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Ⅰ 教育委員会の運営及び活動状況 

 教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が

具体的な事務を執行します。定例会や臨時会の会議開催のほか、協議会を開催しています。 

 

  １ 教育委員の構成 

 平成30年３月31日現在 

職 名 氏 名 任 期 

教育長 田原 秀夫 平成28年１月１日～平成30年12月31日 

教育長職務代理者 佐藤 英尊 平成26年５月20日～平成30年５月19日 

教育委員 永野 雅美 平成29年５月20日～平成33年５月19日 

教育委員 楠田 昌樹 平成27年５月20日～平成31年５月19日 

教育委員 靏本 修一 平成28年５月20日～平成32年５月19日 

   

  ２ 教育委員会会議開催状況 

 定例会を12回、臨時会を２回開催し、議案76件、協議２件、報告46件について審議等を

行いました。議案76件の内訳は、人事案件43件、予算に関する意見の申出５件、条例・規

則等の改正19件、その他９件となっています。 

 また、平成28年度の教育に関する事務の点検及び評価については、協議会を開催し、教

育委員及び外部評価委員が事業の実施状況や課題を踏まえ、点検及び評価を行いました。 

 

  ３ 総合教育会議 

 市長と教育委員会が協議あるいは調整を行う場として「総合教育会議」を３回開催しま

した。教育大綱の改定を行うとともに本市における教育の課題等について協議し、意見交

換を行いました。 

開催年月日 会場 議題等 

平成29年８月７日 市役所会議室 
第１回 
・学力向上の取組みについて 
・不登校対策について 

平成29年11月10日 市役所会議室 

第２回 
・教育大綱の改定について 
・学力向上の取組みについて 
・不登校対策について 

平成30年２月21日 市役所会議室 
第３回 
・教育大綱の改定について 
・学力向上の取組みについて 
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 ４ 教育委員会委員の主な活動状況 

（１） 教育関係会議への出席 

・全県教育長会議（新潟市：４月20日） 

・新潟県都市教育長協議会春季定期総会（小千谷市：５月22日） 

・関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会 

（神奈川県大和市：５月26日） 

・新潟県市町村教育委員会連合会定期総会・研修会（十日町市：７月21日） 

・新潟県都市教育長協議会秋季定期総会（加茂市：11月19日） 

 

（２） 学校等訪問 

・５月１日 根知小学校、田沢小学校、市振小学校 

・５月18日 糸魚川中学校、大和川小学校、ひすいの里総合学校、糸魚川小学校 

・５月29日 浦本小学校、青海小学校、青海中学校 

・６月１日 下早川小学校、糸魚川東中学校、西海小学校、糸魚川東小学校、 

      大野小学校 

・６月５日 中能生小学校、南能生小学校、能生小学校、木浦小学校、能生中学校 

・６月14日 糸魚川小学校（学力向上研修会） 

・11月２日 糸魚川小学校（学校教育研究会） 

・11月15日 西海小学校（学力向上研修会） 

・12月４日 中能生小学校（学力向上研修会） 

・１月16日 能生小学校（学力向上研修会） 

・１月17日 田沢小学校、大和川小学校（学力向上研修会） 

・１月22日 西海小学校（学力向上研修会） 

 

（３） 式典等への出席 

・教育委員会年度始めの式（４月３日） 

・転入、新採用教職員辞令交付式（４月３日） 

・市立学校入学式（４月６日、４月７日） 

・相馬御風宅竣工式（４月27日） 

・成人式（５月３日） 

・市振小学校統合に関する確認書調印式（６月28日） 

・教育懇談会（７月８日、２月２日） 

・糸魚川市民のつどい福祉大会（８月19日） 

・浦本小学校閉校に関する確認書調印式（８月23日） 
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・糸魚川市青年会議所創立50周年記念式典（９月18日） 

・新潟県立高田特別支援学校創立50周年記念式典（９月30日） 

・糸魚川中学校創立20周年記念祝賀会（10月21日） 

・青海中学校創立70周年記念式典（10月28日） 

・ジオパーク学習交流会（11月24日） 

・早寝早起きおいしい朝ごはん市民講座（１月13日） 

・にいがた妙高はね馬国体表彰式（２月28日） 

・市立学校卒業式（３月６日、３月22日、３月23日） 

・教職員退職感謝状伝達式（３月30日） 

・浦本小学校閉校式（３月24日） 

・市振小学校閉校式（３月25日） 

 

（４） 式典等への出席 

・ 南魚沼市立後山小学校、六日町小学校【南魚沼市】（５月26日） 
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Ⅱ 施策の点検・評価 

 

１ 施策指標 

指標 現状（H27） 
中間目標 

（H31） 

最終目標 

（H35） 

子どもとふれあう努力をしている割合 

（小学校低学年の親） 
70.3% 85% 85% 

３食食べている割合（４～６歳） 92.6% 100% 100% 

 

２ 施策の方向 

(1)出産・育児満足の環境づくり 

○ 妊産婦相談体制の充実と子育て相談の充実を図るため、育児教室や訪問、相談

会を通じて、きめ細やかな相談体制を作ります。 

○ 乳幼児健康診査で育児不安の軽減を図り、継続支援が必要な親子にきめ細かい

支援を行い愛着形成が図れるようにします。 

○ 発達段階に即した愛着形成（※1）を具体的に啓発し、気軽に相談できる体制づ

くりに努めます。また温かいこころによるしつけを地域ぐるみで進めます。 

※1 愛着形成：幼児期までの子どもと養育者との間で、情緒的な結びつき（信頼関係、愛情など）が

培われること。 

 

(2)子どもと保護者の健康の増進 

○ 早寝早起きおいしい朝ごはん運動を推進し、０歳から９歳までに生活リズムの

土台を作り、10歳以降も継続した取組を行い、生涯を通じた健康づくりにつな

げます。 

第１ 0歳から18歳までの一貫した子育てと教育の推進 

１ 妊娠出産支援と親子の健康 

（１） 出産・育児満足の環境づくり 

（２） 子どもと保護者の健康の増進 

 

【基本方針】 

 出産、育児の満足度の高いまちを目指すとともに、健康づくりの土台を幼

少期までに定着させ、遊びの推進、生活リズムの改善など健康づくりを行い

ます。 
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○ 基礎的な調理体験、食べる体験を通じて「食」への関心が持てる子どもを育成

します。 

○ 子どもだけでなく保護者も含め生活リズムや食生活の改善ができるよう働きか

けます。 

○ ９歳までの外遊びや集団遊び等の体験活動が子どもの心身の健康に欠かせない

ことから、ゲーム機、スマートフォン等の電子メディアに頼らない子育てを推

進し、健康づくり、コミュニケーション能力、運動能力、自己コントロール能

力等を育みます。 

○ 電子メディアのメリット、デメリット(健康への悪影響)を保護者、子どもに伝

え「これなら守れるルール」を年代ごとに提案します。 

 

３ 事業内容（主要事業） 

(1) 妊娠アシスト事業 

妊娠届出時の面接相談や、マタニティスクール・パパマママタニティスクールを

実施し、出産や育児に関する知識や技術を身につけ、安定したマタニティライフが

送られるような取組みを行っています。 

また、不妊症治療・不育症治療に伴う治療費の一部助成を行い、経済的負担の解

消に努めています。 

 

 【妊娠アシスト事業の利用状況】 

 平成 28年度 平成 29年度 

マタニティスクール参加者数 54人 67人 

パパマママタニティスクール参加者数 62人 75人 

不妊症治療費助成件数（うち妊娠成立件数） 40件(22件) 40件(17件) 

 

(2) 乳幼児すこやか事業 

乳幼児健診等を通じ子どもの心身の健康状態の確認及び生活改善を図り、子ども

のすこやかな成長と、保護者が安定した育児を行えるよう支援しています。 

発達障がいの可能性のある子どもを早期に発見し、適切な支援につなげられるよ

う、５歳児発達相談会を実施しています。 

歯科健診におけるむし歯の早期発見、幼児等を対象としたフッ素塗布及び市内幼

児・小中学生を対象としたフッ化物洗口の実施等により、むし歯予防にも努めてい

ます。 

また、はったつ応援事業講演会として、「発達が気になる子のために～高校卒業

までに身に付けたい力」と題し、教育ジャーナリスト・編集者 品川裕香氏の講演会
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を開催しました。 

 

 【乳幼児すこやか事業の利用状況等】 

 平成 28年度 平成 29年度 

３歳児健診受診率 97.2％ 99.2％ 

５歳児はったつ相談会利用者割合 10.7％ 14.0％ 

中学生一人平均むし歯本数 0.44本 0.48本 

 

(3) 親子の絆応援事業 

０歳からの愛着形成推進のため、２か月児訪問、おっぱい相談、すくすく赤ちゃん

ひろばを開催し、母乳・抱っこ・おんぶ等の具体的な育児方法の助言等を行っていま

す。 

小中学生を対象とした赤ちゃんふれあいスクールでは、子どもたちと赤ちゃんとの

ふれあい体験を行い、将来親になった時の愛着形成について等、生命の大切さを学習

する機会を提供しています。 

 

【母乳育児率及び愛着形成事業参加者数】 

 平成 28年度 平成 29年度 

母乳育児率（４か月未満児） 61.3％ 61.8％ 

すくすく赤ちゃんひろば参加者数 延 229人 延 158人 

赤ちゃんふれあいスクール参加者数 697人 623人 

 

(4) めだか園運営事業 

発達支援センターめだか園では、集団生活への適応が困難な幼児に対し少人数編

成による療育教室を開催し、就園・就学へのスムーズな移行に向けた支援を行うと

ともに、保護者への支援として臨床心理士、言語聴覚士等による発達相談を実施し

ています。 

 

【めだか園運営事業の状況】 

 平成 28年度 平成 29年度 

発達支援センターめだか園登録者数 76人 74人 

発達支援センターめだか園利用者延人数 1,666人 1,136人 

 

