
 

 

平成２９年度第２回上越市社会教育委員・上越市立公民館運営審議会委員会議 次第 

 

日 時：平成 29 年 6 月 19 日（月） 

午後 2 時から 

場 所：教育プラザ研修棟 3 階 大会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

⑴ 平成 28年度事業報告について             別冊「わたしたちの社会教育」 

P41～ 

資料№1、2 

 

 

 

 

 

⑵ 平成 29年度事業評価について 資料№3 

 

 

 

 

 ⑶ その他 

 

 

 

３ その他 

  ・新潟県公民館大会について 

・新潟県社会教育研究大会について 

期 日：H29年 10月 20日(金) 

会 場:阿賀野市ふれあい会館・笹神支所 

 

 

４ 閉 会 

 

 



 

平成 28年度事業の報告 

○社会教育関係 

事業名 成人式運営事業 

決算額 

(予算額) 
4,102千円(4,448千円) 

事業内容 

実 施 日：平成 28年 4月 2日（土） 

会 場：リージョンプラザ上越 インドアスタジアム 

対 象 者：平成 7年 4月 2日から平成 8年 4月 1日の間に生まれた方 2,140人 

出席状況：1,484人（出席率 69.3％） 

目 的：新成人が成人を迎えたことを祝うとともに、式への参加を通して、ふるさと

上越で生まれ育ったことを改めて認識し、成人したことの自覚や自立しよう

とする機運を高めるため、開催する。 

内 容：上越市民吹奏楽団によるオープニング後、市主催の「式典」と成人の集い実

行委員会による「成人の集い」の 2部構成で開催した。 

成人の集いでは、新成人代表 7人で構成する実行委員会が運営し、20年間を

振り返るスライドショーの上映のほか、上越市出身で活躍している方とし

て、平成 28年の新成人で双子ユニット ChaRu(チャル)による歌(2曲)の披露

や、サプライズゲストとして Hilcrhyme(ヒルクライム)の TOC(トク)氏が出

演し、会場を盛り上げた。 

そ の 他：記念品として、ボールペンを配付した。 

評 価 

・出席した新成人からは、「成人の集いでのサプライズゲストがうれしかった」、「良い

思い出になった」など高評価の声が聞かれた。人生の節目となる事業として、今後も

必要な事業と考える。 

・実行委員 7 人からは、「大変なこともあったが、良い経験になった」、「自分たちで作

ったスライドショーを楽しんでもらえて良かった」等の感想があり、実行委員の充実

感や達成感につなげることができた。 

・開催日が 4 月 2 日であったため、「入社式との兼ね合いで参加することができない」

などの意見もあった。今後も開催日程について検討を重ねていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 



 

事業名 子どもリーダー育成事業補助金 

決算額 

(予算額) 
332千円(940千円) 

事業内容 

目 的：地区子ども会連絡協議会（地区子連）や単位子ども会等が行う地域のリーダ

ー育成に向けた取組を支援すること。 

内 容：・補助対象団体：単位子ども会、地区子連、その他類似する市長が認める団 

体（ただし、スポーツ団体及び文化・芸術団体は含まない。） 

     ・補助対象事業：青少年がリーダーとなり、企画又は運営を行う各種体験活 

             動 

     ・補助率・額：単位子ども会は 1団体当たり上限額 10,000円以内、地区子 

連等は 1団体当たり上限額 100,000円以内で、補助率は費目 

に応じて 5/10から 10/10 

利用団体：25団体（332千円） 

そ の 他：これまでの市子ども会連合会（市子連）への補助金（平成 27 年度交付決定

額 1,323 千円）に代わる補助制度として、平成 28 年度に本補助制度を創設

した。 

評 価 

・本補助金利用団体からは、実績報告の際の聴き取り結果等において、「来年度も利用

したい」、「補助金がきっかけで新しい企画が生まれた」、「子どもの成長が見られ、次

のイベントでも子どもが企画を行うことになった」等の意見が多数を占めており、少

額の補助でも本補助金による効果が認められる結果となっている。 

・ただし、交付件数が見込みを下回ったことから、本補助金を活用したモデル事例集や

Ｑ＆Ａの情報発信により認知度の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業名 社会同和教育活動事業 

決算額 

(予算額) 
2,943千円（3,069千円） 

事業内容 

○ 人権を考える講話会 

実施期間：平成 28年 6月～平成 29年 1月 

目  的：小学校区を単位として、ＰＴＡや町内会など地域住民を対象に人権を考える講

話会を開催し、人権や差別について共に考え、差別やいじめのない社会を目指

す。（3年で全 52小学校区を一巡する。平成 27年度から、4巡目を開始） 

内  容：同和問題をはじめとする人権をテーマに、社会教育指導員が講話を行った。講

話後、意見交換の時間を設け、理解を深めた。 

計画実施校以外にも、高校や教育関係団体などからの講師派遣依頼を受けて、

講話会を開催した。 

参加者数：17 小学校区で実施し、地域住民等 515 人が参加した。その他、高田北城高等

学校、吉川高等特別支援学校、妙高市等 9会場で実施し、844人が参加した。 

 

○ 小中学校教職員現地学習会 

実施期間：平成 28年 4月～平成 29年 2月 

目  的：同和問題をはじめとする人権問題に対する学校教職員等の正しい理解と認識 

を深め、それぞれの実践に生かしていくことを目的に、教職員等を対象とした 

現地学習会を開催する。 

内  容：学校等からの依頼に応じて、白山会館を会場に現地学習会を開催した。 

参加者数：市内 76校、市外 45校、小中学校以外の 25団体、計 1,887人が参加した。 

 

