
令和５年第１回定例教育委員会会議 

 

開催日時  令和５年１月３０日（月） 

午後１時３０分 

場   所 中央図書館２階 視聴覚ホール 

 

 

議     題 

 

 

日程第一  議事事項 

議案第３号 令和５年度富士見市教育行政方針について 

議案第４号 令和５年度富士見市一般会計予算案について 

 

日程第二  報告事項 

（１）教育委員会教育長職務代理者の指名について 

（２）令和４年１２月定例市議会の報告について 

 

 

その他    〇イベント案内等 

（１）令和５年富士見市二十歳式の報告について 

（２）第３６回地域・自治シンポジウムの開催について 

 

       

 



 

議 案 第 ３ 号 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 富 士 見 市 教 育 行 政 方 針 に つ い て 

令和５年度富士見市教育行政方針を別紙のとおり策定する。 

 

 

 

令和５年１月３０日提出 

 

 

 

富士見市教育委員会     

教育長 山 口 武 士     

 

 

 

提 案 理 由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第２項第１号の規定に基づき、

令和５年度富士見市教育行政の指針としたいので、この案を提出します。 

 

 



 

 

令和５年度 

富士見市教育行政方針 

 

令和５年２月２１日 

 

富士見市教育委員会 
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はじめに 

昨年を振り返りますと、学校行事などの体験活動が再開し始め

たほか、やなせ川いかだラリーや水子貝塚星空シアターなどのイ

ベントが３年ぶりに開催されるなど、市民の皆様の笑顔で楽しむ

姿が戻り始めた１年でありました。 

また、市制施行５０周年記念事業として実施した、児童生徒に

よる５０年後の富士見市をテーマとした作品展や青少年の主張大

会などを通して、教育に関する現在の取組みの積み重ねが子ども

たちの将来をつくることや、自ら進んで手を挙げ、チャレンジす

る大切さを改めて実感いたしました。 

令和５年度は、第３次富士見市教育振興基本計画がスタートい

たします。これまでの施策を引き継ぎつつ、新たな取組みに積極

的に着手し、市長部局と連携しながら、着実に計画を推進してま

いります。 

 それでは、今後めざすべき施策の方向性に沿って、令和５年度

の教育行政方針を申し上げます。 
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Ⅰ 学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推進 

１つ目の柱、学びあい、高めあい、夢と希望をはぐくむ教育の推

進について申し上げます。 

小・中・特別支援学校では、持続的な学校運営ができるよう、新

型コロナウイルス感染リスクの低減を図りながら、教育課程の着

実な実施に重きを置き、子どもたち一人ひとりを認め、励まし、ほ

める教育を行うことにより、夢と希望をはぐくむ教育を推進いた

します。 

 

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  

まず、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

力の育成について申し上げます。 

学力の向上につきましては、教師用手引き富士見スタンダード

の活用により授業の充実に努めるとともに、若手教員育成指導員

の活用をはじめ、学力向上プロジェクトチームなどによる研究や

研修の充実などにより教員の指導力向上を図り、主体的・対話的

で深い学びとなる授業を展開し、児童生徒の確かな学力を育成し

てまいります。また、１人１台端末をはじめ、対話的な学習を進め

ていくための授業支援システムや、個別最適化されたドリル教材
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を日常的に活用し、友だちとかかわりあいながら、自らの学びを

深める児童生徒を育成してまいります。 

外国語教育につきましては、小学校６年生と中学校３年生を対

象とした実用英語技能検定受験料の一部補助について、中学校１

年生と２年生にも拡大し、目標を持って英語の技能向上をめざす

児童生徒を応援してまいります。 

情報教育につきましては、プログラミングを通して創造性をは

ぐくむＳＴＥＭ教育を市内全小学校において実施してまいります。

また、ＩＣＴ支援員を引き続き各学校に配置し、教員のＩＣＴ活

用指導力の更なる向上をめざします。 

 

２ 多様性を認めあい、誰一人取り残さない教育の推進 

次に、多様性を認めあい、誰一人取り残さない教育の推進につ

いて申し上げます。 

特別支援教育につきましては、通常学級と特別支援学級の交流

学習や、小・中学校と特別支援学校の支援籍学習を通し、児童生徒

一人ひとりの個性を肯定的に受け止め、豊かな人間性をはぐくむ

インクルーシブ教育を推進してまいります。また、富士見特別支

援学校や特別支援プロジェクトチームの専門性を活かし、児童生
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徒の特性に応じた支援や教職員の資質向上を図ってまいります。 

