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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号  Ｌ－１ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 １節 生涯学習の促進 

 １ 生涯学習の促進 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

生涯学習を月に一回以上行っ

ている市民の割合 
３２．６％ アンケート未実施 ４０％ 

（平成２９年度までの取り組み） 

  子供から高齢者まで、また、障害の有無に関わらず、誰もが生涯学習に取り

組めるよう、生涯学習情報コーナーでの生涯学習関連情報提供などを通じ、機

会づくりを促進した。 

  また、学習成果を発表する場の充実及び、生涯学習団体の活性化に向けた支

援を行った。 

 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

アンケート未実施のため不明 

 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

  今後も、公民館や富士見集会所などにおいて、地域ごとの特色を活かした主

催事業の充実や入間川小学校の開放など、学習の機会と場の充実を図ってい

く。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号  Ｌ－２ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 １節 生涯学習の促進 

 １ 生涯学習の促進 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

生涯学習の成果を自分以外の

ために活かしたことのある市

民の割合 

２１．４％ アンケート未実施 ３０．０％ 

（平成２９年度までの取り組み） 

  学校支援ボランティアセンターや学校応援団と連携して、生涯学習の成果を

学校支援に活かす取り組みを促進した。 

また、地区センターやさやま市民大学などと連携して、生涯学習の成果をま

ちづくりなどに活かす取り組みを促進した。 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

  アンケート未実施のため不明 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

  今後も、生涯学習関連施設や団体と連携して、生涯学習の成果を活かす取り

組みを促進していく。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課・中央公民館） 

整理番号  Ｌ－３ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 １節 生涯学習の促進 

 １ 生涯学習の促進 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

生涯学習･社会教育に関する

事業への参加者数 
１８８，３２９人 ２３８，７５８人 １９１，２００人 

（平成２９年度までの取り組み） 

生涯学習まちづくり出前講座、子ども大学、現代的課題等講座などで生涯学

習・社会教育に関する事業を実施した。 

また、集会所・公民館・博物館・図書館において生涯学習・社会教育に関す

る事業を実施した。 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

  目標値を達成することができた。 

  社会教育課     ４６，５７９人 

  富士見集会所     １，０７３人 

  公民館      １４３，１９７人 

  博物館       ４４，３０４人 

図書館        ３，６０５人（延べ人数） 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

  今後も、各種講座の周知・ＰＲを積極的に行なうとともに、各施設における

講座の充実及び開催数の確保に努め、市民と協働して事業を進めていく。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：スポーツ振興課） 

整理番号  Ｌ－４ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 １節 生涯学習の振興 

 ２ 生涯スポーツの促進 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

（平成３２年度） 

週１回以上スポーツを実施す

る市民の割合 
３９．３％ ｱﾝｹｰﾄ未実施 ５０．０％ 

（平成２９年度までの取り組み） 

誰もが気軽にスポーツを楽しむことができるスポーツ教室・行事の充実を

図り、市民が継続してスポーツに親しむことができるよう、スポーツの実施

率向上に向けて取り組んできた。 

 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

平成２９年度はアンケート調査を実施しておらず、達成状況の把握は難し

いが、レクリエーション協会主催のウォークラリー大会への参加者が昨年に

比べ増加していることから、気軽にできるスポーツへの感心が増していると

推測される。 

 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

今後も、各種スポーツ教室・行事の充実やスポーツ環境の整備を図るとと

もに、多様なスポーツへの参加機会を拡充するなどして、市民のスポーツの

実施率の向上を図っていく。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：スポーツ振興課） 

整理番号  Ｌ－５ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 １節 生涯学習の振興 

 ２ 生涯スポーツの促進 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

（平成３２年度） 

過去１年の間に本市のスポー

ツ施設を利用したことのある

市民の割合 

２５．９％ ｱﾝｹｰﾄ未実施 ３０．０％ 

（平成２９年度までの取り組み） 

各種のスポーツ教室の開催や体育協会をはじめとする各種スポーツ・レク

リエーション団体の活動を通じて、さらには、各施設での自主事業の実施を

通じて、スポーツ施設の利用の促進を図ってきた。 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

平成２９年度はアンケート調査を実施しておらず、達成状況の把握は難し

いが、公共スポーツ施設利用者数（市の屋外運動施設、市民総合体育館、地

域スポーツ施設、小・中学校開放体育館、狭山台プール、入曽運動広場）は、

943,978人で、昨年度に比べ 8,594人増加した。 

 

参考 総体 311,071人 地ｽﾎﾟ 56,141人 開放 97,081人 ﾌﾟｰﾙ 5,043人  

   入曽 32,814人 

屋外施設（みどり公園課）有料 214,603人 無料 227,225人 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

