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Ⅰ 目  的 

 富士見市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、事務事業の点

検・評価を平成２０年度から毎年度実施しています。事務事業の点検・評価は、法律の規定に

基づいて実施するとともに、富士見市教育振興基本計画に基づいた施策の進捗管理においても

活用するため、計画の施策体系に沿って実施しました。本報告書は、平成２９年度実施事業を

対象に結果をとりまとめ、公表するものです。 

 

富士見市教育振興基本計画の施策体系 
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Ⅱ 実施方法 

１ 点検・評価の対象 

 教育振興基本計画に位置付けた全ての施策を対象に、市の予算計上事業に限定せず、施策を達

成するために優先的・重点的に取り組んだ事業を対象としています。 

 

２ 点検・評価の流れ 

①  点検・評価シートの作成 

各担当課において、教育振興基本計画に基づいた各種教育行政施策を効果的、効率的に推

進するため、実施状況を「必要性」「効率性」の視点から点検するとともに、対象者の充実感・満足

感や将来的な発展性を検証する「達成度」「発展性」の視点においても点検し、改善策や今後の方

向性の検討材料としました。 

  また、教育振興基本計画を推進する上で組織の総合力や相互連携が求められることから、地域や

市長部局など関係機関とどのように連携したか、その取組み内容についても記入することとしまし

た。さらに、今後、事業を展開する上で考えられる課題や課題解決に向けた改善策等を記入しまし

た。 

  なお、今年度は、平成２９年度の施策実施状況の経過確認と問題点を把握するため、実績値（平

成２５～平成２９年度）と目標値（平成２９年度）、目標値に対する達成度（平成２９年度時点）を記入

しました。 

区 分 内 容 

Plan 教育振興基本計画〈基本目標、施策〉 

Do 主な事業内容、工夫・改善点、成果、関係機関との連携 

Check 実施状況（実績値、目標値)、点検項目（「必要性」「達成度」「効率性」「発展性」）、判断・理

由 

Action 課題と改善策 

 ② 学識経験者による外部評価 

第三者の視点による客観性を確保する観点から、学識経験者に意見・助言を求めました。この

外部評価は、教育振興基本計画の進行管理にあたり、事務事業の点検・評価を活用するため、平

成２６年度から平成２８年度にかけて、一部の経常的施策や市長部局の各計画において進行管理

する施策を除き、すべての施策を対象に実施しました。また、平成３０年度については、昨年度に

引き続き特に重要と思われる施策や新たな取組みがあった施策を中心に外部評価を実施したとこ

ろです。 

ご意見等をいただいた学識経験者は、次の方々です。（敬称略） 

斉 藤 新太郎 （ 元市総合政策部長 ） 

中  正 美 （ 淑徳大学特任教授、公民館運営審議会議長 ） 

太 田 政 男 （ 元大東文化大学学長 ） 

③ 今後の対応 

学識経験者からご意見や助言をいただいた後、教育委員協議会における協議内容を踏まえ、

教育委員会の見解として「今後の対応」を記入しました。 

 区 分 方向性 

見直し 事業手法や運営方法、人的投入の仕方などに工夫・改善を加える 
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拡大 重点的に取組み、展開する 

継続 現在の水準を維持しつつ着実に進める 

休止・廃止・終了 一時的な休止、制度改正などによる廃止、目的達成などによる終了 

 

３ 外部評価の対象施策                    ◎は、平成３０年度外部評価の対象施策。 

基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

 基本目標１ 児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導による学力の育成 

 施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

◎確かな学力の定着 学校教育課 H26   H29 H30 継続 

◎特別支援教育の充実 学校教育課  H27     

教育相談室  H27  H29 H30 継続 

◎英語教育、国際理解教育の充実 学校教育課   H28  H30 拡大 

情報教育の充実 教育政策課   H28    

学校教育課   H28    

進路指導・キャリア教育の推進 学校教育課  H27     

伝統と文化に関する学習の推進 学校教育課 H26      

基本目標２ 人との交流や感動体験を通した豊かな心の育成 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

人権教育の充実 学校教育課  H27     

◎道徳教育の充実 学校教育課 H26    H30 拡大 

◎教育相談体制の充実 学校教育課 H26      

教育相談室 H26 H27 H28 H29 H30 継続 

生徒指導の充実 学校教育課   H28 H29   

コミュニケーション教育の充実 学校教育課 H26      

読書活動の充実 学校教育課  H27     

部活動の充実 学校教育課   H28    

基本目標３ 自らの健康・安全を守る資質・能力と健やかな体の育成 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

学校体育の充実 学校教育課   H28    

児童生徒の体力向上 学校教育課   H28    

◎食育の推進 学校教育課  H27   H30 継続 

学校保健の充実 学校教育課 対象外  

安全・防災教育の推進 学校教育課 H26   H29   

基本目標４ 地域の教育力を生かし教育効果を高める学校教育の推進 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

教職員の資質向上 学校教育課  H27  H29   

◎異校種間連携の推進 学校教育課   H28  H30 継続 

学校・家庭・地域の連携 学校教育課 H26   H29   

◎学校給食の充実 学校給食セ

ンター 

H26 H27 H28 H29 H30 継続 
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学校施設・設備の整備 教育政策課 H26      

 学校教育課 H26      

防犯・安全体制の整備 学校教育課  H27     

◎教育の機会均等 教育政策課   H28  H30 継続 

学校教育課 対象外  

基本方針Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

基本目標１ 家庭・地域の教育力の向上 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

◎家庭教育の支援 生涯学習課   H28 H29 H30 見直し 

各公民館  H27  H29 H30 見直し 

学校・家庭・地域の連携推進 生涯学習課 H26   H29   

各公民館 H26   H29   

基本目標２ 生涯にわたる学習機会の提供と学びのネットワークの推進 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

◎多様な学習機会の充実 生涯学習課 H26   H29   

鶴瀬公民館 H26 H27 H28 H29 H30 継続（市民大

学） 

継続（子どもフ

ェスティバル） 

人権・平和教育の推進 生涯学習課 

各公民館 
対象外 

 

生涯にわたる学習支援体制の充実 生涯学習課   H28    

基本目標３ 学びあう地域社会を創る活動の推進 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

地域社会を創る学びあいの機会の

充実 

各公民館   H28 H29   

◎地域の学習情報の提供、相談機

能の充実 

各公民館  H27   H30 見直し 

安全・安心な地域拠点としての施

設の運営・整備 

各公民館 H26      

基本目標４ 暮らしとまちづくりに役立つ読書活動の推進 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

◎地域の情報拠点としての資料・

情報の収集と情報提供の充実 

生涯学習課  H27   H30 見直し 

子ども読書活動の推進 生涯学習課 H26   H29   

図書館サービス網の拡充と快適な

読書空間の提供 

生涯学習課   H28    

基本目標５ 郷土遺産の継承と文化芸術の振興 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

◎文化財の保存と活用 生涯学習課   H28  H30 継続 

◎水子貝塚資料館・難波田城資料 資料館 H26 H27 H28 H29 H30 継続 
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館の充実 

文化芸術の振興 

 

生涯学習課 H26      

各公民館 H27（鶴瀬、南畑）  

H28（水谷、水谷東）  

 

基本目標６ 誰もが親しめる生涯スポーツの推進 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

◎生涯スポーツ・レクリエーショ

ン機会の充実 

生涯学習課   H28 H29 H30 拡大 

生涯スポーツ・レクリエーション

環境の整備充実 

生涯学習課 
対象外 

 

 

基本方針Ⅲ 組織の総合力を生かした教育の推進 

基本目標１ 開かれた教育委員会運営の推進  

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

◎教育委員会会議及び協議会の

充実 

教育政策課 H26 H27 H28 H29 H30 継続 

市民参加・協働で進める教育関係

委員会の充実 

関係各課 重要な取組みがあった場合対象とす

る 

 

基本目標２ 計画的で効果的な教育行政の推進 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

効率的、効果的な教育施策の推進 教育政策課 
重要な取組みがあった場合対象とす

る 

 

関係各課 

人事管理及び人材育成 教育政策課 

基本目標３ 教育委員会と関連部局との連携 

施 策 担当課 対象年度 今後の対応 

教育委員会事務局と教育機関と

の連携強化 

教育政策課 重要な取組みがあった場合対象とす

る 

 

◎市長部局との横断的な教育施

策の連携 

関係各課  H27 H28 H29 H30 継続 

市長部局における教育関連個別計

画等との連携・推進 

関係各課 
対象外 
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Ⅲ 教育委員会の運営 

１．教育委員会事務局及び教育機関の事務分掌 

 

 

 

教育委員会会議、教育行政方針、教育振興基本計画、

褒賞・表彰、寄附採納、職員の任免その他人事、後援、

予算及び決算の総括、高等学校等入学準備金利子補給　ほか

学校施設の維持管理及び改修工事、校用備品の購入管理、

学校施設・用地の取得・処分　ほか

社会教育委員会議、生涯学習推進基本計画、地域子ども教室、

市民人材バンク、人権教育推進、成人式典、子ども大学　ほか

図書館サービス計画、子ども読書活動推進計画、

施設維持管理、図書館協議会　ほか

スポーツ推進審議会、市民総合体育館、富士見ガーデンビーチ、

運動公園、第２運動公園、びん沼公園、学校体育施設開放　ほか

文化財審議会、指定文化財の保存管理、文化財施設の維持管理、

一般文化財の保護・調査、埋蔵文化財の保護・調査　ほか

【指定管理施設】

中央図書館 ・ 図書館ふじみ野分館 ・ 図書館鶴瀬西分館

市民総合体育館 ・ 富士見ガーデンビーチ

施設・設備の維持管理、公民館運営審議会、施設提供、

市民団体・サークル活動や自主的イベントの実施に

かかわる相談・援助、団体・サークルの登録、

各部屋の利用申請受付、広報等の発行　ほか

施設・設備・水子貝塚公園の管理、文化財の調査、

考古資料の収集・保存、国指定史跡水子貝塚の保存、

広報等の発行、考古資料に関する展示・学習の援助・普及業務　ほか

施設・設備・難波田城公園の管理、文化財の調査、

歴史民俗資料の収集・保存、広報等の発行、

県指定旧跡難波田氏館跡の保存、

歴史民俗資料に関する展示・学習の援助・普及業務　ほか

学校経営の指導・助言、教育課程・学習指導、

教職員の人事・服務管理、学校教育広報・関係冊子の発行及び配布、

教科用図書の採択、調査・統計・広報、学校設置・管理・廃止、

通学路の設定　ほか

教職員・児童生徒の保健衛生、区域外就学及び教育事務委託、

就学援助・奨励費、通学区域の設定、教材備品の購入管理　ほか

教育相談、心理治療相談、特別支援教育相談、就学支援、

教育相談資料の収集・保存・調査研究　ほか

施設の設置・維持管理、運営委員会、給食費事務、調理・献立作成、

食材購入、基本物資調達、検食、食品の安全・衛生管理、栄養指導　ほか

教
育
部
長
（
学

校

教

育

担

当

）

公　民　館

 難波田城資料館

 （難波田城公園）

１１校

総 務 企 画 Ｇ …

生 涯 学 習 Ｇ …

図 書 館 Ｇ …

ス ポ ー ツ Ｇ …

文 化 財 Ｇ …

学務・保健Ｇ…

指導・管理Ｇ…

６校

…

教
育
部
長
（
総

務

担

当

）

水子貝塚資料館
（水子貝塚公園）

学校給食センター

中 学 校

特別支援学校

教育相談室

小 学 校

１校

水谷東公民館

水 谷 公 民 館

南 畑 公 民 館

鶴 瀬 公 民 館

教育政策課

生涯学習課

教
　
育
　
長

施 設 管 理 Ｇ …

学校教育課
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２．教育財政の概要 

 

（１）一般会計決算の構成・推移

 

 

（２）教育費決算の構成・推移 

 

※増減の主な要因 平成２８年度：保健体育費の市民総合体育館災害復旧工事等 

平成２９年度：中学校費の本郷中学校大規模改造建築工事、社会教育費の

中央図書館改修工事等 

 

 

Ⅳ 点検・評価シート 

富士見市教育振興基本計画に基づき平成２９年度に実施した施策のうち、外部評価の対象

とした１８施策の点検・評価シートを、次のとおり、基本計画の施策体系に沿って掲載しま

す。 

決 算 額 構 成比 決 算 額 構 成比 決 算 額 構 成比

議 会 費 244,052,275円 0.8% 241,909,010円 0.7% 266,308,895円 0.9%

総 務 費 3,734,173,847円 11.5% 3,924,303,511円 11.9% 3,720,276,274円 11.8%

民 生 費 15,680,646,790円 48.4% 15,363,820,276円 46.8% 15,346,469,708円 48.8%

衛 生 費 1,875,464,521円 5.8% 1,867,629,848円 5.7% 1,852,329,307円 5.9%

労 働 費 7,480,900円 0.0% 8,089,062円 0.0% 8,660,231円 0.0%

農林水産業費 112,249,672円 0.4% 113,982,724円 0.4% 120,768,301円 0.4%

商 工 費 78,122,118円 0.2% 46,800,035円 0.1% 225,027,655円 0.7%

土 木 費 3,696,840,399円 11.4% 3,647,062,446円 11.1% 3,337,695,281円 10.6%

消 防 費 1,216,814,435円 3.8% 1,145,112,702円 3.5% 1,125,494,903円 3.6%

教 育 費 3,466,379,550円 10.7% 3,430,670,656円 10.4% 2,926,690,501円 9.3%

災 害 復 旧 費 0円 0.0% 744,784,000円 2.3% 17,875,000円 0.1%

公 債 費 2,318,732,263円 7.2% 2,320,846,679円 7.1% 2,478,928,391円 7.9%

合 計 32,430,956,770円 100.0% 32,855,010,949円 100.0% 31,426,524,447円 100.0%

平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度

決 算 額 構 成比 決 算 額 構 成比 決 算 額 構 成比

教 育 総 務 費 421,948,725円 12.2% 408,241,113円 11.9% 404,008,088円 13.8%

小 学 校 費 959,886,416円 27.7% 866,431,760円 25.3% 924,954,340円 31.6%

中 学 校 費 511,738,906円 14.8% 243,585,255円 7.1% 248,302,974円 8.5%

特別支援学校費 68,336,507円 2.0% 54,421,104円 1.6% 62,252,804円 2.1%

社 会 教 育 費 972,694,804円 28.1% 669,786,801円 19.5% 770,206,320円 26.3%

保 健 体 育 費 531,774,192円 15.3% 1,188,204,623円 34.6% 516,956,975円 17.7%

合 計 3,466,379,550円 100.0% 3,430,670,656円 100.0% 2,926,681,501円 100.0%

対 前 年 度 比 35,708,894円 1.0%増 503,989,155円 17.2%増 45,610,254円 1.6%増

平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度
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基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

Plan 

基本目標 １ 児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導による学力の育成 

施  策 確かな学力の定着 所管課 学校教育課  

●学力向上プロジェクトチームにおいて、本市の現状と課題に対応した指導方法を各学校に普

及・啓発し、埼玉県「教育に関する３つの達成目標」の「学力」の正答率９５％以上をめざし

て、学習内容の基礎基本の確実な定着を図ります。 

 

●基礎学力定着支援員や中学校学習支援員、少人数指導の充実を図り、児童生徒一人ひとりを

大切にした学習活動を展開します。 

 

●学習習慣の定着をめざし、家庭学習を推進します。 

Do 

主な事業内容 学校教育課 

・埼玉県学力・学習状況調査の「学力の伸び」に着目し、指導力のある教員の公開授業・研究
協議会を実施し、市内各学校の授業改善につなげた。 
・基礎基本の夏のチャレンジ・冬のチャレンジから、考える力の育成に視点をおいた思考力ア
ップ問題（国語小１～６年・国語中１～３年）の作成に取り組んだ。 
・国語の教科指導の流れを１つのシートにまとめた富士見スタンダード国語編を作成し、教職
員への周知を図り、算数・数学編と共によりよい授業づくりの一助とした。 
・小学校に基礎学力定着支援員、中学校に学習支援員を配置し、児童生徒個々のニーズに応じ
たきめ細やかな指導の充実に努めた。 
・保護者と学校との連携を図り、子どもたちの生活習慣の見直しと学習習慣の定着を目指した
「５ｄａｙｓチャレンジ」の活用を各校の実態に応じて活用した。 

工夫・改善点  

・埼玉県学力・学習状況調査の結果分析と学力向上プロジェクトチームの活動をリンクさせた。 
・学校指導訪問等を活用し、富士見スタンダード（算数・数学編）（国語編）の活用を図った。 
・小学校基礎学力定着支援員、中学校学習支援員研修会を実施し、児童生徒個々のニーズに応
じた指導や支援の充実を図った。 

成 果 
 

・市内共有フォルダーに「夏のチャレンジ」「思考力アップ問題にチャレンジ」をアップし、
朝学習や家庭学習、補習授業等での活用を図るとともに、教師用手引き「富士見スタンダード」
の活用を促すことができた。 
・支援員の配置により、基礎学力の着実な向上、学校全体の授業秩序の向上が見られた。また、
教員にとっても、個別に支援が必要な児童生徒に対して、支援員がサポートすることにより、
授業展開を計画に基づき行いやすい環境となっている。 

・５ｄａｙｓチャレンジを各学校の実態に応じて活用することにより、家庭と学校が連携を図

り、基本的生活習慣を確立し、自主的な学習ができる子どもの育成を図ることができた。 
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関係機関との連携   

・小・中学校の教職員で構成された学力向上プロジェクトチームと連携し、市内２校の小学校
を会場とし、効果的な学習についての授業研究会を開催した。 
・西部教育事務所と連携を図り、学校指導訪問時に学校、教員に対して指導の具体例や授業改
善の視点を示し、学力向上に向けた指導・助言を行った。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

