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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26年度富里市教育委員の活動状況

（１）平成27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 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 8

議案 8 11 1 4 4 3 2 1 1 3 0 10 15 63

協議 1 1 0 3 3 1 0 0 0 0 1 3 0 13

報告 3 1 1 4 4 2 0 4 5 1 1 1 1 28

　　○平成26年度富里市教育委員会移動地域教育懇談会

・1月20日（火）〔テーマ〕魅力ある学校づくりについて

 (会場：富里南小学校視聴覚室　　参加者：保護者，教諭等)

内容（１）グループ討議

　②その他

　　○市内幼稚園入園式，小・中学校入学式 ○魅力ある学校つくり調査研究事業中間発表会（10月29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26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・松戸市（11月5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8日）

　　○印旛郡市地方教育委員会連絡協議会総会・成田市（4月22日） ○市特別支援学級小中学校合同学習発表会（11月7日）

　　○関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会（長野大会）（5月16日） ○職場体験発表会（各学校）

　　○富里市教育講演会（7月31日） ○成人式（1月11日）

 テーマ「不登校の理解と対応 について」 ○市学校教育研究会公開研究会・富里小，富里南小，洗心小，日吉台小，富里中

　　○第１回教育委員研修会・県総合教育センター（9月24日） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月23日）

　　○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10日） ○第２回教育委員研修会・佐倉市（1月28日）

　　○とみさとスポーツ健康フェスタ（10月13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23日）

　　○印旛郡市特別支援教育振興大会・白井市（10月22日）

月

内容
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３．平成２６年度とみさと教育プランに基づく平成２６年度事業目標と評価 

【概 要】 

 平成２６年度とみさと教育プランに基づく平成２７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７１項目中５６項目（７８．９パーセント），「概ね順調に達成したも

のの課題があるもの（達成度の評価：Ｂ）」は，全７１項目中１３項目（２１．１パーセント）と，合計で全７１項目中７

１項目（１００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１３項目中１３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１３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，予算や人員等確保が難しい，

行事等の開催時期などで，今後の課題がある事業も見受けられた。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，

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 の 課 題 が あ る も の

（Ｂ） 

達成できなかったが一定

の 成 果 を 得 ら れ た も の

（Ｃ） 

達成できずに成果に

乏しいもの（Ｄ） 

全  体 ７１ ５６（７８．９％） １５（２１．１％） ０（  ―  ） ０（  ―  ） 

学校教育の充実 ４５ ３８（８４．４％） ７（１５．６％）  ０（  ―  ）  ０（  ―  ） 

生涯学習の推進 １３ ８（６１．５％） ５（３８．５％）  ０（  ―  ）  ０（  ―  ） 

文化・スポーツの振興 １３ １０（７６．９％） ３（２３．１％）  ０（  ―  ）  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

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

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

市内全小学校 ５校(62％）

事業内容

　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 ２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

体力向上に向けた取組

　未成年者にフィルタリング等の必要性を訴えるには，リーフレットを店舗に配付
依頼するよりも，出前授業の時に児童・生徒，さらに保護者へ説明を加えながら，
内容について十分浸透するように努めることが，より効果的であると考えている。

リーフレットの配布依頼 １０店舗 ０店舗

　現在，携帯電話を販売する店舗では，未成年者が使用する場合には原則フィルタ
リングを設定することとされており，設定を外す際に保護者の了解を求めている。
そこで，リーフレットの配布ではなく，学校教育課では親子ケータイ出前授業を実
施し，フィルタリングや情報モラルの重要性について啓発を図るようにした。

（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

Ａ
自己評価

総合評価

Ｂ

平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

体力向上研修会開催回数

課題・改善点

７校（63.6％）

　体力向上研修会では（6/17・2/12開催），各校の体力向上策について情報交換を
することにより情報の共有化を図ることができた。体力テストのデータ集計方法や
県教育委員会で行っている「遊・友スポーツランキングちば」への参加を促した。

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。

4



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

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検査を実施して，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

平２６年度実績（実施率）

実施日数 5日間 延10日間

課題・改善点
　検査実施後の採点・分析等については，職員の研修日に行うことにより時間を確
保することができた。小学校においては，検査内容について，授業時間で復習する
ことにより学習効果をあげることができるように各校で取組を行っている。

