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１ はじめに 

 加須市教育委員会では、加須市総合振興計画におけるまちづくりの６本の柱のうち、主に｢健やかで豊かな心を育むまちづくり｣「健

康で安心して住み続けるまちづくり」の実現を図るため、平成２７年１２月に制定した「加須市人づくり宣言～教育大綱～」に基づき、

平成２８年度に加須市人づくりプランを策定し、各事業を推進しています。 

 事業の推進にあたっては、｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律｣第２６条の規定に基づき、毎年度、教育に関する事務の管理

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作成し、議会に提出するとともに公表しております。 

 ※この点検及び評価は、事業ごとに作成した事業管理シートを基本とした、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・見直しのサイクル）による本市独

自の行政評価システム「加須やぐるまマネジメントシステム」により実施します。 

 

 

 

 

 

 

２ 点検及び評価の基本方針 

（１）目的 

    加須市教育委員会が住民への説明責任を果たし、効果的な教育行政を推進するため、自己点検評価を行います。 

 

（２）対象事業 

    加須市人づくりプランに位置付けられている教育委員会に関連する全ての事業（１０２事業）を対象とします。 

こども政策課   １事業 生涯学習課  ２３事業 学校教育課  ３１事業 

子育て支援課   １事業 文化・学習センター   ３事業 学校給食課   ２事業 

保育幼稚園課   ３事業 スポーツ振興課  １８事業 - - 

教育総務課  １１事業 図書館課   ９事業 合  計 １０２事業 

 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】 

(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) 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定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

条第三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。 



2 

 

 

（３）対象期間 

    平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

    

（４）実施方法 

    加須市総合振興計画後期基本計画の

事業管理シートを活用し、各事業の実績

に基づき、達成度について自己評価を行

うとともに、その評価を踏まえ、方向性

を検討しました。 

また、平成２８年度の点検・評価に対

し、学識経験者からの意見・助言をいた

だいた事業の取組状況を検証し、これら

を取りまとめました。 

なお、平成２９年度の点検・評価に当

たりましても、外部の学識経験者の意見

や助言をいただき、今後の事業推進に活

用してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《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》 

 ・施策評価⇒教育委員会による自己評価  

 ・外部の学識経験者の知見の活用 

 

PLAN 

目的・目標設定 

指標設定 

予算年次計画 

 

  DO 

事業実施 

・指標実績 

・決算 

 

 

CHECK 

必要性 

有効性 

効率性 

達成度 

ACTION 

事業の改善 

予算への反映 

定員管理への反映 

 

加須やぐるま 

マネジメントサイクル 

教育委員会 

 

《学識経験者の知見を活用》 

・教育委員会自己評価に対

し、意見、助言 

学識経験者 

 

《議会への報告》 

・報告書を作成 

・議長へ提出 

・全議員に報告書提供 

議会 

 

《市民への公表》 

・HP に報告書を掲載 

公表 

報告 
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３ 平成２９年度教育委員会関連事業一覧 

基本 

目標 
施策 

人づくりプラン 

コード 

総合振興計画 

コード 
事業名称 

再掲 

区分 
担当課 

01確かな学力と学ぶ力を育成します 

  01一人一人を伸ばす教育の推進 

    0101-01 1211-06 少人数学級推進事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0101-02 1211-11 学力アップ事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0101-03 1112-07 小学校就学援助事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0101-04 1112-08 中学校就学援助事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0101-05 1112-12 河野博士育英事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0101-06 1112-16 避難者支援就学援助事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0101-07 1212-01 小学校管理運営事業 主 生涯学習部教育総務課 

    0101-08 1212-02 中学校管理運営事業 主 生涯学習部教育総務課 

    0101-09 1212-03 小学校教材用備品整備事業 なし 生涯学習部教育総務課 

    0101-10 1212-04 中学校教材用備品整備事業 なし 生涯学習部教育総務課 

    0101-11 1212-80 児童派遣援助事業 なし 生涯学習部教育総務課 

    0101-12 1212-10 生徒派遣援助事業 なし 生涯学習部教育総務課 

    0101-13 1212-11 学校教育管理事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0101-15 1211-04 中学校英語教育推進事業 再掲 学校教育部学校教育課 

    0101-16 1211-05 小学校英語教育推進事業 再掲 学校教育部学校教育課 

    0101-17 1211-12 保・幼・小中一貫教育事業 再掲 学校教育部学校教育課 

    0101-18 1211-18 学校ＩＣＴ教育活用事業 再掲 学校教育部学校教育課 

    0101-19 1211-19 サイエンススクール事業 再掲 学校教育部学校教育課 
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基本 

目標 
施策 

人づくりプラン 

コード 

総合振興計画 

コード 
事業名称 

再掲 

区分 
担当課 

    0101-20 6211-07 集会所管理運営事業 再掲 生涯学習部生涯学習課 

  02幼児教育の推進 

    0102-02 1121-14 幼稚園預かり保育事業 なし こども局保育幼稚園課 

    0102-03 1131-01 幼稚園管理運営事業 なし こども局保育幼稚園課 

    0102-04 1133-01 民間幼稚園就園奨励事業 なし こども局保育幼稚園課 

    0102-05 1211-12 保・幼・小中一貫教育事業 再掲 学校教育部学校教育課 

  03保・幼・小・中の一貫した教育の推進 

    0103-01 1211-12 保・幼・小中一貫教育事業 主 学校教育部学校教育課 

  04特別支援教育の推進 

    0104-01 1211-08 特別支援教育推進事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0104-02 1112-09 小学校特別支援教育就学奨励事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0104-03 1112-10 中学校特別支援教育就学奨励事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0104-04 1212-01 小学校管理運営事業 再掲 生涯学習部教育総務課 

    0104-05 1212-02 中学校管理運営事業 再掲 生涯学習部教育総務課 

  05教職員の資質能力の向上 

    0105-01 1211-07 学校訪問指導事業 主 学校教育部学校教育課 

    0105-02 1211-09 学習指導改善研究事業 主 学校教育部学校教育課 

    0105-03 1211-16 教師用教科書・指導書措置事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0105-04 1211-17 社会科副読本資料作成事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0105-05 1213-03 教育センター運営事業 再掲 学校教育部学校教育課 

  06社会の変化に対応する教育の推進 

    0106-01 1211-18 学校ＩＣＴ教育活用事業 主 学校教育部学校教育課 
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基本 

目標 
施策 

人づくりプラン 

コード 

総合振興計画 

コード 
事業名称 

再掲 

区分 
担当課 

    0106-02 1211-19 サイエンススクール事業 主 学校教育部学校教育課 

    0106-06 3131-02 防災教育推進事業 主 学校教育部学校教育課 

    0106-12 4111-02 学校グリーンカーテン事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0106-17 1312-02 加須未来館管理運営事業 再掲 生涯学習部文化・学習センター 

  07グローバル化に対応する教育の推進 

    0107-01 1211-05 中学校英語教育推進事業 主 学校教育部学校教育課 

    0107-02 1211-04 小学校英語教育推進事業 主 学校教育部学校教育課 

    0107-04 1322-01 騎西・北川辺郷土資料館管理運営事業 再掲 生涯学習部生涯学習課 

    0107-05 1322-02 加須インターネット博物館管理運営事業 再掲 生涯学習部生涯学習課 

    0107-06 1322-03 伝統文化継承支援事業 再掲 生涯学習部生涯学習課 

    0107-07 1323-01 偉人顕彰事業 再掲 生涯学習部生涯学習課 

  08キャリア教育・職業教育の推進 

    0108-01 1221-02 中学生夢創造チャレンジ事業 主 学校教育部学校教育課 

    0108-02 1211-14 市職員マンパワー活用事業 なし 学校教育部学校教育課 

  09安全で快適な教育環境の整備・充実 

    0109-01 1212-05 小学校施設整備事業 なし 生涯学習部教育総務課 

    0109-02 1212-06 中学校施設整備事業 なし 生涯学習部教育総務課 

    0109-03 1132-01 幼稚園施設整備事業 なし こども局こども政策課 

02地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む教育を推進します 

  01豊かな心と健やかな体を育む教育の推進 

    0201-01 1212-07 小学校健康推進事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0201-02 1212-08 中学校健康推進事業 なし 学校教育部学校教育課 
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基本 

目標 
施策 

人づくりプラン 

コード 

総合振興計画 

コード 
事業名称 

再掲 

区分 
担当課 

    0201-04 1211-12 保・幼・小中一貫教育事業 再掲 学校教育部学校教育課 

    0201-05 1213-01 いじめ・不登校対策事業 再掲 学校教育部学校教育課 

    0201-06 1221-06 あいさつふれあい推進事業 再掲 学校教育部学校教育課 

  02いじめ・不登校の根絶 

    0202-01 1213-01 いじめ・不登校対策事業 主 学校教育部学校教育課 

    0202-02 1213-03 教育センター運営事業 主 学校教育部学校教育課 

    0202-03 1211-12 保・幼・小中一貫教育事業 再掲 学校教育部学校教育課 

  03食育の推進 

    0203-01 1214-01 給食センター管理運営事業 なし 学校教育部学校給食課 

    0203-02 1214-03 給食費収納対策事業 なし 学校教育部学校給食課 

  04子育て支援の充実 

  05学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

    0205-01 1221-01 学校いきいきステーション事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0205-02 1221-05 地域密着型教育広報事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0205-03 1221-06 あいさつふれあい推進事業 主 学校教育部学校教育課 

    0205-05 1222-01 家庭の学びと地域の絆推進事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0205-06 1222-02 かぞ子ども大学事業 なし こども局子育て支援課 

    0205-07 3122-03 通学路安全対策事業 なし 学校教育部学校教育課 

    0205-08 1221-02 中学生夢創造チャレンジ事業 再掲 学校教育部学校教育課 

    0205-12 3131-02 防災教育推進事業 再掲 学校教育部学校教育課 

  06青少年の健全育成の推進 

    0206-01 1223-01 成人式開催事業 なし 生涯学習部生涯学習課 
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基本 

目標 
施策 

人づくりプラン 

コード 

総合振興計画 

コード 
事業名称 

再掲 

区分 
担当課 

    0206-02 1223-02 青少年健全育成事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

03人権を尊重した教育を推進します 

  01学校等における人権教育の推進 

    0301-01 6211-07 集会所管理運営事業 主 生涯学習部生涯学習課 

    0301-02 6212-01 人権教育推進事業 再掲 生涯学習部生涯学習課 

    0301-03 1211-07 学校訪問指導事業 再掲 学校教育部学校教育課 

    0301-04 1211-09 学習指導改善研究事業 再掲 学校教育部学校教育課 

  02家庭、地域社会における人権教育の推進 

    0302-03 6212-01 人権教育推進事業 主 生涯学習部生涯学習課 

    0302-05 6211-07 集会所管理運営事業 再掲 生涯学習部生涯学習課 

04生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります 

  01生涯学習活動の促進 

    0401-01 1311-01 生涯学習推進計画策定事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0401-02 1311-02 生涯学習推進計画進行管理事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0401-03 1311-03 生涯学習管理事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0401-04 1311-04 生涯学習きっかけづくり支援事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0401-05 1311-05 市民学習カレッジ事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0401-06 1311-06 シニアいきいき大学事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0401-07 1312-01 文化・学習センター管理運営事業 なし 生涯学習部文化・学習センター 

    0401-08 1312-02 加須未来館管理運営事業 なし 生涯学習部文化・学習センター 

    0401-09 1312-03 公民館施設整備事業 なし 生涯学習部生涯学習課 
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基本 

目標 
施策 

人づくりプラン 

コード 

総合振興計画 

コード 
事業名称 

再掲 

区分 
担当課 

    0401-10 1312-04 公民館管理運営事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0401-11 1312-07 余裕教室等活用事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

  02芸術文化の振興と郷土愛の醸成 

    0402-01 1321-01 文化・学習センター芸術文化振興事業 なし 生涯学習部文化・学習センター 

    0402-02 1321-02 地域文化振興事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0402-03 1321-03 まちかど美術館推進事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0402-04 1321-04 地区文化祭振興事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0402-05 1323-01 偉人顕彰事業 主 生涯学習部生涯学習課 

    0402-06 1323-02 童謡のふる里室管理運営事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

    0402-07 1322-03 伝統文化継承支援事業 再掲 生涯学習部生涯学習課 

  03文化財の保存・活用 

    0403-01 1322-01 騎西・北川辺郷土資料館管理運営事業 主 生涯学習部生涯学習課 

    0403-02 1322-02 加須インターネット博物館管理運営事業 主 生涯学習部生涯学習課 

    0403-03 1322-03 伝統文化継承支援事業 主 生涯学習部生涯学習課 

    0403-04 1322-04 文化財の保存と活用による地域活性化事業 なし 生涯学習部生涯学習課 

  04図書館サービスの充実 

    0404-01 1313-01 図書館資料整備事業 なし 生涯学習部図書館課 

    0404-02 1313-02 図書館管理運営事業 なし 生涯学習部図書館課 

    0404-03 1313-03 図書館まつり開催事業 なし 生涯学習部図書館課 

    0404-04 1313-04 視聴覚ライブラリー事業 なし 生涯学習部図書館課 

    0404-05 1314-01 子ども読書活動推進計画策定事業 なし 生涯学習部図書館課 
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基本 

目標 
施策 

人づくりプラン 

コード 

総合振興計画 

コード 
事業名称 

再掲 

区分 
担当課 

    0404-06 1314-02 子ども読書活動推進計画進行管理事業 なし 生涯学習部図書館課 

    0404-07 1314-03 絵本との親子ふれあい事業 なし 生涯学習部図書館課 

    0404-08 1314-04 ブックトーク・おはなし会開催事業 なし 生涯学習部図書館課 

    0404-09 1314-05 加須市の絵本作成事業 なし 生涯学習部図書館課 

05スポーツ・レクリエーションの振興を図ります 

  01生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の推進 

    0501-01 2231-01 スポーツ推進計画策定事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-02 2231-02 スポーツ推進計画進行管理事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-03 2231-03 スポーツ教室等開催事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-04 2231-04 スポーツ普及推進事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-05 2231-05 グラウンドゴルフ推進事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-06 2231-06 市民体育祭支援事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-07 2231-07 健康づくりウォーキング事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-08 2232-01 クライミング普及事業 主 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-09 2232-02 こいのぼりマラソン大会開催事業 主 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-10 2232-03 加須ふじの里駅伝大会支援事業 主 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-11 2233-01 総合型地域スポーツクラブ育成事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-12 2232-04 全国大会等支援事業 再掲 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-13 2232-06 女子硬式野球振興事業 再掲 生涯学習部スポーツ振興課 

    0501-14 2232-07 県立騎西高等学校跡地活用促進事業 再掲 生涯学習部スポーツ振興課 

  02スポーツ・レクリエーションに親しむことができる環境づくり 

    0502-01 2234-01 スポーツ施設整備事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 
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基本 

目標 
施策 

人づくりプラン 

コード 

総合振興計画 

コード 
事業名称 

再掲 

区分 
担当課 

    0502-02 2234-02 スポーツ施設管理運営事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0502-03 2234-03 学校体育施設開放管理運営事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

    0502-04 2234-04 スポーツ施設安全点検事業 なし 生涯学習部スポーツ振興課 

  03スポーツを活用した地域活性化の推進 

    0503-01 2232-04 全国大会等支援事業 主 生涯学習部スポーツ振興課 

    0503-02 2232-06 女子硬式野球振興事業 主 生涯学習部スポーツ振興課 

    0503-03 2232-07 県立騎西高等学校跡地活用促進事業 主 生涯学習部スポーツ振興課 

    0503-04 2232-01 クライミング普及事業 再掲 生涯学習部スポーツ振興課 

    0503-05 2232-02 こいのぼりマラソン大会開催事業 再掲 生涯学習部スポーツ振興課 

    0503-06 2232-03 加須ふじの里駅伝大会支援事業 再掲 生涯学習部スポーツ振興課 

体系外 

    - 1211-01 教育委員会運営事業 なし 生涯学習部教育総務課 

    - 1212-02 教育委員会事務局管理事業 なし 生涯学習部教育総務課 

    - 1212-21 加須市人づくりプラン進行管理事業 なし 生涯学習部教育総務課 
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３ 各施策及び事業の点検評価 

（１）事業数と評価基準 

 

 点検評価の対象となる１０２の事業を、加須市人づくりプランの体系に基づき整理すると、以下のとおりです。 

 点検評価の評価基準は、総合振興計画における事業管理シートの評価基準を準用し、事業ごとに達成度を評価しました。 

基本目標 事業数 

基本目標１ 確かな学力と学ぶ力を育成します ３５ 

基本目標２ 地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します １４ 

基本目標３ 人権を尊重した教育を推進します ２ 

基本目標４ 生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります ３０ 

基本目標５ スポーツ・レクリエーションの振興を図ります １８ 

その他の教育事業 ３ 

合   計 １０２ 

 

 【達成度評価基準】 

評価 達成度評価基準 

達成済 
平成２９年度に実施すべき取組みを予定通り、計画的に行い、事業実施による効果が表れた。 

「効果が表れた」とは、成果指標の実績値がいずれも目標値の 100％以上に達し、当該年度の目標を達成した。 

概ね順調 
平成２９年度に実施すべき取組みを円滑に行い、事業実施による効果が概ね表れた。 

「効果が概ね表れた」とは、成果指標の実績値がいずれも目標値の 80％以上に達したものをいう。 

やや遅れている 
平成２９年度に実施すべき取組みを行ったものの、事業実施による効果が小さかった。 

「効果が小さかった」とは、成果指標の実績値が目標値の 80％未満となったものをいう。 

大幅に遅れている 
何らかの課題があり、事務事業が滞ってしまっており、事業実施による効果が表れなかった。 

「効果が表れなかった」とは、成果指標の実績値がいずれも目標値の 50％未満となったものをいう。 

未着手 何らかの理由により、事業の着手が出来なかった。 
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（２）各事業の達成度の状況 

 

 全１０２事業のうち、「達成済」が３３事業（32.4%）、「概ね順調」が５２事業（51.0%）と、８５事業については、順調に実施すべき

取組みを行い、事業実施による効果を得ることができました。 

 一方で、「やや遅れている」事業が１４事業（13.7%）、「大幅に遅れている」事業が２事業（2.0%）、「未着手」の事業が１事業（1.0%）

あり、これらの１７事業については、取組の強化や内容の見直し等が必要です。 

 

【達成度評価の状況（数値）】 

目標 区分 達成済 概ね順調 やや遅れている 大幅に遅れている 未着手 合計 

基本目標１ 確かな学力と学ぶ力を育成します 
事業数 9 20 5 1 0 35 

割合 25.7% 57.1% 14.3% 2.9% 0.0% - 

基本目標２ 地域に信頼され、豊かな心と健やかな体

を育む取組を推進します 

事業数 4 10 0 0 0 14 

割合 28.6% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% - 

基本目標３ 人権を尊重した教育を推進します 
事業数 1 0 1 0 0 2 

割合 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 

基本目標４ 生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の

振興を図ります 

事業数 7 15 7 1 0 30 

割合 23.3% 50.0% 23.3% 3.3% 0.0% - 

基本目標５ スポーツ・レクリエーションの振興を図

ります 

事業数 10 6 1 0 1 18 

割合 55.6% 33.3% 5.6% 0.0% 5.6% - 

その他の教育事業 
事業数 2 1 0 0 0 3 

割合 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 

合 計 
事業数 33 52 14 2 1 102 

割合 32.4% 51.0% 13.7% 2.0% 1.0% - 

 ※事業数は再掲を除きます。 
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 【達成度評価の状況（グラフ）】 

 
 

 

（３）基本目標の取組状況 

 基本目標１：確かな学力と学ぶ力を育成します 
 教育活動補助員を配置し、チームティーチングや少人数指導による授業を展開するとともに、学力アップのための非常勤講師を配置

し、きめ細かな学習指導を行いました。「加須市ひとり学びノート」や「加須学び Time」を実施し、学力向上を図りました。 

障がい児介助員を適切に配置し、支援を必要とする児童生徒一人一人にきめ細かな支援を行いました。 

 安全で快適な教育環境を確保するため、学校施設について、計画的に修繕や改修工事等を実施しました。また、昭和中学校の大規模

改造工事を実施するとともに、全小中学校の体育館の非構造部材の耐震対策工事の設計を行いました。 

 基本目標２：地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む教育を推進します 
 いじめや不登校の未然防止のため、家庭や地域と連携するとともに、教育センターを核とした教育相談活動等を展開しました。 

 「ふれあい推進長」の委嘱や地域ボランティアからなる「学校応援団」・「幼稚園応援団」の組織化、子ども 110 番の家の委託などに

より、地域密着型教育を推進しました。 

 学校給食について、地場産野菜を積極的に活用しながら、子どもたちに栄養バランスに配慮した安全安心な給食を提供しました。ま

た、給食費を滞納している家庭に対する働きかけに早期に着手し、納入につなげた結果、収納率は 99.97%となりました。 

2

10

7

1

4

9

1

6

15

0

10

20

0

1

7

1

0

5

1

1

0

1

0

0

0

0

その他の教育事業

基本目標５

基本目標４

基本目標３

基本目標２

基本目標１

達成済 概ね順調 やや遅れている 大幅に遅れている 未着手
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 基本目標３：人権を尊重した教育を推進します 
 学校人権教育計画訪問を実施するとともに、人権教育研修会や人権教育現地研修会などの研修会を計画的に実施し、学校における人

権教育の充実に努めました。 

 集会所指導員を委嘱し、小中学校学級や成人学級等の指導と支援を行いました。 

 人権問題講演会や人権問題指導者研修会等の研修機会を設けるとともに、人権文集の配布や人権啓発展などの人権啓発活動を行い、

家庭、地域社会における人権教育を推進しました。 

 基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります 
 平成 29 年度から平成 32 年度までを計画期間とする第 2 次加須市生涯学習推進計画を策定しました。また、生涯学習推進会議と社

会教育委員会議の一元化を図り、より効果的に生涯学習を推進する体制を整備しました。 

生涯学習市民企画委員や生涯学習推進員と連携して生涯学習セミナー等を開催し、学習のきっかけづくりと学習活動の支援を行うと

とともに、学習成果を発表・展示する場としてかぞ生涯学習フェスティバルや文化祭を開催し、学習意欲の向上を図りました。 

 文化・学習センターでは、各種コンサート等の自主公演事業やミュージカル等の貸館事業を実施することにより、市民が多彩な芸術

文化に触れる機会を提供しました。 

 魅力ある図書館づくりのため、一般書や児童書の購入、郷土資料等の受入などにより蔵書の充実を図るとともに、ブックトークやお

はなし会を実施し、子どもが本にふれあう機会を設け、子どもの読書活動の推進を図りました。また、子どもの自主的な読書活動を推

進し、読書をとおして心豊かな子どもの成長を図るため、平成 30 年度から平成 34 年度までを計画期間とする第 3 次加須市子ども読

書活動推進計画を策定しました。 

基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります 

 加須市スポーツ推進計画について、計画策定から 5 年が経過したことから、社会情勢や経済情勢の変化に対応するための中間見直し

を行いました。また、計画期間を「加須市総合振興計画」や「加須市人づくりプラン」との整合を図り、平成 32 年度までに変更しま

した。 

スポーツ教室やウォーキング大会等の開催、市民体育祭やグラウンド・ゴルフ大会等の開催支援などにより、市民の健康の保持・増

進や体力の維持向上に努めました。また、加須市民運動公園野球場「加須きずなスタジアム」の整備工事を行いました。 

 スポーツクライミングや女子硬式野球、トライアスロンなどの全国・世界規模のスポーツ大会を誘致し、国内外から多くの若者が集

うまちづくりを推進しました。 



基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

（４）各事業の達成度の状況

基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します

施策１　一人一人を伸ばす教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 96 96

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 95 95

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 95 100

予算額 26,600千円

決算額 25,082千円

執行率 94%

No

1

・小学校第3学年～第6学
年、中学校第2学年及び第3
学年に非常勤講師（教育活
動補助員）を配置 
・学級担任とのチーム
ティーチングや少人数指導
により、個に応じた学習指
導や生活指導を実施 
・児童生徒と関わる時間の
増加による個別学習の推進 
・「教育活動補助員配置計
画」「教育活動補助員成果
と課題」の作成・提出 

２９年度の取組内容

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

　市立小学校１２校に１６人、中学校４校に４人の計２０
人を配置し、チームティーチングや少人数指導による一人
一人の実態に応じた学習指導や生活指導を充実した。

0101-01

学校教育
課

　一学級の人数が多くなる学
年に非常勤講師を配置し、
チームティーチングや少人数
指導による授業を展開するこ
とで、個に応じたきめ細かな
学習指導、生活指導を行い、
学力向上や心の教育の充実を
図る。

事業の改善点・
今後の取組内容等

総振CD
プランCD

　児童生徒の学力を向上させ
るために、非常勤講師の配置
による学習形態の工夫を図
り、児童生徒一人一人の実態
に応じたきめ細かな学習指導
の実現を目指す。

少人数学
級推進事
業

1211-06

　平成３０年度は、市立小学校８
校に１３人、中学校３校に３人の
計１６人を配置した。
　今後も、小学校第３学年～第６
学年の３６人以上の学級、中学校
第２学年及び第３学年の３９人以
上の学級に非常勤講師を配置し、
個に応じたきめ細やかな指導を
行っていく。

「埼玉県学力・学習状況調査」県平均
正答率に対する加須市の割合（生徒）
〔市平均正答率÷県平均正答率×
100〕

教育活動補助員の配置率
〔非常勤講師の実配置／非常勤講師が
必要な学校〕

「埼玉県学力・学習状況調査」県平均
正答率に対する加須市の割合（児童）
〔市平均正答率÷県平均正答率×
100〕

事業の目的
事業の概要

評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

15



基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 96 96

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 95 95

予算額 14,997千円

決算額 14,958千円

執行率 100%

指標(単位) （千円）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 46,226 47,540 43,700 43,700 43,700

実績 39,801 43,363

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 804 806 793 773 742

実績 680 631

予算額 47,540千円

決算額 43,363千円

執行率 91%

No

2

3

・学力向上を図るための非
常勤講師や特定教科専門指
導非常勤講師の配置 
・欠員対応非常勤講師の配
置 
・日本語指導が必要な外国
籍児童生徒の支援 
・「加須市ひとり学びノー
トコンテスト」の実施及び
学習サポーターの配置 
・中学生学力アップ教室
「加須まなびTime」の実施

・準要保護児童の世帯の認
定 
・就学援助費の支給（年３
回） 
・支給額算出のための給食
欠食状況や校外活動への参
加状況等の調査を実施 
・新入学児童生徒学用品費
の入学前支給を開始

1112-07

0101-03

学校教育
課

　平成２９年度要保護児童生徒援
助費補助金標準単価の見直しを受
け、支給限度額の見直しを行っ
た。
・新入学児童生徒学用品費
　　２０，４７０円
　　　→４０，６００円
　また、援助を必要とする時期に
速やかな支給が行えるよう「新入
学児童生徒学用品費」の入学前支
給を開始した。

就学援助支給児童数

　経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童の
保護者に対して、給食費、学用品費、校外活動費等の必要
な援助を行った。保護者に対し、就学援助制度の案内を行
い制度の周知に努めた。

0101-02

学校教育
課

　きめ細やかな学習指導を実
施するための各種非常勤講師
の配置、日本語指導が必要な
外国籍児童生徒の支援、児童
生徒の学力向上対策等を実施
する。 
　中学生を対象に、土日を活
用した中学生学力アップ教室
「加須まなびTime」を実施
し、学力の向上を図る。

