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１．教育委員会の点検及び評価について 

 

【目  的】 

 教育委員会は，首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行政に関する基本方針のもと，教育長及び事務

局が広範かつ専門的な教育行政事務を執行するものです。  

 このため，事前に教育委員会が立てた基本方針にそって具体的な教育行政が執行されているかどうかについて，教育委

員会自らが事後にチェックする必要性が高いものと考えられます。また，教育委員会が地域住民に対する説明責任を果た

し，その活動を充実することが求められています。 

 このようなことから，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により，平成２０年４月から，すべての教育

委員会は，毎年，その権限に属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，公表しなければならないこととされました。 

 

【富里市教育委員会の点検及び評価について】  

 富里市においては，教育行政の基本的目標として策定している「とみさと教育プラン」を基準として，点検・評価を実施しま

す。 

この点検・評価については，毎年度末時点で点検及び評価を実施し，その次の年度の９月議会へ提出するとともに，ホー

ムページへ掲載するなど公表します。 

なお，実施方法等については，随時見直しを行っていく予定としております。 



２．平成25年度富里市教育委員の活動状況

（１）平成26年3月末実績

　①会議関係

　　【定例・臨時会議】

4 5 6 7 8 9 10（臨） 10 11 12 1 2 3 合計

専決 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7

議案 4 5 3 4 2 1 2 7 6 0 2 2 7 45

協議 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 5

報告 4 1 1 1 4 1 0 3 6 4 2 2 1 30

　　○平成25年度富里市教育委員会移動地域教育懇談会

・1月16日（木）〔テーマ〕富里市ジョイントスクール構想について

 (会場：富里北中学校視聴覚室　　参加者：保護者，教諭等)

内容（１）意見交換

　②その他

　　○市内幼稚園入園式，小・中学校入学式 ○印旛郡市特別支援教育振興大会・白井市（10月23日）

　　○市内幼稚園，小・中学校運動会・体育祭 ○県内1000箇所ミニ集会（11月14日）

　　○市内小・中学校指導室訪問 ○印旛郡市地方教育委員会連絡協議会研修視察・葛飾区（11月6日）

　　○市内小・中学校授業参観 ○英語スピーチパフォーマンスコンテスト（11月10日）

　　○印旛郡市地方教育委員会連絡協議会総会・成田市（4月23日） ○市特別支援学級小中学校合同学習発表会（11月27日）

　　○富里市教育講演会（8月1日） ○職場体験発表会（各学校）

 テーマ「学校不適応を起こす子どもの特性と対応について」 ○成人式（1月12日）

　　○第１回教育委員研修会・県総合教育センター（9月25日） ○市学校教育研究会公開研究会・浩養小，根木名小，七栄小，富里南中，富里北中

　　○印旛郡市地方教育委員会連絡協議会教育委員長会議（10月11日） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月24日）

　　○とみさとスポーツ健康フェスタ（10月14日） ○第２回教育委員研修会・佐倉市（1月29日）

　　○根木名小学校創立30周年記念式典（10月12日） ○市内幼稚園卒園式，小・中学校卒業式

　　○市小中学校音楽祭（10月17日）

月

内容
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３．平成２５年度とみさと教育プランに基づく平成２５年度事業目標と評価 

【概 要】 

 平成２５年度とみさと教育プランに基づく平成２６年３月末時点の評価について， 

・「順調に達成したもの（達成度の評価：Ａ）」は，全７２項目中４５項目（５９．７パーセント），「概ね順調に達成したも

の（達成度の評価：Ｂ）」は，全７２項目中２６項目（３８．９パーセント）と，合計で全７２項目中７１項目（９８．６

パーセント）で目標が順調に達成された。 

 

重点項目ごとに割合を見ると 

・「学校教育の充実」に関しては，「順調に達成」又は「概ね順調に達成」が４５項目中４５項目であり，順調に目標が達成

された。 

・ 「生涯学習の推進」に関しては，「順調に達成」又は「概ね順調に達成」が１４項目中１４項目であり，順調に目標が達

成された。 

・ 「文化・スポーツの振興」に関しては，「順調に達成」又は「概ね順調」が１３項目中１２項目であり，順調に事業目標

が達成された。 

  

多くの項目について，基本目標達成のための取組がプランどおり又は概ね順調に進行したが，予算や人員等の確保が難し

いことで，事業が滞っている項目もわずかながら見受けられた。限られた予算の中で最大の効果が得られるような工夫が，

今後はますます求められる。プラン策定時には，達成するための方策について具体的にあらゆる手段を考察した上で，目標

達成に向けて各課で取り組んでいく必要がある。 

 なお，各項目ごとの達成度の評価については以下のとおりである。 

 

〔達成度の評価割合〕 

重点項目 項目数 
順調に達成したもの

（Ａ） 

概ね順調に達成した

もの（Ｂ） 

達成したが課題があ

るもの（Ｃ） 

達成できなかったも

の（Ｄ） 

全  体 ７２ ４５（６２．５％） ２６（３６．１％） １（ １．４％） ０（  ―  ） 

学校教育の充実 ４５ ２４（５３．３％） ２１（４６．７％）  ０（  ―  ）  ０（  ―  ） 

生涯学習の推進 １４ １０（７１．４％） ４（２８．６％）  ０（  ―  ）  ０（  ―  ） 

文化・スポーツの振興 １３ １１（８４．６％） １（ ７．７％）  １（ ７．７％）  ０（  ―  ） 

 



1 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成21年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

2 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成25年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 中程度 継続

自己評価

重点項目

事業名

事業内容

達　成　度

豊かな心と健やかな体を育む教育の推進

総合評価

　千葉県教育委員会主催事業への参加率の向上を図るため，富里市教育ネットワー
クでの情報発信を定期的に行う。また，年度初めの「市体育主任会」で，「遊・友
スポーツランキング・ちば」のシステムについて詳細を説明し，積極的な参加を促
す。

Ｂ
自己評価

総合評価

Ｂ

平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

体力向上研修会開催回数

課題・改善点

４校（36.4％）

　富里市の課題である投力の改善に向けて，授業や部活動等を通して改善を意識し
た指導を実践したことにより，新体力テスト結果の向上が徐々に見られる。
　「遊・友スポーツランキングちば」への参加頻度が増え，ランキング入りする学
校も出てきた。

体力向上に向けた取組

　携帯電話を媒体とするネットトラブルは新たなものが増えてきていることから，
教員に対してネットトラブルに関する知識を身に付ける研修が必要である。生徒指
導研修会や情報モラル研修会において計画を立てていきたい。

リーフレットの配布依頼 10店舗 10店舗（100％）

　市内6小学校で「ケータイ出前授業」を実施し，携帯電話を使用する場合に注意
すべき内容について親子で話し合いをする機会を持つことができた。この授業を通
して親子が共通の話題でコミュニケーションをとり，携帯電話を持たせる場合の
ルール作りについて啓発する機会を与えることができた。

（１）教育内容・方法の改善充実

達　成　度

課題・改善点

１　学校教育の充実

　体力調査を基に市内の児童・生徒の体力分析を行い，市体力向上研究部で協議
し，より効果的な体力向上の取組を検討する。

1回 1回（100％）

いきいきちばっ子「遊・友スポーツランキングちば」への参加 11校

指　　　　　標

親子ケータイ出前授業

　各校に情報モラル教育の授業プログラムを提供したり，「親子ケータイ出前授
業」を実施するとともに，子どもたちが携帯電話のトラブルに巻き込まれないよう
に地域の携帯電話量販店にリーフレット「知ってますか？ケータイトラブル」の配
布を依頼する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

市内全小学校 6校（75.0％）

事業内容

１　学校教育の充実

（１）教育内容・方法の改善充実

豊かな心と健やかな体を育む教育の推進
重点項目

事業名 情報モラル教育の推進
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3 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成23年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

4 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成23年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

課題・改善点

　今後は，時数の確保はもちろんのこと，内容について検討し，県の重点主題であ
る「いのちのつながりと輝き」について深く考えさせる題材や資料を工夫してい
く。千葉県教育委員会作成の映像教材を活用できるように，また道徳教育推進教師
を中心に道徳教育が実施されるように啓発していく。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　道徳の時数確保に各学校が取り組んでいる。教務主任や道徳推進教師を中心に，
時数を確保することができた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

道徳の実施時数 年間各クラス35時間 35時間（100％）

事業内容
　年度当初に道徳教育の手引きや映像教材を各小・中学校に配布するとともに，道
徳の実施状況調査を実施し，道徳教育の推進を図る。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

確かな学力を育てる教育の推進

道徳教育の充実事業名

総合評価

Ａ

実施日数 5日間 5日間（100％）

達　成　度
　市内１１校の全てが実施し，検査結果について，成果と課題を明らかにした。各
学校からあげられたデータを分析し，学力に関する市全体の傾向を明らかにした。

自己評価

平２５年度実績（実施率）

実施日数 5日間 5日間（100％）

課題・改善点
　小学校に関しては，基本的に国語・算数の調査であるため，社会・理科の学力の
傾向がつかみづらい。

指　　　　　標 平成２５年度目標

事業名

１　学校教育の充実

事業内容
　市内小中学校の児童生徒に対して千葉県標準学力テストを実施して，学力の状況
を把握し，各校の教育課題を明確にする。

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

確かな学力を育てる教育の推進

学力向上に向けた取組
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5 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成22年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

6 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成23年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

課題・改善点
　実施日数及び参加人数の増加への対応並びに学習ボランティア募集の工夫が課題
である。

自己評価
総合評価

Ａ

実施日数 5日間 5日間（100％）

達　成　度
　平成25年度は，希望者の中から昨年とほぼ同数の43名を選び，学習ボランティア
の協力を得て，算数（計算）と国語（漢字）の基礎・基本の指導をマンツーマンに
近いかたちで行った。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