指　　　　　標 平成２６年度目標

総合評価

Ａ

達　成　度

　2月の下旬から3月上旬に検査を実施した。その後，各校で採点し，学習内容について確
認するとともに，テスト内容の見直しを行うなど，学習効果をより高められるようにし
た。点数については各家庭に知らせた。（小学校は１日で２教科，中学校は１・２年と３
年で実施日を変え，１日で５教科実施）

自己評価

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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％）

課題・改善点

　年間３５時間の時数を確保し，千葉県における道徳教育の主題である「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

Ａ

達　成　度
　道徳の時数確保に各学校が取り組んだ。教務主任や道徳教育推進教師を中心に，
時数の確保に努めた。
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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

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）

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

検定実施回数 3回 3回（100％）

課題・改善点
　中学２年・３年にも問題に取り組ませるなど，学校ごとに工夫した取組を行うな
ど，年々検定の活用が定着してきている。

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。
　今年度は検定に合格するまで，各校児童・生徒の実態に応じて繰り返し検定を受
けることができるようにした。

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校2年生～6年生を対
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形で指導し，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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

実施日数 5日間 5日間（100％）

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必要
である。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　平成26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
近い形で行った。
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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

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26年度の指
定校は，富里小学校・富里南小学校・洗心小学校・日吉台小学校・富里中学校であ
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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

富里市学校教育研究会公開研究会
平成27年1月に実施 1回 1回（100％）

課題・改善点
研究の内容を深め，他校へより内容の濃い授業提案をするために，研究指定をして
から公開までの期間（年数）を再考する必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

公開研究会対象校数 ５校 ５校(100％）

達　成　度
　平成27年1月23日に実施し，各校の研究の成果を発表するとともに，学力向上に
向けての取組の情報交換をすることができた。

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や副読本
を活用して，富里市に関する学習の充実を図る。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

ふるさと学習の実施 3園11校 3園11校（100%）

課題・改善点 　地域人材の活用を充実させていく必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　全ての園や学校において実態に合わせてふるさと学習を行った。特に小学校，中
学年では，地域学習として富里市の土地利用や歴史，産物について詳しく学習し
た。
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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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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％）

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ため，千葉県総合教育セン
ターや北総教育事務所等が開催する研修日と日程調整をしていく。

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，新たに旧岩﨑家末廣別邸を見学するとともに，授業
でも地域教材として積極的に活用されるよう，全校に岩﨑久彌生立ちの冊子を配付
した。

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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%）

課題・改善点 　　副読本の付属資料を添付できるように準備していく。

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活用している。
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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

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。

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

指　　　　　標

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。また，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した。

学校規模や要望により週1回～4回（100％）

平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

ALT，英語指導補助員の数

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回数も増やすことができ，指導の
充実を図ることができるため，ALTの増員が課題である。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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３回(100%)

課題・改善点
　各校が外国語活動担当を中心にコミュニケーション能力を育成するための活動を行い，成果を得ることがで
きている。今後，各校で実施した「英会話の日」の活動を報告書としてまとめ，アイディアの情報交換を行
う。

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学期は市内のホテルでのインタビューなどの英語活動を実施した。
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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

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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

体験日数 3日 3日（100％）

課題・改善点
　授業時数の確保の観点から，体験の日数を減らしたいという要望が中学校から上
がっているが，キャリア発達を促す意味からは大変貴重な体験であるので，体験日
数は維持したい。

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
　１０，１１月に実施した。
○実施した主な事業所等　・富里市消防署　・ＪＡ富里　・富里市立幼稚園・小学
校　・富里市立図書館　・市内各牧場

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

体験日数 半日から1日 半日から1日（100％）

課題・改善点
　夏季休業中を中心に実施するが，引率職員の確保や協力事業所の確保が難しく
なってきている。

自己評価
総合評価

Ａ

受入れ事業所数 100箇所以上 101箇所（100％）

達　成　度
　各事業所が体験内容について事前に準備してくださるなど，大変協力的で半日の
活動ではあるが実り多い時間になった。体験後には学校ごとに活動内容を新聞にま
とめるなど，事後の活動も充実させることができた。今年度は写真展も開催した。

10



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

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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

訪問回数 全幼稚園2回 全幼稚園2回（100％）

課題・改善点 　訪問の回数を増やしてほしいという幼稚園側の要望について検討していく。

自己評価
総合評価

Ａ

夏季研修会 １回 １回（100％）

達　成　度
　各幼稚園を巡回し，防災教育，食育，家庭との連携について指導を行った。ま
た，各幼稚園の預かり保育の現状とその在り方についての指導を行った。

事業名

事業内容
　運動会やバザー，避難訓練，秋祭りなど様々な行事を通して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。

