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    はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

１１１１    点検及び評価の背景点検及び評価の背景点検及び評価の背景点検及び評価の背景    

平成１９年６月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により（平成

２０年４月施行）、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況

について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表

しなければならないこととなっています。また、その点検及び評価を行うに当たっては、

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされています。 

柏崎市教育委員会は、法改正の趣旨にのっとり、効果的な教育行政の推進に資すると

ともに、市民への説明責任を果たしていくために、教育委員会事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価を実施しました。 

 

２２２２    点検及び評価の対象点検及び評価の対象点検及び評価の対象点検及び評価の対象    

評価対象の事務事業は、第四次総合計画（後期基本計画）の施策体系を基本に、平成

２５年度教育方針を踏まえ、平成２５年度に執行した事務事業のうち１３３事業を対象

として点検及び評価を行いました。 

 

３３３３    点検及び評価の方法点検及び評価の方法点検及び評価の方法点検及び評価の方法    

平成２５年度事業の評価は、教育委員会で事務事業の概要及び成果等を整理したもの

を、平成２６年７月３０日及び８月８日に教育委員会事務評価委員会で点検及び評価を

行いました。 

＜＜＜＜内部評価内部評価内部評価内部評価ランクランクランクランク＞＞＞＞    

［［［［ＡＡＡＡ］］］］    期待期待期待期待したしたしたした成果成果成果成果があがあがあがあったったったった    

［［［［ＢＢＢＢ］］］］    ほぼほぼほぼほぼ期待期待期待期待どおりのどおりのどおりのどおりの成果成果成果成果があったがあったがあったがあった    

［［［［ＣＣＣＣ］］］］    一定一定一定一定のののの成果成果成果成果があがあがあがあったったったった    

［Ｄ］［Ｄ］［Ｄ］［Ｄ］    成果成果成果成果がががが少少少少なかったなかったなかったなかった    

［Ｅ］［Ｅ］［Ｅ］［Ｅ］    期待期待期待期待したしたしたした成果成果成果成果ががががなかったなかったなかったなかった    

 

４４４４    学識経験者の知見の活用学識経験者の知見の活用学識経験者の知見の活用学識経験者の知見の活用    

点検及び評価に当たっては、その客観性を確保するため、教育委員会が行った内部評

価に対して、教育に関し学識経験を有する者で組織する教育委員会事務評価委員会に諮

問し御意見をいただきました。 

 

   

 



2 

    

総総総総        評評評評    

 

 平成２５年度に柏崎市教育委員会が執行した事務の内容及び内部評価について、柏崎市教

育委員会事務評価委員会として外部点検及び評価を行った。評価に当たっては、前年度評価

の検証、第四次総合計画、平成２５年度教育施策実施上の努力点及び市長マニフェストとの

整合性などをポイントとした。 

 その結果を以下のとおり総評する。 

 

 教育委員会の業務が広範にわたる中、平成２５年１２月に、「教育長及び教育委員会の権限

と責任の明確化」、「政治的中立性、継続性・安定性の確保」、「首長の責任の明確化」の３点

の視点から検討された教育委員会制度の改革について、中央教育審議会から文部科学省に答

申がなされたところである。また、地方教育行政に対するニーズは、今後もますます多様化

することが予想される。教育委員会として、これらの期待に応え、責任を持って取り組む姿

勢が大切である。 

 このような認識の下、教育委員会の事務事業について点検及び評価を行ったところ、予算

は適切に執行され、実施された事業はおおむね市民の期待に応える成果があったものと評価

した。また、教育委員会委員の活動も、現状把握や課題解決に向けて適切に行われているも

のと判断した。 

 なお、課題とされた事項については、改善に向けた取組を期待するものである。 

 項目別の評価等は、以下のとおりである。 

 

 

＜項目別の主な評価等＞ 

・ 教育委員会としての考え方や方針などを広く市民へ周知することを望む。 

・ 児童クラブの４年生の受入れなど、制度拡大への取組は評価できる。 

・ 児童クラブが適切に運営されるよう、十分な指導員体制を継続すべきである。 

・ 子育て支援室は、保護者に対して交流、相談等有益・貴重な機会を提供している。どの

地域の保護者でも利用しやすくなるよう、開設していくことを引き続き検討してもらいた

い。 

・ 子育てに不安を抱えている保護者に対して、先進事例も参考にしながら実践的なサポー

ト・支援を検討してはどうか。また、訪問指導・相談など継続した支援に、引き続き努め

てもらいたい。 

・ 子育て世代に対しての情報発信の工夫や事業の枠組みの検討が必要である。 

・ 児童への英語教育について、ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用しつつ、担任が主体とな

った授業ができるよう、指導力の向上を図る必要がある。 

・ デジタル教材について、全ての学校で成果が享受できるよう、更に活用推進に取り組む

ことを望む。 
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・ 教育センターで実施しているカウンセリングに加え、家庭訪問型のカウンセリングの実

施について検討してもらいたい。 

・ 自分自身の身を守ることについて、子ども、保護者、地域、学校で改めて考えることが

必要である。予防対策の一つとして、通学路の環境整備を今後も進めてほしい。 

・ 潮風マラソンは、地域とも連携を密にし、更にかしわざきのまち興しへつながるような

取組みや展開を期待する。 

・ ヤングカルチャーの全講座について保育サービスを実施したことは、評価に値する。 

・ 社会教育委員が地域で活躍できるような環境整備やＰＲを図ってもらいたい。 

・ 利用者が減少している施設について、その原因を分析し、改善・工夫することを望む。 

・ 市民スポーツ大会は、地域と連携を更に図り参加しやすい環境づくり、募集方法を検討

してもらいたい。 

・ チャレンジ夢クラブ西山に対して、今後も支援の継続を期待する｡ 

・ よい地域、よい学校をつくるために、学校、地域、家庭が更に連携・工夫しながら「と

もに歩む“地域の学校”」づくりを進めてほしい。 

 

 

平成２６年８月２５日 

 

柏崎市教育委員会事務評価委員会 

                        委 員 長  笹 川 吉 昭 

副委員長  矢 嶋 繁 子 

                        委 員  大 島 正 忠 

                        委 員  村 田 奈 緒 
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開催月 審　議　事　項　等

 ４月定例会

教育財産の用途廃止について、社会教育委員の委嘱について、財産の譲与について（建物）、教育財産の用途廃止について、体育施設設置及び管理に関する条

例の一部改正について、体育施設設置及び管理に関する条例に規定する体育施設のうち、教育委員会が管理するものに関する規則の一部改正について　ほか

 ５月定例会

教育財産の用途廃止について、学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱について、青少年育成委員の委嘱について、青少年育成センター管理運営規則の一部

改正について、私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について　ほか

 ６月定例会

教育センター運営委員の解職及び委嘱について、就学援助事業実施要綱の一部改正について、教育財産の用途廃止について、市議会６月定例会議一般質問につ

いて、附属機関等の設置、運営等の状況について、保育園の民営化に向けた取組について　ほか

 ７月定例会

市立学校設置条例の一部改正について、教育財産の用途廃止について、市立児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正について、保育所保育実施に関す

る規則の一部改正について、保育料減免要綱の一部改正について、かしわざきこども夢ぷらん推進協議会設置要綱の全部改正について　ほか

 ８月定例会

平成２５年度一般会計補正予算（第４号）について、教育長の権限に属する事務の一部を委任する規程の一部改正について、平成２４年度柏崎市教育委員会点

検・評価報告書について、公告式規則の一部改正について、私立保育所特別保育事業補助金交付要綱の一部改正について　ほか

 ９月定例会

教育委員会を元気館で開催した。子育て支援を実践している現場を視察し、施策について理解を深めた。

文化財保護審議会委員の委嘱について、市議会９月定例会議一般質問について、小中学校学区外就学許可状況（４月～９月）について、第４８回柏崎刈羽地区

児童生徒科学研究発表会の開催について、子育てハッピーアドバイス講演会について　ほか

 10月定例会

スポーツ推進審議会委員の解職について、予防接種事故災害補償規則の一部改正について、平成２５年度上半期の教育センター利用状況について、青少年のた

めの科学の祭典２０１３柏崎刈羽大会の開催について、博物館・ふるさと人物館の直営化に係る今後の予定について　ほか

 11月定例会

平成２５年度一般会計補正予算（第６号）について、公の施設の指定管理者の指定について（史跡・飯塚邸）、児童生徒の通学支援の基準緩和について、閉校

校舎等の現状と課題等について、教育財産の用途廃止について、博物館等運営懇談会の意見報告書について　ほか

 12月定例会

博物館及び柏崎ふるさと人物館の臨時開館の承認について、教育委員会組織規則の一部改正について、教育委員会職員宣誓規則の一部改正について、教育委員

会職員安全衛生管理規程の一部改正について、市立小・中学校管理運営に関する規則の一部改正について、全国学力・学習状況調査結果の公開について　ほか

 １月定例会

平成２５年度教育委員会表彰の答申について、教育委員会事務評価委員会設置条例の制定について、市立教育センター設置条例の一部改正について、青少年問

題協議会設置条例の一部改正について、子ども・子育て会議設置条例の制定について、市立児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正について　ほか

 ２月定例会

平成２６年度教育委員会予算について、平成２６年度教育施策実施上の努力点について、要保護児童対策地域協議会設置要綱の廃止について、指定児童発達支

援事業、放課後等デイサービス事業及び保育所等訪問支援事業苦情処理要綱の一部改正について、平成２６年度学校教育実践上の努力点について　ほか

 ３月定例会

教育委員会組織規則の一部改正について、教育委員会事務の補助執行に関する規則の廃止について、市立保育所規則の一部改正について、市立児童館設置及び

管理に関する条例施行規則の一部改正について、市立博物館設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について　ほか

 ３月臨時会 教職員の人事異動内示について

第１　教育委員会の会議及び委員の主な活動
第１　教育委員会の会議及び委員の主な活動第１　教育委員会の会議及び委員の主な活動
第１　教育委員会の会議及び委員の主な活動

１　定例会及び臨時会開催（定例会１２回、臨時会１回）

4
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　２　学校訪問

　　⑴　平成２５年　６月２７日（木）　　剣野、米山小学校　　　　　　　　　　　⑷　平成２５年１０月２２日（火）　　荒浜小学校、松浜中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵　博物館の市直営について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑶　生涯スポーツの振興・ニュースポーツの普及について

　　⑵　平成２５年　７月１６日（火）　　鯨波、大洲小学校、第三中学校　　　　　⑸　平成２５年１０月３１日（木）　　北条小学校、北条中学校

　　⑶　平成２５年１０月　９日（水）　　鯖石小学校、第五中学校

　４　市長との懇談会

　　 　平成２６年１月２８日（火）　　　 ⑴　特色ある高校教育の在り方について

　３　ともに歩む“地域の学校”づくり懇談会

　　　　⑶　平成２５年１０月３１日（木）　西山中学校区（二田小、内郷小、西山中）

　　　　⑴　平成２５年１０月２２日（火）　鏡が沖中学校区（枇杷島小、半田小、鏡が沖中）

　　　　⑵　平成２５年１０月２９日（火）　第三中学校区（大洲小、剣野小、鯨波小、米山小、第三中）

１ 学校訪問の趣旨

⑴ 学校訪問を通して、学校の現状や課題、小中一貫教育の取組等を把握し、教育行政に役立てる。

⑵ 学習活動の参観や教職員との懇談等を通して、教育実践の高揚を図る。

２ 訪問の概要

授業や集会等の児童生徒の教育活動の参観、校長による学校運営説明、教職員との懇談、教育委員指導など

１ ともに歩む“地域の学校”づくり懇談会の趣旨

⑴ 懇談会を通して、中学校区の教育の現状や課題、小中一貫教育・柏崎方式、柏崎の教育３・３・３運動の取組等を把握するとともに、と

もに歩む“地域の学校”づくりを推進するための熟議（熟慮と議論）の契機とする。

⑵ 学校と家庭・地域とが連携するための課題やニーズを把握し、ともに歩む“地域の学校”づくりの実現に向けた環境整備等の支援を行う。

２ 概要

学校運営や教育活動の説明、グループに分かれての意見交換など

３ 参加者

ＰＴＡ役員、地域の団体役員・保護者・住民、校長・教頭等、教育委員、教育委員会職員

5
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教育の現状をよく把握し、全体として適切に実施されていると認められる。

・教育委員会としての考え方や方針などを広く市民へ周知することを望む。

　     ５月：新成人フェスティバル、市政功労者審査会

　　　 ６月：青少年育成市民会議総会

       ７月：ぎおん柏崎まつりマーチングパレード、市政功労者表彰式

       ８月：中高生と大人の座談会、わたしの主張柏崎・刈羽地区大会

　　　 ９月：柏崎トライウォーク、綾子舞現地公開、柏崎刈羽特別支援教育親善運動会、社会同和教育市町村巡回研修会

　 　１０月：第５６回柏崎市美術展覧会表彰式

     １１月：北条小学校竣工式典、綾子舞伝承学習発表会

    　 １月：新年賀詞交換会、青少年健全育成市民大集会

    　 ２月：教育委員会表彰式、柏崎の教育を語る会

    　 ３月：中学校卒業式、小学校卒業式、退職教職員辞令交付式

【項目別の主な委員評価等】

　６　その他委員の業務

  　   ４月：教職員辞令交付式、教育委員会招集校長会

　５　研修会

　　　平成２５年７月１９日（金）　会場：新発田市　新潟県市町村教育委員会連合会定期総会・研修会　　　研究発表・情報交換など

　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者）中村委員長、増田委員、山﨑委員、藤林委員、大倉教育長