-6-



(5) 早寝早起きおいしい朝ごはん事業 

妊娠期から就園まではマタニティスクールや乳幼児健診において、また就園児や

小学生には、健康教室の開催や生活リズム改善の家庭学習を通じ、妊娠期からの一

貫した取組みを推進しています。とくに９歳までの規則正しい生活リズム定着に重

点をおいています。 

また、市民公開講座として「生活習慣で子どもの脳と人生が変わる～最新脳科学

で明らかに～」と題し、東北大学加齢医学研究所長 川島隆太氏の講演会を開催しま

した。 

 

 【生活リズムの現状】 

 平成 28年度 平成 29年度 

① 21時 30分までに布団に入る割合 
（小学１～３年生） 

71.0% 67.1% 

② 朝ごはん３品以上の割合 
（小学１～３年生） 

71.2% 69.1% 

③ 休日ゲーム 30分以内の割合 
（小学４～６年生） 

31.4% 23.4% 

＊①・②は９歳までに生活リズムを身につける目標のため小学 1～3年の数値を掲載、 

③は電子メディアとの付き合いが難しくなる小学 4年生以上の数値を掲載した。 

 

(6) 親子食育推進事業 

妊娠期から「おいしい朝ごはん（おかずのある朝ごはん）」の重要性を啓発し、幼

児期以降はキッズ・キッチン、ジュニア・キッチン等の調理体験を通じ、「食」への

関心が高まるよう努めています。また、各種教室や該当者への個別栄養相談等を実施

し、栄養バランスのとれた食生活の実践について支援を行っています。 

 

【食育推進事業の状況と園児の肥満出現率】 

 

 

 平成 28年度 平成 29年度 

乳幼児食事指導参加者数 1,299人 1,208人 

ステップアップ離乳食講座参加者数 70組 92組 

ハッピー育児会参加者数 81組 66組 

キッズ・キッチン・ジュニア・キッチン参加者数  814人 874人 

キッズ・キッチン・ジュニア・キッチン満足度 98.6％ 98.3％ 

園児の肥満出現率 5.0％ 4.1％ 
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４ 評価及び評価理由、課題解決に向けた取組み 

(1)妊娠アシスト事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ マタニティスクールやパパマママタニティスクールの参加者数は、前年度よ

り増加しています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 快適なマタニティライフを支援するために、利用者のニーズを把握し、ニー

ズに合った教室となるよう、内容を検討します。 

(2)乳幼児すこやか事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 乳幼児健康診査は、未受診者への受診勧奨を行うことにより、高い受診率

（98％以上）を維持しています。 

・ 発達支援に対する理解が進み、５歳児発達相談会を希望する保護者が増加傾

向にあります。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 乳幼児が最適な成長発達を遂げることができるよう、今後も疾病の早期発見

に努めます。また、保護者が育児不安を抱えることがないよう、月齢に応じ

た育児情報の提供を行います。 

(3) 親子の絆応援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ ２か月児訪問やおっぱい相談等で母乳育児支援を行うことにより、高い母乳

育児率を維持しています。 

・ 小中学生が命の大切さを学ぶ場として赤ちゃんふれあいスクールや性教育

に取り組みました。参加した子ども達は、家族への感謝や愛、子育ての大変

さ等を感じることができました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 今後も愛着形成の重要性について周知し、親子の絆が深まるよう訪問や各種

教室・相談事業に取り組みます。 
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(4) めだか園運営事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 近年めだか園登録者数（発達支援のプログラム等を受ける未就学児数）が増

加傾向にあります。より充実した支援を行うため、発達支援センターめだか

園の体制整備が必要です。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ めだか園の学習スペースが利用者数に対し手狭となっていることから、施 

設整備等の検討を進めます。 

(5) 早寝早起きおいしい朝ごはん事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 健康教室や家庭での取組み等により一定の水準を維持しています。しかし、

増加傾向にある児童生徒の電子メディアの接触時間が課題となっています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 過度の電子メディアの接触が子どもの健康・生活リズムに影響を及ぼすこと

を伝えるとともに、「遊び・ふれあい大切さ」の一層の周知を図ります。 

(6) 親子食育推進事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ キッズ・キッチンは市内全園が実施し、また園児の肥満出現率が堅調に推移

しているなど、当事業はおおむね良好な状況を維持しています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 今後も妊娠期からの啓発及びキッズ・キッチン等の体験事業、個別栄養相談

等を通じ、バランスのとれた食生活の実践支援に努めます。 
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２ 子育て支援の充実 

（１） 子ども・子育て推進体制の充実 

（２） 子育て家庭を支える取組の推進 

（３） 保育サービスの充実 

（４） 子育てと仕事の両立支援 

（５） 地域で行う子育て支援 

 

【基本方針】 

 多様なスタイルの子育てと仕事が両立でき、子育て世代が、子育てに自信

や希望を持って子どもを産み育てたいと思えるよう支援し、安心して子育て

ができる環境づくりを進めます。 

 

１ 施策指標 

指標 現状（H29） 
中間目標 

（H31） 

最終目標 

（H35） 

子育て環境の満足度 43.9％ 60.0% 70.0% 

 

２ 施策の方向 

(1) 子ども・子育て推進体制の充実 

○ 糸魚川市子ども一貫教育方針に基づき、市民が子育てについて理解と認識を深

め、家庭、地域、幼稚園、保育園、学校等が相互に協力し、地域社会が一体と

なった子育てを推進します。 

 

(2) 子育て家庭を支える取組の推進 

○ 育児相談や子育てサークルの活動支援の中心となる子育て支援センターの事業

内容を充実します。 

○ 発達支援センターめだか園では、発達や成長に不安のある子どもと保護者に対

する適切な相談や支援を行い、子どもの発達を促します。 

○ 児童虐待等の発生予防と早期発見のため、子どもに関する相談に対し、要保護

児童対策地域協議会を中心に適切な対応と必要な支援を継続して行います。 

○  保育料の軽減や子ども医療費助成などにより、子育てに係る保護者の経済的負

担の軽減を図ります。 

 

(3) 保育サービスの充実 

○  需要が高まっている０～２歳の保育の場を確保するため、認定こども園や地域

型保育事業等、既存の保育園に加え多様な選択ができる環境整備を進めます。 
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○ 一時保育や時間外保育、病児・病後児保育等、個々の事情に柔軟に対応できる

よう、事業の拡充を図ります。 

 

(4) 子育てと仕事の両立支援 

○ 育児をしながら働く保護者へ育児支援の各種制度の情報提供を行うとともに、

企業に対し短時間勤務の導入など就労環境の整備を働きかけます。 

 

(5) 地域で行う子育て支援 

○ 子育てに関する援助を求める世代と援助できる世代間の交流拡大を図り、地域

全体で子育て中の家庭を支える体制の構築を推進し、子育てしやすい環境整備

を図ります。 

 

３ 事業内容（主要事業） 

(1) 特別保育事業 

・一時保育事業 

 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児（未就園児）を対

象に、１日単位で利用できる保育を実施しました。 

 

 【一時保育の年間利用児童数】 

 平成28年度 平成29年度 

公立保育園(２園)中央、寺地 533人 498人 

私立保育園(５園) 

はやかわ、いくみ、能生、おひさま、ひまわり  
773人 917人 

合 計 1,306人 1,415人 

 

(2) 休日お助け保育事業 

保護者が就労等により休日において家庭で保育できない場合に、ビラオレッタキ

ッズランドで保育を実施し、保護者に対してその費用の一部を助成しました。 

 

 【休日保育の年間利用状況】 

 平成28年度 平成29年度 

利 用 日 数 115日 79日 

総利用者数 467人 346人 
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(3) 子ども医療費助成事業 

０歳から高校卒業年齢までの子どもの医療費について助成しました。 

※一部負担金（保護者負担額）：通院・調剤530円／日（同月同一医療機関５回目

以降は無料）、入院1,200円／日 

 

 【子ども医療費助成の実施状況】 

 平成28年度 平成29年度 

助 成 件 数 57,707件 56,349件 

助成給付額 95,177,873円 92,283,997円 

 

(4) 病児・病後児保育事業 

育児と仕事の両立支援のため、生後６か月から小学６年生までの児童で、病気中ま

たは病気の回復期にあって家庭での保育ができない児童を一時的に預かる病児・病後

児保育を実施しました。 

病児保育室は、平成29年11月９日から開設しました。 

 

 【病児・病後児保育の年間利用状況】 

 平成28年度 平成29年度 

病児保育室 ―  95人 

病後児保育室 ９人 ３人 

 

(5) 子育て支援センター運営事業 

未就園児とその保護者にとっての交流の場として機能を果たし、育児相談がしや

すい環境となるよう努めました。 

 

 【子育て支援センターの利用状況】 

 平成28年度 平成29年度 

利 用 者 数 20,600人 20,926人 

相 談 件 数 36件 41件 
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(6) ファミリーサポートセンター事業 

 地域全体で子育てをサポートする取組として、会員の募集に努め、事業実施しま

した。 

 

 【ファミリーサポートセンターの利用状況】 

 平成28年度 平成29年度 

提 供 会 員 20人 20人 

依 頼 会 員 35人 37人 

年間活動回数 372回 351回 

 

４ 評価及び評価理由、課題解決に向けた取組み 

(1) 特別保育事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 平成28年度からの利用施設の増加に伴い、年々利用者が増加しています。

特に育児中の保護者がリフレッシュのためなど（私的理由）による利用が

増加傾向にあります。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 利用者の多様なニーズに対応できるように事業の周知を図ります。 

(2) 休日お助け保育事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 休日には、家庭で親子が一緒に過ごす時間が増えたこと等により、利用者

数は前年度より減少しています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 引き続き事業周知に努めるとともに、愛着形成の観点から親子が一緒の時

間を多くとれるような環境整備にも努めます。 

(3) 子ども医療費助成事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 対象者の範囲を順次拡大してきており、市民の満足度は高いと考えますが、