また、富士見特別支援学校に配置する看護師を増員し、医療的

ケアを必要とする児童生徒への支援体制を拡充します。 

不登校児童生徒につきましては、多様な学びの場を確保し、児

童生徒一人ひとりの特性や願いに寄り添いながら、社会的な自立

をめざしてまいります。 

教育相談につきましては、教職員研修や巡回教育相談などによ

り、児童生徒の個々に応じた支援の充実に努めてまいります。ま

た、新たに大学と連携し、専門的知見を活かした教育相談の実施

や小学校へのスチューデントサポーターの派遣により体制の強化

を図ってまいります。 

「いのち」の授業につきましては、助産師等による「いのち」を

テーマとした講演を引き続き全校において実施するとともに、人

権教育や道徳教育などと合わせ、自尊感情を高める教育を包括的

に推進します。 

多様な児童生徒への支援につきましては、性の多様性を尊重し、

お互いに認めあう教育を推進してまいります。 

いじめ防止対策につきましては、いじめのない学校づくり子ど

も会議における話合い等を踏まえ、ネットいじめ防止のための具
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体的な取組みを各学校において展開します。 

「特別の教科 道徳」におきましては、主体的に学習する場の

創出や自己の成長を感じられる評価を全校で実施するとともに、

富士見市独自の道徳教材を活用し、豊かな心の育成に努めてまい

ります。 

小中一貫教育につきましては、小中一貫教育支援員の成果等を

検証するとともに、中学校教員による小学校への乗り入れ授業の

継続や、義務教育９年間を見通したカリキュラムの作成に取り組

んでまいります。 

教育の機会均等につきましては、経済的な理由で教育に要する

費用の一部援助を受けている世帯に対し、オンライン学習に係る

通信費用の一部を助成します。 

 

３ 自らの健康・安全を守る資質・能力と健やかな体の育成 

次に、自らの健康・安全を守る資質・能力と健やかな体の育成に

ついて申し上げます。 

児童生徒の体力向上につきましては、本市の課題である「敏捷

性」を高めるため、体力向上推進委員会における授業研究会や縄

チャレの推進などにより、運動好きな児童生徒の育成に努めると
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ともに、大学等と連携し、児童生徒の体力向上について、科学的・

技能的な見地から研究してまいります。 

児童生徒の歯科保健指導につきましては、学校歯科医や歯科衛

生士による歯みがき指導などを引き続き全校で実施いたします。 

安全教育につきましては、学校応援団や地域の皆様の協力を得

ながら、学校や警察、関係各課と連携して通学路合同安全点検を

実施し、児童生徒が安全に登下校できるよう指導・支援してまい

ります。また、防災教育につきましては、児童生徒が主体的に自他

の命を守ることができるよう取り組むとともに、学校・地域が連

携し、非常時には地域の一員として力を発揮できるよう意識づけ

を図ってまいります。 

学校給食につきましては、調理業務等の委託化や学校給食費の

公会計化により、今後も安全・安心な学校給食を安定的に提供し

てまいります。また、中長期的な視点から学校給食センターの建

替えについて検討してまいります。 

 

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 

次に、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

について申し上げます。 
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学校・家庭・地域の連携につきましては、特色ある学校づくりを

さらに推進するため、学校運営支援者協議会のコミュニティ・ス

クールへの移行について検討します。  

教職員の働き方改革につきましては、スクール・サポート・スタ

ッフの配置のほか、業務改善検討委員会における研究の成果を活

かし、子どもと向き合う時間の確保に努めてまいります。また、部

活動の在り方に関する検討のほか、ＩＣＴの更なる活用による教

職員の負担軽減について検討します。 

学校施設につきましては、市内小・中・特別支援学校６校の体育

館への空調設備の設置をはじめ、ふじみ野小学校トイレ改修工事

や富士見特別支援学校体育館棟大規模改修工事のほか、令和６年

４月の供用開始を目指し、水谷小学校校舎の増築工事を行います。 
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Ⅱ 学びあう地域社会をめざす教育の推進 

２つ目の柱として、学びあう地域社会をめざす教育の推進につ

いて申し上げます。 

誰もが主体的に学習でき、学びの成果を分かちあうことで、と

もに育ち、活力ある地域社会となるよう社会教育を推進してまい

ります。 

 