実施日数 5日間 5日間（100％）

事業名

事業内容

　平成版てらこや「富里市きょうざん塾」を夏季休業中に小学生（2年生～6年生）
対象に5日間実施する。参加希望者（多い場合は抽選）に対して学習ボランティア
ができるだけマンツーマンに近いかたちで指導し，基礎学力の向上に取り組む。
　平成25年度よりボランティア団体「きょうざん会」を中心に運営を行っている。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

確かな学力を育てる教育の推進

「富里市きょうざん塾」の実施

課題・改善点 　検定問題の質の向上と，過年度検定不合格者への支援策を検討する。

自己評価
総合評価

Ａ

検定実施校数 11校 11校（100％）

達　成　度
　『とみの国』検定練習問題を活用した宿題や復習を積ませ，既習事項の確認と定
着を図ることにより，基礎学力と達成感の向上及び学習習慣の定着が見られる。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

検定実施回数 3回 3回（100％）

事業名

事業内容
　基礎学力の定着と学習習慣の定着を目的に，漢字検定と計算検定をそれぞれ年3
回実施し，各学年問題に合格した児童・生徒に合格証を授与し達成感を与える。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

確かな学力を育てる教育の推進

「とみの国」検定の実施（漢字・計算）
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7 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成24年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

8 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成21年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点 副読本の改訂と同時に「ふるさと学習ＣＤ」の見直しをしていく必要がある。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　各学校(園）では，地域の「人･自然等」を活用して，様々な教科・領域において
体験的な学習を行っている。その際，教材研究の資料として「ふるさと学習CD」を
活用している。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

ふるさと学習CD配付 3園11校 3園11校（100%）

事業名

事業内容
　子どもたちが「ふるさと・富里」を理解し，地域への誇りと愛情を育んでいくた
めに，「ふるさと学習」を教育課程に位置付け推進する。ふるさと学習CDを各学校
(園）に配付する。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

郷土を愛する心を養い地域に根ざした人材の育成などを図る「ふるさと学習」の推進

教育課程全体を通した「ふるさと学習」の推進

課題・改善点 　中学校区での公開であったため，参観者が多くない学校もあった。

自己評価
総合評価

Ｂ

公開研究会対象校数 5校 5校（100％）

達　成　度
　公開した各校においては，教育の今日的課題に関する研究実践を行い，その成果
を市内の教職員に発表した。授業の指導法の工夫・改善に力を入れた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

富里市学校教育研究会公開研究会
平成26年1月に実施 1回 １回（100％）

事業名

事業内容

　研究指定を受けた学校は，当該教育課題に関する研究実践を推進し，常に授業の
工夫・改善を中心とした研究の推進及び教職員の研修に尽力する。平成25年度の指
定校は，浩養小学校・根木名小学校・七栄小学校・富里北中学校・富里南中学校で
ある。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

確かな学力を育てる教育の推進

研究指定による指導方法の改善
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9 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成21年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

10 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成14年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点 　平成25年度は副読本「わたしたちの富里市」の改訂作業を行った。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　各小学校に社会科副読本を配布し，中学年の社会科学習で副読本を活用してい
る。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

小学校3・4年生の社会科授業での活用 8校 8校（100%）

事業名

事業内容
　小学校3・4年生の社会科学習で活用するための社会科副読本「わたしたちの富里
市」を作成・配布する。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

郷土を愛する心を養い地域に根ざした人材の育成などを図る「ふるさと学習」の推進

地域教材の配布と活用

課題・改善点
　他市町村から本市に異動してきた教員や新規採用教員にとって「ふるさと巡検」
は，本市の歴史や名跡を知る上で貴重な機会となっている。夏季休業中に実施して
いるが，他の研修と重なって参加できない教員もいる。

自己評価
総合評価

Ａ

実施回数 １回 １回（100％）

達　成　度
　夏季休業中に市内の教員を対象に「ふるさと巡検」を実施し，富里市の歴史を中
心に研修を実施した。今年度は旧岩﨑家末廣別邸を見学した。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

教職員を対象としたふるさと巡検の実施 1回 1回（100％）

事業名

事業内容
　指導者育成を目的として，夏季休業中に「ふるさと巡検」を実施する。研修会で
は，専門性の高い職員を講師として，子どもたちへの指導に役立つ情報を提供す
る。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

郷土を愛する心を養い地域に根ざした人材の育成などを図る「ふるさと学習」の推進

「ふるさと学習」に関する研修の実施
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11 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 昭和60年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

12 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成19年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点
　各校が外国語活動担当を中心に工夫した実践を行い，成果を得ることができている。各校で実施した「実践
報告書」を活用し，活動内容等についての良い情報交換行っていく。

自己評価
総合評価

A

達　成　度

　各学校で工夫して「英会話の日」を実施することで，日ごろ習っている英語を活用する場面が増
え，英語のコミュニケーション能力及び国際理解教育の推進に役立った。学校によっては12月はク
リスマス集会，3学期はラディソンホテルでのインタビューなど英語に触れたり，活用する場面の工
夫が見られた。活動の様子については，実施報告書を冊子にまとめ，市内小・中学校に配付した。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

英会話の日の実施回数 各学校年間3回 各学校年間3回実施（100％）

事業名

事業内容
　小・中学校において英会話に親しむ活動を行い，外国人とのコミュニケーション
活動や異文化に触れる活動を通して国際理解教育の推進を図る。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

英語教育の充実

課題・改善点

　ALTが3名体制になれば，市内小学校への派遣の不公平感を緩和できるため，まず
はALTの増員が課題である。
　平成２６年度はコンコルディア大学の実習生を２名受け入れる予定である。市内
全小学校に配置し，外国語活動や国際交流活動に活用できるようにする。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

英語教育の充実

事業名

　ALT2名と英語指導補助員6名を市内小・中学校に配置し，英語科授業や外国語活動で活用し，英語のコミュニ
ケーション能力の育成を図ることができた。ALT2名は配置2年目であり，児童生徒の状況を把握し，的確に対応
している。小学校には日本人英語指導補助員（JTE）を配置しているが，小学校外国語活動が完全実施となり，
その推進役としての機能を果たしている。

学校規模や要望により週1回～4回（100％）

平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

ALT，英語指導補助員の数 ALT3名
英語指導補助員6名 ALT2名＋アメリカ実習生2名・英語指導補助員6名（100％）

指　　　　　標

外国語指導助手（ＡＬＴ）・英語指導補助員の配置

「英会話の日」推進事業の実施

ALT,英語指導補助員の派遣回数 学校の規模により週1回～4回

事業内容
　小・中学校にALTや英語指導補助員を配置し，英語のコミュニケーション能力の
育成を図る。

9



13 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

14 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成21年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

課題・改善点
　職場までの移動の問題から，体験時間が限られてしまう。安全面を確保しつつ，
移動の問題を改善できれば更に効果が大きい。浩養小と洗心小は，児童数が少ない
ため合同で実施するなどの工夫が見られた。移動のためのバスの確保が難しい。

自己評価
総合評価

Ｂ

受入れ事業所数 100箇所以上 101箇所（100％）

達　成　度 　市内全小学校で実施し，社会的・職業的自立に向けた体験を行うことができた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

体験日数 半日から1日 半日から1日（100％）

事業名

事業内容
　市内小学6年生が「わくわくWorking!」の登録事業所を活用して1日又は半日の職
場見学及び体験を行い，社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる能力や職業
観を育てる。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

地域と一体となったキャリア教育の推進

課題・改善点 　事業所までの安全確保

自己評価
総合評価

Ａ

受入れ事業所数 100箇所以上 108箇所(100％)

達　成　度
　市内3中学校の2年生が3日間の職場体験学習を実施した。それぞれの事業所で有
意義な体験を行い，事後の発表会を実施した。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

体験日数 3日 ３日

事業名

事業内容
　市内中学2年生が市内及び近隣市の事業所において3日間の職場体験学習を行い，
社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる能力や職業観を育てる。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

地域と一体となったキャリア教育の推進

中学生を対象とした「わくわくWorking！（富里市職場体験学習）」の充実

小学生を対象とした「ゆめ・仕事ぴったり体験」の実施
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15 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成19年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

16 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成23年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

課題・改善点
　浩養幼稚園から浩養小学校へ入学する園児が少ないため，幼小の連携した取組を
児童自身がつながりのある活動としてとらえにくい。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　幼稚園から小学校までの発達段階を考慮した指導法に工夫が出てきて，小１プロ
ブレムなどの解消に役立っている。また，上級生が下級生や幼稚園児に温かく接す
る場面が増えてきた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

幼小連携の行事数 5回以上 8回（100％）

事業名

事業内容
　運動会やバザーなど様々な行事を通した幼稚園児と小学校児童の交流を図る。小
１プロブレムの解消や有効な幼小連携の在り方について研究する。その他，避難訓
練や秋祭りなどで交流を行う。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

幼稚園教育の充実

課題・改善点
　幼児教育専門の指導主事がいないため，専門性を高め，幼稚園の教育内容の充実
をさらに図っていく。
　園長会議の際，園内研修の進め方について検討してもらうように依頼した。

自己評価
総合評価

Ｂ

夏季研修会 １回 １回（100％）

達　成　度

　市内全幼稚園を訪問することにより，各幼稚園の防災教育や家庭との連携の視点
について把握することができる。避難訓練（不審者対応訓練）にも担当指導主事が
参加した。北総教育事務所指導室の幼稚園担当指導主事と特別支援担当指導主事が
訪問。学校教育課指導主事も同行し，園の教育課程，取り組み等を共有した。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

訪問回数 全幼稚園2回 全幼稚園2回（100％）

事業名

事業内容
　市内各幼稚園で授業を参観し，指導主事からの指導・助言を行う。今年度の重点
としては，防災教育，食育，家庭との連携について指導を行う。
　夏季の研修会において指導力及び事務処理能力の向上を図る研修を行う。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