「埼玉県学力・学習状況調査」県平均
正答率に対する加須市の割合（児童）
〔市平均正答率÷県平均正答率×
100〕

「埼玉県学力・学習状況調査」県平均
正答率に対する加須市の割合（生徒）
〔市平均正答率÷県平均正答率×
100〕

２
・
概
ね
順
調

就学援助費支給額

　要保護児童の保護者に対し
て、修学旅行費及び医療費の
就学援助費を支給する。 
　準要保護児童の保護者に学
用品費、新入学学用品費、修
学旅行費、校外活動費、給食
費、医療費、ＰＴＡ会費、児
童会費等の就学援助費を支給
する。 
　認定基準は、生活保護最低
生活費認定基準の見直しによ
る影響がないように基準を設
定する。

1211-11

事業の改善点・
今後の取組内容等

　前年度の学力調査の結果や学校
規模等に応じて非常勤講師を効果
的に配置し、一人一人の児童生徒
に対して個に応じたきめ細やかな
学習指導を一層展開できるように
する。
　「加須まなびTime」を実施
し、中学生の学力向上を図る。

　埼玉県学力・学習状況調査の県平均正答率に対する市平
均正答率の割合が、小・中ともに目標に達成しなかったた
め。

小学校就
学援助事
業

　小学校６年間の普通教育を
保障し、義務教育の円滑な実
施のため、経済的理由によっ
て就学が困難と認められる児
童の保護者に、必要な援助を
し、経済的負担の軽減を目指
す。

学力アッ
プ事業

　児童生徒の学力向上を図る
ため、児童生徒の実態に応じ
たきめ細かな学習指導の展開
を目指す。

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （千円）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 46,069 50,106 46,202 46,202 46,202

実績 38,787 43,015

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 453 445 455 444 449

実績 413 392

予算額 50,106千円

決算額 43,015千円

執行率 86%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 10 10 10 10 10

実績 10 10

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 41 37 33 30 30

実績 41 37

予算額 8,660千円

決算額 8,399千円

執行率 97%

No

4

5

・準要保護生徒の世帯の認
定 
・就学援助費の支給（年３
回） 
・支給額算出のための給食
欠食状況や校外活動への参
加状況等の調査を実施 
・新入学児童生徒学用品費
の入学前支給を開始

・新規給与者を１０人程度
選考 
・年額１２万円を３７人分
給与（１０人選考した場
合）

河野博士
育英事業

２
・
概
ね
順
調

新規に採用する奨学生の人数 　新規給与者を１０人程度選考
し、年額１２万円を給与する。

給与生人数

　募集要項に基づき、学力優秀で、経済的に就学が困難な
生徒に適切に奨学金が給与できている。
　また、ふるさと納税を活用し財源の確保に努めた。

　平成２９年度要保護児童生徒援
助費補助金標準単価の見直しを受
け、支給限度額の見直しを行っ
た。
・新入学児童生徒学用品費
　　２３，５５０円
　　　→４７，４００円
　また、援助を必要とする時期に
速やかな支給が行えるよう「新入
学児童生徒学用品費」の入学前支
給を開始した。

就学援助支給生徒数

　経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童の
保護者に対して、給食費、学用品費、校外活動費等の必要
な援助を行った。保護者に対し、就学援助制度の案内を行
い制度の周知に努めた。

中学校就
学援助事
業

２
・
概
ね
順
調

就学援助費支給額

1112-08

0101-04

　要保護生徒の保護者に対し
て、修学旅行費、医療費の就
学援助費を支給する。 
　準要保護生徒の保護者に学
用品費、新入学学用品費、修
学旅行費、校外活動費、給食
費、医療費、ＰＴＡ会費､生徒
会費等の就学援助費を支給す
る。 
　認定基準は、生活保護最低
生活費認定基準の見直しによ
る影響がないように基準を設
定する。

学校教育
課

　中学校３年間の普通教育を
保障し、義務教育の円滑な実
施のため、経済的理由によっ
て就学が困難と認められる生
徒の保護者に、必要な援助を
し、経済的負担の軽減を目指
す。

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　河野省三文学博士の遺徳を
たたえ、渡辺喜之助氏、渡辺
国雄氏両氏の寄附希望条件に
副うため、加須市に住所を有
する者で経済的理由により就
学が困難な者に対し学資金を
給与し、もって有用人材の育
成を目指す。

0101-05

学校教育
課

　高等学校に在籍し、市内に
住所を有する者で経済的理由
により就学が困難な者に対し
年額12万円を給与する。給与
期間は、給与した時から当該
校を修了するまでとする。

1112-12
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 33 28 15 15 15

実績 14 7

予算額 2,228千円

決算額 508千円

執行率 23%

指標(単位) （校）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 22 22 22 22 22

実績 22 22

予算額 245,563千円

決算額 227,305千円

執行率 93%

No

教育総務
課

　小学校２２校について、必
要な消耗品費、印刷製本費、
光熱水費、修繕費、委託料、
土地借上料、備品購入費を措
置し、管理運営を行う。

小学校管
理運営事
業

・所得に基づき対象世帯を
認定 
・就学援助費の支給（年3
回） ２

・
概
ね
順
調

総振CD
プランCD ２９年度の取組内容

評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

　小学校22校の管理運営を行うに当たり、必要諸経費を
適切に支出することができた。また、隔年や３年に一度の
業務や電話回線の増設など、例年にない業務も滞りなく行
うことができた。
　学校図書においては、全校において図書整備率１００％
を達成することができた。また、学校図書館の活性化を図
るため、適正な図書の廃棄を行っている。

　被災児童生徒の転入に留意し、必要に応じて就学援助の
案内を行い、制度の周知に努めた。

就学援助支給児童数

図書整備率１００％達成校数

1112-16

0101-06

　被災により援助が必要な児
童生徒に対し、学用品費、新
入学学用品費、修学旅行費、
校外活動費、給食費、医療
費、ＰＴＡ会費、児童生徒会
費等の就学援助費を支給す
る。

事業の目的
事業の概要

避難者支
援就学援
助事業

　東日本大震災により被災し
た児童生徒の保護者のため
に、必要な援助をし、経済的
負担の軽減を目指す。

　対象者が少なかったため支給児
童数は目標を下回ったが、東日本
大震災で被災し経済的に就学困難
な児童生徒に対して、給食費、学
用品費、校外活動費等の援助を
行った。

事業の改善点・
今後の取組内容等

　引き続き小学校22校につい
て、適切に管理運営を行う。ま
た、学校図書館においても、全校
図書整備率１００％達成を維持す
る。

１
・
達
成
済

学校教育
課

・保守点検や委託による施
設維持管理 
・各小学校管理運営のため
の配当予算措置 
・用務員の任用 
・学校日誌・学級日誌・納
入袋・卒業証書等の印刷製
本 
・名入封筒の印刷製本（2
年に1度） 
・はかり検査手数料（2年
に1度） 
・出席簿の印刷製本・教材
用試薬品処理（3年に1度） 
・電話回線増設（10校）

　明るく豊かで活力に満ちた
児童の健全な育成を目指し、
小学校における教育環境の整
備を図る。1212-01

0101-07

6

7
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （校）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 8 8 8 8 8

実績 8 7

予算額 139,584千円

決算額 128,382千円

執行率 92%

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 86.2 87.1 88.1 89.1 90.1

実績 85.9 86.4

予算額 2,200千円

決算額 2,197千円

執行率 100%

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 88.2 88.5 88.8 89.1 89.4

実績 88.6 83.2

予算額 606千円

決算額 606千円

執行率 100%

　理科教育に関する指導内容
に沿った備品を整備し、理科
教育の振興を図る。

２
・
概
ね
順
調

・理科実験備品の購入 
・理科教育設備の整備 

２
・
概
ね
順
調

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

　各校の理科備品の整備状況
を踏まえ、理科教育設備の充
実に必要な備品を整備する。

小学校教
材用備品
整備事業

　理科教育に関する指導内容
に沿った備品を整備し、理科
教育の振興を図る。

1212-03

0101-09

1212-02

1212-04

0101-10

　各校の理科備品の整備状況
を踏まえ、理科教育設備の充
実に必要な備品を整備する。

中学校教
材用備品
整備事業

・理科実験備品の購入 
・理科教育設備の整備 

教育総務
課

小学校理科備品の整備率
〔小学校の年度末現有額総計÷補助金
交付要綱に定める基準額〕

　実績値は目標値を下回ったが、28年度より上昇した。
また、整備率の低い、騎西・北川辺地域の小学校に補助金
を利用して重点的に備品整備を行った。

　引き続き整備率の低い学校に重
点を置きながら、備品の整備を進
め、加須市全体の理科備品の質の
向上を図る。

　昭和中学校で大規模改修工事にあわせて破損備品等を廃
棄したため、実績値は目標値を下回ったが、整備率の低
い、加須・北川辺・大利根の各中学校に補助金を利用し
て、重点的に備品整備を行った。

事業の改善点・
今後の取組内容等

　中学校８校の管理運営を行うに当たり、必要諸経費を適
切に支出することができた。また、隔年や３年に一度の業
務や電話回線の増設など、例年にない業務も滞りなく行う
ことができた。
　学校図書においては、7校が図書整備率１００％を達成
することができた。実績が目標を下回っているものの、図
書台帳の整備や適正な図書の廃棄を行うなど、学校図書館
の活性化を図ったことによるものであるため、評価は概ね
順調とした。

中学校理科備品の整備率
〔中学校の年度末現有額総計÷補助金
交付要綱に定める基準額〕

　引き続き整備率の低い学校に重
点を置きながら、備品の整備を進
め、加須市全体の理科備品の質の
向上を図る。

２
・
概
ね
順
調

図書整備率１００％達成校数 　引き続き中学校８校について、
適切に管理運営を行う。また、学
校図書館の活性化を図りつつ、全
校図書整備率１００％達成を目指
す。

教育総務
課

　中学校８校について、必要
な消耗品費、印刷製本費、光
熱水費、修繕費、委託料、土
地借上料、備品購入費を措置
し、管理運営を行う。

中学校管
理運営事
業

・保守点検や委託による施
設維持管理 
・各小学校管理運営のため
の配当予算措置 
・用務員の任用 
・学校日誌・学級日誌・納
入袋・卒業証書等の印刷製
本 
・名入封筒の印刷製本（2
年に1度） 
・はかり検査手数料（2年
に1度） 
・出席簿の印刷製本・教材
用試薬品処理（3年に1度）

　明るく豊かで活力に満ちた
生徒の健全な育成を目指し、
中学校における教育環境の整
備を図る。

教育総務
課

0101-08

No

8

9

10
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （台）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 28 28 28 28 28

実績 26 29

予算額 3,323千円

決算額 2,753千円

執行率 83%

指標(単位) （台）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 8 8 8 8 8

実績 6 8

予算額 2,285千円

決算額 1,847千円

執行率 81%

予算額 7,931千円

決算額 7,430千円

執行率 94%

No

11

12

　引き続き、音楽会等に参加する
生徒の移送におけるバス借上料や
全国大会に出場する選手の派遣
費、中学校体育連盟への補助を行
い、中学校における各種スポーツ
及び文化活動の振興を図る。
　また、バスの借上げにあたって
は、経費の節減を図りつつ、生徒
の安全確保を第一に考えて実施す
る。
（平成３０年度からは、バス借上
げ料及び中学校体育連盟補助金は
中学校管理運営事業に移行）

　明るく豊かで活力に満ちた
生徒の健全な育成を目指すた
めに、中学校における各種ス
ポーツ及び文化活動の振興を
図る。 

生徒派遣
援助事業

　市内音楽会、東部北地区音
楽会、埼玉県音楽会の生徒移
送ためのバス借上料を補助す
る。
　全国大会等に出場する選手
の派遣費や中学校体育連盟へ
の補助を行う。

教育総務
課

1212-10

学校教育
課

　課の運営に係る諸経費（主
に人権関係予算と負担金等）
の適正な管理執行に努める。 
　就学援助システムを活用し
事務の能率化を図る。

0101-13

児童派遣
援助事業

教育総務
課

1212-80

１
・
達
成
済

　明るく豊かで活力に満ちた
児童の健全な育成を目指すた
めに、小学校における各種ス
ポーツ及び文化活動の振興を
図る。 

・課の運営に係る諸経費の
適正な管理・執行 
・平成３０年度使用教科用
図書採択協議会(小学校道
徳）を開催

・生徒移送のためのバス借
上 
・全国大会等生徒派遣費補
助金 
・中学校体育連盟補助金 

0101-12

1212-11

13

学校教育
管理事業

　学校教育課の事業を円滑に
進めるために必要な経費を措
置する。

0101-11

　市内陸上大会、市内音楽
会、東部北地区音楽会、埼玉
県音楽会の児童移送ためのバ
ス借上料を補助する。 
　市内音楽会の会場借上料を
補助する。

・児童移送のためのバス借
上 
・市内音楽会の会場借上料
の補助

　平成３０年度から「就学援助システム」を導入するため
に、今年度はシステムの環境構築・機能検証作業等を行っ
た。
(※就学援助システム：小中学校就学援助費について、申
請・認定・給付までを一括管理できるシステム）

送迎用バス台数 　引き続き、陸上大会や音楽会等
に参加する児童の移送におけるバ
ス借上料や音楽界の会場借上料の
補助を行い、小学校における各種
スポーツ及び文化活動の振興を図
る。
　また、バスの借上げにあたって
は、経費の節減を図りつつ、児童
の安全確保を第一に考えて実施す
る。
（平成３０年度からは、小学校管
理運営事業に統合）

　陸上大会や音楽会等に参加する児童の移送におけるバス
借上料や音楽界の会場借上料の補助を行った。
　バスの借上げにあたっては、経費の節減を図りつつ、児
童の安全確保を第一に考え、必要な台数のバスを確保し
た。

２
・
概
ね
順
調

　就学援助費支給に係る一連の事
務の効率化、迅速化及び正確化を
図るために、「就学援助システ
ム」を導入した。

送迎用バス台数

　音楽会等に参加する生徒の移送におけるバス借上料や全
国大会に出場する選手の派遣費、中学校体育連盟への補助
を行った。
　バスの借上げにあたっては、経費の節減を図りつつ、生
徒の安全確保を第一に考え、必要な台数のバスを確保し
た。

　事業を円滑に進めるにあたり、必要経費を適切に支出す
ることができた。
　就学援助をシステム導入（9月補正）し就学援助事務の
能率化を図った。

１
・
達
成
済

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

施策２　幼児教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 12,870 12,012 11,154 11,154 11,154

実績 12,135 9,256

予算額 9,513千円

決算額 5,481千円

執行率 58%

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2 2 2 2 2

実績 2 2

予算額 137,441千円

決算額 116,681千円

執行率 85%

・意向調査 
・通常保育時間外における
幼児の保育 
・対象となる公立幼稚園で
預かり保育を実施

・公立幼稚園の管理運営 
・名入封筒の印刷製本（2
年に1度） 
・出席簿の印刷製本（3年
に1度） 
・職員に対するＢ型肝炎抗
原抗体検査・予防接種 
・教員免許状更新講習受講
料の公費負担（臨時的任用
教諭確保対策）

幼稚園預
かり保育
事業

評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

２９年度の取組内容

　保護者の利用希望のあった１０園で希望者全員（延べ
９，２５６人）の預かり保育を実施し、子育て支援を行っ
た。

事業の目的
事業の概要

No

１
・
達
成
済

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

預かり保育利用者延べ人数

事業の改善点・
今後の取組内容等

総振CD
プランCD

　公立幼稚園（13園）の適正
な管理運営を行う。

公立幼稚
園管理運
営事業

0102-02

　仕事など家庭の事情によ
り、保育の延長が必要な幼児
に対して、公立幼稚園で預か
り保育を実施することによ
り、子育てを支援する。

　保護者の就労・入通院や家
族の看護・介護等により、通
常の保育終了の午後3時から4
時30分までの1.5時間、定期
的、または一時・緊急時に保
育を必要とする幼児を対象に
保育を行う。 
　定期利用　月額2,200円 
　一時・緊急　日額200円

保育幼稚
園課

　公立幼稚園13園について、
必要な消耗品費、印刷製本
費、光熱水費、修繕費、委託
料、土地借上料、備品購入費
などを適正に管理し、管理運
営を行う。 
　幼児・教職員の健康診断等
を実施する。 
　幼稚園の環境衛生検査を実
施する。 
・産休代替、欠員補充職員を
雇い上げ適正に配置する。 
・幼稚園補助員を配置する

1121-14

歯磨き指導実施回数 　臨時的任用教諭確保対策とし
て、教員免許状更新講習受講料を
公費負担を継続して実施する。

　公立幼稚園（１３園）の管理運営を適正に行った。
　職員に対するB型肝炎抗原抗体検査を実施した。
　臨時的任用教諭確保対策として、教員免許状更新講習受
講料を公費負担した。
　歯磨き指導を年２回実施し、目標を達成することができ
た。

1131-01

0102-03

保育幼稚
園課

14

15

　保護者のニーズに合わせて実施
しており、平成３０年度は、利用
希望のあった１１園で実施する。
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）
事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 260 260 260 260 260

実績 233 216

予算額 31,150千円

決算額 26,611千円

執行率 85%

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容

・私立幼稚園に就園する園
児の保育料を所得に応じて
補助 
・年収約360万円未満相当
の世帯について、小学校3
年生以下という兄姉の年齢
制限を撤廃 
・年収約360万円未満相当
のひとり親世帯について
は、第1子を第2子と取扱
い、第2子以降は第3子以降
と取扱う

保育幼稚
園課

0102-04

　子ども・子育て支援新制度
に移行しない私立幼稚園の保
護者について、所得に応じ、
設置者（幼稚園）に対して補
助金を交付し、設置者が保護
者に対して、保育料等の減免
等を行う。 
　年収約360万円未満の世帯
について、小学校3年生以下
という兄姉の年齢制限を撤廃
し、年収約360万円未満のひ
とり親世帯については、第1
子を第2子と取扱い、第2子以
降は第3子以降と取扱う。

　私立幼稚園に在園する園児
の保護者の負担軽減をし、幼
稚園教育の振興を図る。

1133-01

　私立幼稚園に子どもを就園させている保護者に対して所
得状況に応じて入園料及び保育料の軽減を図った。平成２
９年度は対象となるすべての児童（２１６人）について軽
減を図った。

民間幼稚
園就園奨
励事業

16

評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

No

２
・
概
ね
順
調

補助園児数 　低所得世帯に対する、国の補助
限度額の増額を受け、市の補助額
を増額し、されなる負担軽減を図
る。
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

施策３　保・幼・小・中の一貫した教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 0 0 0 0 0

実績 0 0

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 0 0 0 0 0

実績 2 2

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 650 650 650 650 650

実績 711 806

予算額 188千円

決算額 171千円

執行率 91%

１
・
達
成
済

不登校児童（小学１年）の割合
〔不登校児童（小学１年）数÷小学１
年生全児童数×１００〕

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

No ２９年度の取組内容
評
価

　保育所、幼稚園、小・中学校の交流回数（幼児・児童生
徒・教職員）が、合併以降連続で目標値を超えており、各
校種別に積極的に交流活動が実施されている。

　学校不適応児童生徒の解消
のために、保育所(園)、幼稚
園、小・中学校相互の滑らか
な接続をめざし、教育指導・
内容の充実を図る。

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

事業の改善点・
今後の取組内容等

保育所、幼稚園、小・中学校の交流回
数

　平成３０年度より新しい要綱を
作成した。これまでの保・幼・小
中一貫教育事業では、交流するこ
とに重点を置いていたが、中学校
区での幼児教育・義務教育をつな
ぐことに重点を置き、中学校区の
学校、地域、家庭が一体となっ
て、教育課程や生徒指導において
も互いに連携を深め、学力向上、
豊かな心の育成を目指していく。

不登校生徒（中学１年）の割合
〔不登校生徒（中学１年）数÷中学１
年生全生徒数×１００〕

学校教育
課

0103-01

保・幼・
小中一貫
教育事業

　幼児、児童生徒間の異年齢
集団による交流活動を通し
て、豊かな人間性や社会性を
はぐくむ。 
　また、教職員が校（園等）
種を越えて交流し、互いの指
導内容や指導方法等を理解し
合うことで、教員としての指
導力や人間性を高める。

17

・教職員の人的交流活動に
加え、学習支援や保育・学
習参観等を通して、教育活
動や学習指導等の連携を強
化 
・幼児、児童生徒の校（園
等）種間の交流活動や合同
遊び等を通した、保・幼・
小中の「縦」の連携に加
え、同一中学校区内の幼稚
園や保育所、小学校の
「横」の連携を強化 
・連絡協議会の開催（年2
回）を通し、連携を強化

1211-12
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

施策４　特別支援教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 95 95 95 95 95

実績 33 60

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

予算額 69,780千円 目標 100 100 100 100 100

決算額 59,030千円 実績 100 100

執行率 85%

指標(単位) （千円）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 3,193 2,755 3,735 3,735 3,735

実績 2,190 2,665

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 70 105 108 111 114

実績 87 105

予算額 2,755千円

決算額 2,665千円

執行率 97%

・支弁区分（３段階）の認
定 
・就学奨励費の支給（年３
回） 
・支給額算出のための給食
欠食状況や校外活動への参
加状況等の調査を実施

0104-02

障がい児介助員配置割合
〔障がい児介助員配置人数÷介助が必
要とする児童数×100〕

ことばの教室（構音障害）終了者の割
合
〔ことばの教室(構音障害)終了者÷こ
とばの教室通級者×100〕

　特別支援学級に在籍する児
童及び学校教育法施行令第２
２条の３に規定する障害の程
度に該当する児童の保護者の
ために、通学に係る費用につ
いて必要な補助をし、経済的
負担の軽減を目指す。

・小・中学校障がい児介助
員の配置 
・ことばの教室の運営 
・発達障害・情緒障害通級
指導教室の運営 
・障がい児介助員の質的向
上を図るための研修実施

　特別支援学級へ在籍する児
童及び学校教育法施行令第２
２条の３に規定する障害の程
度に該当する児童の保護者に
対し、所得に応じて、学用品
費、新入学用品費、校外活動
費、修学旅行費、学校給食費
等を国の基準により支給す
る。

２
・
概
ね
順
調

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

就学奨励費支給額 　特別支援学級等における対象児
童の状況に留意しつつ、引き続き
適切に支給事務をおこなう。

当該年度支給児童数

　教育の機会均等の趣旨にのっとり、特別支援学級に就学
する児童の保護者に対して学用品費等を支給し、経済的な
負担の軽減を図った。
　保護者に対し制度案内、及び周知に努めた。

　構音障害の児童の修了者の割合が大幅に増加した。

　児童生徒の教育的ニーズに
対応するため、介助を必要と
する児童生徒の就学支援体制
の充実を図る。

特別支援
教育推進
事業

19

学校教育
課

　特別支援学級や通常学級で
学ぶ児童生徒の教育活動を支
援する障がい児介助員を配置
する。
　難聴・言語障害通級指導教
室（ことばの教室）を運営す
る。
　発達障害・情緒障害通級指
導教室を運営する。

学校教育
課

1112-09

小学校特
別支援教
育就学奨
励事業

0104-01

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容No
評
価

　ことばの教室担当者の研修体制
を整備する。

２
・
概
ね
順
調

1211-08

18
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （千円）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2,194 2,148 2,547 2,547 2,547

実績 1,197 1,963

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 30 46 46 55 69

実績 39 46

予算額 2,148千円

決算額 1,963千円

執行率 91%

・支弁区分（３段階）の認
定 
・就学奨励費の支給（年３
回） 
・支給額算出のための給食
欠食状況や校外活動への参
加状況等の調査を実施

２９年度の取組内容

中学校特
別支援教
育就学奨
励事業

　特別支援学級に在籍する生
徒及び学校教育法施行令第２
２条の３に規定する障害の程
度に該当する生徒の保護者の
ために、通学に係る費用につ
いて必要な補助をし、経済的
負担の軽減を目指す。

　特別支援学級等における対象生
徒の状況に留意しつつ、引き続き
適切に支給事務をおこなう。

評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

当該年度支給生徒数

　教育の機会均等の趣旨にのっとり、特別支援学級に就学
する児童の保護者に対して学用品費等を支給し、経済的な
負担の軽減を図った。
　保護者に対し制度案内、及び周知に努めた。

２
・
概
ね
順
調

就学奨励費支給額

学校教育
課

No

20 　特別支援学級へ在籍する生
徒及び学校教育法施行令第２
２条の３に規定する障害の程
度に該当する生徒の保護者に
対し、所得に応じて、学用品
費、新入学用品費、校外活動
費、修学旅行費、学校給食費
等を国の基準により支給す
る。

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

1112-10

0104-03
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

施策５　教職員の資質能力の向上

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 96 96

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 95 95

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 215 215 215 215 215

実績 321 332

予算額 20千円

決算額 17千円

執行率 85%

　幼児、児童生徒に生きる力
を育むために、市立幼稚園及
び小・中学校への訪問指導を
行い、教職員の指導力の向
上、学校の教育力の向上を目
指す。

・計画訪問や要請訪問の実
施 
・公開授業や研究授業、公
開保育、研究保育に対する
指導助言 
・教育活動の諸課題に対す
る指導助言 や示範授業
・諸表簿等の適切な管理、
地域密着型教育の推進につ
いての指導助言

学校教育
課

事業の目的
事業の概要

学校訪問
指導事業

1211-07

0105-01

　市立幼稚園及び小・中学校
への計画訪問及び要請訪問を
行い、市内における教育実践
上の諸課題について指導助言
や示範授業を行う。

　市立各幼稚園及び小･中学校の
ニーズに応じたきめ細かい指導を
検討する。
　また、新学習指導要領の趣旨を
ふまえた指導ができるよう、資料
等を活用して指導したり示範授業
をしたりできるようにする。

「埼玉県学力・学習状況調査」県平均
正答率に対する加須市の割合（生徒）
〔市平均正答率÷県平均正答率×
100〕

訪問回数

　市立各幼稚園及び小･中学校への訪問において、目標回
数を上回ることができた。その結果、幼稚園及び小･中学
校の授業改善が図られ、幼稚園や学校の教育力向上につな
がった。

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

「埼玉県学力・学習状況調査」県平均
正答率に対する加須市の割合（児童）
〔市平均正答率÷県平均正答率×
100〕

事業の改善点・
今後の取組内容等

No

21

総振CD
プランCD
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 96 96

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 95 95

予算額 7,066千円

決算額 6,401千円

執行率 91%

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 100 100

予算額 608千円

決算額 239千円

執行率 39%

・小学校7校、中学校3校に
研究を委嘱 
・幼稚園2園に公開保育を
指定 
・学力・体力・規範意識の
向上を図るために教育課程
検討委員会を開催 
・学習指導法の改善のため
の教科等への支援を実施 
・加須市教育研究会、加須
市小・中学校児童生徒体力
向上推進委員会への支援

事業の目的
事業の概要

1211-09

0105-02

　小・中学校の公教育として
の水準の維持を図るために、
教科書、指導書を措置し、児
童生徒の基礎学力の確実な定
着を目指す。

学校教育
課

１
・
達
成
済　学級の増設及び教員の増員

があった小・中学校を対象
に、４月（但し、後期は９
月）に教師用教科書及び指導
書を購入し、配布する。

22

No

　充実した教育活動の実践を
図るために市立幼稚園及び
小・中学校に公開保育の指定
や研究委嘱を行う。
　また、各教科等の充実を図
るための支援を行うととも
に、教育課程検討委員会を設
置し、教育活動全体の改善を
図る。