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

幼小連携の行事数 5回以上 8回（100％）

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

Ａ

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方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。
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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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

訪問回数 42回 42回（100％）

課題・改善点

　規模の大小にかかわらず，均一に計画訪問を２回実施しているため，急な要請に
よる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・学校と十分に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・保育園も含めて全ての園・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。

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，迅速かつ適切な支援を行う。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

特別支援教育の推進

ライフサポートファイルの活用

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

利用率 100% 100%

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。
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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

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，全ての小・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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

配置人数 12名 12名（100％）

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２６年度も個別指導補助員を全小・中学校に配置したことで，個別指導補助
員は全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えている。平
成２５年度からは１校を複数配置校とし適切な支援に当たっている。

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

相談の実施回数 96回 96回（100％）

課題・改善点 　発達相談の回数を増やすなど，相談者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
　発達相談は児童・生徒や保護者のニーズが高く，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。
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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２５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17年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

事業名

事業内容
　市内全小・中学校の特別支援学級や通常学級を巡回し，特別支援学級担任への助
言や校内体制作りの具体的な支援方法について助言を行う。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

特別支援教育の推進

富里市学校専門指導員の派遣

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

巡回の実施回数
121回

（各小中学校へ毎月1回）
67回（55.3％）

課題・改善点
　各小・中学校からの要望による巡回なので，学校によって回数のばらつきがあ
る。学校行事との日程調整が難しく巡回回数が目標値まで達成しなかった。２か月
に１度は必ず巡回できるよう各小・中学校に働きかけていく。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　学校専門指導員が各小・中学校に巡回することで，特別支援教育担当者の資質向
上につながっている。また，実態をいち早く把握することで発達相談や特別支援教
育専門員による巡回へ関連づけることができる。

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
たちに読書に親しませ，必要な用語を正しく理解し，使用する基礎的な能力を養
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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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％）

課題・改善点
　学校図書館を学習支援センターへと改善していくためには，既存の学校図書館Ｐ
Ｃでは検索するのに手間がかかるうえに，検索速度も遅い。そのため，学校図書館
ＰＣに検索が迅速に行える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
　購入する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。
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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19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7年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

担当者会議開催回数 3回 3回（100％）

課題・改善点
　担当者会議以外にも各校や関係機関と連携を取り，多くの目で児童・生徒の長期欠席を改善するために取り
組んでいる。今年度の教育講演会では，印旛地区訪問相談担当教員に富里市のデータや，様々な事例に対して
の対応方法などについて講演をいただいた。

自己評価
総合評価

Ｂ

小・中学校別長欠率 小学校1%以下中学校5%以下 小学校1.33%中学校6.33%

達　成　度 　3回開催し，各校の長欠児童・生徒への対応について協議した。

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）

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

通級児童・生徒数 10名 8名（80％）

課題・改善点
　ふれあいセンター自体が手狭なため，多くの人数が希望しても対応できない可能
性があるので，人数が増えた場合には学校の空き教室等の利用も考える必要があ
る。

自己評価
総合評価

Ａ

学校復帰数 10名 3名（38％）

達　成　度
　学校に対して，不登校児童・生徒へのふれあいセンター周知を行っているが，利
用者数は,目標に対して若干少なかった。
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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24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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

いじめの件数 0件 小学校35件，中学校14件


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

Ａ

生徒指導研修会の実施回数 5回 ５回（100％）

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。

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

相談員数 2名 2名（100%)

課題・改善点
　電話相談や教育相談，学校への指導・助言だけでなく，不登校の児童・生徒に対
する家庭訪問まで実施するとなると，２名の相談員だけでは非常に困難であった。

自己評価
総合評価

Ａ

相談件数 30件 35件（100％）

達　成　度
　２名の教育相談員が，電話相談と合わせ，年間を通して計画的に市内小・中学校
に訪問活動を行い，教育相談活動やいじめや不登校等への指導・助言を行うことが
できた。
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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18年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

事業名

事業内容
　市内小・中学校教諭18名を教科指導員に選任し，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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