１ 家庭・地域の教育力の向上 

まず、家庭・地域の教育力の向上について申し上げます。 

家庭教育の支援につきましては、子育て世代の保護者を対象と

した学習会のほか、仲間づくりや情報交換のための居場所づくり

を進めてまいります。また、地域子ども教室や青少年関係団体な

どの活動の支援を通して、子どもの居場所づくりや青少年の健全

育成に努めてまいります。 

 

２ 生涯にわたる学習機会の提供と地域づくりの推進 

次に、生涯にわたる学習機会の提供と地域づくりの推進につい

て申し上げます。 

子ども大学☆ふじみにつきましては、子どもの知的好奇心を刺



9 

 

激し、自ら学び考える力を伸ばす講座や、郷土愛をはぐくむ魅力

ある講座を実施してまいります。 

家庭学習応援事業につきましては、これまでの成果等を踏まえ、

児童生徒の基礎学力の向上や家庭学習の習慣化のほか、学校以外

の居場所づくりを進めてまいります。 

人権・平和教育につきましては、お互いを認め、多様性を尊重し

あえる地域社会をめざし、人権問題に関する教育や啓発に努めて

まいります。また、戦争体験の記憶を後世に引き継ぐための取組

みを進めてまいります。 

公民館におきましては、学びを通した地域づくりの核となる施

設として、様々な世代に対応した事業を実施してまいります。 

鶴瀬公民館では、５０回目を迎える子どもフェスティバルを記

念して、子どもたちからキャラクターを募集するほか、市民演劇

のつどいや和太鼓まつりなど、鶴瀬コミュニティセンターホール

を活用した事業を開催し、市民の文化創造活動を支援します。 

南畑公民館では、子育てサロンちびっこあおむしなどの子育て

支援事業のほか、怪皆亭やわくわく子ども体験室などの子ども向

け事業を実施してまいります。また、なんばた青空市場や南畑ふ

るさとまつりなど地域の交流や賑わいにつながるイベントを支援
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します。 

水谷公民館では、お母さんのステップアップ講座や親子フレン

ドパークなど、子育て学習支援事業の充実に努めてまいります。

また、水谷文化祭をはじめ、利用サークル・団体の日頃の学習成果

を発表する機会の拡充に取り組みます。 

水谷東公民館では、ボッチャ体験会を実施するほか、高齢者等

のスマホ教室などデジタル活用の支援に努めます。また、やなせ

川いかだラリーの開催や、町会や地域まちづくり協議会などの活

動を支援します。 

各館共通の課題といたしまして、Wi－Fi 環境を活用した新たな

事業展開や、利用しやすい公共施設予約システムの更新などにつ

いて検討を進めることで、公民館に多様な人が集い、新たなつな

がりづくりや交流ができるよう取り組んでまいります。  

 

３ 暮らしとまちづくりに役立つ読書活動の推進   

次に、暮らしとまちづくりに役立つ読書活動の推進について申

し上げます。 

図書館におきましては、地域の情報拠点として幅広い市民ニー

ズに対応した資料を収集するとともに、電子書籍の充実と利用促
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進に努めてまいります。また、マイナンバーカードや携帯端末を

図書館利用カードとして活用することにより、多くの方に図書館

を利用していただけるよう取り組んでまいります。 

 子どもの読書活動につきましては、令和５年度から始まる第４

次富士見市子ども読書活動推進計画に基づき、「みんなで育てる 

本で育てる」を合い言葉に、乳幼児から小・中・高校生に至るま

で、読書に親しむ機会の提供などを通して、子どもたちの読書習

慣づくりや図書を活用した学習の支援などに取り組んでまいりま

す。  

 

４ 郷土遺産の継承 

 次に、郷土遺産の継承について申し上げます。 

 市の貴重な文化財を広く知っていただくための取組みとして、

郷土芸能の動画配信の充実や、公共施設や商業施設における展示

の継続的な実施などにより、文化財の魅力を発信する「見せる化」

に努めてまいります。また、令和４年度に市文化財として指定し

た難波田城跡土塁や、発掘調査で出土した貴重な資料など、郷土

遺産の適切な保護と活用について検討してまいります。 

資料館におきましては、史跡水子貝塚整備基本計画を策定いた
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します。また、資料館の前身である考古館の開館から５０周年を

迎えることから、水子貝塚資料館と難波田城資料館の両館におい

て、これまでの歩みを振り返る合同企画展を開催いたします。 

 