○ 小中学生学習会 

実施時期：平成 28年 5月～平成 29年 3月 

目  的：基礎学力の向上や仲間づくりを進め、正しい人権意識を持った差別に負けない

子どもを育てる。 

内  容：小学生、中学生学習会とも週 2回の学習会を白山会館で実施した。 

     （回数…小学生 69回、中学生 71回） 

参加者数：小学生の参加延べ人数 452人(対象者 5人)、中学生の参加延べ人数 349人(対 

象者 7人)、計 801人が参加した。 

 

○ 人権教育・啓発図書及びビデオの貸出 

内  容：市民、社会教育・学校教育関係者が実施する研修会や学習会、自己啓発のため

に人権教育・啓発図書やビデオ、ＤＶＤを配置し、無料で貸し出す。 

今年度実績：図書（白山会館設置）        配置 448冊（貸出 4件） 

      ビデオ、ＤＶＤ（社会教育課設置）  配置  42巻（貸出 2件） 

（視聴覚ライブラリーの人権・同和教育関係のＤＶＤの紹介 ※貸出 102件） 

新規購入：図書 17冊、寄付 3冊 

評 価 

・現地学習会は、市内の小中学校や団体のほか、市外の小中学校や高等学校からの参加校

が増え、参加した教職員等に同和問題や同和教育について正しい理解が広まっている。

夏季休業中に開催が集中することや講師の人数減など課題もあるが、今後も現地学習会

を継続していくため、講師を派遣いただいている部落解放同盟上越支部と協議する。 

・小中学生学習会は、対象となる小中学生が友達を連れて一緒に学習している姿が見られ、 

地区の子どもたちの仲間づくりの場となっている。 



 

事業名 学校支援地域本部事業（学校・家庭・地域の連携促進事業） 

決算額 

(予算額) 
4,089千円(3,999千円) 

事業内容 

目 的：地域の子どもは地域で育てるという視点に立ち、地域が主体的に地域の教育活

動を考え、学校と連携して地域の教育活動を行い、青少年育成の推進に寄与す

る。 

内 容：学校と地域をつなぐ役として、159人の地域コーディネーターを委嘱 

中学生まちづくりワークショップの開催（3回） 

地域コーディネーターの研修会（2回）、交流会（2回）の開催 

評 価 

・中学生まちづくりワークショップでは、3回で延べ 443人が参加し、地域の課題の解決

策について話合いを行った。 

・学校運営協議会委員を兼任する地域青少年育成会議構成員が、学校の教育方針や活動内

容をはじめ、地域の子どもたちの実情を知ることにより、地域がどのように学校と連携

し、子どもたちの教育活動を考えていけばよいか考えるきっかけとなった。 

・各種研修会や交流会の開催を通じ、地域コーディネーターの資質の向上を図った。 

・各育成会議の活動が定着する一方、活動の内容や規模に開きも見られることから、課題

の解決に向けた相談・支援等を図る必要がある。 

 

 

事業名 謙信ＫＩＤＳプロジェクト 

決算額 

(予算額) 
3,345千円(3,778千円) 

事業内容 

実施期間：平成 28年 5月～平成 29年 3月  

参 加 者：小学生 523人（延べ参加者数 2,307人） 出席率 89.1％ 

目  的：・ふるさと上越がもつ魅力ある体験活動を通して、学ぶ意欲やふるさとを愛す 

る心を育てる。異学年、異学校の子ども同士や講座にかかわる地域の方との 

交流を推進し、コミュニケーション能力を育てる。 

・体験活動を通して、学ぶ意欲を育て、自分の考えを持ちながら行動する資質

を育てる。 

内  容：「ゆき」「うみ」など上越の特色を体験する「学びのきっかけづくり」の 24講 

座と、「アウトドア」「義の心」など仲間と協力し、自分の考えを持ち行動する 

資質の育成を図る「未来を支える人づくり」の 3講座、計 27講座を実施。 

評 価 

・上越市の地域資源を知る、様々な体験活動を提供することができた。 

・体験活動の楽しさや学ぶ楽しさを体感することにより、好奇心や探究心が芽生えるきっ

かけを作った。 

・異学年、異学校の仲間との交流を図ることができた。 

・集団活動に慣れていない子どもの参加について、対応方法（家族に協力を依頼する、学

生ボランティアを見守りを依頼するなど）が課題である。 

 

 

 



 

○生涯学習関係 

事業名 上越市民芸能祭 

決算額 

(予算額) 
178千円(178千円) 

事業内容 

 ○第 46回上越市民芸能祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上越市民芸能祭協議会との共催により開催。 

・上越市民芸能祭協議会に交付金を交付し、活動を支援。 

芸能分野 開催日 参加者数 参加団体数 入場者数 

洋舞  5 月 28 日 186人 6団体 1,200人 

民謡・民舞  6 月 12 日 349人 36団体 1,100人 

合唱  7 月 10 日 441人 22団体 700人 

古典芸能 11 月 6 日 165人 16団体 300人 

ハワイアン・フラ 
11 月 20 日 

250人 21団体 950人 

よさこい 150人 8団体 500人 

合計 － 1,541人 109団体 4,750人 

評 価 

・日頃の学習成果を発表する場を設けることで、学習意欲のさらなる向上と参加団体同

士の交流が図られている。 

・市における生涯学習を推進していく上で必要な事業である。 

・昭和 54 年の上田市との姉妹都市締結以来、両市の文化交流事業として民謡・民舞の

つどいへの上田市の民踊団体の招聘を継続している。 

 