富里市教科指導員会議 1回 1回（100％）

課題・改善点

　平成２５年度までの反省をふまえ，今年度は５年目以下教員の個別研修内容につ
いて必要な教科の教科指導員を選任したので，効果的に派遣することができた。今
後，初任者が増えると２年目～５年目の教員数が増えるので，教科指導員を派遣す
ることにより学校の負担にならないように考えていく必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

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。

事業名

事業内容
　5年目以下教員を対象に，各自の持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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

個別研修（授業展開） 32回 32回(100％)

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） 4回 4回（100％）

達　成　度

　今年度の対象教員は32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。

17



29 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

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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

夏季研修会 6講座 6講座（100％）

課題・改善点
　平成２６年度は，ＩＣＴ研修から外国語活動の研修に変更し，夏季研修会の講座
に加えた。夏季休業中に開催している他の研修も合わせて，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・特別支援・食育・外国語活動
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。

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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％）

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が，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た。
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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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

学校評議員設置校 11校 11校（100％）

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。

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，各幼稚
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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

自己評価の実施と公表 3園，11校 実施3園，11校（100％）
公表3園，10校（92.9％）

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。

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 実施2園，11校（92.9％）
公表1園，8校（64.3％）

達　成　度

 自己評価については，全ての幼稚園，小・中学校で実施している。公表について
は，小学校1校を除いて実施している。努力義務である学校関係者評価について
は，幼稚園２園と，全ての小・中学校で実施したが，公表は，幼稚園１園，小学校
5校，中学校3校であった。
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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26年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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313人（100％），団体7団体（27％）

課題・改善点
　ボランティア登録の方法が単年度登録でないため，過去に登録したボランティア
に依頼しても仕事等で対応できない場合があり，登録体制を見直す必要がある。

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248(100％）団体5（25％）

達　成　度 　ボランティアを募集し，各学校で様々な教育活動や環境整備に活用している。

事業名

事業内容

　既存の中学校区を一つの学園として，現行の６・３制を基盤に，義務教育９年間
を見通した教育を行う。また，各学園において，９年間の児童・生徒の学びと成
長，発達を考慮した地域の特色を生かした特色のある小・中連携，交流活動を積極
的に推進する。

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

ジョイントス・クール構想の推進

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

ジョイント・スクール推進組織による会議の開催『生徒指
導部』『学習指導部』『小中交流保護者・地域連携部』 １回 1回（100％）

課題・改善点
教育課程が異なる小・中学校の時程等を調整して本事業を進めることに時間はかか
るが，各担当だけでなく全職員で協力して取り組む必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　小・中学校共通した「学習の手引き」の作成については，各校研究主任を中心と
した学習指導部で，小・中学校共通した「生活のきまり」については生徒指導部で
児童・生徒の発達段階に応じて系統立てて進めるようにしている。
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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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

検査結果活用校 3校 3校（100％）

課題・改善点
　生活習慣病を予防するためには，小児期に良い生活習慣を身に付けることが必要
なことから，検査結果を基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

Ａ

達　成　度 　要観察者に対し，生活習慣改善の指導をした。

事業名

事業内容
　学校給食に使用する食材について，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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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%)

課題・改善点
　学校給食センター施設統合事業による新たな統合調理場の完成によって，更なる
衛生管理の向上が図れる。

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。
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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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

富里米の使用回数
(米飯日) 131回 131回(100%)

課題・改善点

　新学校給食センターでは，施設設備の更新によって米飯回数を増やすことが可能
になり,地元産米の更なる使用促進につながることとなった。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全て使用してお
り，その他の生鮮野菜なども地元産を積極的に活用した。

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

食に関する指導の充実

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

食育指導等の回数 126回 126回(100%)

課題・改善点
　食育授業は，平成27年度も小学校を重点的に実施し，その内容を中学校も含めた
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

Ａ

給食だより等の配布 約67,300枚/25回 67,300枚/25回(100%)

達　成　度
　「富里市教育委員会食育推進プラン」に基づき食育を行っており，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た。
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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 終了

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

給食の残菜率 20% 21%

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，新しい学校給食センターでは，残菜処理について圧縮してゴミの軽減を
するなど改善を図った。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　給食の残菜については，献立に創意工夫をこらしたり，児童･生徒の意向を反映
させるなど実情に沿ったメニュー作りを心掛けていた。また，食育の指導で小・中
学校と連携を図り，残菜率の低下に取り組んでいた。

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

平成２６年度の各種関連業務の執行率 100% 100%

課題・改善点

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　学校給食センター施設統合事業は，平成25年度から継続の本体改築工事と平成26
年8月からの第一調理場解体工事が10月に終了し，11月に完了した。
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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