５ 開かれた教育委員会 

次に、開かれた教育委員会について申し上げます。 

教育委員会会議等の活性化につきましては、教育委員による学

校や教育施設への訪問等により、教育上の課題を把握し、教育行

政への反映に努めるとともに、市ホームページを通して、教育委

員活動の見える化に努めます。  
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おわりに 

明治時代の実業家、渋沢栄一が「夢七
ゆめしち

訓
くん

」として次の言葉を残し

ています。 

・夢なき者は理想なし 

・理想なき者は信念なし 

・信念なき者は計画なし 

・計画なき者は実行なし 

・実行なき者は成果なし 

・成果なき者は幸福なし 

・ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべからず 

幸福を実現させるためには、まずは夢を持つことが大切である

ことを説くものです。子どもたちをはじめ市民の皆様一人ひとり

が夢を持ち、夢の実現に向けた希望をはぐくみ、周囲の人々に支

えられながら、夢に一歩一歩近付くための教育行政を推進してま

いります。 

引き続き、市民の皆様や議員各位のご理解とご協力をお願い申

し上げまして、令和５年度の教育行政方針といたします。 



 

議 案 第 ４ 号 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 富 士 見 市 一 般 会 計 予 算 案 に つ い て 

令和５年度富士見市一般会計予算案を了承する。 

 

 

 

令和５年１月３０日提出 

 

 

 

富士見市教育委員会     

教育長 山 口 武 士     

 

 

 

提 案 理 由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、教育委員会の

意見としたいので、この案を提出します。 

 



教育政策課 1 教育委員会運営事業
・教育委員の報酬　2,044千円
・（新）第3次教育振興基本計画の印刷費用　339千円 2,938 3,067 129

2 一般事務費
・会計年度任用職員社会保険料及び共済負担金　36,904千円

45,500 37,872 △ 7,628

3
高等学校・大学等教育資
金利子補給金交付事業

・教育資金の利子補給　1,083千円
1,017 1,083 66

4
学校管理運営事業
（小学校）

・光熱水費、修繕料等の需用費　167,875千円
・施設の維持管理等の費用　52,186千円
・つるせ台小学校校庭芝生維持管理費用　8,437千円

208,737 237,315 28,578

5
校用備品整備事業
（小学校）

・机や椅子等の購入費用　17,490千円
・校務用システム等の賃貸借　34,088千円 52,449 56,703 4,254

6
学校施設整備事業
（小学校）

・小学校3校体育館空調設備設置工事　145,929千円
・（新）ふじみ野小学校トイレ改修工事　53,531千円
・（新）水谷小学校校舎増築工事　599,500千円
・（新）南畑小学校プール改修工事　52,734千円

301,518 880,868 579,350

7
情報教育推進事業
（小学校）

・教育用のパソコン等の賃貸借　30,922千円
39,631 34,945 △ 4,686

8
学校管理運営事業
（中学校）

・光熱水費、修繕料等の需用費　84,639千円
・施設の維持管理等の費用　27,492千円 85,788 117,684 31,896

9
校用備品整備事業
（中学校）

・机や椅子等の購入費用　4,380千円
・校務用システム等の賃貸借　18,511千円 27,677 25,626 △ 2,051

10
情報教育推進事業
（中学校）

・教育用のパソコン等の賃貸借　17,197千円
20,304 19,590 △ 714

11
学校施設整備事業
（中学校）

・中学校2校体育館空調設備設置工事　133,582千円
・（新）富士見台中学校エレベーター更新工事　38,775千円 516,233 230,105 △ 286,128

12
学校管理運営事業
（特別支援学校）

・光熱水費、修繕料等の需用費　16,964千円
・施設の維持管理等の費用　4,236千円 15,310 21,659 6,349

13
校用備品整備事業
（特別支援学校）

・机や椅子等の購入費用　700千円
・校務用システム等の賃貸借　3,071千円 4,570 4,228 △ 342

14
情報教育推進事業
（特別支援学校）

・教育用のパソコン等の賃貸借　1,677千円
1,783 1,743 △ 40

15
学校施設整備事業
（特別支援学校）

・（新）体育館大規模改造工事（空調設備設置工事含む）　291,599千円
4,348 294,898 290,550

令和５年度富士見市一般会計予算案

比較令和５年度の主な内容課名 事業名
令和４年度
当初予算

№
令和５年度
当初予算

（単位　千円）



令和５年度富士見市一般会計予算案

比較令和５年度の主な内容課名 事業名
令和４年度
当初予算

№
令和５年度
当初予算

（単位　千円）

生涯学習課 1 二十歳式事業
・会場設営等の費用　905千円

1,252 1,332 80

2 生涯学習活動推進事業

・社会教育委員報酬　240千円
・子ども大学ふじみの開催補助　340千円
・富士見市人権教育推進協議会への補助　300千円
・地域連携学習支援事業の補助　140千円
・富士見市市民人材バンク推進員の会への補助　80千円