　子どもたちに知・徳・体の
バランスのとれた「生きる
力」を育成するために、市立
幼稚園及び小・中学校の充実
した教育活動の実践を目指
す。

学習指導
改善研究
事業

教師用教
科書・指
導書措置
事業

学校教育
課

0105-03

　教員の増員があった小・中学校
に対して、増加分の教師用教科書
及び指導書を措置する。

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

学級増、教員増の学校へ教師用教科書
及び指導書を配布した割合
〔（学級の増設数、教員の増員数）÷
措置した教師用教科書及び指導書の
セット×100〕

「埼玉県学力・学習状況調査」県平均
正答率に対する加須市の割合（児童）
〔市平均正答率÷県平均正答率×
100〕

　教育の今日的な課題である「学
力向上」「体力向上」「人権教
育」に関わる取組について力を注
いでいく。また、新学習指導要領
実施に向けた加須市教育研究会の
取組を支援していく。

「埼玉県学力・学習状況調査」県平均
正答率に対する加須市の割合（生徒）
〔市平均正答率÷県平均正答率×
100〕

　幼児、児童生徒の学力向上や学習習慣の確立に向けた公
開保育や研究委嘱、児童生徒の体力向上に向けた推進委員
会の取組が充実し、徐々に成果が現れている。

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　措置の必要な学校に教師用の教科書や教師用指導書を措
置することができた。

・小・中学校に学級の増設
や教員の増員で必要となる
教師用教科書及び指導書の
措置 
・「特別の教科　道徳」小
学校用教科書を採択

1211-16

23

総振CD
プランCD
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 80 80 80 80 80

実績 71 81

予算額 244千円

決算額 122千円

執行率 50%

学校教育
課

社会科副
読本資料
作成事業

　郷土「加須市」を理解し、
地域社会の一員としての自覚
をもつとともに、郷土「加須
市」を愛する児童の育成目指
す。

　加須市に対する理解が深まった児童の割合が目標値に近
づいているため。

24

　3年に一度の周期で小学校
第3・4学年用社会科副読本の
改訂を行う。
　また、改訂後は、指導の手
引き、評価テスト、ワークプ
リントを作成し、市立各小学
校へ配布して、その活用を図
る。

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

1211-17
２
・
概
ね
順
調

加須市に対する理解が深まった児童の
割合
〔社会科副読本評価テストの年間平均
正答率80%以上の児童数÷在籍児童
数×100〕

　平成３２年度から使用する新し
い社会科副読本を作成するため
に、最新の情報収集を実施する。

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

0105-04

・社会科副読本（改訂版）
に準拠した指導の手引き及
び評価テスト、ワークシー
トの作成及び配布

No

28



基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

施策６　社会の変化に対応する教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）
事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 90 90 90 90 90

実績 80 80

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 90 90 90 90 90

実績 84 82

予算額 136,969千円

決算額 132,288千円

執行率 97%

1211-19

サイエン
ススクー
ル事業

　児童の科学や理科への興
味・関心を高めるため、加須
未来館を活用した理科学習の
充実を目指す。

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 95 95 95 95 95

実績 95 94

予算額 2,139千円

決算額 1,341千円

執行率 63%

0106-02

学校教育
課

　小学校第4学年の全児童を
対象に、加須未来館において
プラネタリウムや望遠鏡等を
活用した理科学習を実施す
る。 
　加須未来館での学習を実施
するために、児童が移動する
ためのバスを措置する。 

学校ＩＣ
Ｔ教育活
用事業

・小学4年生を対象として
加須未来館を活用した理科
学習の実施 
（プラネタリウム、望遠鏡
等の活用） 

26

1211-18

学校教育
課

　児童生徒の確かな学力の向
上と情報活用能力の育成のた
めに、情報教育環境を活用
し、わかる・楽しい授業の実
現を目指す。

　児童生徒の確かな学力の向
上と情報活用能力の育成のた
めに、教育ソフトの活用に関
する研究や情報教育環境活用
のための教員研修を行う。 
　校務系コンピュータの配備
により、教員の校務支援を行
う。 
　教育系コンピュータをセン
ターサーバに接続し、一括管
理する。 
校務系コンピュータによる情
報の一括管理を行う。

25

0106-01

No

ICTを活用して情報活用能力を発揮で
きる児童生徒の割合
〔ICTを活用して情報を収集・整理し
問題を解決できる児童の割合(小6)、
プレゼン資料を作成し自分の考えを発
信できる生徒の割合(中3)〕

　本庁サーバのリース更改、教育系コンピュータのリース
契約更改13校、校務系コンピュータ158台更改を実施し
た。また、教員を対象に、コンピュータ室の使用方法やコ
ンピュータの基本的な操作についての研究会を実施した。
ICTを活用して効果的な指導ができる教員の割合とICTを
活用して情報活用能力を発揮できる児童生徒の割合がとも
に８０％を超えた。

ICTを活用して効果的な指導ができる
教員の割合　　〔「学校における教育
の情報化の実態等に関する調査」にお
いて「ICTを活用して効果的な指導が
できる」と回答した教員の割合〕

　教育系コンピュータのリース契
約更改を3校、103台実施。
　校務系コンピュータのリース契
約更改30校、231台実施。
　教員を対象に、コンピュータ室
の使用方法やコンピュータの基本
的な操作についての研究会を実
施。
　全教員を対象に、校務支援シス
テムの研修会を実施。

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　小学校における事前の理科学習
と絡め、児童の質問の機会を設け
るなどの工夫をし、サイエンスス
クールと授業の更なる連携を目指
す。

・本庁サーバのリース更改 
・教育系コンピュータの
リース契約更改を13校実
施。 
・消耗品費、修繕費を措
置。 
・校務系コンピュータ158
台更改。 

２
・
概
ね
順
調

未来館学習による理科に関する興味・
関心の向上
〔「楽しく学習し、理科に興味・関心
を示せた児童数（児童アンケート）」
÷「参加児童数」×１００〕

　対象である全小学校の4年生児童に加須未来館を活用し
た理科学習を実施することができた。事業の実施によっ
て、「理科への興味関心をもつことができた児童の割合が
９０％以上となった。

２
・
概
ね
順
調

29



基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 100 100

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 100 100

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 100 100

予算額 119千円

決算額 97千円

執行率 82%

・災害時中学生ボランティ
アリーダー研修会の実施 
（各中学校代表生徒３３名
を予定） 
・加須市防災教育研修会の
実施
 ・防災教育指導資料を活用
した授業の実践 
・避難訓練等の改善・充実
（災害時における子どもた
ちの安全確保） 
・水害に係る避難計画作成
及び説明会の実施

　拠点避難場所や地域で活躍
できる中学生ボランティア
リーダーを育成するための研
修会を実施する。
　また、防災教育研修の開催
や従来の訓練の方法を見直し
た引き渡し訓練及び避難訓練
などの実施、防災教育指導資
料の活用促進を図る。

学校教育
課

　東日本大震災を受け、本市
独自の防災教育を推進し、災
害発生時に的確な判断の下
に、安全な行動によって生命
の確保ができる子どもたちの
育成を目指す。

防災教育
推進事業

27

市内各幼稚園及び小・中学校における
防災教育実施率
〔実施校数÷学校数×１００〕

　３つの指標について、市内各幼稚園及び小・中学校にお
いて取組を行い、防災意識の向上を図ることができた。
　「災害時における中学生ボランティアリーダー研修会」
を実施し、防災意識の向上を図ることができた。（各中学
校代表生徒３３名が参加）

　市立各幼稚園及び小・中学校に
おいて、毎年年度当初に防災マ
ニュアルの見直し・改善を実施
し、職員で共通理解を図る。
　市立各幼稚園及び小・中学校に
おける「加須市防災教育指導資
料」について、年度当初に全職員
で共通理解を図り、指導に活用す
る。
　市立各幼稚園及び小・中学校に
おいて、一人一人が自分の命を守
るために行動する能力を高めると
いう視点で、防災教育の充実を図
る。

市内各幼稚園及び小・中学校における
「加須市防災教育指導資料」の活用率
〔活用校（園）数÷学校（園）数×１
００〕

市内各幼稚園及び小・中学校における
防災マニュアルの見直し・改善実施率
〔実施校（園）数÷学校（園）数×１
００〕

２
・
概
ね
順
調

0106-06

3131-02

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 90 95

指標(単位) （校・園）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 43 43 43 43 43

実績 43 43

予算額 430千円

決算額 370千円

執行率 86%

0106-12 　グリーンカーテンづくりに取り組むことで、環境問題に
関する児童生徒の興味・関心が高まっている。

4111-02

28

　環境問題に真剣に取り組む
幼児、児童生徒を育成するた
めに、具体的かつ体験的な環
境学習を実施する。

学校グ
リーン
カーテン
事業

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

学校教育
課

No

環境に興味・関心をもっている児童生
徒の割合
〔環境に興味・関心をもっている児童
生徒数÷抽出調査児童生徒数×１０
０〕

グリーンカーテンが作られている園・
学校数

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

・ゴーヤ、アサガオ、ヒョ
ウタン等の栽培によるグ
リーンカーテンの設置 
・グリーンカーテン促進事
業として、小学校において
「みどりのカーテン植え付
け出張講座」を実施

２
・
概
ね
順
調

　グリーンカーテンによる植物の
栽培から発展した学習の工夫・改
善を図る。

事業の改善点・
今後の取組内容等

　各幼稚園、各小・中学校の
壁面や花壇等を活用し、ゴー
ヤやヘチマ等を栽培してネッ
トにはわせ、校（園）舎南側
にグリーンカーテンをつく
る。
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

施策７　グローバル化に対応する教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 40 40 40 40 40

実績 45 46

指標(単位) （時間）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 35 35 35 35 35

実績 37 39

予算額 22,529千円

決算額 20,996千円

執行率 93%

0107-01

１
・
達
成
済

英語検定３級程度の英語力を有する中
３生徒の割合
〔（英語検定３級取得者＋英語検定３
級程度の英語力を有すると思われる
者）÷在籍生徒数×100〕

　英語教員の授業力向上のための
研修会、小学校と中学校の連携を
図るための研修会の一層の充実を
図る。

１学級あたりのＡＬＴとのチーム
ティーチングの授業時数

　英語教育研究員の訪問により、英語教員と外国語指導助
手のチームティーチングによる授業が積極的に展開されて
おり、外国語指導助手の研修会を通して、担当教員との連
携が円滑になった。

　生徒の英語能力の基礎を養
うため、全ての市立中学校
に、外国語指導助手を配置す
る。 
　英語教育研究員が、全ての
市立中学校を計画的に訪問
し、英語教員や外国語指導助
手の授業支援や指導を行う。 
　外国語指導助手の授業力向
上のための研修会を定期的に
行う。 
小学校と中学校の連携のため
の研修会や授業力向上のため
の研修会を行う。

学校教育
課

・英語教育研究員の計画的
な訪問による、英語教員や
外国語指導助手の授業支援
や指導 
・外国語指導助手の授業力
向上のための研修会の実施 
・英語教員の授業力向上の
ための研修会の実施 
・小学校と中学校の連携を
図るための研修会の実施 

　外国語について、言語や文
化に対する理解を深め、聞く
こと、話すこと、読むこと、
書くことなどのコミュニケー
ション能力の基礎を養う。 

1211-05

29

No

中学校英
語教育推
進事業

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 91 90

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 93 91

指標(単位) （時間）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 35 35 35 35 35

実績 35 35

予算額 10,133千円

決算額 9,497千円

執行率 94%

２
・
概
ね
順
調

小学校外国語活動の目標をおおむね達
成した５，６年生児童の割合
〔目標をおおむね達成できた児童数
（教員アンケート）÷在籍児童数×
100〕

　担任や外国語活動指導助手を対
象とした研修会を実施し、一層の
指導力の向上を図っていく。

外国語活動が楽しいと感じている児童
の割合
〔外国語活動が楽しいと感じている児
童数（児童アンケート）÷在籍児童数
×100〕

外国語活動における１学級当たりの
AFTとのﾁｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞの授業時数

　担任と外国語活動指導助手とのチームティーチングの充
実により、外国語活動の目標をおおむね達成している児童
の割合や、外国語活動が楽しいと感じている児童の割合
が、指標の計画の９０％以上に達している。

・5・6年生に対して、年間
35時間の外国語活動の授 業
を、1～4年生に対して国際
理解教育の授業を、担任と
外国語活動指導助手とのTT
で実施 
・英語教育研究員による学
校訪問での授業支援と指
導、研修会による授業力の
向上 
・小・中学校の連携を図る
ための研修会の実施 

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

評
価

学校教育
課

　全ての市立小学校に外国語
活動指導助手を配置する。 
　英語教育研究員が、全ての
市立小学校を計画的に訪問
し、担任や外国語指導助手の
授業支援や指導を行う。 
　小学校と中学校の連携のた
めの研修会や授業力向上のた
めの研修会を行う。

　外国語活動について、体験
を通して言語や文化に対する
理解を深め、積極的にコミュ
ニケーションを図ろうとする
態度を育成する。 

小学校英
語教育推
進事業

1211-04

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容

0107-02

No

30
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

施策８　キャリア教育・職業教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 90 90 95 95 95

実績 92 87

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 100 100

予算額 545千円

決算額 464千円

執行率 85%

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 20 20 20 20 20

実績 7 5

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

対象生徒３人に対する事業所数の割合
〔事業所数×３÷対象生徒数〕

　職業体験の受け入れ先の事業所
と学校が円滑に連携を図れるよう
支援していく。
　「ふれあい講演会」の内容等を
工夫し、地域・家庭・学校の連携
に努める。

ふれあい講演会を実施した中学校の割
合
〔「ふれあい講演会」を実施した中学
校数÷市内公立中学校数〕

　適度な人数で、職業体験や福祉体験を実施することがで
きた。
　全ての中学校において、「ふれあい講演会」を実施する
ことができた。

２
・
概
ね
順
調

中学生夢
創造チャ
レンジ事
業

1211-14

0108-02

31

・生徒の職場体験や福祉体
験のために必要な保菌検査
の実施や損害保険への加入
等の支援の実施 
・市内中学校でのふれあい
講演会の実施のための支援

学校教育
課

1221-02

No

　生徒の将来の夢や希望を育
むため、進路意識の啓発、高
揚を図り、中学生が望ましい
職業観や働くことの意義、生
き方等を学ぶ機会の充実を目
指す。

　中学生が人とのふれあいを
通して「働くことの意義」や
「生き方」について学ぶ、市
各中学校が企画する職場体験
学習（原則として３日間）に
必要な消耗品費や保菌検査、
損害保険加入等を支援する。 
　地域の方等から生き方や職
業についての話を聞く「ふれ
あい講演会」の支援を行う。

0108-01

４
・
大
幅
に
遅
れ
て
い
る

市職員の派遣を要請した回数 　校長・園長研究協議会や教頭・
副園長研究協議会等で成果のあっ
た取組を伝えることで、各校の関
心を高める。

　目標値に対して２５％の達成にとどまっている。

・市職員による「教科等の
学習活動」、「教科等以外
の教育活動」、「教職員の
研修」等、学校教育活動を
支援・指導

　地域密着型教育の推進のた
めに、市職員が有する専門的
知識、技術等を学校教育に活
用し、教育活動の充実をめざ
す。

　市内の公立小・中学校及び
幼稚園（以下「小・中学校
等」という。）からの要請に
基づき、市職員を講師とし
て、小・中学校等へ派遣し、
市職員が有する専門的知識、
技能等を活用した教科等の学
習活動の支援及び教職員研修
等を行う。

市職員マ
ンパワー
活用事業

学校教育
課32

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

施策９　安全で快適な教育環境の整備・充実

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 73 73 73 73 77

実績 73 73

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 25 70 100 150 190

実績 26 27

指標(単位) （校）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 3 7 12 17 22

実績 3 3

予算額 943,204千円

決算額 103,556千円

執行率 11%

　ボルダリング壁を使用した授業等の活用回数は少なかっ
たが、主として目標としている大規模改造工事の実施率に
ついては、計画どおり、施設の修繕、改修工事等が実施で
き、達成することができた。しかし、施設の老朽化が進ん
でいるため、中長期的な計画全体の見直しが必要である。

ボルダリング壁設置校数（小学校）

・水深小学校 北校舎改修工
事 
・体育館の非構造部材耐震
対策工事設計(21校) 
・遊具等点検(22校) 
・遊具改修工事(11校) 
・校内放送設備改修工事(田
ケ谷･高柳) 
・誘導灯ほか消防設備修繕
工事 
・学校要望等による各種修
繕、工事 
・施設備品の購入　ほか

小学校施設の大規模改造工事実施率
〔大規模改造工事実施済棟数/大規模
改造工事が必要な棟数×100〕
※非木造２階建以上、築後３０年以上
の棟を対象

　大規模改造の優先順位は、建物
の建築経過年数に加えて、劣化状
況なども勘案し、中学校施設整備
を含めた全体予算の中で検討を行
う。併せて、交付金の動向を注視
し、財源の確保を図る。
　校舎、体育館等の雨漏り対策に
ついて、修繕工事で対応できない
ものについて、適切な手段を選択
し対策を講じる。
　遊具改修計画を適宜見直し、必
要な遊具選定等を行い、各施設の
遊具整備を図る。
　大規模改造工事に合わせて、校
舎の木質化やバリアフリー化など
を推進する。

２
・
概
ね
順
調

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

小学校施
設整備事
業

　学校施設の整備・充実を図
り、安全で快適な学習環境を
確保する。

教育総務
課

　小学校22校について、環境
改善を要する施設を常に把握
し、優先度を判断して計画的
に修繕、改修工事及び施設備
品の購入を行う。

No

33

1212-05

0109-01

ボルダリング壁授業等活用回数

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標１　確かな学力と学ぶ力を育成します　

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 31 38 50 63 63

実績 31 56

予算額 771,755千円

決算額 33,986千円

執行率 4%

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 88 88 88 94 94

実績 88 88

予算額 4,245千円

決算額 4,058千円

執行率 96%

１
・
達
成
済

学校施設（園舎）耐震化率
〔（全棟数－耐震化の必要な棟数）/
全棟数×100〕
※非木造で２階建て以上又は２００㎡
を超える建物が対象

総振CD
プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　騎西中央幼稚園再整備のため、
設計業務を実施する。
　計画的な修繕、改修等を実施す
る。

・加須市公立幼稚園再整備
計画に基づいた整備を実施 
・計画的な修繕、改修等を
実施 
・騎西中央幼稚園再整備の
検討

0109-02

・【繰越】昭和中学校校舎
大規模改造工事 
・体育館の非構造部材耐震
対策工事設計(8校) 
・屋外体育器具等点検(8校) 
・防鳥ネット設置工事(東･
平) 
・誘導灯ほか消防設備修繕
工事 
・学校要望等による各種修
繕、工事 
・施設備品の購入　ほか

中学校施
設整備事
業

　学校施設の整備・充実を図
り、安全で快適な学習環境を
確保する。

34

No

中学校施設の大規模改造工事実施率
〔大規模改造工事実施済棟数/大規模
改造工事が必要な棟数×100〕
※非木造２階建以上、築後３０年以上
の棟を対象

　大規模改造の優先順位は、建物
の建築経過年数に加えて、劣化状
況なども勘案し、小学校施設整備
を含めた全体予算の中で検討を行
う。併せて、交付金の動向を注視
し、財源の確保を図る。
　校舎、体育館等の雨漏り対策に
ついて、修繕工事で対応できない
ものについて、適切な手段を選択
し対策を講じる。
　大規模改造工事に合わせて、校
舎の木質化やバリアフリー化など
を推進する。

教育総務
課

　中学校８校について、環境
改善を要する施設を常に把握
し、優先度を判断して計画的
に修繕、改修工事及び施設備
品の購入を行う。

　計画どおり、施設の修繕、改修工事等が実施できた。し
かし、施設の老朽化が進んでいるため、中長期的な計画全
体の見直しが必要。

１
・
達
成
済

35

1132-01

0109-03

公立幼稚
園施設整
備事業

1212-06

　公立幼稚園の施設整備を行
い、教育環境の充実を図る。

こども政
策課

　加須市公立幼稚園再整備計
画に基づき、計画的に施設の
修繕、改修、改築等を行う。

　加須市公立幼稚園再整備計画に基づき、騎西中央幼稚園
再整備の検討を実施した。
　各幼稚園の必要に応じて修繕、工事を実施した。
　目標の耐震化率を達成してる。
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基本目標２　地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します

基本目標２　地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します

施策１　豊かな心と健やかな体を育む教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 94 91

指標(単位) （校）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 22 22 22 22 22

実績 22 22

予算額 29,734千円

決算額 28,274千円

執行率 95%

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 94 94

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 80 80 80 80 80

実績 96 88

予算額 14,451千円

決算額 13,314千円

執行率 92%

36

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

児童のう歯治療率
〔処置歯数／（未処置歯数＋喪失歯数
＋処置歯数）×100〕

　児童の口腔衛生を促進するため
に、養護教諭の取組や治療勧告の
状況などを共有できる研修会等を
開催していく。

就学児童の保護者に対する「とねっ
と」参加への啓発活動の実施校数

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

・法に基づく健康診断の実
施及び検査結果の報告 
・フッ素塗布や歯科衛生士
による歯磨き指導の実施 
・学校の環境衛生検査の実
施 
・教職員の健康診断(養護教
諭のB型肝炎予防接種）及
びメンタルヘルスに係るス
トレスチェックを実施 
・健康診断に係る備品の把
握及び整備 
・アレルギー発生時に対応
した職員研修等の充実 

　学校保健安全法に基づき小
学校児童及び教職員の健康管
理をすることで、教育環境の
充実を図る。

小学校健
康推進事
業1212-07

0201-01

学校教育
課

　学校保健安全法に基づく児
童の健康診断（内科・歯科検
診、尿検査、心電図検査、脊
柱側彎症検査、結核検診精密
検査）を実施する。 
　フッ素塗布、歯磨き指導を
実施する。 
　教職員の健康診断、胃が
ん、大腸がん検診及びストレ
スチェックを実施する。 
学校環境衛生検査を実施す
る。 
食物アレルギーに関する職員
研修を充実する。

　定期歯科検診の他、臨時歯科検診等を実施し、むし歯や
口腔内の衛生を管理し早期治療に努めた。

37

1212-08

中学校健
康推進事
業

　学校保健安全法に基づき生
徒及び教職員の健康を管理す
ることで、教育環境の充実を
図る。

・法に基づく健康診断の実
施と検査結果の報告 
・歯科衛生士による歯科指
導の実施 
・学校の環境衛生検査の実
施 
・教職員の健康診断（養護
教諭のB肝炎予防接種）及
びメンタルヘルスに係るス
トレスチェックの実施 
・健康診断に係る備品の把
握及び整備 
・アレルギー発生時に対応
した職員研修等の充実 

２
・
概
ね
順
調

生徒のう歯治療率
〔処置歯数／（未処置歯数＋喪失歯数
＋処置歯数）×100〕

　生徒の口腔衛生を促進するため
に、養護教諭の取組や治療勧告の
状況などを共有できる研修会等を
開催していく。

0201-02

学校教育
課

　学校保健安全法に基づく生
徒の健康診断等（内科検診、
歯科検診、尿検査、心電図検
査、貧血検査、脊柱側彎症検
査、結核検診精密検査）を実
施する。 
　教職員の健康診断、胃が
ん、大腸がん検診及びストレ
スチェックを実施する。 
　生徒に歯科指導を実施す
る。 
学校環境衛生検査を実施す
る。 
食物アレルギーに関する職員

インフルエンザ等の感染症予防の学校
への啓発回数

　定期歯科検診の他、臨時歯科検診等を実施し、むし歯や
口腔内の衛生を管理し早期治療に努めた。
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基本目標２　地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します

施策２　いじめ・不登校の根絶

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 0 0 0 0 0

実績 0 0

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 0 0 0 0 0

実績 2 2

指標(単位) （日）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760

実績 1,759 1,758

予算額 15,906千円

決算額 14,578千円

執行率 92%
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1213-01

いじめ・
不登校対
策事業

　すべての児童生徒が楽し
く、安心して学校に通えるよ
う、市立小・中学校における
いじめの問題を根絶し、併せ
て不登校問題の解消を目指
す。

・不登校問題対策委員会
（年２回）での情報交換や
有効な対応策の検討 
・教育センターを核とした
教育相談活動の展開 
・スクールカウンセラー等
による教育相談活動の充実 
・「個別支援シート」の積
極的な活用 
・「加須市いじめの防止等
のための基本的な方針」に
基づく取組の推進 
・「いじめ撲滅メッセー
ジ」等による啓発運動の推
進

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

不登校児童の割合（小学校）
〔小学校の不登校児童数÷全児童数×
１００〕

　不登校問題対策委員会を開催す
る。
　教育センターを核とした教育相
談活動やスクールカウンセラー等
による教育相談活動の充実を図
る。
　「個別支援シート」を効果的に
活用する。
　「加須市いじめの防止等のため
の基本的な方針」に基づく取組を
推進する。
　「いじめ撲滅メッセージ」によ
る啓発運動を推進する。

不登校生徒の割合（中学校）
〔中学校の不登校生徒数÷全生徒数×
１００〕

0202-01

学校教育
課

　各学校において、いじめ・
不登校の未然防止のための校
内指導体制を充実させる。ま
た、家庭や地域と連携し、全
市的にいじめ・不登校の問題
の克服を図る。 
　不登校問題対策委員会を定
期的に開催し、情報交換及び
有効な対応策を検討する。 
　学校や教育センターにさわ
やか相談員やスクールカウン
セラー等を配置し、教育相談
体制を充実させる。

さわやか相談室開設日数

　不登校問題対策委員会を２回開催し、情報交換及び有効
な対応策を検討し、いじめ・不登校の未然防止のための校
内指導体制の充実を図った。また、学校や教育センターに
さわやか相談員やスクールカウンセラー等を配置し、教育
相談体制を充実さることで、不登校児童生徒数の割合が
２％以下となった。埼玉県の割合と比較しても低い値であ
る。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標２　地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 80 80 80 80 80

実績 78 81

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 100 100

予算額 16,516千円

決算額 15,686千円

執行率 95%

39

1213-03

教育セン
ター運営
事業

　不登校児童生徒の学校復帰
による不登校の解消を図るた
め、教育相談を充実させると
ともに、児童生徒の生きる力
を育成するため、教職員の資
質向上に向けた研修の充実を
図る。 

・不登校児童生徒の学校復
帰を目指すための「学習室
ピア」を運営 
・教育相談の実施（教育課
程研究室、相談室の活用） 
・教職員研修を１６講座実
施 
・教育センター企画立案の
各種研修会を実施 

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

学校復帰の児童生徒の割合
〔学校復帰者数÷学習室ピア通級者数
×１００〕

　「学習室ピア」に通級する生徒
を対象とした上級学校見学会の実
施。
　より実践的な内容の教職員研修
会の企画、運営。

0202-02

学校教育
課

　不登校児童生徒の生活改善
を図り、学校復帰を目指すた
め、「学習室ピア」を運営
し、対象児童生徒を指導す
る。 
　教育相談室の運営や教育相
談活動の充実を図る。 
　教育センターの企画立案の
もとに、各種研修会を実施す
る。 

「参加してよかったと感じた研修会」
をあげた教職員数の割合
〔「研修会に参加してよかったと感じ
た研修会」をあげた教職員数÷アン
ケートに回答した教職員数×１００〕

　学校や関係機関と連携し、不登校児童生徒の学校復帰に
努めた。
　より充実した教職員研修会の運営に努めた。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標２　地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します

施策３　食育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 100 100

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2 2 2 2 2

実績 2.2 2.4

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 11 12 13 14 15

実績 11.3 13.7

予算額 702,699千円

決算額 680,745千円

執行率 97%

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 99.99 99.97

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

40

1214-01

給食セン
ター管理
運営事業

　児童生徒の心身の健全な発
達に資するため、学校給食セ
ンターを適正に管理運営し、
栄養バランスに優れた安全安
心な学校給食を提供する。 
　 

・児童生徒に安全安心でお
いしい給食を提供 
・施設設備の維持管理及び
衛生管理の徹底 
・学校給食センター運営委
員会の開催 
・食物アレルギー対策と食
育の推進 
・騎西給食センターにス
チームコンベクションオー
ブンを導入