6
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第２　教育委員会の事務の管理及び執行状況

第２　教育委員会の事務の管理及び執行状況第２　教育委員会の事務の管理及び執行状況

第２　教育委員会の事務の管理及び執行状況

１　安心して産み育てる環境づくりの推進

１　安心して産み育てる環境づくりの推進１　安心して産み育てる環境づくりの推進

１　安心して産み育てる環境づくりの推進

　　【

　　【　　【

　　【第四次総合計画

第四次総合計画第四次総合計画

第四次総合計画・

・・

・後期基本計画

後期基本計画後期基本計画

後期基本計画における

におけるにおける

における施策

施策施策

施策の

のの

の方針

方針方針

方針】

】】

】

⑴

⑴⑴

⑴　社会全体での子育て支援

　社会全体での子育て支援　社会全体での子育て支援

　社会全体での子育て支援

【

【【

【主要施策

主要施策主要施策

主要施策の

のの

の基本方向

基本方向基本方向

基本方向】

】】

】

○

●

○

●

○

●

新かしわざきこども夢ぷらん（柏崎市の子育

て支援を総合的・計画的に取り組むため策定

された次世代育成支援対策推進法に基づく行

動計画）の円滑な推進のため、かしわざきこ

ども夢ぷらん推進協議会を開催した。

かしわざきこども夢ぷらん推進協

議会経費

［子ども課］

市が実施を継続することの是非や民間企業等が実施する場合の

支援の有無を含めて検討する必要がある。

A

かしわざきこども大学事業

［子ども課］

9,716

独身男女に出会いの場を提供するため、かし

わざきめぐりあい事業実行委員会（代表者柏

崎商工会議所、構成員柏崎農業協同組合）に

事業を委託し、クッキング婚活など４回の事

業を実施した。男女167人が参加し、28組の

カップルが成立した。

1,500 結婚に向けた足掛かりを作り、成婚実績を高めることができ

た。

結婚活動応援事業

［子ども課］

1,500

※は３８ページに解説があります。

○＝成果　　●＝課題

成果と課題

評価

ランク

①  行政・地域・企業の連携による一体的な取組を進め、働きながら子育てができる環境づくりを構築する。

②  親子の健康づくりを進めるため、母子保健事業と早期療育事業の支援体制や、母子の健康確保と育児不安や養育不安の軽減に向けた相談体制を充実する。

予算額

（千円）

事業概要・実績事務事業名

かしわざき子ども育成基金を活用し、子ども

たちの生きる力を育むことなどを目指して、

東洋大学陸上競技部酒井俊幸監督講演会やこ

どもの笑顔創造プロジェクトなど全８コース

を実施し、地域の人々も含め約8,000人が参加

した。

7,875

3,099

ア　地域及び事業所による子育て支援の充実

決算額

（千円）

・　地域による子育て支援に取り組むため、子育て支援室の運営を充実するとともに、地域の子育て支援団体や関係機関などとの連携を進める。

・　企業に対して産前・産後休暇や育児休業を取得しやすい環境を整備するよう協力を求める。

・　子育て支援システムを有効に活用するため、市民、コミュニティセンター及び事業所に対して、ファミリー・サポート・センター事業の紹介と、利用促進を

　働きかける。

事業内容を検証し、参加者ニーズを把握しながら、必要に応じ

て事業を見直す必要がある。

A

26年度をもって計画期間が終了するため、27年度からは子ど

も・子育て支援事業計画に引継いでいく必要がある。

子どもの医療費助成の対象を拡大するなど、後期行動計画４年

目の25年度に実施した事業の確認とその評価を行い、児童福祉

の推進を図った。

A

学校や家庭だけでは体験できない様々な活動を通し、子どもた

ちの生きる力を育んだ。

2,369

7
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○

●

○

●

○

●

○

●

1,346,019

15,500

決算額

（千円）

支援室での交流や相談・情報提供により、未就園児を持つ保護

者の子育て不安の解消に寄与した。

仕事と家事・育児等の家庭生活を両立させる

ため、子どもの預かりや送迎等の援助活動に

関する依頼会員と提供会員相互の活動の調整

や子育て支援情報の提供を行った。

利用実績

　　　提供会員38人　依頼会員223人

　　　依頼・提供会員11人

延べ活動回数　680回

申込みやすさがある反面、キャンセルも多い。児童数の減少や

保育園一時預かりの普及により利用者数は変動しているが、情

報発信により更なる周知を図る必要がある。

途中入園する児童に対応する職員（非常勤職員、パート職員）

の確保が難しい。

入園児童が減少している保育園の統廃合を検討する。

平成27年4月から施行される子ども・子育て支援新制度に向け、

繰越財源にて新システムの構築が必要である。

1,379,645

公立保育園18園で計1,178人、私立保育園11園

で計1,096人、合わせて2,274人の０歳から５

歳までの保育に欠ける児童を保育又は措置委

託した。

（平成26年度に5,712千円を繰越し）

安心して子どもを生み育てられる環境整備を図るとともに、い

わゆる待機児童というものがない状態を継続することができ

た。

A

開設時間を１時間早め、預かり時間延長により利便性が向上し

た。前年度比132％の利用につながり、保護者の子育て支援に寄

与した。

保育園措置事業

［子ども課］

・　障がいを持つ児童の保育を進めるため、民間保育園や幼稚園への受入れ支援を充実する。また、公立保育園については、３歳未満児受入れのための乳児室な

事業概要・実績 成果と課題

○＝成果　　●＝課題

評価

ランク

事務事業名

ファミリーサポートセンター事業

［子育て支援センター］

活動の周知と提供会員の増員に努めるとともに、提供会員のレ

ベルアップを図る。さらに、依頼会員の多様化するニーズに対

応困難な事例もあるため、インフォーマルサービスも含めた

コーディネート機能が求められる。

地域子育て支援交流施設運営事業

［子育て支援センター］

9,916

　討する。

A

予算額

（千円）

保育園子育て支援室において、未就園児を持

つ保護者が身近な地域で安心して子育てでき

る場を提供するとともに、随時相談等を実施

した。新たに北鯖石保育園に支援室を開室し

た。（ほか柏崎、比角、西部、北条、にしや

ま子育て支援室）

延べ利用者数　15,006組　31,708人

相談件数　808件

A

イ　多様な保育サービスの確保

支援室開設の検討及び地域との交流を促進していく必要があ

る。

仕事と子育ての両立や、家事・育児等の家庭生活の負担軽減な

ど子育て支援が図られた。

15,500

・　子育てと仕事の両立を支援するため、保護者のニーズに応じた早期保育や延長保育を拡充する。また、民間保育園で実施する夜間保育などに対する支援を検

　どの施設を改修する。

柏崎ショッピングモール内に一時預かり施設

（ちびっ子館）を設置し、街中の子育て支援

の場として短時間一時預かり保育を実施し

た。

開設時間　9：00～17：30

預かり時間　5時間まで

利用実績　延べ利用者数　853人

2,424

9,576

2,465

A

子育て支援一時預かり事業

［子育て支援センター］

8
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○

○

○

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

松波保育園を移転改築するための用地を確保する必要がある。

A

0

私立幼稚園施設整備補助事業

［子ども課］

45,000 柏崎カトリック白百合幼稚園の園舎の全面改

築工事に補助する予定であったが、工事の遅

れにより26年度へ全額繰越となった。

改築工事に着手し、仮設園舎にて幼児教育を実施した。

保育園整備事業

（H24繰越事業）

［子ども課］

9,856

アスベストの使用面積が広かったことや豪雨により解体工事に

手間取ったため、26年度に事業を繰り越し、26年7月末の完成を

目指す。

A

入園児童が減少しているため、保育園整備計画に基づき統廃合

を検討する必要がある。

へき地保育園運営費

［子ども課］

39,063

私立保育園建設費補助金

［子ども課］

私立保育園特別保育事業補助金

［子ども課］

6,667

評価

対象外

64,620 63,559

A

A

保育園を安定的に運営するため、現在借地している施設用地を

買収する必要がある。

146,605

私立幼稚園への入園児童数が減少する傾向にあることから、よ

り充実した補助制度等の拡充を国に働きかける必要がある。

A

保育士の確保などにより、保育環境の向上が図られた。

私立保育園が実施する一時保育や延長保育、

障害児保育などの特別保育事業に補助金を交

付した。

保育園独自の子育て支援の取組により、安心して子どもを生み

育てられる環境づくりが図られた。

私立保育園（はらまち、こみの保育園）の施

設整備に係る借入金元利償還金に対して補助

金を交付した。

施設の整備により、より安全で快適な保育環境の充実が図られ

た。

私立保育園11園の運営に係る経費の一部を補

助した。

52,173

9,311

38,750

6,441

北鯖石保育園の園舎が老朽化したため、平成

24年度から25年度までの継続事業で改築工事

を施行し、外構工事、支援室建設工事が完成

した。

私立幼稚園関係経費

［子ども課］

病後児保育は、柏崎総合医療センターに委託

し、延べ39人が利用した。

病児保育は、新潟病院で実施している事業に

補助金を交付し、延べ680人が利用した。

9,692 8,505 柏崎、松波保育園の耐震診断を実施した。 耐震診断の結果を受け、安全な保育環境を図るため、柏崎保育

園は耐震補強工事を、松波保育園は移転改築を決定した。

乳幼児健康支援デイサービス事業

［子ども課］

20,754

安心して子どもを生み育てられる環境づくりが図られた。

私立保育園建設資金元利償還金補

助金

［子ども課］

6,667

私立保育園運営補助金

［子ども課］

21,573

136,679

A

保育園整備事業

（H24・H25継続事業）

［子ども課］

A

病気の始まりから治るまで、また、回復期にある子どもを受け

入れる体制が整い、安心して子どもを生み育てられる環境の整

備が図られた。

私立幼稚園に就園する児童の保護者の経済的負担を軽減し、子

育て環境の整備が図られた。

A

A

私立保育園からの要望は多いが、財政的な課題もあり緊急度の

高いものから実施している。

施設の整備により、より安全で快適な保育環境の充実が図られ

た。

利用拡大に向けた広報等が必要である。

52,871

安心こども基金事業（保育所緊急整備事業）

補助金により、剣野、ふたば、なかよし保育

園の大規模修繕を行った。

上条保育園の２歳児から５歳児までの計15人

の児童を保育した。

9,696

保護者の経済的負担を軽減するため、私立幼

稚園の入園料及び保育料の一部を助成（国庫

補助事業）したほか、運営費や児童健診料、

障害児教育事業に対して補助金を交付した。

工事が平成25年8月に完成し、安全な保育環境の整備が図られ

た。
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○

●

○

●

○

●

○

●

　を踏まえ、関係機関と協力しながら段階的に進める。

10,766 10,428

子どもの健全育成のための環境整備等、期待した成果があるものと認められる。

・児童クラブの４年生の受入れなど、制度拡大への取組は評価できる。

・児童クラブが適切に運営されるよう、十分な指導員体制を継続すべきである。

・子育て支援室は、保護者に対して交流、相談等有益・貴重な機会を提供している。どの地域の保護者でも利用しやすくなるよう、開設していくことを引き続き検討しても

らいたい。

児童クラブの整備により、子どもの安全と子育て環境の充実が

図られた。

旧東部児童クラブの解体工事を実施し、荒浜

児童クラブ、田尻第二児童クラブ及び東部児

童クラブなどにエアコンを設置（入替え）し

た。

利用児童が増加している地域の施設整備を検討する必要があ

る。

A

【項目別の主な委員評価等】

子どもの遊び場施設整備補助金

［子ども課］

4,202 健全な遊びを通じた児童の体力増強と危険な

路上での遊びを防止するため、町内会等が実

施主体となって行う子どもの遊び場の整備事

業（用地取得、造成、遊具の取得及び修繕

等）15件に3,448千円の補助金を交付した。

放課後児童健全育成事業

［子ども課］

83,384 76,174

3,467

子育て支援の環境整備により、保護者の仕事と子育ての両立に

対する負担の軽減及び児童の健全育成が図られた。

・　放課後児童の受入れに対応するため、小学校を始め地域の社会資源の積極的な活用を含めて、放課後児童クラブの施設を整備する。

町内会が管理している遊び場の有効活用と安全対策が図られ

た。

A

児童館運営事業

［子ども課］

2,372 1,918 児童に健全な遊び場を提供することにより健

康を増進し、情操を豊かにするとともに、地

域組織活動の育成助長、児童の健全育成を図

るため、にしやま児童館を開設している。今

年度から児童館の魅力を高めるため、にしや

ま児童館交流事業を本格実施し、他の児童ク

ラブとの交流を図った。

10歳以上の児童の受入れを検討する必要がある。

・　指導内容を充実するため、指導員の研修会への参加や講習会の開催を進める。

児童にとってより魅力的な事業を展開するため、児童館として

の活動内容を検討する必要がある。

新たな事業に取り組むことで児童館の魅力を高め、児童の健康

増進と健全育成が図られた。

A

・　小学校４年生以上の児童や介助を要する児童の受入れ、小規模校での開設や安定的な運営については、「子ども・子育て新システム（※）」や地域のニーズ

○＝成果　　●＝課題

事業概要・実績 成果と課題

評価

ランク

A

ウ　放課後児童対策の充実

児童クラブ整備事業

［子ども課］

事務事業名

予算額

（千円）

決算額

（千円）

就労等により保護者が昼間家庭にいないおお

むね10歳未満の児童に対し、放課後や長期の

休みに適切な遊びと生活の場を提供してその

健全な育成を図るため、児童クラブを実施し

た。４年生の受入れについて検証するため、

３か所の児童クラブにおいて４年生の受入れ

の試行を行った。新たに小規模校区の米山地

区に児童クラブを開設した。

遊具の適正な管理による安全の確保について、実施主体である

町内会等に周知する必要がある。

10
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⑵

⑵⑵

⑵　親子の健康づくりの推進

　親子の健康づくりの推進　親子の健康づくりの推進

　親子の健康づくりの推進

【

【【

【主要施策

主要施策主要施策

主要施策の

のの

の基本方向

基本方向基本方向

基本方向】

】】

】

○

●

○

●

○

●

○

●

養育支援事業

［子育て支援センター］

41 0 双子や三つ子の世帯又は児童の養育に支障を

来している世帯を対象に、家事援助サービス

利用料の一部助成を行う養育支援事業を広報

等で周知し、訪問等で紹介した。

実績０件

参加者アンケートの満足度は高く、子育ての楽しさや喜びを感

じてもらう機会となった。

子育て支援ファイルの有効活用について、自立支援協議会で検

討した。

対象となる世帯を把握するとともに、事業の周知を図る。

また、対象者ニーズに対応できるように事業内容を検討する必

要がある。

事務事業名

子育てに不安や悩みを抱える親子を引き続き支援する必要があ

る。

ノーバディーパーフェクトプログラム（完璧な親なんていな

い）を活用した講座により、参加者の自己肯定感が高められ子

育て不安の解消につながり、講座終了後も仲間同士で自主的な

集いを持っている。

子育てピア・サポート事業

［子育て支援センター］

307 255 子育ての孤立化や虐待予防、親支援の目的か

ら子育てに不安や悩みを抱える保護者を対象

に、仲間同士がつながり、支え合うきっかけ

になるよう、グループワークを取り入れた

「楽しく子育て講座」を開催した。

２回開催（１コース６日間）参加者24人

成果と課題

・　産後うつや子育て不安への支援、虐待防止のため、要保護児童対策地域協議会で個々の課題を検討し、支援の仕組みづくりに取り組む。

評価

ランク

ア　母子保健及び早期療育の推進　　　　　

予算額

（千円）

決算額

（千円）

事業概要・実績

　社会との連携を強化する。

・　早期療育事業については、発達障がいなどの早期発見・早期療育に一層努める。

○＝成果　　●＝課題

・　全戸訪問を展開している「こんにちは赤ちゃん訪問事業」に、主任児童委員の訪問を組み入れ、相談や情報提供などの支援を充実し、乳児のいる家庭と地域

成長や発達に不安を持つ未就園児又は就学前

の子どもとその保護者を対象に、個々の状態

や要望に合わせた専門的な療育支援を実施し

た。

利用実人数

プレー教室44人、ことばの教室70人、さくら

んぼ教室44人、キッズサポート51人

早期療育事業

［子育て支援センター］

21,982

父親の子育て参加を意識した子育て講座を開催する。今後、地

域の子育て活動と連動、関係者と協働した子育て支援の取組が

必要である。

途切れない支援を目的に、プレー教室通室児を対象に、子育て

支援ファイルの活用を行う。

・子どもの健全育成及び子育て中の親支援を

目的として子育て講座や親同士の交流の場を

提供した。

子育てキラキラ講座　11回開催　397組参加

親子であそぼ　12回開催　929組参加

・子育て応援サイトで子育て情報を発信し

た。

・母子手帳交付時に子育て支援ファイルを配

布し、また、乳幼児健診では問診票の写しを

ファイルにつづるように周知した。

対象となる世帯があったが、相談・支援をする中で他の制度

（障害福祉サービス）を利用することとなったため、本制度の

利用はなかった。

E

A

現在実施及び計画をしている乳幼児の支援の仕組みについて、

市内の関係機関（保育園、幼稚園、民間事業所）への周知啓発

及び連携の強化をより一層進める必要がある。

A

A

様々な関係機関と連携しながら、途切れない専門的支援を実施

することにより、家庭や保育園・幼稚園における適正な療育指

導につながった。

21,596

子育て支援事業

［子育て支援センター］

1,410 1,163

11
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○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