全国学力・学習状況調査（小学校「国語」） 

  ※全国を 100とした富士見市の正答率 
93.6% 96.3% 93.2% 96.4% 

全国学力・学習状況調査（小学校「算数」） 97.2% 94.2% 93.7% 96.4% 

全国学力・学習状況調査（中学校「国語」） 96.8% 98.1% 95.2% 98.5% 

全国学力・学習状況調査（中学校「数学」） 95.0% 98.2% 94.3% 96.8% 

実施状況 平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

全国学力・学習状況調査（小学校「国語」） 

  ※全国を 100とした富士見市の正答率 
94.3% 100% 94.3% 

全国学力・学習状況調査（小学校「算数」） 92.8% 100% 92.8% 

全国学力・学習状況調査（中学校「国語」） 96.4% 100% 96.4% 

全国学力・学習状況調査（中学校「数学」） 96.6% 100% 96.6% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

学力の向上は今後も最重要
課題であり、引き続き力を入
れ、取り組む必要がある。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

富士見スタンダードの活用
により、教員の授業力の向
上、児童生徒の基礎学力の向
上が期待できる。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

学力向上プロジェクトチー
ムが主体となり、先進的な授
業を実践している学校にお
いて、授業研究会を実施し
た。また、小学校に配置して
いる支援員を効果的に活用
するなど、指導法の改善を図
っている。 
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発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

富士見スタンダード（算数・
数学編）（国語編）の活用に
より、教員の指導力向上、児
童生徒の学力向上につなが
ることが期待できる。今後
も、一層の活用を促し、教員
の授業力向上を目指す必要
がある。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・「思考力アップ問題」「夏のチャレンジ」「冬のチャレンジ」「富士見スタンダード」
等のソフト面は充実を図ることができており、今後は、教員がこれらの資料を活用して指
導を行い、児童生徒に確かな学力を身に付けさせることが課題である。 
・学力向上プロジェクトチームの活動内容の充実を図り、埼玉県学力・学習状況調査の結
果分析を中心に「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の視点を検討し、
各学校に提案するとともに、教員への意識づけを図ることが必要である。 
・５ｄａｙｓチャレンジを学校の実態に応じて引き続き活用していくとともに、家庭・地
域との連携を図り学習習慣等を身に付けさせることが必要である。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

・小学校基礎学力定着支援員、中学校学習支援員、すこやか支援員、ふれあい相談員等につい

ては、学校や児童生徒の実態に応じて、効果的な人員配置を総合的に研究する。また、学校に

おける５ｄａｙｓチャレンジの積極的な活用を促進するとともに、アスポート学習支援事業や

放課後学習支援等の学習支援について、学校と連携し確かな学力の定着と学習習慣定着の充実

に努める。 
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基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

Plan 

基本目標 １ 児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導による学力の育成 

施  策 特別支援教育の充実 所管課 
学校教育課 

教育相談室  

●インクルーシブ教育の理念に基づき、就学前の早期から支援にあたっている関係機関と連携

し、発達障がいを含む障がいのある児童生徒一人ひとりへの一貫した教育支援を推進します。 

 

●就学支援委員会や教育相談室、関係機関と連携し、各学校の校内就学相談機能を確立させ、

適切な就学支援を行います。 

 

●特別支援学級と通常の学級等との交流及び共同学習の充実に努めるとともに、富士見特別支

援学校に在籍する児童生徒が居住地の小・中学校で学ぶ支援籍学習を充実します。 

 

●富士見特別支援学校では、小・中・高等部１２年間の一貫した教育を基本に、児童生徒一人

ひとりの障がいの状態や発達段階を的確にとらえ、それぞれの自立・社会参加をめざし、指導・

支援を充実します。また、特別支援教育の地域におけるセンター的機能を充実します。 

 

●発達障がい・情緒障がい通級指導教室「エル」では、在籍校及び家庭との連携を密にし、通

常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある児童への適切な指導・支援を充実します。 

 

●発達障がいを含む障がいのある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応えるため、 教員の

特別支援教育に関する専門的な知識・技能の向上に努めます。 

 

●小・中・富士見特別支援学校の障がいのある児童生徒に対して学校における日常生活動作の

介助を行うほか、発達障がいなど特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して、学校生活

及び学習活動上の支援を行うすこやか支援員の配置に努めます。 

Do 

主な事業内容 教育相談室 

・就学支援委員会や関係機関と連携し、就学児童の適正就学率の向上を図った。各学校の校内
就学相談機能を確立させ、適切な就学支援を行った。 
・富士見特別支援学校と連携しながら、市内の小・中学校に在籍する特別な支援を要する児童
生徒または保護者へ適切な指導を行うとともに、支援籍学習を積極的に行った。 
・特別支援学級を２学級、難聴・言語障がい通級指導教室を１教室新設し、通級指導教室での
指導や、各校に在籍する障がいのある児童生徒への支援体制の充実を図った。 
・特別支援教育プロジェクトチームによる巡回支援を行い、特別支援学級や通常学級への具体
的指導を行った。 
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工夫・改善点  

・就学支援委員会を毎月４週目に行うことを周知し、各学校の校内支援委員会の計画的開催に
つなげた。 
・特別支援学校のセンター的機能として、富士見特別支援学校で実践し研究してきた成果を研
修会等で紹介及び啓発し、市内の特別支援学級の指導力向上につながるよう改善を図った。 

成 果 
 

・早期療育部会で情報交換することで早期からの就学相談を保護者と行い、児童の実態と保護
者の思いに寄り添った就学支援につなげられた。 
・特別支援教育プロジェクトチームによる巡回支援や研修会等が活発に行われ、特別支援教育
の視点を通常学級の指導に生かす教員が増えた。また、富士見特別支援学校のセンター的機能
も少しずつ定着している。 

・支援籍学習については、特別支援学校支援籍を効果的に活用し、保護者のニーズに答えると
ともに、児童生徒の現状に見合った就学支援に向けて、つながりが持てるようになった。 

関係機関との連携   

・就学支援委員会のメンバーである、埼玉大学教授、小児科医、富士見特別支援学校長、特別
支援教育コーディネーター（教諭）、通級指導教室担当（教諭）、保育所長、みずほ学園長、
障がい福祉課児童福祉係長、の１０名と早期療育部会メンバーの健康増進センターと連携して
いる。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

在籍児童生徒及び新入学児童の就学支援委員会審

議判断どおりの就学指導結果率 

79% 60% 70% 77% 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

68% 100% 68% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

今後さらに特別な配慮が必要
な児童生徒は増加していくと
考えられ、関係機関との連携
を取りながら進めていく案件
が多く、行政が関与する必要
性も高い。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

就学に向けては就学相談、指
導については特別支援教育
プロジェクトチームによる
巡回相談など、相談業務を中
心に据えながら、事業対象者
のニーズを把握して対応す
ることができた。 
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効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

富士見特別支援学校のセン
ター的機能を生かし、効率的
に対応することができた。費
用の面からも、有効に活用す
ることができた。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

新設の施設（特別支援学級１
校、中学校通級指導教室１
校）については、充実した教
育が図れるよう取り組んで
いる。その他、特別支援学校
のセンター的機能の活用に
より波及効果が見込まれる。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・特別支援学級については、各校での指導内容が課題となっていることから、指導の基本
事項を市内で共有するとともに、特別支援学級担当教員の指導力向上を図っていく。 
・発達障がい・情緒障がい通級指導教室へのニーズが高まり、個々への充実した教育活動
を展開することが課題である。改善策として、各校の特別支援学級で校内通級の充実が図
れるよう体制作りをする。 
・富士見特別支援学校のセンター的機能の活用課題として、各学校が主体となっての積極
的な活用が挙げられる。さらに、活性化するよう、市内の特別支援学級の教員とともに学
ぶ機会をより多く設けていく。 
・市内の特別な支援を必要とする児童生徒に対する支援プランの充実に課題がある。改善
策として経験年数の浅い特別支援学級担当教員向けの研修を４月に実施し、「合理的な配
慮」を組み込んだ支援プランの作成を行うとともに、校内周知を図る。 
・年間４回のすこやか支援員研修を今後も継続して行い、支援力の向上に努める。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

市内各学校の校内支援委員会を計画的に開催するとともに、特別支援学級の指導力向上を図る

ため、富士見特別支援学校での実践や研究の成果を研修会等で紹介及び啓発し、特別支援学校

としてのセンター的機能の充実に努める。 
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基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

Plan 

基本目標 １ 児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導による学力の育成 

施  策 英語教育、国際理解教育の充実 所管課 学校教育課 

●英語教育指導助手（ＡＥＴ）を活用し、外国語の音声やリズムに慣れ親しませるとともに、

外国語を使用してお互いの気持ちや考えを伝え合うなど、児童生徒が主体的にコミュニケーシ

ョンを図る活動を充実させる授業を推進します。 

 

●日本及び諸外国の伝統や文化に興味・関心を持たせ、児童生徒と外国人や国際的な視野を持

つ日本人との交流を通して豊かな国際性を身につけさせていきます。 

Do 

主な事業内容 学校教育課 

・小・中学校に６名のＡＥＴを配置し、小学校では、音声を中心に英語に慣れ親しめる活動を
通じて言語や文化について体験的に理解を深めるなど、コミュニケーション能力の素地を育成
した。中学校では、聞く、話す、読む、書くなどのコミュニケーション能力の基礎の育成に努
めた。 
・小学校外国語活動プロジェクトチームを組織し、ＡＥＴの活用や、教師の指導力の向上に努
めた。 

工夫・改善点  

・ＡＥＴの配置については、平成２８年度から１名増員し、６名体制とした。 
・小学校における英語の教科化を見据え、今年度も引き続き、小学校教員を対象とした英語指
導力ブラッシュアップ研修を３日間実施した。 
・昨年度と同様、夏季休業中に、学力向上プロジェクトチームとＡＥＴが主体となり、小学校
５年生を対象としたイングリッシュ・サマー・キャンプを実施した。 

成 果 
 

・ＡＥＴの増員により、ＡＥＴの派遣日数が増えるとともに、小・中学校に兼務することによ
り、小中連携の一環ともなった。 

・英語指導力ブラッシュアップ研修では連続３日間の研修により、小学校教員の英語指導力が
向上するとともに、教科化に向けた意識の向上につながった。 
・イングリッシュ・サマー・キャンプでは、４０名の募集に対し、８６名の応募があり、参加
児童も元気に英語を用いた活動を楽しむことができた。 
・多くの小・中学校で休み時間や給食、清掃、放課後等も含め児童生徒に接し、触れ合ってい
る。児童生徒にとっても、外国人の先生が学校にいることに違和感がなく、自然な存在となっ
てきている。 
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関係機関との連携   

・西部教育事務所や他市町教育委員会と連携し、教員ブラッシュアップ研修の講師として、指
導を依頼した。 
・ＡＥＴの語学力を生かし、外国籍の児童生徒の通訳や市役所内の文書の翻訳、結核問診票の
多言語化対応等で活用でき、ＡＥＴ本人も活躍の場が拡がり喜んでいる。今後も、関連他課と
も連携していきたい。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

１学級あたりのＡＥＴ年間平均授業時数 

小 25.4時間 

中 27.2時間 

小 25.6時間 

中 27.0時間 

小 25.3時間 

中 26.9時間 

小 34.2時間 

中 32.8時間 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

小 33.9時間 

中 32.6時間 

小 35.0時間 

中 35.0時間 

小 96.9% 

中 93.1% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

グローバル化が一層進む中、
英語教育や国際理解教育の充
実が求められており、ＡＥＴ
の活用による英語教育や国際
性をはぐくむ教育の必要性は
高い。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

ＡＥＴ活用による授業に加
え、児童生徒への学習活動支
援の場面、機会が増えている
ことから、コミュニケーショ
ン能力の素地を培うことが
できた。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

ＡＥＴを市が直接雇用する
ことにより質の高い人材を
確保することができた。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

学校教育の中で適正に活用
し、国際性豊かな児童生徒の
育成につながっている。 
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Action 

課
題
と
改
善
策 

・グローバル化に対応した新たな英語教育の在り方に向けた国の今後の方向性を注視しつ
つ、現状の直接雇用を生かした質の高い人材を確保するとともに、指導内容の充実、教材
の工夫などに引き続き努める必要がある。 
・小学校高学年の教科としての英語の導入、中学年の外国語活動導入が平成３２年度から
始まることから、平成３０年度中をめどに、小学校外国語活動の時間の確保等、新教育課
程に向けた検討と、英語指導力向上のための取組みが急務である。 
・各学校ＡＥＴを有効に活用してはいるが、小学校での授業数増を見据え、３０年度から
さらに２名を増員し、８人体制となることから、ＡＥＴの積極的活用を促進し、英語教育
（外国語活動教育）を向上させていく。 
・小学校において、担任が中心となり、英語教育が進められるよう、ブラッシュアップ研
修修了教員の研修成果を市内小学校に広めていく。 

今後の対応 □見直し  ■拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

本市の英語教育の理念を明確にするとともに、他市町村の動向を注視し、今後の英語教育や国

際性をはぐくむ教育の充実を図る。また、学校の教員に求められる今日的な課題を見極め、英

語指導力向上に向けた研修内容やＡＥＴの効果的な人数配置の研究及び検討に努める。 
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基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

Plan 

基本目標 ２ 人との交流や感動体験を通した豊かな心の育成 

施  策 道徳教育の充実 所管課 学校教育課 

●道徳の授業を要として、学校の教育活動全体を通して豊かな心をはぐくむ教育を展開しま

す。 

 

●望ましい人間関係を構築する特別活動の授業や、地域と連携した社会体験活動、学校ファー

ムなどの自然体験の充実に努めます。 

Do 

主な事業内容 学校教育課 

・富士見市独自の道徳教材を活用した授業研究会を行い、豊かな心をはぐくむ教育を展開した。 
・授業研究会を行い（１月 勝瀬小学校２年生）、市内の教職員に広く啓発した。 
・プロジェクトチームによる教材資料作成・指導資料作成会議を５回開催した。 

工夫・改善点  

・道徳教材作成プロジェクトチームから、豊かな心をはぐくむための道徳教育及びねらいとす
る道徳的価値に迫るための指導法の開発に取り組むことができた。          
・研究授業及び研究協議会を通して、作成した道徳教材の活用方法を示すとともに、市内の多
くの教職員より多様な指導展開について意見を伺うことができた。 
・講師を招聘し、指導を仰ぐことで、授業の質を高めることに努めた。 

成 果 
 

・プロジェクトチームによる教材作成・指導資料作成会議では、道徳教育・道徳の時間の本質
に迫る議論が交わされ、質の高い道徳教材を作成することができた。 

・市内教職員の道徳の時間の指導力向上を目指し、小学校で授業研究会を行った。小・中学校

の校種を超えた活発な話合いにより、ねらいとする道徳的価値に迫るためのよりよい指導法の

開発について、議論することができた。 

関係機関との連携   

生涯学習課・資料館と連携を図りながら、富士見市独自の道徳教材作成のための情報収集に努
めている。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 

 ※全国・学力学習状況調査質問紙より 

－ － － 
小 82.7% 

中 73.7% 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

小 83.6% 

中 72.7% 

小 84.2% 

中 75.2% 

小 99.2% 

中 96.7% 
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点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

道徳の教科化に向けて、本市
独自の教材を作成すること
は、本市の道徳教育の質の向
上に資するとともに、児童生
徒の興味関心を高め、豊かな
心をはぐくむ土台となり、必
要性が高い。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

研究授業及び研究協議で、
小・中学校の教職員が校種を
超えて意見交換を行い、より
よい授業の在り方について
議論することができた。それ
により、作成した教材が多く
の学校で活用され、児童生徒
の豊かな心の育成に資する
ことが期待される。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

年度当初から計画的に進め
ることができ、予算を確保す
ることができた。また、県の
委託事業も受けられ、充実し
た取組みとなった。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

道徳の教科化に伴い、小・中
学校に道徳の教科書が配布
される。また、本市及び県が
作成した独自教材も充実し
ており、道徳教材作成プロジ
ェクトチームによる教材開
発は平成２９年度で終了す
ることが望ましい。しかしな
がら、本市道徳教育の更なる
充実のための方策を検討し
ていく必要がある。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・道徳の教科化に伴い、教科書を使用することとなるので、教科の教材及びこれまでに作
成した富士見市道徳教材、県が作成した「彩の国の道徳」の活用に向け、各学校の年間指
導計画の工夫改善及び道徳の授業の充実を目指すよう工夫改善を図りたい。 
・富士見市道徳教材を使用した授業研究会や研究協議会などを行い、その活用方法などを
充実していく。 

今後の対応 □見直し  ■拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

道徳の教科化に伴い、更なる道徳教育の充実を図るための研修会を開催し、指導方法や評価方

法の研究を行う。また、富士見市独自教材を取り入れた各学校の年間指導計画や授業内容につ

いて、工夫改善を図る。 
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基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

Plan 

基本目標 ２ 人との交流や感動体験を通した豊かな心の育成 

施  策 教育相談体制の充実 所管課 
教育相談室 

学校教育課 

●児童生徒や保護者、教職員等の様々な相談に対応するため、一般的な教育相談とともに、特

別支援教育相談、言語相談・言語訓練、心理治療相談など関係機関との連携により、教育相談

室の相談体制の充実に努めます。 
 

●教育相談室の専任教育相談員等を定期的に小・中学校に派遣する「巡回相談」を充実させ、

学校と連携した児童生徒への支援の充実に努めます。 
 

●教育相談室を中心として、学校教育相談員、ふれあい相談員、スクールカウンセラーとの連

携・協力による相談活動を推進します。 
 

●生徒指導・教育相談研修会等の研修会を充実させ、教職員の資質向上に努めます。 
 

●中学校に配置されたふれあい相談員を定期的に小学校に派遣し、小・中学校の相互理解や連

携を図り、小・中学校を通して継ぎ目のない相談・支援体制の確立に努めます。 
 

●ふれあい相談員を対象とする研修会や連絡協議会を充実させ、資質向上を図るとともに、学

校における教育相談体制の充実に努めます。 
 

●不登校児童生徒の学校以外の居場所として設置している適応指導教室「あすなろ」の利用率

を向上させます。 
 

●適応指導教室「あすなろ」では、心身の安定を図るとともに、様々な体験学習や小集団によ

る活動を通して、集団生活への適応力を高め、不登校児童生徒の自立を支援・援助し、保護者

や在籍校との連携を図りながら学校復帰をめざします。 

Do 

主な事業内容 教育相談室 

・教育相談、就学相談、特別支援教育相談、言語相談・訓練、心理治療相談の実施。 
・専任教育相談員による「巡回教育相談」の実施。（学期 1回） 
・学校教育相談員、ふれあい相談員、中学校配置のスクールカウンセラー研修会の実施。 
・教育支援プロジェクト会議の実施。（年間４回） 
・ふれあい相談員による、小学校巡回相談の実施。 
・適応指導教室「あすなろ」指導員の学校訪問の実施。 
・平成２９年度対象校によるピア・サポート研修の実施。 
・スクールソーシャルワーカーを軸とした「子どもを守る地域協議会」や「子ども未来応援セ
ンター」との連携強化。 
・「早期療育部会」での機関間連携強化。 
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工夫・改善点  