県内では医療費の自己負担を無料としている自治体もあります。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 子育て世帯へのさらなる経済的負担軽減を図るべく、自己負担の無料化に

ついて検討します。 
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(4) 病児・病後児保育事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 市内で病児、病後児保育の対応ができる施設が整備されましたが、病後児

保育事業については開設当初から利用者数が伸びていません。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 事業の周知に努め、利用者のニーズや、それぞれの利用状況を見ながら、

事業のあり方を検討します。 

(5)子育て支援センター運営事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 市内４か所で開設しており、利用者数は増加傾向にありますが、利用者が

未就園児に限られており、不便を感じる利用者も一部にいます。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 施設的に手狭になっていることもあり、将来的な課題として検討します。 

(6) ファミリーサポートセンター事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 会員数は増加傾向にありますが、特定の利用者のみの現状があります。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 地域で子育て世帯を支えるために有効な事業であることから、事業周知を

図り、会員・利用率の増に努めます。 
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３ 就学前教育の充実  

（１） 家庭教育の充実・強化 

（２） 乳幼児教育の充実 

（３） 幼稚園・保育園、小・中・高等学校の交流と連携の推進 

 

【基本方針】 

 愛着形成の重要性を家庭と共有し、より良く生きるための基礎を育てます。 

 

１ 施策指標 

指標 現状（H29） 
中間目標 

（H31） 

最終目標 

（H35） 

糸魚川の自然を利用した遊びをしている割

合（４～６歳） 

64.5％

（H26） 
70.0％ 70.0％ 

１日１回は、自分の子を誉める保護者の割

合（４～６歳） 

93.8％ 

（H26） 
100％ 100％ 

 

２ 施策の方向 

(1) 家庭教育の充実・強化 

○ 講演会、乳幼児健康診査などを通して、子育ての土台となる親子の愛着形成、

自己肯定感を育む子育ての重要性を啓発します。 

○ ２か月児訪問や子育て支援センターでの積極的な声かけなどにより、保護者の

子育ての不安、悩みの解消に努めます。 

 

(2) 乳幼児教育の充実 

○ 愛着形成の重要性共有など、家庭、地域と連携した教育を推進します。 

○ 幼稚園・保育園での遊びを中心とした生活を通して、発達に応じたきめ細やか

な指導により、豊かな感性や道徳性、課題を解決する力の育成を図ります。 

 

(3) 幼稚園・保育園、小・中・高等学校の交流と連携の推進 

○  子ども一貫教育基本方針に基づき、関係機関が共通理解、情報交換を行い、切

れ目のない支援に取り組みます。 

○ スタートカリキュラムやアプローチカリキュラムの作成・実践への取り組み、

中学生の保育実習等、校種間の一層の連携と協力を推進します。 
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３ 事業内容（主要事業） 

(1) 子ども一貫教育推進事業 

 平成28年度に策定した「子育て応援ＢＯＯＫ」の「０～３才版」に加え、平成29

年度では「４～６才版」を作成しました。糸魚川市子ども一貫教育方針の中から家

庭でできる子育ての方法やヒントを子どもの年齢別にまとめることでより分かりや

い内容となりました。「０～３才版」は２か月児訪問、「４～６才版」は幼稚園・

保育園の入園の際などに配付しています。 

 また、各保育園・幼稚園での健康教室も開催し、糸魚川市こども一貫教育方針に

おける家庭の役割について理解を深めました。 

 

(2) マタニティスクール 

妊婦を対象としたマタニティスクールや妊婦と父親を対象としたパパマママタニ

ティスクールを実施し、出産や育児に関する知識や技術を身につけるとともに、心配

や不安なことを少しでも解消し、安定したマタニティライフが送られるような取組み

を行っています。また、スクールの場は仲間づくりの場にもなっています。 

 

 【マタニティスクール等の参加状況】【再掲】 

 平成 28年度 平成 29年度 

マタニティスクール参加者数 54人 67人 

パパマママタニティスクール参加者数 62人 75人 

 

(3) 親子の絆応援事業【再掲】 

０歳からの愛着形成推進のため、２か月児訪問、おっぱい相談、すくすく赤ちゃん

ひろばを開催し、母乳・抱っこ・おんぶ等の具体的な育児方法の助言等を行っていま

す。 

小中学生を対象とした赤ちゃんふれあいスクールでは、実施校の子どもたちと赤ち

ゃんとのふれあい体験を行い、将来親になった時の愛着形成について等、生命の大切

さを学習する機会の提供に努めています。 

 

【母乳育児率及び愛着形成事業参加者数】 

 平成 28年度 平成 29年度 

母乳育児率（４か月未満児） 61.3％ 61.8％ 

すくすく赤ちゃんひろば参加者数 延 229人 延 158人 

赤ちゃんふれあいスクール参加者数 697人 623人 
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４ 評価及び評価理由、課題解決に向けた取組み 

(1) 子ども一貫教育推進事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 子育て応援ＢＯＯＫは、保健師、幼稚園・保育園長に使い方の研修を行っ

たうえで、２か月児訪問時や幼稚園・保育園では保護者の集まる機会をと

らえ配付し、家庭と園で共通理解のもと、子育てを行う仕組みを作りまし

た。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 子どもの電子メディアの接触時間の増加が健全な成長に与える影響につい

て、あらゆる機会を通じ、一層の周知を図ります。 

(2) マタニティスクール 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ マタニティスクールやパパマママタニティスクールの参加者数は、前年度  

より増加しています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 快適なマタニティライフを支援するために、利用者のニーズを把握し、ニ

ーズに合った教室となるよう、内容を検討します。 

(3) 親子の絆応援事業【再掲】 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ ２か月児訪問やおっぱい相談等で母乳育児支援を行うことにより、高い母

乳育児率を維持しています。 

・ 小中学生が命の大切さを学ぶ場として赤ちゃんふれあいスクールや性教育

に取り組みました。参加した子ども達は、家族への感謝や愛、子育ての大

変さ等を感じることができました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 今後も愛着形成の重要性について周知し、親子の絆が深まるよう訪問や各

種教室・相談事業に取り組みます。 
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４ 質の高い学校教育の推進 

（１） 魅力ある学校づくりの推進 

（２） 確かな学力の育成 

（３） いじめや不登校のない学校づくりの推進 

（４） ふるさと学習による郷土愛の醸成 

（５） 一人ひとりの教育的ニーズに対応する体制の充実 

 

【基本方針】 

 家庭、幼稚園・保育園、学校、地域が連携して、自立して生きる力を身に

つけた子どもを育てます。 

 

１ 施策指標 

指標 現状（H29） 
中間目標 

（H31） 

最終目標 

（H35） 

標準学力検査の偏差値平均（小学６年生） 52.8 55.0 55.0 

標準学力検査の偏差値平均（中学３年生） 49.6 52.0 52.0 

 

２ 施策の方向 

(1) 魅力ある学校づくりの推進 

○ 児童生徒が社会人・職業人として成長するために、自分の可能性を自覚し、将

来像を描いて自主的に学ぶ教育活動のさらなる推進を図ります。 

○ 学校と、地域や地元企業、産業が連携し、児童生徒の社会貢献活動や職場体験

等の充実を図ります。 

 

(2) 確かな学力の育成 

○ 家庭と学校が連携し、基礎的・基本的な内容の定着を図り、また自ら学び自ら

考える力などの『生きる力』をはぐくむ授業改善に取り組みます。 

○ 児童生徒の学習保障のために、人的配置や財政支援を実施します。 

 

(3) いじめや不登校のない学校づくりの推進 

○  いじめや不登校を生まない学校風土づくりのために、児童生徒の思いやりの心

と自主性を育成する自治的な活動、リーダーの育成を推進します。 

○ 家庭や地域と連携して、地域全体で規範意識や人間関係づくりの力等を育てる

教育活動を推進します。 
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(4) ふるさと学習による郷土愛の醸成 

○  ふるさとに愛着をもち、心豊かな子どもを育てるため、ジオパーク学習を中心

とした体験学習の充実を図ります。 

 

(5) 一人ひとりの教育的ニーズに対応する体制の充実 

○ 子どもの悩みや課題に応じた適切な指導、支援のために、教育相談体制を充実

します。 

○ 学校の生活や学習に困り感を持つ子どもの個別のニーズに応じた支援体制の充

実を図ります。 

 

３ 事業内容（主要事業） 

(1) 子ども一貫教育推進事業 

 幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校の園長・校長を対象として、教育懇

談会を年２回開催し、子ども一貫教育の情報交換や意識啓発を図りました。懇談会

の内容により人権擁護委員、民生委員、児童委員にも参加を呼びかけました。のべ

217人の参加がありました。 

 社会科副読本の４年ごとの改訂を行いました。また、理科副読本（３・４年）は

５年ごとの改訂を行いました。 

 

(2) コミュニティ・スクール推進事業 

 これまでの糸魚川小学校、ひすいの里総合学校に加え、平成29年度には新たに、

磯部小学校、田沢小学校の２校を指定校としました。 

 また、西海小学校、糸魚川東小学校、大野小学校、根知小学校、糸魚川中学校は 

平成30年度からコミュニティ・スクール指定校に向けて準備を行いました。 

 他の学校についても順次指定に向けて準備を進めます。 

 

(3) キャリア教育推進事業 

新たに、市教育委員会事務局主催で市内協力事業所向けの説明会を開催しました。

前年度の３日間から５日間に体験日程を拡充して、協力事業所において、中学生職

場体験学習を実施しました。協力事業所数は120社でした。 

 各校において職場体験学習について報告するキャリア教育フォーラムを開催し

ました。 

 