幼稚園教育の充実

幼稚園教員の指導力向上研修

浩養幼稚園・浩養小学校を核とした幼小連携
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17 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成19年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

18 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成19年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点
　進学先の担任等がサポートファイルについての認識が低いと個人情報の取扱いに
問題が生じるため，各関係機関にライフサポートファイルの取扱いについて十分周
知する。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　保護者の利用が増え，子どもの状態の把握に役立っている。関係機関の連携がス
ムーズに行われている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

利用率 100% 35件（100％）

事業名

事業内容
　特別な支援を要する児童・生徒の保護者にライフサポートファイルを配付し，各
機関で受けた検査の結果や支援の状況を記録し，相談先や進学先で活用することに
より，子どもの状態を的確に把握し，スピーディーに対応する。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

特別支援教育の推進

ライフサポートファイルの活用

課題・改善点

　規模の大小にかかわらず，均一に２回実施しているため，要請訪問に応えられな
いこともある。
　訪問前の事前準備・調査等について，園・学校としっかり打ち合わせを行う必要
がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　幼稚園・保育園も含めてすべての園・学校で実施するため，特別支援に対する認
識が深まってきている。また，関係機関の連携も進んでいる。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

訪問回数 42回 ４２回（１００％）

事業名

事業内容
　特別支援の専門家チームによる巡回を市内全幼稚園，保育園，小・中学校で年間
2回実施し，特別支援教育の推進を図る。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

特別支援教育の推進

富里市特別支援教育専門員巡回支援事業（巡回相談）の実施
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19 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

20 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点 　発達相談の回数を増やすなど，市民のニーズに応えるようにしていく。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　発達相談は市民のニーズが高く，1か月先の予約になってしまうほどである。相
談員は単に相談に乗るだけでなく，学校と連携をとりながら包括的な支援に当たっ
ている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

相談の実施回数 96回 96回（１００％）

事業名

事業内容
　学習上の困難さや生活上の課題を抱えた児童・生徒及び保護者，担任の悩みや心
配を解消するために，月2回臨床発達心理士による相談業務を実施する。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

特別支援教育の推進

発達相談の実施

課題・改善点
　特別な支援を必要とする児童・生徒が増えており，複数配置の必要な学校があ
る。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　平成24年度から個別指導補助員を全小・中学校に配置することができた。個別指
導補助員はすべての授業時間に入り，特別な支援を要する子どもへの指導を行って
いる。平成２５年度からは複数配置校が１校ある。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

配置人数 12名 12名（100％）

事業名

事業内容
　特別支援学級に在籍する子どもや通常学級に在籍する特別な支援を要する子ども
に対してきめ細かな指導をするために，すべての小・中学校に個別指導補助員を配
置する。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

特別支援教育の推進

個別指導補助員の配置
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21 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成17年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

22 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成19年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点

　今年度は，小学校で増加傾向が見られるが，中学校については，微減である。原
因の中には怠学による本人の問題の他にネグレクト等家庭環境による課題が増えて
きている。子育て支援課や児童相談所等との連携がさらに必要であると同時に家庭
教育が重要である。

自己評価
総合評価

Ｂ

小・中学校別長欠率 小学校0.27%　中学校2.78% 小学校1.91％　中学校4.99％

達　成　度
　長欠担当者会議を年間3回開催し，長欠状況の分析と事例研究を行い，対応につ
いて検討することができた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

担当者会議開催回数 3回 ３回（100％）（３月末）

事業名

事業内容
　長欠担当者会議を年間3回開催し，長欠児童・生徒への対応について研修し，早
期対応に努める。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

不登校やいじめ等に対応する支援体制の確立

長欠者調査及び長欠担当者会議による早期対応

課題・改善点
　学校図書館を学習支援センター的に捉えると，学校図書館ＰＣに最新型の図書検
索ソフトを導入することが望ましい。

自己評価
総合評価

Ａ

図書利用アンケート 2回 2回（100％）

達　成　度 　購入図書についての共通理解や，市立図書館と学校の連携の強化に取り組んだ。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

学校図書館担当者会議（視察研修含む） 3回 ３回（100％）

事業名

事業内容
　学校図書館司書と各校の図書館担当教諭が連携し，図書室の環境整備や図書アン
ケートを実施し，その結果を授業に活用する取組や，ブックトリップを通して子ど
もたちの読書意欲の向上を図る。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

学校図書館の活用と読書活動の充実

学校図書館司書配置による読書活動の推進
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23 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成7年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

24 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成24年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点
　いじめは表面化しているものだけでなく，どこにでも起こりうるという前提に立
ち，早期発見・早期対応に努め，いじめの解消に努める。また，いじめを見抜く目
を養うことが重要であることから今後も教職員の研修を充実させていく。

自己評価
総合評価

Ｂ

生徒指導研修会の実施回数 5回 5回（100%）（3月末）

達　成　度
　いじめの早期発見・早期対応に向けていじめ調査や研修を行い，教職員の資質の
向上に努めた。また，相談窓口の周知や教育相談活動を充実した。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

いじめの件数 0件 小学校72件，中学校32件（3月末）


事業名

事業内容
　いじめの実態調査を行うとともに，未然防止のための教育相談や教員の研修を実
施する。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

不登校やいじめ等に対応する支援体制の確立

いじめ問題の実態把握と取組

課題・改善点

　通級対象の児童生徒がいるのにもかかわらず，通級児童生徒数がなかなか増加していかないのが課題であ
る。更に適応指導教室の周知を図り，不登校児童・生徒の通級数を増やしていくとともに，適応専門指導員と
学校との連携を緊密にする必要がある。また，保護者や対象児童生徒の自主性に任せるだけでなく家庭訪問を
して働きかけていく必要性を感じる。それには家庭訪問相談をする人員が必要である。

自己評価
総合評価

Ｂ

学校復帰数 10名 0名（0％）

達　成　度
　平成24年度は，小学生3人が通級し，調理実習などを多く行い，自己有用感を持
たせた居場所づくりとなった。平成２５年度は，３月現在中学生４名が通級してい
る。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

通級児童・生徒数 10名 4名（40％）

事業名

事業内容
　適応指導教室で不登校の児童・生徒の居場所づくりを行うとともに，学校復帰に
向けての取組を行う。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

不登校やいじめ等に対応する支援体制の確立

適応指導教室（ふれあい教室）
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25 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

26 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点
　個別研修が特定の教科に偏る傾向があり，各教科指導員の派遣回数に差が出ている。講師依頼を
すると同時に，学校を空けることになるので，研修開催日について十分な配慮が必要。5年目以下教
員の人数が増加傾向にあるので教科指導員制度のあり方についても今後検討が必要である。

自己評価
総合評価

Ｂ

授業研修講師派遣 34回 34回（100％）

達　成　度
　5年目以下個別研修講師や初任者向けの授業力アップ実践研修の講師として，若
年層教員の授業力向上に大変役立っている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

富里市教科指導員会議 1回 1回（100％）

事業名

事業内容
　市内小・中学校教諭18名を教科指導員に任命し，研修会に講師として派遣するこ
とや，初任者及び若年層教員への模範授業の公開を実施する。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

教職員の資質の向上

教科指導員制度の充実

課題・改善点
 いじめの深刻化やいじめから不登校へつなげないためにも早期発見・早期対応が重要であり，小学校にもス
クールカウンセラーや教育相談員が必要である。教育相談室への来室及び電話による相談体制についても改善
を図っていく必要がある。

自己評価
総合評価

Ｂ

相談件数 30件 25件（83％）（3月末）

達　成　度
　教育相談室は週２回（水・日）２名の相談員により相談活動を行った。来室及び
電話相談の対応で，相談件数はなかなか増加していない。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

相談員数 2名 2名（100%)

事業名

事業内容
　課題を抱える保護者や児童・生徒に早期に対応するため教育相談員を配置し，教
育相談活動を行う。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

不登校やいじめ等に対応する支援体制の確立

教育相談の実施
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27 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

28 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成16年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点
　開設講座の追加及び変更が望まれる。講師の選定を検討していく。夏季に実施している他の研修
と併せて，内容の精選が必要である。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　保護者対応・コミュニケーション能力向上・読書好きを育てる指導・特別支援教
育・ＩＣＴ活用・食育の6講座において，専門の外部講師を招き，市教職員全体の
力量を高めることができた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

夏季研修会 6講座 6講座（100%）

事業名

事業内容
　市立幼稚園及び小・中学校の教職員が，6講座のいずれかにおいて専門的な研修
を受けることで，実践的な指導力の向上を図る。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

教職員の資質の向上

教職員夏季研修会

課題・改善点 　今後の5年目以下教員の増加に伴う研修形式や回数の変更が課題である。

自己評価
総合評価

Ａ

全体研修（講義・授業見学等） 6回 6回（100％）

達　成　度
　今年度の対象教員は34名で，個別研修や全体研修を通して，各々の教職員として
の力量を高めることができた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

個別研修（授業展開） 34回 34回（100％）

事業名

事業内容
　市内の5年目以下教員を対象に，各自のもつ教育的課題を追求する機会を与え，
若年層教員の資質・指導力の向上を図る。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

教職員の資質の向上

５年目以下の教員研修
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29 分　類 基本目標 １・２ 所　管 教育総務課

開始年度 平成25年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 終了

30 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

課題・改善点
　ボランティアの有効的な活用を図る上での組織編成や講師を依頼するに当たって
の人材の確保が課題である。また，学校への支援体制を充実させ，地域の教育資源
を積極的に有効活用していく。