3,632 4,150 518

3 地域子ども教室運営事業
・地域子ども教室の運営費用　3,546千円

3,537 3,546 9

4 放課後等学習支援事業
・家庭学習応援事業の費用　13,457千円

12,273 13,457 1,184

5 青少年健全育成推進事業
・青少年育成市民会議への活動費補助　900千円
・子ども会育成会への活動費補助　1,068千円 2,223 2,202 △ 21

6 図書館運営事業

・図書館協議会委員報酬　180千円
・図書館の管理・運営費用（指定管理料）　242,506千円
・（新）図書カードの電子化等の費用　556千円
・（新）中央図書館・鶴瀬西分館LED交換工事　11,485千円

214,537 267,464 52,927

7 文化財保護行政事務事業

・文化財審議会委員報酬　63千円
・会計年度任用職員報酬（発掘調査調査員等）　12,381千円
・富士見市文化財保存団体連絡協議会への補助　200千円
・（新）難波田城跡土塁計測業務の費用　417千円

19,542 20,236 694

学校教育課 1 学事事務事業

・新入生用防犯ブザーの購入費用　792千円
・通知表ケースの購入費用　1,337千円
・記念式典の開催補助　640千円

11,512 10,368 △ 1,144

2 学校教育振興事業

・就学支援委員報酬　240千円
・会計年度任用職員報酬　28,335千円
　学校司書　8,163千円
　若手教員育成指導員　　12,397千円
　スクールサポートスタッフ　6,637千円
　小中一貫教育支援員　1,138千円
・STEM教育の費用　11,772千円
・英語検定試験の受検料補助　1,790千円
・研究委嘱校補助　1,740千円
・教師用指導書等の購入費用　3,032千円

46,300 55,635 9,335



令和５年度富士見市一般会計予算案

比較令和５年度の主な内容課名 事業名
令和４年度
当初予算

№
令和５年度
当初予算

（単位　千円）

3 学校教育支援事業

・会計年度任用職員報酬　60,436千円
　学習支援員（小・中学校）　19,088千円
　ふれあい相談員　10,331千円
　英語指導助手（小・中学校）　31,017千円
・大会等出場者への補助　2,500千円