・ピア・サポート事業の活性化を図るため、講師：日本ピア・サポート学会認定のピア・サポ
ートコーディネーターや大学院教授を講師として招き研修会をおこない、小中連携、小小連携
等の形態を工夫した研修会を開催した。 
・適応指導教室「あすなろ」では、ＩＣＴの活用や大学生ボランティアの協力を得ることで、
児童生徒に細やかに対応できる体制を整えた。 

成 果 
 

・専門性を生かした相談事業の浸透を図るよう、言語相談、言語訓練、心理治療相談を水曜日
に設定したところ、学校の活用率も向上した。 
・「巡回教育相談」では、特別支援教育に係る相談と不登校等の教育相談に分け、専門性の高
い専任教育相談員が相談活動にあたり、継続支援につながった。 
・学校教育相談員と専任教育相談員（年間３回）、ふれあい相談員とスクールソーシャルワー
カー（年間２回）、中学校配置のスクールカウンセラー４名と本室臨床心理士（年間１回）、

という形態で研修会を実施し、学校と教育相談室の専門性を連携させ研修を深めた。 
・生徒指導・教育相談上級研修修了した教員からなる教育支援プロジェクトチームで不登校傾
向児童生徒の支援策を検討し、教員の資質向上を図った。 
・機会をとらえて学校訪問を積極的に行い、通室生指導員、スクールソーシャルワーカー、ふ
れあい相談員が学校と連携して児童生徒への支援を行うことができた。 
・前年度の学校が実践した内容を今年度の学校でも継続して実践することで、ピア・サポート
事業を継続し発展させてつなげることができた。 

・首長部局をはじめとした機関間連携を強化し、機動的な支援ができた。 

関係機関との連携   

・大学教授等の専門家による助言及び他市教育委員会等との情報共有を行った。 
・学校、学校教育課、障がい福祉課、健康増進センター、福祉課等と連携を密にとることで、
悩みを抱える子どもや保護者への支援の充実につながった。 
・１０月に開所した「子ども未来応援センター」との連携により、活動に幅が広がった。 
・スクールソーシャルワーカーを要として学校と家庭福祉をつなぐ支援活動ができた。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

適応指導教室「あすなろ」の利用率 

 （通室児童生徒数/不登校児童生徒数） 

23% 22% 26% 26% 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

30% 35% 85.7% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

子どもの対人関係能力や自己
肯定感など社会で生き抜く
力が児童生徒に不足してい
ることや家庭の教育力の低
下や貧困問題など家庭支援
の必要が高まっていること
から、教育相談が果たす役割
は高くなる。 
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達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

スクールソーシャルワーカ
ーが市費で1名配置されたこ
とにより、前年よりも相談内
容等の解消率が向上した
（５％増）。長期の見守りを
必要とする案件が多いが、機
関間連携をこれからも強化
し、児童生徒の充実感や満足
感につながる支援を実施し
ていく。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

□適正であり 

 見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

就学前の言語訓練対象の児
童数が増加傾向にあり、入学
後の小学生の言語訓練回数
が２カ月に１度を下回って
いる。動向、公平性から見て
も就学後の児童への支援が
不足しているので、指導回数
を増やすことが必要である。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

教育相談的な支援は子どもの
夢や希望をはぐくむ学校教
育を支え、さらには家庭・地
域の教育力の向上につなが
るため、今後も予想される多
様な教育課題の解決が期待
できる。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・言語訓練の回数を増やし、２カ月に 1回訓練が受けられるようにする。 
・生徒指導巡回と連携しながら、不登校児童生徒の支援について検討していく。 
・スクールソーシャルワーカーが子ども未来応援センターや関係機関をつなぎ、機動的な
支援が行えるよう、学校訪問を積極的に実施していく。 
・ピア・サポート事業が４年目を迎えるので、これまでの取組みをまとめ、教育相談的手
法の 1つとしてさらなる活用が図れるよう支援していく。 
・適応指導教室「あすなろ」の利用率が向上し、指導員の体制強化やボランティアの確保
に努めているが、不登校児童生徒にさらに対応していくために、様々な視点から検討が必
要である。 
・子ども未来応援センターが開設し、子どもを取り巻く相談の場が広く周知された。市長
部局の相談窓口等とも連携し効率的に支援につながるよう検討が必要であると考える。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

スクールソーシャルワーカーの活用を促進するため、その役割を示したリーフレットを作成す

るとともに、教育相談活動を推進するため、スクールソーシャルワーカーと各中学校に配置さ

れたスクールカウンセラーやふれあい相談員が連携を図り、相談員研修会や不登校対応推進委

員会に参加し情報交換に努める。また、関係機関との連携については、障がい福祉課や子ども

未来応援センターと連携を図り情報の共有に努める。 
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基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

Plan 

基本目標 ３ 自らの健康・安全を守る資質・能力と健やかな体の育成 

施  策 食育の推進 所管課 学校教育課  

●授業や保護者会において、栄養教諭・学校栄養職員等との連携による「食に関する指導」を

推進します。 

 

●学校ファーム等を活用して育てた野菜や米を食材として調理することにより、食物への関心

を深め、生命に対する畏敬の念をはぐくみます。 

 

●学校給食において、「彩の国学校給食月間」（６月と１１月）等を活用し、地元産の食材や郷

土食等への理解を通して、ふるさとへの愛着を深める取組みを行います。 

Do 

主な事業内容 学校教育課 

・学校給食センターから市内小・中学校に給食訪問（所長・事務員・専門員・調理員・栄養士）
を実施し、「食」に関する紙芝居や絵本等の読み聞かせ、クイズ、調理器具の紹介、給食週間
に関する放送資料の配付と校内での活用依頼を行った。 
・給食週間の一環として「食育」の授業の協力依頼があった学校で、食に関する指導を実施し
た。 
・「食育授業研究会」「食育推進研修会」に関する県からの通知文書を各学校に配布し、参加
を促した。 
・文部科学省が主催している全国学校給食週間(１/２４～１/３０)、県が主催している「彩の
国ふるさと学校給食月間(６月と１１月)」に全学校で取り組んだ。 

工夫・改善点  

・県が主催する「食育授業研究会」「食育推進研修会」に、多くの学校の教職員が参加できる
ようにするため、その参加について、輪番とした。 
・学校給食センターの協力のもと、各学校に訪問しての食に関する授業では、学年や実施時期
に応じた題材を取り入れた。                       
・１１月に、特に多くの地場産物（小松菜・ブロッコリー・ほうれん草など）を活用した給食
を計画・実施した。また、給食だよりに、地場産物を活用した給食レシピを掲載し、家庭にも
紹介した。 

成 果 
 

・食に関する授業の実施によって、児童生徒は地場産物への興味関心が高まるとともに、「食」

を通して心身の成長が促進されていくことを理解することができた。 
・食に関する授業の一環として、児童が考えた学校給食のメニューが献立として採用されるな
ど、学校と学校給食センターが連携しながら食育の推進に取り組むことができた。 
・教職員の積極的な研修参加や各学校での工夫した指導展開により、「食」に関する指導が着
実に充実してきた。 

関係機関との連携   

・学校給食センターとの連携を図ることにより、知識・理解を中心とした「食」の授業から体
験を通して考えを深める「食」の授業へと質的向上を図ることができた。 
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Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

朝食を毎日食べている児童生徒の割合 

 ※全国・学力学習状況調査質問紙より 

小 97.5% 

中 94.5% 

小 97.4% 

中 94.8% 

小 96.6% 

中 92.6% 

小 95.9% 

中 94.4% 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

小 96.7% 

中 93.7% 

小 100% 

中 100% 

小 96.7% 

中 93.7% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

朝食の欠食が多いことや地
産地消がさけばれている中、
「食育」について、児童生徒
に興味関心を高めてくこと
は必要不可欠である。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

学校給食週間の実施などに
より、食に対する意識が高ま
りつつある。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

学校給食センターや学校栄
養職員、栄養教諭と連携した
取組みを行えば、食育の授業
が充実すると考える。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

今後も「食」に関する興味関
心を高め、児童生徒が心身の
健康を考えるとともに、地場
産の作物を活用することか
ら故郷への愛着を高めるこ
とができる。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・「食」に関する児童生徒の関心を高め、さらに充実した「食育」の推進を図る。 
・各学校で行われている取組み（全校朝会などを活用し、寸劇やクイズで朝食を食べるこ
との大切さを呼びかけるなど）を献立検討委員会や給食主任会などで共有し、「食」に関
する指導を一層充実させる。                 
・食に関する授業の充実には、体験等を通して実感を伴う授業が必要である。そのため、
学校給食センターと連携を深め、指導法の工夫・開発に努めていく必要がある。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

食育の推進を図るため、給食センター職員等による小・中学校への給食訪問、栄養教諭等によ

る食育の授業、全国学校給食週間及び彩の国ふるさと学校給食月間等の事業に取り組む。また、

食に関する授業を充実させるため、教職員による県の「食育授業研究会」や「食育推進研修会」

への参加や学校ファーム等による野菜等を育てる情操をはぐくむ教育の充実に努める。 
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基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

Plan 

基本目標 ４ 地域の教育力を生かし教育効果を高める学校教育の推進 

施  策 異校種間連携の推進 所管課 学校教育課  

●小・中・富士見特別支援学校間の合同研修会や連絡会等の計画的な実施を通して、円滑な連

携や接続を図り、９年間を見通した教育活動を展開します。 

 

●小１プロブレムや中１ギャップの解消に向け、幼稚園、保育園、小学校、中学校とさらなる

連携を図り指導体制の充実に努めます。 

Do 

主な事業内容 学校教育課 

・西部教育事務所の委嘱を受け、南畑小学校・東中学校において、小・中学校が連携し、算数・
数学の授業研究会を実施した。 
・県教育委員会の委嘱を受け、関沢小学校・西中学校において、「考え、話し合い、学び合う
学習」の授業研究会を実施した。 
・中学校区を中心に、小・中、小・中・特別支援学校と連携した合同研修会、連絡会等の実施
を促した。各学校において、教頭や研究主任等が中心となり、研修内容を工夫し、連携を図っ
た新しい取組みを進めることができた。また、異校種での研修会に積極的に参加するよう、校
長会や教頭会を通じて促した。 
・水谷中学校区の管理職とともに小中一貫教育研究会を３回開催し、今後の方向性について協
議を行った。 

工夫・改善点  

・西部教育事務所の委嘱を受け、南畑小学校・東中学校において、授業研究会を実施し、分科
会を実施した。 
・水谷中学校区の管理職とともに小中一貫教育基本方針（案）作成に向けた協議を行い、次年
度の基本方針への土台づくりを行った。 
・校長研究協議会において、市としての基本的な方向性を説明し、校長の理解を促した。 

成 果 
 

・中学校区を中心とした、小・中、小・中・特別支援学校の合同研修会、連絡会等がどの中学
校区においても計画的に行われ、児童生徒の情報交換のみならず、小中共通の指導事項につい
ても取組みが進められた。 
・教育推進校の先進的な取組みを参考に研究を進めることにより、小中一貫を推進する上での
成果や課題がより具体的に理解できた。 
・小・中学校の教職員が連携した授業の取組みも見られ、職員間の交流や児童生徒間の交流が

積極的に行われるようになった。 
・基本方針作成に向けた協議を行い、管理職の理解を図ることができた。 

関係機関との連携   

・幼稚園、保育所、小・中学校、富士見高等学校、関係各課（子育て支援課、障がい福祉課、
保育課等）と連携し、情報共有を図った。 
・市教育相談室と連携し、各学校の不登校児童生徒や配慮を要する児童生徒の事態把握、指導・
支援体制等について確認するとともに、必要に応じて支援を行った。 
・小中一貫研究委員会を年３回開催し、富士見市小中一貫教育基本方針（案）の検討をした。 
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Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

中学校１年生の不登校率（３学期末） 

※不登校→年間３０日以上の欠席者 

1.67% 2.23% 2.17% 2.46% 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

2.28% 1% 43.8% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

小・中学校の連携を図ること
で、それぞれの学校において
児童生徒の情報が共有でき、
学力向上、中１ギャップの解
消が期待できる。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

小・中学校の連携をさらに進
め、中１ギャップの解消を図
るとともに、不登校の未然防
止に努める。また、市教育相
談室とも連携し、幼稚園・保
育所と小学校の連携を進め、
小１プロブレムの解消も図
っていく。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

□適正であり 

 見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

すべての中学校区で小中一
貫、小中連携を進めるための
方法について、今後さらに検
討していく。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

保護者や地域と連携し、地域
の教育力の向上を図るとと
もに、地域全体で子どもたち
を育てていく意識を持てる
ようにする。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・小・中の連携は進んできていることから、さらにスムーズな小中連携を図るため、小・
小の連携も進めていく。また、今後、幼保、小、中、高までを含めた連携も視野に入れた
取組みを研究する。 
・今年度実施した小中一貫教育基本方針の協議を今後も継続して３０年度中に基本方針を
作成し、市内全校に周知し、小中一貫を意識した取組みを推進していく。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

９年間を見通した教育活動を推進するため、小学校と中学校の連携への取組みのほか、小学校

と小学校の連携についても計画的に進める。また、各中学校においては、その後を見据えた県

立富士見高等学校と交流機会の充実に努める。小中一貫教育については、これまでの取組みを

基に基本方針を策定し、小中一貫教育を意識した取組みを推進する。 
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基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

Plan 

基本目標 ４ 地域の教育力を生かし教育効果を高める学校教育の推進 

施  策 学校給食の充実 所管課 学校給食センター  

●成長期にある児童生徒に、食の安全・安心を確保した食材を調達し、栄養バランスのとれた

おいしい給食を提供します。また、地産地消の推進は安定した生産・供給体制が必要であり、

農産物が天候に左右されやすいという特徴等を踏まえつつ、地場産食材の使用割合の向上を図

り、魅力あるメニューづくりに努めます。 

 

●施設・調理設備の計画的な更新と衛生管理を実施します。 

Do 

主な事業内容 学校給食センター 

・市内小・中学校１７校の児童生徒及び学校関係者の給食約９，０００食を提供している。 
・通年において施設見学及び試食会を随時実施している。 
・食育関連の取組みとして、栄養士による食育授業の実施以外に全国学校給食週間にセンター
職員（調理員・栄養士・事務職員）が学校訪問し、児童生徒と会食しながら意見交換をしてい
る。更に外部関係機関との連携を図り、食育の推進に力を注いでいる。 
・地場産食材を積極的に活用した献立を考案し、栄養バランスのとれた給食を提供している。 
・施設や調理設備の修繕は、安全・安心な給食を提供するため、計画的に実施している。 

工夫・改善点  

・献立表等を作成する給食システムの更新を行い、大量調理と献立作業の事務面での改善を行
った。 
・給食センター見学者への対応では、施設見学の他、栄養士による食育授業や調理道具の実物
を見せて触らせる体験学習形式で実施した。また、児童生徒から給食センターへ寄せられた手
紙やメッセージの紹介も行った。 
・女子栄養大学の学生による給食メニューの開発・提供。 
・児童達が提案した献立「苦手野菜克服メニュー」を給食で提供。 
・地場産物を活用した給食の提供。 
・平成２８年度及び平成２９年度に実施した「親子クッキング」が盛況で、平成３０年度も引
き続き「給食の人気メニューを作ろう」と題した親子で楽しいクッキングを予定している。 

成 果 
 

・給食システムの更新により、献立内容の作成や食材の発注処理が可能となったこと、更に児
童生徒の食物アレルギー情報を迅速に処理することができるようになった。 
・見学者の保護者から、栄養士の食育・栄養指導の説明が大変参考になったとの意見が寄せら
れた。 
・食育連携事業により、残菜ゼロに向け取り組む意識や児童生徒の食文化に対する関心が育ま
れた。 
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関係機関との連携   

・学校との連携により食育に関する授業の推進が図れた。 
・児童生徒の食物アレルギー対応において教育委員会の指導により、学校、給食センター、保
護者との連携を進めた。 
・女子栄養大学と食育推進の一環として、郷土料理や地場産物を活用し「気になる一品」を提
供したい。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

食育授業実施（回数） 

37回 70回 110回 238回 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

211回 250回 84.4% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

この事業は、成長・発達が著
しい児童生徒が、安心して健
康な学校生活を営む上で重
要である。また、給食は食育
面で有効な教材であり内容
が期待されている。食物アレ
ルギーのある児童生徒が
年々増加している状況にお
いて、対応食への検討が必要
になっている。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

献立内容も栄養士が工夫し
ながら、米飯給食も市内の米
を活用し、週３回自動炊飯機
で提供している。地産地消で
は加工品食材も提供可能に
なったが、安定した供給ルー
トの拡大について、検討も必
要である。食育授業について
は、年々実施回数が増え、食
を通した教育的効果が高め
られている。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

□適正であり 

 見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

施設調理設備は、計画的に入
れ替え、更新を実施してお
り、現状の稼働状況では適切
である。センターに求められ
ている今後の課題環境の解
決において、全体の根本的な
見直し検討は必要である。 
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発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

