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目標ごとの達成状況 
Ⅰ．学校をより安全で快適なものにするため、施設の整備改修を適切に進めます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

耐震診断、耐震補強計画・設計、耐震補強工事、トイレ改修の実施 〈マニフェスト No.97〉  

校舎 9 棟、体育館 1 棟、園舎 2 棟の耐震診断を行い、耐震診断は本年度で終了しました。校舎 6 棟、体

育館 3 棟の耐震補強計画・設計を行いました。校舎 5 棟、体育館 3 棟の耐震補強工事は計画に基づき達

成しました。小学校 1 校、中学校 7 校のトイレ改修、また、補正予算で校舎 8 棟の耐震補強工事に着手しま

した。 

本年度は、6 つの政策目標を立て、26 の事務事業を展開してきました。 

教育委員会の事務事業は、ソフトからハードまで多岐にわたりますが、いずれも市民の理解

と協力が不可欠なものです。 

本年度の取り組みでは、それぞれの目標及び個々の事務事業の指標は概ね予定通りの成

果を得ることができましたが、一部に進捗の遅れ等がありましたので、今後の取り組みでは、市

民のより一層のご理解とご協力が得られるよう、広報や意識啓発活動なども充実させながら、

円滑な進捗と成果の充実に努めていきます。 

学校の耐震に係る診断、計画・設計及び工事については、予定どおり達成できました。 

小学校校庭の芝生化については、16 年度に芝生化を実施した明新小学校を参考に実態

調査を行い、分析した結果、いくつかの課題等が明らかとなりました。 

このため、芝生化やその後の維持管理について、地域や保護者の協力が得られやすい方

策や交流の場づくりとしての活用方法などについて、19 年度には学校現場とも協議した上で

方針を立て、20 年度に芝生化を行う学校を選定します。 
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小学校校庭の芝生化 〈マニフェスト No.98〉  

5 月に明新小学校に芝生維持管理等に関する実態調査の依頼しました。実態調査の結果、維持管理の

人手不足や学校の過大な負担などから、ボランティアや PTA 等の協力が不可欠であること、また、踏み固め

られることによる芝生の一部消失、エアレーション（根に酸素を供給する作業）が必要であるといった、維持

管理上の問題点が挙げられました。 

 

 

 
Ⅱ．国際化、情報化等の社会情勢の変化に適応できる人材を育てる学校教育を推進するとともに、

充実した学校生活を送るための支援策を強化します 

 
 
 
 
 
 
 

 

学校図書館の図書拡大及び利用拡大 〈マニフェスト No.91〉  

英語によるコミュニケーション能力の向上 

学校図書館の充実をはかり、小学校図書館の蔵書数は 348，932 冊、中学校図書館の蔵書数は 171，

163 冊になりました。また、ALT の活動及び教職員への研修により、児童の英語コミュニケーション能力が向

上しました。 

 

中学生海外研修の実施 〈マニフェスト No.92〉  

中学3年生が外国人英語講師や外国の学生と英語合宿（ミニ英語劇、共同活動）を実施しました。参加者

は、中学生82人、姉妹都市中学生13人、ALT20人、日本人指導者29人でした。3月に中学生10人の海外研

修実施しました。それらを通して、外国の文化、歴史、また、ものの考え方などを知ることができ、外国を理解

し、国際的に活躍できる基礎的なことを知ることができました。 

 

特別支援教育の強化 〈マニフェスト No.96〉  

各小中学校でコーディネーター1 名を指名し、合計で 69 人になりました。また、いきいきサポーターについ

ては該当児童生徒がいる 61 小中学校全校の配置を目標に取り組んできましたが、60 校となりました。さらに、

51 小学校のうち 25 校に小学校カウンセラーを配置、残りの学校には相談要請により派遣しました。 

 

 

 

本年度の目標は、ほぼ達成できました。 

19 年度は、引き続き小中学生の国語力や英語によるコミュニケーション能力の充実に努め

るとともに、国際的な視野を持つ人材育成のため中学生の海外研修も続けていきます。 

また、特別支援教育については、19 年度から本格実施となりますので、効果的な推進が図

れるよう各学校との連携や指導体制の充実に努めます。 
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Ⅲ．子どもたちの健やかな成長を支えるため、家庭や地域と連携した取組みを進めます 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

通学路の除雪 〈マニフェスト No.36〉  

2 月に市内小中学校に通学路除雪に関するアンケートを実施しました。通学路の除雪アンケートの結果、

除雪対象の通学路が広すぎる、保護者の数が少なく、登校時までに除雪をするのは時間的に難しい、除雪

に必要な道具が不足しているなどの問題点が指摘されました。 

 