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

学校給食提供日数（率）
〔学校給食実施日数÷学校給食計画日
数×１００〕

　児童生徒園児に安全安心な給食
を提供する。
　安全で安心な給食の提供のた
め、設備の維持管理及び衛生管理
の徹底を図る。
　配膳時（食事中）の安全性向上
のため、騎西学校給食センターで
使用しているトレイを交換する。
　（株）かぞ農業公社や道の駅と
の関係を強化し、市農業振興課，
ＪＡ等と連携し、さらに地場産野
菜の種類や使用量の拡大を図って
いく。

残食率　〔残食量÷配食量×１００〕

0203-01

学校給食
課

　各給食センターの施設を最
大限に活用し栄養バランスに
優れた安全安心でおいしい給
食を継続的に提供する。 
　各給食センターの維持管理
及び衛生管理の徹底を図る。
また必要に応じて修繕を行
う。 
　衛生管理意識徹底を図るた
め、調理等業務従事者を対象
に衛生講習会を実施する。 
地場産野菜使用の拡大を図
る。

学校給食の地場産野菜利用率（米飯は
地場産米使用）
〔地場産野菜使用量（年間）÷野菜使
用量（年間）×１００〕

　３センターとも衛生管理を徹底した結果、事故等による
給食停止日は発生せず、目標どおり給食が提供できたた
め。
　品質に問題がなければ、規格外のものも積極的に使用す
るなど、地場産野菜の一層の使用拡大を図ったため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　今後も学校を連携し、早期着手
に努め、収納対策を実施してい
く。

　現年度分については、未納が３か月続いた場合、学校と
連携し、未納状況を把握するとともに、児童手当からの納
付など、早期着手を念頭におき、収納対策を実施したた
め。

41

・未納状況の把握 
・督促状・催告書の送付 
・電話催告の実施 
・臨宅徴収の実施 
・法的措置の実施 
・成果の確認

1214-03

給食費収
納対策事
業

　保護者からの学校給食費の
収納を確実に行うことにより
学校給食提供に係る財源を確
保する。

　保護者に給食費納入の重要
性について説明をする。 
　収納状況を正確に把握す
る。 
　学校と連携し、滞納家庭に
納入を督促する。 
必要に応じて面談や臨宅徴収
を行う。 

学校給食
課

0203-02

２
・
概
ね
順
調

現年度収納率　〔当該年度収納額÷当
該年度調停額×１００〕
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基本目標２　地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します

施策４　子育て支援の充実

施策５　学校・家庭・地域が一体となった教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 220 220 220 220 220

実績 243 255

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700

実績 4,497 4,481

予算額 4,166千円

決算額 4,078千円

執行率 98%

指標(単位) （枚）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 624 624 624 624 624

実績 624 624

指標(単位) （枚）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 43 43 43 43 43

実績 43 43

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

42

1221-01

学校いき
いきス
テーショ
ン事業

　公立学校（園）の一層の活
性化と家庭や地域の教育力の
向上のため、学校及び幼稚
園・家庭・地域が一体となっ
て子どもの健全育成を目指
す。

・「ふれあい推進長」の委
嘱と「学校（幼稚園）応援
団」の組織 
・「学校（幼稚園）応援
団」による学校（園）の教
育活動の具体的支援（学習
支援、登下校時の安心・安
全の確保、学校（園）の環
境整備など） 
・「学校いきいきステー
ション事業」交流会（１
月）の開催による情報交流 
・子ども110番の家の委託

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

幼稚園応援団に登録する市民の数 　幼稚園応援団及び学校応援団の
メンバーが固定化しないよう、学
校評議員会で調整を呼びかけるな
どの工夫・改善を図る。

0205-01

学校教育
課

　すべての公立学校（園）
に、学校（園）と家庭・地域
社会の橋渡しとなる「ふれあ
い推進長（学校応援コーディ
ネータ－）」を委嘱し、ボラ
ンティアからなる「学校（幼
稚園）応援団」を組織する。
「学校（幼稚園）応援団」を
活用しながら学校（園）・家
庭・地域が一体となって様々
な活動を展開することで、子
どもの健全育成に取り組む。

学校応援団に登録する市民の数

　幼稚園応援団、学校応援団の合計人数が4,736人であ
り、目標とする4920人の９６％に達している。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　担当の時期に遅れてしまう学校
があるため、呼びかけを行い、期
日を守って展示できるようにす
る。

0205-02

学校教育
課

　各学校のホームページ及び
庁舎内の掲示コーナーを活用
して、各学校（園）の教育活
動を市民へ公開し、学校教育
に対する理解を深める。

写真パネルを公開している学校（幼稚
園）数

　全ての市立幼稚園及び小・中学校がローテーションで、
掲示コーナーへのパネル展示で、各々の教育活動の様子を
工夫して伝えている。

43

1221-05

地域密着
型教育広
報事業

　地域密着型教育を進展させ
るために、学校等の情報を広
く地域に広報することを目指
す。

・各学校のホームページの
適切な管理と指導 
・各学校の掲示物の本庁舎
及び各総合支所への掲示 
・マスコミ各社への積極的
な情報提供

１
・
達
成
済

掲示コーナーに掲示したパネル数
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基本目標２　地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）
事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 94 84

指標(単位) （施設）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 100 100

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 10 10 10 10 10

実績 10 8

予算額 350千円

決算額 350千円

執行率 100%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2,015 2,065 2,115 2,165 2,215

実績 1,955 2,059

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 80 80 80 80 80

実績 55 54

予算額 279千円

決算額 120千円

執行率 43%
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1221-06

あいさつ
ふれあい
推進事業

　心のふれあうまちづくりの
ために、あいさつを通して、
児童生徒の心の教育の推進や
地域の防犯意識の高揚を目指
す。

・年間を通した継続的な取
組と強化期間を設定しての
重点的な取組の実施 
（キャッチフレーズ、ロゴ
マークの周知、活用、イベ
ントや駅前キャンペーン等
の実施） 
・市民協働推進課主管の
「家族・地域の絆推進運
動」の計画を基にした、実
働的なあいさつ運動の展開 
・学校や行政機関へのＰＲ
グッズの配布

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

地域の方にあいさつをしている児童生
徒の割合
〔地域の方にあいさつをしている児童
生徒数÷全児童生徒数×１００〕

　駅キャンペーン以外に、学校で
のあいさつキャンペーンを計画す
る。

「加須市あいさつ運動」のＰＲグッズ
を常設している学校の割合

0205-03

学校教育
課

　教育機関、地域、行政機関
等が一体となった市を挙げた
「加須市あいさつ運動～あい
さつ　さわやか　かぞのまち
～」を推進する。 
　年間を通した継続的な取組
及び5月と10月に強化期間を
設定しての取組を実施する。 

行政機関が実施したキャンペーンの回
数

　市立各幼稚園及び小・中学校では、あいさつの大切さを
理解し、年間を通してあいさつ運動に取り組み、８０％以
上の児童生徒が地域の方にあいさつをしている。天候等の
関係で8回のキャンペーンにとどまったが、あいさつ運動
の内容は、充実している。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　就学前子育て講座、親の学習講
座、家庭教育学級講座等の内容充
実を図り、多くの保護者の参加を
可能とする。
生涯学習、学校教育を通じて家庭
教育の支援を進めていく。

子育て・親の学習・家庭教育学級講座
等の延開催回数

45

1222-01

家庭の学
びと地域
の絆推進
事業

　家族・地域の絆づくりの一
層の推進のため、「家庭の教
育力」と「地域の教育力」の
向上を図る。

・絆啓発講座「就学前子育
て講座」「親の学習講座」
「家庭教育学級」の内容充
実実施（各公民館、各文
化・学習センター） 
・市民まつり等のイベント
を活用した絆運動のPR 
・関係団体との連携による
ポケットティッシュの配付 
・加須市あいさつ運動 

　各公民館、文化・学習センターで事業計画に基づき実施
する家庭教育学級の開催は予定通りに実施したことによ
り、目標としていた延べ参加者数については、概ね順調に
達成し、家庭教育を推進することができた。

0205-05

生涯学習
課

　家族や地域の絆を深めるた
めに「就学前子育て講座、親
の学習講座、家庭教育学級」
を子育て中の保護者を対象に
開催するなど、子どもと親の
育ちを応援する学びの機会を
充実する。 
　関係団体と連携して絆づく
り啓発品を配付しながらあい
さつ運動を継続する。 

２
・
概
ね
順
調

「就学前子育て講座、親の学習講座、
家庭教育学級」の延べ参加者数
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基本目標２　地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 60 50 50 50 50

実績 25 56

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 5 5 5 5 5

実績 5 6

予算額 79千円

決算額 22千円

執行率 28%

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 100 100

予算額 4,000千円

決算額 3,919千円

執行率 98%
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1222-02

かぞ子ど
も大学事
業

　地域で子どもを育てるしく
みをつくり、地域の教育力向
上を図る。

・「子ども大学かぞ実行委
員会」に参画 
・入学・修了式、授業を年
間5回程度実施 
・「発表・交流会」に参加 
・平成国際大学に対し開催
の依頼 
・参加者数の増加を図るた
め、魅力ある授業を実施

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

子ども大学かぞ参加者数 　各開催時期の検討。
　平成国際大学（特に、スポーツ
健康学部）と連携して、多様な
テーマで授業を展開する。
　教育委員会等への依頼をはじめ
積極的に広報活動を行い、参加者
数の増加を図る。

子ども大学かぞ実施回数(入学・修了
式を含んだ授業回数)

0205-06

子育て支
援課

　子ども大学実行委員会に参
画し、入学・修了式のほかに
年間5回程度の授業を行う。
授業内容は、「はてな学」、
「ふるさと学」、「生き方
学」の3つのテーマを学習す
る。

　加須市の特色を生かした授業を行い、定員を超える56
名の参加を得られた。
　参加者の中では連続参加の児童も多く満足度が非常に高
い。また、保護者からの評価も高く運営する大学側も継続
開催に意欲的である。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　各学校から危険箇所について改
善要望が提出された時点であれば
適宜対応していく。
　関係各課との連携、協力を得
て、多くの危険箇所について安全
対策を行う。

0205-07

学校教育
課

　各学校による通学路の安全
点検の結果報告をもとに現地
調査を行い、関係課や関係機
関と協議の上、対策案を立案
し、安全対策を講じる。

　各学校から挙げられた危険箇所について、全ての箇所を
確認した。特に危険で対応が必要な箇所については、関係
各課や県土整備事務所と連携して対応することができた。

47

3122-03

通学路安
全対策事
業

　市内の子どもたちの安心・
安全の確保のため、登下校に
おいて、事故やけがなどによ
る負傷を避け、安全に登下校
できるよう、速やかな対応に
よる通学路環境の改善を目指
す。

・市立各小・中学校による
通学路安全点検の実施 
・市立各小・中学校の報告
に基づき、関係各課等と連
携した迅速な安全対策

２
・
概
ね
順
調

通学路安全対策事業要望に対する対応
割合
〔対応件数÷要望件数×１００〕
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基本目標２　地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します

施策６　青少年の健全育成の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 85 85 85 85 85

実績 76 74

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 18 18 18 18 18

実績 16 16

予算額 1,598千円

決算額 1,272千円

執行率 80%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 600 600 600 600 600

実績 557 546

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 6,761 7,700 7,750 7,800 7,850

実績 7,663 7,835

予算額 3,453千円

決算額 3,207千円

執行率 93%
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1223-01

成人式開
催事業

　青少年の健全育成のため、
新成人を祝い、励まし、成人
としての意識の高揚と自覚を
促す。

・各地域成人式実行委員会
を組織 
・「成人の日」前日の日曜
日、市内４会場で式典やア
トラクション等を実施 

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成人式出席率(新成人の内、実際に成
人式に出席した人数の割合)
〔出席者数÷対象者数（市外在住者含
む）〕

　成人式実行委員会の主体的な運
営により、式典を運営し、多くの
出席者を得て開催することで、成
人としての意識の高揚と自覚を促
す。

成人式実行委員会の開催回数

0206-01

生涯学習
課

　成人式実行委員の協議・運
営により、成人式典および各
地域毎のアトラクションを行
う。 　実行委員会の意見を尊重した地域性豊かな式典により、

新成人の自覚と意識の高揚が図られている。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　青少年団体との事業の連携・協
働により一体的かつ効率的な活動
をし、青少年の健全育成を進めて
いく。

非行防止に取り組む地域活動実施延べ
回数

0206-02

生涯学習
課

　青少年の健全な発達および
地域の教育力の向上のため、
青少年関係団体の活動を支援
したり、青少年関係団体と連
携し協働で事業を行う。

　加須市少年の主張大会の開催、非行防止キャンペーンや
街頭パトロールの実施、加須地域市民まつりへの参加を行
うことにより、青少年の健全育成を図ることができた。
　来場人数については、概ね順調に達成することができ
た。
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1223-02

青少年健
全育成事
業

　青少年の健全な発達を促
し、自主性・社会性や正義
感・倫理観を持った豊かな人
間性を育むため、地域と一体
となった青少年関係団体の活
動の充実を図る。

・青少年を健やかに育成す
る団体及び青少年団体の活
動への支援（ＰＴＡ連合
会、加須市青少年育成市民
会議、青少年相談員協議
会、子ども会育成連絡協議
会、ボーイスカウト、ガー
ルスカウト) 
・少年の主張大会開催 
・非行防止キャンペーンの
継続的な活動

２
・
概
ね
順
調

少年の主張、講演会の観客来場人数
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基本目標３：人権を尊重した教育を推進します

基本目標３　人権を尊重した教育を推進します

施策１　学校等における人権教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）
事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 10,860 10,870 10,880 10,890 10,900

実績 10,233 12,617

予算額 5,735千円

決算額 5,192千円

執行率 91%

施策２　家庭、地域社会における人権教育の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）
事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 8,450 8,500 8,550 8,600 8,600

実績 5,606 6,153

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2,300 2,310 2,320 2,330 2,340

実績 1,716 1,927

予算額 10,474千円

決算額 7,294千円

執行率 70%

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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6211-07

集会所管
理運営事
業

　集会所での諸活動を通し
て、人権感覚を高め、人権問
題の解決を図る。

・集会所指導員による、小
中学生学級や成人学級の指
導、支援 
・集会所の鍵の貸出、清掃
等のための集会所管理人の
配置 
・集会所事業の企画運営の
ための運営委員会の開催 
・集会所の保守・修繕等の
維持管理 
・公共施設等総合管理計画
に基づく施設の統廃合や再
配置の検討

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

集会所年間利用者数 　小中学生学級や成人学級での活
用をし、施設の修繕等を行ってい
く。
　また、公共施設等総合管理計画
に基づく施設の統廃合や再配置の
検討を行っていく。

0301-01

生涯学習
課

　集会所指導員の設置によ
る、小中学生学級、成人学級
の指導・支援 。
　集会所管理人の配置 。
　集会所運営委員会の開催。 
集会所の維持管理、修繕の実
施。

　目標値を超える多くの市民が集会所を活用し、講座等を
開催することにより、人権問題の解決のために、寄与する
ことができた。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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6212-01

人権教育
推進事業

　豊かな人権感覚を身につ
け、人権問題についての正し
い理解と認識を深め、人権が
尊重される共生共存の社会の
実現を図る。

・人権問題指導者研修会や
人権問題講演会等の開催 
・人権啓発事業の実施 
・加須市人権教育推進協議
会への補助 
・集会所の小中学生学級や
成人学級の実施 
・同和対策運動団体の対応

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

人権教育推進事業への延参加者数 　各事業への参加者が減少してい
ることから、実施事業を精査し、
参加者の増加につながる事業内容
を検討していく。

人権問題講演会等の延受講者数

0302-03

生涯学習
課

　市民が豊かな人権感覚を身
につけ、さまざまな人権問題
の解決に資することができる
ように、各種研修会や講演会
を実施する。

　参加者数は伸びているが、人権教育推進事業の参加者数
が目標に達していなかった。
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

基本目標４　生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

施策１　生涯学習活動の促進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 90 80 81 82 83

実績 76 89

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 0 1 2 2 2

実績 0 1

予算額 64千円

決算額 49千円

執行率 77%

52

1311-01

生涯学習
推進計画
策定事業

　学習機会の充実や学習情報
の提供、学習相談の充実、自
主学習活動の支援など、市民
の学習活動を支援する環境整
備を推進するために、策定す
る。

・生涯学習推進計画の策定 
・策定した生涯学習推進計
画の市民等への広報、周知 

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

　平成29年12月に第2次加須市生涯学習推進計画を策定
した。

　平成29年度に第2次加須市生
涯学習推進計画を策定したため、
事業休止となる。

0401-01

生涯学習
課

　平成29年度から平成32年
度までの4か年の計画期間と
している。

　第2次加須市生涯学習推進計画を策定し、周知すること
ができたため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

１
・
達
成
済

事務事業達成度における全事業数に対
する「概ね順調」「達成済」の割合
〔「概ね順調」「達成済」の事業数÷
全事業数×１００〕

　第2次加須市生涯学習推進計画
に位置付けられた各種事業の推進
について、適正な管理を行ってい
く。

生涯学習推進会議の開催回数

0401-02

生涯学習
課

　計画の進捗状況の把握及び
点検、評価を実施するととも
に、推進会議や市民等からの
助言や意見等を踏まえ、適切
な進行管理を行う。

　生涯学習推進会議と社会教育委員会議の一元化を図り、
委嘱を行い生涯学習推進会議を開催した。
　関係各課と連携をしながら点検評価を行い、また、生涯
学習推進会議を開催し、委員からの意見を踏まえ、適切に
進行管理を行えた。

53

1311-02

生涯学習
推進計画
進行管理
事業

　市民の生涯学習活動の充実
を図るため、学習機会の拡充
や学習情報の提供、学習相談
の充実、自主学習活動の支援
など、市民の学習活動を支援
する環境整備を計画的に推進
する。

・事業の実施状況の点検、
評価、進行管理 
・生涯学習推進会議の開催
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 1 1 1 1 1

実績 0 1

予算額 2,719千円

決算額 1,205千円

執行率 44%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 14,600 14,700 14,800 14,900 15,000

実績 11,790 11,487

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 280 285 290 295 300

実績 274 279

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 310 320 330 340 350

実績 302 308

予算額 5,943千円

決算額 2,488千円

執行率 42%

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

54

1311-03

生涯学習
管理事業

　豊かな心を育む生涯学習に
よるいきがいづくりを行うた
めに、生涯学習における予算
の適正な管理運営を行う。

・事務経費管理執行 
・専門的知識の習得のた
め、社会教育主事講習の受
講 
・社会教育委員による県、
北埼、研修会等への参加 

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

55

1311-04

生涯学習
きっかけ
づくり支
援事業

　市民の学習参加のきっかけ
づくりと生涯学習活動を促進
するために、市民一人ひとり
がそれぞれの年代やライフス
タイルに応じて、自由に学
び、楽しみ、その学習成果を
地域社会に活かせる仕組みを
整備し、併せて地域の活性化
を促進する。

・生涯学習セミナー（講
座）の開催　 
・公民館講座の開催 
・市民講師や生涯学習ボラ
ンティアを積極的活用 
・市民講師やクラブ・サー
クル情報の更新 
・生涯学習情報紙等やＨＰ
の充実 
・生涯学習セミナーでの専
門講師の積極的登用 

社会教育主事講習への参加数 　今後も、生涯学習に関しての管
理運営に係る諸経費が、適正に執
行されるよう努めていく。

0401-03

生涯学習
課

　生涯学習課における管理運
営に係る事務経費を執行す
る。 
　社会教育委員による各種総
会、研修会への参加。 
　継続的に社会教育主事講習
の受講。

　社会教育主事講習への参加をし、資格を取得することが
できた。
　事務経費管理（公用車の維持管理・社会教育委員の研修
参加等）の執行が適正に行えた。

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

公民館や文化・学習センターでの講座
の受講者数

　引き続き、市民企画委員「アシ
ストかぞ」や各生涯学習推進員と
の協働により先駆的・話題性のあ
るテーマのセミナー（講座）を実
施（企画・運営）するだけでな
く、利用者のニーズに合ったセミ
ナー（講座）が実施できるよう情
報収集を行うことで、更なる利用
者数の増を図っていく。
　引き続き、市民企画委員「アシ
ストかぞ」としての活動を紹介す
ることでその魅力を発信し続けて
いき、新規委員の募集を行ってい
く。
　市民講師の情報をデータベース
として整備し、市民等からの問い
合わせに的確かつ迅速に応えてい
く。

生涯学習市民企画委員延べ人数

0401-04

生涯学習
課

　先駆的、話題性のあるテー
マのセミナー（講座）を公民
館、文化・学習センター等と
連携し、開催する。 
　生涯学習情報を掲載した情
報紙等を充実させ、市民へ啓
発周知する。

市民講師登録者数

　生涯学習課主催（共催）のセミナーとして全６９講座を
企画、うち６２講座を開催（各種セミナーの受講者数
３，３７７人）、各公民館では高齢者や家庭、地域の方等
を対象とした各種講座を企画し、開催したが、目標には及
ばなかった（公民館講座の受講者数　８，１１０人）。
　また、市民ボランティア（市民企画委員「アシストか
ぞ」）との協働により事業を実施（企画・運営）すること
で、市民との協働により生涯学習を推進することができ
た。
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 3,850 3,900 3,950 4,000 4,050

実績 2,985 3,189

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 12 12 13 13 14

実績 11 11

予算額 2,416千円

決算額 1,771千円

執行率 73%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 158 160 162 164 166

実績 161 104

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 60 65 70 75 80

実績 61 63

指標(単位) （コース）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2 2 2 2 2

実績 2 2

予算額 767千円

決算額 736千円

執行率 96%

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

56

1311-05

市民学習
カレッジ
事業

　市民一人ひとりの生涯学習
を通じた学習参加のきっかけ
づくりと学習活動を支援する
ため、市全体を対象として生
涯学習の広がりと深まりを求
めた学習機会を提供する。

・市民学習カレッジセミ
ナーの実施 
・加須市生涯学習市民企画
委員会の開催 
・かぞ生涯学習フェスティ
バルの開催 
・市民学習カレッジ募集号
（ライフステージ）の発行 ２

・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

57

市民学習カレッジの受講者数 　市民の関心の高いセミナーの回
数や定員等について検討を行い、
参加者数の増員を図る。
　また、生涯学習市民企画委員会
において企画したセミナーを加須
地域以外の担当セミナーとしても
開催する。

0401-05

生涯学習
課

　公民館、文化・学習セン
ター等と連携を図り、市民講
師や市内講師、市内全域の会
場を活用し、趣味的教養的セ
ミナーや現代的、社会的課題
を取り入れた総合的な幅広い
セミナーを実施。 
　全市民対象のセミナーを毎
年度4月に概ね60セミナーを
募集、開講。 
　生涯学習を循環させるため
の、生涯学習フェスティバル
などのイベント等を開催す
る。

市民学習カレッジサークル化率
〔サークル化したセミナー／開催した
セミナー×１００〕

　計画した53セミナーのうち、46セミナーを開催した。
各地域の市民が様々な会場で受講し、公民館や文化・学習
センター等と連携し実施したことにより、目標としていた
受講者数の80%を達成することができた。
　また、ボランティア(加須市生涯学習市民企画委員)のセ
ミナー時の積極的活用を図った。

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

シニアいきいき大学生徒数 　平成国際大学と調整を行い、引
き続き、受講生の募集を行ってい
く。また、受講生にアンケートを
行い、潜在的ニーズに合った講義
内容を検討していただけるよう、
情報提供を行っていき、新たな受
講希望者を獲得していく。
　自主活動サークルの円滑な活動
に向けた支援を行うとともに、平
成30年度も自主活動サークル結
成に向けた支援を行う。また、上
位組織である「平成国際いきいき
大学同窓会」を結成し、市及び平
成国際大学と各サークル間のより
スムーズなやり取りが行えるシス
テムを構築していく。

卒業生活用数

シニアいきいき大学実施コース数

　平成29年度に開催した自然科学部・健康科学コース
は、平成国際大学の施設・設備の関係上、定員を50人で
設定せざるを得なく、やむなく抽選を行ったため（応募数
は106人）。

・人文科学部を継続して開
校 
・自然科学部を新たに開校 
・平成国際大学の専門的な
講師を活用 
・専門的な内容の講義を実
施 
・卒業生の活用、地域貢献
(かぞ生涯学習フェスティバ
ルへの参加の促進、自主活
動サークル相互交流の支援
など)

　高齢社会を明るく活力に満
ちたものとしていくため、60
歳以上の市民が健康で主体的
に学習に参加し、自発的な学
習活動を促進する機会を平成
国際大学と連携して提供し、
高齢者の力を社会に活かして
いく。

シニアい
きいき大
学事業

1311-06

0401-06

生涯学習
課

　より専門的な学習の場を提
供することにより、受講生の
学習活動の促進及びまちづく
りへの参加を促進する。 
　60歳以上の加須市在住の方
を対象に学部・コースを開
設、平成国際大学と連携して
実施する。 
　1学部2年間実施する。 
　卒業生のグループ化を図
り、グループ結成後は、その
活動の支援を行う。 
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 255,000 260,000 265,000 270,000 275,000

実績 236,717 253,224

予算額 235,744千円

決算額 222,165千円

執行率 94%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 20,500 21,000 21,500 22,000 22,500

実績 14,086 14,681

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 101,000 102,000 103,000 104,000 105,000

実績 96,007 92,806

予算額 44,083千円

決算額 42,142千円

執行率 96%
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1312-01

文化・学
習セン
ター管理
運営事業

　市民の芸術文化活動や生涯
学習活動の拠点施設として、
より多くの市民が安全かつ快
適に利用できるよう施設の整
備・充実を図る。

・公共施設等総合管理計画
を踏まえた計画的な施設修
繕 
　加文：高圧交流負荷開閉
器LBS更新 
　騎文：電話交換機設備更
新（ひかり電話） 
　北文：誘導灯非常用バッ
テリー交換修繕 
　大文：雨漏り補修　等 
・適正な貸館業務 
・施設の快適な環境整備 

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

４施設延べ利用者数 　快適に施設利用がされるよう、
引き続き、計画的に施設修繕を進
め、施設予約状況等をホームペー
ジで周知していく。

0401-07

文化・学
習セン
ター

　センターの適正な管理運営
と計画的な施設修繕を実施す
るため、運営方法の適時改善
及び維持管理の効率化、設備
の点検・改修を実施する。

　おおむね、目標指数に近い施設利用があったため。
　また、施設修繕について、各施設ともに計画通りに実施
できたため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

プラネタリウム観覧者数 　プラネタリウムの番組数が少な
かったため、番組数を増加させ
る。市内小中学生へのチラシ配布
のほか、他市の小学生に向けて案
内チラシを配布する。また、
SNS,HPを積極的に活用し、効果
のある情報発信を模索する。

加須未来館年間来館者数

0401-08

文化・学
習セン
ター

　宇宙・科学を始め、様々な
ことに興味・関心を抱き、何
事にもチャレンジしていく好
奇心を養うため、プラネタリ
ウム投影や少年少女発明クラ
ブ、フリー・トライデー、天
体学習会等を開催する。

　年間来館者数については、10月の天候不順や冬期の寒
さの影響で、昨年度に比べて3,201人の減であったが、
ふれあいイベントの開催や市内小・中学生に年3回のプラ
ネタリウムの無料鑑賞券配付、更には近隣市町の小学生に
加須未来館の案内ちらしを配付することで、目標値の
91％の92,086人を迎えられたことから概ね達成とし
た。プラネタリウム観覧者数については冬の新番組が無
く、冬季の観覧者数が落ち込み、年間目標を達成できな
かった。
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1312-02