(4) 高等学校魅力づくり支援事業 

 市内高等学校３校が、特色ある活動を行うことで魅力を高め、入学者数の増加を

図ることを目的に、各高校を支援する団体（PTA等）へ40万円（上限）を補助しま

した。 
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(5) 学力向上支援事業 

 標準学力検査(ＮＲＴ)の実施や日本漢字能力検定及び実用英語技能検定の検定

料の補助を行い、児童生徒の学習意欲の向上を図りました。 

 小学校全校で隂山メソッドによる学力向上対策を実施し、集中力と基礎学力の向

上を図りました。また、小学校全校で統一的な取組みができるよう小学校教職員を

対象に学力向上研修会を開催し、教育クリエーター 隂山英男氏による師範授業や

講演を受講しました。 

 また、放課後や長期休業等を活用して、市内小学校、中学校を対象に補習学習事

業を実施しました。 

 

 【検定料補助金交付者数】 

 平成28年度 平成29年度 

日本漢字能力検定（小学生） 303人 316人 

実用英語技能検定（中学生） 388人 419人 

 

(6) 教職員資質・指導力向上事業 

 教職員の指導力向上のために研修機会の充実を図り、児童生徒への教育や指導な

どに、どのように反映したかを検証しました。 

 採用２年目、３年目の職員を対象としたグローアップ研修を継続して実施しまし

た。 

 

 【教職員の県外研修等の状況】 

 平成28年度 平成29年度 

県外研修補助件数 17件 18件 

教職員研修講座数 20回 18回 

 

(7) いじめ・不登校等対策支援事業 

 教育相談センターに子どもの教育相談員８名、適応指導教室指導員１名を配置し、

児童生徒や保護者、教職員への相談活動等を行い、悩みや不安の軽減、解消等の成

果を上げています。 

 生徒指導支援員を２名配置し、いじめ・不登校防止に向けて、児童生徒の指導方

法について教員を指導し、未然防止を図りました。 

スクールソーシャルワーカーを１名配置し、問題を抱える児童生徒の課題解決を

図りました。 

 学校と保護者等関係者との間に起きる諸問題解決に向け、専門的見地から対応す
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る学校問題解決支援チームを創設しましたが、平成29年度において、対応事案はあ

りませんでした。 

 

(8) ふるさと糸魚川学習支援事業 

 総合的な学習の時間におけるふるさと糸魚川における各学校独自の取組を実施

しました。 

 学習成果を発表する場として「糸魚川ジオパーク学習交流会」を実施し、市内小

学校、中学校、高等学校の17団体が発表を行い、交流をしました。 

 

(9)教育補助員等配置事業 

特別支援教育における個別支援を中心に小学校31人、中学校10人、特別支援学校

４人、合計45名の介助員を配置しました。 

 図書館司書はすでに配置済みの糸魚川小学校（糸魚川地域）の１名に加え、平成

29年度から新たに田沢小学校（青海地域）に１名を配置し、読書量の向上や授業の

充実のための図書館活用を行いました。 

 

４ 評価及び評価理由、課題解決に向けた取組み 

(1) 子ども一貫教育推進事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 年２回開催した教育懇談会は、学校関係職員に加え、大勢の地域・保護者

が参加し、糸魚川の０歳から18歳までの子どもを地域ぐるみで育てるため

の行動連携について話し合いました。懇談会終了後のアンケートでは、お

おむね肯定的な意見が寄せられています。 

・ 幼保・小連携、小・中連携、中・高連携の取組が深化・発展しています。

小・中・高の校長会を実施し、学力向上に向けて連携を図ることができま

した。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 学校種間の連携は進んでいますが、子ども一貫教育の基本理念にある「地

域ぐるみ」の子育てという観点で、地域・保護者との連携を密にした取組

を拡充していきます。 
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(2) コミュニティ・スクール推進事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 学校・家庭・地域で情報や課題・目標・ビジョンを共有しながら、各学校

の特色を生かして事業に取り組み、家庭・地域の理解を得てきました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 地域ぐるみで子どもを育てる環境をつくっていくよう実施校、未指定校へ

の支援を継続します。 

(3) キャリア教育推進事業 評 価 順調 

【評価理由】 

・ 中学校の職場体験事業所に対する説明会を行ったことで、５日間の職場体

験活動への理解が深まりました。 

(4) 高等学校魅力づくり支援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 創設２年目の事業で、内容は３校とも前年度からの事業を発展させるもの

でした。 

・ 補助事業の他に、中国で開催されたアジア太平洋ジオパークネットワーク

協議会において、鮭の魚醤の市場化に向けた取組を発表するため、海洋高

校の高校生を派遣しました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 県の高等学校再編整備計画による「地域との連携」を重視し、学校と協議

の上、魅力向上と情報発信につながる事業化を図ります。 

・ 高校を核とした、地方創生の取組を視野に入れた更なる事業展開を図る必

要があります。 

(5) 学力向上支援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 小学校では隂山メソッドの取組を通して、基礎学力の向上が見られました。 

・ 小・中ともに放課後支援学習等を活用する学校が増え、児童・生徒の個に

応じた学習を行うことができました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 中学校での学力向上が課題です。小学校段階での学びが中学校へつながる

よう、小中の連携をさらに進めるとともに、「授業改善チェックリスト」

を活用できるよう指導を続けます。 
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(6) 教職員資質・指導力向上事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 新学習指導要領に対応できる研修会の実施や新採用２・３年目職員対象の

若手養成研修等、ニーズに合った研修会を設定しました。 

・ 県外研修補助は、教職員の自主的な研修の活性化につながり、教職員の資

質・能力を高めるための支援となりました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 働き方改革を視野に入れた有効的な研修会の在り方を検討していく必要が

あります。 

(7) いじめ・不登校等対策支援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 生徒指導支援員及び相談員の配置により、いじめの早期発見、解決に向け

学校と一体となり取り組んでいることから、いじめにおいては、重大事態

に発展する事案がなかったことと、不登校においては、相談対応により登

校に向けてのきっかけづくりとなり、減少傾向となっています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 教育相談センターの相談員に教員免許を持つ相談員を配置し、自宅訪問を

含め学習支援することで、更なる不登校の解消に取組みます。 

(8) ふるさと糸魚川学習支援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 「ジオパーク学習交流会」では、全中学校、全高等学校の参加を得て、17

か校の発表が行われました。発表・鑑賞・意見発表を通して、ふるさと糸

魚川への理解と愛着がさらに深まりました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 「ジオパーク学習交流会」の名称を「糸魚川ユネスコ世界ジオパーク学習

交流会」と改めます。 

・ 交流会の発表形態を見直し、多くの学校が参加しやすい環境を整えます。 
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(9) 教育補助員等配置事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 市全体の児童生徒数は減少傾向にありますが、特別な支援を要する児童生徒

は増加しており、本年度新設・増設になった特別支援学級（４学級）への配

置ができました。 

・ ひすいの里総合学校へ教員免許を有する教育補助員を配置することで、特別

支援学校が地域の特別支援教育のセンターとしての機能（教育相談に基づく

各校への指導・助言・連携等）が図れるようになってきました。そのため、

学級担任の教育支援委員会専門調査員の教育相談数が例年の40%程度にな

り、担当の児童生徒の指導に専念できる環境が整いつつあります。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 通常学級に在籍している児童生徒で特別な支援を要する数が市全体で 12.3%

おり、県平均の6.5%を大きく上回っている現状です。そのため、教育相談機

能を活用して支援学級を設置していない学校への支援にも取組みます。 
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５ 学校等教育環境の整備 

（１） 教育環境の充実と教育施設の適正管理 

（２） 安全・防犯対策の充実 

 

【基本方針】 

 充実した教育環境と安全性を確保するために施設の適正管理を進めます。

また、より良い教育環境を確保するために学校の適正配置方針を検討し、計

画的な改修、施設・設備の更新により、安全、安心で快適な教育環境の整備

を進めます。 

 

１ 施策指標 

指標 現状（H29） 
中間目標 

（H31） 

最終目標 

（H35） 

防災機能強化（天井等落下防止）対策済み

の学校数 
21校/21校 21校/21校 ― 

大規模改修（新築・改築含）の実施校数 11校/21校 12校/21校 13校/21校 

 

２ 施策の方向 

(1) 教育環境の充実と教育施設の適正管理 

○ 学校の適正規模や的配置についての検討を進め、長寿命化計画を含めた学校適

正配置方針を定め、より良い教育環境を確保します。 

○ ＩＣＴ教育の推進を図るため、老朽化して未使用となっている機器を更新し、

授業等での利用促進につなげます。合わせて使用する教職員に対する研修やサ

ポート体制についても充実します。 

 

(2) 安全・防犯対策の充実 

○ 通学路等での事故防止や防犯パトロールを継続するとともに、地域やＰＴＡ、

警察等関係機関との連携による情報共有に努め、安全対策や防犯対策を進めま

す。 
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３ 事業内容（主要事業） 

(1) 天井等落下防止事業、学校改修事業 

 

内容 事業費 説明 

青海中学校体育館天井等落

下防止対策（建築）工事 
80,216 千円 

体育館 

天井撤去 A=1,440 ㎡ 

電光得点盤撤去 N=4 箇所 

鉄骨部SOP塗装 A=1,987 ㎡ 

壁新設 A=152 ㎡ 

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ取替 N=4 箇所 

柔剣道場 

天井撤去 A=892 ㎡ 

天井新設 A=892 ㎡ 

青海中学校体育館天井等落

下防止対策（電気設備）工事 
30,947 千円 

照明器具取替 

体育館 N=48 台 

柔剣道場 N=22 台 

柔剣道場ｽﾃｰｼﾞ N=11 台 

自動火災報知・放送設備工事一式  

能生中学校体育館天井等落

下防止対策（建築）工事 
21,600 千円 

体育館 

ﾒｯｼｭ天井撤去 A=1,175 ㎡ 

柔剣道場 

吊元補強金具取付 A=750 ㎡ 

能生中学校体育館天井等落

下防止対策（電気設備）工事 
13,500 千円 

天井照明器具撤去 N=33台 

新規 LED照明器具取付 N=32

台 

照明器具落下防止処置  N=32

台 

既存配管落下防止処置 N=63箇所  

弱電設備（ｽﾋﾟｰｶｰ、時計） 

N=11 箇所 

糸魚川中学校武道館床張替工事 20,520 千円 武道館床改修 A=717 ㎡ 

糸魚川東中学校柔剣道場屋根・ 

外壁改修工事 
17,401 千円 

屋根塗装 1,245.0 ㎡ 

外壁塗装 640.0 ㎡ 

外壁張替 29.0 ㎡ 

北側外壁上張り 228.0 ㎡ 

東西南側外壁補修 一式 

能生中学校校舎改修実施設計 

業務委託 
4,504 千円 

図面修正（建 築104枚、電気設

備 51 枚、機械設備 24枚） 

積算設計書の修正及び単価修正 
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(2)小学校プール改修事業、グラウンド改修事業 