76,294 78,661 2,367

4 特別支援教育事業
・会計年度任用職員（すこやか支援員）報酬　52,497千円

61,246 64,207 2,961

5 いじめ防止対策推進事業
・いじめのない学校づくり委員報酬　228千円

347 353 6

6
いのちの大切さを
はぐくむ事業

・いのちの授業の講師謝礼　360千円
477 486 9

7
学校管理運営事業
（小学校）

・会計年度任用職員（事務員）報酬　10,020千円
・学校用消耗品の購入費用　44,166千円
・学校用務員業務の費用　21,255千円

77,847 82,415 4,568

8
情報教育推進事業
（小学校）

・児童用・教員用ＰＣの保守費用　17,161千円
・授業支援システムの使用料　30,780千円 48,696 48,698 2

9
教育事務委託事業
（小学校）

・大井小学校に児童の教育事務を委託するための負担金  7,459千円
6,642 7,459 817

10
教材備品整備事業
（小学校）

・学校用図書の購入費用　7,700千円
・学校用教材の購入費用　10,200千円 17,900 17,900 0

11
教育扶助事業
（小学校）

・学用品の援助　21,499千円
・（新）オンライン通信費の援助　2,910千円
・給食費の援助　34,855千円

62,628 61,417 △ 1,211

12
学校管理運営事業
（中学校）

・会計年度任用職員（事務員）報酬　5,453千円
・学校用消耗品の購入費用　27,604千円
・学校用務員業務の費用　11,564千円

45,997 48,906 2,909

13
情報教育推進事業
（中学校）

・生徒用・教員用ＰＣの保守費用　8,109千円
・授業支援システムの使用料　15,275千円 23,903 23,919 16

14
教育事務委託事業
（中学校）

・大井中学校に生徒の教育事務を委託するための負担金　3,881千円
2,609 3,881 1,272



令和５年度富士見市一般会計予算案

比較令和５年度の主な内容課名 事業名
令和４年度
当初予算

№
令和５年度
当初予算

（単位　千円）

15
教材備品整備事業
（中学校）

・学校用図書の購入費用　4,800千円
・学校用教材の購入費用　7,450千円 12,250 12,250 0

16
教育扶助事業
（中学校）

・学用品の援助　30,953千円
・（新）オンライン通信費の援助　1,686千円
・給食費の援助　23,848千円

57,951 57,880 △ 71

17
学校管理運営事業
（特別支援学校）

・会計年度任用職員（看護師等）報酬　6,303千円
・機能訓練協力者等の謝礼　1,284千円
・学校用消耗品の購入費用　2,703千円
・送迎バスの運行費用　25,740千円
・学校用務員業務の費用　1,949千円

38,892 39,792 900

18
教材備品整備事業
（特別支援学校）

・学校用図書の購入費用　484千円
・学校用教材の購入費用　782千円 1,266 1,266 0

19
情報教育推進事業
（特別支援学校）

・教員用ＰＣの保守費用　211千円
・授業支援システムの使用料　1,109千円 1,329 1,330 1

20 学校保健事業

・学校医等の報酬・手当　25,781千円
・けがに対する保険加入料の負担金　8,022千円
・児童・生徒、教職員の健康診断等の費用　12,998千円

48,623 50,181 1,558

教育相談室 1 一般事務費
・会計年度任用職員（事務員）報酬　2,031千円

3,056 3,183 127

2 教育相談事業

・会計年度任用職員（教育相談員）報酬　8,982千円
・機能訓練等協力者の謝礼　2,020千円
・医療機関との連携教育相談費用　250千円
・（新）大学との事業連携費用　456千円

11,053 13,795 2,742

3 通室生支援事業
・会計年度任用職員（通室生指導員）報酬　4,094千円

3,620 5,301 1,681

4
スクールソーシャルワー
カー活用事業

・会計年度任用職員（スクールソーシャルワーカー）報酬　1,145千円
1,397 1,424 27



令和５年度富士見市一般会計予算案

比較令和５年度の主な内容課名 事業名
令和４年度
当初予算

№
令和５年度
当初予算

（単位　千円）

鶴瀬公民館 1 一般事務費
・公民館運営審議会委員報酬　384千円
・会計年度任用職員（事務員）報酬　6,199千円 16,814 19,270 2,456

2 公民館施設維持管理事業
・施設の維持管理費用（警備業務等は4公民館分の費用を含む）　39,668千円

54,486 64,739 10,253

3
公民館学級講座等
開催事業

・講師や事業協力者の謝礼　528千円
439 528 89

4 公民館だより発行事業
・公民館だより（4公民館）の印刷費用　1,986千円

1,662 2,129 467

5 市民大学開設事業
・ＮＰＯ法人富士見市民大学への市民大学の開催補助金　1,100千円

1,100 1,100 0

6
子どもフェスティバル
開催事業

・子どもフェスティバルの開催補助　2,567千円
2,567 2,567 0

7 平和・憲法啓発事業
・講師や事業協力者の謝礼　189千円

510 523 13

8
障がい者の学習機会
充実事業

・講師や事業協力者の謝礼　135千円
・社会見学用のバス借上料　143千円 313 284 △ 29

南畑公民館 1 一般事務費
・消耗品の購入費用　455千円

1,158 952 △ 206

2 公民館施設維持管理事業
・施設の維持管理費用　1,898千円

2,303 2,692 389

3
公民館学級講座等開催事
業

・農バルプロジェクト事業への補助　100千円
・講師や事業協力者の謝礼　487千円 669 670 1

水谷公民館 1 一般事務費
・消耗品の購入費用　576千円

1,386 1,104 △ 282

2 公民館施設維持管理事業
・施設の維持管理費用　2,176千円
・（新）外灯・ダクト塗装及びダクト網修繕　1,067千円 2,765 4,827 2,062

3
公民館学級講座等開催事
業

・講師や事業協力者の謝礼　538千円
526 538 12

水谷東公民館 1 一般事務費
・消耗品の購入費用　540千円

1,059 943 △ 116

2 公民館施設維持管理事業
・施設の維持管理費用　2,820千円

5,939 5,407 △ 532

3
公民館学級講座等開催事
業

・講師や事業協力者の謝礼　518千円
752 637 △ 115



令和５年度富士見市一般会計予算案

比較令和５年度の主な内容課名 事業名
令和４年度
当初予算

№
令和５年度
当初予算

（単位　千円）

資料館 1 水子貝塚公園運営事業
・施設の維持管理費用　17,618千円
・史跡水子貝塚整備基本計画の策定費用　585千円 48,694 46,816 △ 1,878