 

 

事業名 美術展覧会事業 

決算額 

(予算額) 
3,677千円(3,918千円) 

事業内容 

○第 46回上越市美術展覧会 

期 日：平成 28年 10月 2日（日）～10月 10日（月・祝）（入場者数：6,584人） 

会 場：ミュゼ雪小町、旧第四銀行高田支店、上越市市民プラザ 

内 容：日本画、洋画・版画、彫刻・立体造形、工芸・グラフィックザイン、書道、

写真、の 6 部門の作品を審査し、入選作品を展示。（無鑑査作品も同時に展

示）公募出品点数：340点（内入選：333点）、無鑑査出品点数：66点 

入賞：37点（市展賞、優秀賞、奨励賞、新潟日報美術振興賞）、佳作：29点 

評 価 

・出品者数及び出品点数、入場者数は横ばい又は漸減傾向にはあるが、成果発表の場や

芸術に触れる機会の提供となっており、関心は高い事業である。 

・出品点数が過少な部門や開催会場、運営方法など市展の在り方を継続的に検討してい 

く必要がある。 

 

 

 



 

○公民館関係 

事業名 公民館地区館事業 

決算額 

(予算額) 
53,954千円(56,742千円) 

事業内容 

学びのグランドデザインにおける「5本の事業の柱」（下記のとおり）に基づき、各地

区公民館（分館含む）で 335事業（1,054回）を実施し、50,406人が参加した。 

・「学びのきっかけづくり」…地域住民のニーズに応じた身近な学習活動の機会とし

て趣味や教養講座等を開催することにより、個人の学びの意欲を高めるとともに、

交流の促進を図る。 

※キッズフェスタ事業、公民館青少年事業、趣味・教養講座 183 事業を実施。（参

加者数＝14,567人） 

・「すこやかな暮らしの応援」…現代的な学習課題等の講座を受講することにより、

個人から家庭や地域へ目を向け、心豊かな暮らしのための支援を行う実践的な態度

を育てる。 

  ※テーマ学習（家庭教育支援）、重点課題学習 63 事業を実施。（参加者数＝4,371

人） 

   テーマ学習（家庭教育支援）については、すべての地区公民館が取り組み、31

事業を実施。（参加者数＝1,269人） 

 ・「未来を支える人づくり」…地域づくりに関する講座を受講することにより、住ん

でいる地域への関心や意欲を高める。 

※市政講座 1事業を実施。（参加者数＝26人） 

 ・「行動する人づくり」…さまざまな分野における地域の良さや課題を認識するとと

もに、地域づくりを実践しようとする意識を育てる。 

  ※元気の出るふるさと講座、元気な活動応援講座、（仮称）厚生産業会館応援講座

16事業を実施。（参加者数＝801人） 

   元気の出るふるさと講座については、12地区公民館（12事業）において実施。 

実施地区：津有区、北諏訪区、大潟区、頸城区、高士区、諏訪区、保倉区、三和 

区、安塚区、中郷区、板倉区、名立区 

 ・「行動している人への支援」…自主的に活動している団体、個人の活動を支援し、 

より活動を拡充させる。 

※共催・後援事業として、スポーツ大会や文化事業など 23事業を支援。（参加者数

＝4,798人） 

※その他事業として、生涯学習フェスティバルや作品展など 49事業を実施。（参加

者数＝25,843人） 

評 価 

・公民館事業を開催することにより、学びに対する意欲や関心を高め、参加者同士の交

流を深めるなど、行動する人づくりに向けて実践の場を提供することができた。 

・公民館主事とともに地域に入りながら、各地域の活動団体や行事の把握をし、連携を

図れるような体制づくりに努めることができた。 

 



 

事業名 夏休み☆子どもつどいのひろば 

決算額 

(予算額) 
－ 

事業内容 

目 的：夏休み期間中、公民館を会場に、子どもたちが自由に活動する機会を提供する 

ことで、公民館を身近に感じるとともに、公民館の利用促進を図る。 

内 容：公民館の一室を開放し、子どもたちが気軽に安心して過ごす場所を提供するほ 

か、公民館主事や地域ボランティア等大人が宿題の補助や工作等の活動を企 

画・運営する。（直江津、春日、谷浜・桑取、安塚、清里以外の 23 地区公民館 

において実施） 

対 象：小学生 

期 間：夏休み期間中の主に平日の午前 9 時から午後 4 時まで（公民館主事の常駐時間）

参加者：延べ 1,180 人 

評 価 

・本事業を通して、異学年や異学校の子ども同士が交流する姿が多く見られ、仲間づく

りや、公民館を利用するきっかけにつなげることができた。 

・初めて行った事業であったため、地域に定着せず、参加者がなかなか集まらない公民

館も見受けられた。今後は小学校との連携を強化し、より子どもたちが参加しやすい

環境を整えていきたい。 

 

 

事業名 公民館図書室事業 

決算額 

(予算額) 
1,039千円(1,041千円) 

事業内容 

平成 28年度から、高田図書館分室として運用していた浦川原区及び頸城区の除く 11区

の図書分室を公民館図書室に位置付けるとともに、公民館利用者を始めとした地域住民

の要望に応じた図書の購入により、公民館活動及び地域の活動に活用される図書室運営

を行う。 

評 価 

・公民館図書室に運用を変更したことにより、公民館利用者や公民館事業参加者に図書

購入希望アンケートをとるなど、地域住民の意見を反映した選書を行い、図書室の利

用促進を図ることができた。 

 



 