 

内容 事業費 説明 

中能生小学校プール循環ろ過 

配管改修工事 
5,940 千円 

排水配管替 L=25ｍ 

循環ろ過ｻｸｼｮﾝ管配替 L=45ｍ 

中能生小学校プール改修工事 4,055 千円 

躯体ひび割れ補修 一式 

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

354 本・他 

ﾌﾟｰﾙ塗装改修 400 ㎡ 

糸魚川東中学校グラウンド 

改修工事 
68,504 千円  

表層表面補修 A=11,140 ㎡ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 A=93 ㎡ 

踏切板設置 N=1 箇所 

砲丸投ｻｰｸﾙ設置 N=1 箇所 

排水施設設置（U 字側溝） 

L=52ｍ 

 

(3)暖房設備等改修事業 

 平成29年度に該当工事はありませんでした。 

 

(4)防犯パトロール事業 

  通学路等での事故防止のため、各地区で防犯パトロール員が児童の登下校時の 

見守りを実施しました。 

 

 平成28年度 平成29年度 

防犯パトロール員登録者数 235人 231人 

 

(5)学校ＩＣＴ環境推進事業 

 小学校５年、６年の算数にデジタル教科書を導入しました。 

 中学校全学年の数学にデジタル教科書を導入しました。 
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４ 評価及び評価理由、課題解決に向けた取組み 

(1) 天井等落下防止事業、学校改修事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 平成27年度から実施していました小中学校屋内運動場の天井等落下防止対

策事業は、平成29年度までにすべて完了しました。 

・ 学校改修事業は、長寿命化計画に基づき順次実施しています。平成29年度

は、糸魚川中学校武道館の床張替工事、糸魚川東中学校柔剣道場の屋根外

壁改修工事のほか、次年度から予定している能生中学校大規模改修工事の

実施設計を行いました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 学校施設は、児童生徒の学習と生活の場であるとともに地域コミュニティ

や防災拠点、避難所としての役割を果たす施設でもあるため、エレベータ

ー、多目的トイレ、防犯カメラの設置など、ユニバーサルデザインやバリ

アフリー化による防災機能の強化を積極的に進めていく必要があります。 

・ 長寿命化を実現するための改修計画は、老朽劣化度や危険性、改修の有効

性等を勘案した整備優先度に基づき、計画的に実施していくことが重要で

す。学校施設長寿命化計画策定から５年が経過するため、糸魚川市公共施

設等総合管理指針に基づき、長寿命化計画を改訂し、今後の基本方針を定

めました。 

(2) 小学校プール改修事業、グラウンド改修事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 平成29年度は、計画どおりに事業を実施しました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 現在、すべての小学校にプールが設置されていますが、建築後40年以上経

過しているプールもあり、老朽化が進んでいます。プールの維持費は、今

後も増加することが予想されますので、今後の小学校プールのあり方につ

いて検討を進めます。 

(3) 暖房設備等改修事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 平成29年度の事業実施はありませんでした。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 近年、全国各地で記録的猛暑となっていることを踏まえ、全ての小中学校

にエアコンを設置することが喫緊の課題となっています。設置にあたって

は多額の予算が必要となりますので、年次計画を立て整備します。 
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(4) 防犯パトロール事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ パトロール員にとって、見守り活動をし、子どもと接することが、心身の

健康につながるという声をいただいています。 

・ 防犯パトロール員が高齢により辞められても、新たな受け手がいないこと

が課題となっています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 各地区のコミュニティ・スクール等で協議し、地域と学校が一体となった

見守り体制を構築します。 

(5) 学校ＩＣＴ環境推進事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ デジタル教科書については、教員の授業における活用が進んでおり、児童

生徒の興味関心が深まっている状況です。 

・ 更新時期を迎える各種システムを順次更新することと併せ、デジタル教科

書の導入やプログラミング教育に対応するＩＣＴ教育環境の整備を進める

必要があります。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ ＩＣＴ環境指導主事を新設するとともに、新たな環境整備として、普通教

室への無線ＬＡＮ設置、大型ディスプレイを計画的に配置します。 
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第２ 生涯学習の充実 

１ 社会教育の充実 

（１） 推進体制の充実 

（２） 青少年の学習機会の充実 

（３） 親と子の学習機会の充実 

（４） 成人・高齢者の学習機会の充実 

（５） 施設の機能充実と有効活用 

（６） 図書館機能の充実 

 

【基本方針】 

 市民一人一人がふるさとを愛し、心豊かに暮らすため、生涯各期にわたる

学習機会の充実を図ります。 

 

１ 施策指標 

指標 現状（H29） 
中間目標 

（H31） 

最終目標 

（H35） 

各種講座等事業の市民１人当たり参加回数 1.4回 1.4回 1.5回 

図書館の市民１人当たり貸出冊数 5.5冊 6.1冊 6.3冊 

 

２ 施策の方向 

(1) 推進体制の充実 

○ 地区公民館を拠点に地域住民による自主的な学習活動や地域活動を充実させ、

市民と行政が協働してひとづくり・まちづくりを推進します。 

○ 団体やグループの活性化のため、リーダーの育成や支援体制を強化します。 

 

(2) 青少年の学習機会の充実 

○ 青少年の自然体験活動や異なる年齢の人々との交流活動を促進し、社会の中で

自立し、協調できる青少年を育成します。 

○ 地域の自然や文化・伝統等を学ぶ機会や支援体制を充実させ、ふるさと糸魚川

に愛着と誇りを持てる子どもを育成します。 

 

(3) 親と子の学習機会の充実 

○ 幼稚園・保育園、学校、地域、関係機関が連携して、生活スタイルや家族関係

の多様化に対応した学習機会を提供し、家庭における教育力の向上に努めます。 
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○ 子どもの健全な成長を育み、より良い親子関係づくりを推進するため、体験活

動などの取組を強化します。 

 

(4) 成人・高齢者の学習機会の充実 

○ 多様な学習機会の提供により、利用者の増加を図り、他の事業との連携を強化

するとともに、地域の人材発掘や学びの成果が生かされる環境の整備を推進し

ます。 

○ 公民館事業の充実に向けて、各館のさらなる情報共有を図るとともに、地域課

題に取り組む事業を推進します。 

 

(5) 施設の機能充実と有効活用 

○ 施設の大規模改修は計画的に行い、適切な維持管理により有効活用を図るとと

もに、将来的な地域振興の核として多機能化を図ります。 

 

(6) 図書館機能の充実 

○ 利用者のニーズの把握に努めるとともに、新刊図書、郷土資料、新聞、雑誌な

どの資料を充実させ、更に利用しやすい図書館づくりに取り組みます。 

○ 子ども読書活動推進計画に基づき、家庭・学校等と連携し、読書環境の整備や

啓発活動を行います。 

 

３ 事業内容（主要事業） 

(1) 成人教育事業 

 若者向けの料理講座や地区公民館でのジオパーク学習などの「生涯学習講座」の

ほか、平成29年度は新規事業として、市民活動の活発化に伴い求められるリーダー

を育成するため「おとなのワクワク探検隊」を開催しました。 

 また、個人の学習成果を地域の学校に生かす「学校支援地域本部事業」を実施し

ました。 

 

【成人教育事業参加者数】 

 平成28年度 平成29年度 

おとなのワクワク探検隊参加者数（H29新規） - 83人 

生涯学習講座参加者数 83人 121人 

地区生涯学習推進事業参加者数 1,590人 2,434人 

学校支援ボランティア 25,228人 25,666人 
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(2) 青少年活動事業 

 郷土愛を育み豊かな心とたくましく生きる力を養う「ワクワク探検隊」などの体

験学習事業、遊びながら仕事や防災について学ぶ「キッズフェスタ」を開催しまし

た。 

なお、「海とあそぼう」は、雨天のため中止しました。 

 

【青少年活動事業参加者数】 

 平成28年度 平成29年度 

ワクワク探検隊参加者数 57人 76人 

キッズフェスタ参加者数（H29新規） - 400人 

海とあそぼう参加者数 150人 雨天中止 

 

(3) 成人式事業 

 成人を祝い、成人としての自立を促すための「成人式」を開催しました。 

 

【成人式事業参加者数】 

 平成28年度 平成29年度 

成人式参加者数 338人 365人 

 

(4) 家庭教育支援事業 

 学校を会場にした「子育て学習会」や、父親向けの学習会「お父さんとあそぼう」

など子育て各期における学習会の開催、他人の気持ちが分かる想像力豊かな子ども

を育むことを目的に、親子での自然体験活動を行う「ふるさと楽習親子塾」を実施

しました。 

 また、家庭学習の習慣付けと子どもの居場所づくりのため、県のトライアル事業

を活用し、図書館を会場にした「土曜自習室」を試行的に開設しました。 

 

【家庭教育支援事業参加者数】 

 平成28年度 平成29年度 

子育て学習会参加者数（就学時・思春期など） 547人 657人 

お父さんとあそぼう参加者数 39人 22人 

ふるさと楽習親子塾参加者数 145人 124人 

土曜自習室参加者数（H29試行） - 36人 

-32-



(5) 図書館資料整備事業 

 図書（4,661冊）の購入により図書館資料の充実に努めました。 

 「ジオパークコーナー」「相馬御風コーナー」を常設し、「夏休み自由研究」等

のテーマ別に随時コーナーを設置し、関係資料の展示、情報提供などの充実に努め

ました。 

 