未熟児養育事業

［子育て支援センター］

3,501 1,086 生まれた時の体重が2,000ｇ以下である未熟児

等に対して行う入院時養育医療費の一部を助

成した。

利用人数４人、養育医療給付延べ日数273日

必要な養育医療を受けることにより、未熟児の健やかな発育が

促された。

A

退院後の発育発達についても、健診・相談・訪問指導等できめ

細やかな支援をしていく必要がある。

１歳６か月児、３歳児健診の１人平均虫歯本数は県平均よりも

少なかった（24年度）。

134,678 対象者には個別通知を行い受診勧奨をした。未接種者には、乳

幼児健診や学校との連携により保護者に受診勧奨を行い、感染

症予防及び公衆衛生の推進を図った。

A

感染症予防及び公衆衛生の推進を図るととも

に、児童の健康保持のため、予防接種法に基

づき定期予防接種を実施した。定期予防接種

の県外接種者に償還払いを開始した。

予防接種事業

［子育て支援センター］

A

市内医療機関と情報交換を実施し、パパママセミナー、すくす

く広場を周知していく必要がある。また、参加者のニーズに沿

い、子育て情報の発信と相談の場を充実する必要がある。

安全安心な妊娠期・出産について、また、子どもの成長・発達

に応じた保健指導の実施により、健やかな妊娠・出産・子育て

の支援を図った。

A

引き続き、ホームぺージ、広報等により周知を行い、事業の継

続が必要である。

歯科保健事業

［子育て支援センター］

3,533 3,091 乳幼児歯科健診と保健指導及び歯科保健に関

する研修、啓発活動を実施した。

１歳６か月歯科健診　575人

３歳児歯科健診　646人

２歳児子育て歯科相談　309人

143,324

こんにちは赤ちゃん事業の対象者の全戸訪問を目指すため、医

療機関、地域（主任児童委員）と連携を図り実施することが必

要である。主任児童委員の訪問対象を拡大し、市外で里帰り出

産した産婦にも実施する。

母子訪問指導事業

［子育て支援センター］

5,073

食育推進計画及び歯科保健計画に基づいて、各種事業において

食育と関連して歯科保健の取組を引き続き推進する必要があ

る。

不妊治療助成事業

［子育て支援センター］

600 338 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医

療保険が適用されず高額な医療費が掛かる配

偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成

した。３夫婦、延べ５件を助成した。

不妊治療の経済的負担の軽減を図ることができた。柏崎地域振

興局と連携し事業の周知を行った。

A

予防接種の適切な運用のために、医療機関と情報共有し連携を

図りながら、接種対象者への周知と勧奨に努める必要がある。

A

A

母子保健相談事業

［子育て支援センター］

1,040

医療機関や関係機関と連携して、ハイリスク妊婦や未受診者及

び健診後の支援を確実に実施していく必要がある。

母子健康診査費

［子育て支援センター］

73,743 64,799 健やかに生み育てるために、妊婦健診の公費

助成と乳幼児健診を実施した。

・妊婦健診は公費負担14回、延べ7,132件（償

還払い含む。）

・乳幼児健診（４･６･９か月、１歳半、３

歳）受診者延べ3,025人　平均受診率96.2％

4,553 助産師を非常勤職員として採用し、母子手帳

交付から新生児訪問、助産師相談と連動した

助産師による保健指導を実施した。こんにち

は赤ちゃん事業として、助産師と主任児童委

員の訪問を実施した。

助産師訪問 産婦延べ565人 新生児・乳児延

べ615人（出生世帯に対し実施率95.5％）

主任児童委員訪問352世帯（26年3月末報告書

受理数）

721

助産師訪問では適切な指導や相談により、産婦の身体的・精神

的不安の解消につながり、適正な新生児育児の促しができた。

また、主任児童委員が訪問することで、子育て世帯と地域がつ

ながる機会となっている。

安全安心な妊娠・出産及び乳幼児の成長発達の確認、疾病の早

期発見に寄与した。また、個別支援が必要なケースの把握がで

き、早期療育や虐待予防につながっている。

母子の健康の保持増進と子育て支援や養育環

境を整備するため、出産に備えた両親と乳幼

児期の母子へ健康教育・相談を実施した。

・パパとママの子育てセミナー①②③各６回

開催、　延べ448人参加

・すくすく広場①②③各12回開催、延べ731人

参加

12



13

○

●

○

●

○

●

子どもの虐待防止事業

［子育て支援センター］

272

平成20年４月の児童福祉法の改正により、柏

崎市要保護児童対策地域協議会を設置し、児

童虐待や不登校などの要保護児童等の発生予

防、早期発見及び保護を図るため、情報交

換、支援体制整備及び啓発活動等を実施し

た。

代表者会議１回、実務者会議２回、進捗管理

会議４回、運営委員会３回開催

児童虐待の早期発見と適正な対応により児童

の健全育成と家庭支援を行うため、虐待防止

の啓発や関係者の資質向上のための研修会等

を実施した。また、複雑かつ困難な虐待対応

ケースが増えており、ケースへの対応につい

て、スーパーバイザーによる助言・指導・相

談を実施した。

・虐待防止全体研修会294人出席

・子育て相談（スーパーバイザー）6回

・個別ケース検討会議　122回

197

A

成果と課題

引き続き、児童虐待の早期発見と適正な対応に努める必要があ

る。

A

【項目別の主な委員評価等】

家庭における人間関係の健全化や養育環境の

適正化など児童の福祉の向上により健全育成

を図るため、家庭児童相談員を配置し、専門

性を持った相談や助言を行った。

・相談実人数112人　延べ相談件数2,990件

5,369 5,242

要保護児童対策地域協議会経費

［子育て支援センター］

227

イ　相談支援体制の充実

事務事業名

予算額

（千円）

385

相談件数の増加に対応するため、相談支援体制の充実を図る必

要がある。

引き続き、児童虐待の早期発見と適正な対応に努める必要があ

る。

児童虐待に関する関係者や一般市民の意識・関心は向上してお

り、早期の相談が増え、複数の関係機関の見守りや養育環境に

係る支援などにより虐待の防止につながっている。

A

虐待防止対応マニュアルの活用周知が図られ、関係機関との連

携強化により、学校・保育園等関係機関や地域からの相談が増

えている。

家庭における人間関係の健全化や養育環境の適正化に向けた支

援を行い、児童の健全育成に寄与した。

・　相談支援については、関連する幅広い専門職の機能をいかして、効率的に行う連携体制を構築する。

○＝成果　　●＝課題

決算額

（千円）

事業概要・実績

評価

ランク

おおむね期待した成果があるものと認められる。

・子育てに不安を抱えている保護者に対して、先進事例も参考にしながら実践的なサポート・支援を検討してはどうか。また、訪問指導・相談など継続した支援に、引き続

き努めてもらいたい。

・子育て世代に対しての情報発信の工夫や事業の枠組みの検討が必要である。

家庭児童相談室事業

［子育て支援センター］

・　地域での子育て支援体制を強化するため、要保護児童対策地域協議会の機能を強化し、情報交換会やスタッフ研修を充実するとともに、子育て支援室の支援

　機能を高める。
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２　地域との連携による学校教育の推進

２　地域との連携による学校教育の推進２　地域との連携による学校教育の推進

２　地域との連携による学校教育の推進

　　【

　　【　　【

　　【第四次総合計画

第四次総合計画第四次総合計画

第四次総合計画・

・・

・後期基本計画

後期基本計画後期基本計画

後期基本計画における

におけるにおける

における施策

施策施策

施策の

のの

の方針

方針方針

方針】

】】

】

⑴

⑴⑴

⑴　「柏崎の教育３・３・３運動」の推進

　「柏崎の教育３・３・３運動」の推進　「柏崎の教育３・３・３運動」の推進

　「柏崎の教育３・３・３運動」の推進

【

【【

【主要施策

主要施策主要施策

主要施策の

のの

の基本方向

基本方向基本方向

基本方向】

】】

】

○

●

○

●

④  幼稚園・保育園と小学校の連携や、「小中一貫教育・柏崎方式（※）」の推進及び中学校と高校の連携を進め、長い期間にわたり子どもの成長を支援する。

③　学校・家庭・地域の協働体制や、安全・安心な学校づくりと青少年育成活動を進めるとともに、特別支援教育推進体制及び教育相談体制を充実する。

①  学校・家庭・地域が協力して、子どもの豊かな心と生きる力を育む教育を進める。

　　充実させ、豊かな心を育む教育を充実し、特色ある教育、体力の向上に努める。

・　保育園や幼稚園から小中学校まで一貫性のある教育を展開し、「柏崎の教育３・３・３運動」の確実な定着を図るため、各地域コミュニティの理解・協力を

事務事業名

　得ながら啓発活動を進める。

決算額

（千円）

○＝成果　　●＝課題

成果と課題事業概要・実績

研究発表会の成果を引き継ぎ、人権教育、同和教育の小中高連

携を進める策を具体化していく必要がある。

A

子どもたちの健全育成のために、子どもたち

や学校はもちろん、家庭や地域の大人も一緒

になって運動に取り組んでもらうよう、市内

の関係機関や新入学園児・児童の保護者にポ

スター及び説明書を配布した。また、運動の

実践の場となる学校を支援する手段として奨

励金を交付した。

5,410

ポスターの見直しを進めるとともに、各種会議や会合におい

て、「３･３･３運動」の取組を情報発信することにより、家

庭・地域に対して更なる啓発を図る必要がある。

各学校において、動植物の飼育・栽培活動、あいさつ運動、読

書活動、地域の自然や文化に親しむ活動、ボランティア活動、

職業体験学習等の特色ある活動を、家庭・地域とともに計画的

に行うことで、子どもたちに思いやりの心や望ましい人間関係

育成の力を育むことができた。

5,460

人権教育研究指定推進事業

［学校教育課］

ア　豊かな心を育む教育の充実　　　　　　

人権意識を培うための学校教育の在り方につ

いて、荒浜小学校を研究指定校として連携・

協力し幅広い観点から実践的な研究を実施し

た(国の委託を受けた県が市へ再委託)。

着実な授業研究の積み重ねと計画的な研修により、児童の人権

感覚が豊かになり、教職員の専門性が高まっている。研修会へ

の参加者も、近隣の学校から全市へ広がりを見せた。また、小

中高連絡協議会も設置され、人権教育の系統性について連携が

深まっている。

⑤  耐震化・長寿命化など学校施設の整備と改善を計画的に進める。

A

　体験させる。また、友だちとの関わり方、集団や組織の中での行動の仕方などの学習を進める。

200

柏崎の教育３･３･３運動推進事業

［学校教育課］

240

予算額

（千円）

・　子どもの思いやりの心を育て、望ましい人間関係を築く力を育むため、奉仕活動や小動物の飼育、植物の栽培、絵本の読み聞かせや読書活動などを計画的に

評価

ランク

②  子どもに自然体験、生活体験、社会体験を積ませることで、感性・社会性・耐える力等が育まれるよう「柏崎の教育３・３・３運動（※）」の展開を一層

⑥  子どもの情報活用能力を育成するため、情報教育と情報環境の充実に向けて取り組む。

14
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○

●

○

●

○

●

科学技術教育事業

［教育センター］

3,477

イ　特色ある教育活動の推進

・　柏崎の特性をいかした教育を進めるため、地域の人材を活用した様々な教育活動を通して、地域の歴史や文化を知り、地域を愛し、誇りに思う学習を展開す

教職員研修事業

［教育センター］

・　児童生徒の学習意欲の向上や自ら学び考える力を伸ばすため、教職員の専門性や指導力の向上のための研修を更に拡充する。

教職員の資質・指導力・実践力の向上が図られることにより、

子どもの思考力、判断力、表現力が身に付くような授業改善が

進んだ。

5,998

新学習指導要領に準拠した内容で学校現場での多様なニーズに

応えるカリキュラム・教材、資料等や体系的な研修計画を作成

する必要がある。

研修・相談支援では教職員の指導力・実践力向上に貢献し、啓

発事業や出前講座、教材や器具の貸出しでは理科教育振興に貢

献した。

理科教育の重要性を感じている教職員の増加が見られる。

　る。また、花いっぱい運動や環境・エネルギー学習、国際理解・異文化理解教育など、それぞれの地域性をいかした特色ある教育活動を進める。

中学校での授業時間増に伴いＡＬＴ派遣のニーズが高まってい

るため、十分な訪問回数の確保が難しくなってきている。

5,595

27,916

決算額

（千円）

英語教育推進事業

［学校教育課］

事務事業名

3,539

柏崎刈羽地区の児童生徒の科学的な見方・考え方を育成するた

めの教職員研修の計画や、理科的活動の計画的な企画運営を進

める必要がある。

25,944

A

A

A

評価

ランク

①教職員への理科・生活科・総合・環境の専

門研修・相談支援等のため、研修会（25回、

受講者数404人）を実施した。また、教職員か