2 難波田城公園運営事業

・施設の維持管理費用　7,520千円
・（新）公園水堀ろ過ポンプ修繕　1,459千円
・（新）キュービクル更新工事　19,129千円

29,931 39,318 9,387

学校給食センター 1 特別支援学校給食事業
・会計年度任用職員（調理員）報酬　4,747千円
・（新）給食食材の購入費用　7,895千円 6,738 14,961 8,223

2 学校給食事業

・学校給食センター運営委員報酬　213千円
・会計年度任用職員（仕分員等）報酬　20,911千円
・施設の維持管理費用　7,670千円
・備品の購入費用　15,624千円
・（新）給食食材の購入費用　482,555千円
・（新）調理業務等の費用　188,100千円
・（新）学校給食費管理システムの保守費用　2,376千円

261,046 853,033 591,987

3 放射線等対策事業
・食材等の放射能含有検査費用　185千円

218 185 △ 33

合計 2,687,709 4,033,703 1,345,994



 

教 育 委 員 会 教 育 長 職 務 代 理 者 の 指 名 に つ い て 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定により、令和４年

１２月２２日付で教育長職務代理者を指名したので報告する。 

 

職   名 氏   名 

教育長職務代理者 宮 陽一 

 

 

 

富士見市教育委員会 

教育長  山口 武士 

 

 

 

報告事項（１）資料 
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令和４年１２月定例市議会の報告について 

 

１ 教育委員会に係る議案等の審議結果（原案のとおり、可決） 

 （１）令和４年度富士見市一般会計補正予算（第７号・第８号） 

《概要》 

・市立学校に在籍する児童生徒の学校給食費３か月分を無償にするもの 

・燃料価格高騰などに伴い、不足する電気料金及びガス料金を増額するもの 

・令和５年度予定工事に係る債務負担行為を設定するもの 

（２）公の施設の指定管理者の指定について 

《概要》 

・富士見市立図書館鶴瀬西分館の指定管理者を指定するもの 

 

２ 教育委員会に係る市政一般質問 

教育政策課 

《小泉 陽 議員》 

１．樹木等の管理について 

（１）剪定、伐採について 

《村元 寛 議員》 

１．教育政策について 

（１）鶴瀬小学校の駐車場の拡充等について 

（２）勝瀬中学校の校舎の維持管理等について 

 

生涯学習課 

《佐野 正幸 議員》 

１．読書活動の推進について 

（１）第４次富士見市子ども読書活動推進計画の策定に向けて伺う 

 

学校教育課 

《関野 兼太郎 議員》 

１．懸念される新型コロナウイルス感染症の第８波対策について 

（１）教育現場での現状は 

《根岸 操 議員》 

１．新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）第８波に向けての対応について 

①今後の取組について 

報告事項（２）資料 
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《田中 栄志 議員》 

１．災害に強いまちづくりについて 

（１）安全・防災教育の更なる推進を 

《小川 匠 議員》 

１．スポーツ施策について 

（１）今後の部活動の在り方について 

《加賀 奈々恵 議員》 

１．たばこ対策の推進について 

（１）未成年者への喫煙防止教育の充実を 

《村元 寛 議員》 

１．「健康長寿のまち富士見」の促進について 

（１）中学生ボランティアと地域の連携の促進を 

《熊谷 麗 議員》 

１．子どもたちの安全を守る取組について 

（１）現状と課題について 

 

教育相談室 

《深瀬 優子 議員》 

１．教育現場での「農福連携」の取組について 

（１）市立学校における「農福連携」の取組について 

（２）インクルーシブ教育を推進していく上で、「農福連携」の視点を取り入れ

ることについて 

《山下 淑子 議員》 

１．不登校支援について 

（１）本市の現状について 

（２）大阪府大東市不登校支援モデル「学びへのアクセス１００％」について 

（３）校内フリースクールの設置について 

（４）幼稚園・保育園との連携について 

（５）早期発見のための取組について 

 

鶴瀬公民館 

《佐野 正幸 議員》 

１．公共サービスの利便性向上について 

（１）公民館等のホームページについて伺う 

（２）公民館等の予約方法の改善を 

《関野 兼太郎 議員》 
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１．懸念される新型コロナウイルス感染症の第８波対策について 