加須未来
館管理運
営事業

　市民の宇宙や科学に関する
関心を高めるため、宇宙・天
体や科学について楽しく学ぶ
ことができる教育施設として
の機能の充実を図る。

・加須未来館の適正な施設
管理 
・プラネタリウムの投影及
びプラネタリウムを活用し
たイベントの実施 
・発明クラブやフリー・ト
ライデー等自主事業の実施 
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

予算額 1,143千円

決算額 1,143千円

執行率 100%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 124,200 124,400 130,200 136,000 142,000

実績 132,013 129,996

指標(単位) （団体）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 12,150 12,200 12,250 12,300 12,350

実績 12,847 12,212

予算額 26,890千円

決算額 24,804千円

執行率 92%
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1312-03

公民館施
設整備事
業

　公民館施設の整備充実を行
い、利用者が安心・安全に利
用できる公共施設として、公
民館活動、市民活動及び生涯
学習の振興を図る。

・修繕、工事の執行、備品
の購入 
・中･長期の修繕及び工事計
画、備品購入計画等の見直
し検討 
・志多見公民館用地取得に
向けてＪＡと協議

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

・大越公民館消防設備修繕
・大桑公民館掃除機購入
・北川辺公民館多目的室、中会議室空調機交換設置
・志多見公民館用地取得に向けたJAほくさいとの協議

　各公民館と情報を共有し、業務
の効率化や利用者からの要望等を
踏まえた修繕及び備品配置を計画
的に行っていく。
　志多見公民館用地取得に向け
JAほくさいと協議を進める。

0401-09

生涯学習
課

　公民館施設の利便性の向上
を図るため、老朽化した施設
や備品を計画的・緊急的に修
繕並びに整備を行い、利用者
の安全安心な学習環境を整備
する。 
　耐震診断結果を踏まえ、他
の公共施設との複合化も含め
た再整備を検討する。

　公民館施設環境の維持・向上に努めたが、志多見公民館
用地取得のJAとの協議が整わなかったため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

１
・
達
成
済

公民館利用者数 　公民館利用者の固定化・高齢化
が進んでいることから、幅広い世
代に利用してもらえるような魅力
的な講座やイベントの企画・開催
をしていく。

公民館利用団体の利用件数

0401-10

生涯学習
課

　自主講座の開催や貸館業務
などの地域活動の拠点施設や
市民サービスセンター等の行
政サービスの拠点施設とし
て、地域に積極的に活用いた
だける施設管理を図る。

　施設利用に伴う適正な管理・運営及び自主企画等による
学習講座の開催などにより、地域住民のコミュニティ活動
や行政サービスの拠点として活用が図られたため。
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1312-04

公民館管
理運営事
業

　地域住民のニーズに沿った
公民館事業を効果的に展開す
ることで生活文化の振興、福
祉の充実を図るため適正な施
設管理を行う。

・公民館施設管理及び運営 
・公民館長、公民館職員と
の情報共有及び運営協議 
・公民館運営審議会による
事業検討協議 
・公民館職員資質向上研修
会への参加 
・任期満了に伴う次期公民
館長の任命（不動岡･礼羽）
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 70 75 80 85 90

実績 64 69

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 6 6 7 7 8

実績 5 11

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －
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1312-07

余裕教室
等活用事
業

　余裕教室等の有効活用を図
り、地域住民の学習と交流の
場として提供し、開かれた学
校づくりを進める。

・活用事業の再確認 
・一般市民の活用のための
ＰＲ 
・各種講座での活用等の検
討 

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

余裕教室活用人数 　利用促進のPRをすすめ、講座
等での活用の可否を検討する。
　また、各学校における一時利用
可能教室が年々減少しているた
め、活用事業の在り方を再確認す
る必要がある。

余裕教室利用率
〔利用教室数÷利用可能教室数×１０
０〕

0401-11

生涯学習
課

　各小中学校（全30校）にお
ける余裕教室等を、登録許可
制により市民団体の活動の場
として提供し有効活用する。 　多くの市民の方に余裕教室等の一時利用可能教室を活用

していただいた。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

施策２　芸術文化の振興と郷土愛の醸成

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 255,000 260,000 265,000 270,000 275,000

実績 236,717 252,224

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200

実績 4,829 6,519

指標(単位) （団体）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2 2 2 3 3

実績 0 0

予算額 4,194千円

決算額 2,819千円

執行率 67%
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1321-01

文化・学
習セン
ター芸術
文化振興
事業

　市民が優れた文化・芸術に
触れることにより、教養や人
間性を高め、また自ら参加す
ることにより創造性の育成を
図る。併せて芸術文化の振興
を図る。

・自主公演事業の企画、開
催 
・小学生と家族向けクラ
シックコンサートの実施 
・市民創造参加型文化・学
習センター協働事業 
・文化・学習センター運営
委員会の開催

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

４施設延べ利用者数 　周知不足により入場者数が少な
い公演があったため、平成30年
度自主公演開催においては、ホー
ムページや広報紙等で事前周知を
行ったうえで実施する。

文化・学習センター自主公演事業来場
者

0402-01

文化・学
習セン
ター

　文化・学習センター自主公
演事業の企画・運営 。
　市民創造参加型文化・学習
センター協働事業 。
　市内外の各種団体による
ホール公演開催の促進。

市民創造参加型文化・学習センター協
働事業実施数

　自主公演事業来場者数は、演芸やクラシックコンサー
ト、ミュージカル等、多様なジャンルを公演したことによ
り、昨年より1,690名の増加となり、目標値を大幅に上
回ることができたが、４文化・学習センター全体の利用者
数においては目標値を若干下回ったため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 20,000 20,100 20,200 20,300 20,400

実績 15,600 18,300

指標(単位) （団体）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 215 220 225 230 235

実績 225 228

予算額 6,027千円

決算額 5,496千円

執行率 91%

指標(単位) （点）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 972 974 976 978 980

実績 936 904

指標(単位) （店）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 236 237 238 239 240

実績 226 227

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 5 5 5 5 5

実績 5 5

予算額 196千円

決算額 135千円

執行率 69%

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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1321-02

地域文化
振興事業

　市民が多くの優れた文化・
芸術に触れることにより教養
を高め、また自ら参加するこ
とにより創造性の育成と芸術
文化の振興を図る。

・地域文化祭の開催 
・県展かぞの実施 
・加須市美術展の開催 
・芸術文化講演会の開催 
・加須市民音楽祭の開催 
・市内文化団体の活動支援 ２

・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価
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1321-03

まちかど
美術館推
進事業

　芸術に対する市民の関心と
興味を広く創出するため、市
内各地域のまちかどで小学生
等の作品を展示し、その展示
作品に気軽に見て触れ合える
ことで「芸術文化に親しむ環
境づくり」の充実を図る。 

・まちかど美術館を全地域
で開催 
・出品対象の検討（幼稚
園、中学校、市民）

各地域文化祭の来場者数 　地域に根ざした多くの市民が参
加する芸術文化の振興を図る。

文化祭の参加団体数

0402-02

生涯学習
課

　市内文化団体の活動支援と
文化祭や美術展といった活動
発表の機会をつくる。

　市民が文化祭に主体的に参加し活動の成果を発表するこ
とにより、目標とする来場者数について概ね達成すること
ができ、芸術文化の創造性の高揚が図られた。

２
・
概
ね
順
調

美術作品展示点数 　商店街活性化を図るため、会場
として空き店舗や新規店舗利用を
検討する。

美術作品展示店舗数等

0402-03

生涯学習
課

　市内各小学校等の協力によ
り児童の絵画作品を募集し、
商店等に展示する。

まちかど美術館開催回数

　空き店舗での展示と商店街の協力による商店での作品展
示を行い、多くの市民に鑑賞の機会をつくるとともに、商
店街イベントとあわせて実施することで、商店街の賑わい
創出に寄与している。
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 9,800 9,900 10,600 11,300 12,100

実績 10,374 8,936

指標(単位) （団体）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 355 360 365 370 375

実績 376 379

予算額 855千円

決算額 855千円

執行率 100%

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 8 8 8 8 8

実績 9 7

予算額 1,932千円

決算額 1,612千円

執行率 83%
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1321-04

地区文化
祭振興事
業

　講座、クラブなどの学習及
び活動成果を発表、展示する
ことにより地域住民の学習意
欲を高め、生涯学習の振興を
図る。

・公民館利用者及び公民館
講座受講生等による学習及
び活動成果の発表、作品展
示。 
・文化祭実行委員会補助金
交付及び開催支援

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

地区文化祭来場者数 　各地域の特徴や独自性を活か
し、地域住民による自主的な事業
の開催及び運営の推進を図る。
　文化祭への出展や活動団体等の
参加・協力に際し、各公民館の限
られたスペースのなかで、創意・
工夫しながら、来場者の増を図
る。

0402-04

生涯学習
課

　各地区公民館において文化
祭実行委員会を組織し、10月
下旬から11月上旬の2～3日
間（土日など）文化祭を開催
する。 
　公民館利用者及び公民館講
座の受講生等による学習成果
の発表や作品の展示などを通
じ、地域の学習拠点として来
館者や地域等と交流を深め、
学習への興味・意欲へつなげ
る。

地区文化祭参加団体（個人出展含む）
数

地域住民と公民館が一体となり、実行委員会形式による自
主的事業として地区文化祭を開催した。各公民館とも、開
催講座受講生及び活動サークルの作品展示や成果発表を
行ったことにより、目標値について概ね達成することがで
きた。また、地元活動団体等の協力により地域の交流が深
まるとともに、円滑な事業運営の側面支援が図られた。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

２
・
概
ね
順
調

偉人パネル展年間開催回数 　様々なイベント時における偉人
パネル展の同時開催をし、「加須
の偉人」顕彰を進める。

0402-05

生涯学習
課

　偉人を紹介するためのパネ
ル展や現存する資料の整理、
展示を行う。 
　各地域の偉人顕彰団体の活
動を支援する。 
　偉人生没年節目においては
記念事業を開催する。

　斎藤与里・河野省三・田中正造・下總皖一・田口和美・
谷山豊・若林玵蔵に関する「加須の偉人パネル展」を開催
した。
　加須の偉人（7人）のリーフレットを作成した。
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1323-01

偉人顕彰
事業

　郷土の偉人を顕彰すること
によって、郷土愛の醸成と芸
術・文化の向上を図る。

・郷土の偉人パネル展の実
施 
・インターネット博物館掲
載用データ作成 
・斎藤与里作品の修復、展
示 
・偉人に関する資料整理 
・偉人顕彰活動の支援 
・加須の偉人講演会（若林
玵蔵）の開催 
・新たな偉人リーフレット
(田口和美、谷山豊、若林玵
蔵)の作製
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2,100 2,150 2,200 0 0

実績 2,041 1,821

予算額 825千円

決算額 634千円

執行率 77%

施策３　文化財の保存・活用

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 735 740 745 750 755

実績 658 554

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2,330 2,600 2,615 2,630 2,645

実績 2,736 3,296

予算額 2,274千円

決算額 2,071千円

執行率 91%
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1323-02

童謡のふ
る里室管
理運営事
業

　作曲家・音楽理論家・音楽
教育家として多大な足跡を残
した郷土の偉人、下總皖一に
ついて、より多くの方に周知
を図り顕彰する。

・下總皖一資料等の展示・
保管
・おおとね童謡のふる里室
管理人連絡会議（年6回） 
・全国校歌集・マップの展
示更新 
・展示物の内容の追加更新 
・下總皖一資料展示場所の
一元化を検討

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

おおとね童謡のふる里室来場者数 　下總皖一氏資料を観覧しやすい
環境を整えるため、水防センター
内（現ふる里室）での展示は12
月を目途に終了し、1月には資料
展示場所を大利根文化・学習セン
ター（アスタホール）に一元化す
る。

0402-06

生涯学習
課

　郷土の偉人である下總皖一
の様々な資料や遺品の一部を
展示しPRを図るため、おおと
ね童謡のふる里室の管理運営
を行う。 
・臨時職員（管理人）の配置
（5名） 
・開館日　土・日曜日、祝祭
日 
・開館時間 
　4月から9月(10：00～
17：00) 
　10月から3月(10：00～
16：00） 

　展示品の更新や季節の室内装飾等、下總皖一を偲ぶ会と
協働による事業運営を図り、前年度比１１㌫減（目標値の
８５㌫）となった来場者数をめぐる意見交換や資料展示場
所の一元化の検討にも参画を得た。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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1322-01

騎西・北
川辺郷土
資料館管
理運営事
業

　郷土に対する理解や愛着を
深めるよう郷土史の学習機会
を提供する。

【北川辺郷土資料館】 
・郷土の歴史、考古及び民
俗等に関する資料の整理、
保存、展示、テーマ（水辺
のくらし）に基づいた展示
内容の変更・郷土資料館の
管理運営 
【騎西郷土史料展示室】 
・民俗資料や騎西城跡出土
品等の考古資料の展示 
（藤まつりや文化祭などの
時期に特別公開） 
・郷土史料展示室の管理運
営（高木剪定含まず）

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

北川辺郷土資料館の来館者数 　騎西郷土史料展示室について、
展示の内容を変更する。
　解説をよりわかりやすくするた
めに、担当内で再構成を図ってい
く。
  北川辺郷土資料館については、
実施した展示替えについていて
PRをおこなう。

0403-01

生涯学習
課

【北川辺郷土資料館】 
　郷土の歴史、考古及び民俗
等に関する資料の保存、展示
を行う。その運営のため施設
の適正な管理を行う。 
【騎西郷土史料展示室】 
　民俗資料や騎西城跡出土品
等の考古資料を展示する。藤
まつりや文化祭の時期にあわ
せて特別公開する。その運営
のため施設の適正な管理を行
う。

騎西郷土史料展示室の来館者数

　小学生社会科見学７校や公民館講座などの受け入れを行
い、郷土史の学習機会の提供が図られたが、北川辺郷土資
料館については、小学校の利用が減少したため目標を達成
することができなかった。
　ただし、北川辺郷土資料館は年度末に展示替えを行った
ことにより、今後来館者の増加が見込まれる。一方で、騎
西郷土史料展示室の来館者数は、達成することができた。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （件）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 10,630 10,680 10,730 10,780 10,830

実績 10,741 10,613

指標(単位) （件）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 36 36 36 36 36

実績 36 36

予算額 408千円

決算額 408千円

執行率 100%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 305 306 307 308 309

実績 303 315

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 516 516 516 516 516

実績 396 411

予算額 1,230千円

決算額 1,181千円

執行率 96%

70

1322-02

加須イン
ターネッ
ト博物館
管理運営
事業

　市民が郷土の歴史・文化を
知り、郷土への理解を深める
ため、インターネット上に博
物館を構築し、情報を広く発
信する。

・掲載資料調査 
・掲載資料データ作成、情
報更新 
・加須インターネット博物
館の運営管理

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

インターネット博物館のアクセス回数 　実地調査の状況などの掲載資料
を収集し、リアルタイムな情報発
信に努める。各コーナーの内容の
バランスを考慮しながら、新しい
コンテンツを設けるなど中身の充
実を図る。

0403-02

生涯学習
課

　加須インターネット博物館
には、原始・古代から現代ま
での郷土の歴史を網羅した総
合博物館や美術館としての機
能をもたせる。 
　指定文化財をはじめとする
収蔵資料・郷土の偉人等をイ
ンターネットをとおして市内
外に情報発信する。

インターネット博物館更新件数

　調査を行った各コンテンツの掲載資料の更新により、ア
クセスがおよそ目標に達した。神楽や獅子舞の奉納情報等
のリアルタイムな情報発信を行うとともに、指定文化財の
紹介ページを充実させた。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

２
・
概
ね
順
調

伝統文化保存会後継者数 　他市同事例を参考に保存会の活
性化を支援する。
　かるた大会開催にあたり、新規
の取組として、中学生ボランティ
アを募集した。なお、市内7校
10名の生徒が参加をし、競技の
円滑な進行に寄与することができ
た。
　引き続き、市民との協働のも
と、この事業を継続発展させてい
く。

加須市郷土かるた大会参加者数

0403-03

生涯学習
課

　伝統文化を継承する保存団
体への支援を行う。 
　加須市郷土かるたを活用し
広く市民に伝統文化を啓発す
る。

　会員数の増加が図れ、無形民俗文化財保存会への支援も
行った。
　かるた大会への参加者が増加したことにより、伝統文化
を市民に広く啓発することができた。
※学年部門128チーム、ファミリー部門9チーム

71

1322-03

伝統文化
継承支援
事業

　市内の特色ある伝統文化を
伝承していくため、地域にお
ける伝統文化の継承活動を支
援する。

・無形民俗文化財保存会へ
の支援 
・加須市郷土かるたの活用
（第5回加須市郷土かるた
大会開催） 
・各小学校の新1年生への
郷土かるた配布
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （件）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 70 70 70 70 70

実績 96 86

指標(単位) （点）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 81 82 83 84 85

実績 89 34

予算額 12,773千円

決算額 9,757千円

執行率 76%

72

1322-04

文化財の
保存と活
用による
地域活性
化事業

　市内の文化財を保存・活用
することにより、後世へ継承
し、市民の文化財愛護に関す
る意識の高揚と地域活性化を
図る。

・開発に伴う埋蔵文化財調
査 
・市内文化財保護、啓発、
調査 
・発掘調査報告書の刊行 
・指定文化財管理者への謝
金支出 
・文化財保護審議会の開催 
・文化財めぐりの実施（年
1回） 
・文化財説明板1基作成 
・蘭陵王山車の修理及び地
域活性化事業の支援協力

４
・
大
幅
に
遅
れ
て
い
る

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

文化財回答件数（文化財質問への回答
件数）

　市内の文化財の保護・啓発・調
査を引き続き行い、文化財の質問
に対しても迅速に回答する。
　文化財を広く理解する企画を立
案するとともに、地域の文化財の
普及・啓発を行う。市内は勿論の
こと、市外の文化財も含め企画立
案していく。文化財めぐり参加者満足度（評価点数

（4点満点）×参加者数）

0403-04

生涯学習
課

　市内文化財の調査・保護・
啓発を行い、市民への文化財
普及活動に努める。 
　開発に先立つ試掘調査を実
施し、必要に応じ発掘調査を
実施する。 
　発掘調査報告書を刊行す
る。 
　文化財の理解を深め、文化
財愛護精神を培かう為、文化
財めぐりを実施する。 

　文化財に関する質問に対し、資料調査を行い回答し、必
要に応じて現地調査も行った。
　文化財めぐりは、対象を市外から市内限定の文化財等を
深める事業として企画したが、募集人数が集まらず、定員
25名の募集に対し参加者が９名であった。そのため、指
標の目標値には達していないが、参加者の満足度は、一人
当たり平均3.7８点であり、参加者からは一定の評価を得
られた。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

施策４　図書館サービスの充実

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （冊）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 － 4.93 5.01 5.09 5.17

実績 － 5.06

指標(単位) （冊）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 5.58 5.59 5.60 5.61 5.62

実績 5.27 5.09

予算額 32,941千円

決算額 32,585千円

執行率 99%

指標(単位) （冊）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 5.58 5.59 5.60 5.61 5.62

実績 5.27 5.09

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 471,000 472,000 473,000 474,000 475,000

実績 505,808 479,708

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 30 31 32 33 34

予算額 70,499千円 実績 32 34

決算額 67,365千円

執行率 96%

73

1313-01

図書館資
料整備事
業

　高度化・多様化する市民
ニーズに応え、市民の教育と
文化の発展に寄与する。

・図書館資料の計画的な購
入・受入 
・県内外の公共図書館との
連携 
・郷土資料（行政資料等）
の収集・受入・装備 
・図書館資料の適切な除籍 
・新聞購入についての見直
し

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

市民１人当たりの蔵書数 　加須市立図書館全体で蔵書構成
や図書館資料の収集を行うととも
に、貸出・返却をはじめとする図
書館サービスの効果的、効率的な
提供方法を検討する。
　子どもたちの生涯における読書
活動を推進するため、児童書の充
実を図る。

0404-01

図書館課 　加須市立図書館資料収集要
綱及び収集基準に基づき、新
刊案内情報誌、貸出傾向等を
参考に、利用者からリクエス
トのあった図書、基本図書な
ど多様な資料を購入し、地域
行政資料も積極的に受入整備
することで、蔵書の充実を図
り、市民ニーズに対応できる
魅力ある図書館づくりを図
る。 
　学校からの要望の高い資料
も適宜充実させる。

市民一人当たりの年間貸出冊数

　年間貸出冊数は微減しているものの、蔵書冊数はニーズ
に応えられているため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

74

1313-02

図書館管
理運営事
業

　市民に資料を提供して、調
査研究、及びレクリエーショ
ンに資するために、利用し易
い環境を整備する。

２
・
概
ね
順
調

市民一人当たりの年間貸出冊数 　加須市立図書館全体で蔵書構成
や図書館資料の収集を行うととも
に、貸出・返却をはじめとする図
書館サービスの効果的、効率的な
提供方法を検討する。また、適切
な図書館の管理運営を進める。
　ＷＥＢ機能の「ＭＹ本棚」「読
書マラソン」「読書履歴」のＰＲ
をはかり、ＩＴ世代の利用者の拡
大に努める。

入館者数

0404-02

図書館課 　図書館を適正に管理運営し
て図書館サービスの充実に努
める。 
　図書館情報システムを活用
した貸出、　返却、予約処
理、及び返却の督促等を効率
的に行う。 
　時節ごとの展示等を行い、
親しみやすい図書館づくりに
努める。 

図書館利用登録者率
〔図書館利用登録者数（市民）÷人口
（４月１日）×100〕

　貸出数は微減であるが入館者数及び利用者登録は目標を
上回っているため。

・図書館情報システムによ
る、貸出、返却、予約の実
施 
・各図書館間の本の回送の
実施 
・児童、障がいボランティ
ア養成講座の実施 
・図書館協議会の開催 
・おおとね図書館の維持管
理 
・私の読書全記録の窓口で
の配布及びweb新機能の運
用 
・雑誌スポンサー、レシー
ト広告等の募集
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 3,150 3,200 3,250 3,300 3,350

実績 3,543 3,698

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 4 4 4 4 4

実績 4 4

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

指標(単位) （件）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 100 100 100

実績 110 62

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

１
・
達
成
済

図書館まつり参加者数 　ボランティアとの協働により、
催し物の工夫や、新規催し物の企
画を実施して参加者数の増加を目
指す。
　来館者が増えるよう、開催日の
検討をする。

年間開催回数

0404-03

図書館課 　図書館利用への関心を高
め、利用者の増加と読書普及
活動の推進を図るためのイベ
ント等を実施する。 
　市民から寄贈を受けた本及
び図書館で除籍された雑誌の
リサイクル活用を目的とした
古本市やボランティアによる
おはなし会などを開催する。 

　毎年度継続して開催しており認知度も高く、参加者数が
目標を上回っているため。

75

1313-03

図書館ま
つり開催
事業

　図書館やボランティア団体
等の活動内容を周知し、利用
への関心を高め図書館利用者
の増加と読書普及活動の推進
を図る。

・４館の図書館を会場に、
ボランティア団体等の協力
を得て、古本市、おはなし
会、各種催物等の実施

76

1313-04

視聴覚ラ
イブラ
リー事業

　図書館や関係機関との連携
により、本市における視聴覚
教育を振興し、市民の教養や
情操の向上を図る。

・視聴覚教育に関する機材
教材の貸出 を実施 ３

・
や
や
遅
れ
て
い
る

視聴覚機材・教材の貸出数 　加須市ホームページを活用して
教材の紹介、関係機関にPRして
認知度を高め、貸出数の増加に努
める。

0404-04

図書館課 　市民の自主的な視聴覚教育
の活動を支援するために、視
聴覚教育に必要な機材及び教
材を保育園（所）や小・中学
校、市民活動団体等に貸し出
しを行う。

　教材が少ないため、リピーターが少ない。一度借りてし
まうとその団体からの申請は数年なくなる。機材・教材が
故障等で使えなくなった時点で事業終了。
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 60 100 － － －

実績 50 100

予算額 23千円

決算額 12千円

執行率 52%

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 100 60 70 80

実績 74.6 67.6

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 1 1 1 1 1

実績 1 1

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

77

1314-01

子ども読
書活動推
進計画策
定事業

　学校をはじめ、家庭、地域
など社会全体が連携・協働の
もと、子どもの自主的な読書
活動を推進し、読書をとおし
て心豊かな子どもの成長を図
る。

・子ども読書活動推進計画
策定庁内委員会を開催。 
・政策会議に付議。 
・加須市立図書館協議会で
意見聴取実施。 
 ・計画策定後、小中学校等
へ配布するとともに、ホー
ムページ等に掲載 

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

　平成29年度実績は、目標に対し「達成済」が67.6%の
ため、やや遅れているとした。

目標達成率
〔取組事項のうち達成済みの割合〕

　子ども読書活動推進会議を開催
し、関係課と協議・連携し、子ど
もの読書活動の推進を図る。
　図書館協議会において、点検、
評価を行い、事業の改善を図る。

ＨＰ公開回数

0404-06

図書館課

１
・
達
成
済

策定作業の進捗割合
〔「策定」を「１００」としたときの
進捗割合〕

（事業休止）

0404-05

図書館課 　児童生徒にアンケート調査
を実施し、子どもの読書活動
を把握し、「家庭・地域」、
「保育所・幼稚園・学校
等」、「図書館」における読
書活動を推進する。 
　子ども読書活動推進計画検
討委員会を設置し、これまで
の取組と成果から課題を整理
して次期計画を策定する。

　第３次計画（計画期間：平成29年度から平成33年度ま
で）の策定が終了したため。

78

1314-02

子ども読
書活動推
進計画進
行管理事
業

　学校をはじめ、家庭、地域
など社会全体が連携・協働の
もと、子どもの自主的な読書
活動を推進し、読書をとおし
て心豊かな子どもの成長を図
る。

・取り組み状況の把握及び
検証 
・子ども読書活動推進会議
の開催 
・図書館協議会での点検、
評価 
・図書館HPで公表

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

　庁内関係課による子ども読
書活動推進会議において、事
業の進捗状況を確認検証す
る。また、図書館協議会にお
いて、検証結果について意見
を求め、事業の推進を図る。
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 96 97 98 99 100

実績 91 93

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 100 - 100 - 100

実績 99.1 -

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 120 125 130 135 140

実績 140 135

予算額 436千円

決算額 423千円

執行率 97%

指標(単位) （校）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 4 5 6 7 8

実績 5 5

予算額 183千円

決算額 169千円

執行率 92%

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

絵本を配布した親子の割合
〔絵本を配布した親子の数÷健診受診
予定者数×１００〕

　ボランティア不足に備え、ボラ
ンティア養成講座を行う。
　兄姉がいる家庭では、既に同じ
絵本を持っている家庭もあること
から、配布する絵本のタイトルの
一部を定期的に見直す。

事業の満足度（2年に1回調査）
〔（やや満足～満足の人数）÷アン
ケート回答数×１００〕

0404-07

図書館課 　9～10か月児健診時に乳児
とその保護者に絵本と絵本リ
ストをプレゼントし、併せて
図書館職員とボランティアに
よる読み聞かせを行うことに
よって、親子で絵本に親しむ
家庭の割合を高め、乳児の健
やかな心の成長を支援する。 
　希望者には、図書館利用
カードを発行するとともに、
親子を対象にわらべうた講座
を開催する。また、ボラン
ティア育成のため研修会を行
う。