平成 28年度事業の報告 

○青少年健全育成センター関係 

事業名 街頭指導 

決算額 

(予算額) 
6,132千円(6,695千円) 

事業内容 

実 施 日：年間 212回実施 

会 場：市街地、商業施設で高田地区（4コース）、直江津地区（4コース） 

対 象 者：幼児、児童、生徒 

目 的：青少年の健全育成及び非行、被害防止のため、巡回指導で「愛の一声」活動

を行う。 

内 容：上越市が委嘱する 73名の育成委員で 16班を編成し、旧高田・直江津地区の

市街地、商業地帯、駅周辺及び青少年が集まる場所を巡回してあいさつや指

導・注意等を行った。声かけ人数 8,005人、内注意・指導件数 479件 

そ の 他：定例街頭指導の他、以下の活動を実施している。 

・特別街頭指導  7月 8日（南高田駅周辺） 10月 14日（高田駅周辺） 

・PTA一日街頭指導 （8月～9月）小・中学校 44校 49名参加 

評 価 

・「愛の一声」運動により児童生徒から明るく元気なあいさつや返事が返ってくるよう

になっている。また、注意・指導に対して素直に返答する子どもが増えた。 

・育成委員が子どもや地域を見守る姿を示すことで、地域全体の防犯や青少年の健全育

成への意識の高揚に役立った。 

 

事業名 環境浄化活動 

決算額 

(予算額) 
0千円(千円) 

事業内容 

実 施 日：7月１日から 7月 31日までの 1ヶ月間（社会環境の実態調査） 

会 場：市内全域 

対 象 者：青少年健全育成条例に基づく対象物品を取扱う施設 

目 的：青少年を取り巻く社会環境の実態を把握し、環境の改善を進める資料を得る。 

内 容：地域青少年育成会議の協力を得て、酒類・タバコ自販機・有害図書類自販機 

の設置状況、コンビニエンスストア－数、有害図書類及びＤＶＤ販売状況、 

カラオケ店・インターネットカフェ・マンガ喫茶の状況について調査したも 

のである。 

そ の 他：調査結果は集約して県福祉保健部児童家庭課へ報告した。また、上越市の集 

約結果を基に、9月 27日・30日にＤＶＤ等自販機の立入調査を実施し業者 

及び地権者に対して改善要望を行った。 

評 価 

・酒類・タバコ自販機及び有害図書類自販機が減少しており、健全な社会環境に改善さ 

れてきている。 

・24時間営業のコンビニエンスストア－が増加しており、青少年健全育成条例に従った 

営業がなされるよう一層注視していく必要がある。 
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事業名 健全育成活動 

決算額 

(予算額) 
0千円(千円)   ＊保護司会より助成 234千円（298千円） 

事業内容 

“社会を明るくする運動”街頭宣伝活動 

実 施 日：6月 21日（柿崎地区）7月 2日（高田地区）・7月 3日（直江津地区、浦川原

地区） 

会 場：柿崎地区（浄福寺お引き上げ界隈）、高田地区（朝市、イレブンプラザ前、 

あすとぴあ高田前、イオン入口、バロー上越モール）、直江津地区（朝市、 

イトーヨーカドー入口、直江津駅前）、浦川原地区（ナルス浦川原店前） 

対 象 者：上越市民全般 

目 的：朝市や大型ショッピングセンターなど、人が集まる場所で犯罪や非行の防止

を呼び掛ける。 

内 容：うちわやティッシュを配りながら、犯罪や非行防止と犯罪を起こした人たち

の更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせて、犯罪の

ない明るい社会を築く気運を醸成する。 

そ の 他：“社会を明るくする運動”の他の活動 

     ・上越市青少年健全育成研究会（7月 18日：くびき希望館）109名参加 

     ・作文コンテスト応募（小学校３編、中学校４５編が応募） 

評 価 

・街頭宣伝活動には、市長・教育長をはじめ総勢 100名以上の関係者が参加し、取組へ

の理解や協力の気運を高めることができた。 

・研究会では、「ネット社会と子ども達」をテーマに、上越市教育委員会の田邊道行氏

の講演後、参加者によるグループ討議を行い、ネットの上手な使い方や子ども達を犯

罪の被害から守るための方策を討議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

事業名 相談業務活動 

決算額 

(予算額) 
140千円(104千円) 

事業内容 

実 施 日：青少年育成支援の方向と仕組みづくりの推進（年４回の協議会で検討） 

年間を通して相談窓口開設、周知活動の実施 

会 場：教育プラザ（青少年健全育成センター） 

対 象 者：16歳（高校生期）以降の困難を抱える若者 

目 的：上越市が目指す 0 歳から 18 歳までの途切れのない支援の一環として、16 歳

（高校生期）以降の困難を抱える若者の自立のための相談・支援の枠組みを

構築し、支援するものである。 

内 容：年間 4回の青少年健全育成関係機関連絡協議会を開催し途切れのない支援の

枠組みを構想した。青少年健全育成センターの相談活動の周知・啓発のため、

街頭啓発活動や関係団体へのチラシの配布を行った。 

そ の 他：街頭指導活動で、若者を含めた声かけ活動、若者支援の周知についての啓発 

を積極的に推進した。 

関補連研修大会「新潟大会」において、若者支援活動先進地の取組を紹介し、 

青少年育成関係機関や団体への啓発を行った。 

評 価 

・若者支援組織の枠組みが構想され、推進の気運が高まっている。 

・年間の相談数は数件であった。更なる周知・啓発活動を継続し、市民の認知度を高め

ていく必要がある。 

 