夏季休業短縮による授業時
数拡大に伴い、給食回数を増
やした。教育活動の支援と保
護者の負担軽減のため、今後
も授業時数にあわせた給食
を提供する必要がある。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・給食センターは、平成３年９月の開設以来、調理設備や洗浄設備、ボイラー設備、安全
稼働のための制御装置等が老朽化しており、計画的で迅速な点検、修繕、設備更新が求め
られる。 
・施設設備の大型備品以外、普段見えない配管や配線、安全センサー等の稼働状況にも注
意を配り、必要な対策を実施計画等に反映させ、絶えず安全・安心な給食調理作業を行う
必要がある。 
・食物アレルギーのある児童生徒が年々増加している状況の中、学校給食へのアレルギー
対応食の方向性が求められているため、検討する必要がある。 
・正規職員の減少に伴い、将来に向けたセンターの運営管理体制について、民間委託等も
視野に入れながら検討する必要がある。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

引き続き食の安全・安心を確保した食材の調達と栄養バランスのとれた給食の提供に努めると

ともに、給食センターの今後の方向性について協議を進め、老朽化した給食センターの各種設

備等を計画的に修繕及び更新する。また、食育への関心や意識を高めるため、親子クッキング

などの事業内容の充実を図る。 
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基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

Plan 

基本目標 ４ 地域の教育力を生かし教育効果を高める学校教育の推進 

施  策 教育の機会均等 所管課 
教育政策課 

学校教育課 

●経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品や給食費等の援助費を支

給し、就学奨励や教育機会の均等を図ります。 

 

●高等学校、短期大学、大学などに入学する者の保護者が、日本政策金融公庫の教育一般貸付

（入学資金）を受けた場合、その返済利子を助成し、保護者の経済的負担を軽減します。 

 

●日本語ボランティアを活用し、個に応じた支援を適切に行い、外国人児童生徒や帰国児童生

徒の能力や特性を伸張させるとともに、日本の児童生徒と関係を築き、お互いに高め合ってい

くことができるようにしていきます。 

Do 

主な事業内容 教育政策課 

・高等学校、大学等に入学する者の保護者で、日本政策金融公庫の教育一般貸付を受けた方に
対し、上限の範囲内（利子補給の対象額７０万円、利子補給期間５年間を限度）で返済利子の
一部又は全部を助成した。 
・リーフレットやポスター、ホームページ、広報誌、学校教育だより「きんもくせい」等を通
じて、制度の周知を図った。 

工夫・改善点  

・制度の趣旨や手続きの時期が具体的にわかるよう、ポスターやリーフレットの記載内容を改
善した。 
・従来は、市内中学３年生を対象にリーフレットの配布を行っていたが、大学等に入学する兄
弟への制度周知を図るため、配布対象を市内中学全生徒に拡大した。 
・市内施設でのポスター掲示やリーフレット設置に加え、新たに市内３駅（鶴瀬、みずほ台、
ふじみ野）においてリーフレット設置や、ららぽーと富士見内でポスター掲示を行った。 
・日本政策金融公庫に依頼し、本市の対象者に対して窓口にてパンフレットを配布した。 

成 果 
 

・申請者数が前年度の２８名から４５名に増加した。 

関係機関との連携   

・学校教育課と連携し、学校教育だより「きんもくせい」へ利子補給に関する記事を掲載する
ことで、市内すべての中学生に制度の周知を図った。 
・日本政策金融公庫に依頼し、本市の対象者に対して窓口にてパンフレットを配布した。 
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Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

市内在住教育一般貸付(入学資金)利用者における

申請者(新規支払い開始者)の割合 

 ※（申請者／一般貸付利用者） 

32.4% 

(24人/74人) 

50.8% 

(29人/57人) 

40.0% 

(32人/80人) 

32.1% 

(28人/87人) 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

50.0% 

(45人/90人) 
40% 125.0% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

教育一般貸付利用者が増加
し、平成２９年度において
は、制度の利用者も増えてい
ることからニーズが高まっ
ている。また、教育の機会均
等を確保するため、行政が関
与する必要性が高いと考え
られる。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

制度周知に向けた取組効果
により、制度利用者が昨年度
に比較し大幅に増加した。 
充足感や満足感を測ること
は難しいが、保護者の経済的
負担の軽減が図られたもの
と認識している。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

入学資金の教育一般貸付利
用者全員を制度対象者とし
ているため、公平である。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

制度利用者が増加している
ことから、保護者の費用負担
の軽減に有効な制度だと考
えられるが、同様の施策を実
施している他自治体の取組
内容も踏まえ、更なる拡充を
図る必要がある。 
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Action 

課
題
と
改
善
策 

富士見市の過去５年間の利子補給制度申請者の融資平均額は約１６４万円である。進学時
には入学金や授業料の他、受験料や住居費用等様々な費用が必要になることを考えると、
対象額７０万円という現行制度は現状に見合っているとはいえず、同様の施策を実施して
いる他自治体の取組内容も踏まえ、対象額や対象年月について検討する必要がある。 
日本政策金融公庫の貸付を受けている市民の数に対し、利子補給制度を活用している人数
が半数であるため、平等に制度を利用できるよう、今後も日本政策金融公庫の協力を得な
がら、更なる周知の徹底を図る。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

・利子補給制度を利用しやすい魅力あるものにするため、教育一般貸付（入学準備金）の利用

実態を把握し、現状に見合った見直しの検討及び他自治体の制度内容の研究を進めるととも

に、新たな貸付利用者に対しては、引き続きさまざまな手段を用いての周知に努める。 
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基本方針Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

Plan 

基本目標 １ 家庭・地域の教育力の向上 

施  策 家庭教育の支援 所管課 
生涯学習課 

公民館 

●家庭教育支援は、学校や地域、専門機関やボランティアと協働し総合的な対応が必要である

ことから、関係する機関や団体などのネットワークを構築し、実践できる体制づくりを進めま

す。 

 

●家庭教育支援の基本は、親としての学びや育ちを応援することにあることから、親同士の学

びあいや仲間づくりの機会を積極的につくります。 

Do 

主な事業内容 生涯学習課 

・第３１期社会教育委員会議で、家庭学習応援事業について協議した。 
・家庭教育の学習支援に関する事業を行う富士見市ＰＴＡ連合会に対し、補助金を交付した。 
・家庭教育支援会議について、今年度開設された子ども未来応援センターと協議した。 
・家庭学習応援事業の小学５年生の保護者を対象に、家庭教育支援の一環として親子交流会を
行った。 

工夫・改善点  

・社会教育委員会議の中で、家庭学習応援事業の実際の様子を見学し、意見を求めつつ今後の
事業の方向性について協議した。この事業の目的として、学力向上に終始せず、居場所づくり
や家庭教育支援につながる方策について、協議を行った。 
・家庭学習応援事業の小学５年生を対象とした親子交流会（お昼づくりと懇談会）を、社会教
育委員の協力を得て行った。懇談会では、教育長より「子どもの成長と家庭の役割」について
の話があった。 
・富士見市ＰＴＡ連合会は、会員を対象に「～傾聴～から勇気づけへ」（アドラー子ども学校
校長・昨年と同様）の講演会を実施。昨年好評であったため、今年度も同様の講演会となった。 

成 果 
 

・社会教育委員会議で議論された内容については、家庭学習応援事業の委託業者へ意見として

伝え、翌週の講義から対応を変えるなど、すぐに反映できた。 
･家庭学習応援事業の親子交流会は、保護者より様々な意見をもらうことができたため、今年
度の効果検証の参考とし、次年度に反映させていくこととする。 
・市ＰＴＡ連合会の研修では、昨年より子どもへの関わり方をテーマに、講師を招いての研修
を行い、約１００名の会員の参加があった。 
・家庭教育支援会議については、子ども未来応援庁内推進委員会の作業部会に平成３０年度よ
り位置づけを行っていく方向でまとまった。 
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関係機関との連携   

・家庭教育支援会議については、子ども未来応援センターと連携を図っていく。 
・家庭学習応援事業については、学校教育課や子ども未来応援センターと連携を図りながら行
う。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

３０分以上の家庭学習時間の割合（家庭学習応援

事業参加児童生徒の平均値） 

※平成２９年度新規事業 

－ － － － 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

80% 86% 93.0% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

家庭環境の変化、共働き家庭
の増加、子どもの多様化、子
どもの貧困など様々な現象
があり、家庭教育の支援が必
要とされているため、引き続
き取り組んでいく。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

保護者を対象とした研修会
は、支援を必要としている方
の参加が少ないという意見
もあり、周知の仕方など検討
の余地がある。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

毎年のＰＴＡ連合会の会員
研修会や、家庭学習応援事業
の参加保護者への啓発など、
実際の参加者への成果は出
ている。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

家庭教育の支援の分野がと
ても広いことや、目に見える
形での成果を出すことが難
しいが、コンスタントに研修
や事業などで啓発を行って
いくことが必要である。 
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Action 

課
題
と
改
善
策 

家庭教育については、概念が広く難しいが、家庭教育支援につながる事業は種々行われて
いるので、そこを切り口として啓発に努めていく必要がある。また、家庭教育については、
福祉分野ともつながってくるため、教育委員会と市長部局との連携の道筋を作っていく必
要がある。 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

家庭学習応援事業については、家庭学習習慣を身につけることや基礎学力の定着のため、実績

を踏まえた対象学年の検証及び検討を実施する。また、家庭教育支援については、昨年度の親

子交流会及び参加者を踏まえた企画内容の検討を進めるとともに、家庭学習の習慣化に向けた

保護者への啓発に努める。 

Do 

主な事業内容 鶴瀬公民館 

（子育て学習支援事業） 
・子育てサロン…乳幼児の親子を対象に、子育て中の親の孤立感や不安感をとりのぞき、安定
した子育てができるよう交流、学習の場として開催した。 
・親子はーとふるＴｉｍｅ…親子で一緒に遊び参加者同士の交流の場。そこには、サポーター
も参加した。 
・おかあさんのほっとＴｉｍｅ…子どもを預けて、子育ての不安や悩みを出し合う場。サポー
ターが司会をした。 
・げんきっこＴｉｍｅ…指導者と一緒に、１歳半～３歳位の幼児とその保護者が集団遊びや簡
単な工作などを実施した。 
・おかあさんのステップアップ講座…子育てに関する様々な学習機会「親子リズムあそび」「よ
りよい親子関係を築くために」「簡単手作りおやつ」「ママのためのストレッチ」「うどん作
り」「アロマセラピー」を開催した。 
また、学齢期の保護者も対象に「子育てコーチング講座」、教育カウンセラーのアドバイスを
共有できる[子育ておしゃべり会」を開催した。 

工夫・改善点  

・参加者と同じ位の子どもを持つおかあさんサポーターの協力により、初めての参加者でも孤
立することがないように配慮し、仲間づくりや情報交換のできる時間も作っている。また、年
２回のサポーター学習会により、新サポーターの育成、意識の向上とスキルアップ、悩みの解
消を図っている。 
・参加者アンケートやサポーターの意見を取り入れ、子育て中のお母さん達のニーズの把握に
努めた。 
・講座に参加しやすいよう講座等は保育付きで実施し、講座回数も増やした。チラシを近隣幼
稚園等に配布、開催時期も考慮した。 
・専門家の協力により学齢期位からの保護者対象に子育ての悩みや疑問を出し合いアドバイス
等を共有できる機会を定期的に開催できた。 
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成 果 
 

・初めての参加でもサポーターがいるので孤立することなく仲間づくりや情報交換ができてい

る。 
・本音の話し合いがされ、共感することで子育ての不安や悩みが軽くなっている。 
・活動的になり始めた子どもと親子のふれあいと集団遊びを経験する場として活用されてい
る。 
・保育付きで講座を開催することで、参加者は集中して学ぶことができ、子育てにかかわる知
識や意識を高めることができた。 
・地域の子育てサロン参加経験のある市民講師による講座も好評となっている。 

関係機関との連携   

・親子はーとふるＴｉｍｅに健康増進センター保健師が年２回参加、子育て相談、情報提供な
どを行っている。 
・おかあさんのステップアップ講座で市人材バンク、市立第２保育所、健康増進センターに講
師を依頼。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

親子はーとふるＴｉｍｅ実施回数 

（延べ参加者数） 

31回 

（972人） 

32回 

（921人） 

32回 

（710人） 

34回 

（1,046人） 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

32回 

（744人） 

34回 

（680人） 

94.1% 

（109,4%） 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

おかあさんのほっとＴｉｍｅ実施回数 

（延べ参加者数） 

7回 

（120人） 

7回 

（119人） 

7回 

（118人） 

7回 

（134人） 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

7回 

（133人） 

7回 

（126人） 

100.0% 

（106,0%） 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

げんきっこＴｉｍｅ実施回数 

（延べ参加者数） 

10回 

（233人） 

9回 

（99人） 

8回 

（137人） 

10回 

（239人） 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

10回 

（288人） 

10回 

（200人） 

100.0% 

（144,0%） 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

おかあさんのステップアップ講座実施回数 

（延べ参加者数） 

5回 

（121人） 

4回 

（92人） 

4回 

（74人） 

4回 

（89人） 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

6回 

（133人） 

5回 

（140人） 

120.0% 

（95.0%） 
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点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

地域の乳幼児を持つお母さ
ん達の情報交換、仲間づく
り、学習の場として必要。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

参加者アンケートより、「広
い場所で親子でのびのび体
を動かせた」「聴くことの大
切さを学びました」「子ども
と一緒に作れそう」「体も心
もリラックスできた」「手打
ちうどん思っていたより簡
単で子どもと一緒に作りた
い」「ほんの少しの香で快適
になれるなんて幸せ」 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

市民講師、ボランティアによ
る実施。公民館だより、チラ
シ等で周知し、費用負担は材
料代等の実費程度であり適
正といえる。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

地域の子育て家庭は増加し
ているとみられるので、今後
も成果が見込まれる。また、
利用者からサポーターも生
まれているので、家庭・地域
の教育振興につながると思
われる。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・親同士の学びあいや仲間づくりの機会を積極的につくるために、目的に応じて講座等を
開催してきたが、おかあさんのステップアップ講座については、参加人数を増やすために
も講座回数をふやす工夫が必要。 
・サポーター学習会などを行う中で、ベテランのサポーターが増えたが、子どもの成長と
ともに仕事を始めたり、幼稚園、学校等の行事などで活動が難しくなっている場合がある。
これまで同様、サロン参加者などから、新サポーターを募り、循環型のサポーター育成に
取り組むとともに、地域の人材活用も検討していくこととする。 
・学齢期の家庭教育支援については、定期的に学習会等を開催し、専門家のアドバイスも
受けられる機会をつくる。またニーズを探り、体験型やワークショップ型講座など、参加
したくなる開催時期、内容等の検討をすすめる。 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

親としての学びや育ちを支援するため、子育て学習や家庭教育の各種事業への参加者や関係者

の意見、アンケートなどから、保護者ニーズを把握するとともに、子育てへの不安感や関心度

が高い内容を踏まえた事業展開に努める。また、新たな参加者の拡大に向けた工夫や事業サポ

ーターなどスタッフ不足解消への取組みを進める。 
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Do 

主な事業内容 南畑公民館 

○子育て支援事業 子育てサロン「ちびっこあおむし」 
・未就園児(０～４歳)とその親を対象に、毎月第２木曜日の午前１０時３０分～１２時、年間
１２回開催。 
・ボランティアスタッフによる無料の子育てサロン。スタッフは主に未就園児を持つ親と過去
に「ちびっこあおむし」に参加した親などで構成している。 
・子どもを持つ親同士の交流の場として、また親と子が一緒に楽しく遊べる場としている。季
節や年齢に応じた催しや、手遊び・絵本の読み聞かせなどを行っている。 
○家庭教育支援事業 ひなまつり太巻き寿司 
・市内在住の小学生とその保護者を対象とした事業で、同世代の子どもを持つ保護者同士が互
いに学び合い、交流することを目的にしている。また家庭での子どもとの有意義な時間作りの
提案でもある。 
・食生活改善推進委員との連携を図り、家庭での食の大切さについて学ぶ機会となる。 

工夫・改善点  

○ちびっこあおむし 
・季節に合った内容やテーマを設けて、毎月違った演出をして飽きさせないようにしている。
また年に数回講師を迎えて、子育てに関する講演を聞いたりプロの芸術活動を鑑賞したりする
など、スタッフだけではできない分野も取り入れて、親の学習や楽しみを実感できるよう工夫
をしている。 
・親同士が交流を深められるようにスタッフによる声掛けとグループでの会話や共同作業をし
ている。 
・初めての人が参加しやすいように、ホームページには写真とコメントを入れて毎回の活動を
掲載している。写真を載せることで事業の雰囲気が伝わりやすい。 
○家庭教育支援 
・家庭で親子が手軽に実践できるように一般的な材料や道具を使用し、低学年でも分かりやす
いようにレシピには図を多用した。また、地産地消を促すメニューとした。 

成 果 
 

○ちびっこあおむし 
・親子で子育てサロンに参加することにより、ママ友ができ、情報交換や共通の時間を持てる。
それにより育児に精神的なゆとりが増えて、子育てを楽しくすることができる。また、子ども
たちにとっても人格が形成される大事な時期なので、遊びを通してたくさんの体験をして、感
情豊かな幼少期を過ごすことができる。 
・同年齢の子どもたちと遊ぶ機会となり、入園・入所前の準備となるほか、他の子どもたちと
の関わり合いとそれによる自己肯定感を感じることができる。 
・新しく越してきた人達にとって地域デビューするきっかけとなり、参加して地域を知ること
ができるので、この土地で子育てすることに安心感を持ってもらえる。 

○家庭教育支援 
・学校の違う同世代の子どもとその保護者が集まり共同作業をすることによって、相互交流が
図られた。 

関係機関との連携   

○ちびっこあおむし 
・１２月は南畑地域まちづくり協議会との共催で開催し、ハンドベル演奏を行った。 
○家庭教育支援 
・富士見市食生活改善推進委員なんばたグループとの連携。 
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Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