各種スポーツ教室・行事等のスポーツに関する情報提供の充実を図るとと

もに、各種スポーツ・レクリエーション団体の活動のより一層の活性化を図

る中で、施設の有効利用の促進を図っていく。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：スポーツ振興課） 

整理番号  Ｌ－６ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 １節 生涯学習の振興 

 ２ 生涯スポーツの促進 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

（平成３２年度） 

スポーツ教室･行事への参加

者数 
１，８７６人 １，７０５人 ２，２００人 

（平成２９年度までの取り組み） 

  各種スポーツ教室・行事については、各教室等の終了時のアンケートなど

を通じて、市民のニーズを把握し、気軽にできるニュースポーツの普及や内

容の充実を図ってきた。 

 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

スポーツ教室は、１７種目２０教室を開催し、延べ１，０６０人の参加が

あり、行事については６回開催し、６４５人の参加を得た。 

平成２９年度は、１つの教室に係る開催回数を減らしたため、参加者の延

べ人数は減少傾向にあるが、参加者数は、平成２６年度に比べ１８１人増加

している。 

なお、教室終了後には、ラケットテニスとピラティスにおいて、参加者同

士が新たにサークルを立ち上げ、活動を継続している。 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

ライフスタイルや市民のニーズに応えられる教室内容の充実を図り、誰も

が気軽に楽しめるスポーツ教室の普及に取り組んでいく。 

 

 



- 33 - 

 

第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表  

（所管課：教育指導課） 

整理番号 Ｌ－７ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ２節 学校教育の充実 

 １ 教育の内容と支援の充実 

施策の成果目標 

目標項目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

全国学力･学習

状況調査の平

均正答率 

 

 

全項目で全

国平均値を

上回る 

（平成２９年度までの取り組み） 

・指導主事による学校指導訪問において、教師の授業力の向上を図った。 

・学力向上に向けて、学力向上２イヤーズプランを各学校で策定し、目標達成に

向けてＰＤＣＡサイクルにより進行を管理した。 
・授業においてＩＣＴ機器の有効活用を推奨した。 
 

（目標値に対する達成状況） 

・まだ、概ね全国平均よりも下回っている状況にある。 

 