「家族ふれあいタイム倍増キャンペーン」の実施 〈マニフェスト No.76〉  

平成 19 年度に向けた予算の作成と、「家族ふれあいタイム倍増キャンペーン」に「早ね・早おき・朝ごは

ん」運動を合わせて展開することを決定しました。キャッチコピー案を作成（「家族そろって、早ね・早おき・朝

ごはん」）し、福井市独自の取組みとして推進を図ります。 

 

「大人と子どものニコニコ連絡会」の開催 〈マニフェスト No.78〉  

青少年育成福井市民会議支部長会議でニコニコ連絡会の趣旨を説明し、開催を依頼した結果、見守り

隊への感謝会、駆け込み所体験会など、地区ごとに工夫したプログラムで交流が図られました。ただし、事

業への取組み開始が遅れたため、開催時期が年度後半に集中し、目標にはやや達しませんでした。 

 

防犯ブザーの配布 〈マニフェスト No.79〉  

FM 福井から寄贈を受けた防犯ブザー2,555 個を全小学校の 1 年生に配布しました。56 小中学校で不審

者対策避難訓練を実施し、未実施校 13 校においては、防犯教室で指導しました。49 小中学校で安全マッ

プの見直しを実施しました。 

 

地場産食材を使用し｢食育｣の推進 〈マニフェスト No.80〉  

福井市産食材の利用を、17 年度の 7 品目から 10 品目にしました。18 年度使用品目は、米、もやし、大根、

ほうれん草、小松菜、トマト、えのき、ひらたけ、かぶ、さつまいもです。品目・数量・価格等を考えますと限り

がありますが、今後も農林総合事務所、生産者等と協議し、福井市産の食材を使用するよう努力していきま

す。 

 

 

市が取り組む事務事業と家庭や地域との連携によって進める事業とに分けて取り組んでき

ました。 

市が主体となるものについては、計画通り進めることができましたが、家庭や地域との連携

の部分では、目標にはやや達しない部分もありましたので、今後とも継続した取り組みを粘り強

く進め、理解と協力を求めていきます。 

また、特に「家族ふれあいタイム倍増キャンペーン」については、「早ね・早おき・朝ごはん」

国民運動と合わせて 19 年度は本格的に事業推進を図ることとなるため、“家族そろって、早

ね・早おき・朝ごはん”をキャッチコピーに掲げて啓発活動を進め、市民の幅広い協力が得ら

れるよう努めていきます。 
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Ⅳ．子どもたちの自立心と豊な感性を育むため、様々なことに挑戦し、体験できる機会を充実します 
 
 
 
 
 
 
 
 

青少年育成団体やＮＰＯへの活動支援 〈マニフェスト No.77〉  

青少年育成各団体への支援として補助金を交付するとともに、NPO との協働事業「秋の体験塾」を 10 月

に実施しました。 

 

「わんぱくアドバイザー」（100 人）の委嘱 〈マニフェスト No.89〉  

９月に登録データの内容と運営主体、10 月に委嘱対象者選出の要請団体を決定しました。また、対象者

に関する依頼を通して、ボーイスカウト、ガールスカウトとの連携が深まりました。ただし、委嘱対象者のリスト

アップについては 12 月を目標に取り組んできましたが、19 年 3 月となりました。 

 

一日校長先生の実施 〈マニフェスト No.90〉  

円山小学校において、全校集会、授業参観、発表会の参観、給食を取りながらの語り合い、学校新聞の

インタビュー取材を実施し、子どもたちに市長の思いを伝えることができ、また、将来への夢、職業観を持た

せることができました。中学校での開催も予定していましたが、実施できませんでした。 

 

演劇鑑賞教室の実施 〈マニフェスト No.93〉  

幼稚園、保育園児のうち 5 歳児を対象に幼児演劇鑑賞教室開催し、参加者 2,794 人でした。小学校 5,6

年生を対象に演劇鑑賞教室を開催し、参加者 4,897 人でした。中学 2 年生を対象に能狂言鑑賞教室開催

し、参加者 2,433 人でした。 

 

地元小中学校出身者または県の福井ふるさと大使の招聘 〈マニフェスト No.94〉  

全小学校においてゲスト・ティーチャーや教育活動ボランティアとして地域の人材を活用しました。中学校

において、地元小中学校出身者による講演会は 11 校延べ 15 人を講師として実施、また、福井ふるさと大使

による講演は 1 人を講師として実施しました。 

 