ボランティア活動人数

　絵本を配布した親子の割合及び、ボランティア活動人数
も目標をクリアしているため。

80

1314-04

ブック
トーク・
おはなし
会開催事
業

　子どもが物語や本に親しみ
ながら本の楽しさを知り、心
豊かに健やかに成長できるよ
う支援する。

・ブックトーク・おはなし
会の実施 
・学校等へ図書の団体貸出
の実施 
・ボランティアによる定期
的なおはなし会の開催 
・ストーリーテリング・わ
らべうた講座の実施

１
・
達
成
済

79

1314-03

絵本との
親子ふれ
あい事業

　親子が絵本をとおしてふれ
あう時間をもつとともに、親
子で本に親しみ、子どもが本
の楽しさを知るきっかけをつ
くることで子どもの読書活動
を推進する。

・9～10か月児健診時に職
員とボランティアが乳児と
保護者に読み聞かせと絵本
の手渡しの実施 
・親子を対象としたわらべ
うた講座の開催（おおとね
館） 
・各館ごとにボランティア
との交流の実施 
・0～3歳児向け絵本リスト
の配布 
・4～6歳児向け絵本リスト
の新規作成・配布

２
・
概
ね
順
調

ブックトークの年間実施小学校数 　校長会等における、おはなし会
やブックトーク等の学校支援の周
知や、図書館職員が学校を訪問
し、司書教諭等と意見交換をする
ことにより、活動の幅を広げる。
　ボランティアによるおはなし会
を継続して実施するために、ボラ
ンティアの養成に努めるとともに
ボランティア活動を積極的に支援
する。

0404-08

図書館課 　小学校等から依頼を受け、
司書もしくは司書とボラン
ティアが出向いて、ストー
リーテリング、絵本の読み聞
かせ、ブックトークなどを行
う。 
　図書館では、ボランティア
や職員が参加者の年齢にあわ
せ、手遊び、わらべうた、紙
芝居、絵本の読み聞かせ、ス
トーリーテリングなどを行う
おはなし会を定期的に開催す
る。 

　目標を達成したため。
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基本目標４：生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 3 4 5 5 5

実績 3 3

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

No

２
・
概
ね
順
調

加須市独自の絵本ＰＲ回数 　加須市合併10周年記念事業と
して絵本コンクールを開催し、独
自の絵本を製作する。

0404-09

図書館課 　加須市独自の絵本を図書館
に備え、貸出やおはなし会で
活用するとともに、各公共施
設に配置し、自由に読書でき
る環境を整え、加須市への理
解を深める。

　「およげおおきなこいのぼり」の絵本をPRし各館で販
売したため。

81

1314-05

加須市の
絵本作成
事業

　絵本をとおして加須市への
関心や理解を深め加須市への
愛着を醸成する。

・絵本を活用したおはなし
会等の開催

事業の改善点・
今後の取組内容等

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

評
価

２９年度の取組内容
事業の目的
事業の概要

総振CD
プランCD
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基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

基本目標５　スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

施策１　生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 89 80 80 80 80

実績 95 83

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 75 77 79 81 83

実績 73 75

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 2 2 2 2 2

実績 1 1

予算額 103千円

決算額 48千円

執行率 47%

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

82

2231-01

スポーツ
推進計画
策定事業

　市民がスポーツやレクリ
エーションを取り入れた豊か
なスポーツライフを実現す
る。

・スポーツ推進計画の改訂

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

83

2231-02

スポーツ
推進計画
進行管理
事業

　スポーツの振興を総合的か
つ計画的に推進する。
　スポーツ推進計画の進行管
理を行い、次年度以降の事業
展開の基礎とする。

・スポーツ推進審議会の開
催 
・スポーツ推進計画の実績
に対する評価の実施

　計画策定から５年が経過し、社会情勢や経済情勢の変化
に対応するため、平成27年度に実施した「スポーツ・レ
クリエーション活動の実態調査（アンケート）」結果を踏
まえ、スポーツ振興計画をスポーツ推進審議会の意見を聞
き改訂を行った。

　今後もスポーツ推進計画に沿っ
た事業の進捗状況や事業の報告を
行い、地域全体でスポーツを通じ
た地域づくりに向けて進める。

0501-01

スポーツ
振興課

　平成27年度に実施した「ス
ポーツ・レクリエーション活
動の実態調査（アンケー
ト）」結果を踏まえ、平成29
年度にスポーツ推進計画の中
間見直しとあわせ計画期間を
Ｈ32年度までとする改訂版を
策定する。 
計画期間：Ｈ24～Ｈ32

　スポーツ推進計画の中間見直しとあわせ、計画期間をＨ
32年度までとする改訂版を策定したため。

２
・
概
ね
順
調

数値目標の達成率
〔達成率60%以上の項目数／全項目
数×１００〕

　今後もスポーツ推進計画に沿っ
た事業の進捗状況や事業の報告を
行い、地域全体でスポーツを通じ
た地域づくりに向けて進める。

取組内容の達成率
〔達成率60%以上の項目数／全項目
数×100〕

0501-02

スポーツ
振興課

　スポーツ推進審議会を開催
し、意見を聞く。
【計画期間：平成24年度～平
成32年度】

スポーツ推進審議会開催回数

　昨年度スポーツ推進計画改訂を行い、各種事業に積極的
に取り組んだ結果、概ね達成することができた。
　一方で、スポーツ少年団の加入率や総合型地域スポーツ
クラブ設置数など計画どおり推進できない事業もあった。

63



基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 820 840 860 880 900

実績 741 677

指標(単位) （教室）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 17 18 19 20 21

実績 16 16

予算額 1,571千円

決算額 1,192千円

執行率 76%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900

実績 6,160 5,655

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 220 225 230 235 240

実績 212 209

予算額 26,131千円

決算額 24,572千円

執行率 94%

84

2231-03

スポーツ
教室等開
催事業

　健康の保持増進や体力の維
持向上を目指し、スポーツを
通して仲間との交流を図ると
ともに、生きがいづくりや交
流により人と人との絆を深め
る。

・ヨガピラティス　 
・ストレッチ 
・小学生スキー教室 
・ヨット＆カヌー教室 
・小学生水泳教室 
・体験型ニュースポーツ教
室（フロアカーリング） 
・小学生硬式テニス教室 ２

・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

スポーツ教室参加人数 　引き続き、市民が参加しやす
く、スポーツ・レクリエーション
を楽しむきっかけづくりとなるス
ポーツ教室を開催する。

開催教室数

0501-03

スポーツ
振興課

　市民のスポーツへの関心を
高めるため、スポーツ教室を
開催する。
・ヨガピラティス教室
・小学生水泳教室
・ストレッチ教室
・小学生スキー教室
・ヨット・カヌー教室
・体験型ニュースポーツ教室
・小学生硬式テニス教室

　スポーツ教室への参加者は、目標値の80％を達したた
め概ね順調とした。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

２
・
概
ね
順
調

体育協会等会員数 　多くの市民がスポーツに親しむ
ことができるよう引き続き体協や
スポーツ推進委員などと連携し推
進する。

0501-04

スポーツ
振興課

　スポーツ推進委員協議会の
運営や体育協会他各団体との
協働により、スポーツ普及事
業の展開を図る。 
　スポーツ団体等への補助金
の交付及び支援を行う。 
　スポーツ活動を支援するた
め加須はなさき公園多目的グ
ラウンド利用団体の支援を行
う。

スポーツ推進委員の事業活動回数

　体育協会及びスポーツ少年団及びレク協の会員数は、減
少したが、目標値の85％は、達成した。

85

2231-04

スポーツ
普及推進
事業

　市民の健康の保持増進や体
力の維持向上を図るととも
に、生きがいづくりや交流に
より人と人との絆を深める。

・スポーツ推進委員協議会
との協働によるスポーツ普
及事業の開催 
・スポーツ団体への活動支
援 
・スポーツ特別功労賞表彰
の実施 
・加須はなさき公園多目的
グラウンド使用料補助金交
付 
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基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600

実績 1,388 1,306

指標(単位) （施設）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 48 49 49 50 50

実績 47 47

予算額 333千円

決算額 300千円

執行率 90%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 6,800 6,900 7,000 7,000 7,100

実績 4,800 3,500

予算額 2,526千円

決算額 1,854千円

執行率 73%

86

2231-05

グラウン
ドゴルフ
推進事業

　市民の健康の保持増進や体
力の維持向上を図るととも
に、生きがいづくりや交流に
より人と人との絆を深める。 
 

・さわやかグラウンド・ゴ
ルフ大会 （実行委員会への
補助金交付） 
・加須市長杯 
・宮崎義重杯 
・ふじの里グラウンド・ゴ
ルフ大会 
・加須市老人クラブ連合会
GG大会 
・市民グラウンド・ゴルフ
大会 
・加須体協長杯ペアグラウ
ンド・ゴルフ大会

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

グラウンドゴルフ競技人口数 　引き続きグラウンド・ゴルフ愛
好者が増えるようグラウンド・ゴ
ルフを親しむ団体を支援する。

0501-05

スポーツ
振興課

　グラウンド・ゴルフ協会等
と連携し、市民等の愛好者が
交流を図れる大会を支援す
る。 
・さわやかグラウンド・ゴル
フ大会 （実行委員会への補助
金交付） 
・加須市長杯 
・宮崎義重杯 
・ふじの里グラウンド・ゴル
フ大会 
・加須市老人クラブ連合会GG
大会 
・市民グラウンド・ゴルフ大
会

グラウンドゴルフのできる場所

　競技人口は、目標値を達成している。
　また、当該グラウンドゴルフ競技人口数は、体育協会と
レクリエーション協会に加盟している競技者の人数である
が、これらに所属していない自治会などでグラウンド・ゴ
ルフを楽しむ愛好者は、多数いる。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

２
・
概
ね
順
調

地域体育祭参加者数 　引き続き、スポーツを通じた地
域住民の交流の場として市民体育
祭を開催する。

0501-06

スポーツ
振興課

　４地域で開催される体育祭
を支援する。 
・地域体育協会との協働によ
り実施

　平成29年度は、北川辺地域及び大利根地域の体育祭が
雨天により中止となり、騎西地域では、雨天によりふじア
リーナでの開催となったため。

87

2231-06

市民体育
祭支援事
業

　身近なスポーツを通じて地
域住民が交流し絆を深め、健
康で活気ある地域づくりを図
る。

・4地域の地域体育祭補助
金を交付 
・地域体育祭の運営、開催
の支援
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基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （日）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 14 16 18 20 22

実績 12 13

予算額 101千円

決算額 75千円

執行率 74%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 9,600 9,700 9,800 9,900 10,000

実績 14,327 12,397

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 140 150 160 160 160

実績 224 207

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 345 360 375 390 400

実績 361 385

予算額 3,442千円

決算額 2,761千円

執行率 80%

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

88

2231-07

健康づく
りウォー
キング事
業

　市民の健康の保持増進や体
力の維持向上を図るととも
に、生きがいづくりや交流に
よる人と人との絆を深める。

・健康づくりウォーク（渡
良瀬遊水地で開催） 
・童謡のふる里菜の花
ウォーク 
・ふじの里ウォーク 
・各地区体育協会主催の歩
け歩け大会 

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

89

2232-01

クライミ
ング普及
事業

　クライミングを通じ、加須
市の知名度アップや地域の活
性化、全国から若者が集うま
ちをつくる。

・スポーツクライミング
KAZOカップ 
・全国高等学校選抜クライ
ミング選手権大会 
・スポーツクライミング教
室 
・クライミングウォール利
用認定会、体験会 
・加須市ボルダリング大会 
・親子スポーツクライミン
グ体験会 
・トップ選手との交流会 
・スポーツクライミング日
本選手権リード競技大会
・ジャパンカップの支援

ウォーキング大会の開催数 　今後も市、体育協会等の主催に
よりウォーキング大会を開催す
る。

0501-07

スポーツ
振興課

　市民がウォーキングに取り
組むためのきっかけづくりと
して「ウォーキング大会」の
各地区での開催を促進する。 
　スポーツ推進委員を中心に
「健康づくりウォーキング」
を開催する。

　レクリエーション的要素を取り入れ、参加者が気軽に健
康増進をが図れる健康づくりウォークを開催することがで
きた。
　地域及び地区体協や団体主催でウォーキング大会が実施
され、気軽にウォーキングに取り組むきかっけを作ること
ができた。
　

１
・
達
成
済

クライミング施設年間利用者数 　スポーツクライミングへの関心
が高まっているため、より多くの
人がクライミングに触れることが
できるよう引き続き加須市山岳協
会等と協力して事業を行う。

スポーツ教室･体験会参加者数

0501-08

スポーツ
振興課

　KAZOカップ、体験会、認
定会等を埼玉県山岳連盟及び
加須市山岳連盟と連携して開
催する。 
　日本山岳・スポーツクライ
ミング協会主催の全国高等学
校選抜クライミング選手権大
会の支援を行う。 

クライミングウォール利用認定通算登
録者数

　全ての指標で目標値を上回り、クライミングの普及に努
めた。
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基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 6,400 6,500 6,500 6,500 6,500

実績 6,598 6,683

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450

実績 1,324 1,519

予算額 18,522千円

決算額 17,654千円

執行率 95%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 1,665 1,700 1,700 1,700 1,700

実績 1,656 1,988

指標(単位) （チーム）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 250 250 250 250 250

実績 263 325

予算額 1,332千円

決算額 1,318千円

執行率 99%

90

2232-02

こいのぼ
りマラソ
ン大会開
催事業

　市民の健康増進や体力向上
を図るとともに、健康で生き
がいのある暮らしづくりに寄
与するとともに、市のイメー
ジアップを図る。

・マラソン大会実行委員会
（1回） 
・マラソン大会実施委員会
（2回） 
・マラソン大会役員説明会 
・大会の開催・運営 
・マラソンコース検討委員
会設置、開催 
・自治会等への周知等 

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

こいのぼりマラソン大会参加者数 　平成30年度から、ハーフコー
スについては、コース変更を行う
ため、安全な大会運営ができるよ
う配慮するとともに沿道での応援
について市民と協働し、盛り上げ
ていく。
　また、今後も引き続き多くの参
加が得られるよう、沿線の協力を
得て大会運営を行う。

市内参加者数

0501-09

スポーツ
振興課

　加須市民運動公園を主会場
に、1.5km、2km、3km、
5km、10㎞、ハーフのマラ
ソン大会を開催する。 
　市内スポーツ団体等との協
働により開催する。

　市内参加者を含め、目標値を超えた参加があったため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

１
・
達
成
済

加須ふじの里駅伝大会参加者数 　駐車場の確保や対応について充
実させる。
　参加チーム増に伴うスタート位
置の検討を行う。

参加チーム数

0501-10

スポーツ
振興課

　市内スポーツ団体が主体と
なり、騎西総合体育館周辺道
路を周回する1.8㎞×5人及び
3.0㎞×5人のふじの里駅伝大
会の開催を支援する。 

　参加者数及び参加チーム数は、目標値より大幅に超え、
賑わい、活気のある大会となった。

91

2232-03

加須ふじ
の里駅伝
大会支援
事業

　市民の健康増進や体力向
上、生きがいづくり、人と人
との交流を図り、絆を深める
とともに、市のイメージアッ
プを図る。

・加須ふじの里駅伝大会実
行委員会の開催 
・運営役員説明会の開催 
・加須ふじの里駅伝大会開
催の支援
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基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （クラブ）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 3 3 3 4 4

実績 2 2

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 550 600 650 700 750

実績 533 589

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 3 3 3 3 3

実績 1 0

予算額 22千円

決算額 0千円

執行率 0%

92

2233-01

総合型地
域スポー
ツクラブ
育成事業

　多世代にわたる多くの市民
が地域で多様なスポーツを自
由な時間に楽しめる生涯ス
ポーツの振興を図る。

・クラブ設立に前向きな地
区に対する説明会や研修会
等の開催 
・クラブ設立と自主的運営
の支援 
・指導者・スタッフ等クラ
ブ運営の核となる人材の発
掘及び育成 
・体育協会、スポーツ推進
委員協議会との連携

３
・
や
や
遅
れ
て
い
る

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

総合型地域スポーツクラブの設置数 　平成国際大学において総合型地
域スポーツクラブの新規設立を検
討しており、設立に向け支援す
る。

総合型地域スポーツクラブ会員数

0501-11

スポーツ
振興課

　既存のクラブに対して、指
導員の確保、新たな種目の増
設、会員増などに向け支援す
る。 
　新たなクラブの設立に向け
て、説明会や研修会を開催す
る。

説明会開催数＋研修会

　総合型地域スポーツクラブの設置及び会員数について
は、目標値に達していないが、会員数は、前年度に比べ増
加したため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

施策２　スポーツ・レクリエーションに親しむことができる環境づくり

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 35 40 45 50 55

実績 36 40

予算額 498,293千円

決算額 495,602千円

執行率 99%

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 628,000 628,500 629,000 629,500 630,000

実績 673,045 662,134

指標(単位) （件）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 0 0 0 0 0

実績 0 0

予算額 127,173千円

決算額 114,092千円

執行率 90%

93

2234-01

スポーツ
施設整備
事業

　安全で快適にスポーツがで
きるプレー環境を実現する。

・加須市民運動公園野球場
再整備工事及び監理等業務
委託 
・加須市民体育館電気室高
圧機器交換改修工事 
・加須市民運動公園屋外コ
ンセント増設工事 
・加須市民運動公園屋外ト
イレ改造工事設計委託
（H29.6補正予算） 
・加須市民運動公園屋外ト
イレ改造工事（H29.6補正
予算）

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

年度計画に対する整備率
〔整備箇所／年度整備計画箇所×１０
０〕

　加須きずなスタジアム（加須市
民運動公園野球場）について施設
の維持管理の充実を図り、全国大
会等の会場地として、ふさわしい
会場とする。

0502-01

スポーツ
振興課

　市内のスポーツ施設の修
繕・改修を実施する。 

　加須市民運動公園野球場再整備工事が完了し、目標値に
達成した。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

１
・
達
成
済

体育館、運動公園施設の年間利用者数 　老朽化している施設が多いた
め、引き続き点検を行うととも
に、必要な修繕等を行い安心、安
全に利用できるよう努める。

スポーツ施設でのプレー中の事故

0502-02

スポーツ
振興課

　市内公共体育施設の適正な
運営と維持管理を行う。 
・体育館5館 
・都市公園施設16ヶ所、30
施設 

　加須市民運動公園野球場の整備に伴い、利用者は減と
なっているが、目標値は達成した。

94

2234-02

スポーツ
施設管理
運営事業

　安全で快適にスポーツがで
きるプレー環境を実現する。

・4地域5館の公共体育館と
運動公園等の屋外体育施設
の　管理,貸出 
・安全点検と故障箇所の修
繕 
・加須市民体育館柔剣道場
天窓外部ｼｰﾘﾝｸﾞ修繕 
・騎西総合体育館ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機
器修繕 
・大利根運動公園小球場夜
間照明修繕 
・体育館消防設備等不良箇
所修繕　他 
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基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 212,000 212,500 213,000 213,500 214,000

実績 195,560 189,365

指標(単位) （団体）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 275 280 285 290 295

実績 233 236

予算額 4,393千円

決算額 3,547千円

執行率 81%

指標(単位) （件）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 0 0 0 0 0

実績 0 0

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

95

2234-03

学校体育
施設開放
管理運営
事業

　地域のスポーツレクリエー
ションの場を確保し、生涯ス
ポーツの振興を図る。

・市内小中学校の学校体育
施設開放 
・市内学校開放施設・設備
の維持管理 
・加須小学校夜間照明制御
盤修繕 
・バドミントンネット支柱
入替 　                  

２
・
概
ね
順
調

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

学校体育施設年間利用者数 　平成30年度は、市内小・中学
校体育館耐震工事に伴い、利用が
制限される。教育総務課及び小中
学校と連携を図り、円滑かつ安全
に利用できるよう事業を進める。

学校体育施設開放利用者団体登録数

0502-03

スポーツ
振興課

　学校教育に支障のない範囲
でスポーツを楽しむ団体等へ
学校体育施設の貸出を行ない
スポーツ活動を促進する。 　年間利用者は、減少しているが、目標値の約90％であ

るため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

１
・
達
成
済

不具合による事故発生件数 　今後も利用者が安心して安全に
利用できるよう日々の安全点検を
実施する。

0502-04

スポーツ
振興課

　安全な施設、最適な運動施
設環境をつくるため、体育館
内、野球場、テニスコート、
駐車場、各広場、プール及び
鎮守前公園等を巡回し、施
設・設備・用具等安全点検を
行い、施設管理者に報告す
る。

　日々の点検により、不具合な状況を早期に発見し、修繕
等を行った。

96

2234-04

スポーツ
施設安全
点検事業

　一般利用者が安心・安全に
利用できるプレー環境の実現
を図る。

・日常的な見回り点検を毎
朝実施。 
・月1回程度の安全点検の
実施。
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基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

施策３　スポーツを活用した地域活性化の推進

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 5 5 5 5 5

実績 6 6

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

実績 1,564 1,575

予算額 87千円

決算額 18千円

執行率 21%

指標(単位) （大会）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 3 3 4 5 5

実績 3 2

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

実績 8,000 12,290

予算額 1,113千円

決算額 696千円

執行率 63%

97

2232-04

全国大会
等支援事
業

　加須市の知名度アップや地
域の活性化を図り、全国から
若者が集うまちをつくる。

・彩の国トライアスロン大
会兼関東トライアスロン選
手権大会 
・紅葉チャレンジトライア
スロン・デュアスロン大会 
・全日本学生選手権個人/
チームロードタイムトライ
アル大会 
・加須鯉のぼり杯埼玉県自
転車タイムトライアル･ロー
ドレース大会 
・東京オリンピック関連事
業誘致活動

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

大会開催数 　全国規模の大会が誘致できるよ
う開催団体と調整、協議を行う。

0503-01

スポーツ
振興課

　トライアスロンや自転車競
技等の全国レベルの大会等に
共催及び後援し、さらに主催
団体、市民との協働により実
施することで、若者が集い競
う場をつくり、加須市のイ
メージアップ、大会のＰＲ及
び競技の普及推進を図る。 
　東京オリンピックに向け、
事前キャンプ誘致等を行う。

トライアスロン・自転車競技大会の参
加者数

　大会開催数及び大会参加者数が目標値を上回ったため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

１
・
達
成
済

女子硬式野球全国大会等誘致数 　引き続き、女子硬式野球大会を
関係団体と協力し、開催するとと
もに、地域の活性を図っていく。

0503-02

スポーツ
振興課

　全国女子硬式野球ユース大
会、全国高等学校女子硬式野
球選抜大会等の全国レベルの
大会等に共催及び後援する。 
　主催団体、市民との協働に
より実施することで、加須市
のイメージアップ、大会のＰ
Ｒ及び競技の普及推進を図
る。

女子硬式野球観客数

　平成28年度は、「絆大会」が開催されたが、全国を行
脚する大会のため大会数が減った。
　2回の大会では、観客数が大幅に増えたため。

98

2232-06

女子硬式
野球振興
事業

　加須市の知名度アップや地
域の活性化を図り、全国から
若者が集うまちをつくる。

・全国女子硬式野球ユース
大会（後援） 
・全国高等学校女子硬式野
球選抜大会（共催） 
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基本目標５：スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （人）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 0 0 0 10,000 10,000

実績 0 0

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

99

2232-07

県立騎西
高等学校
跡地活用
促進事業

平成20年3月をもって廃校と
なった旧県立騎西高等学校跡
地の利活用により、スポーツ
を活用した地域活性化を推進
する。

・未利用施設の活用に関す
る調整会議への出席 
・未利用施設の活用に関す
る調整会議やワーキング
チームへの出席 

５
・
未
着
手

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価

整備された施設の利用者数 　施設利用については、平成31
年度から開始を予定しているが、
未だ活用の決まっていない施設が
あり、これらも含め活用にむけ協
議を進める。

0503-03

スポーツ
振興課

旧騎西高等学校の施設を有効
かつ効率的に活用するため、
県に対し宿泊機能を持ったス
ポーツ施設の早期開設を促
す。

　現在、未整備のため。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等
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その他の教育事業

その他の教育事業

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （校・園）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 22 21 22 21 22

実績 22 21

予算額 3,951千円

決算額 3,511千円

執行率 89%

指標(単位) （部）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 180 180 180 180 180

実績 180 180

予算額 3,600千円

決算額 3,208千円

執行率 89%

「加須市の教育」発行部数 　引き続き教育委員会事務局の適
正な管理運営を行う。
　「加須の教育」については、内
容を更新して180部発行し、関
係機関に配布するとともに、ＨＰ
で公表する。
　教育功労者表彰について、推薦
基準に基づき適正に実施する。

－

教育総務
課

　教育委員会事務局の管理運
営に係る諸経費を執行する。 
　加須市の教育を広く周知す
るため、「加須市の教育」を
刊行する。 
　加須市の教育、学術及び文
化の振興に寄与し、功績が顕
著である個人や団体に対し、
教育功労者表彰を行う。 

　教育委員会事務局の管理運営に係る諸経費を節減に努め
ながら適切に執行した。
　「加須市の教育」について、構成の見直しや統計情報の
充実などを行い、よりわかりやすいものとなるよう刷新し
た。また、目標部数の180部を発行し、関係機関等に配
布するとともい、ＨＰで公表した。
　教育功労者表彰について、推薦基準に基づき30人を表
彰した。

101

1211-02

教育委員
会事務局
管理事業

　社会や地域の教育課題に柔
軟かつ的確に対応し、かつ市
民に開かれた教育委員会を運
営するため、教育委員会事務
局の適正な管理運営を行う。

・教育委員会事務局の管理
運営に係る諸経費の執行 
・「加須市の教育」刊行 
・教育功労者表彰式実施 
・各種教育長会議等の負担
金等の支払い １

・
達
成
済

教育委員が学校訪問で訪問した小・中
学校、幼稚園数（全43校を2年で一
巡する）

　教育委員会の権限に属する事務
について、引き続き教育委員会定
例会において協議や審議を行い、
教育行政を円滑に推進する。
　総合教育会議を開催し、引き続
き、市長と教育委員会との連携を
図る。
　教育委員の学校訪問について、
平成３０年度は２２校・園を対象
に実施する。
　教育委員会定例会の議決簿、会
議録、交際費について、引き続き
速やかにＨＰで公表する。

－

教育総務
課

　教育委員会の会議を開催す
る。 
　総合教育会議へ参加する。 
　教育長、教育委員の学校訪
問を実施する。 
　各種総会、研修会へ参加
し、教育の諸問題に関する知
識を深める。

　教育委員会定例会を12回、臨時会を1回開催し、教育
委員会の権限に属する事務について協議や審議を行うとと
もに、議決簿及び会議録をＨＰで公表した。
　総合教育会議を2回開催し、市長と教育委員会との連携
を図った。
　教育委員の学校訪問について、訪問時間や時期、実施方
法を見直し、21校・園を対象に、より効率的かつ効果的
に実施することができた。
　昨年度に引き続き、教育委員会交際費をＨＰで公表し
た。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

100

1211-01

教育委員
会運営事
業

　社会や地域の教育課題に柔
軟かつ的確に対応し、かつ市
民に開かれた教育委員会を運
営するため、教育委員会の充
実を図る。

・教育委員会定例会、臨時
会 
・総合教育会議 
・教育長、教育委員の学校
訪問 
・埼玉県市町村教育委員会
連合会総会参加 
・北埼玉地区教育委員会連
合会総会・研修会参加 
・教育に関する事務事業の
管理及び執行状況の点検・
評価に関する報告書作成、
公表 
・議決簿、会議録及び教育
委員会交際費をＨＰで公表

１
・
達
成
済

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価
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その他の教育事業