自己評価
総合評価

A

達　成　度

　各学校ごとに事業の達成度評価が行われて報告されており，概ね年間計画どおり執行されている。
　事業例としては，外部講師を活用して読書活動や外国語活動等を推進した。読書活動においては，読書冊数
や時間の増により，豊富な発想力や表現力が育まれるなどの効果が表れている。また，外国語活動では，ALTな
どの活用により，英語に親しみを持つ児童・生徒が増加している。その他，地域の人々や文化との関わりを大
切にした体験活動，高校生を交えた異年齢交流などが実施されている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

事業実施幼稚園，小・中学校 3園11校 3園11校（100％）

事業名

事業内容
　地域に開かれた信頼される学校づくりを目指して，校長・園長に予算的裁量権を
付与し，学校及び幼稚園の自主性，自律性に基づき，充実した特色ある教育活動を
展開できるよう各学校の計画に対しての活動を支援する。

１　学校教育の充実

重点項目
（２）地域に開かれた信頼される学校づくり

開かれた学校づくり

特色ある学校づくり事業の推進

課題・改善点
　検討委員会からの答申趣旨を踏まえ，関係施策を進め富里市立学校の教育環境の
整備及び学校教育の充実に努める。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　学校の適正配置について，①3中学校区体制の維持について②複式学級の解消，
学校統合の必要性について③南部地域の小学校適正配置について諮問し答申を得
た。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

会議の回数 5回 5回（100％）

事業名

事業内容

　富里市小中学校の適正配置に係る基本方針を策定するにあたり，学識経験者や市
民代表等から広く意見を聴取し検討するため，富里市学校適正配置検討委員会を設
置し，学校適正配置の在り方・取り組み方・その他必要事項について調査及び検討
を行う。

２　学校教育の充実

重点項目
（２）地域に開かれた信頼される学校づくり

学校の適正配置

学校適正配置検討委員会の設置
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31 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成15年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

32 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成15年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

課題・改善点

　学校評価調査結果から学校が楽しい，また，学校行事等でも適切に計画され積極的に活動してい
ると答えた結果は９割以上と高い値を示しているが，個々の能力，特性に応じた授業や家庭学習の
面においては，改善の必要ありという結果が出ている。今後も学習面での取組に工夫・改善を行っ
ていかなければならないことが大きな課題といえる。

自己評価
総合評価

Ｂ

学校関係者評価の実施と公表 3園11校 3園11校（100％）

達　成　度
　平成24年度末調査の結果，義務である自己評価についてはすべての幼稚園，小・
中学校で実施し公表している。努力義務である学校関係者評価についても全幼稚
園，全小・中学校で実施している。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

自己評価の実施と公表 3園11校 3園11校（100％）

事業名

事業内容
　地域に開かれ，信頼される学校づくりを進めていくことを目的として，各園・小
中学校において学校評価を実施し，学校(園）の改善に努める。

１　学校教育の充実

重点項目
（２）地域に開かれた信頼される学校づくり

開かれた学校づくり

学校評価の実施と情報提供

課題・改善点

　制度の趣旨を踏まえ，保護者や地域住民等の中から幅広く多様な意見が得られるよう，人数や職種等を考慮
し，バランスの良い選出が望ましい。
　学校運営に対するビジョン，学校の教育目標を，より明確にし，情報を提供することで学校評議員制度を生
かしていく。

自己評価
総合評価

Ａ

学校評議員会議開催回数 1回／学期 1回／学期（100％）

達　成　度
　学校評議員の意見や協力を得ることにより，各学校の教育活動に多くの進展が見
られている。学校と地域のパイプ役，地域情報の収集，地域団体との連携など，目
に見えない形での支援や協力が地域ぐるみの教育を充実させている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

学校評議員設置校 11校 11校（100％）

事業名

事業内容
　地域に開かれた学校づくりを推進する観点から，学校評議員を置き，学校や地域
の実情に応じて，学校運営に関し，保護者や地域住民等の意向を把握・反映しなが
らその協力を得るとともに，学校としての説明責任を果たしていく。

１　学校教育の充実

重点項目
（２）地域に開かれた信頼される学校づくり

開かれた学校づくり

学校評議員制度の充実
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33 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成20年度

必要性 有効性 効率性 方向性

中程度 中程度 中程度 継続

34 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成15年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

課題・改善点
　今後も，計画的に連携を推進していくとともに，互いの学習活動を参観する等の
交流も視野に入れて推進計画を練り直していく。

自己評価
総合評価

Ｂ

幼小連携推進会議 年間１回 年間１回(100％）

達　成　度
　年度当初に計画した事業については，計画どおり実施している。生徒指導や学習
面についての共通理解を図ることができた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

幼・小・中生徒指導会議の実施 年間１回 年間１回(100％）

事業名

事業内容
　幼稚園及び小・中学校の連携を促進するため，それぞれの職員が子どもたちに関
する情報を交換し，学習活動等を連携して支援する。

１　学校教育の充実

重点項目
（２）地域に開かれた信頼される学校づくり

開かれた学校づくり

小・中連携と学校間交流の推進

課題・改善点 　登録体制の見直しが必要である。

自己評価
総合評価

Ｂ

学校支援ボランティア活用状況 個人200人，団体20団体 個人233人（100％），団体12団体（60％）

達　成　度
　ボランティア募集を広報した。各学校で様々な教育活動や環境整備に活用してい
る。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

学校支援ボランティア登録者数 個人250人，団体25団体 個人318人（100％），団体12団体（48％）

事業名

事業内容
　学校の教育活動や環境整備について，保護者及び地域の人材がボランティアとし
て活動することを支援する。

１　学校教育の充実

重点項目
（２）地域に開かれた信頼される学校づくり

開かれた学校づくり

学校支援ボランティア活用の推進
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35 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成8年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

36 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 昭和48年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点

　二つに分かれた両調理場は，年月を経て建物や設備の老朽化が著しく，その影響
は現在の学校給食衛生管理基準への適合を難しくさせ，施設の衛生管理の低下を招
いている状況である。このため平成26年度秋の稼働へ向け，新しい学校給食施設工
事を進めている。

自己評価
総合評価

Ａ

食品細菌検査の実施回数 年2回 2回(100%)

達　成　度 　学校給食衛生管理基準を遵守し，安心・安全の徹底はなされている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

検便細菌検査の実施回数 年24回(月2回) 24回(100%)

事業名

事業内容
　学校給食に使用する食材について，信頼できる業者から購入し，納品時の検収の
徹底に努め，食材や調理器具等の細菌検査を定期的に実施する。

１　学校教育の充実

重点項目
（３）学校保健・給食の充実と食育の推進

安全でおいしく楽しい給食の充実と食に関する指導の推進

安全な食材選びと衛生管理の徹底

課題・改善点
　生活習慣病を予防するためには小児期によい生活習慣を身につけることが必要な
ことから，検査結果をもとに生活習慣の改善策や予防策の指導を行っているが家庭
の協力も必要不可欠なことから，家庭への周知に力を入れる必要がある。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度 　要観察者に対し，生活習慣改善の指導をしている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

検査結果活用校 3校 3校（100％）

事業名

事業内容
　中学2年生を対象に，総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪の値を測
定し，その結果を基に食生活及び生活習慣の改善を指導し，小児生活習慣病の予防
に努める。

１　学校教育の充実

重点項目
（３）学校保健・給食の充実と食育の推進

社会の変化に応じた子どもの健康管理

小児生活習慣病検診の実施
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37 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 昭和48年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

38 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 昭和48年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

課題・改善点
　食育授業は，平成26年度も小学校を重点的に実施し，その内容を次年度以降に中
学校も含めた授業プログラムに反映できるよう進めていく。

自己評価
総合評価

Ｂ

給食だより等の配布物 約57,500枚 57,500枚(100%)

達　成　度
　「富里市教育委員会食育推進プラン」に基づき食育を推進しており，プランに
沿った栄養士の授業は概ね好評である。また，既存の広報媒体（給食だより・献立
表）を用いて，食に対する意識を高めて適切に指導を行っている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

食育指導等の回数 132回 132回(100%)

事業名

事業内容

　児童・生徒を対象に朝ごはんの重要性，食事のマナー，好き嫌いをなくすことや
生活習慣病予防などをテーマに，発達段階や学習内容を考慮して系統的な食育の授
業を行うほか，食を通じて地域等を理解することや食文化の継承など食に関する指
導を行う。

１　学校教育の充実

重点項目
（３）学校保健・給食の充実と食育の推進

安全でおいしく楽しい給食の充実と食に関する指導の推進

学校・給食センター・地域の連携による食に関する指導の充実

課題・改善点
　食材の選定方法は，基本的に市内産，県内産，国内産の順としている。購入経費
と安心・安全とのバランスを適切に考えながら，米以外の食材についても更に活用
を図っていく。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　主食の一つである米飯については，米飯日に富里産コシヒカリをすべて使用して
おり，その他の生鮮野菜なども地元産を積極的に活用している。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

富里米の使用回数
(米飯日) 95回 95回(100%)

事業名

事業内容
　豊かな農産物に恵まれている富里市の利点を生かし，新鮮で生産者の顔の見える
地場産品を給食へ積極的に活用する。

１　学校教育の充実

重点項目
（３）学校保健・給食の充実と食育の推進

安全でおいしく楽しい給食の充実と食に関する指導の推進

地場産品の活用の拡大
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39 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 昭和48年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 中程度 継続

40 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成23年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点
　当該事業については，調理施設としての特殊性・専門性，建設工事にかかる設計
や財源としての補助金・起債等の申請など業務が多岐にわたっているため，組織を
横断しての協力体制を必要とする。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　平成25年度は前年度から継続の実施設計業務の終了に伴い，平成26年度への継続
として10月より改築工事を着工した。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