子育てサロン「ちびっこあおむし」参加者延べ人

数 

331人 514人 556人 356人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

481人 500人 96.2% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

子育てが孤立化しやすい現
在において、地域として親に
手を差し伸べて精神的なゆ
とりを持ってもらい、子ども
の健やかな成長を促すため
には有効である。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

年度末にアンケートを取る
と、毎回の満足度が高い。 
参加者同士が気負わずに交
流することができている。 
南畑小学校に上がる子ども
がほとんどなので、これから
先も参加者同士がつながっ
ていける。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

ボランティアスタッフが工
夫をして、公民館にあるもの
を使って準備し、内容を充実
させている。またそれができ
るからこそ、年に数回様々な
分野の講師を迎えることが
できている。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

毎回絵本の読み聞かせや手
遊びをすることは、家庭での
子どもとの接し方や時間の
楽しみ方・大切さを感じるヒ
ントになっている。 
家庭での食育が促された。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

○ちびっこあおあむし 
・来年度以降も南畑地域には新しい住宅ができていくので、地域外から越してきた方への
周知の方法や声掛けの改善、保護者の就業状態の把握などをする必要がある。 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

親としての学びや育ちを応援するため、子育て学習や家庭教育の各種支援事業への参加者や関

係者の意見、アンケートなどから、保護者ニーズを把握するとともに、子育てへの不安感や関

心度が高い内容を踏まえた事業展開に努める。また、新たな参加者の拡大に向けた工夫や事業

サポーターやスタッフ不足解消への取組みを進める。 
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Do 

主な事業内容 水谷公民館 

・子育て学習支援事業 
 ①親子フレンドパーク：親子が集まり、自由に子どもを遊ばせながら交流を図る。 
  ②お母さんたちのステップアップ講座：親育ちの機会として、同じ子育て中のママ同士で 
    育児疲れの解消や学習・交流の機会を保育付きで実施。 
・「親の学習」講座 
 保護者や子育てに関心のある市民を対象とした子育て・親育ち学習の機会。 

工夫・改善点  

・②は回数を増やすなど、内容の充実・改編を図った（平成２６年度～）。 
・②ニーズの高い健康体操の他、四季折々の行事（お月見団子作り・そば打ち等）を取り入れ
るなど、企画の多様性を広げ、好評を得た（平成２７・平成２８年度）。 
・「親の学習」講座の企画立案に当たり、平成２７年度当初に館区内３小学校（水谷・みずほ
台・針ケ谷）保護者を対象とした「子育て・親育ちアンケート」を実施。５３８名から回答を
得た。 
・平成２８年度には針ケ谷小・同ＰＴＡの協力を得た取組み、水谷小や同ＰＴＡ事業の支援等
を行い、平成２９年度はみずほ台小区における取組みを実施するなど、学校区の実情に応じた
事業展開を図った。 
・平成２８年度の「親の学習」講座では、ワークショップによる学び合いと交流の場を設け、
好評を得た。 

成 果 
 

・②子育てママの息抜きと交流の場として要望も高く、回数を増やしてきた。 
・針ケ谷小区「親の学習」講座は、学校・ＰＴＡの協力を得て、ワークショップによる交流と
学び合いの機会を設け、参加者から好評を得た。 
・平成２８年度には親の学習講座の取組みの一環として、水谷小ＰＴＡ事業の企画運営を支援

(タグラグビー体験講習会)し、親子７０名超の参加を得た。 

関係機関との連携   

・子育て学習支援事業については、館区内の民生委員・児童委員の協力を得て行っている。 
・「親の学習」講座については、青少年育成市民会議との共催や地区内３小学校やＰＴＡの協
力を得て実施した。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

子育て学習支援事業参加者延人数 

489人 448人 502人 498人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

432人 500人 86.4% 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

「親の学習」講座参加者延人数 

 ※平成２７年度新規事業 

－ － 35人 112人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

  36人 120人 30.0% 
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点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

乳幼児を持つ子育てママ同
士の交流や息抜きの機会は、
年々顔ぶれが変わってもニ
ーズとしては絶えない。新住
民の増加もある。 
家庭教育支援の取組みは、社
会教育施設としての地域公
民館の重点課題のひとつ。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

「親の学習」講座は、複数の
学校区ごとに連携等の度合
いが異なるため、各校区に応
じた講座を試行錯誤しなが
ら進めている。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

子育て支援事業は、市民講師
や保育ボランティアの活用
により、効率的な企画運営を
続けてきている。 
「親の学習」講座において
は、共催団体と予算の分担等
の工夫を図っている。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

新住民の増加傾向のある地
域の中で、子育て支援や家庭
教育支援は、地道に継続して
いくべき取組みである。 
公民館利用者の高齢化が問
われる中で、子育て世代にア
プローチする事業展開は、公
民館にとって大切にすべき
ものである。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・子育て学習支援事業について 
 水子地域をはじめとする再開発に伴う新住民増加により、本事業のニーズは高まってい
る。新住民へのＰＲを工夫し、気軽に公民館活動に参加していただけるよう努めたい。息
抜きや交流の場だけでなく、子育てにかかわる切実な課題を学んだり、悩みを率直に出し
合えるような機会も、ニーズを見据えながらつくっていきたい。 
・「親の学習」講座について 
 アンケート調査や小学校・地域団体との連携等を踏まえ、平成２７年度から取組み、平
成２９年度までに３小学校区における実施を果たしたが、子育てに関する学びや気づきの
機会を作り上げていくことの難しさを感じつつ試行錯誤を重ねている。親子参加型のタグ
ラグビー体験や家庭を意識した防災講座など、日々のくらしを見直したり、親子の交流な
ども含めた企画も取り入れ、より幅広く柔軟な発想の中から、「親の学習」のニーズを探
っていきたい。 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

親としての学びや育ちを応援するため、子育て学習や家庭教育の各種支援事業への参加者や関

係者の意見、アンケートなどから、保護者ニーズを把握するとともに、子育てへの不安感や関

心度が高い内容を踏まえた事業展開に努める。また、新たな参加者の拡大に向けた工夫や事業

サポーターやスタッフ不足解消への取組みを進める。 
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Do 

主な事業内容 水谷東公民館 

・子育てサロン運営事業 
 親子が気軽に参加できる育児交流の場として実施。 
 対象：乳幼児とその親 
 日時：毎月第２水曜日 午前１０時～１１時３０分 
 内容：親子ふれあい遊びや手作り遊び、人形劇やミニコンサートなどを開催。 
  
・子育て応援の勉強室 
 保護者の学びや育ちを応援する学習機会の充実を図ることを目的として講座を開催。 

工夫・改善点  

・子育てサポーターの養成講座を開催し、サポーターの増員を図った。 

成 果 
 

・参加者のアンケートなどから、親同士の交流の場として、また、社会問題となっている話題
について子育ての観点から話が聞ける学習機会の場としての期待が大きいことが感じられる。 

関係機関との連携   

・子育てサロンは子育て支援センター、保育所、児童館に遊びや子育ての指導を依頼し、専門
性をいかした内容で実施している。また、公民館利用サークルの協力によりコンサートなどを
実施している。（平成２８年度は、隣接する第二保育所幼児の参加を得て参加人数が増加した。） 
・子育て応援の勉強室は、水谷東小ＰＴＡ、水谷中ＰＴＡ、学校応援団、地域子ども教室と連
携を図り、実施している。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

子育てサロン参加延べ人数 120人 197人 202人 300人 

子育て応援の勉強室 ― 75人 67人 62人 

実施状況 平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

子育てサロン参加延べ人数 189人 300人 63.0% 

子育て応援の勉強室 49人 100人 49.0% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

少子化が進んでいく中、子育
ての不安や親の孤立感を軽
減していくことを目的とし
て関係機関と連携を図り、事
業等を実施して居場所作り
や学習機会の場を提供する
ことは必要な取組みであり、
地域の社会教育機関として
関与する必要性は高い。 



42 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

参加者からのアンケート等
では交流の場としてまた、学
びの場として楽しい時間を
過ごせた等の声が多く聞か
れたが、より多くの保護者に
参加してもらえるよう実施
内容等を工夫し、充実を図り
たい。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

□適正であり 

 見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

関係機関との連携等により
専門性が高い事業を実施で
きているが、家庭教育支援と
して実施している講座につ
いては、１年を通じた学習機
会の提供等実施方法につい
ては検討したい。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

子育て家庭の課題は今後も
多様化していくものと考え
られるため、家庭教育支援の
成果は見込まれる。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・保護者の参加の広がりと定着が課題である。事業の開催内容等を検討していきたい。(子
育て応援の勉強室) 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

親としての学びや育ちを応援するため、子育て学習や家庭教育の各種支援事業への参加者や関

係者の意見、アンケートなどから、保護者ニーズを把握するとともに、子育てへの不安感や関

心度が高い内容を踏まえた事業展開に努める。また、新たな参加者の拡大に向けた工夫や事業

サポーターやスタッフ不足解消への取組みを進める。 
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基本方針Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

Plan 

基本目標 ２ 生涯にわたる学習機会の提供と学びのネットワークの推進 

施  策 多様な学習機会の充実 所管課 
生涯学習課 

公民館 

●子どもたちの知的好奇心を育み、学ぶ力や生きる力を伸ばしていくことを目的とする子ども

大学ふじみは、大学やＮＰＯなどと連携して取り組み、地域の教育力の向上を図るとともに、

多様な子どもの学びの機会を提供します。また、関係部署が行う、親子ふれあいの自然・生産

体験ができる機会の提供に協力していきます。 

 

●現代的課題をはじめ多様な学習テーマを系統的かつ専門的に学ぶ機会として富士見市民大

学を開催し、学びあう仲間づくりを通して、成熟した市民社会の形成をめざします。 

 

●障がいをもつ仲間同士の交流や地域とのかかわりの中から、市民との相互理解を深める機会

となるよう、学習・文化・スポーツ活動を内容とするふじみ青年学級を開催します。 

 

●次世代を担う子どもたちの健全な成長を願い、様々な遊び体験や子どもが主役の企画などを

通して、地域社会や異世代との交流、ふるさと富士見の文化にふれる機会となるよう子どもフ

ェスティバルを開催します。また、４０回（平成２５年度）を機に、今後の子どもフェスティ

バルのビジョンづくりを進めていきます。 

 

●市民が主体となり、様々な地域の課題を学びあい交流していく機会として、幅広い市民によ

る実行委員会を組織し、行政との協働による地域・自治シンポジウムを開催します。また、取

組みを通じて市民活動のネットワークや行政との協力を広げていきます。 

Do 

主な事業内容 鶴瀬公民館 

富士見市民大学は、平成２８年度から特定非営利活動法人富士見市民大学が主体となり開催し
ている。公民館の対応としては、富士見市民大学補助金交付要綱に基づき、補助金を支出し、
事業支援している。 

工夫・改善点  

・市民誰もが豊かな生活を築くための学習機会を提供することを目的として活動する特定非営
利活動法人富士見市民大学に対し、補助金を交付することとして、事務改善を行った。 

成 果 
 

・特定非営利活動法人富士見市民大学が、これまで以上に主体的に事業企画を行うことができ、
講座など学習内容の充実が図られた。 
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関係機関との連携   

・鶴瀬公民館は、市広報等への掲載依頼、入学や講演会等の申込み受け付け、施設の借用等を
行っている。また、活動拠点として鶴瀬公民館ボランティアビューローの施設提供を行ってい
る。 
・市民大学の事業として、県及び市の出前講座の活用、人材バンクの活用を積極的に行ってい
る。また年１回「企画懇談会」として市内の主な団体と関係行政へ呼びかけ情報交換の場を設
けている。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

市民大学開催での延べ受講者数 

2,218人 2,792人 2,689人 2,522人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

2,754人 2,600人 105.9% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組み
か。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

学びの場の提供として市民
大学は必要であり、その支援
の取組みは重要である。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足
感を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

自主的サークルができ、生涯
にわたる学習が継続される
など、参加者は満足してい
る。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

市民大学を行うための必要
経費は、ほかの団体で行う場
合には人件費等かなりかか
る点から、ＮＰＯ法人を基本
にした運営で行うことで安
価に抑えることができ、適切
な方法である。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興
につながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

学んだ成果を地域に生かし
ていくことで、知の還元に効
果があり、教育振興につなが
っている。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

予算措置が委託料から補助金に代わり、市として事業の位置づけが変わった。今後は、補
助金交付団体として、これまでの信頼関係を損なうことなく、団体との協働の在り方を再
構築する必要があり模索中である。 
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今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

富士見市民大学については、補助事業として、法人の主体性を尊重し一定のスタンスを保ちな

がらも、公民館は社会教育活動の推進を図る立場から、本事業を維持していくため、適切な協

働・支援に努める。 

Do 

主な事業内容 鶴瀬公民館 

子どもフェスティバル 
 
・子どもフェスティバルは、市ＰＴＡ連合会・市がくどう保護者連絡会など４５団体による実
行委員会が主催し、市及び教育委員会は協力する形で開催しています（平成２８年度から補助
事業）。 
・中学生や高校生などによるボランティア隊は、各コーナーやセレモニー運営の補助などを行
っています。 
・アトラクション部会では昔あそびなど様々な実体験をする場を提供しています。ステージ部
会では、太鼓やダンスなどの舞台発表を行います。また縁日部会では、焼きそばや綿あめなど
の販売、子どもによる「フリーマーケット」などを行います。 

工夫・改善点  

・アトラクション部会では各団体が自分たちの得意分野を活かしながら、様々な実体験の場を
子どもたちに提供し、ステージ部会では子どもたちの日ごろの学びの成果を発表する場として
います。また、和太鼓など地域に根付く伝統芸能を演技することで、子どもたちに体感させる
場としての役割も担っています。 
・縁日部会では、子どもたちのフリーマーケットで接客や金銭を扱う実践的な社会体験を行い、
ボランティア隊では自身の特性を生かした作業（放送、小物づくり、スポーツなど）に自らが
立候補し従事することにより、他者から感謝される喜びと何より自分が社会に必要とされ認め
られる存在であることを自覚できるようにしています。 

成 果 
 

・長年の継続により、小学生の時に子どもフェスティバルを体験した子どもたちが、中学生・
高校生になりボランティアスタッフとして運営側で活躍しています。また、親子で子どもフェ
スティバルに関わりを持ち、ふるさと富士見の文化を享受し、富士見市に愛着を持つようにな
ってきています。 
・各団体がそれぞれの得意分野を生かしながら、子どもたちが学校教育だけでは体験できない
社会教育の学びや感性に響く取組みを実施できてきています。 
・子どもたちが主役であるという観点での企画により、子どもたちは、自分の将来の選択肢を
豊かにすることができる実体験を積み重ねています。教育の対価はすぐに成果としてあらわれ
るものではありませんが、子どもたちが学校教育だけでは体験できない社会教育の学びや感性

に響く取組みとして実施しています。 

関係機関との連携   

・保育所、子育て支援センター、資料館、みずほ学園、図書館などにより、様々な遊びの体験
企画が提供できています。 
・文化の杜公園周辺を会場として、市民総合体育館、図書館、社会福祉協議会など、様々な関
係機関の協力により安全で安心して楽しめる子どもフェスティバルが開催できています。ま
た、警察や消防署、農協などの協力も大きな力となっています。 
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Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

子どもフェスティバルへの参加人数 

（来場者数） 

約 20,000人 約 30,000人 雨天中止 約 20,000人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

約 30,000人 約 30,000人 100.0% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組み
か。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

子どもたちの多様な実体験
は、将来の選択肢を豊かにす
るものです。また、富士見市
に愛着を持つ一助になりま
す。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足
感を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

市内の多くの子どもたちが
まつりに参加し、普段体験で
きない遊びや学んだ成果の
発表の場となり、充実してい
ます。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

本事業は社会教育活動団体
である実行委員会が主催し
て実施するとともに、市と教
育委員会が実行委員会に協
力する形での、市民との協働
事業です。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興
につながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

市内の子ども関係団体であ
る、市ＰＴＡ連合会・市がく
どう保護者連絡会が中心と
なった実行委員会の存在は
非常に大切であり、子フェス
の軸となり横の連携力が強
化されています。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・子どもフェスティバルは実行委員会が主体となって企画運営しているが、市ＰＴＡ連合
会と市がくどう保護者連絡会の負担が大きく、新しく実行委員会の組織体制の確立を図る
ことが必要となっています。加えて、平成２８年度より補助事業としての位置づけとなり、
実行委員会の主体性が前面に出る形態となり、早急に組織の充実が求められます。 
・子どもたちが安全に安心して楽しめること、さらに全体の状況がわかり一体感のあるフ
ェスティバルにするためにも、現状の文化の杜公園を主会場にした開催形態を継続するこ
とが望ましいが、雨天時対策として、市民総合体育館やキラリ☆ふじみの活用についてな
ど検討する必要があります。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

地域社会の異世代との交流、ふるさと富士見の文化にふれる機会として、引き続き「子どもフ

ェスティバル」を充実させるため、市ＰＴＡ連合会や市がくどう保護者連絡会などの実行委員

会中核団体との一層の連携を図るとともに、市内中高生をはじめとする青年ボランティアスタ

ッフの充実を図る。 
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基本方針Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