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
る情報を配信する。

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

情報共有システムの活用

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

「まちcomi」への切り替え率 100% 100%

課題・改善点
　全市的に提供の必要性がある情報について，市の防犯・防災メールを活用し，教
育委員会から情報を発信できるようにした。

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，様々な端
末からの情報配信が可能になるとともに経費を抑制することができた。

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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
各幼・小・中で１回以上実施した。

（100％）

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，防災マニュアルに取り入れていく
必要がある。

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。
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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

事業名

事業内容 　防犯意識を高めるため，幼稚園，小・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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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 ３園７小学校で実施（７１％）

課題・改善点
　学校・園行事等の関係で実施できなかったところは，早めに日程調整を行い，全
ての学校・園において実施する。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度 　１園７小学校においては，成田警察署に協力いただいて防犯教室を実施した。

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，富里市教育施設耐震化整備等事業計
画に基づき整備を進める。
　また，平成23年10月に策定した富里市教育施設耐震化整備等事業計画(非構造材
安全対策)に基づき7学校施設(体育館)の安全対策を実施する。

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

学校施設の整備充実

学校施設耐震化の推進

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

耐震工事の実施，非構造材安全対策の実施 3施設 3施設（100％）

課題・改善点
　児童・生徒の安全性を確保するために非構造材安全対策を含めた耐震化の工事を
極力早期に完了させる必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　洗心小学校校舎の耐震補強工事，第一小学校及び根木名小学校体育館の非構造材
安全対策工事を実施した。
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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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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％）

課題・改善点 　 危険箇所が発見されしだい早急に対応する。

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協力して確認した。

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・知識を広く活用してもらえるようボランティア講
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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

利用回数 10回 4回（40％）

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
　年間４回の利用であったが，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。
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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１9年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 中程度 一部継続

48 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

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し，
広く周知を図る。

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６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 267人（100％）

課題・改善点
　ラジオ体操の普及のためには，各家庭・子ども会や地域の協力が必要である。
　標語コンテストについては，効果を考え見直しが必要である。

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 188人（100％）

達　成　度
　市内各小学校にチラシを配布するなど周知を図った結果，「ラジオ体操，生活リ
ズム向上標語コンテスト」に多数の児童の参加があった。

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
交流活動等を行う。

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

3校で実施（富里第一小・浩養小・洗心小） 16日間 15日間（94％）

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
　浩養小学校では9月上旬から10月下旬において，洗心小学校では10月～12月上旬
に，富里第一小学校では１月中旬から２月中旬に実施した。
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49 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

50 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

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

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

全学級実施回数 86回 85回（99％）

課題・改善点
　平成26年度の家庭教育学級の修了者は267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。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　新入園児，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，1,675名の学級生が在籍した。

事業名

事業内容
　富里の歴史に触れる機会として，歴史ウォーキングや地域産業への理解を深める
ため，農園を訪問する。更には，富里の民話を大型紙芝居で紹介する。

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

地域産業や歴史文化などを学ぶ子どもへの支援

歴史ウォーキング等の「ふるさと学習」の実施

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

参加者数 40人 28人（70%）

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　今年度は，にんじんの栽培方法の学習や野菜収穫体験を11月下旬に実施し，富里
の農業について学ぶとともに，郷土を愛する心の涵養を図った。

課題・改善点
 参加者を増やすため，幅広く周知するとともに，開催日の検討や参加者の興味を
引くように内容を工夫する必要がある。
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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

52 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

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

「親子へらぶなつり大会」参加者数 55組 46組（84％）114人

「少年少女綱引き・ドッジボール大会」参加者数 260人 257人

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

自己評価
総合評価

Ｂ

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

「英語ふれあいDay」関連行事においての参加者の満足度(英語キャンプ) 85% 93%

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コンテスト・パ
フォーマンス発表会，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に努める。

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２６年度目標 平成２６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％）

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
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53 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

54 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

達　成　度
　非常用発電設備や消防設備の計画的修繕や老朽化による公民館棟吸収冷温水機や
室内建具などの緊急修繕を実施した。

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

工事件数 5件 12件（100%）

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

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

公民館の充実

達　成　度 警察や他部局と連携して，有害広告物の撤去し，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。

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，警察や他部局
と連携して実施する。

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

　違法広告物等の撤去作業（生涯学習課実施分） 6回 ８回（100％）

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
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55 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