 

平成 28年度事業の報告 

○上越科学館関係 

事業名 上越科学館管理運営費 

決算額 

(予算額) 
66,103千円(70,027千円) 

事業内容 

日常的にサイエンスショーや自然観察教室（植物・野鳥・地層・昆虫・ブナ林）、工

作教室などの自主事業を実施したほか、市内外の保育園・幼稚園・小学校へ出前事業を

実施した。その他、主なイベントの実績は以下のとおり。 

・サイエンスひろば 

【実 施 日】4月 29日（金祝）～5月 8日（日）（ゴールデンウィーク期間中） 

【入館者数】7,343人（10日間） 

・特別展「恐竜展 2016」 

【実 施 日】7月 16日（土）～8月 28日（日）（夏休み期間） 

【入館者数】31,158人（44日間、うち休館日 1日） 

・青少年のための科学の祭典 新潟県・上越大会 

 【実 施 日】11月 26日（土）・27日（日） 

 【入館者数】3,446人（2日間）  

評 価 

・平成 26年度から科学館を会場に実施している環境フェアや正善寺工房、上越 SAKEま

つりでの出店（出張サイエンスショー）などにより、環境や科学について学べる場と

しての上越科学館の認知度を高めることができた。 

・平成 26 年度から引き続き実施しているＳＳＨ事業に関連した高校での授業のほか、

幼稚園、保育園へ出向いての「科学遊び」の依頼もあり、より多くの人に科学に親し

んでもらうことができた。 

 ※ＳＳＨ事業（ＳＳＨ＝スーパーサイエンスハイスクール）：将来の国際的な科学技術関係人材を育

成することを目指し、理数系教育に重点を置いた先進的なカリキュラムの研究開発を行う文部科学

省による事業。 

・総利用者数は平成 25年度以来 10万人を突破し、101,516人となった。 

 

資料２ 



平成28年度　謙信KIDSプロジェクト　実績報告

№ 講座名 活動目的
回数
（回）

対象学年
定員
(人)

申込件数
(件）

参加者数
（人）

延べ参加
人数
(人）

参加率
(％）

（延べ参加者
人数÷（参加
者数×回数）

評　　価 今後の検討課題

1 ゆき
雪国の生活や雪を利活用する体験を通して、雪につ
いて興味・関心を持たせる。

4 1年生～3年生 20 25 18 63 87.5%
雪国の生活や雪遊びの活動から、雪を使った活動の楽しさや昔の人たちの暮らしの体験
することができた。

近年の降雪状況から、開催時期を見直し、年初めから開催するよう変更する。

2 しぜん

海・川・森で思いっきり遊び、そこから得られる自然の
恵みを実感することや、その恵みを活かした里山の暮
らしの良さに触れることを通して、自然と人間の関わり
を理解し自らの暮らしを振り返るきっかけを作る。

4 1年生～3年生 20 94 20 65 81.3%
・講座を通して、自然と人の生活との関わりについて学ぶことができた。
・昨年度の課題から、ワークシートを質問形式に変更して書きやすくしたことにより、より
理解を深めることができた。

子どもたち同士の交流活動の方法に工夫が必要である。講座の初回の際に、お互いに
話ができるような活動時間を作りたい。

3 うみAコース
海の環境や生物の観察を通して、海や生き物に興
味・関心を持たせる。

3 1年生～3年生 20 92 20 54 90.0%

4 うみBコース
海の環境や生物の観察を通して、海や生き物に興
味・関心を持たせる。

3 1年生～3年生 20 51 20 54 90.0%

5 海
海の環境や生物の観察、産業体験に関わる人たちの
話等から、海と自分たちの生活とのつながりを考え
る。

4 4年生～6年生 20 33 19 69 90.8%
漁船の乗って漁をしたり、魚をさばいて干物や浜汁作りをしたりする体験活動だけでな
く、講師から、養殖業や市場で売るまでの話を聞くなど、自分たちの生活に結びつくような
学習をすることができた。

磯釣りの指導者減に伴い、新たな指導者の確保が必要である。

6 こうつう
電車を入口として、上越市内における交通事情につ
いて考え、興味・関心を高める。

3 1年生～3年生 25 80 25 70 93.3%
・上越市内を通る同じ電車でも、北陸新幹線、越後ときめき鉄道、北越急行のさまざまな
電車について学び、それぞれに関わる人たちの話を聞くことができた。
・低学年なりに、交通（電車）の役割や、交通と地域のつながりを学ぶことができた。

7 交通
交通機関の発展に伴う観光の取組を学び、新しい交
通機関を体験しながら、市内における交通事情につ
いて考える。

4 4年生～6年生 25 27 22 72 81.8%
新幹線・バス・第３セクター鉄道など、上越市の主な公共交通機関を体験し、交通が果た
す役割や、交通に関わる人たちやその活動について学ぶことができた。

8 しょく
「上越野菜」について学び、収穫体験を行うことによ
り、食への興味・関心を育てる。

3 1年生～3年生 20 24 20 58 96.7%

・屋外での活動と調理実習を分けて実施したことにより、活動にメリハリがあり、子どもた
ちが毎回楽しく参加することができた。
・上越野菜に特化した学習を行うことで、地元で栽培されている野菜への愛着や知識を
高めることができた。

今後も、収穫体験と調理実習を組み合わせた活動内容とする。

9 食
発酵食品の特性や伝統ある調理方法などを知り、上
越市の食文化への興味・関心を育てる。

4 4年生～6年生 20 69 20 72 90.0% 上越市の「発酵の食文化」について子どもたちに伝え、興味・関心を高めることができた。
様々な「発酵の食文化」に触れてもらうため、今年度と異なる発酵食品の学習について検
討していく。