平成２５年度の各種関連業務の執行率 100% 100%

事業名

事業内容
　学校給食センター第一調理場・第二調理場は，共に老朽化が著しく，また現在の
学校給食衛生管理基準への適合や調理等業務の効率を考え，両調理場を統合する。

１　学校教育の充実

重点項目
（３）学校保健・給食の充実と食育の推進

安全でおいしく楽しい給食の充実と食に関する指導の推進

学校給食センター施設統合事業

課題・改善点
　残菜率の低下には学校給食センターからのアプローチのほか，学校での給食時間
の適切性，家庭での食事の在り方など，学校と家庭を含めた連携が必要と思われ
る。また学校給食センター施設統合事業の中でも処理方法について検討した。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　給食の残菜については，献立に創意工夫をこらすなど実情に沿ったメニュー作り
を心掛けている。また，食育の指導などで小・中学校などと連携を図り，残菜率の
低下に取り組んでいるが，効果が表れにくい。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

給食の残菜率 20% 21%

事業名

事業内容
　給食の残菜について，残菜率の減少及び残菜の処理方法を含めて多角的に検討す
る。

１　学校教育の充実

重点項目
（３）学校保健・給食の充実と食育の推進

安全でおいしく楽しい給食の充実と食に関する指導の推進

給食残菜問題への取組
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41 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 平成19年度

必要性 有効性 効率性 方向性

中程度 中程度 中程度 継続

42 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 －

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点
　災害時における学童クラブとの連携について，初めて話し合いの場を設け，課題
や問題点について学校ごとに協議を行った。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度 　防災マニュアルを作成し，市立幼稚園，小・中学校で防災訓練を実施した。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

防災マニュアルの作成と避難訓練の実施 全幼稚園，小・中学校で実施
小・中で実施（年間2回から3回）幼稚園は，毎月実施してい
る。（100％）

事業名

事業内容
　地震や風水害等の災害に対する意識を高めるため，避難訓練等の防災教育の充実
を図る。

１　学校教育の充実

重点項目
（４）安全・安心な教育環境の整備

幼児・児童・生徒の安全確保

防災教育の充実

課題・改善点
　全市的に提供したい情報について，市の防犯・防災メールを活用し，教育委員会
より情報の発信をおこなえるようにした。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　各学校において「まちcomi」システムへの切り替えが行われたことで，経費の抑
制及び充実したサポートを受けることができた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

「まちcomi」への切り替え率 100% 100%

事業名

事業内容
　成田警察署等から発信される不審者情報をはじめとした地域の安心・安全に関す
る情報の配信について，平成23年度までは，学校情報共有システムを使用していた
が，新たな配信システムである「まちcomi」への切換を進めた。

１　学校教育の充実

重点項目
（４）安全・安心な教育環境の整備

幼児・児童・生徒の安全確保

情報共有システムの活用
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43 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 －

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 中程度 継続

44 分　類 基本目標 １・２ 所　管 教育総務課

開始年度 平成19年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

課題・改善点
　児童・生徒の安全性を確保するために耐震化の工事を極力早期に完了させる必要
がある。

自己評価
総合評価

Ａ

耐震設計の実施 1施設 1施設（100％）

達　成　度
　富里南小学校校舎耐震補強工事を行った。耐震化率96.6%
　洗心小学校校舎耐震補強工事の実施設計を行った。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

耐震工事の実施 1施設 1施設（100％）

事業名

事業内容 　耐震化を必要とする学校施設が9施設あり，耐震化計画に基づき整備を進める。

１　学校教育の充実

重点項目
（４）安全・安心な教育環境の整備

学校施設の整備充実

学校施設耐震化の推進

課題・改善点 中学校においても全校実施できるよう働きかけていく必要がある。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　全幼稚園・小学校において防犯教室を実施した。成田警察署にも協力を依頼し，
可能な範囲で署員を派遣していただいた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

防犯教室の実施 全幼稚園・小学校・中学校で実施
全幼稚園・小学校で実施。
中学校は３校中２校実施。

事業名

事業内容 　防犯意識を高めるため，幼稚園・小学校・中学校において防犯教室を開催する。

１　学校教育の充実

重点項目
（４）安全・安心な教育環境の整備

幼児・児童・生徒の安全確保

学校と地域との連携による防犯教室の実施
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45 分　類 基本目標 １・２ 所　管 教育総務課

開始年度 平成19年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

46 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

中程度 高い 中程度 継続

課題・改善点
　利用者からの好評を得ていることから，利用拡大のため市民に対し更なる事業の
周知を図るとともに講習会の充実や他事業との連携による講師の発掘を図る。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　平成25年9月末現在の利用は5回であるが，利用者からは好評を得ることができ
た。また，講師のスキルアップを図るため，アシスト事業登録者を対象とした講師
講習会を開催した。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

利用回数 10回 5回（50％）

事業名

事業内容
　市が推進する「いつでも，どこでも，だれでもが，ともに学びあう街づくり」を
目指して個人が習得した技術・知識を埋もれさせることのないようにボランティア
講師として登録を促し，登録された講師を必要としている市民，団体へ紹介する。

２　生涯学習の推進

重点項目
（１）時代の変化に即応した学習機会の提供と学習の成果が生かされる場の提供

生涯を通じた学習環境の充実及び生涯にわたって学んだ成果を生かす環境づくりの推進

生涯学習アシスト事業の推進

課題・改善点
　見落としがないように点検する。危険箇所が発見されしだい早急に対応する必要
がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度 　学校が実施する遊具の安全総合点検に立会い，協力して確認した。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

遊具安全点検の実施 3園11校 3園11校（100％）

事業名

事業内容
　遊具等を点検し，安全性を確認するとともに，危険な遊具については撤去や修繕
を行う。

１　学校教育の充実

重点項目
（４）安全・安心な教育環境の整備

学校施設の整備充実

遊具の安全点検の充実
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47 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

48 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成１9年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 中程度 継続

課題・改善点
　ラジオ体操の普及のためには，子ども会や地域の協力が必要である。
　また，標語コンテストについても，公民館利用団体等に対し応募を呼びかけるこ
とにより，一般の部の応募者数の増加を図る。

自己評価
総合評価

Ａ

生活リズム向上標語コンテスト 120人 157人（100％）

達　成　度
　ラジオ体操，生活リズム向上標語コンテストともに，市内各小学校に児童数分の
チラシを配布するなど周知を図った結果，多数の児童からの参加があった。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

夏休み期間中の朝のラジオ体操表彰者数 160人 205人（100％）

事業名

事業内容
　子どもたちの生活リズム向上を目的に，「早寝・早起き・朝ごはん」運動の一環とし
て，夏休み朝のラジオ体操の普及や生活リズム向上標語コンテストを実施する。

２　生涯学習の推進

重点項目
（２）学校・家庭・地域の連携強化による教育・学習の充実

学校・家庭・地域のみんなで子どもを育てる環境づくりの推進

子どもの生活リズムの向上「早寝・早起き・朝ごはん」の推進

課題・改善点
　平成25年度も定員を超える申込みがあったが，受講者のほとんどが前年度受講者
である。幅広く多くの方にセミナーを受講してもらうために，新規の受講者を増や
すための申込方法などについて工夫する必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　平成24年度の受講生にもカリキュラム作成時に意見を聴き，受講生の感想，希望
を取り入れた受講内容としている。平成24年度の満足度も高かったが，本年度の内
容についても好評を得られた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

受講者数 40人 40人(100％)

事業名

事業内容
　急速な社会環境の変化に順応することができるよう能力を高め，併せて生涯現役
で市の推進する協働のまちづくりに協力いただき，生き生きとした生活を送れるよ
う，成人を対象に学習の場を提供する。

２　生涯学習の推進

重点項目
（１）時代の変化に即応した学習機会の提供と学習の成果が活かされる場の提供

生涯を通じた学習環境の充実及び生涯にわたって学んだ成果を生かす環境づくりの推進

創年セミナーの内容の改善
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49 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成20年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

50 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 昭和39年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続
自己評価

総合評価

Ｂ

達　成　度
　新入園生・新入学児童・生徒を持つ保護者を対象として「全員家庭教育学級生」
を提唱し，1,523名の学級生が在籍した。

課題・改善点
　平成25年度の家庭教育学級の修了者は224名であった。
　より多くの保護者が参加できるようそれぞれの家庭教育学級と連携し活動日等を
配慮する必要がある。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

全学級実施回数 84回 84回（100％）

事業名

事業内容

　昨今の少子化や核家族化・都市化等社会情勢の変化により，親にとって子育ての
負担感が増し，問題を一人で抱え込み，孤立化する親が見られることから，各幼稚
園及び小・中学校に家庭教育学級を開設し，子育ての仲間づくりの場となる学習機
会の提供に努める。

２　生涯学習の推進

重点項目
（２）学校・家庭・地域の連携強化による教育・学習の充実

学校・家庭・地域のみんなで子どもを育てる環境づくりの推進

家庭教育の充実

課題・改善点
　放課後子ども教室の計画を進めていくため，学校・家庭・地域との連携を一層深
めていく必要がある。今後，この取組がさらに広まるよう，各地区や学校関係者へ
情報提供に努めていく。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　それぞれの放課後子ども教室において，各学校の地域特性を生かし，様々な文化
活動やスポーツ体験などを通して，子どもたちが心豊かで健やかに育まれる環境を
提供することができた。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

3校で実施（浩養小・洗心小・富里第一小） 16日間 16日間（100％）

事業名

事業内容

　子どもたちが，地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため，
地域の方々との協働により，子どもたちの学習やスポーツ・文化活動への支援，地域との
交流活動等を行った。洗心小学校では10月～11月中旬に，浩養小学校では9月上旬から11月
上旬において，また，富里第一小学校では１月中旬から２月中旬に実施した。