（１）公共施設の様々な制限の解除についての考え方は 

 

《篠田 剛 議員》 

１．公共施設のトイレ環境向上について 

（１）公民館などについて 

 

学校給食センター 

《伊勢田 幸正 議員》 

１．学校給食について 

（１）牛乳の提供について 
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令和５年富士見市二十歳式の報告について 

 

１ 実 施 日 令和５年１月９日（月・祝） 

 

２ 会   場 市民文化会館キラリ☆ふじみ 

 

３ 内  容 

新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、市内６中学校区と特別支援学校を

２つに分け、２部制で開催。恩師のビデオメッセージは、来場者へ２次元コードを配

布し、令和５年２月２８日まで Youtube で限定公開とした。 
 

 ≪式典内容≫ 

・開式の辞（副市長） 

・式辞（市長） 

・来賓祝辞（市議会議長、県議会議員） 

・祝電披露（県知事） 

・二十歳の言葉（実行委員２人） 

・閉式の辞（教育長） 
 

  ≪対象、受付時間、式典時間≫ 

 

４ 対象者（案内状送付者）及び来場者 

 令和５年 令和４年(参考) 

対象者 

(※) 

男性 ５３３人 ５３７人 

女性 ５４４人 ５４０人 

合計 １，０７７人 １，０７７人 

来場者 
合計 ７８７人 ７６０人 

出席率 ７３％ ７１％ 

   ※令和 5 年はふじみ野市在住勝瀬中学校卒業生 17 人、令和 4 年は同 15 人を含む。 

 

５ 特記事項 

 ・ららぽーと富士見の協力により、店舗での割引が受けられるチラシを配布 

 

区分 対象 受付時間 式典時間 

第１部 

富士見台中学校区 

東中学校区 

西中学校区 

特別支援学校 

午前１０時００分から 
午前１０時３０分から 

午前１１時まで 

第２部 

本郷中学校区 

勝瀬中学校区 

水谷中学校区 

正午から 
午後０時３０分から 

午後１時００分まで 
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６ 当日写真 

 

司会 式典の様子 

二十歳の言葉 写真撮影スポット（体育館） 



第 36回富士見市地域・自治シンポジウム 概要 
   

１ テーマ 「子どもたちにつなぐ まちづくりのバトン」 

 

２ 日 時 令和５年２月２６日（日）１３：３０～１５：３０(１３時開場) 

 

３ 会 場 鶴瀬コミュニティセンターホール（鶴瀬公民館） 

 

４ 参加者 定員１００人（事前予約制） 

 

５ 趣 旨 

子どもの貧困問題をはじめ、児童虐待、ヤングケアラー、不登校の問題など、現代の

日本には、子どもに関するさまざまな問題が起きています。子どもたちを取り巻く環境

は決して良いものとはいえません。こども家庭庁の設置や令和５年４月１日施行のこど

も基本法の整備など、子どもたちの権利を守るための動きはありますが、年々、貧困率

や児童虐待相談件数などは増加の一途をたどっています。 

公民館でも子どもたちを対象とした事業を行ってはおりますが、このような課題に向

き合い、子どもの居場所づくりや子ども食堂に取り組んできた団体の方の実践例を伺

い、今後、公民館や地域で何ができるのか、「子どもたちを育むまちづくり」「次世代に

つなぐためのまちづくり」を考えるきっかけとします。 

 

６ 登壇者 

コーディネーター・基調講演（問題提起） 関根 健一 氏 

＊元水谷公民館地区公運審。ＫＴＴプロジェクト主宰者。過去２回の地域・自治シンポ

ジウムのコーディネーターを務めた。（ＫＴＴの意味①公民館を徹底的に使い倒そう

②このまちをとことん楽しむ） 

 パネリスト① 居場所サポーターズ CoCoいる 代表・本田 律さん 

＊社会福祉法人みずほ愛育会理事、NPO法人キーパーソン 21副代表も務める。 

 パネリスト② ミックスじゅーちゅ 代表・松尾 信悟さん 

＊南畑公民館地区公運審。「しんごパパ」として子どもの遊び場作り、遊び場作りをし

ている人たちを支援する活動をしている。 

 パネリスト③ ＮＰＯ法人わくわくみらい応援団 代表理事 古川 惣一さん 

＊ふじみ野市の元市Ｐ連会長。学習塾（進学塾クレア）を経営しながら、親父仲間とＮ

ＰＯ法人を立ち上げ、子ども食堂（わくわく食堂）も運営。 