Plan 

基本目標 ３ 学びあう地域社会を創る活動の推進 

施  策 地域の学習情報の提供、相談機能の充実 所管課 公民館 

●各施設の学習情報コーナーを幅広く、かつ、分かりやすく整備し、利用者が関心を持つよう

な情報を発信していきます。また、知りたい情報が選択できるよう工夫に努めます。 
 

●市民の編集委員による身近な地域情報紙として各地域の公民館だよりを発行し、全世帯へ配

布します。また、ホームページの公民館コーナーにある学習・イベント情報を適宜更新し、利

用者が常に最新情報を得られる環境を整えます。 
 

●多様な学習に応えるため学習相談の充実を図ります。 

Do 

主な事業内容 鶴瀬公民館 

①公民館だより 
・地域情報の交流の場として、地域の話題や課題を提起し、また、公民館の情報等も広く発信
していく。 
 
②ホームページ 
・鶴瀬公民館のトップ画面に新着情報として、公民館からのお知らせや近日中に行う事業案内
を載せた。 

工夫・改善点  

①特集については、公民館事業を中心に、地域に関連する事柄や時々刻々と変化する社会情勢
なども織り交ぜながら、読者が興味を持つような紙面づくりを心がけている。 
 
②文字だけではなく、写真を多く入れるようにした。 
・できるだけ多く更新するようにした。 
・各館のホームページの足並みをそろえるため、担当者会議を行い、ホームページの運用につ
いて調整を行った。 

成 果 
 

①編集委員が地域住民であることから、読者が共感できる紙面が作られている。      
 

②イベント等でアンケート調査を行うと「ホームページを見て知った」という人が増えてきた。 

関係機関との連携   

①特集の内容によっては、行政や関連する団体に取材を行っています。   
 
②他の公民館と連携を図りながら、公民館全体として統一感を持ったページを作成するよう心
掛けている。 
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Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

ホームページアクセス数 

（鶴瀬公民館トップページ） 

8,312件 9,726件 9,359件 10,261件 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

7,439件 12,000件 61.9% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組み
か。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

地域の連携力強化が求めら
れるなか、地域情報を発信す
る「たより」の必要性は極め
て高い。また、ホームページ
による事業等のＰＲは今後
さらに必要になる。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足
感を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

「たより」もホームページ
も、公民館事業に関する情報
提供や地域の話題など広く
発信、周知できている。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

当市の「たより」は、地域住
民が編集委員となり特集を
組むなど、身近な内容で充実
している。ホームページは見
やすく分りやすいぺージづ
くりが求められる。常にタイ
ムリーな更新が必要である。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興
につながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

地域住民との協働で作られ
る「たより」は行政と住民、
また住民同士のコミュニケ
ーションを図る手段の一つ
にもなっている。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

①公民館だよりは地域の情報誌として、イベント情報の発信に役立っている。 
 
②市のホームページのトップページから公民館に辿り着くまでにワンクリックとはいか
ないことから、わかりやすくする必要がある。また、常に新鮮な情報発信を進めるため、
更新を定例化することが求められている。またＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋ等ＳＮ
Ｓを積極的に活用していく。 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

「公民館だより」については、地域の情報誌として、各地域の特色や関心度の高い内容の充実

に努める。また、安定した発行を行うため、編集委員体制の充実を図る。情報発信については、

ホームページの定期的更新やＳＮＳの活用に関する４館連携による実践的研修を実施するな

ど、最新情報の提供に努める。 
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Do 

主な事業内容 南畑公民館 

○情報提供 
主に県内の行政（社会教育）情報と、市内の社会教育情報でラックを分け、それぞれ類似情報
ごとに配列している。 
○南畑公民館だよりの発行 
地域情報の交換・提供、地域の話題や課題の掲載、公民館情報等を発信している。 
○ホームページ 
公民館の事業案内や実施した様子を随時更新し、紹介している。 

工夫・改善点  

○情報提供 
ラックに置くのには限りがあるため、より多くのチラシ等を置くために容器を手作りして、配
置場所を工夫し、類似情報ごとに配列している。 
○南畑公民館だよりの発行 
地域の情報を多く取り入れ、より身近に感じられるような誌面構成に取り組んでいる。また、
地域へ越してきた方にも親しんでもらえるよう、紙面への執筆を依頼している。 
○ホームページ 
写真を多く掲載し、楽しい雰囲気を伝えられるよう工夫している。また事業終了後は１週間程
度で実施内容を更新し、次回の予定を掲載している。 

成 果 
 

・チラシの減り具合から情報案内が活用されていることがわかる。 

・事業参加者へのアンケートなどから、公民館だよりやホームページが閲覧されていることが
わかる。 
・各種行政情報を提供するとともに、地域や各種団体からの情報も提供することができる。 

関係機関との連携   

○南畑公民館だよりの発行 
難波田城資料館の情報を掲載。 
健康増進センター、障がい福祉課、社会福祉協議会、南畑小学校に特集ページの取材を依頼し、
連携を図った。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

ホームページアクセス数 

(南畑公民館トップページ） 

2,175件 2,835件 5,116件 5,579件 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

4,879件 4,000件 121.9% 
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点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組み
か。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

紙媒体による情報提供は誰
もが手軽に見られる手段と
して有効である。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足
感を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

公民館事業に関する情報提
供や地域の話題など広く周
知できている。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

地域内に全戸配布している
ことで公平である。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興
につながるか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

編集委員や地域の住民の
方々の協力のもと維持でき
ている。情報を届けることで
地域情報などの学習材料を
提供している。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

○公民館だより 
事務事業評価において外部評価委員から「公民館だよりに子どもたちの編集参加をどう学
校にアプローチしていくのか」という課題に対して、平成２７年３月号より毎年、３月号
に南畑小６年生に紙面作成を学校に依頼している。平成２９年３月号は、６年生が授業で
取り組んだ「未来の南畑プログラム」を掲載した。今後もどのような形で継続できるのか
編集委員や学校と話し合っていくことが必要である。 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

「公民館だより」については、地域の情報誌として、各地域の特色や関心度の高い内容の充実

に努める。また、安定した発行を行うため、編集委員体制の充実を図る。情報発信については、

ホームページの定期的更新やＳＮＳの活用に関する４館連携による実践的研修を実施するな

ど、最新情報の提供に努める。 

Do 

主な事業内容 水谷公民館 

・水谷公民館だより発行―地域住民による編集体制で地域のニュースや課題を取り上げ、地域
への関心を高めるために発行。また、公民館のお知らせ等を掲載し、読者と公民館の橋渡しに
努める。平成２９年度は、４月から３月まで（５・６月号合併、１・２月号合併）１０回発行
した。編集会議は、１ヶ月１回を基本に、必要に応じて特集担当委員との打合せを随時実施。 
・ホームページ掲載―施設情報、事業案内、イベントカレンダー掲載。毎月１回更新。 
・公民館案内リーフレットの発行。 
・学習相談―随時開催。 
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工夫・改善点  

・公民館だよりやホームページは、地域の情報・公民館の事業案内等を、よりわかりやすく、
すみやかに住民に提供できるよう取り組んでいる。ホームページは速報性・広域性を、公民館
だよりは地域を再発見できるような、また、地域への愛着心や郷土愛が芽生えるような内容に
心がけている。 
・特に新しい利用者層を念頭に公民館活動をＰＲするための案内リーフレットを発行した。 
・学習相談の機会を通じて、サークル活動の活性化等支援に努めると共に、日頃からの利用者
や地域住民とのコミュニケーションを積極的に図る中から、新規事業の開拓等にも努めてい
る。 

成 果 
 

・公民館だよりやホームページは、読者が共感できる紙面づくりに努め、地域の身近な情報を
提供し、読者と公民館との橋渡しに努めている。また、特集記事で取り上げた「高齢者安心相

談センター」や「公民館パソコン相談室」が反響を呼び、それぞれに問合せや参加が増えるな
ど、紙面への反響も得ている。 
・水谷公民館だよりは平成２９年度、編集委員の欠員補充を図り、３名の委員を新たに委嘱し、
編集体制の充実を図った。 
・市民、利用者との相談の機会をきっかけに、平成２７年度から「おひとりさまサロン」や「ピ
ースサロン」事業を始めた。平成２８年度には「いっしょに食べよ！(子ども食堂)」の支援を
スタートした。平成２９年度は市民からの俳句の活動を始めたいという相談をきっかけに、講
座開催および２サークルが設立された。 

関係機関との連携   

・公民館だより１面の特集記事編集に当たり、関連する関係各課・機関や学校、地域団体等と
連携し、情報提供・資料提供を受けたり、編集委員による取材等を実施した。 
・公民館だより２面のお知らせ欄には、針ケ谷コミセンの事業案内も掲載している。 
・「たより」を発行している４公民館と西交流センター編集委員会が年１回合同研修会を実施
し、研修や交流に努めている。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

ホームページアクセス数 

（水谷公民館トップページ） 

2,902件 3,525件 3,297件 2,982件 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

3,523件 3,500件 100.7% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組み
か。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

・地域と公民館をつなぐ情報
発信のツールとして「たよ
り」は欠かせない。 
・ＨＰの充実は、公民館活動
を若い世代にもＰＲしてい
くうえで貴重。 
・多様な市民活動支援や公民
館活動振興のための学習相
談充実。 
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達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足
感を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

・特集記事の内容にもよる
が、反響をいただいたり、毎
月楽しみにしているという
声を聞く。 
・学習相談を通じた事業は、
市民ニーズに基づくもであ
るだけに、好評を得ている。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

・編集委員会体制による、地
域課題やまちづくりの視点
から編集された「公民館だよ
り」は、当市の特徴で、他自
治体等からも評価も受けて
いる。 
・情報化社会が進む中ではあ
るが、高齢化社会の状況を踏
まえると、紙媒体の情報は今
でも重要と考える。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興
につながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

 多様なメディアを活用し
て情報発信をすることによ
り、今後も地域と公民館をつ
なぐ役割を担うことができ
る。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・公民館だより編集会議の進め方が課題となってきたが、平成２９年度、編集委員の交代
や若干の増加を果たし、新しい体制が動きつつある。今後も編集委員の増員等を一層図り
ながら、編集体制を含めた紙面のあり方、刷新を図っていきたい。 
・ＨＰの活用については、フレキシブルな更新による迅速な情報提供を図るという点で課
題がある。また若年層へのＰＲ効果をねらうなど、ＨＰの活用に対する職員の意識・技術
の向上に努めたい。 
・学習相談の取組みは、職員の日頃からの市民・利用者との交流や信頼関係の中から職員
自らが見出していくものである。市民のニーズや学習課題を職員が積極的につかんでいこ
うという意識向上が一層望まれる。 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

「公民館だより」については、地域の情報誌として、各地域の特色や関心度の高い内容の充実

に努める。また、安定した発行を行うため、編集委員体制の充実を図る。情報発信については、

ホームページの定期的更新やＳＮＳの活用に関する４館連携による実践的研修を実施するな

ど、最新情報の提供に努める。 

Do 

主な事業内容 水谷東公民館 

・公民館だよりの発行 
 公民館事業を周知するとともに、地域情報の提供や地域課題の掘り起しを目的とした「水谷
東公民館だより」を毎月１回・年１２回発行し、全戸配布している。 
・ホームページの公民館イベント情報の更新 
・学習相談については、随時受けている。 
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工夫・改善点  

・公民館だより編集委員との協働で編集しており、紙面作成は公民館利用サークル（ＰＶクラ
ブ）と連携を図り、協力を得ている。また、特集記事においては、より地域性が高い内容にし、
幅広い層に関心を持ってもらえるよう工夫した。 
・ホームページは、事業内容に合わせて適時更新をした。 

成 果 
 

・公民館だよりは、編集委員や公民館利用サークル（ＰＶクラブ）との連携により、編集作業
の効率化が進むとともに、市民協働による編集・発行の体制ができた。 

関係機関との連携   

・さまざまな行政関係機関との連携や、水谷東安心まちづくり協議会をはじめとする各種地域
団体との連携により、地域住民への情報提供に努めている。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

ホームページアクセス数 

(水谷東公民館トップページ） 

385件 326件 408件 582件 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

1,029件 1,000件 102.9% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組み
か。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

・公民館だよりは情報提供の
みならず、地域コミュニティ
紙として、好評を得ている。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足
感を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

・公民館だよりは地域住民の
ニーズに応え、幅広い層に関
心を持ってもらえるよう、常
に内容の刷新に心がけて編
集している。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

・地域住民による公民館だよ
りの編集発行は、他市町に例
を見ない取組みとなってい
る。 
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発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興
につながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

・公民館だよりの特集テーマ
では、地域全体の話題に取り
上げ、教育振興につながるよ
う努めている。 
・市ホームページ以外の情報
発信について検討する。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・新たな公民館利用者の確保のため、既存事業等のＳＮＳを利用した情報発信に努め、ま
た、新規サークルの結成に繋がるような事業開催を検討したい。 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

「公民館だより」については、地域の情報誌として、各地域の特色や関心度の高い内容の充実

に努める。また、安定した発行を行うため、編集委員体制の充実を図る。情報発信については、

ホームページの定期的更新やＳＮＳの活用に関する４館連携による実践的研修を実施するな

ど、最新情報の提供に努める。 
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基本方針Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

Plan 

基本目標 ４ 暮らしとまちづくりに役立つ読書活動の推進 

施  策 
地域の情報拠点としての資料・情報の収

集と情報提供の充実 
所管課 生涯学習課 

●図書館サービス計画に基づき、多様化する情報ニーズに対応した資料提供が行えるよう、資

料･情報の積極的な収集を行い、情報拠点としての役割を担います。また郷土資料や行政資料

について、次の世代の活用も視野に入れた積極的な収集と保存・提供を行います。 

 

●暮らしやまちづくりの課題解決や専門的な調査など、市民の生涯にわたる学習と課題解決の

支援に努めます。 

 

●インターネットやデータベースなどを活用して市民が必要な情報にアクセスできるよう、図

書館の情報環境の整備に努めるとともに、情報活用の支援を行います。 

 

●電子書籍や情報通信環境の変化による新しい情報利用形態について検討を行い、富士見市に

適した活用を研究します。 

Do 

主な事業内容 生涯学習課 

・大規模改修期間、中央図書館は臨時窓口を開設（平成２９年８月～平成３０年２月）開館時
間午前１０時～午後５時 休館日は通常と同じで土日祝日も開室。 
・ふじみ野分館は、大人向けのおはなし会でお話を語って聞かせるストーリーテリングとリコ
ーダー演奏を実施。また、絵本にでてくるお菓子作りでカステラを作り、同時に絵本の読み聞
かせや絵本のクイズ大会なども行い、利用者から好評だった。 
・図書館ホームページのレファレンス部分の充実のため、郷土資料関係で受けた質問事例を公
開した。 

工夫・改善点  

・大規模改修工事期間中、少しでも利用希望に応えるために量は少なくても図書や視聴覚資料
を幅広く設置し、購入も継続して新刊本の提供に努めた。 
・以前よりマンガは資料の一種として収集していたが、更新や手に取りやすい配架がされてい
なかったため、より活用されるよう中央図書館にコーナーを設置し、新規購入をして整備した。 
・図書館の参考資料として所蔵すべき美術書・工芸書の不足部分を充足させた。 

成 果 
 

・臨時窓口は小規模ながら、新刊本を中心に視聴覚資料も展示。利用人数・貸出冊数は分館よ
り多かった。分館も中央図書館休館の影響で利用が増加した。  
・郷土関係のレファレンス事例をホームページに掲載した。 
一般向け事業 
・大人のためのおはなし会（ふじみ野） 
・〝ちはやふる"の世界にふれよう！百人一首ことはじめ（ふじみ野） 
・多肉植物の寄せ植え講座（鶴瀬西） 
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関係機関との連携   

・ふじみ野分館事業の「〝ちはやふる"の世界にふれよう！百人一首ことはじめ」は、「ちは
やふる富士見」という富士見市小倉百人一首競技カルタ交流会と協力して事業を実施すること
ができた。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

図書館利用者数（貸出者数） 

平成２９年度は中央図書館長期休館（７月～３月） 

    臨時窓口開設（８月～２月） 

161,566人 162,701人 180,873人 197,848人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

152,182人 188,180人 平成28年度時点で105.1％ 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

地域やまちづくりを支える
情報拠点として、また市民の
暮らしを豊かにする公共空
間として今後も必要性が高
い。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

子どもから高齢者まで活用
されている。しかし、更なる
利用促進を図る必要があり、
サービスの向上に努める。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

直営時と比べ、経費が大きく
削減され効率化されている。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

計画的な図書館サービスの
充実を図ることで、すべての
市民に開かれた図書館活動
につながる。 
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Action 

課
題
と
改
善
策 

・来館のきっかけとなる事業を展開し利用を促す。また、事業実施の際にはボランティア
等市民との協働を図る。 
・市民ニーズに即した資料の収集を図る。 
・郷土資料の活用促進や、行政資料の網羅的な収集・保存を引き続き行っていく必要があ
る。 
・電子書籍や情報通信環境の変化についての検討を進める。 

今後の対応 ■見直し  □拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

中央図書館のリニューアルに伴い、より利用しやすい環境が整備されたため、さらに多くの市

民に利用していただけるよう資料の充実と幅広い事業の展開を図るとともに学校との連携に

努める。また、図書館分館については、地域の図書館としての機能を発揮するために市民の要

望に配慮した運営を推進し、さらなるサービスの充実を図る。 
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基本方針Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

Plan 

基本目標 ５ 郷土遺産の継承と文化芸術の振興 

施  策 文化財の保存と活用 所管課 
生涯学習課 

資料館 

●将来にわたる文化財の保存・活用を進めるための文化財保護マスタープラン策定を視野に、

市内の多様な歴史文化資源の全体像を把握するため、その基礎となる「文化財総合目録」を作

成します。 

 

●指定文化財の適切な保護・管理、新たな文化財指定に努めることにより文化財に対しての理

解を広げていきます。また、郷土芸能をはじめとした民俗文化財の保存・継承のため、補助金

の交付など支援に努めます。 

 

●埋蔵文化財包蔵地内での開発行為に対して、事業者への適切な指導と試掘調査を行い、現状

のまま保存できない場合には記録保存のための発掘調査を実施し、埋蔵文化財の保護に努めま

す。 

 

●発掘調査成果の公表や市内の文化財情報の整備・充実に努め、市民の学習資料として提供し

ていきます。 

Do 

主な事業内容 生涯学習課 

・増加する開発に対して、埋蔵文化財の保護のため事業者への埋蔵文化財包蔵地の周知・指導
とともに発掘調査を実施した。 
・発掘調査成果として報告書を刊行し、また、ＨＰに発掘調査の成果概要を掲載するなど、市
民に対して随時、発掘成果の公表を行った。 