らの相談は296件であった。

②科学に対して親しみ、興味の醸成を図るた

め、科学の祭典等の啓発事業を６回（参加者

数6,760人）実施した。

③出前講座（31回）・教材機器等の貸出し

（92件）等を通じ学校・地域への支援を行っ

た。

現場で直接子どもの指導に当たっている教職

員の資質・指導力の向上によって子どもの姿

を変えていくために、先進的な活動をしてい

る講師を招き専門研修講座を実施した。ま

た、全国的に頻発しているインターネットト

ラブルに対応するため、情報モラル教育の充

実を図った。さらに、ともに歩む地域の学校

づくりの推進を目指し、「柏崎の教育を語る

会」を開催し、市内各層の教育に対する現状

と将来について意見交換等を行った。講座回

数147回（自主・共催を含む。）受講者数

3,535人

常勤５人、非常勤１人のＡＬＴ（外国語指導

助手）を配置し活用することにより、小学校

の外国語活動や中学校の英語授業で教諭との

チームティーチングなどを実施した。

○＝成果　　●＝課題

成果と課題

中学校では週に１回以上、小学校では月に１回以上のＡＬＴと

のチームティーチングが行われた。ＡＬＴとの様々な活動を通

して、英語のコミュニケーション能力の向上や異文化理解が図

られた。

事業概要・実績

予算額

（千円）

15
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○

●

○

●

○

●

・　地域の食文化の継承にも配慮し、供給可能な柏崎の農林水産物の提供により、子どもの健康の増進に努める。

学校や家庭、地域における食育に関する意識の向上を図ること

ができた。学校給食を通して、望ましい食生活の確立、バラン

スの取れた食事の実践、地域の食文化の継承など食育の推進を

図ることができた。

健康の保持増進のため、学校医等とより一層の連携が必要であ

る。

学校保健安全法に基づいて、学校医、学校歯

科医による児童生徒等の健康診断及び保健指

導を行った。また、学校薬剤師による学校施

設の環境衛生管理を行った。

予算額

（千円）

成果と課題

小中学校教科書改訂に伴って、指導用教科書

準拠のデジタル教材を購入した。

・小学校社会科地図帳

・中学校技術家庭科

評価

ランク

デジタル教科書を活用した授業を行うことで、児童生徒の興

味・関心を高め、分かる授業づくりにつなげることができた。

A

地場産物を学校給食や児童生徒の食育に活用するためには、安

定的な供給が求められる。関係機関との連携を強化していく必

要がある。

学校医報酬等

［学校教育課］

事務事業名

①「食育フォーラム2014」を学校教育課、子

ども課と合同で開催し、学校と家庭、地域、

関係機関から約130人の参加があった。

②「給食だより」を活用して保護者に食に関

する情報を提供した。

③「全市一斉地場産給食デー」において地場

産野菜の活用と学校へのＰＲを図った。

A

決算額

（千円）

事業概要・実績

デジタル教科書活用研修の内容の充実を図り、各学校での使用

頻度を高めて、分かる授業づくりにいかしていく必要がある。

32

A

ウ　体力の向上と食育（※）の推進

食育推進事業

［教育総務課］

［学校教育課］

6,528

　り、「早寝・早起き・朝ごはん運動」などを進める。食育に関して全教科活動で取り組むとともに、啓発活動を展開する。

○＝成果　　●＝課題

・　児童生徒の心身のバランスの取れた成長を目指して、「１学校１取組」運動を進める。また、望ましい生活習慣の確立のため、学校・家庭・地域の連携によ

教材整備事業(学校教育課)

［学校教育課］

20,248 健康診断により、疾病の早期発見、早期治療及び予防の充実が

図られた。また、感染症予防や保健指導等で健康意識の高揚が

見られた。

20,971

6,750

36

16
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○

●

○

●

○

●

○

●

9,037

【項目別の主な委員評価等】

1,321

検診費

［学校教育課］

9,992

1,391 検査を適切に実施し、学校薬剤師の指導助言を受け、学習環境

を整備することができた。

学校保健管理事業

［学校教育課］

500

歯周疾患の増加傾向に伴い、学童期から歯周疾患予防やブラッ

シング、食習慣も含めた生活習慣の改善に向けた継続的な指導

が必要である。

環境衛生検査手数料

［学校教育課］

小中学校において、児童生徒への歯科保健活

動に関する指導を69回実施した。

1,472 学校での健康診断や健康教育に必要な消耗品

を購入した。日本スポーツ振興センターの災

害給付の適用にならない場合に対応するた

め、学校災害補償保険に加入した。

1,304

歯科衛生士を活用した歯科保健指導の要望は多く、歯科衛生士

を派遣してむし歯予防、歯肉炎予防に積極的に取り組むことが

できた。

期待した成果があるものと認められる。

・児童への英語教育について、ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用しつつ、担任が主体となった授業ができるよう、指導力の向上を図る必要がある。

・デジタル教材について、全ての学校で成果が享受できるよう、更に活用推進に取り組むことを望む。

使用頻度の高い検診器具や保健教材は補充や交換が必要であ

る。また、健康教育で使用するビデオ教材を、順次ＤＶＤ教材

等へ交換していく必要がある。

むし歯予防対策費

［学校教育課］

513

設備等の整備、改善だけでなく、設備の適正な使用方法につい

て指導を加えていく必要がある。

A

A

検診や健康教育に必要な器具・教材等を整備し、保健指導等に

いかすことができた。健康教育では外部講師への期待も大き

く、外部講師による現状を踏まえた専門的指導は、児童生徒及

び教職員の健康意識の向上に有効であった。

健康診断の実施だけでなく、事後の保健指導（受診勧奨を含

む。）や健康教育をより充実させる必要がある。

学校保健安全法に基づいて、児童生徒及び教

職員の健康診断を実施した。

疾病の早期発見、早期治療を行うことができた。

A

学校保健安全法に基づいて、学校施設の環境

検査を実施した。

A

17
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⑵

⑵⑵

⑵　地域と連携した推進体制の構築

　地域と連携した推進体制の構築　地域と連携した推進体制の構築

　地域と連携した推進体制の構築

【

【【

【主要施策

主要施策主要施策

主要施策の

のの

の基本方向

基本方向基本方向

基本方向】

】】

】

　ら実施校の増加を目指す。

○

●

○

●

○

●

新潟県補助事業（国間接）「学校支援地域本

部事業」を第一中学校区で実施し、学習の応

援ボランティア、教育環境整備、キャリア教

育推進、地域ぐるみ挨拶運動、地域活動推進

などに取り組んだ。２６年度から全中学校区

で実施できるよう準備を進めた。

評価

ランク

A

第一中学校区での取組を実施検証しながら、全中学校区に拡大

するための予算編成やコーディネーターの配置を検討する必要

がある。

A

B

事業概要・実績

ア　学校・家庭・地域の協働体制づくり　　

子ども安全安心ＣＡＰ事業（※）

［学校教育課］

事務事業名

300

予算額

（千円）

決算額

（千円）

・　放課後の安全な居場所づくりのための放課後子ども教室は、類似制度もあることから、国の施策や地域ニーズを踏まえつつ、関係機関と協議しながら進める。

○＝成果　　●＝課題

コーディネーターの働きかけにより、地域の方が学校の授業や

各種活動、教育環境の整備を積極的に支援しようとする協働体

制が出来上がった。全中学校区で実施するための準備が整っ

た。

296

2,676

事業概要・実績

小学校５校の２年生児童、保護者・教職員を

対象に、子どもに、いじめ・虐待・痴漢・誘

拐・嫌がらせ等の様々な暴力から自ら身を守

る能力を育てるためＣＡＰワークショップを

行った。

・　保護者や地域住民と連携した児童生徒の安全確保に向けた取組を進め、地域の各組織や警察と協働した防犯パトロールなど、子どもを守る市民活動を全小中

放課後や週末等に子どもたちの安全安心な居

場所を設け、地域の方々の参画を得て学習や

スポーツ･文化活動、地域住民との交流活動等

の取組を実施し、延べ9,340人の児童が参加し

た。

成果と課題

輪番で実施しているため、ワークショップを受けることができ

ない児童・保護者が出てしまう。抜本的な見直しが必要であ

る。

1,010

予算額

（千円）

放課後子ども教室推進事業

［子ども課］

　また、地域の人材を活用しながらその運営を進める。

　学校区で展開していく。また、児童生徒が自ら自分の身の安全を守る資質、能力を育てていく活動を計画的に実施していく。

事業を継続又は充実するため教育活動サポーター（安全管理業

務、学習指導業務）の確保が必要である。

学校地域支援本部事業や児童クラブとの連携を検討する必要が

ある。

評価

ランク

決算額

（千円）

成果と課題

・　学習の応援ボランティア、教育環境の整備、キャリア教育の推進、地域ぐるみ挨拶運動などの学校支援活動については、学校・家庭・地域の連携を図りなが

860

イ　安全・安心な学校づくりと青少年育成活動の推進

市内４地区において実施し、学習、文化活動、スポーツなどを

通して児童の健全育成に寄与した。

3,418

学校支援地域本部事業

［生涯学習課］

○＝成果　　●＝課題

児童に自分の安心・安全を守る方法を身に付けさせることがで

きた。ワークショップが効果的だったという保護者の声も多

かった。平成20年から実施し、平成25年度をもって全小学校が

２巡目を終了した。

事務事業名

18
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○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

5,855

・　特別な支援を必要とする児童生徒について、多様化したニーズに柔軟に対応するため、介助員や指導補助員などの配置を進めていくとともに、教職員の研修

５人の「心の教室相談員」を県のスクールカ

ウンセラーが配置されていない中学校６校に

配置し、生徒の悩みに対する相談等を行い、

安定した中学校生活が送れるように支援し

た。

74,733

児童生徒数が減少する中で、対象者が増加している。

青少年健全育成事業

［青少年育成センター］

5,978

　や就学指導の充実などを進める。

小中学校に15人の指導補助員を配置し、学習

指導、生徒指導等の充実に向けた支援を行っ

た。

指導補助事業

［学校教育課］

評価

ランク

関係機関・団体と協力、連携しながら育成活動、社会環境浄化

活動、啓発活動等をすることで、青少年の非行・被害の抑止に

つながった。

決算額

（千円）

前年度より２人増員された。しかし、今後更に個に応じた指導

が求められ、指導補助員を必要とする学校は増加している。そ

れに対応していく必要がある。

就学奨励費

［学校教育課］

A

保護者の経済的な負担軽減により、特別支援学級在籍児童生徒

の就学環境を整えることができた。

4,324

33,851

A

ウ　特別支援教育及び教育相談体制の充実　　

事務事業名

・　教職員や児童生徒に対しての学校訪問や教育電話相談に継続して取り組む。

A

34,379

携帯電話やインターネット等の普及により、子どもたちの外で

の活動が一層減り、屋外での姿が見えにくくなっており、関係

団体間の緊密な連携と地域との情報の交換等が一層重要であ

る。

児童生徒数が減少する中で、対象者が増加している。

個別の指導や対応を必要とする児童生徒が増加している中、指

導補助員の配当によってチームティーチングや個に応じた指導

など、きめ細かな教育活動が有効に行われ成果が上がってい

る。

1,269

予算額

（千円）

悩みを持つ生徒との相談活動を行い、教職員や関係機関との仲

立ちをすることで問題を解消することができた。

1,272

特別支援学級在籍児童生徒に対して、学校で

の必要経費の一部を支援した。

A

青少年の健全な育成のために、関係機関・団

体等と連携し、育成活動（育成委員77回、Ｐ

ＴＡと合同４回、街頭での広報１回２か

所）、中高生と大人の座談会、環境浄化活動

（社会環境実態調査の実施）、啓発活動（私

の主張柏崎・刈羽地区大会の共催、「育成

座」による公演）等を行い、非行・被害防止

活動に努めた。

経済的理由で就学が困難な児童生徒に対し

て、学校での必要経費の一部を援助した。

○＝成果　　●＝課題

成果と課題事業概要・実績

4,721

A

就学援助費

［学校教育課］

75,526 保護者の経済的な負担軽減により、児童生徒の就学環境を整え

ることができた。

学校により生徒の実態や活用状況が違うため、学校ごとの実施

回数を調整していく必要がある。

中学校心の教室相談員事業

［学校教育課］
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○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