【市民図書館蔵書冊数】 

 平成28年度 平成29年度 

市民図書館 157,000冊 154,099冊 

能生図書館 55,874冊 56,910冊 

青海図書館 81,555冊 82,116冊 

３館合計 294,429冊 293,125冊 

 

(6) 絵本ふれあい事業 

 ブックスタート、紅梅文庫資料の公開、絵本の原画展など絵本の魅力を活用し、

家庭における読書のきっかけづくりとなる事業を実施しました。 

 

【絵本ふれあい事業参加者数】 

 平成28年度 平成29年度 

紅梅文庫一般公開参加者数 92人 378人 

 

(7) 地区公民館・生涯学習施設整備事業 

【地区公民館施設整備事業】 

内容 事業費 説明 

浦本地区公民館耐震補強改

修工事 
41,580 千円 

耐震補強及び内装（物置、

トイレ等）改修 

旧中能生地区公民館解体工

事 
6,547 千円  

木造２階建  

延べ面積 360 ㎡ 
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４ 評価及び評価理由、課題解決に向けた取組み 

(1) 成人教育事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 生涯学習推進計画の基本理念である「学ぶ」「生かす」「つながる」を実

践するため、各種講座や人材育成事業に取り組みました。平成29年度の新

規事業として実施したリーダー育成事業「おとなのワクワク探検隊」は、

参加者から好評価を得ました。 

・ 「学校支援地域本部事業」については、学校を拠点とした地域づくりを支

える大切な事業であり、導入の進むコミュニティ・スクールとの関係を整

理しなければならない時期と認識しています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 成人教育については、学びを地域に生かし、そこから人の輪が広がる循環

型の生涯学習社会の実現を目指し、人材育成を目的とした生涯学習事業に

一層力を入れていきます。 

・ 「学校支援地域本部事業」については、地域と学校のつながりを一層強め

るよう仕組みの見直しを図ります。 

(2) 青少年活動事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 青少年事業においては、ふるさとを学ぶ有益な体験ができることで参加者

からは好評ですが、事業によっては新規参加者が少なかったり、単発的な

イベントになっていたりする傾向があり、事業の目的を再度確認しなけれ

ばならない時期と考えます。また、中学生、高校生の参加事業が少ないと

いう課題があります。 

・ 従来開催してきた「こども大会」を「キッズフェスタ」に見直しました。

初回ということでこども大会よりも参加者は少なかったですが、遊びのイ

ベントから、仕事と防災を学ぶイベントとして、今後も内容を見直しなが

ら実施する予定です。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 青少年事業については、新たに企画した「キッズフェスタ」を充実させま

す。また、過去に青少年事業に参加していた中学生、高校生を巻き込む取

り組みを進めます。 

(3) 成人式事業 評 価 順調 

【評価理由】 

・ 実行委員会を中心に成人式を開催し、例年規模の出席がありました。（出

席率約80％） 
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(4) 家庭教育支援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 「土曜自習室」は県のトライアル事業として実施し、学校行事の多い秋は

参加者が少ないなどの状況が認識できました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 「土曜自習室」については、学習の習慣づけのほか、子どもの居場所とし

て有意義な場所となっていることから、実績を常に分析しながら一層充実

させます。 

(5)図書館資料整備事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 図書を充実させたり、紅梅文庫を展示したり、市民が読書に関心を持つよ

う努めましたが、図書館の利用者数は減少傾向となっています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 図書館については、読書をする空間のみではなく、誰もが気軽に集える空

間となる機能を有することを検討し、図書館利用者の拡大に努めます。 

(6) 絵本ふれあい事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 町屋での紅梅文庫の一般公開や、市役所市民ホールでの絵本の原画展など

と、ブックスタート事業により図書館以外の場所で多くの人に本に触れる

機会を提供できました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 引き続き図書館以外でも多くの人が本に触れる機会を提供するよう努めま

す。 

(7) 地区公民館・生涯学習施設整備事業 評 価 順調 

【評価理由】 

・ 旧小学校への移転を予定している上早川地区公民館を除く地区公民館につ

いては、耐震補強工事を完了しました。 
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２ スポーツ環境の充実 

（１） 生涯スポーツの振興 

（２） 競技スポーツの振興 

（３） スポーツ大会の開催と誘致の推進 

（４） スポーツ施設の環境整備 

 

【基本方針】 

 生涯スポーツの推進により、市民の健康づくりや生きがいづくりを促進し

ます。 

 

１ 施策指標 

指標 現状（H29） 
中間目標 

（H31） 

最終目標 

（H35） 

市民スポーツ教室、地区スポーツ教室の参

加率 
6.6％ 7.5％ 10.0% 

スポーツ施設の年間１人当たり利用回数 5.1回 5.0回 5.5回 

 

２ 施策の方向 

(1) 生涯スポーツの振興 

○ 体力や運動能力、目的に合わせてスポーツに親しむことができる機会や環境の

提供、指導者の育成や資質の向上により、市民一人一人の健康づくりを促進し

ます。 

○ 各種レクリエーション・スポーツ教室の開催、各種スポーツ活動に対する支援

を行い、スポーツによる仲間づくりやコミュニティの活性化を促進します。 

 

(2) 競技スポーツの振興 

○ 体育協会等団体の活動支援を行い、市民のスポーツへの関心を高め、競技力の

向上を図ります。 

○ 選手の資質を最大限引き出すことと、年齢に応じた指導体制の構築と支援が必

要であり、体育協会、学校、各種競技団体との連携の強化や情報交換を図り、

指導者の相互連携を促進します。 

 

(3) スポーツ大会の開催と誘致の推進 

○ 競技水準の向上を図るため、レクリエーションスポーツや競技スポーツ大会、

観て感動を受けるスポーツの公式競技大会やイベントなど、各種大会の開催・

誘致を推進します。 
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○ 大学等が実施するスポーツ合宿等の誘致に努め、交流の促進と競技レベルの向

上を図ります。 

 

(4) スポーツ施設の環境整備 

○ 計画的に整備・改修を行い、社会体育施設の適切な維持管理を推進します。 

 

３ 事業内容（主要事業） 

(1) スポーツ推進事業 

 スポーツ教室として、いきいきスポーツ教室（３種目）、市民スポーツ教室（13

種目）、地区スポーツ教室（11地区）や水泳、スキー教室を実施し、気軽に参加で

きる環境づくりに努めました。 

 冬季スポーツ振興助成事業として、子どもたちへのリフト乗車料金の助成を実施

し、雪国の特性を生かしたスキー等のスポーツに親しむ機会を増やす支援を行いま

した。 

 大会等の開催として、市民総合体育祭（25種目）、ソフトボールや駅伝等（５大

会）の大会を実施し、市民の参加と各種団体等との連携した取組みを実施しました。 

全国大会等出場者激励金を団体15件、個人53件、合計68件交付しました。内訳は

小学校６件、中学校11件、小中高１件、高校29件、一般21件です。 

 そのほか中学校軟式野球大会開催、新潟県縦断駅伝競走大会出場を支援しました。

また、８月12日から22日まで立教大学応援団（リーダー部、吹奏楽部、チアリーデ

ィング部の119名）の合宿受入を支援しました。練習会場に早川交流促進センター、

旧上早川小学校、焼山温泉周辺が利用され、８月19日には３部合同成果発表会が上

早川運動広場で開催されました。 

 

 【各種スポーツ教室開催状況】 

 平成28年度 平成29年度 

いきいきスポーツ教室 種目数、延べ受講者数 
3種目 
200人 

3種目 
240人 

市民スポーツ教室  種目数、延べ受講者数 
12種目 
203人 

13種目 
642人 

地区スポーツ教室  地区数、延べ受講者数 
10地区 
2,791人 

11地区 
2,243人 

市主催水泳教室  講座数、延べ受講者数 
6講座 

1,460人 
6講座 

1,679人 

市主催スキー教室      参加者数 9人 7人 

冬季スポーツ振興助成事業  助成件数 5,098件 5,313件 

海洋スポーツ普及振興事業  参加者数 35人 32人 
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(2) 相撲のまち糸魚川支援事業 

 学校開催の相撲教室（出前授業）等で使用する簡易まわしを購入しました。 

 相撲教室（出前授業）や小学生親善相撲大会の開催実施を支援しました。 

 地域相撲活動支援補助金により活動を支援しました。（市民主体の活動や相撲と

関連した文化・伝統を継承する活動を対象とした活動補助金） 

 

(3) 体育団体等支援事業 

 糸魚川市体育協会、ジュニア育成団体に補助金等による支援を行いました。 

（競技種目別団体30団体、学校体育団体５団体） 

 【体育協会加盟状況】 

 

(4) 有名選手招致事業 

 有名選手招致事業として、テニス教室とプロバスケットボールの試合を開催、誘

致を支援しました。 

 糸魚川テニス連盟が実施したテニスで元プロトーナメントプレーヤーの吉田友

佳氏による糸魚川レッスンの開催を支援しました。 

 糸魚川バスケットボール協会が実施したWJBLプレシーズンゲーム糸魚川大会の

開催を支援しました。 

 

(5) スポーツ施設整備事業 

内容 事業費 説明 

美山球場改修実施設計業務委託 5,940 千円 
管理棟・スコアボード・ダ

ッグアウトトイレ 

美山球場改修工事（建築） 34,715 千円 
管理棟・スコアボード・ダ

ッグアウトトイレ改修他 

美山球場改修工事（機械設備） 21,799 千円 
空調設備・浄化槽新設、給

排水衛生設備改修 

美山球場改修工事（電気設備） 5,616 千円  
壁付時計・照明器具改修 

動力分電盤新設 他 

亀が丘体育館屋根改修工事 23,713 千円  
折板屋根カバー工法 

1,285 ㎡ 

 平成28年度 平成29年度 

加盟団体数 35団体 35団体 

加盟者数 7,664人 7,465人 

ジュニア補助団体数 59団体 62団体 
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 【体育施設利用状況】 