工夫・改善点  

・長期の発掘現場の際に、学習機会の提供を目的に市民に対して遺跡見学会を実施した（宮脇
遺跡第５２地点）。 
・埼玉県埋蔵文化財調査事業団と共催し、ららぽーと富士見において、埋蔵文化財出土品展「ほ
るたま展２０１７」を実施。 
・資料館と連携（資料館主催）し、遺跡の発掘体験（児童対象）を実施した（別所遺跡第２６
地点）。 
・富士見市民大学開設４０周年記念事業「お囃子ここに集う」に協力し、郷土芸能であるお囃
子の公演を実施。 

成 果 
 

・発掘現場の情報を近隣の小学校や市民に遺跡見学会や埋蔵文化財出土品展という形で提供す
ることで、多くの参加者があった（遺跡見学会：１２０名／埋蔵文化財出土品展：４，０７０
名）。 
・見学会、発掘体験を実施することで、文化財の活用を図ることができた。 
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関係機関との連携   

・建築指導課や農業委員会と連携し、埋蔵文化財包蔵地内での開発行為の情報交換を行い、事
業者への周知・指導にあたった。 
・水子貝塚資料館主催事業に協力し、事業を実施（発掘体験）。 
・埼玉県埋蔵文化財調査事業団と埋蔵文化財出土品展「ほるたま展２０１７」を共催。 
・市民大学事務局、鶴瀬公民館と協力し、お囃子の公演を実施（市民大学開設４０周年記念事
業 お囃子ここに集う）。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

埋蔵文化財調査件数（本調査件数） 

60件（14件） 31件（9件） 45件（15件） 48件（15件） 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

53件（13件） 50件（15件） 106.0％（86.6％） 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

遺跡発掘調査の活用（見学・体験事業等） 

4件 0件 1件 2件 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

3件 3件 100.0% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

埋蔵文化財の保護について
は、文化財保護法に基づいて
指導・調査を実施しており、
行政が担う業務である。ま
た、市民の歴史への関心度・
学習意識から文化財の保護
と活用は必要である。文化財
の指定については、郷土の遺
産を継承していくうえでも
随時行っていくべきである。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

開発事業者への埋蔵文化財
への指導・対処については、
届出件数が増加している中
で効率よく実施している。文
化財の情報提供・活用につい
ては、実施した回数は少ない
が、参加者は見学会に１２０
名と関心度の高さがわかる。 
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効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

発掘調査等は、現場が増加し
て期間が限定されている状
況の中、少ない人数で効率的
に実施している。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

埋蔵文化財については現状
で開発が増加するか減少す
るかは不明であるが、即時に
対応できる体制と適切な指
導・調査の維持に努める必要
がある。また、その活用につ
いては現場の状況次第であ
るが、市民の需要と学習意識
にもつながるため、可能な限
り実施することが望まれる。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・埋蔵文化財については現状では発掘調査件数の増加傾向を維持しているが、先が読めな
いため開発の増減状況について情報を把握しながら、作業員の人員確保と育成に努めて、
作業の効率化をはかる。 
・文化財の保護と継承については、市内の文化財の現状の把握に努めながら、随時、指定
等の対応をしていく。また、郷土芸能についてはＰＲとして公演機会の設置に努め、保存
団体と協議しながら可能な限りの支援に努める。 
・ホームページでの情報提供を充実していく。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

埋蔵文化財を保護するため、引き続き開発事業者への埋蔵文化財包蔵地の周知・指導・調査を

適切に実施するとともに、その成果を市民に還元するため、出土品展や現場説明会等の取組み

を実施する。また、お囃子等の郷土芸能の保存・継承についても継続して支援し、市民への周

知・ＰＲに努める。 
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基本方針Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

Plan 

基本目標 ５ 郷土遺産の継承と文化芸術の振興 

施  策 水子貝塚資料館・難波田城資料館の充実 所管課 資料館 

●水子貝塚公園と難波田城公園の施設環境を良好な状態で維持し、サービス向上に努めます。

また、地域活性化や観光の資源としてふさわしい環境を整え、「遺跡のまち」として富士見市

を積極的にＰＲすることを検討します。 

 

●歴史・民俗資料等の調査・研究を継続し、それらの成果を踏まえながら市民が市の歴史や文

化に理解を深め、郷土として愛着や誇りを抱ける魅力ある事業を展開します。また、市民学芸

員や資料館友の会、地域団体など、市民との協働をさらに推進し、施設や資料を活用した学習

機会の充実を図ります。 

 

●小・中学校の児童生徒が郷土学習の場として、総合的な学習の時間などに資料館を活用する

ことにより学校教育との連携を推進します。 

Do 

主な事業内容 資料館 

水子貝塚資料館 
①毎年１回の企画展とテーマ展示として常設展示の入替えを年２回実施 
②主催事業の実施 
③土日、祝日、長期休業中に幼児・小学生やその保護者向けの体験事業の実施 
④ジュニア考古学クラブの開催 
⑤復元住居５棟の修理工事 
⑥学校の社会科見学（小６）に対応（市内各校のほか市外からも来館） 
難波田城資料館 
①毎年２回の企画展と穀蔵展示の更新を実施 
②主催事業の実施 
③土日、祝日、長期休業中に幼児・小学生やその保護者向けの体験事業の実施 
④古民家ゾーンや城跡ゾーンの施設修繕や植栽の維持管理などを実施 
⑤小学校の社会科見学（小３）や出前授業（小１）への対応（市内全校） 
両館共通 
・第７期市民学芸員養成講座の開催 
・第２回「富士見市児童・生徒 社会科展」の開催 

工夫・改善点  

 
共通 
・市内の小・中・特別支援学校の児童生徒を対象に社会科に関する研究を発表する機会として
「社会科展」を平成２８年度から開催。平成２９年度は８４点（小５４、中３０）の応募があ
り、９６人の児童生徒が取り組んだ。 
水子貝塚資料館 
・平成２５年度から毎年１棟改修してきた復元竪穴住居工事が終了したことに合わせ、竪穴住
居をテーマとした企画展を実施した。 
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難波田城資料館 
・市制施行４５周年記念コンサート会場に近い公共施設であることから、「春の一大事ｉｎ富
士見記念」展示を開催し、市外からの来館者へのＰＲに努めた。 
・尚美学園大学と連携し、イベントの企画・実施をおこなう人材を養成する実習を実施した。 

成 果 
 

・水子貝塚資料館では平成２５年度から改修工事を実施してきた復元竪穴住居が終了のほか、
公園内の樹木のうち園外に枝葉が伸びているものの伐採、剪定を行った。難波田城資料館では
資料館屋根修繕をはじめ各種修繕工事のほか、木造建造物の今後の計画的修繕のため建造物修
繕事前調査委託を行い、良好な施設環境の維持に努めた。 
・平成２９年度の市民学芸員養成講座には４０人が受講し１３人が新規登録、６５人の市民学
芸員が両資料館で活動し、市民協働での事業を実施した。 
・社会科展では夏休み期間中に資料館に調べ学習に来るなど、児童生徒が歴史・郷土に興味、
関心を深める機会となった。展示期間中１，８７１人の来場があった。 

関係機関との連携   

・資料館友の会及びその他の資料館利用団体と連携して各種の体験学習を実施した。 
・水子貝塚星空シアター、難波田城公園まつりを地域の諸団体と協働で開催した。 
・ピースフェスティバル（戦争資料）や公民館等での事業（民俗資料）への展示協力や写真提
供を行った。 
・社会科展では、校長会・社会科教育研究会の協力を得て作品の選定および優秀作の表彰を行
った。 
・資料館と資料館友の会が協働して、資料館友の会の活動を通じて製作した作品を両館で展示
して、活動内容を紹介した。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

水子貝塚資料館延べ入館者数 

45,198人 44,169人 47,964人 47,920人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

48,948人 48,500人 100.9% 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

難波田城資料館延べ入館者数 

48,632人 50,493人 55,617人 54,710人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

55,507人 56,500人 98.2% 

点検項目 視  点 判断・理由 
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必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

資料の調査、公開、普及は、
市民が郷土の歴史を知り、郷
土への愛着を深め、今後の文
化向上を図るうえで重要で
ある。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

主催事業の見直し、新規事業
の導入などを行ってきてお
り、入館者数や事業参加者の
増加を図ってきている。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

水子貝塚、難波田城とも他市
に類を見ない当市独自の歴
史的遺産であり、展示を兼ね
た公園は市の財産として重
要。事業は他市類似施設に比
べて内容、回数とも充実し、
高水準となっている。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

歴史公園、市民の憩いの場と
してだけではなく、市を代表
する観光施設としての評価
も高まっており、良好な施設
管理、多様なニーズに応える
事業の実施で発展が見込ま
れる。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・水子貝塚公園は開園して２３年、難波田城公園は１７年経過しており、歴史公園として
の良好な景観形成が図られている。一方で資料館施設（展示・設備）や公園施設（樹木・
堀等）の経年劣化が進行しており、修繕・改修工事の必要な箇所が増えている。このため
今後は中長期的な施設保全計画の策定が必要である。これまでも国等の補助金制度を利用
した効率的な維持管理を進めてきており、今後も国等の施策に対応した整備を図り、市の
観光資源としての環境も整えていく。 
・資料館の展示では、いつ来ても同じといった印象がある。企画展示等で節目に合わせた
展示替えを行うことで資料館来館者の増加が期待される。 
・市民との協働を進めていくうえで欠かせない存在である市民学芸員の高齢化が進んでい
る。若い世代とのかかわりを深める取組みを増やし、市民学芸員の世代交代を図っていく。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

市を代表する歴史遺産として、観光資源としての側面も考慮した施設の充実を計画的に進め

る。また、多様な市民ニーズに応える事業を計画するとともに、両資料館の特性に応じ水子貝

塚では縄文時代の貝塚、難波田城では中世城館や古民家を有する自治体と連携した事業展開や

広域でのＰＲ方法の検討に努める。 
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基本方針Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

Plan 

基本目標 ６ 誰もが親しめる生涯スポーツの推進 

施  策 
生涯スポーツ・レクリエーション機会の

充実 
所管課 生涯学習課 

●スポーツ推進審議会の充実を図り、指針や計画づくりなどについて協議し、富士見市スポー

ツ推進計画の策定に向けて検討を進めます。 

 

●地域での生涯スポーツ活動の普及や健康・体力づくり、地域コミュニティの醸成を図るため、

スポーツ推進委員等との協働を深め、市民の誰もが気軽に親しめるスポーツ・レクリエーショ

ン活動の普及・充実を進めます。また、地域における体育行事、イベント等への協力や支援に

努めるとともに、学校体育施設開放（小・中学校のグラウンド・テニスコート・体育館）の利

用団体と連携した地域スポーツ事業を推進し、地域に根ざした活動につながるよう工夫や改善

に努めます。 

 

●市民主体による競技スポーツの推進を図るため、体育協会をはじめ各種スポーツ団体との連

携を深めるとともに、相談、支援等の充実に努めます。 

 

●市民がより身近にスポーツ・レクリエーション活動に関心を持てるよう、学校体育施設開放

に関する情報をはじめとした施設や利用団体等の情報提供の充実に努めます。また、激励金の

交付などを通して選手への激励や市民への周知を行うほか、選手と連携した教室、イベント等

の開催に努めます。 

 

●市民総合体育館を団体スポーツの拠点としてだけではなく、個人でも気軽に参加できるフィ

ットネス（健康の回復、維持、増進）の機会として、市民ニーズに応えた各種教室・講習会等

の充実を図ります。また、富士見ガーデンビーチでは施設の特徴を生かした教室や、気軽に楽

しめるイベントの充実を図ります。 

Do 

主な事業内容 生涯学習課 

・平成２６年度からスポーツ推進審議会においてスポーツ推進計画の策定に向けた審議が行わ
れ、平成２９年度からスタートした。 
・市民総合体育館が平成２９年５月８日からリニューアル・オープンした。平成２９年度は約
１３万人が利用（うちスポーツジム利用者は約３万人）した。 

・オリンピック・パラリンピックの誘致に向けた県・市関係課との調整やセルビア共和国大使

館員による施設見学を実施した。 

工夫・改善点  

・平成２９年度は日本ハンドボールリーグ公式戦の招致を行った。また、金メダリストの小原
日登美氏を講師にレスリング体験教室を実施した。 
・市民総合体育館の利用促進を図るため、ダイレクトメールによるアンケートや駅伝大会等で
利用案内チラシの配付等を行った。 
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成 果 
 

・激励金交付式を通じて、選手の士気を高めるとともに、市のスポーツ推進への理解と協力が

得られている。 
・子どもスポーツ大学の開講により、普段体験できない競技を体験したり、一流のスポーツ選
手から指導を受けられる機会が提供できた。 
・日本ハンドボールリーグ公式戦の誘致等により「観る」スポーツを進めることができた。 

関係機関との連携   

・オリンピック・パラリンピックの誘致に向け、関係部課長会議を実施した。 
・健康増進の観点から、県が進めている健康マイレージ事業への協力について、所管課と協議
を行い、平成２９年度から実施した。 
・スポーツ推進委員、体育協会と連携して子どもスポーツ大学☆ふじみを企画・運営した。 
・平成２８年１月の西武ライオンズとの「連携協力に関する基本協定」に基づき、市民課に協
力を頂き、転入者への観戦チケット引換券の配布を行ったり、市内小中学校生への観戦チケッ
トの配布（学校教育課）や保育園へのライオンズのマスコット訪問（保育課）など展開してい
る。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

健康増進スポーツ大会参加者(人) 

5,894人 6,201人 5,815人 5,458人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

5,771人 6,000人 96.2% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

市民のスポーツを推進し、健
康を増進していくことは、国
の第２期スポーツ基本計画
（答申）においても明記され
ており、スポーツ基本法にも
あるように自治体の関与は
必要。個々の取組みについて
は、市民要望を踏まえ、地域
に根差した活動となるよう、
見直しを図る必要がある。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

スポーツ推進委員、体育協
会、地域活動団体等と連携・
協力した上で事業を実施し、
事業目的に見合った成果も
得られていると考える。ただ
し、参加者（事業対象者）の
増大に向けた検討は必要で
ある。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

□適正であり 

 見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

スポーツ推進委員、体育協
会、地域活動団体等と連携・
協力して事業を実施してい
るので、投入費以上の規模の
事業が実施できている。大会
の運営方法の見直しや団体
からの要望など検討してい
く課題もある。 
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発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

□適正であり 

見直し不要 

■概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

今後も体育協会やスポーツ
推進委員等と連携・協力しな
がら事業を実施することで、
市民がより身近にスポーツ
活動等に関心が持てる社会
の実現に繋がると考える。さ
らなるスポーツの推進には
新たな取組みの検討も要す
る。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・平成２９年度から実施しているスポーツ推進計画をより実効性のあるものとするため、
基本目標ごとに予算を含め、本市の実情に応じた取組みを検討する必要がある。 
・地域のスポーツの推進や地域コミュニティの醸成を図るため、地域に活動拠点が分散す
る団体を組織間で連携・協力することができるよう体制を整備し、関係団体・協力者との
連携を深めていく必要がある。 
・リニューアル後の市民総合体育館が多くの市民に活用されるよう指定管理者との連携を
強化していく。また、より多くの来場者数を確保するため、駐車場を確保することが必要
である。 
・オリンピック・パラリンピックの誘致については、今後、ホストタウン申請などの手続
きに向け、関係課との協力・連携が必要である。 

今後の対応 □見直し  ■拡大  □継続  □休止・廃止・終了 

スポーツ推進計画の基本目標に向けて、実情に応じた具体的な取組みを進めるとともに、各種

スポーツ団体と連携し、地域における体育行事やイベント、市民主体による競技スポーツへの

協力と支援の充実に努める。また、オリンピック・パラリンピックについては、ホストタウン

手続きなど、誘致に向けた取組みを進めるとともに、県や市関係課と調整を図る。 
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基本方針Ⅲ 組織の総合力を生かした教育の推進 

Plan 

基本目標 １ 開かれた教育委員会運営の推進 

施  策 教育委員会会議及び協議会の充実 所管課 教育政策課 

●教育委員会会議の会議録と教育委員協議会の開催状況を継続して公開します。 

 

●教育委員による学校、公民館などの訪問や教育関係者との懇談により、教育の現状と課題を

把握し、教育行政への反映に努めます。 

Do 

主な事業内容 教育政策課 

・定例及び臨時教育委員会会議において教育行政の基本方針や重要施策を審議した。 
・教育の現状と課題を把握するため、教育委員協議会を開催し、議案等の事前審議や研究協議、
現地視察を行った。 
・開かれた教育委員会運営に向けて、教育委員会会議の詳細な会議録と教育委員協議会の要旨
をホームページで継続して公開した。 

工夫・改善点  

・各学校の教育活動の実情を具体的に把握するため小・中・特別支援学校の視察を行い、学校
経営方針、管理運営上の課題と解決策、学校活性化、特色ある学校づくりや人材育成の方策な
どについて校長・教頭と懇談した。 
・小学校用教科用図書の採択にあたり、協議会において図書の閲覧や担当指導主事の研究結果
報告を踏まえた研究協議に努めた。 

成 果 
 

・各学校の現地視察並びに校長等との懇談により、学校の特色や課題など具体的な教育活動の
把握に努めることができた。 
・小学校用教科用図書の採択にあたり、本市の教科用図書選定候補として、協議会において十
分に協議を重ねることができた。 

関係機関との連携   

・総合教育会議の充実を図るため、その協議内容について、教育委員会会議や教育委員協議会
で審議した重要施策を提案するなど、市長部局と必要な連携を行った。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

･教育委員協議会の研究議題件数 

11件 15件 10件 19件 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

17件 20件 85.0% 
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実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