２　生涯学習の推進

重点項目
（２）学校・家庭・地域の連携強化による教育・学習の充実

学校・家庭・地域のみんなで子どもを育てる環境づくりの推進

放課後子ども教室の推進
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51 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成１9年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 中程度 継続

52 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成17年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 中程度 継続

２　生涯学習の推進

重点項目
（２）学校・家庭・地域の連携強化による教育・学習の充実

地域産業や歴史文化などを学ぶ子どもへの支援

事業名 歴史ウォーキング等の「ふるさと学習」の実施

事業内容
　富里の歴史に触れる機会として，平成19年度から歴史ウォーキングを行ってきた
が，平成22年度からは地域産業への理解を深めるため，農園等への訪問を行う。さ
らには，富里の民話を大型紙芝居で紹介する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

参加者数 40人 51人（100%）

達　成　度
　今年度は，野菜収穫体験を11月下旬に，旧岩﨑家末廣別邸の見学及び岩﨑久彌氏
の生い立ちについての学習を1月下旬に実施した。参加者からは好評を得ることが
できた。

課題・改善点
 参加者を増やすため，幅広い周知の他に，児童が参加しやすいよう開催日につい
て配慮するとともに，参加者の興味を引くように内容を工夫する必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

２　生涯学習の推進

重点項目
（２）学校・家庭・地域の連携強化による教育・学習の充実

国際化社会に対応する子どもへの支援

事業名 「とみさとザ・ワールド・キッズ」＆「英語ふれあいＤａｙ」推進事業の実施

事業内容

　国際対話能力の涵養と，異文化に対する理解を深めることなどを目的として，平
成17年度から「とみさとザ・ワールド・キッズ」を実施している。また，平成20年
度から実施している「英語ふれあいDay」においては，日ごろの成果を生かした，
外国人との交流や英語で自分の考えを発表する場を提供する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

「とみさとザ・ワールド・キッズ」実施小学校区 6小学校区 3小学校区（50％）

「英語ふれあいDay」関連行事においての参加者の満足 85% 95.8%

達　成　度

　「とみさとザ・ワールド・キッズ」は，富里小・富里南小・日吉台小学校の3小学校区で運営委員
会方式により開催した。「英語ふれあいDay」事業については，8月に小学生高学年を対象とした英
語キャンプを実施した。1１月には，子どもから大人まで参加できる英語スピーチパフォーマンスコ
ンテスト，2月には低・中学年を対象とした外国人との交流会を実施した。

課題・改善点
　「とみさとザ・ワールド・キッズ」については，運営委員の募集を行ったが，運
営委員会設立は3小学校区にとどまった。今後も運営委員の確保が課題となる。

自己評価
総合評価

Ｂ
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53 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 昭和38年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

54 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成15年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 中程度 継続

２　生涯学習の推進

重点項目
（３）青少年の健全育成の推進

心豊かで思いやりのある青少年の育成

事業名 青少年相談員活動の推進

事業内容
　青少年相談員連絡協議会の主催事業として,「親子へらぶなつり大会」や「少年
少女綱引き・ドッジボール大会」を開催する。また，それぞれの小学校区では,体
験活動や防犯パトロールを通じ青少年健全育成活動を行う。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

「親子へらぶなつり大会」参加者数 55組 39組（71％）

「少年少女綱引き・ドッジボール大会」参加者数 260人 275人（100％）

達　成　度
　青少年相談員連絡協議会主催事業のほかに，各小学校区において体験活動の主
催，防犯パトロールの実施及び地域行事への参加などを通じて，地域ぐるみでの青
少年健全育成活動の中核をなしている。

課題・改善点
　青少年相談員は，区長からの推薦により県知事と市長が委嘱しているが，地域に
よって活動に対する認識に温度差がある。より広く周知し，市民の理解を深める必
要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

２　生涯学習の推進

重点項目
（３）青少年の健全育成の推進

心豊かで思いやりのある青少年の育成

事業名 社会環境浄化活動の推進

事業内容
　青少年の非行防止や犯罪被害を防ぐため，有害広告物等の撤去を毎月1回，警察
や他部局と連携して実施する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

　有害広告物等の撤去作業（生涯学習課実施分） 9回 9回（100％）

達　成　度
　毎月1回，警察や他部局と連携して，有害広告物の撤去を実施し，環境の浄化に
努めた。

課題・改善点
　有害広告物を撤去するだけでなく，警察との連携のもと，有害広告物設置の防止
を図る必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ
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55 分　類 基本目標 １・３ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成24年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

56 分　類 基本目標 １・３ 所　管 図書館

開始年度 平成14年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

２　生涯学習の推進

重点項目
（４）生涯学習の拠点となる社会教育施設の整備充実

公民館の充実

事業名 施設の整備充実

事業内容
　公民館講堂の空調設備の整備工事及び経年劣化している電源設備の一部更新を行
うなど，老朽化した施設・設備の更新・改修を計画的に行い，安定した公民館運営
を図る。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

工事件数 3件 ４件（100%）

達　成　度
　公民館棟吸収冷温水機整備工事，雨樋修繕工事，電源設備1号柱設置不良修繕工
事，講堂・舞台照明調光装置改修工事を実施した。

課題・改善点
　老朽化の影響で，更新が必要な箇所が多数発生しており，中には緊急を要するも
のも含まれている。公民館利用に支障のないよう，計画的に整備・更新をする必要
がある。

自己評価
総合評価

Ａ

２　生涯学習の推進

重点項目
（４）生涯学習の拠点となる社会教育施設の整備充実

図書館資料等の整備及び図書館機能の充実

事業名 図書館資料等の整備

事業内容
  市民の学習活動等を適切に援助するため，新刊図書及び雑誌の確保，視聴覚資料
など収集資料の整備に努める。自館に所蔵していない資料は，他の図書館との連
携・協力により資料の整備に努め，有効かつ迅速なサ－ビスと資料提供を行う。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

図書の蔵書数 178,000冊 181,033冊（100％）

達　成　度
  平成24年度末より4,907冊増となった。また，年間入館者は前年度並みに推移し
ているが個人貸出冊数については，減少傾向にある。

課題・改善点
  収集方針に基づき効率的・効果的に利用者のニーズにあった資料選定を行い，限
りある資料購入費を有効に活用する。今後も，利用者のニーズを把握しながら，適
切な資料や情報提供が行えるよう整備に努める。

自己評価
総合評価

Ａ
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57 分　類 基本目標 １・３ 所　管 図書館

開始年度 平成14年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

58 分　類 基本目標 １・３ 所　管 図書館

開始年度 平成14年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

２　生涯学習の推進

重点項目
（４）生涯学習の拠点となる社会教育施設の整備充実

図書館資料等の整備及び図書館機能の充実

事業名 ＩＴ化の推進

事業内容

  資料及び情報の提供に当たり，図書館のホ－ムペ－ジを利用した図書の予約をは
じめ，貸出図書の確認や予約本のメ－ル連絡，携帯電話からの図書の予約システム
など，図書館のホ－ムペ－ジ機能の強化を行っている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

ホームページのアクセス件数 90,000件 91,622件（100%）

インターネットからの予約冊数 4,100冊 10,312冊（100%）

達　成　度
  前年度並みに推移しているが，インターネットから予約される資料の冊数は年々
増加傾向にある。

課題・改善点
  システムの改善には，予算を伴うものがほとんどであるが，必要性を考慮しなが
ら優先度を判断し，ホームページを充実するなどして，利用促進に繋げていく。

自己評価
総合評価

Ａ

２　生涯学習の推進

重点項目
（４）生涯学習の拠点となる社会教育施設の整備充実

図書館資料等の整備及び図書館機能の充実

事業名 子ども向け事業の充実

事業内容

  子どもの読書活動は，子どもが言葉を学び，感性を磨き，表現力を高め，創造力
を豊かなものにし，人生をより深く生きる力を身に付ける上で欠くことができない
ものであり，この時期での読書習慣や図書館の利用習慣に繋がる事業を行ってい
る。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

ブックトリップ事業の達成者 700名 765名（100%）

達　成　度
　ブックトリップ事業は，今後も学校と連携を密にし，子どもの読書意欲の向上を
図りながら，図書館や図書室の利用が生活の一部として習慣化されるよう継続す
る。

課題・改善点
　毎年達成者人数は増加しているが，小学生に対し中学生の伸びが微増である。今
後は達成割合で見直しを検討し改善する。

自己評価
総合評価

Ａ
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59 分　類 基本目標 １・３ 所　管 図書館

開始年度 平成15年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

60 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 昭和42年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

２　生涯学習の推進

重点項目
（４）生涯学習の拠点となる社会教育施設の整備充実

図書館資料等の整備及び図書館機能の充実

事業名 ボランティアの育成・支援

事業内容

  ボランティア活動を通して，地域社会へ貢献しようとする住民と協働し，よりよ
い図書館づくりを実現するために，従来の読み聞かせボランティアに加えて新たに
図書館ボランティアを発掘し，育成を行っている。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

読み聞かせボランティア参加数 16名 16名（100%）

書架整理ボランティア参加数 8名 7名（87.5％）

達　成　度
  書架整理ボランティアが平成24年度より1名減少したが，定期的に募集を行った
結果，関心をもっていただける方が徐々に増えてきていると思われる。また，秋季
に募集を行ったが4名のボランティアの参加があった。

課題・改善点
  若年層にも図書館活動への理解を深めてもらうために裾野の拡大として，今後も
高校生にも呼びかけていきたい。

自己評価
総合評価

Ａ

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（１）文化の振興

文化の創造

事業名 文化祭等の文化活動発表の場の充実

事業内容
　自立した活動を行う文化団体や個人に対し，活動成果発表の場として市文化祭を
開催する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

来場者数 1,000人／日 644人／日（64.46％）

達　成　度
　文化祭の開催日が，昨年度に比較して2日短かったことから，来場者数は目標を
達成できなかったが，旧岩崎家末廣別邸国登録有形文化財記念シンポジウムを開催
するなど，時期を得た企画を実施した。