通級指導教室事業

［学校教育課］

288

特別支援教育事業

［学校教育課］

臨床心理士及び相談員が、不登校、発達障害

等の児童生徒及び保護者に対して専門的な相

談支援を行った。面接相談（就学相談、教育

相談等）は211人に延べ678回行い、小中学生

の軽度発達障害児を対象にソーシャルスキル

トレーニング（※）を45回行い、252人が参加

した。

発達障害を持つ児童生徒の授業不適応・問題行動の指導対応に

関する助言が増えてきており、特別支援教育関連事業との緊密

な連携が必要である。

通級指導に必要な教材、専門書、検査用紙等の購入をすること

ができ、専門的な指導・支援に活用することができた。

特別支援学級介助事業

［学校教育課］

特別支援学級を設置する小中学校のうち、小

学校15校、中学校１校に計26人の介助員を配

置し、特別な教育的支援を必要とする児童生

徒の自立に向けた介助や学習活動等の支援を

実施した。

17人の通級児童生徒のうち、15人が学校復帰（完全復帰・部分

復帰）することができた。

特別な教育的支援を必要とする児童生徒の適正な就学の判断及

び支援の方策が具体的かつ計画的に進められた。

ふれあいルーム推進事業

［教育センター］

494

言語障害通級指導教室（柏崎小３教室）、難

聴通級指導教室（柏崎小１教室）、発達障害

通級指導教室（大洲小・荒浜小・第一中各１

教室）に対して、指導に必要な書籍や教材等

の購入の支援をした。

A

4,609

学校訪問による、各学校の問題事例について

の実態把握と対応への協議を行い、教職員に

指導、助言を行うため、相談員が98回学校訪

問をした。

289

教職員をサポートすることにより、学校における問題行動や学

級経営困難事例などの解決に協力ができた。

A

不登校への適応指導について、関係機関と連携を図りながら検

討する必要がある。

発達障害等への理解が進んでいること、特別支援学級に在籍す

る児童生徒の障害の程度や様子が様々であること等から、学校

での教育活動全般における個に応じた支援がこれまで以上に求

められている。

A

就学指導委員会を特別支援教育会議に改め、

特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生

徒の適正な就学について判断するとともに、

より丁寧に保護者面談や支援の方策について

検討した。

57,736

A

A

4,609

不登校等学校生活に適応できない児童生徒に

対して、集団生活への適応のための多様な体

験活動を通じて学校復帰のための支援を行う

ため、年間203日開級した。

不登校・いじめ対策事業

［教育センター］

カウンセリングルーム運営事業

［教育センター］

来談者に対して専門的見地からのサポートを行うことができ、

不登校の長期化予防、発達障害の二次障害の防止等につながっ

た。

通級指導教室通室児童生徒数の増加と多様化に伴い、今後も専

門書や教材等の購入が必要である。

57,094

1,941

5,644

A

家に引き籠もっていて来談に抵抗が強い不登校児童生徒に対し

て、家庭訪問型の相談支援を再導入するかどうかについて、改

めて検討が必要である。

特別な教育的支援を必要とする児童生徒の多様化、人数の増加

により、特別支援教育会議の在り方についての検討が必要であ

る。

介助員の配置によって、個に応じた介助や支援ができ、指導の

成果が上がっている。また、研修会の実施により、介助員の意

識や資質の向上がみられており、支援の充実につながってい

る。

391

5,696

1,942
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○

●

○

●

2,400

事業概要・実績

・　幼稚園・保育園と小学校の職員間での連携を図り、共同で研修を実施し、また、情報交換を行う機会の拡充に努める。

成果と課題

A

2,400

幼・保・小接続時における段差を減らし、ス

ムーズな就学を目指すため、幼・保・小の職

員の研修会を３回実施し、交流や情報交換を

行った。市内全小学校で、次年度入学予定児

童の保護者を対象に「子育て講座」を実施し

た。

幼・保・小連携事業

［学校教育課］

小中一貫教育で目指す子ども像を明確にして、基礎学力の定着

を図る取組、新たな不登校を生まないための取組、中学校区の

実態を踏まえた特色ある取組等において、各中学校区で具体的

な取組を進められた。

A

オ　「小中一貫教育・柏崎方式」及び中・高の連携教育の推進

評価

ランク

○＝成果　　●＝課題

「小中一貫教育・柏崎方式」推進事

業

［学校教育課］

290 229

予算額

（千円）

確実に事業が実施されており、期待した成果があるものと認められる。

・教育センターで実施しているカウンセリングに加え、家庭訪問型のカウンセリングの実施について検討してもらいたい。

・自分自身の身を守ることについて、子ども、保護者、地域、学校で改めて考えることが必要である。予防対策の一つとして、通学路の環境整備を今後も進めてほしい。

スマート入学プロジェクトを実施し、小学校入学時における具

体的な幼保小連携の在り方を考えた。市内全小学校で「子育て

講座」を実施し、小学校入学時の保護者の不安解消に努めた。

評価

ランク

　徒指導を充実する。

「小中一貫教育・柏崎方式」推進事業実施要領により、各中学

校区ごとに事業計画書を作成し、全教職員による取組を進める

中で、課題解決に向けた具体的な取組になるよう改善を図る必

要がある。

決算額

（千円）

事務事業名

予算額

（千円）

・　「小中一貫教育・柏崎方式」の実践を、家庭や地域の協力と連携を基に進める。

事務事業名

決算額

（千円）

○＝成果　　●＝課題

【項目別の主な委員評価等】

各中学校区の小中一貫教育の実態把握を行う

とともに、小中９年間を見通し、課題解決の

ために学習指導や生徒指導において、児童生

徒の発達段階に応じた一貫性ある取組を行っ

た。

事業概要・実績

スマート入学プロジェクト指定校の取組を冊子にまとめ、活用

を進める。接続時のカリキュラムの策定に努める。市内全小学

校の移行学級時に、「子育て講座」を実施し、保護者の意識啓

発を図る必要がある。

エ　幼・保・小連携の推進

・　児童生徒の心身の発達に対応するため、小学校から中学校へ、更には高校への円滑な接続を目指す。また、それぞれが情報の交換を密に行い、学習指導や生

成果と課題

・　園児と小学生の交流や園児の小学校での体験学習などの機会を増やす。
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⑶

⑶⑶

⑶　教育環境の整備と改善

　教育環境の整備と改善　教育環境の整備と改善

　教育環境の整備と改善

　

【

【【

【主要施策

主要施策主要施策

主要施策の

のの

の基本方向

基本方向基本方向

基本方向】

】】

】

○

○

●

○

●

○

●

○

○

○

○

○

15,330 統合により閉校となった旧石地小学校プール

の解体設計及び解体工事を行った。

プールの解体により、安全確保・環境整備が図られた。

A

跡地利用について検討を行う。

学校施設長寿命化事業

［教育総務課］

158,500 156,843 老朽化が進む鯨波小学校の大規模改修工事を

行った。

新道小学校の大規模改修工事の設計委託を

行った。

安全な教育及び学習環境が確保された。

A

グラウンド補修事業 （小学校）

［教育総務課］

11,100 10,966

小学校耐震補強事業

（H24繰越事業）

［教育総務課］

下水道・集落排水接続事業（小学

校）

［教育総務課］

9,600

26,670

予算額

（千円）

7,210 二田小学校・内郷小学校の下水道を、農業集

落排水に接続した。

安全で衛生的な教育及び学習環境が整備された。

A

北条小学校改築事業

（H24・H25継続事業）

［教育総務課］

旧石地小学校プール解体事業

［教育総務課］

・　児童生徒の安全性と、地域住民の避難場所を確保するため、全ての学校の耐震化に取り組むとともに、学校施設の長寿命化促進計画を策定し、計画的に校舎

事業概要・実績

統合により閉校となった旧門出小学校校舎・

プールの解体工事を行った。

44,026

1,025,670

958,115

柏崎小学校のグラウンド補修工事を行った。

比角小学校のグラウンド補修設計を行った。

屋外教育環境が整備された。

73,100

26,670

　の長寿命化を進め、安全な教育環境を維持する。

・　老朽化した空き校舎については、基本的に解体撤去を行うが、用途転換や土地の有効活用などの可能性について検討し、効果的な対応に努める。

安全で衛生的な教育及び学習環境が整備された。

施設整備事業（小学校）

［教育総務課］

半田小学校の耐震補強工事を行った。

学校施設の安全確保と学習環境整備のため、

校舎・体育館の移転改築を行った。

（校舎3,818㎡、体育館818㎡）

A

18,000

A

A

児童の安全と学習環境が確保された。

○＝成果　　●＝課題

評価

ランク

45,000 41,580 統合により閉校となった旧高浜小学校屋内体

育館・プールの解体工事を行った。

屋内体育館・プールの解体により、安全確保・環境整備が図ら

れた。

A

跡地利用について検討を行う。

ア　学校施設の整備と改善

北鯖石小学校の消火設備ほか、小学校施設の

改修工事を行った。

跡地利用について検討を行う。

旧門出小学校校舎解体事業

［教育総務課］

決算額

（千円）

事務事業名

4,3816,700

成果と課題

A

A

安全な教育及び学習環境が確保された。

校舎・プールの解体により、安全確保・環境整備が図られた。

旧高浜小学校屋体解体事業

［教育総務課］
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○

○

○

○

○

●

○

○

○

北条中学校改修事業

（H24・H25継続事業）

［教育総務課］

安全な教育及び学習環境が確保された。

第五中学校改築事業

［教育総務課］

169 48 第五中学校改築検討委員会で、改築に向けた

基本構想の作成を行った。

改築に関する地域の考え方がいかされた基本構想の作成を終了

した。

A

小中一貫教育・柏崎方式の推進のための教育環境の整備が図ら

れた。

給食設備整備事業（共同調理場）

［教育総務課］

グラウンド補修事業 （中学校）

［教育総務課］

3,000 2,780 鏡が沖中学校グラウンド補修工事の設計委託

を行った。

A

給食施設整備事業（共同調理場）

（Ｈ24繰越事業）

［教育総務課］

1,469 1,152 学校給食調理業務における衛生管理の向上の

ため、老朽化の著しい給湯設備の交換を行っ

た。

・給湯設備入替工事（北条調理場）

安全で衛生的な施設に整備された。

A

336,853

A

学校給食管理事業（単独調理校、

共同調理場）

［教育総務課］

南中学校グラウンド防球ネット及び東中学校

グラウンド防球フェンスの改修工事を行っ

た。

鏡が沖中学校の受水槽、消火設備の改修工事

を行った。

12,633

学校給食施設13か所（共同調理場９か所、単

独調理校４校）において学校給食を提供する

ため、調理や施設の維持管理を行った。

給食調理業務は、平成23年度から３年間の長

期継続契約により民間委託している。

12,591

給食施設整備事業（共同調理場）

［教育総務課］

翌年度の工事に向け、計画どおり実施設計を終了した。

A

28,038

A

32,600

大型調理備品が更新された。

14,665

業務の安定的・効率的な運営及び安全・安心な給食の提供が図

られた。

安全で衛生的な施設に整備された。

北条小学校改築に併せ、一部改修工事を行っ

た。

3,325 3,150

施設整備事業（中学校）

［教育総務課］

A

13,517

給食の安定供給と衛生管理の徹底を継続する。

A

340,052

文部科学省の学校給食衛生管理基準に沿った

共同調理場の施設設備の設計業務委託及び入

替工事を行った。

・機器入替工事設計業務委託（南部・中央第

２・北部調理場）

・給湯設備入替工事（北部調理場）

・調理室空調設備入替工事（中央第２調理

場）

・間仕切り設置工事（北部調理場）

作業効率と衛生管理の向上のため、耐用年数

が経過した大型調理備品を更新した。

・食器消毒保管庫　２台（中央第２調理場）
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○

●

○

●

教育情報支援事業

［教育センター］

6,200 6,200

成果と課題

決算額

（千円）

　能力を高め、情報社会の進展に柔軟に対応した情報教育の充実に努める。また、これに必要な環境を整えるため、関連機器の適切な更新とコンテンツの充実に

事業概要・実績

評価

ランク

教職員のＩＣＴ（情報通信技術）活用指導力の向上などに寄与

した。

○＝成果　　●＝課題

情報機器管理費

［教育総務課］

情報教育の更なる促進のため、整備の必要な機器の検討を行

う。

また、教員用パソコンの一斉整備から５年を迎え、計画的な機

器の更新が必要である。

校務の情報化に関わって教育情報システムの

円滑な運用を行い、教職員への情報の配信及

び情報機器等情報に関する理解と活用能力の

向上及びセキュリティに対する意識の向上を

図るため、情報教育講座（53回、受講者283

人）及び各種支援（119回、3,472人）を行っ

た。

予算額

（千円）

【項目別の主な委員評価等】

イ　情報教育と情報環境の充実

A

計画どおりに事業が実施されているものと認められる。

　努める。

事務事業名

・　教員に対する研修の充実やサポート体制の強化、主体的に取り組む教職員の増員、教育センターの機能強化などにより、教員の指導能力と情報ツールの活用

児童生徒用パソコン、教職員用パソコン及び

周辺機器の管理を行った。

老朽化した児童生徒用パソコンやサーバの入

替え等、情報機器の整備・更新を行った。

平成25年度から、市と同様の包括アウトソー

シングとすることで、情報機器の保有・保

守・管理を一体的に委託した。

A

個別の支援を更に充実することで、校務支援システム活用の学

校間格差を縮め、有効活用を推進する必要がある。

125,738 情報教育の促進及び校務の効率化に寄与することができた。ま

た、情報機器の整備・更新により、安定した情報教育環境を確

保することができた。

125,736
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３　生涯学習の推進による地域の教育力の向上