（今後の取り組み予定等） 

・学校指導訪問において、授業力向上茶レンジプランに基づいた授業を指導する

ことにより教師の授業力の向上を図る。 

・学力向上ストラテジープランに数値目標及び全国学調や県学調の自校の平均 

点等を掲載させ、定量的評価によるＰＤＣＡサイクルの一層の管理に努める。 

・全国学調・県学調の問題及び結果を活用するとともに、学力向上を図る研修会

を実施し、各校での結果を次の学調に生かす取組を行っていく。 

・中学生学習支援事業を通して、家庭（学校外）における学習習慣を確立すると

ともに、夏季及び冬季に集中講義を行い、基礎学力の定着・向上を図る。 

・夏季・冬季・春季の全ての長期休業中に、学力向上研究委員会で作成した課題

に取り組ませ、基礎学力の向上を図っていく。 

狭山市 全国 狭山市 全国

国語Ａ 71 72.9 78.7 79.4

国語Ｂ 54.2 55.5 51.2 51

算数・数学Ａ 77 78.1 66.3 67.4

算数・数学Ｂ 56.9 58.2 59.1 59.8

科目
小学校 中学校
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：教育指導課） 

整理番号 Ｌ－８ 

５章 人を育み文化を創造するまちをめざして（教育文化） 

 ２節 学校教育の充実 

 １ 教育の内容と支援の充実 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

埼玉県学力･学習状況調査における

規律ある態度の定着度 
未実施 下記参照 

全項目で県平均値を

上回る 

（平成２９年度までの取り組み）    上段が狭山市、下段が埼玉県の達成率（平成２９年度） 

・児童生徒に基本的な生活習慣や  

学習習慣を身に付けさせ、規範意

識を大切にし、社会生活の中で規

律を守って行動できる態度の育

成を図った。  

（目標値に対する達成状況） 

・調査学年小４～中３まで全１２項目、

合計７２項目中目標達成は２９項目で

達成率４０．２％である。 

（今後の取り組み予定等） 

◇小学校で、平成３０年４月か

ら、中学校で平成３１年４月から

先行する「特別の教科道徳」の研

究の推進を行う。   

・道徳教育の保護者や地域へのア

ピールと家庭教育への普及を図

る。  

・道徳の教科化に向けて指導方

法、評価方法の研究・研修の推進

を図る一斉道徳授業の全校実施

を行う。  
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：教育指導課） 

整理番号 Ｌ－９ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ２節 教育の充実 

 １ 教育の内容と支援の充実 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

新体力テストの５段階総合評

価のうち上位３ランク（Ａ・

Ｂ・Ｃ）の児童生徒の割合 

（小学校）８０．１％ 

（中学校）８４．８％ 

（小学校）８１．２％ 

（中学校）８５．３％ 

（小学校）８５．０％ 

（中学校）８５．０％ 

（平成２９年度までの取り組み） 

体力向上研究委員会が中心となり、新体力テストの結果分析と課題種目への

取組、正しい測定方法の研究、授業研究や幼稚園から小学校低学年を対象と

したリズム体操の開発及び幼稚園や小学校への普及、そして教員や保護者向

けの広報活動等に取り組んだ。 

 

（目標値に対する達成状況） 

  小学校、中学校共に県の目標値（小学校８０％・中学校８５％）に達した。 

 

（今後の取り組み予定等） 

○総合評価において、小学校男子の数値を向上させる。 

○狭山市及び西部管内の課題種目の「立ち幅跳び」において、県平均値を   

上回る学年を増やす。 

○幼稚園・小学校低学年から、いろいろな運動に慣れ親しめるようにする 

ことで、運動好きの児童生徒を増やし、体力向上につなげる。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：教育指導課） 

整理番号  Ｌ－１０ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ２節 学校教育の充実 

 ２ 教育の内容と支援の充実 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成 29 年度末数値※ 

目標値 

(平成３２年度) 

いじめの認知件数と解消率

及び不登校児童生徒の学校

復帰率 

いじめ解消率９５％ 

不登校児童生徒の学

校復帰率  ３０％ 

いじめ解消率８８％ 

不登校児童生徒の学

校復帰率  １１％ 

いじめ解消率１００％ 

不登校児童生徒の学校復帰

率  ５５％ 

（平成２９年度までの取り組み） 

・すべての小中学校で、いじめを含む生活アンケート、Ｑ-Ｕテスト、二者相談等

の実施により、アンテナを高くし早期発見・早期対応がなされた。 

・各校で取り組んでいる道徳教育によって、道徳的心情や道徳的実践力が培われ、

豊かな心が育まれた。また、自己有用感を高めるような活動が取り入れられた。

学校では、いじめが疑わしい段階から、組織的に対応し、迅速に解決に至るよ

うに努めている。しかし、平成２９年３月にいじめ解消の定義が変更されたた

め、いじめ解消率は若干低下してしまった。 

・不登校児童生徒及びその保護者との面談を教育センター主任相談員を含む相談

員６名により、継続的・定期的に実施した。さらに、各学校のｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ及び

さやまっ子相談支援員と教育センターの相談員、適応指導教室指導員、ｽｸｰﾙｿｰｼ

ｬﾙﾜｰｶｰとの連携を密にすることで、相談・指導・支援の充実を図り、学校への

復帰を促した。 

（目標値に対する達成状況） 

・いじめの解消率は、目標値より低い水準にとどまった。 

・不登校児童生徒数は、前年度と比べ、増加した。復帰率については、昨年度を

下回ったが、好ましい変化が見られる生徒を含めると４０％いる。 

（今後の取り組み予定等） 

・ＳＮＳ上のいじめの防止に向けて、児童生徒や保護者に対してスマホ等情報機

器が持つ危険性や適正使用についての啓発を行っていく。 

・今後も教育センター相談員、適応指導教室指導員、スクールソーシャルワーカ

ーと学校との連携強化により、相談・指導の充実を図っていく。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：教育指導課） 

整理番号 Ｌ－１１ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ２節 学校教育の充実 

 ３ 教育の内容と支援の充実 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

全国学力･学習状況

調査において、学校

に行くのが楽しい

と答えた児童生徒

の割合 

小学校 中学校

狭山市 84.8 80.3

埼玉県 87.8 82.3

全　国 86.6 82.4   

全国･県平

均値を上回

る 

（平成２９年度までの取り組み） 

・望ましい人間関係を築く力を培うため、児童生徒のコミュニケーション能力の育 

成に取り組んだ。 

・いじめ防止のため、児童生徒の人権感覚を育成するとともに、いじめの未然防止、 

早期発見、早期対応に向けた組織的な取組を行った。 

・学校の教育活動全体を通して、児童生徒に他人を思いやる心、善悪を判断する力 

や公共心を培うための取組を実施した。   

 