課題・改善点
　依然，若年層の参加者，来場者数が少ないことから，この層を取り込むための方
策を考える必要性がある。

自己評価
総合評価

Ａ
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61 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成20年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

62 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 昭和55年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（１）文化の振興

文化の創造

事業名 芸術作品鑑賞機会の創出

事業内容
　富里市内及び近隣市町に在住する芸術家の作品を展示し，これら芸術家の存在を
広く市民に伝えるとともに，質の高い芸術作品の鑑賞機会を創出する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

来場者数 1,000人 3,126人（100％）

達　成　度
　目標を大幅に超える来場者数があった。加えて，本年度も他市町に在住する芸術
家が多数来場した。本芸術鑑賞事業の存在が芸術家たちにも認知され始めたものと
評価できる。

課題・改善点
　回数を重ねるごとに他市町からの来場者も増えており，展示施設に対する要望が
多く寄せられるようになってきているが，他に適した会場がないことから，工夫を
凝らして対応をして行くこととしたい。

自己評価
総合評価

Ａ

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（１）文化の振興

文化資源の保守

事業名 無形民俗文化財継承事業への支援

事業内容
　市指定文化財である「久能獅子舞」及び「中沢麦つき踊り」両保存会の継承活動
事業に対し，経費の一部を補助して活動を支援する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

活動回数 各2回 2回（100％）

達　成　度 　両保存会とも，年次計画に則り継承活動などが実施されている。

課題・改善点
　市指定無形民俗文化財である「武州ばやし」については現在活動を休止中であ
り，活動再開に向け働きかけていく。

自己評価
総合評価

Ａ
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63 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 －

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

64 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 昭和49年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（１）文化の振興

文化資源の保守

事業名 有形文化財の保護

事業内容
　歴史的価値の高い未指定文化財を市指定文化財とし，文化財保護意識の高揚を図
る。また，修復や劣化抑制措置を講じて有形文化財の保護・保存を実施する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

指定文化財件数 ３件増 0件（0％）

達　成　度
　平成25年度においては，指定の意向があった物件に対して文化財審議会で実見を
行なったが，申請者の都合により，申請が見送られた。

課題・改善点
　指定化の望まれる文化財が存在していることから，所有者と協議の整った文化財
から順次指定化を実施していく。また，修復の必要な文化財については必要な措置
を講じていく。

自己評価
総合評価

Ａ

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（１）文化の振興

文化資源の保守

事業名 埋蔵文化財の保護

事業内容
　開発行為に伴って未発掘の可能性がある遺跡について，現状保存ができるように
事業主と協議し，現状保存が困難な場合には発掘調査を実施して遺跡の記録保存に
努める。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

文化財包蔵地確認件数 180件 200件（100％）

達　成　度
　包蔵地確認の結果，開発区域内に遺跡が所在した場合には確認調査を実施した。
また，本調査が必要な場合には，事業者と協議し，埋蔵文化財が適切に保護される
よう努めた。

課題・改善点
　所在地確認業務と遺跡情報の一元化を図るため，文化財地理情報システムを構
築，平成26年度から活用する。

自己評価
総合評価

Ａ
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65 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 中程度 継続

66 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 －

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（１）文化の振興

文化資源の保守

事業名 各種文化財の実態調査

事業内容
　埋蔵文化財以外の文化財のうち，最も数が多いと考えられ，詳細な調査が実施さ
れていない石造物等について，数量や種類などの基本的事項を調査する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

地区 七栄，十倉地区 七栄地区（60％）

達　成　度
　七栄地区の聞き取り調査の遅れから十倉地区の聞き取り調査については実施でき
なかった。

課題・改善点
　前年度調査のまとめが捗らず，聞き取り調査との両立が出来なくなってきてい
る。事業完了予定年度での終了は極めて難しい状況にあり，完了年度の延長を視野
に入れる必要性がある。

自己評価
総合評価

Ｃ

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（１）文化の振興

文化資源の活用

事業名 文化財を活用した学習支援

事業内容
　市内で出土した様々な埋蔵文化財や寄贈された民具，蒐集した写真史料を活用し
た郷土の歴史教育支援を行う。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

学習支援回数 ３回 ６回（100％）

達　成　度
　「ふるさと学習」，「市内巡検」，「文団連市内遺跡巡り」をそれぞれ1回，創
年セミナー講師2回，旧岩崎家別邸小学生見学1回を実施した。

課題・改善点
　日吉台小学校の余裕教室を活用した民俗文化財展示室については，学習に利用す
る学校が少ないため，利用率の向上を目指す。

自己評価
総合評価

Ａ
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67 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 昭和53年度

必要性 有効性 効率性 方向性

中程度 中程度 中程度 継続

68 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 平成22年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（２）スポーツの振興

生涯スポーツ体制の整備

事業名 スポーツ推進委員の資質向上のための研修会等への参加

事業内容
　スポーツ推進委員が研修会・講習会へ積極的に参加することにより，時代のニー
ズに即したニュースポーツの習得や適切な指導方法の研鑽を図る。また，市民から
の要請に応じた指導やスポーツの普及に努める。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

研修会等参加回数 3回 5回（100％）

スポーツ出前講座実施回数 5回（100人） 5回・146人（100％）

達　成　度
　積極的に各種研修会等に参加し，個人のスキルアップに努めることができた。
　また，小学生から大人までを対象とした出前講座により，ニュースポーツ等の啓
発に努めた。

課題・改善点
　スポーツ推進委員は，定員の15人が在籍している。なお，今後は委員の高齢化も
進むことから，新たな委員の確保が必要である。出前講座は，平日の開催要望もあ
ることから，開催に当たりスポーツ推進委員派遣の調整に努める。

自己評価
総合評価

Ａ

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（２）スポーツの振興

生涯スポーツ体制の整備

事業名 総合型地域スポーツクラブの設立支援と育成

事業内容

　中学校区を単位とした地域で総合型地域スポーツクラブの設立準備の支援を行
う。また，各中学校区でクラブ設立の必要性やメリットなどについて説明会を開催
し，スポーツ関係団体を中心に，勉強会・意見交換会を適宜実施するとともに情報
提供等を行う。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

富里南桜クラブの設立後の会議開催 ６回 ５回（83％）

準備委員会設立のための地域説明会開催回数 １回 ０回（0％）

達　成　度
　平成25年4月に設立した「富里南桜クラブ」は積極的に事業を開催し，その事業
に対する支援を行った。北中学校区でも「クラブ設立準備委員会」の発足に向けた
活動があるなど，目標は概ね達成された。

課題・改善点
　富里南桜クラブの活動状況の周知は，区長回覧等を利用し対象地区に配布してい
る。クラブの活動メニューの充実と会員や指導者の確保を図る必要がある。また，
富里北中学校区については，地域住民や地元組織への協力を引き続き呼びかける。

自己評価
総合評価

Ａ
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69 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 昭和50年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

70 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 昭和55年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 高い 継続

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（２）スポーツの振興

生涯スポーツ体制の整備

事業名 学校体育施設を含めた体育施設の効率的利用の促進

事業内容
　各種スポーツ団体からの利用申請を調整し，学校体育施設を含めた体育施設の効
率的な利用を促進する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

学校体育施設利用団体の登録数 102団体 96団体（94.1％）

体育施設等の利用件数 8,736件 7,807件（89.4％）

達　成　度
　学校体育施設の利用ニーズは高く，ほぼ毎日各種団体の利用がある。その他の施
設についても平日の夜間，土・日曜日の利用は空きがない状況であり，施設利用促
進の目標は達成されている。

課題・改善点
　学校体育施設の利用ニーズが高いため，利用施設・日程の空きがなく，新規参入
団体が利用しにくい状況にある。社会体育館施設は，供用開始から29年が経過して
いるので，引き続き利用者の安全性を確保するため，適正な維持管理に努める。

自己評価
総合評価

Ａ

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（２）スポーツの振興

健康・体力づくりとスポーツ活動の促進

事業名 スポーツ・レクリエーション活動を中心とした生涯スポーツの普及

事業内容
　恒例の水泳教室・水泳大会のほか，年齢や体力に応じた軽スポーツの楽しさや魅
力を体験できるよう各種事業を開催し，いつでも，どこでも気軽にできるスポーツ
の普及に努める。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

水泳教室・水泳大会の参加者数
 150人 39人（26.0％）

達　成　度

　スポーツ推進委員・市体育協会水泳専門部が中心となり，水泳大会を実施した。また，
その他のスポーツ大会も市体育協会が中心となり活発に開催された。
　事情により，予定されていた水泳教室が中止となったが，水泳大会は開催でき，目標は
概ね達成された。

課題・改善点
　普段体を動かす機会が少ない人にこそ，このような事業に参加していただき，ス
ポーツの楽しさや体を動かすことの喜びを感じてもらいたい。

自己評価
総合評価

Ａ
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71 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 昭和39年度

必要性 有効性 効率性 方向性

中程度 低い 低い 継続

72 分　類 基本目標 １・４ 所　管 生涯学習課

開始年度 －

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 中程度 継続

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（２）スポーツの振興

健康・体力づくりとスポーツ活動の促進

事業名 とみさとスポーツ健康フェスタの充実

事業内容
　市民の誰もが気軽に参加でき，健康と体力づくりに対する理解と関心を深め，積
極的にスポーツを実践するきっかけづくりの場として「とみさとスポーツ健康フェ
スタ」を実施する。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

参加者数 540人 260人（48.1％）

達　成　度

　各種団体等の長と検討会を開催し，25年は体験スポーツとしてショートテニス，ユニカール，フ
リーブローや高齢者向きにノルディックウォーキング，リラックス・ヨガなどの種目を実施した。
また，体力・運動能力測定を実施するなど，様々なスポーツの体験を提供することができた。
　当初予定していた種目を別事業での開催としたため，目標と実績の参加者数に開きが出ている。