職場体験または職場見学の実施 〈マニフェスト No.95〉  

全小中学校における職場見学を実施し、職業観を持つことができました。また、両親の働く職場を知るこ

とにより、両親の苦労を知り、感謝の気持ちを持つことができました。 

 

 

 

ほぼ予定通りに目標を達成できました。 

「わんぱくアドバイザー」については、ボーイスカウトやガールスカウト等の関係団体との協議

を終え、3 月中には委嘱対象者のリストアップができるなど、本格的な事業展開に向けての準

備が整うことから、19 年度はより多くの子どもたちに自然に触れた活動を体験してもらえるよう

効果的な推進に努めていきます。 
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Ⅴ．市民が自主的に生涯学習や生涯スポーツに取組めるよう、施設の整備や機会の充実を図ります 

 
 
 
 
 
 
 

市民サイクリング大会の開催 〈マニフェスト No.26〉  
今年度は、市民サイクリング大会（6 月）、市民スポーツレクリエーション大会（9 月）に開催し、いずれも天

候に恵まれ、自転車に親しみ、健康の増進を図り参加者同士交流を深めるという目的を達成できました。 
 

シルバーパワーの人材活用制度 〈マニフェスト No.82〉  

5 月に高齢者人材活用派遣事業開講式及び研修会を開催しました。また、高齢者人材活用派遣事業登

録者数が指標人数を上回る成果を得ることができました。 

 
 
Ⅵ．歴史や文化などの貴重な財産を活用し、個性と魅力に満ちたまちづくりを進めます 
 
 
 
 
 
 
 

伝統芸能等保存事業の推進 〈マニフェスト No.14〉  

無形文化財指定団体の状況調査を実施し、平成 19 年度から指定団体を対象とした支援事業を実施する

ための補助要綱等を作成しました。 

 

一乗谷朝倉氏遺跡の整備推進 〈マニフェスト No.60〉  

一乗谷川の左岸を現在整備していますが、右岸(東側)の下城戸の公有化を行い、今後の調査研究・整

備が可能となりました。ただし、公有化に伴う土地購入については 996 ㎡を目標に取り組んできましたが、

869 ㎡となりました 

 

継体天皇基本文献学習講座の開催 〈マニフェスト No.86〉  

継体天皇基本文献学習講座を 6 回開催しました。定員 60 人のところ、回を重ねるごとに参加者が増え、

予想以上の成果がありました。継続を希望する声も多く、当初 5 回の予定でしたが、6 回目に総集編を開催

することとなりました 

 

「はつらつ伝承塾」事業の推進 〈マニフェスト No.83〉  

新中央公民館の事業として実施する「はつらつ伝承塾」事業実施計画を 11 月に策定しました。また、「は

つらつ伝承塾」事業実施における講師を選定しました。 

本年度の目標は達成できました。 

19 年度はできるだけ多くの市民に市民サイクリングに参加していただけるための取り組みを

行うとともに、シルバーパワーの人材活用については 4 月にオープンする中央公民館における

各種事業との連携も図りながら、一層の充実を図ります。 

ほぼ予定通りに目標を達成できました。 

19 年度は、引き続き「福井の誇り」とする歴史や文化、豊かな自然を活かしたまちづくりを進

めるとともに、高齢者の方々が長年培ってこられた貴重な体験や知恵を次代に継承する取り

組みを充実させ、市民が誇りと夢の持てるまちづくりに努めていきます。 
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「福井学」推進事業 〈マニフェスト No.85〉  

宝永小学校、旭小学校、東郷小学校、一乗小学校、美山中学校、成和中学校、進明中学校を｢子ども福

井学｣を推進するための協力校に指定しました。また、プレ｢子ども福井学｣として、2 講座を開催しました。 

 

「福井学」推進事業の計画策定 〈マニフェスト No.87〉  

「福井学」実施計画策定委員会を 3 回開催し、平成 19 年 1 月に、｢福井学｣実施計画を策定しました。 

 

「里地、里山、里川マップ」の作成 〈マニフェスト No.88〉  

旭地区(旭小学校)、東郷地区(東郷小学校)、一乗地区(一乗小学校)、美山地区(美山中学校)の各モデ

ル地区（学校）で、「里地、里山、里川マップ」を作成しました。 

 

免鳥古墳群の史跡整備  

平成 12 年度から進めてきた試掘調査の報告書の刊行、指定範囲の確定(地権者の同意)を終了しまし

た。 

しかし、地権者の意向から指定範囲を変更することとなり、文化庁との協議期間が想定より延びたため、

年度内に指定申請事務を終えることができませんでした。 

 