（目標値に対する達成状況） 

・小学校、中学校ともに、未達成。 

平均値に達していない。 

・研修等を充実させ、教職員の指導力向上を図り、児童生徒にとってわ

かりやすい授業の実践を推進する。  

・特別の教科「道徳」及び特別活動における指導を通して、道徳性や社

会性を養うと共に、集団の中で望ましい人間関係を築くことができる能

力を育成する。  

・｢埼玉の子ども 70 万人体験活動｣事業と連携して、体験活動（自然体  

験、職場体験、社会奉仕体験など）を推進していく。  

小学校 中学校 

狭山市 85.9 77.9 

埼玉県 86.9 80.7 

全 国 86.3 80.9 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：教育総務課） 

整理番号 Ｌ－１２ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ２節 学校教育の充実 

 ２ 教育環境の充実 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

幼稚園の園舎や小中学校の校

舎などの長寿命化改修の実施

校（園）数（平成２６年度以

降の累計） 

０校（園） ０校（園） ７校（園） 

（平成２９年度までの取り組み） 

長寿命化改修を実施するにあたり、校舎の構造躯体の健全性を確認するた

めに、コンクリートの圧縮強度、中性化について調査を行った。 

 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

長寿命化改修を実施するための、データ収集を実施した。 

 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

構造躯体の健全性の調査及びその他劣化状況評価等を整理し、長寿命化改修

の計画を策定していく。 
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第４次狭山市総合基本計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号 Ｌ－１３ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ２節 学校教育の充実 

 ３ 家庭や地域との連携 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

学校支援ボランティアの派遣

人数（延べ人数） 
３９２人 ３３９人 ５００人 

（平成２９年度までの取り組み） 

地域の教育力を活かして、小中学校へ学習支援などのボランティアを派遣

する学校支援ボランティアセンターの取り組みを支援した。 

 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

  中学校の統廃合による学校数の減少の影響により、実績値を下回ったが、

全ての小中学校２３校に延べ人数３３９人のボランティアを派遣し、延べ 

９，０３７時間の支援を行った。 

 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

    ボランティアの登録を促進するとともに、学校と連携して学校支援ボラン

ティアセンターの活動の場の拡充に取り組む。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号 Ｌ－１４ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ２節 学校教育の充実 

 ３ 家庭や地域との連携 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

学校応援団の活動人数 ５０，７４２人 ９４，３２４人 ５２，０００人 

（平成２９年度までの取り組み） 

全ての小・中学校にコーディネーターを配置し、多くの保護者や地域住民

等がボランティアとして学習支援、部活動指導、環境整備、登下校の安全指

導、学校との合同行事等多岐にわたり活動し、学校支援を行った。 

 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

保護者や地域住民などの参加の促進を図るとともに、学校や地域の特色を

活かした取り組みが図られたことから、目標値を達成することができた。 

 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

保護者や地域住民などの多様な人材による学習成果の活用に向けて、学校

応援団への参加を促進するとともに、学校と連携して活動の場の拡充に取り

組む。 

 

 

 

 



- 41 - 

 

第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号  Ｌ－１５ 

５章 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ２節 学校教育の充実 

 ３ 家庭や地域との連携 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

地域子ども教室への参加人数 １０，１３３人 １０，３６８人 １１，０００人 

（平成２９年度までの取り組み） 

地域で子供を育む機会として、様々な体験や交流の場となる地域子ども教

室の活動を支援するため、コーディネーターを２名配置し、活動の市内全域

への拡大を進めて来た。 

 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

各教室の連合体である「地域子ども教室連絡会Ｔｉｅ」と連携し、事業を

推進した結果、１５教室の開催と広域企画の２回実施により、年間１７３回、

延べ１０，３６８人の児童の参加となり、実績値を上回った。 

 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

  各教室の運営支援を図るとともに、学校、ＰＴＡ 地域の青少年育成活動

団体などと連携し、活動の場の拡充と内容の充実に取り組む。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号  Ｌ－１６ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ３節 青少年の健全育成 

 １ 青少年の健全育成 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

青少年健全育成活動事業への

参加者数 
２，６５０人 ２，７７３人 ２，９００人 

（平成２９年度までの取り組み） 

  青少年を育てる狭山市民会議並びにその構成団体が、青少年の健全育成を目的に 

以下に掲げる事業を実施した。 

 ・青少年の健全育成についての連絡調整及び情報交換 

 ・健全で明るい家庭をつくるための事業 

 ・青少年の非行及び事故防止のための事業 

 ・青少年リ－ダ－の養成及び青少年団体の育成を図るための事業 

 