 平成28年度 平成29年度 

施 設 数 29施設 29施設 

利用団体数 9,628団体 9,949団体 

利用者人数 240,283人 243,195人 

 

 【学校施設利用状況】 

 平成28年度 平成29年度 

開放施設数 21施設 21施設 

利用団体数 5,263団体 5,641団体 

利用者人数 112,748人 116,366人 

  

４ 評価及び評価理由、課題解決に向けた取組み 

(1)スポーツ推進事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ スポーツ教室は、実施地区の拡大と、参加しやすい内容をさらに推進するこ

とで、参加者が増えています。 

・ スキー場リフト乗車料金の助成件数は、前年と比べ増加しています。 

・ スポーツ推進委員は、地域のスポーツ教室等で活躍しているものの、主体的

な活動や公民館と連携した指導や支援の機会を増やす等の工夫が課題です。 

・ スポーツ合宿は、例年実施されていますが、同じ団体の継続実施は難しいこ

とから、誘致活動や受入体制の強化が課題です。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ スポーツ教室は、能生、青海地域での開催や、健康づくりと連携することで、

参加者の広がりを推進します。また、市民ニーズを把握し、誰でも気軽に楽

しく参加できるスポーツ教室を実施します。 

・ 高度な技術を直に見ることによる競技力向上や地域活性化につながる効果

が期待できるため、関係者や宿泊事業者等と連携して合宿誘致に努めます。 
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(2)相撲のまち糸魚川支援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 市内小学校で出前授業として相撲教室を行いました。また、第３回小学生親

善相撲大会を開催し、相撲の魅力や楽しさを体験できる機会を設けることが

できました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 相撲の伝統・文化継承のため、出前授業の継続が重要となることから、講師

の確保について検討を進めます。 

(3) 体育団体等支援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 体育協会は、なお一層の体制強化、事業実績の充実を図るため、組織・体制

の見直しが求められています。 

・ ジュニア育成団体とその指導者の育成を重点に支援する必要があります。 

・ 全国大会等の上位大会出場の件数は、増加傾向にあります。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 体育協会加盟団体やジュニア育成団体への活動支援について、財源と支援の

バランス等を検証し、見直しを進めます。 

・ 競技力向上やスポーツ指導者の養成とその資質向上を目指すため、上部団体

や体育協会及び加盟団体と今後も連携を図ります。 

(4) 有名選手招致事業 評 価 順調 

【評価理由】 

・ 有名選手招致事業としてテニス教室やプロバスケットボールの試合の開催

を支援することができました。 

・ 有名選手の招致や各種大会の開催・招致は、競技力の向上とスポーツの魅力

を市民に与える効果が大きく、継続して事業を実施します。 
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(5)スポーツ施設整備事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 美山球場の改修工事をはじめ、経年劣化による不具合が生じている施設につ

いて、安全確保を重視した維持管理に努めました。 

・ 利用希望が重複する施設が多く、曜日や時間帯の調整を行い利用促進を図っ

ています。また、学校施設の開放については、市立学校及び市内の高校と連

携しながら有効利用に努めています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ スポーツの普及のためには、学校開放を含む体育施設の現況を把握した上で

既存施設の有効活用を図り、公共施設等総合管理指針に沿って計画的に修

繕・改修等の整備を進めます。 

・ 利用希望が重複する施設においては、今後も利用調整を行いながら有効活用

を図るとともに、稼働率が低い施設については、公共施設等総合管理指針の

個別計画を策定する中であり方を検討します。 
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第３ 文化の振興 

１ 芸術文化の振興 

（１） 市民の芸術文化活動への支援 

（２） 優れた芸術文化の鑑賞機会の提供 

（３） 文化施設の有効活用 

 

【基本方針】 

 市民の心の豊かさを育むため、芸術文化の振興を図ります。 

 

１ 施策指標 

指標 現状（H29） 
中間目標 

（H31） 

最終目標 

（H35） 

年間１人当たりの文化事業参加回数※１ 0.5回 １回 1.5回 

年間１人当たりの文化施設利用回数※２ 2.1回 1.6回 2.1回 

※１ 美術展や文化ホール事業等、市が関連する文化事業の参加者数／人口 

※２ 糸魚川市民会館・青海総合文化会館・能生マリンホール利用者数／人口 

 

２ 施策の方向 

(1) 市民の芸術文化活動への支援 

○ 市民の主体的な芸術文化活動が活発に行われています。引き続き、これらの活

動を支援し、地域の活性化を図ります。 

○ 市民の文化活動の励みと郷土愛の醸成のため、学校や市民団体等と連携し、郷

土にゆかりのある文化人を顕彰します。 

 

(2) 優れた芸術文化の鑑賞機会の提供 

○ 心豊かな市民生活に、文化活動は不可欠です。そのために、音楽コンサートや

演劇、美術展など優れた芸術文化に触れることのできる機会を提供します。 

○ 学校をはじめ、市民団体や地域等と連携しながら、若い世代が文化に親しむ機

会を設けます。 

○ 鑑賞機会の提供には、集客型事業のほか、メディアの活用やアウトリーチ(※3)

提供など、多様な方法に取り組みます。 

 

(3) 文化施設の有効活用 

○ 糸魚川市民会館及び青海総合文化会館については、市民の文化活動の拠点とし
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て、引き続き多くの方から様々な文化活動に利用されるように努めます。 

○ 文化施設の多くは老朽化が進んでいるため、利便性や効率性を考慮しながら、

公共施設等総合管理指針に基づき、あり方を検討するとともに、計画的な改修

整備等を行います。 

 

３ 事業内容（主要事業） 

(1) 文化活動支援事業 

市民の自主的な鑑賞事業の実施を支援することにより、優れた舞台芸術を鑑賞す

る機会の充実を図りました。 

 

【文化活動支援事業支援状況】 

 平成28年度 平成29年度 

支援件数 3件 2件 

補助額 1,957千円 1,337千円 

入場者数 1,200人 855人 

 

(2) 美術展覧会事業 

 糸魚川市美術展覧会、青海美術展、能生作品展、糸魚川市児童生徒図工美術作

品展を実施しました。また画廊きららでは常設展の展示替を行いました。 

 

【美術展覧会実施状況】 

 平成28年度 平成29年度 

入場者数 5,263人 7,032人 

作品数 1,261点 1,289点 

 

(3) 相馬御風顕彰事業 

 短歌大会と俳句大会を隔年で開催し、応募数は微増傾向にあります。 

 

【短歌／俳句大会実施状況】 

 平成28年度 平成29年度 

応募人数 2,098人 2,485人 

応募作品数 2,333首 2,730句 

※H28は短歌大会、H29は俳句大会を実施 
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(4) 文化協会支援事業 

補助金による支援、人的支援（事務局代行）を行いました。 

 

【事業実施状況】 

 平成28年度 平成29年度 

会員数 
125団体 

3,138人 

129団体 

3,079人 

事業数（総合） 5件 6件 

事業数（部会） 7件 6件 

参加者数 3,077人 3,468人 

 

(5) 鑑賞推進事業 

優れた舞台芸術等の鑑賞機会を提供するとともに、市民ミュージカル等市民参加

型事業の充実を図りました。 

 

【鑑賞推進事業実施状況】 

 平成28年度 平成29年度 

事業数 27回 24回 

鑑賞者数 10,175人 9,457人 

 

(6) 文化施設改修事業 

 施設の老朽化が進み、経年劣化による不具合が多くなっており、利用者の利便性

を確保するため、施設の改修工事等を行いました。 

 

【青海総合文化会館施設改修事業】 

内容 事業費 説明 

自動火災報知設備機器更新工事 18,823 千円 

自動火災報知設備更新 

・受信機部更新工事 

・感知器側更新工事 

空調設備改修工事 1,620 千円  

空調制御盤（ＲＰ１－１盤

リモートユニット４系統）

改修工事 
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【能生マリンホール施設改修事業】 

内容 事業費 説明 

空調・換気設備ダクト改修工事 19,656 千円 

・ ピ ッ ト 内 空 調 ダ ク ト

（RA・OA）改修工事 １式 

・ステージ上部換気ダクト

改修工事 １式 

 

４ 評価及び評価理由、課題解決に向けた取組み 

(1)文化活動支援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 平成29年度は２件でしたが、例年３件前後の団体への助成を行っています。 

・ 民間団体等が主体的に企画し主催する事業で、中央で活躍する演奏家等を招

聘し、真の芸術文化に触れる機会を提供しています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 支援事業を活用する団体を少しでも増やすため、事業のＰＲを積極的に行い

ます。 

(2)美術展覧会事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 入場者数、作品数ともに例年並みの数値でした。美術作品製作の裾野が狭く

なってきています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 人口減により入場者数、作品数ともに減少が見込まれるため、最小限に留め

るよう、作品鑑賞や製作に関する講座等の開設を検討します。 

(3)相馬御風顕彰事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 応募人数、作品数ともに大きな変動はありません。学校とも連携しています

が、指導者、地元選者が高齢化しています。相馬御風の業績周知という点で

は、顕彰事業の効果が小さいという課題があります。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 指導者については各団体で後進の育成に取り組んでおり、作品集等の活用に

より業績の周知を図ります。 
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(4)文化協会支援事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 会員の積極的な事業参画を促し、事務局への負担を軽減させることで成果が

出ています。事業は常に何か新しいことを取り入れるよう努力しています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 固定化された役員の負担を分散させ、また事業のマンネリ化脱却のための助

言等を行っていきます。 

(5)鑑賞推進事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 優れた芸術文化の鑑賞機会を提供するため、幅広いジャンルで、老若男女が

楽しめる鑑賞事業を企画、実施しています。 

・ 価値観の多様化、複雑化、さらにはインターネットなどで著名アーティスト

の音楽や映像が手軽に見聞きできることもあり、文化ホールへ足を運ぶこと

が少なくなっていると分析しています。 

・ そのことが、チケット販売にも多少影響していると考えられます。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 市が主催する事業などでは、来館者へのアンケートを実施しており、今後も