10 ほしAコース
天文観察等の体験により天文・宇宙の神秘について
学び、星への興味・関心を高める。

2 1年生～3年生 20 21 19 34 89.5%

11 ほしBコース
天文観察等の体験により天文・宇宙の神秘について
学び、星への興味・関心を高める。

2 1年生～3年生 20 34 18 31 86.1%

12 ほしCコース
天文観察等の体験により天文・宇宙の神秘について
学び、星への興味・関心を高める。

2 1年生～3年生 20 19 14 27 96.4%

13 星
天文観察等の体験により天文・宇宙の神秘について
学び、星への興味・関心を高める。

3 4年生～6年生 20 23 17 43 84.3%

・季節の星座や惑星、月などの観察を通して、天体に対する興味・関心を高めるととも
に、地球と太陽系の各惑星との関係、宇宙の仕組みへの理解を深めることができた。
・天候に左右される活動内容ではあるが、天候に応じた内容について講師と十分に打ち
合わせを行い、スムーズに講座を運営することができた。

14 ものづくりAコース
日常生活に役立つ道具の使い方や手業（手技）を学
び、使えるようになる。また、自然材料に触れ、使える
ものを作り出す達成感を得る。

3 1年生～3年生 20 75 20 55 91.7%

15 ものづくりBコース
日常生活に役立つ道具の使い方や手業（手技）を学
び、使えるようになる。また、自然材料に触れ、使える
ものを作り出す達成感を得る。

3 1年生～3年生 20 27 20 57 95.0%

16 えほん
上越市内に伝わる昔話を題材とした体験を行うことに
より、ふるさとの昔の暮らしや歴史に興味・関心を持
たせる。

3 1年生～3年生 25 15 15 38 84.4%
・最終回に自分の「絵本」を完成させたことにより、達成感を感じることができた。
・絵本を持ち帰れたことについては子どもたちや保護者からとても好評であった。

最終的に絵本を作ることはできたが、2時間では時間が短く、子どもたちを急がせてしまう
場面が見受けられたため、活動内容を検討する必要がある。

17 縄文
縄文時代の暮らし体験を通して、古代の上越地域の
様子や人々の暮らしを知り、考古学への興味・関心を
育むきっかけを作る。

4 3年生～6年生 25 23 22 84 95.5%
まだ学校で歴史を学習しない中学年に教えるのは困難であったが、各種体験等を織りま
ぜながら楽しく歴史を学ぶなど、飽きさせないような工夫を行った。

活動時間が長いため、疲れてしまう子どもが見られた。暑い時期での活動もあるので、
休憩時間や活動のメリハリをつけて実施する必要がある。

昨年度の課題であった開催日程や引率人数について、講師である水族博物館職員とよく
検討した上で活動に備えることができたため、職員同士の連携がスムーズであり、参加
者が学びやすい環境を整えることができた。

上越市立水族博物館休館のため、来年度は内容及び場所を変更する必要がある。

ダイヤ改正などにより、計画作成時と活動時間等が変更になる可能性があるため、早め
の情報収集を行う。

午後から夜にかけての活動時間帯であり、外に出る活動もあるので、今後も参加者の安
全確保に努める。

・星空観察などの体験を通して、星座や惑星、月に対する興味関心を高めるとともに、理
解を深めながら学ぶことができた。
・天候に左右される活動内容ではあるが、天候に応じた内容について講師と十分に打ち
合わせを行い、スムーズに講座を運営することができた。

毎回カッターでの鉛筆削りを行ったことで、上達と達成感を感じることができた。継続した
活動を組み入れることが重要と感じた。

素材を変えながら、子どもの興味と関心を引きつける工夫を重ねる。カッターでの鉛筆削
りのように、講座全体を通して上達を感じられる活動を取り入れると、子どもたちが達成
感を感じることができるので、次の機会にも継続したい。

資料№2



№ 講座名 活動目的
回数
（回）

対象学年
定員
(人)

申込件数
(件）

参加者数
（人）

延べ参加
人数
(人）

参加率
(％）

（延べ参加者
人数÷（参加
者数×回数）

評　　価 今後の検討課題

18 古径

上越市出身の日本画家である小林古径の作品や小
林古径邸に親しむことを通して、上越の文化に対する
愛着を育む。また、本格的な日本画を描くことを通し
て、伝統文化に触れ、描くことの楽しさを育む。

4 3年生～6年生 13 12 11 43 97.7%
日本画の作品制作に一人ひとりが真剣に取り組みやすい環境づくりを心掛け、作品を完
成させた達成感を感じてもらうことができた。

他の講座に比べて申し込む人数が少ないが、引き続き日本画の製作体験を通じて、小
林古径を学ぶ機会としたい。

19 雅楽
いろいろな和楽器・邦楽器に触れ、日本の伝統文化
について関心をもつとともに、演奏を通して参加者と
の交流を図る。

4 4年生～6年生 15 7 7 20 71.4%

・子どもたちが自分で楽器を選び、全体演奏に向けて一生懸命練習に取り組むことがで
きた。
・発表会では、練習の成果を保護者の方にも見てもらい、子どもたちの頑張りや成長した
姿を見せることができた。