【評価】は５段階評価（１達成済、２概ね順調、３やや遅れている、４大幅に遅れている、５未着手）

事務事業名

所管課

指標(単位) （％）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 － 85 90 95 100

実績 － 78.5

指標(単位) （回）

年度 28年度 29年度 30年度 31年度
32年度

（目標年）

目標 － － 1 1 1

実績 － －

予算額 0千円

決算額 0千円

執行率 －

２
・
概
ね
順
調

目標達成率
〔「概ね順調」「達成済」の事業数÷
全事業数×１００〕

　各事業の進捗状況を確認すると
ともに、自己評価をし、その結果
を取りまとめ、総合教育会議にお
いて審議をいただく。
　各事業について、目標年である
平成32年度の目的達成を目指
す。

計画の進捗状況の公表

－

教育総務
課

　「加須市人づくりプラン」
の施策を的確に実施するよ
う、進行管理を行う。

　平成28年度は人づくりプランの計画期間前であるた
め、目標達成率等の指標は設定していないが、人づくりプ
ランの体系に準じ、平成28年度の各事業の実施状況を取
りまとめた結果、１６２事業のうち１４５事業
（89.6%）について「達成済」または「概ね順調」との
評価であった。また、この評価結果について、教育総合会
議において報告した。
　平成29年度は１６３事業のうち１２８事業（78.5%）
について「達成済」または「概ね順調」との評価であっ
た。

・「加須市人づくりプラ
ン」の周知 
・各事業の実績把握と教育
総合会議への報告

102

1211-21

加須市人
づくりプ
ラン進行
管理事業

　「加須市人づくり宣言～教
育大綱～」の基本理念である
家族・地域の絆を大切に、生
きる力を醸成し、三つの目指
すべき市民の姿を実現させ
る。

成果・目標指標又は取組内容・実績
評価の理由

事業の改善点・
今後の取組内容等

No
総振CD

プランCD

事業の目的
事業の概要

２９年度の取組内容
評
価
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５ 平成２８年度評価を踏まえた取組状況等 

平成２８年度の教育委員会点検・評価で元加須市教育委員の大熊敏夫氏及び阿部 仁氏の２名の学識経験者からいただいた御意見を

受け、関係事業の取組状況等をまとめました。 

 

基本目標１ 確かな学力と学ぶ力を育成します 

 施策１ 一人一人を伸ばす教育の推進 

0101-01 少人数学級推進事業 学校教育部学校教育課 

意見 

児童・生徒の個に応じた学習指導や生活指導にきめ細やかな配慮をし、事業を進めていることが十分伺える。１８名

の非常勤講師を配置し、子どもたち一人一人を大切にした温かい学習指導に努力している様子が分かる。教育活動補助

員の資質能力の向上について、今後も温かい指導・助言をお願いしたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成２９年度は２０人の非常勤講師を配置し、チームティーチングや少人数指導による、個に応じた指導を進めてま

いりました。また、指導主事による計画訪問を実施し、授業参観、面談を行うことで、非常勤講師の資質能力の向上を

図ってまいりました。 

平成３０年度も、市立各小学校３～６年生で３６人以上の学級、中学校２、３年生で３９人以上の学級に非常勤講師

を配置し、児童生徒一人一人に応じた学習指導や生活指導を充実させてまいります。 

 

0101-02 学力アップ事業 学校教育部学校教育課 

意見１ 

「スマートフォン等に費やす時間が長く、家庭学習に取り組む時間が少ない」ということだが、「家庭学習」につい

て、学校と家庭との連携指導はどのようになされているのだろうか。（特に、スマートフォンの長時間使用の問題等に

ついて。）「加須市ひとり学びノートコンテスト」や「加須まなびＴｉｍｅ」の具体的な中身がよく分からない。具体的

に教えていただきたい。 

意見２ 
「スマートフォン等の費やす時間長く、家庭学習に取り組む時間が少ない」とあるがそんなに大きいとは思えない。

他の理由もあると思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成３０年度につきましても、市立各小・中学校で「家庭学習リーフレット」を配布し、学校と家庭が連携し、児童

生徒の家庭学習の確実な定着に向けて取り組んでおります。 
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また、「ひとり学びノート」の活用や「加須まなび Time」の充実に向けて、積極的に働きかけを行ってまいります。 

 

0101-07 小学校管理運営事業 生涯学習部教育総務課 

0101-08 中学校管理運営事業 生涯学習部教育総務課 

意見 

学校図書館の重要性について、「学校図書館は学校の心臓である」と言われる。全小・中学校における図書整備率   

１００％達成は素晴らしい。図書が充実した学校としては、今後も、学校図書の利用指導には、更に力を入れていただ

きたい。（特に、文学的な読書指導だけでなく、各教科等資料の計画的な利用指導に。） 

平成２９年度 

の取組状況等 

学校図書の適正管理のため、図書台帳の整理をした結果、平成 29 年度末現在、１つの中学校で図書整備率が１００％

未満となりましたが、その他の２９校は１００％達成を維持しました。今後も、図書の計画的な購入と適正な廃棄を行

ってまいります。【教育総務課】 

各小･中学校において、子供たちの主体的に学習に取り組む態度を養うために、学校図書館活用の充実に努めており

ます。【学校教育課】 

 

0101-12 生徒派遣援助事業 生涯学習部教育総務課 

意見 
生徒送迎用のバスについて、必要最小限の台数で送迎を実施したということだが、経費の節減を図りながらも、生徒

の安全面については今後も十分留意して実施していただきたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 
今後も、経費の節減を図りつつ、生徒の安全確保を第一に考えた上で送迎を実施してまいります。 

 

 施策２ 幼児教育の推進 

0102-02 幼稚園預かり保育事業 こども局保育幼稚園課 

意見 
預かり保育で、保護者のニーズをしっかり把握しての取組は、保護者や子どもたちにとって大変ありがたいことだと

思う。今後も温かい配慮をお願いしたい。また、保育時には、子どもたちの安全面に十分留意していただきたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 
今後も、保護者のニーズを把握し、子どもたちの成長を第一に考え、安心・安全な保育の実施を実施してまいります。 
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 施策３ 保・幼・小・中の一貫した教育の推進 

0103-01 保・幼・小中一貫教育事業 学校教育部学校教育課 

意見 

幼児・児童・生徒の減少で、学年単学級の学校も多くなったのではないだろうか。家庭・地域などで（子ども会がな

くなったりして）大勢の仲間、異年齢でふれあう機会が少なくなっている今日、大変意義ある取組だと思う。幅広い人

間関係づくりの充実で、不登校問題等の防止にもなるのではないかと思う。時期や時間など、異校との連絡・調整も大

変かと思うが、今後も積極的に取り組んでいただきたい事業である。 

異校での「一日校長」の実施や教職員の異校種での学習支援、保育・学習参観などは、教職員の指導力等を高める大

変意義ある研修であると思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

加須市保・幼・小中一貫教育事業について、平成３０年度より新しい要綱を作成いたしました。これまでの保・幼・

小中一貫教育事業では、交流することに重点を置いてまいりましたが、今回の新要綱については、中学校区での幼児教

育・義務教育をつなぐことに重点を置き、中学校区の学校、地域、家庭が一体となって、教育課程や生徒指導において

も互いに連携を深め、学力向上、豊かな心の育成を確実に目指していきたいと考えております。 

 

 施策５ 教職員の資質能力の向上 

0105-01 学校訪問指導事業 学校教育部学校教育課 

意見 

学校訪問の回数が目標値を超えて実施されたことは、大変よいことだと思う。今後も各学校に対して、温かくきめ細

やかな、そして適切な指導に努めていただきたい。学校側としても、積極的に指導・助言を求め、日々の教育実践に生

かしていただきたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

市立幼稚園及び小･中学校に指導主事や指導委員、栄養教諭を派遣し、教職員の指導力向上を目指します。 

また、新学習指導要領の実施に向けた準備ができるよう、資料等を活用して指導してまいります。 

 

0105-02 学習指導改善研究事業 学校教育部学校教育課 

意見１ 

 クライミング壁を活用した「ボルダリング体験活動」は、加須市の特徴である。継続的にボルダリングに楽しく取り

組ませることによって、子どもたちの体力向上が図れたら大変素晴らしいと思う。毎年行われる「加須市なわとび大会」

に向けて、各学校で取り組む「なわとび練習」も同様である。 
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 スマートフォン等の利用が学習に大変影響しているようなので、今後も、家庭学習の充実等、家庭との連携をさらに

深めて、子どもたちの「学力向上」に努めていただきたい。 

意見２ 
 学力学習状況調査の結果を指標１・２にしているが、事業目標とは違うと思われる。実施内容からみて研究委嘱や公

開保育などが指標と思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

 公開保育や研究委嘱を行い、子供たちの学力向上に向けた学習指導の改善を図ってまいります。 

 また、教育課程検討委員会、小･中学校児童生徒体力向上推進委員会、教育研究会への支援を行い、子供たちに知・

徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育成してまいります。 

 

 施策６ 社会の変化に対応する教育の推進 

0106-02 サイエンススクール事業 学校教育部学校教育課 

意見 
 加須未来館での学習を通して「理科への興味関心をもった参加児童が９１％」だったことは、大変素晴らしい。プラ

ネタリウム等から発展して、今後も幅広く科学や理科に興味・関心をもつ児童が増えていくのではないだろうか。 

平成２９年度 

の取組状況等 

理科の内容との関連を図り、サイエンススクールの内容のさらなる充実に努めてまいります。また、初任者研修に、

加須未来館の施設見学及びプラネタリウム見学を取り入れ、教員の資質向上に取り組み、子どもたちの指導に生かして

まいります。 

 

0106-06 防災教育推進事業 学校教育部学校教育課 

意見１ 

 災害時中学生ボランティアリーダー研修会におけるリーダー育成の充実とともに、一人一人の子どもたちに「自分の

命は自分で守る」という心を養成していただきたい。災害は、いつ、どこで起こるかわからない。リーダーがいなくて

も、子どもたち一人一人が臨機応変に避難できる力を養うことも大変重要である。 

意見２ 
 ボランティアリーダーの育成はすばらしい事業です。各代表の生徒は、研修会に行った内容を学校で報告・展開をし

てほしいと思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

一人一人の防災意識を高めることが大変重要であると考えております。実施後、各校での報告等、研修内容を広める

ことができる場を設定することを各校に呼びかけました。 

 また、同事業の一環で、教職員に対して防災教育研修会を実施したことで、学校における防災教育の充実につなげま
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した。各校での教育実践をとおして、子どもたち一人一人の防災意識の向上を図っています。 

 

0106-12 学校グリーンカーテン事業 学校教育部学校教育課 

意見 

 すべての園・学校で設置しているということだが、環境教育の充実、また、心の教育の一環として取り組んでいるの

だと思う。特に、夏季の水やりは大変だが、植物を育てながら子どもたちのやさしい心をはぐくむ点でも、大変よい活

動ではないかと思う。幼稚園・小中学校も、限られた予算の中で、いろいろ工夫しているのではないだろうか。   

平成２９年度 

の取組状況等 

市立各幼稚園及び小・中学校ともに、各々の特色を生かしたグリーンカーテンの充実に努めております。植物の栽培

を通して、心の教育や環境教育にまで発展させ、教科横断的に取り組んでおります。今後も、資材提供等で、市立各幼

稚園及び小・中学校のグリーンカーテンの充実に努めてまいります。 

 

 施策７ グローバル化に対応する教育の推進 

0107-02 小学校英語教育推進事業 学校教育部学校教育課 

意見 

 外国語活動が楽しいと感じている児童が９０％超は大変素晴らしい。教育委員学校訪問の際にも、子どもたちが外国

語活動に喜々として取り組んでいる姿を見ることができた。各学校での学習指導が充実している表れだと思う。平成３

２年度から始まる英語学習の充実にも是非つなげていただきたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成３２年度から全面実施される次期学習指導要領の移行期間中の標準授業時数に基づき、小学校外国語活動の授業

を外国語活動指導助手を活用しながら実施するとともに、本市独自の取組として、小学校１・２年生において、外国語

活動の時間を年間５時間実施することとし、外国語活動指導助手を活用した学習を取り入れ、低学年から英語に慣れ親

しむことができるよう、指導しております。引き続き、教員の研修や外国語活動指導助手の人材確保、資質の向上など

に取り組み、小学校段階からの英語教育の充実に向けて、努力してまいります。 

 

 施策８ キャリア教育・職業教育の推進 

0108-01 中学生夢創造チャレンジ事業 学校教育部学校教育課 

意見 
 職場体験受入事業所としては、生徒の安全面の配慮や日数等、いろいろな点から大勢の生徒の受入も難しい点もある

のではないかと思うが、一事業所あたりの受入生徒数が増加したということは大変よいことであり、事業所の職場体験
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学習に対する理解が深まってきた表れではないかと思う。今後も連絡等を密にして、受入事業所の数も更に拡大してい

ただけたらありがたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成２９年度の職場体験に協力いただいた事業所の数は、平成２８年度よりも増加し、のべ２８１事業所でございま

した。また、市職員マンパワーにおける職業体験研修における接遇研修等も効果的に活用し、事業所の拡大とともに、

内容の充実にも努めてまいります。 

 

0108-02 市職員マンパワー活用事業 学校教育部学校教育課 

意見 
 市職員による「教科等の学習指導」とあるが、内容が分からないので具体的に書くと良い。理由欄に遅れている理由

が記載されていない。 

平成２９年度 

の取組状況等 

依頼件数は少ないですが、実施した学校からは専門的な指導を受けることができ、児童生徒の興味・関心を育むこと

ができたとの報告を受けております。今後は、具体的な指導事例を校長・園長研究協議会及び教頭・副園長協議会等に

おいて伝達し、学校の意識高揚を図ってまいります。 

 

 施策９ 安全で快適な教育環境の整備・充実 

0109-01 小学校施設整備事業 生涯学習部教育総務課 

意見 

 ボルダリング壁を３校に設置したということは、設置された学校の子どもたちは、興味・関心をもち、意欲的にボル

ダリングに取り組んでいることと思う。設置されていない他の学校の児童も設置された３校のボルダリング壁を利用し

ているのだろうか？ 

平成２９年度 

の取組状況等 

志多見小、大桑小、水深小に設置済みのボルダリング壁を３校以外の児童が利用することは、児童の移動の問題があ

るため、実施しておりません。他の小学校へのボルダリング壁の設置を検討しています。【教育総務課】 

設置校においては、体力向上推進委員会の場で活用状況を報告するとともに、さらに効果的な活用について協議して

おります。【学校教育課】 

 

0109-03 幼稚園施設整備事業 こども局こども政策課 

意見  小・中学校ももちろんだが、幼い子どもたちが生活する幼稚園の施設・設備の修繕・改修等については、他に最優先
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して早急に事業を進めていただきたい。トイレなど、子どもたちが毎日使用する場所は、衛生面でも特に配慮をお願い

したい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

幼稚園の施設整備については、平成２９年３月に「加須市公立幼稚園再整備計画」を策定し、各施設の整備の方向性

を示しました。 

今後は、各施設の実情を精査したうえで、この計画に沿って建替えや大規模改修、統廃合等を進めていきます。 

 また、修繕が必要な箇所については、安全性や衛生面、運営の確保を勘案し、適宜適切に教育環境の充実に努めます。 

 

 

基本目標２ 地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む取組を推進します 

 施策１ 豊かな心と健やかな体を育む教育の推進 

0201-01 小学校健康推進事業 学校教育部学校教育課 

0201-02 中学校健康推進事業 学校教育部学校教育課 

意見  平成２９年度よりストレスチェックの実施とあるが、結果、高ストレス者の対応なども記載があると良いと思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成２９年度ストレスチェックの対象者は６１５人、受検者は５８７人でした。（受検率９５．４％）内、高ストレ

ス者は３４人で全体の５．８％です。 

高ストレスと診断された者へは、希望で医師の面接が受けられるように通知しましたが、希望者はいませんでした。 

今後も、個人結果の中に相談機関等の一覧表を添付するなど、選択しやすい環境を整備してまいります。 

 

 施策２ いじめ・不登校の根絶 

0202-01 いじめ・不登校対策事業 学校教育部学校教育課 

意見 

 いじめについては、未然防止はもちろん、まず早期発見が大切である。一人一人の教職員の「いじめを鋭く見抜く感

性」が大事だが、学校内では常に教職員同士が子どもたちについての情報交換を密に行うことが大変重要であると思う。

学年単学級が多くなると、一学年複数学級と違い、学年内の担任同士の情報交換というものがなくなる。特に小学校で

は、一人一人の子どもたちについて、学年を超えての情報交換が大切ではないかと思う。 

 また、加須市内ではないが、ある中学校で、いじめについて生徒同士で討論会を行い、いじめ防止の効果があったと
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いう話も聞いたことがある。子どもたち自身がいじめ問題にどう取り組むかということも、いじめ防止の重要な課題で

ある。 

平成２９年度 

の取組状況等 

今年度も教職員は、未然防止はもちろん、まず早期発見のためにアンテナを高くして子どもたちの見守りや情報収集

に努めています。 

 具体的には、休み時間毎に子どもたちの様子について情報交換したり、生徒指導委員会や教育相談委員会等で学校全

体の子どもたちの様子を確認し管理職を含めて全職員で情報共有に努めたりしています。 

 また、本市においても生徒が主体となったいじめ防止活動を、多くの中学校で推進しています。例として、生徒会を

中心とした「あいさつ運動の充実」、「いじめ撲滅宣言」などがあります。 

 こうした生徒主体の取組は、いじめを自分たちの問題として考えて行動しようとする意識の高まりや、いじめを許さ

ない雰囲気の醸成などに大きな効果を上げております。 

 今後も、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に全力で取り組んでまいります。 

 

0202-02 教育センター運営事業 学校教育部学校教育課 

意見 
 教職員研修を１７講座実施し、教職員の満足度が９９．５％だったということは、研修内容が充実していたというこ

とだろう。教職員には、その研修の成果を十分生かして、今後も不登校児童・生徒の指導に当たっていただきたい。 

平成２９年度  

の取組状況等 

今年度も、教職員研修を１４講座実施し、参加者から満足度９９．９％という高い評価を得ることができました。 

 今後も、教職員のニーズに応じた研修会を企画し、児童・生徒の指導につなげてまいります。 

 

 施策３ 食育の推進 

0203-02 給食費収納対策事業 学校教育部学校給食課 

意見 

 未納者０が最善ではあるが、学校や子育て支援課との連携で未納者が減少したということは大変素晴らしい。学校給

食課が、収納率１００％を目指して大変努力している姿が伺える。 

 督促事務や臨宅徴収など本当に大変だと思うが、未納があった場合は、速やかに対応しないと、その後の徴収がます

ます難しくなってしまうと思う。 

平成２９年度 給食費収納対策として、現年度分については、未納が３ヶ月続いた場合、学校と連携し、未納状況を把握するととも
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の取組状況等 に、児童手当からの納付など、早期着手を念頭においた収納対策を実施しました。 

 過年度分については、滞納保護者との交渉による児童手当からの納付により、未納者０となりました。 

 

 施策５ 学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

0205-01 学校いきいきステーション事業 学校教育部学校教育課 

意見 

 学校応援団については、古いところでは１０年を超えてきている。きちんと機能していることを確認してほしい。学

校応援団活動について非協力的な管理職が増えている話も聞こえてくる。各学校、応援団があるから良いのではなく、

一度整理されると良い時期に来ている事と思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

幼稚園応援団及び学校応援団につきまして、毎年度各学校にアンケートを実施し、実態把握に努めております。幼稚

園応援団及び学校応援団の固定化の問題などについては、学校評議員会等を効果的に活用し、各校で工夫した取組がで

きるよう支援してまいります。                                                          

 

0205-02 地域密着型教育広報事業 学校教育部学校教育課 

意見 

 学校により取り組みへの差が激しく、各学校のホームページの更新状況に課題があるということは、常に更新してい

る学校はあるけれども、ほとんど更新していない学校もあるということなのだろうか。更新していない学校は、忘れて

いるのか、更新に関心がないということなのか、それとも、教職員のホームページ更新の技術がまだ十分ではないとい

うことなのだろうか？ 

 「学校だより」を児童・生徒の保護者だけでなく、毎月地域の全家庭に配布している学校もある。印刷や配布など大

変かと思うが、学校での活動や子どもたちの様子が大変よく分かる。まず、地域の方々に学校を少しでも知ってもらう

ことが、信頼を得る第一歩である。 

平成２９年度 

の取組状況等 

各学校のホームページの更新状況は、各学校の取組に差がございます。ホームページの点検及び呼びかけを、今後も

引き続き継続してまいります。 

担当者の技術不足も考えられますので、シティプロモーション課と連携し、教員を対象としたホームページ作成に係

る研修を実施してまいります。 

 また、学校だよりの地域全家庭配布については、校長・園長研究協議会において今後も話題にしてまいります。                                                         
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0205-03 あいさつふれあい推進事業 学校教育部学校教育課 

意見 

 地域の方にあいさつをしている児童生徒の割合が９３．７％になったとあり、大変素晴らしいことと思うが、その実

態については、どんな方法で把握しているのだろうか。（児童・生徒回答のみのアンケート結果なのか？）児童生徒の

アンケートと地域の方々のアンケートの両者の回答を比較すると、あいさつの実態が更によく把握できるのではない

か。（地域の方々全員にアンケートをとるのは難しいと思うが、人選やアンケートの取り方等も工夫して。） 

平成２９年度 

の取組状況等 

あいさつの実態把握については、できる範囲の中で工夫して取り組んでまいります。また、あいさつに意欲的に取り

組んでいる学校等を積極的に紹介し、各校におけるあいさつの意識高揚を図ってまいります。 

 

0205-05 家庭の学びと地域の絆推進事業 生涯学習部生涯学習課 

意見 

 家庭教育学級が予定どおり開催され、参加者数がほぼ目標値を達成できたのは大変よいことである。参加者を増やす

ためには、楽しい行事や活動と組み合わせて計画・実施する方法もよいのではないだろうか。（難しい講演等を聴くだ

けではなく。）是非、工夫して更に魅力ある家庭教育学級の推進をお願いしたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

講座の講師に、埼玉県家庭教育アドバイザーを活用し、講座の内容のなかで、受講者に対して身近なアドバイスをお

くっていただけるよう、工夫をしました。 

 

 施策６ 青少年の健全育成の推進 

0206-01 成人式開催事業 生涯学習部生涯学習課 

意見 

 新成人を祝い、励まし、新成人としての意識の高揚と自覚を促すために、大勢の地域の方々に成人式にご臨席いただ

くことは難しいことなのだろうか？以前のように、市教委や市役所関係者、市議会議員、各小・中学校長、自治会長、

民生児童委員、青少年健全育成会議等の方々が出席したほうが、より厳粛な儀式としての成人式らしいのではないかと

思う。成人式の実行委員等の考えはどうなのだろうか？式の後に、各地域で新成人中心のアトラクション等もやるのだ

ろうから、式は式で大勢の地域の方々がお祝いをするという形で行なってもよいのではないか。 

 式を、毎年成人の日の前日の日曜日に実施するのは大変よいと思う。遠くに住んでいる成人が出席しやすいと思うし、

出席率も高くなる。 

平成２９年度 平成３０年加須市成人式は、成人の日の前日である１月７日（日）に実施しました。 
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の取組状況等  実行委員会の意見をもとに、来賓として市長をお招きし、地元出身の国会議員および県議会議員、そして市議会議長

に「お祝いの言葉」を頂戴し、式次第に掲載させていただきました。 

 今後も、実行委員会の主体的な運営により、成人式を実施してまいります。 

 

0206-02 青少年健全育成事業 生涯学習部生涯学習課 

意見 

 加須市の「少年の主張大会」は、いつも大変素晴らしい。各学校での発表者へのきめ細かな指導が徹底しているのだ

と思う。発表者が自分の意見（主張）を自信をもって堂々と発表している。発表者は、各学校で校内の大会を行なって

選抜されているのだろうか？ 

 後日、各学校、発表者の原稿を「学校だより」等で保護者や地域の方々にお知らせしてもよいのではないだろうか。 

平成２９年度 

の取組状況等 

ある学校では、少年の主張大会の前に、練習を兼ねて全校児童の前で作文の発表をしたと聞いております。 

 今後も、発表者の作品について、多くの方に読んでいただく機会を増やすよう、学校に要望してまいります。 

 

 

基本目標３ 人権を尊重した教育を推進します 

 施策１ 学校等における人権教育の推進 

0301-02 人権教育推進事業 生涯学習部生涯学習課 

意見 

 私の持論だが、人権問題をあえて教育すべきではないと考えます。知りたい人は勉強すると思う。人権の捉え方は人

それぞれあり、あえて教育する必要はない。 

 また、集会所の小中学生学級もすでに使命は果たしていると思う。子どももなぜこの地域だけ開催しているのか分か

らず、親に相談する話も聞きます。親も回答に困ると思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成２６年度に実施した「加須市人権に関する意識調査」では、約６割が結婚や就職の際に身元調査をすることに賛

成したり、約４人に１人が住宅の購入や生活環境を選ぶ際に、その場所が同和地区であった場合気にするといった結果

がでています。 

 また、約３人に１人が『同和地区のことや差別のことなど口に出さないでそっとしておく』など、寝た子を起こすな

といった考え方を持っています。 
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 同和問題については、物質的な差別は解消されつつありますが、心理的な差別は未だに解決されていないのが現状で

す。 

 こういった現状を踏まえ、子どもたちが、教育を通して同和問題を始めとする様々な人権課題の正しい知識を学び、

学校外で差別の実態と遭遇したときに、正しい知識と理解をもって、具体的な行動がとれるよう学んでいくことが重要

であると考えております。 

 また、同和対策集会所における小中学生学級は、人権感覚の高揚、基礎学力の向上や体験活動による友達づくりを図

る場として大切であると考えていますが、施設の維持管理や学級への参加状況を踏まえ、状況に応じて実施内容等を検

討していく必要があると考えております。 

 

 

基本目標４ 生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります 

 施策１ 生涯学習活動の促進 

0401-01 生涯学習推進計画策定事業 生涯学習部生涯学習課 

意見  計画を策定することのできなかった理由が記載されていない。 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成２９年１２月に「第２次加須市生涯学習推進計画」を策定し、計画に位置付けられた各種事業を推進しておりま

す。 

 

0401-02 生涯学習推進計画進行管理事業 生涯学習部生涯学習課 

意見 
 調査を行ったがとりまとめができなかったことについて理由がない。でも指標では目標を上回っているのは、指標の

捉え方が間違っている。 

平成２９年度 

の取組状況等 

 生涯学習推進会議と社会教育委員会議の一元化を図り、平成２９年１１月に生涯学習推進会議委員を委嘱し、会議を

開催しました。会議で、前年度の事業評価を行い、各委員からの意見を踏まえ、進行管理を行うことができました。 

 今後は、計画に位置付けられた各種事業の推進について、適正な管理を行っていきます。 

 

0401-03 生涯学習管理事業 生涯学習部生涯学習課 
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意見１ 
 委員の任期切れとなり、その後、委員を委嘱していなかったようだが、地域における社会教育振興のためには、速や

かに社会教育委員を委嘱して、会議を開催していただきたい。 

意見２ 
 平成２７年・２８年度と委員会が開催されていないようですが、それでも事業が進み、事業費が使われていることに

疑問を感じる。誰が計画し実行しているのでしょうか。 

平成２９年度 

の取組状況等 

 生涯学習推進会議と社会教育委員会議の一元化を図り、平成２９年１１月に生涯学習推進会議委員を委嘱し、会議を

開催しました。会議で、前年度の事業評価を行い、各委員からの意見を踏まえ、進行管理を行うことができました。 

 今後は、計画に位置付けられた各種事業の推進について、適正な管理を行っていきます。 

 