３　生涯学習の推進による地域の教育力の向上３　生涯学習の推進による地域の教育力の向上

３　生涯学習の推進による地域の教育力の向上

　　【

　　【　　【

　　【第四次総合計画

第四次総合計画第四次総合計画

第四次総合計画・

・・

・後期基本計画

後期基本計画後期基本計画

後期基本計画における

におけるにおける

における施策

施策施策

施策の

のの

の方針

方針方針

方針】

】】

】

⑴

⑴⑴

⑴　学習成果が生きる生涯学習の推進

　学習成果が生きる生涯学習の推進　学習成果が生きる生涯学習の推進

　学習成果が生きる生涯学習の推進

【

【【

【主要施策

主要施策主要施策

主要施策の

のの

の基本方向

基本方向基本方向

基本方向】

】】

】

○

●

○

・　生涯学習に対して多様化・高度化する市民ニーズに応えるため、学習内容を充実し、魅力あるものにする。このため、市内２大学との連携・協力による市民

事業概要・実績

②　学習成果が生きる生涯学習となるよう、多様化する市民ニーズに対応した魅力ある学習や、交流機会の提供、社会教育事業などを進めるとともに、生涯学習

①　いつでも、どこでも学べる生涯学習環境の整備と充実により、地域の教育力を高め、市民一人一人が生涯にわたり学ぶ喜びを感じ、共に行動することで、人

　　を図ることで、生涯学習環境の充実に努める。

予算額

（千円）

決算額

（千円）

768

　大学の充実や、寿大学講座・勤労青少年事業・子ども活動推進事業などを進めていくとともに、子育て世代を対象としたカルチャー講座の取組を検討する。

A

○＝成果　　●＝課題

1,427

より多くの方たちに学習機会を提供するため、引き続き開催時

間や講座内容等を工夫し魅力ある講座にしていく。

A

評価

ランク

　　間としての可能性を高め、社会づくりに積極的に関わっていく生涯学習社会を形成する。

・　子育て講座における学校や保護者と連携した取組の推進など、各講座の学習プログラムや交流機会の充実に努める。さらに、公民館利用登録団体などが主体

市民大学開設事業

［生涯学習課］

873

企画運営委員会を設け、初めて日中開催の講座を企画するなど

魅力ある講座づくりに努め、市民に様々な内容の学習機会を提

供することができた。

学習活動を通じて、シニア世代が楽しく生き

がいを持って地域社会の様々な活動に参加し

ていくことができるよう６講座を開設した。

・短期講座　　　６講座　119人

・特別講座　　　１講座　 52人

シニア世代向けの生涯学習講座として人気が高く、生きがいづ

くりの一つになっている。受講者同士の交流も深まり、サーク

ル化した講座が１講座あった。

特別講座「春のお祝い料理講座」は、１回講座として企画した

が、好評だったため同じ内容で３回に分けて開講した。

成果と課題

市民が幅広い知識を習得することにより、学

ぶ喜び・楽しみ・生きがいを発見し、地域社

会の活力につながるよう地元２大学と連携

し、柏崎の歴史文化及び今日的テーマなど高

度で専門的・多様な学習プログラムを提供し

た。

・前期 新潟産業大学・新潟工科大学公開講

座

　　　　　　　　　　　４講座　 99人

・後期　市民参加による企画運営講座

　　　　　　　　　　  ６講座  234人

938

ア　学習・交流機会の充実

　　を支える地域の人材や指導者の育成を進める。

事務事業名

　となり、学習成果の発表を行い、広く市民が生涯学習に触れることのできる仕組みづくりに努める。

シニアカレッジ講座事業

［生涯学習課］

③　地域と連携した生涯学習環境の整備と改善に向けて、老朽化した施設や設備の更新など生涯学習関連施設を充実するとともに、関連施設間のネットワーク化
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○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

日頃の活動成果を発表することの楽しさと喜びを感じ、さらに

は出演者同士の交流や新しい出会いの場となった。

市民プラザ以外で活動している団体からも参加を受け入れてお

り、独自で発表の場を持てない団体にも活用された。

出演団体が高齢化して減少傾向にあることから、今後は運営方

法等の検討が必要である。

柏崎公民館（市民プラザ）で舞踊や合唱など

の生涯学習活動に取り組んでいる社会教育団

体が一堂に会し、日頃の活動成果を発表する

場となっている。

・出演団体数　 33団体

・出演者数　　382人

・入場者数　　867人

ヤングカルチャー運営費

［生涯学習課］

新規の受講者を増やすため、テーマや内容を見直す必要があ

る。

450

1,500

潮風マラソン事業

［生涯学習課］

緑化美化事業

［生涯学習課］

5月19日に、第13回大会を開催した。

フルマラソン（定員1,300人）申込み1,365人

ハーフマラソン（定員1,000人）申込み1,056

人

ファンラン５Km（定員300人）申込み340人

ウォーク12Km  （定員250人）申込み249人

　　　　　　　　　　　　合計3,010人

新しいテーマを取り入れ、年齢枠を拡大したことで、新規受講

者の増加につながった。

テーマによっては講座が終了しても継続したいという要望があ

り、サークル活動へつなげることができた。

4つの種目24部門に、全国36都道府県から多くの市民ランナーが

参加する大会となり、申込者のうち市外のランナーが約４分の

３を占め、年々県内外の市民ランナーに人気の高い大会となっ

てきている。マラソン専門誌による大会評価ランキングも毎回

上位となっている。

初心者でも理解しやすい内容で、自宅で実践できる知識や技術

を提供することができた。

安定的・継続的な事務局機能を構築していくための事務のマ

ニュアル化等の工夫、検討が必要である。

303

A

A

2,879 2,499

361

A

地域で育む子ども育成事業

［生涯学習課］

花木の手入れ等についての知識・技能向上を

目指し、緑化美化事業の一環として講習会を

開催している。

・開催回数　　12回

・受講者数　 232人

全ての学校のＰＴＡで実施されるように働きかけが必要であ

る。

A

776

A

柏崎市小中学校ＰＴＡ連合会(市Ｐ連）と連携

して、「大人(親)が変われば子どもも変わ

る」を目指し、各ＰＴＡが主体となって行う

子ども育成事業を支援している。

・各校ＰＴＡ　　　　 　26回

・各ブロック・市Ｐ連　　7回

785

マナビィステージ開催事業

［生涯学習課］

450

豊かな体験活動や子ども同士の交流の場となっている。

ＰＴＡが主体となって、学校・地域・家庭が連携しながら事業

を実施し、子どもの育成に対する理解につながった。また、体

験型や参加型など内容も多様化している。

講座内容を工夫し、更なる受講者の拡大を図る。

1,500

生涯学習を通じて知識習得及び交流等を推進

するため講座を開設した。年齢枠を広げ、新

しい講座を開設した。また、全講座を保育

サービス対象とした。

・春期　　８講座　　・夏期　  10講座

・秋期　  21講座　　・冬期　　11講座

　（延べ申込人数　759人）

600 子どもたちの成長過程に必要と言われている

交流体験・創造・実践活動を実施した。

・こどもフェスタ   200人

・親子創作工房　　　81人

・子ども体験講座　 135人

・なぎさ体験塾　　　70人(柏崎市20人)

　（東村山市・小平市共催）

445

A

子ども向け講座では、様々な体験ができるように内容を検討す

る必要がある。

子ども活動推進事業

［生涯学習課］
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○

●

○

● 膨大な資料の中から適切な資料を選び出して提示したり、検索

をしたりするには、目録等の整備とともにレファレンス経験が

欠かせないため、人材育成を図る必要がある。

参考調査業務（レファレンスサービス

（※））

［図書館］

予算額

（千円）

事業概要・実績

生涯学習推進の審議に係る社会教育委員会議

の実施と各種研修会等への参加に係る経費で

ある。

・委員数　　　　　16人

・会議の開催回数　2回

395

A

決算額

（千円）

利用者の調査・相談に適切な資料や情報を提

供する図書館の重要業務の一つである。窓口

のほか、メールや文書での照会に1,592件対

応・回答した。

B

生涯学習推進後期基本計画に沿った具体的な事業が展開される

よう検証（実績評価等）が必要である。

・　図書館では多様な情報提供ニーズが高まってきているため、外部のデータベースサービスの導入を検討する。また、郷土資料のデジタル化や長期保存のため

利用者からは所蔵資料の豊富さ、目録整備、ホームページ情

報、職員対応等に評価を得ている。また、ホームページへの掲

載情報も充実させ、遠方からの照会に結び付いている。

　の表具などを行い、資料の活用と保存とを両立しながら、多様な情報提供を進める。

－ －

評価

ランク

　の連携など、学習機会を提供する事業を進める。

成果と課題

699

○＝成果　　●＝課題

イ　社会教育事業の推進

社会教育委員会経費

［生涯学習課］

事務事業名

・　図書館や博物館等における企画展示は、市民が様々な文化・芸術に触れる貴重な機会であることから、各施設での開催を進める。また、博物館・ふるさと人

第二次生涯学習推進後期基本計画の進行管理、生涯学習の事業

実施状況について、委員から意見や要望を聴き、事業改善に反

映することができた。

　物館では、多くの地元収蔵品の整理及びデータベース化を進めるとともに、収蔵品をいかした特別展・企画展も引き続き開催する。

・　市民の生涯にわたる学習意欲の啓発、コミュニティを中心とした地域の実情に応じた学習講座の充実、学校教育や社会教育・文化に関する機関及び団体相互
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○

● 他機関等と連携した企画イベント開催を積極的に推進する。子

どもの読み聞かせ推進につながるボランティア育成研修やネッ

トワーク作りを更に推進する。

生涯学習に関する事業の整備が進められ、おおむね期待した成果があるものと認められる。

・潮風マラソンは、地域とも連携を密にし、更にかしわざきのまち興しへつながるような取組みや展開を期待する。

・ヤングカルチャーの全講座について保育サービスを実施したことは、評価に値する。

・社会教育委員が地域で活躍できるような環境整備やＰＲを図ってもらいたい。

・「貞心尼」展：

第36回全国良寛会柏崎大会に併せ、柏崎良

寛貞心会の協力を得て開催した。

・ドナルドキーン紹介講座：

「ドナルド・キーン・センター柏崎」開館

を前にした9/14に、運営主体であるブルボン

吉田記念財団理事による紹介講座を開催し

た。

・絵本・こどもフェスタ：

絵本読み聞かせ団体関係者やボランティア

との実行委員会により、絵本講演会と絵本ラ

イブ＆セミナーを行った。

・子ども一日図書館員：

夏休みに小学生を対象として開催した。２

日間４回24人参加。

【項目別の主な委員評価等】

811 外部関係機関の協力を得たイベント開催、読書推進関係者との

実行委員会形式による新たな取組を行った。子ども一日図書館

員事業は、希望者が多く、募集人数を増やした。

イベント開催

［図書館］

A

879
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⑵

⑵⑵

⑵　地域と連携した生涯学習環境の整備と改善

　地域と連携した生涯学習環境の整備と改善　地域と連携した生涯学習環境の整備と改善

　地域と連携した生涯学習環境の整備と改善

【

【【

【主要施策

主要施策主要施策

主要施策の

のの

の基本方向

基本方向基本方向

基本方向】

】】

】

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

25,415 市民プラザ内にある交流プラザ部分の管理業

務を委託した。

・利用者数　41,512人（前年度比21.5％減）

29,635

・　市民が生涯学習に触れる機会を充実し、学習活動を活発化するため、市民プラザや各コミュニティセンター、図書館、博物館、更に文化会館アルフォーレな

評価

ランク

社会教育登録団体を中心に学習室を利用し、社会教育活動が活

発に展開された。

成果と課題

　どの生涯学習関連の拠点施設間のネットワーク化を進め、学習の機会や指導者・教材等の学習資源の共有化に取り組む。

○＝成果　　●＝課題

博物館管理運営費

［生涯学習課］

1,148

28,167

26,476

88,595

交流プラザ管理運営費

［生涯学習課］

A

2,741

喬柏園運営事業

［生涯学習課］

88,625

経年劣化が進んでいた動力配電盤の改修工事

及び付随する高圧ケーブルの取替工事を実施

した。

博物館の管理運営を指定管理によって実施し

た。

・入館者数　43,071人（前年度比7.3％減）

・出講　　　 1,607人（前年度比25.1％減）

博物館等運営懇談会の提言等を踏まえ、平成

26年度からの市直営化を検討し、実現に向け

た準備を行った。

833

2,793博物館施設整備事業

［生涯学習課］

B

B

市民ニーズを把握し、入館者や利用者を増やす努力や工夫が引

き続き必要である。

館内の電気（動力）設備関係の修繕工事により設備の安定的な

利用が確保され、利用者のための環境整備が図られた。

企画展示３回、特別展示２回、プラネタリウムの特別投影など

を実施したが、入館者数は、思ったような増加には至らず、前

年度比7.3％の減員となった。

平成26年度からの市直営化を実現した。

（仮称）市民活動センターへの移行に伴う手続を市民活動支援

課と連携して行う必要がある。

市民団体等が、より利用しやすい施設になるための工夫や見直

しを行う必要がある。

市民プラザ内にある学習プラザ部分の管理業

務を委託した。

・利用者数　69,894人（前年度比4.9％増）

決算額

（千円）

・　老朽化が見られる生涯学習関連施設については、施設保全計画に基づき施設・設備の補修・更新を進める。

　　生涯学習関連施設の充実とネットワーク化

施設を有効に利用し、社会教育活動が展開された。

A

空調設備を始め、経年劣化に伴う設備の計画的更新が必要であ

る。

文化会館アルフォーレの開館に伴う利用団体の減少もあり、よ

り利用しやすい施設になるための工夫や見直しを行う必要があ

る。

予算額

（千円）

B

団体・企業が海のホール、波のホール等を利用し、産業振興等

に寄与した。また、団体規模の大きい社会教育登録団体も利用

し、社会教育活動が展開された。

事務事業名 事業概要・実績

建物の維持管理費に関する経費である。

・利用者数　5,012人（前年度比2.5％減）

２階講堂をダンスサークル、演劇団体、よさ

こいチームなどの社会教育団体の利用に供し

た。

学習プラザ管理運営費

［生涯学習課］
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○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