（目標値に対する達成状況） 

青少年が参加できる各種事業や構成団体員が参加した非行防止キャンペーンを 

展開し、実績値を上回った。 

青少年健全育成大会       ４５０人 

非行防止キャンペーン       ９５人 

青少年育成推進員会事業      ５０人 

家庭の日ポスターコンクール   １３７人 

狭山市綱引大会       １，６００人 

キャプテンクラブ         ４３人 

天体望遠鏡            ４８ 

その他 役員等         ３５０人（延べ人数） 

   

（今後の取り組み予定等） 

  各団体の運営支援を図るとともに、学校、地域の青少年育成活動などと連携し、 

活動の場の拡充と内容の充実に取り組む。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号  Ｌ－１７ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ４節 人権と平和の尊重 

 １ 人権尊重意識の高揚 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

人権教育に関する事業への参加

者数 
４，６４８人 ５，２０９人 ４，８００人 

（平成２９度までの取り組み） 

  同和問題をはじめとして、女性、子供、高齢者、障害のある人、外国人な

ど、様々な人権問題に対する理解を深め、人権尊重意識の高揚を図るため、

小中学校ＰＴＡ人権教育学級、人権教育研修会、人権教育実践研究会、人権

に関する講座等を実施した。 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

公民館における人権教育事業の実施件数が伸び、目標値に達した。 

 

 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

  今後も、関係機関と連携するとともに、特に、公民館・集会所における事

業件数を増加させ、人権に関する教育活動を推進し、市民の人権尊重意識の

高揚を図っていく。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号  Ｌ－１８ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ４節 人権と平和の尊重 

 １ 平和意識の高揚 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

平和関連事業への参加者数 ４８２人 ３５７人 ５３０人 

（平成２９年度までの取り組み） 

市民の平和に対する意識の高揚を図るため、社会教育課、公民館、図書館

で平和関連事業を実施し、平和に関する教育や啓発を推進した。 

 

 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

政策企画課との共催事業の実施を見送ったため、参加者数が減少し、実績値

を下回ったが、公民館や図書館等の社会教育施設において、講演会や講座の他、

ロビー等でのパネル展示、特集資料コーナー等を行い、市民の平和に対する意

識の高揚を図った。 

 

 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

  今後も、公民館、図書館、博物館等と連携して平和関連事業の拡充を図り、

平和に関する教育や啓発をとおして、市民の平和に対する意識の高揚を図っ

ていく。 

 

 



- 45 - 

 

第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号  Ｌ－１９ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ５節 市民文化の振興と国際化への対応 

 １ 創造性豊かな文化の振興 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

市民文化祭への参加団体数 ６５７団体 ６８１団体 ６７０団体 

（平成２９度までの取り組み） 

  芸術・文化団体等に対して、公民館などの活動の場の提供を通じて活動の

拡大・促進を図るとともに、活動の成果を発表する場としての市民文化祭へ

の参加を促進した。 

 

 

 

 

（目標値に対する達成状況） 

  市民文化祭を、富士見集会所会場では耐震補強外工事により開催できなか

ったが、新狭山公民館の開館に伴い、利用団体数が多い新狭山公民館会場で

開催できたことから、目標値を達成することができた。 

 

 

 

 

（今後の取り組み予定等） 

  今後も、地域に根ざした文化の振興を図るうえで、市民の芸術・文化活動

の促進及び生涯学習活動の成果を発表する場として、市民文化祭への参加を

促進していく。 
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第４次狭山市総合計画に掲げた教育関連施策の 

施策の成果目標の点検評価表 

（所管課：社会教育課） 

整理番号  Ｌ－２０ 

５章 教育文化 ～人を育み文化を創造するまちをめざして～ 

 ５節 市民文化の振興と国際化への対応 

 １ 創造性豊かな文化の振興 

施策の成果目標 

目 標 項 目 
実績値 

（平成２６年度） 
平成２９年度末数値 

目標値 

(平成３２年度) 

文化財を活用した事業件数 ３件 ６件 ６件 

（平成２９度までの取り組み） 

  小学校への出張授業や市内の文化財をテーマとした文化財展、文化財講演会

を開催し、また、市ホームページに埋蔵文化財のコンテンツの追加等を実施

し、文化財保護意識の育成を図った。 

 

（目標値に対する達成状況） 

  事業件数は６件で、目標値に到達した。内訳は、小学校における出張授業

（２校）及び今宿遺跡見学会、新狭山公民館における出張事業、文化財展、

文化財講演会である。 

 

（今後の取り組み予定等） 

  文化財に対する保護意識を育むため、小学校への出張授業や発掘調査体験

などを実施し、若年層への啓発に取り組んでいく。 