･教育委員会のホームページアクセス数(教育行政

についてのページ） 

641件 709件 714件 825件 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

834件 890件 93.7% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

教育・学術・文化に識見を有
する教育委員と専門の立場
で助言する教育長により構
成された教育委員会は、法定
必置であることに加え、政策
や行政方針の決定並びに教
育委員会を運営する上で重
要な役割を担っているため、
必要不可欠である。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

教育委員会会議録や教育委
員協議会の開催状況をはじ
め、教育行政情報の積極的な
情報公開に努めている。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

開かれた教育委員会の運営
に向け、ホームページ等を活
用した積極的な情報発信は
近隣自治体と比較しても顕
著である。 

発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

平成２９年度は総合教育会
議において教育大綱を策定
した。教育行政の方向性を共
有する機会を充実するため、
今後も市長部局との連携を
深める。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・開かれた教育委員会の運営にむけて、教育委員会会議及び教育委員協議会の開催情報を
積極的に発信するとともに、ホームページやフェイスブックを活用し、教育行政に関する
情報を幅広く市民に提供する。 
・今後も教育委員会会議の事前学習の機会となる教育委員協議会において、教育委員間の
意見交換、教育機関等への積極的な訪問を通して、多様な教育課題の把握や研究協議に努
め会議の充実を図る。 
・総合教育会議などを通して市長部局との連携を深め、教育に関する意見交換等の機会を
充実する。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

積極的に情報発信を行うなど、開かれた教育委員会の運営に努めるとともに、教育委員会会議

及び教育委員協議会では、多様化する教育の現状と課題を把握し、課題解決に向けた研究協議

に努める。また、総合教育会議を通して市長部局と教育委員会が連携を深め、教育施策の方向

性を共有し、今後の教育行政の推進に取り組む。 
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基本方針Ⅲ 組織の総合力を生かした教育の推進 

Plan 

基本目標 ３ 教育委員会と関連部局との連携 

施  策 市長部局との横断的な教育施策の連携 所管課 関係各課 

●市長部局における子育て支援や文化、生涯学習に関する各所管と情報の共有化を図り、教育

施策への横断的な取組みを進めます。 

 

●地域コミュニティの醸成に向け、小学校区や公民館区単位の取組みに積極的に参加します。 

Do 

主な事業内容 水谷公民館 

・子育て学習支援事業 
 ①親子フレンドパーク：親子が集まり、自由に子どもを遊ばせながら交流を図る。 
  ②お母さんたちのステップアップ講座：親育ちの機会として、同じ子育て中のママ同士で育
児疲れの解消や学びの機会を保育付きで実施。 
・介護予防講座 
 進展する高齢社会に対応できるよう、学習と交流を図る。 
・水谷小学校区まちづくり協議会への支援 
 平成２７年度に結成された同協議会に参画し、公民館ならではの学習面の支援等を図る。 
・みずほ台中央公園交流施設の補助執行 
  集会所的機能だけでなく、各種団体活動や公民館事業での活用を積極的に図る。 

工夫・改善点  

・子育て学習支援事業は、参加者のニーズを図りながら、事業内容のスクラップ＆ビルドを図
った。 
・介護予防講座をきっかけとして平成２５年度から、介護者の息抜きと交流の場としての「介
護者サロン・つぶやきカフェ」を設立。 
・まちづくり協議会については、設立準備会の段階から参画し、町会等加盟団体の主体性を尊
重しながら、社会教育施設としての公民館が果たすべき役割を模索してきた。 
・みずほ台中央公園交流施設は集会所機能だけでなく、水谷公民館の分館的活用を図っている。 

成 果 
 

・子育て学習支援事業では、「お母さんたちのステップアップ講座」の充実を図り、参加者が
増加した。 
・介護予防事業を共催している介護保険サポーター「すまいる」が平成２７年度彩の国シラコ
バト賞受賞。 

・まちづくり協議会においては、まちづくり協議会が主体で実施した「地域合同防災訓練」や
「視察研修」の企画立案等に具体的な提案や援助を行った。平成２８年度には富士見市自転車
条例制定に伴い、高齢者対象の「自転車講習会」の実施に参画した。平成２９年度は、地区計
画作りに着手し、次年度市の補助金を申請し、本格的な事業推進を図ることとなった。 
・みずほ台中央公園交流施設を公民館利用団体の利用を促したり、平成２９年度には「パーク
ヨガ体験講座」「俳句入門講座」など、公園の環境を生かした出前事業を実施し、好評を得る
と共に俳句サークルの設立に至った。 
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関係機関との連携   

・子育て支援事業については、館区内の民生委員・児童委員の協力を得て進めている。 
・介護予防の分野では、公民館・交流センター・健康増進センターの参画による「介護予防検
討会」を実施し、連携を図っている。 
・まちづくり協議会については、協働推進課や安心安全課との連携を密にしながら進めている。 
・みずほ台中央公園交流施設の補助執行にあたって、旧第８町会集会所関係町会や担当のまち
づくり推進課と連携を図りながら準備を進めてきた。 

Check 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

水谷小区合同防災訓練参加者 

※1 平成 27年度は富士見市総合防災訓練の一環

として実施。 

※2 平成 29年度は DIG研修会を実施。 

156人 223人 400人 ※1 170人 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

45人 ※2 200人 22.5% 

実施状況 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成28年度 

介護者サロン参加者（回数） 

51人(5回) 131人(12回) 76人(10回) 77人(11回) 

平成 29年度 目標 目標に対する達成度 

82人(12回) 120人(12回) 68.3% 

点検項目 視  点 判断・理由 

必
要
性 

･市民ニーズに対応し、社会的
動向からみて必要な取組みか。 
･採算性、代替性からみて行政
が関与する必要性が高いか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

まちづくり協議会は、町会を
越えた小学校区単位の住民
自治を進める仕組みとして、
水谷小区でもその可能性に
期待感がある。公民館はその
主体性を尊重しながら、社会
教育施設としての学習支援
的側面を意図して支援に努
める。 

達
成
度 

･事業対象者が充実感や満足感
を得られているか。 
･本来の目的に見合った成果、
結果が得られているか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

 検討の余地あり 

□見直しが必要 

子育て支援事業も介護予防
事業も、多彩な企画内容を展
開し、参加者から好評を得て
いる。 

効
率
性 

･投入した事業費・人件費に見
合った成果か。 
･事業対象者の動向、公平性、
他市実施状況からみて実施方
法は適切か。 

■適正であり 

 見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

まちづくり協議会について、
設立３年目を迎え、主体的な
事業展開を図りつつある。そ
の主体性を損なわないよう
配慮する必要もある。 
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発
展
性 

･今後も成果が見込まれ、維持
できるか。 
･成果の波及効果が見込まれ、
学校・家庭・地域の教育振興に
つながるか。 

■適正であり 

見直し不要 

□概ね適正だが 

検討の余地あり 

□見直しが必要 

各事業を通じて、各機関との
連携を図りながら、社会教育
施設としての公民館の役割
を発揮していくことには、地
域の拠点施設としても大き
な可能性が秘められている。 

Action 

課
題
と
改
善
策 

・公民館区内において、新住民・子育て世代が増加する中で、地域の一員として迎え入れ
るための交流の場や機会をつくっていくために、公民館は町会等各種地域団体との積極的
な連携を図っていくことが必要。 
 
・子育て世代・高齢者単身世帯などをはじめ、市民が孤立しないようにしていくための情
報提供を広く進めていくため、関係機関との連携を進める。 
 
・みずほ台中央公園交流施設の補助執行に当たっては、特に町会等地域団体との連携を図
りながら、多様な市民活動、公園の環境を生かした公民館事業展開にも活用を図りたい。 

今後の対応 □見直し  □拡大  ■継続  □休止・廃止・終了 

進展する高齢社会に対応するため、また、子育て支援を充実させるため、関係課と連携し、情

報提供を広く進め各種事業に取り組む。みずほ台中央公園交流施設の活用については、町会等

地域団体と連携し、地域コミュニティの醸成に向けて公園の環境を生かした事業展開を進め

る。 
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Ⅴ．学識経験者（外部評価）の意見 

事務事業の点検・評価にあたり、第三者の視点による客観性を確保するため、学識経験者

から意見・助言を求める外部評価を平成３０年７月３日に実施しました。 

学識経験者３名からいただいた意見・助言等の要旨は、次のとおりです。 

 

基本方針Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

基本目標１ 児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導による学力の育成 

◎施策 確かな学力の定着＜学校教育課＞ 

・地方都市に比べ県内の子どもの成績が低い背景には、経済的状況など、家庭環境の影響が考

えられる。一人ひとりの対応と確かな学力の定着を図るため、学校の規模にもよるが、小学

校基礎学力定着支援員や中学校学習支援員を各校一人ではなく、状況に応じた増員を要求し、

変化を確かめる必要がある。 

・５ｄａｙｓチャレンジの活用により、子どもと先生、また、保護者との会話のきっかけにな

るため、非常に良い取組みである。 

・生活困窮者への県の学習支援（アスポート学習支援事業）の様子を学校で把握することも大

切である。 

◎施策 特別支援教育の充実＜教育相談室＞ 

・一般的な傾向として特別な支援を必要とする子どもの数が増えているため、通級指導教室の

ニーズが高くなっている。健康分野でのいろいろな指導が必要であり、その対応が重要であ

る。 

◎施策 英語教育、国際理解教育の充実＜学校教育課＞ 

・英語教育が必要な時代となっているため、子ども一人あたりのＡＥＴ人数などの視点で、他

市町村との比較は行っておくべきである。 

・ＡＥＴの配置については、できる限りで行うのではなく、どのように教育したいか、その教

育目標の実現に向けて取り組むべきである。 

・指導力向上研修は、先生方の意向を調査することも必要である。 

基本目標２ 人との交流や感動体験を通した豊かな心の育成 

◎施策 教育相談体制の充実＜教育相談室＞ 

・スクールソーシャルワーカーの機能が発揮されていないように感じる。教育相談室側も学校

側もスクールソーシャルワーカーの活用を十分に検討する必要がある。 

基本目標３ 自らの健康・安全を守る資質・能力と健やかな体の育成 

◎施策 食育の推進＜学校教育課＞ 

・朝食を毎日食べている児童生徒の割合の指標目標は１００％にするべきである。 

・「食」のエネルギーが力となり、学力の基礎になることを保護者に理解してもらうことが重要

である。 

・農業教育に視野を広げることも大切である。 

・授業で行う農作物を育てる意味について、教える側の理解が不足しているように感じる。農

業を通じ、その管理と努力、愛情を学ぶことが大事である。大人になってから使える教育を

見据えることも大切である。 

基本目標４ 地域の教育力を生かし教育効果を高める学校教育の推進 

◎施策 異校種間連携の推進＜学校教育課＞ 



73 

・高等学校が市内にあることは意義がある。設置主体が異なるため、難しいところもあるが、

中高一貫連携も意識することが大事である。 

・１つの小学校から２つの中学校に学区が分かれるという課題もあるが、よりよい連携のあり

方を検討する必要がある。 

◎施策 学校給食の充実＜学校給食センター＞ 

・正規職員の減少に伴う今後の対応については、方針を決めて早急に進める必要がある。 

・この先、センター築４０年の建て替え、自校給食、アレルギー対応給食等を視野に入れ、民

間活用を含めて検討する必要がある。 

・家庭での食育の意識を高めるためにも「親子クッキング」は非常に良い取組みである。また、

自分で作って食するという教育も大切である。 

◎施策 教育の機会均等＜教育政策課＞ 

・学習意欲のある方を救済するためにも行政としては、相談窓口を備えておく必要がある。 

・助成額を拡大し、利用しやすい魅力ある制度にするべきである。 

基本方針Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

 基本目標１ 家庭・地域の教育力の向上 

◎施策 家庭教育の支援＜生涯学習課・公民館＞ 

・家庭学習応援事業は、家庭学習習慣を身につけることや基礎学力の定着を目的としているの

であれば、受験対策と重なる対象学年については、見直すことが必要である。 

・実施状況の表現は難しいところがあるが、アンケートなどを行い、家庭での学習習慣に関す

る具体的な指標に見直す必要がある。 

・教育委員会としての家庭教育支援事業であれば、保護者への手立ても必要である。 

・親が自ら学ぼうとする姿勢を支援し、その姿勢を推進する生涯学習活動が求められている。 

・各学校ＰＴＡの年間計画に基づいて、事業に対する補助金を交付することも親の学びを推進

する一つの方法である。 

・学校と社会教育が協力し、親の学習支援を総体的に考える必要がある。 

・ＳＮＳで簡単に情報収集できる時代に子育て経験者と実際に顔を合わせる機会をつくること

は、公民館として大切な役割である。 

・「親の学習講座」の参加者を増やすため、親の意向や状況について、アンケート結果を再分析

し、事業を見直すことが必要である。 

・親の学習の支援に向けて、ＰＴＡが実施する保護者の学習機会と公民館が開催する子育て応

援の勉強室との連携強化を図る必要がある。 

基本目標２ 生涯にわたる学習機会の提供と学びのネットワークの推進 

◎施策 多様な学習機会の充実＜鶴瀬公民館＞ 

・市民大学講座のプログラムを拝見したが、大変すばらしいものであった。 

・委託料から補助金に代わっても、市民大学を維持していくためには、市の役割と、市民の役割

について、うまく協働の関係を築き、しっかりと組織化する必要がある。 

・子どもフェスティバルは、いろいろな団体がかかわっているため他団体との横のつながりをは

ぐくむよい機会である。この事業こそが親の育ちや子ども達を元気にする大きな取組みの一つ

である。 

基本目標３ 学びあう地域社会を創る活動の推進 

◎施策 地域の学習情報の提供、相談機能の充実＜公民館＞ 
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・市民編集委員の方に協力をいただきながら、各公民館の特色を生かした素晴らしい内容にな

っている。また、市民の方にかかわっていただくことによって情報提供もできるし、いろい

ろな方とつながりも持てる。 

基本目標４ 暮らしとまちづくりに役立つ読書活動の推進 

◎施策 地域の情報拠点としての資料・情報の収集と情報提供の充実＜生涯学習課＞ 

・指定管理者として、市民から評価されなければならない。課題や問題点を解決するために指

定管理者と協議することが大事である。 

・学術資料、郷土資料、行政資料の取扱いについては、指定管理では難しいところがあるため、

行政側で注意を払わなければならない。 

基本目標５ 郷土遺産の継承と文化芸術の振興 

◎施策 文化財の保存と活用＜生涯学習課＞ 

・工夫・改善点にある埋蔵文化財出土品展などは大事な取組みである。 

◎施策 水子貝塚資料館・難波田城資料館の充実＜資料館＞ 

・縄文と弥生２つの歴史公園があることは貴重であるため、自治体を超えた地域的な広がりに

より、歴史観的な共同企画ができると面白いと思う。 

基本目標６ 誰もが親しめる生涯スポーツの推進 

◎施策 生涯スポーツ・レクリエーション機会の充実＜生涯学習課＞ 

・点検の４つの評価が「検討の余地あり」となっているが、もう少し上位の評価でも良いと思

う。 

基本方針Ⅲ 組織の総合力を生かした教育の推進 

基本目標１ 開かれた教育委員会運営の推進 

◎施策 教育委員会会議及び協議会の充実＜教育政策課＞ 

・関係機関との連携に学校教育課との連携が記載されているが、教育委員会事務局であり、当

然かかわりがあるため、関係機関との連携にあたらないイメージがある。 

・点検の達成度について、教育委員会協議会の課題研究件数が多ければ良いというものではな

く、内容の充実を目指すべきである。 
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Ⅵ．まとめ 

 

平成２９年度は、第１次富士見市教育振興基本計画の最終年度であり、これまでの事務

事業点検・評価による改善策や市民意向などを踏まえながら、計画の基本理念「学びあい 

人がつながり 一人ひとりが輝く 富士見の教育」の実現に向けて、効果的な教育行政に取

り組んでまいりました。 

主な事業内容として学校教育では、子どもたち一人ひとりに基礎基本の徹底を図り、確

かな学力を身につけさせるため、全国及び埼玉県学力・学習状況調査の結果に基づく検証

改善サイクルを確立し、指導方法の改善及び支援体制の充実に努めました。また、経験年

数の浅い教員が、ベテラン教員の優れた指導方法等を受け継ぎ、授業や学級経営の力を向

上させるため、若手教員育成指導員を配置しました。特別支援教育については、小・中学

校の特別支援学級が中核となり、教員の専門性の向上や校内支援体制の充実に努めました。

いじめ問題の対応については、いじめ未然防止、早期発見、早期対応体制の充実を図ると

ともに、いじめのない学校づくり子ども会議を開催し、いじめ根絶に向けた取組みを支援

しました。また、不登校児童生徒の解消及び未然防止の取組みとして、教育支援シートを

活用し、早い段階から学校、家庭との支援体制づくりに努めました。 

社会教育では家庭学習の習慣化と基礎学力の定着を図るため、小学校５年生と中学校３

年生を対象に家庭学習応援事業を実施しました。多様な生涯学習の機会としては、子ども

フェスティバルやピースフェスティバルの開催をはじめ、各公民館では、学校や地域との

連携による各種事業を推進し地域住民の新たな居場所や学びあいの機会の充実に努めま

した。中央図書館では、滞在型図書館空間と交流・つながりの創出を目的に改修工事を行

い、世代を問わず多くの市民に利用していただける快適な読書空間の実現に努めました。

生涯スポーツの推進については、リニューアルオープンした市民総合体育館では、メイン

アリーナ空調設備の設置や、個人利用の促進に向けたスポーツジム・スタジオの設置など、

新たな機能の整備を進めました。 

平成２９年度は、このような取組みを推進するとともに、新たな課題に向けた取組みや

子どもの教育をめぐる環境の変化、更には今後予測される社会の変化等を反映した第２次富士

見市教育振興基本計画の策定に取り組んできたところです。 

今後においても、新たな計画のもと事務事業の点検・評価の活用による課題解決に向けた対

応や改善に努めるとともに、市長部局や関係機関との情報共有と連携を図りながら教育施策を

展開してまいります。 

 

平成３０年１０月 

                            

富士見市教育委員会 

 


