の重要性、必

要性などの位置づけがよくわからない中で評価を

行っており、評価自体に不安があった。 

各課の評価事業数を絞り込みして、評価を受ける事

業をより重要性、必要性のあるものに集約した形での

評価を受けるように検討します。 

現場の視察などを行い、その事業が実際どのような

ものなのか知っていただき、紙だけの評価作業にこだ

わらない形での評価を検討していきます。 

 



 

 

 