庁舎管理関連業務の委託や施設・設備等の修

繕、光熱水費に関するもの。照明器具の安定

器の交換や冷却塔の部品交換等の修繕を行

い、建物の長寿命化を図った。

A

B

カウンターでの図書、雑誌、ＣＤ、ＤＶＤな

どの一般貸出しのほか、学校へ出掛けての移

動図書館、コミュニティセンター等への貸出

文庫、学校の学習活動を支える団体貸出しな

どを通じ資料貸出しを行うもの。貸出者数

120,134人（前年度比 12.1％増）、入館者

445,642人（前年度比2.9％減）

学校への出前サービス、移動図書館巡回、読

み聞かせボランティア育成を通じ、子どもた

ちの読書活動を支援する。また、地域への貸

出文庫設置により遠隔地への図書館サービス

の充実を図った。

おおむね期待した成果があるものと認められる。

・利用者が減少している施設について、その原因を分析し、改善・工夫することを望む。

ミニ展示3回、企画展2回を実施し、館外への出講を3件行った

が、利用者は対前年度267人の減となった。

平成26年度からの市直営化を実現した。

-

19,875

6,488

-

奉仕活動事業

［図書館］

移動図書館、貸出文庫配本を委託とし、経費を削減しながら取

り組んでいる。移動図書館は、遠隔地小学校児童の読書推進に

寄与している。出前サービスも学年に応じた内容で読書への興

味を喚起している。

A

26年度に１階開架書庫等の照明をＬＥＤ化する予定。今後は、

空調機や電気設備等の老朽化に伴う計画的な取替修繕を進め、

施設の長寿命化を図る必要がある。

市内公共施設で随一の入館者を数えた。多くの市民に活用さ

れ、市街地中心部のにぎわいにも寄与している。

29,515

図書館管理運営事業

［図書館］

30,346

貸出業務

［図書館］

9,514

郷土資料活用促進事業

［図書館］

9,517 劣化の進んだ貴重郷土資料のデジタルデータを整備し、レファ

レンスサービス（※）に活用した。また、今後、ホームページ

等での見出し検索に活用でき、資料活用の拡大・利便性の向上

につながる。

デジタルデータ化されていない郷土資料等のデジタル化及び目

録データ作成が今後の課題である。

企画展や月イチ展示を充実させ、収蔵資料等、市民への公開(活

用)等を進め、利用者の拡大を図っていく必要がある。

子どもの読書活動の更なる推進及び出前サービスへのボラン

ティアの活用が今後の課題である。

5,526

19,875 ふるさと人物館の管理運営を指定管理によっ

て実施した。

・入館者数　4,577人（前年度比2.2％減）

・出講　　　　 67人（前年度比70.7％減）

博物館同様、平成26年度からの市直営化に向

けた準備を行った。

ふるさと人物館管理運営費

［生涯学習課］

【項目別の主な委員評価等】

図書館の入館者は前年度比で減少したものの、資料の貸出者数

は増加した。利用者の要望を参考にしながら選書を行ったほ

か、ドナルド・キーン・コーナーを設けて著作を順次そろえ

た。

地域課題、生活課題等の解決に貢献しながら、市民が知りたい

情報、最新の情報を適切に提供し、市民ニーズにできるだけ応

えられる書籍等を備えた図書館としての魅力づくりに努める。

新潟県の緊急雇用事業を活用し、郷土資料の

デジタルデータ化を委託実施した（柏崎日報

見出し入力12,001面・193,278件）。

A

A
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４　スポーツを通じた地域活力の向上

４　スポーツを通じた地域活力の向上４　スポーツを通じた地域活力の向上

４　スポーツを通じた地域活力の向上

　　【

　　【　　【

　　【第四次総合計画

第四次総合計画第四次総合計画

第四次総合計画・

・・

・後期基本計画

後期基本計画後期基本計画

後期基本計画における

におけるにおける

における施策

施策施策

施策の

のの

の方針

方針方針

方針】

】】

】

⑴

⑴⑴

⑴　生涯スポーツの振興と交流の推進

　生涯スポーツの振興と交流の推進　生涯スポーツの振興と交流の推進

　生涯スポーツの振興と交流の推進

【

【【

【主要施策

主要施策主要施策

主要施策の

のの

の基本方向

基本方向基本方向

基本方向】

】】

】

○

●

○

●

②　競技スポーツの振興に向けて柏崎市体育協会と連携し、スポーツ団体や指導者・優秀選手の育成に取り組む。

①　生涯スポーツの振興については、幅広い年齢層の市民が気軽にスポーツに参加し、楽しみ、運動習慣を身に付けて元気な生活を送ることができるよう、

　　スポーツに親しめる環境を一層充実し、健康づくりを進める。また、スポーツを通じた交流を進める。

A

・　「チャレンジ夢クラブ西山」の活動や自主運営が軌道に乗るよう、支援を行うとともに、スポーツ推進委員及び地区体育協会の活動を一層充実させる。

評価

ランク

決算額

（千円）

　イベントを利用したスポーツに親しむきっかけづくりなどを進める。

○＝成果　　●＝課題

近隣の体育施設を有効利用し、地域スポーツの振興と地域コ

ミュニティ活動の活性化に寄与した。

事業概要・実績

　スポーツに親しめる環境や健康づくりの推進

春・秋のスポレク祭は、地区体育協会の呼び掛けにより、例年

どおり多くのチームが参加した。また、障害者によるチームの

参加があった。第４回市民ウオーキング大会では、昨年同様多

くの参加者があり、各地域、団体等でもウオーキング交流会が

実施され市民の健康づくりへの習慣、関心が高められた。

179180

学校開放経費

［スポーツ振興課］

予算額

（千円）

市民スポーツ大会経費

［スポーツ振興課］

成果と課題

春・秋年２回スポーツレクリエーション祭を

実施した。また、第４回市民ウオーキング大

会を実施した。スポーツ推進委員協議会に事

業運営に要する経費を支援した。

　・春のスポレク　 　114チーム　416人

　・秋のスポレク　　  54チーム　207人

　・第４回市民ウオーキング大会　271人

750

スポレク祭については、参加者の固定化が課題であるが、地区

体育協会との連携を強め、より一般の市民が広く参加できる大

会となるよう工夫する。また、障害者も参加しやすい大会開催

を構築する。

④　多様化する市民ニーズやスポーツを取り巻く環境の変化等への細やかな対応を図るため、「スポーツ推進計画」の策定を検討する。

事務事業名

③　スポーツ施設の適切な維持管理を計画的に進める。

806

市民のスポーツ活動の場の提供として学校教

育に支障のない時間帯にスポーツ団体へ開放

している。小、中学校学校開放事業に関する

消耗品を各学校に配布した。

　利用団体数　　250団体

　利用人数　　211,007人

利用団体からの利用時間、利用日数の延長の要望が多く、調

整・獲得が難しい。

A

・　幅広い市民がスポーツに参加できる機会を提供するとともに、スポーツを通じた地域づくりと交流の輪を広げるため、市民への情報提供や啓発活動、大会や
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○

●

○

●

○

●

○

●

スポーツ推進審議会経費

［スポーツ振興課］

春・秋のスポレク大会への一般参加者の取りまとめや各地区で

の運動会等、各種のスポーツ行事を実施し、地域スポーツ振興

が図られた。

148 102

A

地域のスポーツ振興に大きな役割を果たし、期待した成果があるものと認められる。

・市民スポーツ大会は、地域と連携を更に図り参加しやすい環境づくり、募集方法を検討してもらいたい。

・チャレンジ夢クラブ西山に対して、今後も支援の継続を期待する。

1,000

スポーツ推進委員費

［スポーツ振興課］

A

地域による活動の差が顕著である。全体的な活動の底上げが必

要である。

1,000

総合型地域スポーツクラブ活動事

業

［スポーツ振興課］

補助金が平成２６年度で終了するため、健全なクラブ活動を継

続させるために更なる会員加入拡大と自助努力を促していく必

要がある。

毎月スポーツ推進委員研修会を行い、レベル

アップを図り、各種大会や体験会等を通じて

スポーツの普及・振興活動を行った。

（任期:H25.4.1～H27.3.31）

3,835

各委員から積極的な意見・提言があった。特に「スポーツ合

宿」への提言は、柏崎市スポーツ合宿誘致推進連絡協議会にも

報告した。

関係機関と連携を取り、障害者スポーツ大会に役員として協力

するなど、幅広く活動をすることができた。また、地域スポー

ツのリーダーとして各地域でのスポーツ大会、イベントに参

画・協力をして地域スポーツの振興を推進した。

幅広い活動、活躍をしているが、少ない報酬で負担が大きい。

スポーツ推進審議会委員（12人）を設置し、

市民のスポーツ振興施策等を審議した。

（任期:H24.4.1～H26.3.31）

地区体育協会補助事業

［スポーツ振興課］

【項目別の主な委員評価等】

事務局体制も確立し、スポーツ推進委員とも協力しながらおお

むね予定どおりの事業を実施し、地域スポーツ活動の振興が図

られた。

B

各地区体育協会への支援事業として、地域の

スポーツ活動の活性化を目的に、活動支援を

実施した。

総合型地域スポーツクラブ（チャレンジ夢ク

ラブ西山）への活動支援を実施した。

B

4,251

スポーツ施策全般から「運動会」など個別事業まで審議するに

は年２回の審議会開催では不足である。

3,120 3,120

32



33

⑵

⑵⑵

⑵　競技スポーツの振興

　競技スポーツの振興　競技スポーツの振興

　競技スポーツの振興

【

【【

【主要施策

主要施策主要施策

主要施策の

のの

の基本方向

基本方向基本方向

基本方向】

】】

】

○

●

○

●

○

●

ア　スポーツ団体や指導者の育成

7,000

評価

ランク

市町村生涯スポーツ振興事業

［スポーツ振興課］

指導者養成・団体育成事業

［スポーツ振興課］

A

市民スポーツ大会を市体育協会へ一括委託することにより、事

業に係る事務処理の円滑化が図られ、指導者の育成と競技力の

向上に結び付いた。

事務事業名

選手強化事業

［スポーツ振興課］

中学校運動部活動指導者派遣事業については、財源である県ス

ポーツエキスパート活用事業補助金との兼ね合いにより、指導

回数の上限が30回（5/1～2/15）と限られている。

小中学校におけるスポーツ活動の支援事業と

して、県補助金（スポーツエキスパート活用

事業補助金540千円）により、専門的指導力を

有する地域の指導者を市内中学校９校に12人

派遣した。また、小・中体連が主催する上越

地区大会以上の大会出場に係る選手派遣に要

する経費の支援を実施した。

 