継続することによって、来館者のニーズ把握に努めます。 

(6)文化施設改修事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 計画的な改修工事を実施すべく年次計画を立て取り組んでいます。 

・ 財政計画を考慮する中で計画どおりに進んでいない状況もあります。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 耐用年数を経過した施設の予防保全的な修繕、改修を行うことを念頭に置き

つつ、財政計画との均衡を図りながら進めます。 
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２ 歴史・文化の継承と活用 

（１） 博物館施設の充実と活動の推進 

（２） 文化財の保存と活用 

（３） 伝統文化の継承と活用 

（４） 文化財収蔵・公開施設の整備 

 

【基本方針】 

 ふるさと糸魚川に誇りを持ち愛する心を育むため、文化財や伝統文化の保

存と活用を図ります。 

 

１ 施策指標 

指標 現状（H29） 
中間目標 

（H31） 

最終目標 

（H35） 

博物館・資料館入館者数※１ 103,984人 122,000人 127,000人 

※１ フォッサマグナミュージアム、長者ケ原考古館、糸魚川歴史民俗資料館、能生歴史民俗資料館、 

   相馬御風宅の入館者数 

 

２ 施策の方向 

(1) 博物館施設の充実と活動の推進 

○ フォッサマグナミュージアムは、ジオパークの拠点施設として、糸魚川の貴重

な自然資源や資料について研究、収蔵し、分かりやすく情報を発信します。 

○ フォッサマグナパークは、郷土の大地の成り立ちについて理解を深めるために

欠かせない自然資源であり、地域の活性化も視野に入れて保存と整備を行いま

す。 

 

(2) 文化財の保存と活用 

○ 文化財の適正な保存管理を図るため、解説板及び標柱の整備や普及活動に努め、

文化財に対する市民の理解を促します。 

○ 埋蔵文化財の適正な保存を図るため、調査成果を広く市民に公開し、埋蔵文化

財に対する市民の理解を深めます。 

 

(3) 文化施設の有効活用 

○ 伝統文化を次世代に継承するため、伝承活動や保存活動を支援します。 
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(4) 文化財収蔵・公開施設の整備 

○ 文化財を適正に保存、活用するため、展示等や管理運営方法を見直し、既存の

施設を有効活用するとともに、施設整備を検討します。 

 

３ 事業内容（主要事業） 

(1) 博物館活動推進事業 

ア 展示活動 

名称 会期・会場 説明 

放散虫とかたち展 

7月11日(火) 

～8月31日(木) 

新潟大学駅南キ

ャンパスときめ

いと 

不思議な形をしているプラン

クトン・放散虫の紹介。 

共催：糸魚川市教育委員会 

特別展「糸魚川と北陸の恐竜時

代の化石 －手取層群の化石か

らわかる大地のすがた－」 

11月5日(日) 

～12月17日(日) 

研修室 

市内と福井県や石川県の手取

層群の化石を展示し、1億年前

の糸魚川および北陸地方の大

地のすがたを紹介。 

平成29年度 新潟県埋蔵文化財

センター巡回展「縄文の美 ―六

反田南遺跡―」 

9月9日(土) 

～10月29日(日) 

休憩コーナー 

六反田南遺跡出土の土器・石

器・玉類ほかを展示。 

主催：新潟県埋蔵文化財センタ

ー 

幻の自然金 

(橋立金山産自然金の発見) 

11月28日(火) 

～1月31日(水) 

休憩コーナー 

金粒が見える金鉱石と橋立金

山の紹介。 

大火にあったヒスイ 

12月21日(木) 

～3月31日(土) 

ミュージアム入

口 

糸魚川駅北大火によって被災

したヒスイを展示。 

企画展「糸魚川ユネスコ世界ジ

オパークの軌跡－10 年のあゆみ

を振り返って－」 

2月1日(木) 

～3月31日(土) 

休憩コーナー 

2008年に日本ジオパークに認

定されてからの 10 年間を写

真や資料で紹介。 

地震・活断層巡回展「2016 年熊

本地震 活断層に備えよう」 

3月10日(土)～ 

平成30年4月15

日(日) 

研修室 

連動型地震の被害状況、地震

の起こり方などのパネル展

示。 

協力：国立研究開発法人産業

技術総合研究所 
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イ 教育普及研究活動 

 平成28年度 平成29年度 

ジオツアー 
5回   

79人 

  8回 

135人 

ジオ講座 
  3回 

35人 

  6回 

108人 

特別展記念講演会 
  1回 

83人 

  2回 

73人 

おもしろみゅーじあむ 
  7回 

672人 

  8回 

482人 

ジオパーク関係講座 
21回 

4,223人 

14回 

300人 

学校教育との連携 
60回 

2,952人 

57回 

2,708人 

公民館等への出前講座 
99回 

3,054人 

65回 

1,661人 

調査研究活動（学会発表含む） 30回 24回 

 

(2)フォッサマグナパーク整備事業 

内容 事業費 説明 

断層露頭改修実施設計業務委託 

11,210千円 

(3,241千円を 

平成 28 年度から

明許繰越） 

地形測量、ボーリング調査、

法面計測データの取得。断層

露頭改修のための実施設計 

断層露頭地質精査業務委託 

14,418千円 

(10,118千円を 

平成 30 年度へ明

許繰越) 

現地調査、岩石試験、岩石試

験結果の評価、修正設計検

討、露頭整備時地質精査、学

識経験者の意見収集、管理上

の留意事項の整理、報告書の

作成 

断層露頭掘削基本工事 

82,301千円 

(52,701千円を 

平成 30 年度へ明

許繰越) 

断層露頭改修土工一式、L字

擁壁工、アンカー工、手金挿

入工 

断層露頭外構展示工事 

51,300千円 

(30,800千円を 

平成 30 年度へ明

許繰越) 

断層露頭整備、遊歩道整備、

野外解説板等整備、地層逆転

剥ぎ取り 
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(3)国指定文化財整備事業 

 ア 名勝「おくのほそ道の風景地 親しらず」 

基本整備計画策定委員会 ３回  整備基本計画の策定 

 イ 史跡「松本街道」 

    山口番所跡の遺構確認調査 30㎡ 

 

 (4)埋蔵文化財発掘調査事業 

  試掘確認調査を10箇所で行いました。（南押上遺跡(２回)、山岸遺跡ほか ） 

 【試掘確認調査】 

 平成28年度 平成29年度 

遺跡・地点数 ９箇所 10箇所 

調査規模 219㎡ 742㎡ 

 

(5) 埋蔵文化財保存・活用事業 

 長者ケ原遺跡について、２回の指導委員会を開催し、出土遺物の整理、図版等の

編集を行いました。 

 

(6)文化財保護事業 

  【文化財管理・調査・継承】 

 平成28年度 平成29年度 

表示物 １件 ３件 

調査・記録 １件 ― 

助成事業 ５件 ２件 

 

【ジオパーク歴史講座・市内遺跡発掘調査報告会】 

 平成28年度 平成29年度 

講座数 ５講座 ４講座 

聴講者数 320名 255名 
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(7)企画展等 

事 業 
入館・聴講者数 

平成28年度 平成29年度 

糸魚川歴史民俗資料館企画展 515名 424名 

史跡相馬御風宅企画展 － 518名 

おててこ会館文化講演会 50名 90名 

 

４ 評価及び評価理由、課題解決に向けた取組み 

(1)博物館活動推進事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 糸魚川ユネスコ世界ジオパークの地質系博物館として、糸魚川の地質的価値

を新たに高める研究活動の成果を市民へ普及することができました。また、

関連機関と連携し、博物館単独では開催が難しい地震防災や縄文の美に関す

る展示会を開催することができ、その結果、前年比105％の入館者数となり

ました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ さらなる入館者数増加という課題達成にあたっては、他の研究機関との連携

を強めて研究体制の充実と研究推進を図り、糸魚川の地質的価値の発信をさ

らに進めます。 

(2)フォッサマグナパーク整備事業 評 価 遅れている 

【評価理由】 

・ 平成26年度から検討を進めてきた断層露頭の改修工事については、10月の台

風被害により進捗が遅れざるを得ず、工事が平成30年度へ繰り越されまし

た。 

・ 平成28年度策定のフォッサマグナパーク保存活用計画に基づいて基本整備

計画を策定することができ、平成30年度はこれに基づいて整備工事が計画ど

おり進行しています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ フォッサマグナパーク保存活用計画策定委員会の開催を通じ、わかりやすい

断層展示が実現するように進めていきます。 
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(3) 国指定文化財整備事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 指定文化財をほぼ適切に管理でき、その保存・活用を目的とした事業等も円

滑に進捗しています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 指定文化財の適切な保存と活用を原則として、より円滑で効果的な事業等を

推進します。 

(4) 埋蔵文化財発掘調査事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 埋蔵文化財調査は開発等に伴って法令に基づく行為であり、より円滑な事業

推進と調査成果の公開・活用に努めています。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 埋蔵文化財の適切な保存を原則として、円滑で効果的な事業を推進します。 

(5)埋蔵文化財保存・活用事業 評 価 遅れている 

【評価理由】 

・ 膨大な遺物量とその整理に従事する人員等の不足で、作業の進行が遅れてい

ます。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 指導委員会の指導により平成 30年度に計画と作業内容を見直し、総括調査

報告書の編集・刊行を進めます。 

(6) 文化財保護事業 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 指定文化財をほぼ適切に管理でき、文化財の周知・活用を目的とした講座等

も昨年同様の参加者でした。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 文化財の適切な保存と活用を基本として、より円滑で効果的な事業を推進し

ます。 

(7) 企画展等 評 価 おおむね順調 

【評価理由】 

・ 所蔵資料等を適切に公開でき、新たな企画展を試みることができました。 

【課題解決に向けた取組み】 

・ 所蔵資料等の適切な管理・公開を基本として効果的な事業を推進します。 
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