0401-06 シニアいきいき大学事業 生涯学習部生涯学習課 

意見 

 社会科学部の卒業生によるサークルが結成されたり、人文科学部を新たに開校したりと、「いきいき大学」の充実・

発展が伺える。平成国際大学の専門的な講師を活用していることも生徒数の増加となっているのではないだろうか。卒

業された方々には、学んだことを生かし、是非、地域に貢献していただきたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

 人文科学部の卒業生のサークルは、希望者が少数だったため結成されませんでしたが、その希望者には既存のサーク

ルへの編入を勧め、結果的に新たな会員を確保することとなりました。 

 このほか、これまでに結成された４つのサークルが、それぞれ、平成国際大学大学祭への参加や勉強会、研修会など

の活動を自主的に行っております。 

 市は自主活動サークルの円滑な活動に向けた支援を行うとともに、平成３０年度も自主活動サークル結成に向けた支

援を行います。また、上位組織である「平成国際いきいき大学同窓会」を新たに結成し、市及び平成国際大学と各サー

クル間のよりスムーズなやり取りが行えるシステムを構築していきます。 

 

0401-08 加須未来館管理運営事業 生涯学習部文化・学習センター 

意見 
 ノーポイの会場が変われば来場者が減ることは容易に考えられた。観覧者数の減少については、目標値の見直しをす

べきと思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

目標値は、加須市総合振興計画後期基本計画の事業管理シートにおける「加須未来館管理運営事業」の成果指標の「加

須未来館年間来館者数」と連動しており、下方修正が容易でないため、新たな見直し時期に、数値設定を行います。 
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平成２９年度は「ロボットゆうえんち」や「プラネタリウムコンサート」といったイベントの開催、市内外に向けた

積極的な情報発信を行い、来場者の増加に努めました。 

 

0401-09 公民館施設整備事業 生涯学習部生涯学習課 

意見  評価では「やや遅れている」となっているが、費用は予算の４倍使われている。その点も理由を示す必要がある。 

平成２９年度 

の取組状況等 

 志多見公民館の複合化再整備に向けたＪＡ等との土地取得等の協議が整いませんでした。 

 平成２９年度は北川辺公民館多目的室及び中会議室エアコンの故障により、緊急に再設置したため、当初予算額の約

8 倍の決算額となっています。 

 平成３０年度も老朽化に伴う修繕については、状況を確認しながら随時対応していきます。 

 

0401-11 余裕教室等活用事業 生涯学習部生涯学習課 

意見１ 

 各学校、児童・生徒の減少で余裕教室が増えているのかと思うが、学校では行事や学習活動等でも効果的に活用して

いるのではないだろうか。（多目的教室として）学校として支障がなければ、大いに余裕教室をＰＲし、団体等に積極

的に利用提供してもよいと思う。地域の方々が学校を直接知る機会にもなる。 

意見２  事業の評価とその理由は、活用人数や団体数のことを記載すべきである。 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成２９年度の各学校への調査では、将来的に恒久に余裕になることが見込まれる文科省が定義する「余裕教室」は、

市内小中学校になく、学校の学習や行事に支障のない範囲で一時利用可能な教室を「余裕教室等」として、学校長の承

諾を得て、市民の方に活用していただいております。 

 今後は、一時利用可能教室をより多くの方に有効活用していただくよう事業の周知を徹底してまいります。 

 

 施策３ 文化財の保存・活用 

0403-03 伝統文化継承支援事業 生涯学習部生涯学習課 

意見 

 伝統文化支援事業には、大いに力を入れていただきたい。地域によっては、無形民俗文化財保存会の存続も難しくな

っているところもある。また会員等が高齢者で後継者がいなくなってしまうという心配もよく耳にする。 

 伝統文化などは、大人だけでなく子どもたちも一緒に巻き込んでというような形にしていかないと、なかなか長く続
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かないし、いずれ滅んでしまうのではないかという危惧がある。伝統文化が滅ぶということは、地域の絆（きずな）が

なくなり、地域が衰退するということになる。大変心配なことである。特にこれからは、地域を担っていく青少年の参

加、活躍を期待したい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

騎西の玉敷神社神楽や市内９カ所の獅子舞などにつきまして、奉納の際に現状を確認し、後継者育成や道具の修繕の

相談・指導を行いました。 

 今後も引き続き、現地調査を実施し、指導・助言を行っていきます。 

 また、市のホームページや「加須インターネット博物館」に奉納の情報を掲載し、市内外に周知を図ってまいります。 

 

 施策４ 図書館サービスの充実 

0404-04 視聴覚ライブラリー事業 生涯学習部図書館課 

意見 
 今後の方向性が「縮小」とあり「機材が使用不可能まで継続」とありますが、使用不可能になれば事業中止でしょう

か。中止ならその旨を方向性に記載するべきと思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

今後の方向性について、視聴覚機材及び教材が使用不可能となるまでは事業を継続し、利活用していき、使用不可能

となった場合は、事業を終了する旨記載します。 

 

0404-08 ブックトーク・おはなし会開催事業 生涯学習部図書館課 

意見 

 小学校における「おはなし会」では、特に低学年の子どもたちが嬉々としておはなしを聴いていた様子が心に残って

いる。幼いころから読書好きにさせる大変よい活動だと思う。今後も、学校との連携を十分図って、積極的に進めてい

ただきたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

 今後も学校、おはなしボランティア等と連携、協働し、子どもたちが読書の楽しさを知り、心豊かに成長できるよう、

図書館サービスやボランティア活動の周知を図るとともにボランティアの養成、育成に努め、おはなし会等を積極的に

行ってまいります。 

 

0404-09 加須市の絵本作成事業 生涯学習部図書館課 

意見  今後の方向性が「減少」とあるが、絵本の作成を検討していることもあり、「拡充」と思う。 
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平成２９年度 

の取組状況等 

加須市合併１０周年記念事業の一環として絵本作成検討の方向性が示されましたが、まだ作成するか否かが決定した

わけではないので拡充というには時期尚早であると考えており、確定した段階で「拡充」に変更いたします。 

 

 

基本目標５ スポーツ・レクリエーションの振興を図ります 

 施策１ 生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の推進 

0501-05 グラウンド・ゴルフ推進事業 生涯学習部スポーツ推進課 

意見 

 グラウンド・ゴルフについては、協会等が主体となって、大会など意欲的に開催されている。高齢者だけのスポーツ

ではないが、高齢者にとっては、運動面だけでなく、他の人との交流などを通して心の健康面でも大いに役立っている。

ただ、一部地域ではあるが、加入者が高齢となってやめる人も多くなり、新規に加入する人もほとんどいなくて、盛り

上がりに欠けてきている地域も見られる。加須市全体では、今、会員は増加傾向なのだろうか？ 

平成２９年度 

の取組状況等 

グラウンド・ゴルフの会員数は、加須市体育協会の加盟団体である「グラウンド・ゴルフ協会」及び加須市レクリエ

ーション協会に加盟している「きずなグラウンド・ゴルフクラブ」の人数であり、会員数自体は減少傾向にあります。 

 ただし、競技としてではなく、楽しみとして行う方が増え、これらの団体に所属せずに自治会や仲間等で楽しむ人も

多くいます。 

 

0501-06 市民体育祭支援事業 生涯学習部スポーツ推進課 

意見 

 地域の体育祭は子どもから高齢者まで地域の多くの人が参加する大きなスポーツイベントである。地域住民の交流の

場であり、地域が活性化し、加須市の「豊かなまちづくり」にとっても大変意義ある事業である。 

 住民が同じ目標に向かって協働し、主体的に体育祭に取り組むことで、地域住民の絆が深まり、その後の地域活動の

活性化にもつながっている。この事業については、今後も大いに支援をお願いしたい。この点についても、体育祭のリ

ーダー的存在として、青少年の参加、活躍を期待している。 

平成２９年度 

の取組状況等 

市民体育祭は、合併前から多世代が一堂に会する地域住民の交流の場として、合併後も引き続き継続して開催されて

いるスポーツイベントであります。 

 各地域体育祭にはスポーツ少年団が参加する種目や年代別による参加種目など青少年が参加できる種目をそれぞれ
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設けています。引き続き多世代が参加できる種目を設けるなど体育祭を大いに盛り上げられるよう市としても、引き続

き各地域の体育祭を支援してまいります。 

 

0501-08 クライミング普及事業 生涯学習部スポーツ推進課 

意見 
 クライミングワールドカップに、世界や全国から参加者が集まり、盛大に開催できたことは、大変素晴らしい。「ク

ライミングのまち」として、更にＰＲ•普及に努めていただきたい。 

平成２９年度 

の取組状況等 

 平成２９年度も５月に「スポーツクライミング・加須カップ」を、１２月に「全国高校選抜クライミング選手権大会」、

３月に「リード日本選手権」が開催されました。 

 引き続き、加須市山岳連盟と連携し、全国規模の大会が開催できるよう取り組みます。 

 

 施策２ スポーツ・レクリエーションに親しむことができる環境づくり 

0502-02 スポーツ施設管理運営事業 生涯学習部スポーツ推進課 

意見１ 

 スポーツ施設でのプレー中の事故が０だったことは大変よいことであり、施設の適正な運営と維持管理がなされた結

果だと思う。今後も引き続き維持管理を徹底していただきたい。 

 ある地区の公園（グラウンド）では、最近、芝刈りや草刈りが頻繁に行われるようになり、きれいなグラウンドで安

全で楽しくスポーツに取り組めるようになっている。ゴミが散乱していたり、雑草が生い茂ったりしている場所では、

利用者のマナーも乱れてくる。また、施設利用者も、行政だけに頼らず、時々石拾いや草刈り等に取り組んでもよいの

ではないだろうか。（積極的に実行している地域、団体もあると思うが。） 

 余談だが、施設利用者の忘れ物が多い。サッカー・野球のボールなど、高価なスポーツ用具の忘れ物等がよくある。

特に個人（数名）の利用者の場合に多い。スポーツ少年団などは、整理・整頓、あとかたづけなど、利用状況が大変良

いようである。団体の責任者への利用指導が徹底しているように思う。 

意見２ 
 多くの施設を維持管理されていて、大変な努力が分かる。また、事故件数が０件は素晴らしく、今後も継続をお願い

します。 

平成２９年度 

の取組状況等 

引き続き、利用者が安全、安心して利用できるよう点検や必要な修繕等を実施するとともに、グラウンド・ゴルフ利

用者で施設の清掃や芝刈りなども行っている団体もあるため、市民との協働し、維持管理に取り組みます。 
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0502-04 スポーツ施設安全点検事業 生涯学習部スポーツ推進課 

意見  日々のチェックが不具合を事前に防いでいると思うので、継続をお願いします。 

平成２９年度 

の取組状況等 
引き続き、利用者が安全、安心して利用できるよう点検や必要な修繕等を実施します。 

 

 施策３ スポーツを活用した地域活性化の推進 

0503-02 女子硬式野球振興事業 生涯学習部スポーツ推進課 

意見 

 全国女子硬式野球の開催地として大勢のチーム・観客が集まり、加須市の知名度が高まっていることは、加須市民と

して大変嬉しいことである。今夏の全国面等学校野球選手権大会（甲子園）でも、地元の高等学校が日本一に輝いた。

女子硬式野球の大会がますます充実し、地元のチームも大活躍すれば、加須市の更なる活性化が図れると思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成３０年３月に加須市民運動公園野球場がリニューアルされ「加須きずなスタジアム」が完成し、全国高等学校女

子硬式野球選抜大会を開催しました。 

 また、全国女子硬式野球ユース大会の開催など女子硬式野球を支援するとともに今後は、野球場の利用に関し、地元

野球団体の活用などに配慮します。 

 

0503-03 県立騎西高等学校跡地活用促進事業 生涯学習部スポーツ推進課 

意見 
 旧騎西高校の跡地利用については、調整会議で十分協議していただいて、市民も有効活用できるよう進めていただき

たい。元、体育科もあった高校なので、グラウンドだけでなく、屋内施設の利用価値も大変高いのではないかと思う。 

平成２９年度 

の取組状況等 

旧騎西高校については、埼玉県サッカー協会が人工芝のサッカー場 2 面の整備を予定しており、平成 30 年度からの

活用を目指し手続き中です。 

 整備後の貸出ルールについては、埼玉県サッカー協会が決めることになりますが、市民も利用できるよう調整を図っ

ていきたいと考えております。 

 また、体育館等屋内施設の利活用について引き続き調整会議により具体的な活用方策の検討を進めると伺っていま

す。 



93 

 

 

その他の教育事業 

0990-01 教育委員会運営事業 生涯学習部教育総務課 

意見 

 教育委員の学校訪問は、１０月に４日間で実施していたのを、７月と１０月に５日間で実施できるよう見直しをする

とのこと。 

 隔年ではあるが、小・中学校と幼稚園を４日間で訪問するのは、学校・幼稚園、そして教育委員も大変忙しいのでは

ないか。１日の訪問学校数が多いと、訪問時間もずれたり、学校とゆっくり話し合いもできないということにもなる。 

 訪問時期・日数・時間など、学校と教委の都合もあり、調整が難しい点もあるかと思うが、十分検討したほうがよい

のではないかと思う。（できれば、園児・児童・生徒が活動している時間帯がよい。施設だけでなく、子どもたちの様

子をじかに参観するのは、教育委員にとっても大変参考になり、有意義である。） 

平成２９年度 

の取組状況等 

平成２９年度は、７月に２日間、１０月に３日間と前後期に分け、５日間の日程で実施しました。 

 それにより、１校（園）あたりの訪問時間を増やしたり、各学校の時間割に臨機応変に対応して授業参観を行ったり

などの改善をすることができました。また、低学年の児童が下校する前に訪問できるようになりました。 

 学校訪問は、教育委員にとって、各学校の現状や課題について直接触れることができる貴重な機会でありますので、

今後も実施方法や内容を見直しながら行ってまいります。 

 



94 

 

６ 学識経験者の意見 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第２項」の規定に基づき、教育に関する学識経験を有する方の知見を活用する

ため、元加須市教育委員の阿部 仁氏及び仲山利樹氏の２名の学識経験者から御意見をいただきました。 

 

（１）評価に関する全体的な意見 

 ①阿部 仁氏 
報告書を確認し、８割以上の事業が「達成済」「概ね順調」の結果は素晴らしい結果です。毎年多くの事業で結果を出していることに

努力が伺えます。 

予算と実績とで差が大きい事業については、予算策定時に検討すること。 

今年から目標が５年間表示してあり、大変良いと思います。 

 

 ②仲山利樹氏 
「加須市やぐるまマネジメントサイクル」に基づき加須市の教育行政が推進され、大きな効果をあげていることが明確です。引き続

きご尽力ください。 

基本目標３に関する事業数が他に比べ、少ないように思います。目標達成に十分ならばよいのですが。 

達成度評価基準の記述に「予定通り、計画的に行い」「円滑に行い」「行ったものの」の取組の違いが曖昧のように思います。「効果」

のように数値化するなど違いをもう少し明確にできないでしょうか。 

「達成済」「概ね順調」で８割を超え、素晴らしい状況です。取組の継続で一層の効果が期待できます。 
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（２）各事業についての意見・感想 

基本目標１ 確かな学力と学ぶ力を育成します 

 施策１ 一人一人を伸ばす教育の推進 

0101-01 少人数学級推進事業 学校教育部学校教育課 

達成度評価の「やや遅れている」は検討した結果であるとは思いますが、数値的な根拠から見れば「概ね順調」で問題なしと思いま

す。【阿部】 

非常勤講師の増員等、本事業の一層の充実をお願いいたします。 

「個に応じる」「個人差に応じる」とは何かを再度明確にして事業を推進しては如何でしょうか。「児童生徒にかかわる時間の増加に

よる個別学習の推進」の内容・結果を検討し、児童生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導に生かされるようにお願いいたします。

【仲山】 

 

0101-02 学力アップ事業 学校教育部学校教育課 

非常勤講師等の配置と並行して「一人一人の児童生徒に対して個に応じたきめ細かな学習指導」を全校で研究実践しては如何でしょ

うか。「個に応じたきめ細かな学習指導」の具体的な取組をもっと明らかにできないでしょうか。【仲山】 

 

0101-03 小学校就学援助事業 学校教育部学校教育課 

目標に対し実績が少ないのは、申請がないのか申請しても不可だったの分かりません。【阿部】 

 

0101-06 避難者支援就学援助事業 学校教育部学校教育課 

概ね順調とありますが、目標値の８０％以上ではありません。 

「対象者が少なかったため」と記載してありますが、そもそも目標の児童数が違っているのでは。【阿部】 

 

0101-07 小学校管理運営事業 生涯学習部教育総務課 

0101-08 中学校管理運営事業 生涯学習部教育総務課 
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計画通り実施されていて予算執行率も９０％以上と精度が高く、素晴らしい結果です。【阿部】 

 

0101-11 児童派遣援助事業 生涯学習部教育総務課 

概ね順調とあるが、達成済と思います。【阿部】 

 

 施策２ 幼児教育の推進 

0102-02 幼稚園預かり保育事業 こども局保育幼稚園課 

延べ人数の減った理由の記載がありません。【阿部】 

 

 施策３ 保・幼・小・中の一貫した教育の推進 

0103-01 保・幼・小中一貫教育事業 学校教育部学校教育課 

大変良い活動になっています。今後も活発な活動に期待しています。【阿部】 

 

 施策４ 特別支援教育の推進 

0104-01 特別支援教育推進事業 学校教育部学校教育課 

特別な教育的配慮を必要とする児童生徒が通常学級に在籍しています。特別支援教育に関する研修の機会の充実をお願いいたします。

【仲山】 

 

 施策５ 教職員の資質能力の向上 

0105-01 学校訪問指導事業 学校教育部学校教育課 

学力調査の割合は学力アップ事業でも指標にしています。指標は訪問回数のみで良いのではと思います。【阿部】 

 

0105-02 学習指導改善研究事業 学校教育部学校教育課 

「個に応じた（個人差に応じた）学習指導」の研究が、毎年いずれかの学校で実践されるとよいと思います。【仲山】 
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 施策６ 社会の変化に対応する教育の推進 

0106-01 学校ＩＣＴ教育活用事業 学校教育部学校教育課 

パソコン室ではなく、教室でコンピュータを活用した授業がいつでも展開できる環境整備をお願いいたします。 

「コンピュータを活用した授業」を「学力向上」に関わる取組の一つにできるように、コンピュータ活用研修の充実をお願いいたし

ます。【仲山】 

 

0106-12 学校グリーンカーテン事業 学校教育部学校教育課 

毎年活発な活動をされています。コンテストをされても面白いのではと思います。【阿部】 

 

 施策８ キャリア教育・職業教育の推進 

0108-02 市職員マンパワー活用事業 学校教育部学校教育課 

昨年に続き回数が少ない。目標に問題があると思います。【阿部】 

 

 施策９ 安全で快適な教育環境の整備・充実 

0109-01 小学校施設整備事業 生涯学習部教育総務課 

概ね順調とあるが目標値の８０％以上ではありません。【阿部】 

ボルダリングの楽しみ方について、教師が学ぶ機会の設定をお願いいたします。【仲山】 

 

 

基本目標２ 地域に信頼され、豊かな心と健やかな体を育む教育を推進します 

 施策２ いじめ・不登校の根絶 

0202-01 いじめ・不登校対策事業 学校教育部学校教育課 

0202-02 教育センター運営事業 学校教育部学校教育課 
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成果が出ていて大変良いです。引き続きお願い致します。【阿部】 

不登校児童生徒数の割合が少ないことは大変素晴らしいことです。不登校を出さないために、先ず、教師が、学校が、児童生徒一人

一人にとって魅力ある存在であることが肝心です。不断の研修を期待しています。【仲山】 

 

 施策３ 食育の推進 

0203-02 給食費収納対策事業 学校教育部学校給食課 

実績が素晴らしいです。大変ですが、引き続きお願い致します。【阿部】 

素晴らしい収納率に驚きです。担当の方に敬意を表します。杞憂ですが、納付の遅れる子どもへのご配慮をくれぐれもよろしくお願

いいたします。【仲山】 

 

 施策５ 学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

0205-01 学校いきいきステーション事業 学校教育部学校教育課 

継続していくためには、応援団のメンバーが固定化しないことが重要です。 

引き続きお願い致します。【阿部】 

 

0205-02 地域密着型教育広報事業 学校教育部学校教育課 

市民へ教育活動を公開するためのホームページは、内容の充実はもちろんですが、内容によって年度毎に、月毎に、あるいは毎日更

新し、常に最新の情報を提供しなければ意味がありません。昨年度の記事は、メニューに昨年度と記述をしておくべきです。 

各学校が労少なくしてホームページに関われる方法等をご検討し、ご指導ご助言をお願いいたします。【仲山】 

 

0205-07 通学路安全対策事業 学校教育部学校教育課 

概ね順調とあるが達成済と思います。引き続き適宜対応をお願い致します。【阿部】 
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 施策６ 青少年の健全育成の推進 

0206-01 成人式開催事業 生涯学習部生涯学習課 

まだ先のことですが、成人年齢の改正により、４年後の加須市の成人式はどうなるのでしょうか。中学２年生、３年生が関係してく

ると思うのですが。【仲山】 

 

 

基本目標３ 人権を尊重した教育を推進します 

 施策２ 家庭、地域社会における人権教育の推進 

0302-03 人権教育推進事業 生涯学習部生涯学習課 

昨年に引き続き参加者数が少ないです。指標の見直しが必要と思います。【阿部】 

 

 

基本目標４ 生涯にわたる学びの支援や芸術・文化の振興を図ります 

 施策１ 生涯学習活動の促進 

0401-03 生涯学習管理事業 生涯学習部生涯学習課 

会議の一元化をしたことが指標の見直しにつながっていると思いますが、指標を変えた場合は理由を明記するべきです。【阿部】 

 

0401-04 生涯学習きっかけづくり支援事業 生涯学習部生涯学習課 

0401-05 市民学習カレッジ事業 生涯学習部生涯学習課 

隠れた講師発掘、市民のニーズに合った講座の開設、学ぶ意欲を高めるキャッチコピーの工夫、「かぞホッとメール」やＳＮＳの活用

を図り、新たな利用者を開拓し、利用者数の増をお願いいたします。【仲山】 

 

0401-08 加須未来館管理運営事業 生涯学習部文化・学習センター 

観覧者数ですが、昨年と変化がないため見直しが必要と思います。目標が 1,000 名ずつ増えているため、分析と改善点を見直ししな
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いと今後が難しいと思います。無理な目標に対し、できない理由を書いているだけになります。【阿部】 

加須未来館のホームページの充実をお願いいたします。【仲山】 

 

0401-11 余裕教室等活用事業 生涯学習部生涯学習課 

今後の取り組みでは、利用可能教室が年々減少とあるが活用人数の目標は増えています。 

目標に問題はありませんか。【阿部】 

 

 施策３ 文化財の保存・活用 

0403-02 加須インターネット博物館管理運営事業 生涯学習部生涯学習課 

素晴らしいホームページです。ますます充実することを期待しています。【仲山】 

 

0403-03 伝統文化継承支援事業 生涯学習部生涯学習課 

中学生ボランティアを取り入れ、今後につながる良い活動ですのでお願い致します。【阿部】 

 

 施策４ 図書館サービスの充実 

0404-02 図書館管理運営事業 生涯学習部図書館課 

市立図書館に行かずに小中学生がネットで予約して、各学校に予約した本が届き、返却も学校で済む、また、図書館利用者の返却場

所として、公共施設等を利用できるサービスをお願いいたします。【仲山】 

 

 

基本目標５ スポーツ・レクリエーションの振興を図ります 

 施策１ 生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の推進 

0501-03 スポーツ教室等開催事業 生涯学習部スポーツ振興課 

小学生スポーツクライミング教室、頭脳スポーツ教室など、新しい種目開催をお願いいたします。【仲山】 
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0501-05 グラウンドゴルフ推進事業 生涯学習部スポーツ振興課 

できる場所の目標が増えているが実績は昨年同様です。増やす計画はありますか。【阿部】 

 

0501-06 市民体育祭支援事業 生涯学習部スポーツ振興課 

雨天により中止となった地区は年一回の地域全体の交流の場が失われてしまい、誠に残念です。予備日を確保することはどうしても

難しいのでしょうか。【仲山】 

 

0501-08 クライミング普及事業 生涯学習部スポーツ振興課 

小学生対象のスポーツクライミング教室を開催できないのでしょうか。将来、加須市民の中から世界で活躍するトップクライマーが

出てほしいものです。【仲山】 

 

0501-10 加須ふじの里駅伝大会支援事業 生涯学習部スポーツ振興課 

目標値の「大会参加者数」が３２年度まで同じですが、これ以上参加者が増えると大会運営に支障が出るのでしょうか。安全面で問

題が無ければ、あるいは解決できるのであれば、さらにＰＲして益々活気のある規模の大会になるようお願いいたします。【仲山】 

 

 施策２ スポーツ・レクリエーションに親しむことができる環境づくり 

0502-01 スポーツ施設設備事業 生涯学習部スポーツ振興課 

予算も含め高い達成状況が大変良いです。【阿部】 

野球場の再整備をきっかけに野球人気が復活し、加須きずなスタジアムが市内の少年野球チームの聖地となることを期待しています。

【仲山】 

 

0502-02 スポーツ施設管理運営事業 生涯学習部スポーツ振興課 

昨年に続き事故０件は素晴らしいです。引き続き安心・安全な施設維持をお願い致します。【阿部】 
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 施策３ スポーツを活用した地域活性化の推進 

0503-02 女子硬式野球振興事業 生涯学習部スポーツ振興課 

野球場が整備され、素晴らしい環境が整いました。女子硬式野球が一層盛んになり、加須市の活性化に結び付くことを期待していま

す。【仲山】 

 

 

体系外 

－ 教育委員会運営事業 生涯学習部教育総務課 

梅雨明けが早く、一学期の学校訪問は猛暑の中で実施されました。子どもたちは大変頑張って学習していましたが、気の毒に思えま

した。日程調整がつくのであれば、エアコン設置までは、訪問は１０月、１１月が良いと思います。【仲山】 
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７ おわりに 

 加須市では、本市の教育を総合的かつ計画的に推進するため、平成２９年３月に「加須市人づくりプラン」を作成しました。平成２９

年度における事務事業の点検及び評価は、このプランに基づき、教育委員会関連の全１０２事業を対象としました。また、評価基準につ

きましては、加須市総合振興計画における事業管理シートの評価基準を準用し、事業ごとに達成度を評価しました。 

 評価の結果、「達成済」が３３事業、「概ね順調」が５２事業であり、８割を超える事業について、各事業の目標達成に向けた取組を円

滑に実施することができました。これらの事業については、より効果的な内容となるよう必要な見直しを行いながら、引き続き取り組ん

でまいります。 

 一方で、「やや遅れている」が１４事業、「大幅に遅れている」が２事業、「未着手」が１事業と、遅れている事業がある状況でした。

これらの事業については、事業の目的を踏まえ、改めて実施内容を精査するとともに、改善に向けた取組を行ってまいります。 

 今回、元加須市教育委員の阿部 仁氏及び仲山利樹氏の２名の学識経験者から、取組全般及び各事業について貴重な御意見をいただき

ました。今後、これらのご意見を生かしながら、自己評価で見つかった課題とともに、各事業の取組の改善に努めてまいります。また、

点検及び評価の方法や資料の様式等につきましても御意見をいただきました。より適切な点検方法や評価基準とその結果をよりわかりや

すく伝えるための様式等について、今後も研究を重ねてまいります。 

 教育委員会の事務事業の点検及び評価につきましては、今後ともその内容を公表し、市民への説明責任を果たしながら、効果的な教育

行政を推進してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月 

加須市教育委員会 
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