課題・改善点

　体育の日行事とし開催したが，連休の最終日であり，参加者が増えていない。
　体力・運動能力測定では，個人の体力年齢が示され，参加者は日々の運動の効果や必要
性を体感していたことから，この種目を継続実施とし，同時に軽スポーツを紹介してス
ポーツの必要性を効果的に伝えられるよう改善を図る。

自己評価
総合評価

Ｂ

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（２）スポーツの振興

健康・体力づくりとスポーツ活動の促進

事業名 スポーツ団体支援による活動の活性化

事業内容

　市広報紙及びホームページ等を活用し，市体育協会主催のスポーツ大会やスポー
ツ教室への市民参加を促進させる。また，全国大会等に出場する選手等への奨励費
の交付や市内のスポーツ団体及び個人の優れた功績などを広く市民に紹介して，市
民のスポーツに対する興味・関心を高め，競技人口の増加・技術力の向上を図る。

指　　　　　標 平成２５年度目標 平成２５年度実績（実施率）

大会・教室の開催回数 46回 46回（100％）

全国大会等への出場者数 1団体・9人

達　成　度
　各種スポーツ大会等は市体育協会が中心となり，活発に開催された。　また，全
国大会等の出場者に対し奨励費を支給し，大会参加への支援を行うとともに，広報
紙や市ホームページで功績を紹介するなど，目標は達成できた。

課題・改善点
　全国大会等出場奨励費の支給について，他市等の状況を調査し，年1回の支給と
した。

自己評価
総合評価

Ａ
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平成２６年８月２０日 

  

平成２５年度「とみさと教育プラン」（平成２６年３月末時点）に基づく 

点検及び評価についての意見 

 

国立教育政策研究所 

 生涯学習政策研究部長 笹井宏益 

 

１ 教育委員会の点検・評価全体についての意見 

 

（１）評価活動について 

 富里市教育委員会においては、「とみさと教育プラン」の進捗状況に関して、

PDCAサイクルに基づく点検・評価活動を実施しており、教育行政上の成果と

課題を把握し今後の改善充実につなげ、市民の教育行政に対する信頼を確保し

ていく上で、有意義かつ効果のある取組みと考えられる。 

本年度の自己点検・評価の結果をみると、次表のとおり、基本目標達成のた

めの事業等の達成状況に対する評価が掲げられている。 

 

表  達成度の評価割合 

重点項目 項目数 順調に達成 
概ね順調に

達成 

達成したが

課題あり 
達成できず 

全 体 72 
45 26 1 0 

62.5% 36.1% 1.4% 0% 

学校教育の充実 45 
24 21 0 0 

53.3% 46.7% 0% 0% 

生涯学習の推進 14 
10 4 0 0 

71.4% 28.6% 0% 0% 

文化・スポーツ

の振興 
13 

11 1 1 0 

84.6% 7.7% 7.7% 0% 

注）平成２５年度「とみさと教育プラン」（平成２６年３月末時点）より抜粋した。   

なお「順調に達成」とは評価がＡランクのものを指し、以下同様に「概ね順調に達成」

＝Ｂランク、「達成したが課題あり」＝Ｃランク、「達成できず」＝Ｄランク、となる。 

 

 これに関して、ＡランクとＢランクを足したもの、すなわち「概ね順調に達
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成した」との評価されるもの以上のものは、「全体」で 98.6％、「学校教育の充

実」で 100％、「生涯学習の推進」でも 100％、「文化・スポーツの振興」で 92.3％、

と高い数値を示しており、極めて好ましい結果となっている。これは、富里市

教育委員会による日頃の努力の成果と考えられ、今後とも意欲的に取り組まれ

ることを強く希望するものである。 

 

 ただ、項目ごとにＡランクとＢランクを比較してみると、「学校教育の充実」

についてＡランクの割合が相対的に低く 53.3%となっている。このことは、こ

の分野について、ちょっとの創意工夫でより望ましい改善充実が図られること

を意味しており、個別の事業等についてもう少し詳細な吟味を行い、積極的な

措置を講じていく必要があると考える。 

 

 また、「文化・スポーツの振興」については、Ｂランクの割合が極端に低く

（7.7％）、他方「達成したが課題あり」が相対的に高く（7.7％）となっている。

この背景には、この分野は、項目数それ自体が少ない（いずれも１項目ずつ）

ということが関係しているものと考えられるが、このことは、改善すべき事業

等が明らかになっていることでもあり、教育委員会の適切な対応が望まれる。 

 

 

２ 個別の内容に関する意見 

 

 「とみさと教育プラン」及び教育委員会全体の点検・評価を踏まえ、以下に、

気がついた点を記述する。 

 

（１） 学校教育の充実 

 社会的に大きな話題になっている「学力の向上への取組み」については、特

段の問題はなく、円滑な対応がなされているものと考えられる。特に、学力の

定着（確かな学力を育てる教育）への取組みについては、検定試験の導入や補

習授業等の実施によって、相応の効果が上がっているものと推察され、さらな

る充実を期待したい。 

 

 その一方で、同じく社会的に話題になっている「いじめ等の防止にかかる取

組み」については、評価が「Ｂ」という項目が多く、若干の不十分さを感じる。

すなわち、いじめ等生徒の問題行動は、起こってしまってからでは遅く、日頃

の対応が極めて重要である。もちろん、それでもいじめ等を完全に防止するこ
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とは難しいし、教員の側も多忙で必ずしも十分な時間があるわけではないが、

できる範囲で、着実に、いじめ等の防止にかかる取組みを充実させていく努力

が重要である。現在、このテーマにかかる様々な事例研究書や研究報告書等が

多数公表されているので、研修の充実と併せて、これらの活用を望みたい。 

 

 いわゆる「ふるさと学習」や英語教育は着実に進展しており、好ましいこと

である。こうしたことの背景には、「ふるさと巡検」の実施などの取組みがあり、

一定の成果を上げていると推察できる。「ふるさとを愛する気持ち」というのは、

最終的には、子ども自らがそのように思わないと意味がないものであり、その

ためには、まず、ふるさとの良さを知ることが大切であり、そうした機会を持

つことができるよう様々な工夫がなされていることは、高く評価したい。 

 

 キャリア教育については、職場体験学習を中心に、地域と一体となった形で

進められており、一定の成果を上げている。小中学校段階でのキャリア教育は、

地域との連携協力の下で進められる必要があるが、これを継続的に実現してい

くためには、地域の事業所等の協力が不可欠である。富里市では、推進体制が

明確に定められこれが計画的に進められており、今後ともこれが維持されるこ

とを期待したい。 

 

特別支援教育については、キメの細かい対応を行ってきており、是非継続し

てほしい。特に「ライフサポートファイル」を基軸にした情報の共有は、個人

情報の保護との関係で難しい課題もあるが、今後のさらなる充実を期待したい。 

 

「地域に開かれた信頼される学校」を実現するためには、制度面での整備と

機能面での充実の双方が必要であるが、学校評議員制度をはじめ制度面では着

実に進展してきている。他方、機能面での充実については、自己点検・評価書

でも明らかなように、今一歩の状況にある。富里市には、潜在的には、「子供た

ちの成長・発達に関わりたいという」という気持ちをもった人たちがたくさん

いるものと推察されるが、そうした人たちのボランティア活動への参加を促す

ためには、学校側の理解とともに、生涯学習・社会教育分野の機関・団体との

密接な連携協力が必要であり、ボランティア活動にかかる講座・学級の開催を

含め、積極的な対応が望まれる。 

 なお、全国的にみると「地域に開かれた信頼される学校」は、小・中連携が

進展している地域に多く見られることから、小・中連携とこれを一体化して進

める観点も重要である。 
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（２）生涯学習の推進 

 いわゆる「ふるさと学習」については、参加者の評判もよく、着実に成果を

上げている。今後の拡充を望むとともに、学校教育との連携についても、でき

るところから取り組まれることを期待したい。 

 

 学校・家庭・地域の連携強化による教育・学習の充実に関する事業のうち、「と

みさとザ・ワールド・キッズ」＆「英語ふれあい Day」推進事業については、

非日常的な事業であることもあり、多くの課題があるものと推察されるが、担

当者の努力によって一つひとつ克服されてきているのではないか。このような

趣旨・内容の事業は、すべての関係者が一致して努力を重ねていかないと良い

ものとなっていかないので、全体としてみたときには、必ずと言っていいほど

課題が生じてしまうが、総合的にみれば、この事業は円滑かつ適切に実施され

ているものと評価することができる。 

 

 青少年健全育成の取組みについては、例えば、相談員活動も、社会環境浄化

活動も、全体的によく行われており、これを継続させてほしい。今後は、青少

年の成長にスマートフォンなどメディア機器が大きな影響を与えることを考慮

し、こうした視点を青少年健全育成の取組みに加えることを望みたい。 

 

 なお、文化財の保護については、一部に十分でない点も見られるので、適切

な対応を望みたい。 

 

 

（３）文化・スポーツの振興 

 文化の振興については、鑑賞型の施策と表現（参加）型の施策を上手に組み

合わせて対応しており、そうした工夫は今後とも継続してほしい。さらには、

富里の文化資源を、新しい文化の創造に生かしていくための施策についても、

検討が望まれる。 

 

スポーツの振興については、地域におけるスポーツ振興の核になる施策であ

る「総合型地域スポーツクラブ設立の支援と育成」が着実に進展しており、高

く評価したい。なお、「とみさとスポーツ健康フェスタ」の参加者が伸び悩んで

いることがうかがえるが、広報面でのさらなる努力を期待したい。 

 