月影雅楽保存会のメンバーも少なくなり、指導できる体制がとれないことから、来年度は
実施しないこととした。

20 科学
理科分野についてさまざまな実験や体験をすることに
より、理科・科学に対する興味を高める。

5 4年生～6年生 25 73 25 104 83.2%
・参加者が意欲的に科学の学習に取り組むことができた。
・実験を取り入れたことにより、科学をより身近に感じるとともに、楽しく理解することがで
きた。

実験器具や薬品を使用する機会が多いので、今後も参加者への説明や活動時の安全
確保に努める。

21 チャレンジ
上越市の自然を活用したスポーツを体験しながら、環
境や地形の特色を学び、参加者の交流を図る。

4 4年生～6年生 20 65 20 74 92.5%
ダイナミックなスポーツが故に、活動の達成感は大きく、活動の様子から子どもたちの挑
戦する意欲や姿勢が感じられ、講座の目的に沿った活動を行うことができた。

野外活動のため、子どもたちの安全を第一に講師と協力しながら安全確保に努める。

22 世界の文化
諸外国の様子や人々の生活、多様な文化を知り、世
界について興味・関心を持たせるとともに、上越との
違いを見つけ自分たちの生活を見直す。

6 4年生～6年生 25 15 15 73 81.1%

・積極的に講師や留学生に声をかけたり質問したりするなど、子どもたちの関心の高さが
うかがえた。
・各国の文化を学んでいく中で、自分の生活と比較し、大きな違いがあることを学ぶこと
ができた。

各国料理の調理実習は参加者にとても好評であり、講師や留学生と交流できる時間の
ため、今後も引き続き実施していきたい。

23 義の心
上越市にゆかりのある偉人と関連する歴史を学ぶこ
とにより、上越市に愛着と誇りを持たせ、「義の心」を
大切に受け継ごうとする意欲を高める。

6 4年生～6年生 25 24 24 123 85.4%
講座を通して、子どもたちが自分なりの「義の心」のとらえ方を深め、目標への達成につ
なげることができた。

各回の活動が次の回の活動に引き継がれる内容であることから、欠席した参加者への
フォローを行う必要がある。

24 アウトドア

子どもたちが主体的に活動する機会を提供するととも
に、集団活動の中で将来リーダーとして活動できる素
養（主体性、積極性、協調性、創造性等）を身に付け
る。

3 4年生～6年生 20 47 20 58 96.7%

・それぞれのプログラムにおいて、子どもたちが積極的に活動に取り組む姿勢が見られ
た。
・子どもたちや保護者のアンケート結果から、活動に対する満足度が高いことがうかがえ
た。

天候に左右される野外活動のため、雨天・荒天時の計画変更のタイミング等について、
指導者と連携しながら活動を行う必要がある。

86 503 975 451 1,441 88.5%

25 発明（わくわく）
紙・木・プラスチックなど様々な素材を使い、工作をす
ることで手指の使い方、はさみ等道具の使い方、素材
の特性などを学ぶ。

10 1年生～3年生 24 85 24 212 88.3%
毎回の活動から、材料の特性や道具の使い方をしっかりと身につけ、作品づくりに生か
すことができていた。

26 発明（はっけん）
様々な素材と道具を使いながら、加工、工夫して工作
をする楽しさを知る。モーター等動力が生じる装置の
仕組みを理解する。

15 4年生～6年生 24 41 24 329 91.4%
毎回の活動から、材料の特性や道具の使い方をしっかりと身につけ、作品づくりに生か
すことができていた。材料の特性や組み合わせ、ものの動く仕組みなどを理解し、応用し
た作品作りができた。

27 発明（ひらめき）
様々な素材と道具を使いながら、加工・工夫して工作
をする楽しさを知る。エネルギーについて、工場見学
等を通して理解を深める。

15 4年生～6年生 24 31 24 325 90.3%
毎回の活動から、材料の特性や道具の使い方をしっかりと身につけ、作品づくりに生か
すことができていた。材料の組み合わせやものの動く仕組み、コンピュータープログラム
の基礎を理解し、作品つくりに生かすことができた。

72 157 72 866 90.2%

575 1,132 523 2,307 89.1%

はさみ、カッターなど、ケガをしやすい道具を使うため、今後も参加者の安全確保に努め
る。

※小計　社会教育課募集分

※小計　上越市少年少女発明クラブ分

計



平成 29年度社会教育事業に係る事業評価について（依頼） 

 

社会教育課 

 

１ 実施目的 

 今年度実施する社会教育事業のうち、社会教育委員・公民館運営審議会委員から意

見をいただくことにより、今後の事業運営及び計画等における改善策を図る。 

 

２ 評価対象事業 

 ⑴ 社会教育係 

  ・元気の出るふるさと講座（実施区：12区） 

  [事業概要] 

   現地学習等で地域の課題や特性を見つめ直しながら、課題解決に向けた取組を

実践する 3年連続講座である。1年目は地域の課題や特性を知る学習を行い、2年

目は解決するための課題を絞り、3年目は課題を解決する取組を実践する。 

 ⑵ 生涯学習係 

  ・上越市美術展覧会 

  [事業概要] 

   市民の美術活動の成果を発表する場や鑑賞の機会を提供し、誰もが生涯学習活

動ができるよう支援する。市展入選作品を展示、鑑賞することにより美術への関

心を高め、文化振興を図る。 

 ⑶ 青少年育成係 

  ・謙信 KIDSプロジェクト事業のうち、「しょく」「そば」「食」「チャレンジ」の 4

講座 

[事業概要] 

    青少年の健全育成を図るため、ふるさとの人、もの、自然に触れ合う活動や

地域における世代間の交流促進を図る。 

 

 

３ 評価いただく内容 

  別紙評価シートのとおり。 

 