A

4,740

スポーツの普及・振興のため、より一層の連携、法人化への補

助が必要である。

事業概要・実績

水球競技においては、練習会場の確保が大きな課題である。

　取り組む。

ジュニア競技育成関係では、水球・陸上競技において全国大会

に出場、ハンドボール競技は県大会優勝の成績を収めた。ブル

ボンウォーターポロクラブ柏崎が、水球競技の第89回日本選手

権で3位入賞を果たした。また、全日本代表候補選手を6名輩出

している。

・　選手の競技力の向上と競技人口の増大を図るため、体育協会の体制強化を支援し、優秀選手や指導者の招へいなどの取組を通じて協会の指導者・選手の育成

5,259

成果と課題

19,900 19,900

A

決算額

（千円）

成果と課題

中学校運動部活動指導者派遣事業では、生徒の競技力向上・専

門的技術の習得、部活動顧問の指導力向上が図られた。

小・中体連選手派遣費補助については、各学校から県大会・全

国大会等の上位大会へ多数出場しており、支援事業が有効に活

用されている。

・　トップアスリートの育成や選手の競技力の向上のため、国体を契機に確立された指導・強化体制をいかした強化事業を継続し、安定した選手の育成・強化に

○＝成果　　●＝課題

イ　全国大会に通じる競技者の育成

事務事業名

7,000 県費補助（地域ジュニア競技スポーツクラブ

育成事業補助金1,431千円）による市町村強化

指定種目（水球、ハンドボール、陸上）の選

手強化事業を実施した。

社会人水球クラブ強化事業としてブルボンＫ

Ｚに2,000千円補助した。

予算額

（千円）

評価

ランク

柏崎市体育協会に競技スポーツや市民スポー

ツ大会に関する事業を委託して事務処理の一

元化を図った。

　活動の活性化を図る。

・　地域に根ざしたスポーツ活動として、日本一の「水球のまち柏崎」を目指した活動や、冬期間でも練習ができるよう会場の確保について検討する。

○＝成果　　●＝課題

事業概要・実績

予算額

（千円）

決算額

（千円）
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○

●

○

○

○

○ 施設の整備、競技運営の向上が図られた。

【項目別の主な委員評価等】

総合体育館整備事業

［スポーツ振興課］

期待した成果があるものと認められる。

4,836

A

A

事務事業名

ウ　スポーツ施設の整備

アクアパーク屋根防水工事施工及び女子水球

用フィールドロープ、水球タイマーシステム

バッテリー入替えを実施した。

5,227

平成２６年度以降の耐震補強工事計画を策定できた。

○＝成果　　●＝課題

23,237

体育施設を指定管理及び直営により管理運営

した。

指定管理者管理の体育施設　15施設

指定管理者管理の体育施設利用者数

　628,549人　対前年比 103.3％

評価

ランク

315,561

決算額

（千円）

・　利便性の向上や利用者の安全性確保などの視点を持ちながら、施設保全計画に基づき、スポーツ施設の整備や改善に努める。

事業概要・実績

A

陸上競技場整備事業

［スポーツ振興課］

23,727

体育施設管理運営経費

［スポーツ振興課］

利用者の安全性、利便性の向上が図られた。

A

A

吸収式冷温水機分解整備工事を実施した。

59,422

予算額

（千円）

体育施設耐震化事業

［スポーツ振興課］

13,858 スポーツハウス、武道館の耐震診断及び補強

設計委託を実施した。

県立柏崎アクアパーク整備事業

［スポーツ振興課］

13,137

観客席屋根鉄骨塗装補修工事、排水管改修工

事を実施した。

指定管理者による管理運営は、おおむね良好に行われた。利用

者数も対前年比増となった。

成果と課題

利用計画人数に達するよう指定管理者と協議し、安全性を確保

しながら、市民ニーズに合わせた利用しやすい工夫をしていく

必要がある。

59,849

利用者の安全性、利便性の向上が図られた。

316,064
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５　その他教育関係事務事業

５　その他教育関係事務事業５　その他教育関係事務事業

５　その他教育関係事務事業

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

A

学校用務についての資質を高めるため、受託者による研修を継

続する必要がある。

児童生徒の登下校時の安全確保のほか、総合学習(校外学習)等

の移動手段としても有効に活用した。

北条小学校及び第五中学校の移転に伴い、遠距離通学となった

児童生徒への支援を行った。

A

必要な学生に情報が行き渡るよう周知方法等について今後も検

討する。また、卒業後は、貸付者に対し確実な償還を求める。

遠距離通学支援の見直し・検証を行うとともに、個々の実態に

配慮した対応を行う。

平成16年頃に購入した車両が多いため、計画的な更新（買換

え）計画を立てる必要がある。

成果と課題

144

学校給食用食材検査事業

［教育総務課］

286 検査の状況を市ホームページ及び給食だよりを活用して公表す

ることにより、放射性物質に対する不安の軽減につながった。

小中学校や保育園の給食に使用する食材の安

全性を確認し、放射性物質に対する保護者等

の不安を軽減するため、放射性物質のサンプ

リング検査を実施した。検査結果は、野菜14

品目、延べ69検体全てが検出限界値を下回り

「不検出」であった。
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エネルギー管理経費

［教育総務課］

167

学校用務員委託事業

［教育総務課］

教育委員会費

［教育総務課］

3,623

49,590

114,016

事務事業名

予算額

（千円）

82,649

奨学金貸付事業

［教育総務課］

○＝成果　　●＝課題

スクールバス運行管理事業

［教育総務課］

A

学校訪問、地域懇談会、小中学校の各種式

典、行事など多くの活動を通して、各種の教

育に係る情報収集等を行った。

毎月の定例教育委員会及び臨時教育委員会１

回を開催した。

A

法により義務付けられている定期報告書、中長期計画書を作成

し提出した。また、職員１人がエネルギー管理講習を受講し、

エネルギー管理企画推進者・管理員の資格を取得したことによ

り、多くの職員の意識啓発につながった。

B

72,451

平成16年度から平成25年度までの貸付総額414,300千円。平成25

年度末現在､貸付中の者64人､償還中の者99人となり、就学支援

につながった。

広範な教育情報等に基づき、市の教育行政全般に関して慎重な

審議を行った。また、元気館において教育委員会を開催し、施

設の現状を把握した。

法で定めるエネルギー排出量の減少対策のための施設整備には

多額の経費を要するため、今後の対応策の検討が必要である。

経済的理由により大学・短期大学・専修学校

(専門課程)への就学が困難な者に学資を貸し

付けている。平成25年度は、新規貸付者を21

人決定した。

改正省エネルギー法により平成22年度から教

育委員会独自にエネルギー管理をしている。

46,467

A

114,016 適切な学校運営や環境整備が図られ、学校の評価も高い。学校用務員業務を民間委託し、全小中学校に

配置している。

学校統合で遠距離通学となった地区の児童生

徒に対して支援（市管理バス、借上バス、路

線バス増便、定期券支給）を行うことで、児

童生徒の学習の機会を確保している。

より広く市民のニーズを捉える機会や教育に関する情報を収集

する機会を増やす。

決算額

（千円）

事業概要・実績

評価

ランク

3,534
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○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

○

●

市道改良工事に伴い上加納遺跡、丘江遺跡及

び下沖北遺跡の発掘調査を実施した（丘江遺

跡及び下沖北遺跡については、民間業者に委

託）。また、上加納遺跡及び平成24年度に実

施した坂田遺跡の報告書を刊行した。

A

上加納遺跡、丘江遺跡及び下沖北遺跡の現場での調査を終了し

た。調査により、上加納遺跡では、中世の井戸・柱穴が検出さ

れたほか、中世の土師器などが出土した。丘江遺跡では、中

世・近世の集落跡が検出されたほか、下層から中世の土師器が

まとまって出土した。下沖北遺跡では、上層から中世の水田部

分、下層から平安時代の集落の縁辺部が検出された。また、報

告書「坂田Ⅱ・上加納」を刊行した。

柏崎フロンティアパーク事業に伴い平成15年

度から平成18年度まで発掘調査を実施し、引

き続き、平成19年度からはその出土品の整理

作業を継続して行っている。

26,258

50,616

新遺跡考古館改修事業

［教育総務課（博物館）］

県河川事業関連遺跡調査事業

［教育総務課（博物館）］

未報告遺跡の報告書の作成に向けて出土品・

記録類の整理作業を行った。

県営ほ場整備関連遺跡調査事業

［教育総務課（博物館）］

40,000

B

上条城跡等の図版作成などの整理作業を進めた。

A

3,493

669

都市整備関連遺跡調査事業

［教育総務課（博物館）］

ほ場整備事業に伴い善根大坪遺跡の発掘調査

を民間業者に委託して実施した。

上原遺跡の報告書の刊行に向けて計画的な業務の推進が必要で

ある。

基礎整理作業は終了しているが、今後は、執筆作業を中心とし

た整理作業の取りまとめを計画的に推進する必要がある。

A

A

C

県道改築（長嶺バイパス）工事に伴い平成23

年度から引き続いて長嶺前田遺跡の発掘調査

を実施した。また、平成24年度に実施した黒

部古屋敷遺跡の報告書を刊行した。

2,166

埋蔵文化財の事務所として使用するため、西

山町の旧農村環境改善センターを改修した。

39,155 善根大坪遺跡の現場での調査を終了した。調査により、柱穴・

井戸などが検出されたほか、古代の土師器・須恵器、中世の珠

洲焼などが出土した。

A

今後は、調査成果を市民に還元し、活用していくことが課題で

ある。

35,742

県河川改修事業・県営ほ場整備事業・市道改

良事業等に伴い事前の試掘調査・確認調査な

どを行った（試掘調査10件、確認調査7件）。

また、平成24年度に実施した試掘調査・確認

調査などの報告書を刊行した。

27,000

柏崎市内遺跡発掘調査事業

［教育総務課（博物館）］

3,500

長嶺バイパス関連遺跡調査事業

［教育総務課（博物館）］

未報告資料整理事業

［教育総務課（博物館）］

1,500

軽井川南遺跡群調査事業

［教育総務課（博物館）］

平成17年度及び平成19年度の河川改修事業に

伴い実施した発掘調査に基づき、下境井遺跡

の報告書を刊行した。また、上原遺跡の報告

書の刊行に向け計画どおり整理作業を行った

（県との協議により、年度途中において事業

費を圧縮した。）。

4,828

32,705

55,400

今後は、調査成果を市民に還元し、活用していくことが課題で

ある。

下境井遺跡については、報告書「下境井」の刊行をもって完了

した。また、上原遺跡については、報告書の刊行に向け整理作

業を進め、進捗率は計画どおり54％となった。

3,200

10,126

最終の報告書の刊行に向けて図版作成などの整理作業を進め、

事業全体の進捗率はおおむね65％となった。

年度当初に予定していた調査のほかにも緊急な対応を求められ

る場合がある。また、開発事業の変更によって、調査の内容も

異なってくることがあるため、本事業の推進にはその都度計画

の見直しが必要となっている。

平成25年12月に改修工事を完了し、12月末に移転した。移転を

機に名称を「埋蔵文化財事務所」に変更し、平成26年1月6日か

ら移転後の事務所で業務を行っている。

報告書の未刊行を解消するため、計画的な業務の推進が一層必

要である。

今後は、調査成果を市民に還元し、活用していくことが課題と

なる。

長嶺前田遺跡の発掘調査を実施し、事業全体の進捗率はおおむ

ね94％となった。調査により、古墳時代前期の溝・土坑・ピッ

ト・土器溜まりが検出されたほか、土器溜まりでは大量の土師

器が出土した。また、報告書「黒部古屋敷」を刊行した。

A

試掘調査・確認調査などを行ったことにより、遺跡の所在や内

容等を確認することができた。また、報告書「柏崎市の遺跡

23」を刊行した。
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○

●

○

○

●

新成人の参加率が高く、その家族の参加もあり、青年の希望あ

る未来への門出を市民皆で祝福し、励ますことができた。

9691,209

新成人フェスティバル事業

［生涯学習課］

コミュニティ・スクール（※）（学校運営協

議会制度）の活用を図るため、学校の実情に

応じた制度運用の在り方やコミュニティ・ス

クールの課題を解決し実効性を高める具体的

方策について、高柳中学校を研究指定校とし

て調査研究を行った（国の委託事業）。

学校運営協議会を中心として、学校、地域住民、小中学校の保

護者が適切な役割分担をするとともに、双方向のよりよい関係

づくりに努めた。また、推進体制を整え、地域・保護者と協働

して「ともに歩む“地域の学校”」づくりに努めた。

高柳中学校での実践を、市内全ての中学校区において学校・家

庭・地域・保護者がそれぞれの役割を果たしながら協働して取

り組む「ともに歩む“地域の学校”」づくりに活用していく必

要がある。

おおむね期待した成果があるものと認められる｡

・よい地域、よい学校をつくるために、学校、地域、家庭が更に連携・工夫しながら「ともに歩む“地域の学校”」づくりを進めてほしい。

・各事業とも適切に事務事業に取り組んでいる。

【項目別の主な委員評価等】

20 14

社会同和教育を推進していく上で、関係課と連携して職員への

研修のほか一般市民を対象とした研修を行っていく必要があ

る。

A

300 238

同和教育事業

［生涯学習課］

A

A

「はたち」の門出を祝う市の主要事業であ

り、平成25年度からは文化会館アルフォーレ

に会場を変更し、５月３日に開催した。

・新成人参加者　657人（参加率　71.7％）

「いのち・愛・人権」新潟展、人権同和教育

指導者養成講座、部落解放新潟県研究集会、

人権教育行政担当者研究協議会等に参加し、

事業の推進を図った。

コミュニティ・スクール推進事業

［学校教育課］

研修会・研究協議会に参加して人権同和問題の大切さを再認識

し、人権差別を無くそうという強い意識を持つことができた。
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子ども・子育て新システム

柏崎の教育３・３・３運動

小中一貫教育・柏崎方式

食育

子どもの安全安心ＣＡＰ事業

ソーシャルスキルトレーニング

レファレンスサービス

コミュニティ・スクール

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第47条の５に基づき、学校運営協議会によって運営される公立学

校のこと。学校運営協議会は、教育委員会から任命された保護者や地域住民が、一定の権限と責任を持って、学校

運営の基本方針を承認したり、教育活動について意見を述べたりすることで、学校運営に参画していく。

 － － －　 － － －　 － － －　 － － －　用用用用　　　　　　　　語語語語　　　　　　　　解解解解　　　　　　　　説説説説　－ － －　－ － －　－ － －　－ － －

図書館利用者の調べもの依頼に対し、どの資料に書いてあるのか、どの資料を調べたらよいのかを案内するサービ

スで、貸出と並ぶ図書館の基本的サービスの一つ

子どもに自然体験、生活体験、社会体験を積ませることで、感性・社会性・耐える力等を育む運動。学校・家庭・

地域が総ぐるみとなって、「３つの実践」、「３つの体験」、「３つの創造」の展開を図っている。

市民が自らの「食」について考える習慣を身に付け、生涯を通じて健全で安心な食生活を実現することができるよ

う、食品の安全性、食事と疾病との関係、食品の栄養特性やその組合せ方、食文化、地域固有の食材等を適切に理

解するための活動

子どもへの暴力防止（Child Assault Prevention）に向けて、子ども自身が身に付けるべき資質・能力を育成する

プログラム事業

各中学校区を基本単位とし、小学校と中学校とが義務教育９年間を見通して、目指す子ども像（身に付けさせたい

資質や能力）を共有し、発達段階に応じた学習指導、生徒指導を工夫・改善することで、基礎学力の定着を図る取

組、新たな不登校を生まない取組、中学校区の実態を踏まえた特色ある取組等について、小中学校が連携・協働し

て連続性、一貫性のある教育を推進しようとするもの

発達障害などの社会性の困難やコミュニケーションの困難のある者に対し、生活場面での人との関わり方やコミュ

ニケーションの取り方などを小集団により練習することにより、困難を改善させようとする取組

出産前から小学校入学後まで切れ目なく、子どもと子育て家庭を社会全体で支援する仕組みのこと。幼稚園・保育

園の一元化及び児童手当等を含め、制度・給付・財源について包括的・一元的な制度に再構築し、支援サービスを

提供する。
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〔参考〕 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について 

（平成１９年７月３１日１９文科初第５３５号事務次官通知） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項により教育長に

委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局

職員等に委任された事務を含む）を含む）の管理及び執行の状況について点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価部分抜粋 

 

第一 改正法の概要 

１ 教育委員会の責任の明確化 

（３）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

   教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理および執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとと

もに、公表しなければならないこととした。点検及び評価を行うに当たっては、

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとしたこと。（法第２７

条） 

第二 留意事項 

１ 教育委員会の責任体制の明確化 

（３）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

  ①今回の改正は、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表する

ことにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を

果たしていく趣旨から行うものであること。 

  ②現在、すでに各教育委員会において、教育に関する事務の管理及び執行の状況

について自ら点検及び評価を行い、その結果を議会に報告するなどの取組を行

っている場合には、その手法を活用しつつ、適正に対応すること。 

  ③点検及び評価を行う際、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るこ

とについては、点検及び評価の客観性を確保するためのものであることを踏ま

え、例えば、点検及び評価の方法や結果について学識経験者から意見を聴取す

る機会を設けるなど、各教育委員会の判断で適切に対応すること。 



 