 

 

資料№3 



平成29年度　係ごとの事業評価対象事業及び評価内容について

担当係 事業 事業概要 評価の視点 評価項目

社会教育係 元気の出るふるさと講座

  現地学習等で地域の課題や特性を見つ
め直しながら、課題解決に向けた取組を
実践する3年連続講座。1年目は地域の課
題や特性を知る学習を行い、2年目は解
決するための課題を絞り、3年目は課題
を解決する取組を実践する。

  他の公民館事業とは異なり、地域の課題解決策の実
践等、自ら考え、意見を出し合うことを学習内容とし
ていることから、例年、参加者の確保に苦慮するほ
か、３年間を通しての参加者が少なく、地域によって
はその後の実践に結び付かないところもある。
  しかし、人づくりに向けた社会教育事業の推進が当
課の目指す姿であることから、現状の事業内容につい
て市民目線で評価をいただき、地域で活動する人材が
育つような講座に向けた改善策を図りたいと考える。

・目的に対して、活動内容は適切であるか
・受講時間は適切であるか
・講座全体の雰囲気
・参加者の様子、取り組む姿勢（受講中の表情など）
・全体を通しての感想及び意見（自由記述欄）

生涯学習係 上越市美術展覧会

  市民の美術活動の成果を発表する場や
鑑賞の機会を提供し、だれもが生涯学習
活動ができるよう支援する。市展入選作
品を展示、鑑賞することにより美術への
関心を高め、文化振興を図る。

  毎年幅広い年齢層の方から作品の応募があり、生涯
学習活動の発表の場となっている。また、鑑賞する機
会を提供する場でもあることから、より多くの方に来
場してもらうようにするため、周知方法や会場選定等
を検討する必要がある。
  現状の事業内容について市民目線で評価をいただ
き、芸術文化活動のより一層の振興を図りたいと考え
る。

・開催時期、会期、会場は適当であるか
・発表の場となり、鑑賞する機会となっているか
・来場者の様子はどうか（鑑賞中の様子や会話など）
・展覧会全体を通しての感想及び意見（自由記述欄）

青少年育成係 謙信KIDSプロジェクト
  青少年の健全育成を図るため、ふるさ
との人、もの、自然にふれあう活動や地
域における世代間交流の促進を図る。

  各地域の資源を生かした体験活動が、学校の枠を超
え、子どもたちの交流につながっている。（一定期間
がたち、講座数も落ち着いている）
  今後も郷土愛を育てる活動や豊かな心を育む活動に
つなげていくため、現状の事業内容を評価いただくと
ともに、社会教育の目指す「人づくり・地域づくり」
につながってていくために必要な視点としたい。

・目的に対して、活動内容は適切であるか
・受講時間は適切であるか
・講座全体の雰囲気
・参加者の様子、取り組む姿勢（受講中の表情など）
・全体を通しての感想及び意見（自由記述欄）



平成29年度 社会教育事業評価シート（社会教育係） 
 

 

 

評 価（◎：とてもよい  ○：おおむねよい  △：改善する点がある  ×：改善すべき） 

 

 

●お手数ですが、記入後社会教育係へシートを提出ください。（ＦＡＸ、郵送、持参、その場で係に提出のいずれかの方法でお願いします。） 

●コメントは、該当欄に収まる程度の量で結構です。 

 

事 業 名  会 場 名  

開 催 日  委 員 名  

№ 評価の視点 評価点 評価コメント 

１ 
目的に対して、活動内容は適切で

あるか 
  

 

  

 

２ 受講時間は適切であるか   

 

  

 

３ 講座全体の雰囲気   

 

  

 

４ 
参加者の様子、取り組む姿勢 

（受講中の表情など） 
  

 

  

 

 

５ 全体を通しての感想及び意見（自由記述欄）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成29年度 社会教育事業評価シート（青少年育成係） 
 

 

 

評 価（◎：とてもよい  ○：おおむねよい  △：改善する点がある  ×：改善すべき） 

 
 

●お手数ですが、記入後社会教育係へシートを提出ください。（ＦＡＸ、郵送、持参、その場で係に提出のいずれかの方法でお願いします。） 

●コメントは、該当欄に収まる程度の量で結構です。 

事 業 名  会 場 名  

開 催 日  委 員 名  

№ 評価の視点 評価点 評価コメント 

１ 
目的に対して、活動内容は適切で

あるか 
  

 

  

 

２ 受講時間は適切であるか   

 

  

 

３ 講座全体の雰囲気   

 

  

 

４ 
参加者の様子、取り組む姿勢 

（受講中の表情など） 
  

 

  

 

 

５ 全体を通しての感想及び意見（自由記述欄）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成29年度 社会教育事業評価シート（生涯学習係） 
 

 

 

評 価（◎：とてもよい  ○：おおむねよい  △：改善する点がある  ×：改善すべき） 

 
 

●お手数ですが、記入後社会教育係へシートを提出ください。（ＦＡＸ、郵送、持参、その場で係に提出のいずれかの方法でお願いします。） 

●コメントは、該当欄に収まる程度の量で結構です。 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  会 場 名  

開 催 日  委 員 名  

№ 評価の視点 評価点 評価コメント 

１ 
開催時期、会期、会場は適当であ

るか 
  

 

  

 

２ 
発表の場となり、鑑賞する機会と

なっているか 
  

 

  

 

３ 
来場者の様子はどうか（鑑賞者の

様子や会話など） 
  

 

  

 

 

４ 展覧会全体を通しての感想及び意見（自由記述欄）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