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

達　成　度
  昨年度のホームページリニューアルによりインターネットから予約される資料の
冊数が、さらに増加傾向にある。

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，ホームページ機能を充実して，利用促進に繋げていく。

自己評価
総合評価

Ａ

ホームページのアクセス件数 78,000件 189,148件（100%）

インターネットからの予約冊数 5,200冊 10,868冊（100%）

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

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

達　成　度
  平成25年度末より5,851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
整備や情報提供に努める。

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

図書の蔵書数 184,000冊 186,884冊（100％）

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
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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15年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 継続

達　成　度
  新規に読み聞かせボランティアは増え，書架整理ボランティアは減少したが，継
続して協力いただけるボランティアが定着してきている。

課題・改善点
  図書館活動への理解を深めてもらうために定期的に参加の呼びかけに努めてい
く。

自己評価
総合評価

Ａ

読み聞かせボランティア参加数 延286名 延302名（100％）

書架整理ボランティア参加数 延320名 延287名（89％）

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，育成を行う。

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

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

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習慣化されるよう継続する。

課題・改善点
　小学生に比べ中学生の伸びが微増である。選定図書を見直しながらブックトリッ
プ事業に参加しやすように環境づくりに努める。

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，全児童・生徒を対象に読書習慣や図書館の利用習慣に繋がるよう事業
を行う。

指　　　　　標 平成２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

ブックトリップ事業の達成者割合 20% 21.4%（100％）

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
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59 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

60 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

達　成　度
　目標を大幅に超える来場者数があった。初の陶芸展示であったが，かねてから展
示要望の高かったジャンルであり，来場者の増加に繋がったものと考えられる。

課題・改善点
　今後も様々なジャンルの芸術作品を展示できるよう，近隣市町村を含めて作家の
情報収集に努める必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

来場者数 1,000人 2,399人（100％）

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

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

達　成　度 　目標である日平均来場者数をクリアした。

課題・改善点
　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。

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

来場者数 1,000人／日 1,113人／日　（100％）

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
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61 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

62 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

達　成　度
　継続審議中であった中沢昌福寺所有の掛軸等１２点について，作者の来歴等を調
査し，地域の重要な歴史史料であることから，平成27年３月２４日「京璨退歩の
書」として市文化財の指定を行った。

課題・改善点
　今後も，市内に所在する歴史史料などを精査し，所有者の同意を得られたものか
ら文化財審議会へ市文化財指定の諮問をする。

自己評価
総合評価

Ａ

指定文化財件数 １件増 １件（100％）

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

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

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
る。

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

活動回数 各2回 2回（100％）

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
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63 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

64 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

達　成　度
　第４集「立沢・高野地区」の報告書を刊行するとともに，七栄地区の聞き取り調
査のとりまとめと，十倉地区の聞き取り調査を並行して進めた。

課題・改善点
　十倉地区は広範囲であることから，聞き取り調査の効率化策を検討する必要があ
る。

自己評価
総合評価

Ａ

地区 十倉地区 十倉地区（60％）

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

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

達　成　度
　文化財地理情報システムの導入により，所在確認データの一元管理がスムーズに
行うことができた。

課題・改善点
　本年度導入した文化財地理情報システムを有効活用し，迅速な埋蔵文化財所在確
認を行った。

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

文化財包蔵地確認件数 180件 203件（100％）

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
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65 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

66 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

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
　15人のスポーツ推進委員は，今後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

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） 4回・94人（80％）

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

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

達　成　度
　「市内巡検（教員対象）」，「文団連市内遺跡巡り」をそれぞれ1回，創年セミ
ナー講師１回，図書館歴史講座３回，富里小学校歴史学習１回，日吉台小学校展示
室見学３回を実施した。

課題・改善点 　学校等との連携強化により，学習支援回数が増加した。

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

学習支援回数 5回 9回（100％）

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
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67 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

68 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

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30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

学校体育施設利用団体の登録数 102団体 94団体（92.1％）

体育施設等の利用件数 8,736件 8,016 件（91.8％）

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

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

生涯スポーツ体制の整備

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。

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２６年度目標 平成２６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％）

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
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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55年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 中程度 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39年度

必要性 有効性 効率性 方向性

中程度 低い 低い 継続

達　成　度
　各種団体等の長と検討会を開催し，26年は体力測定，ノルディックウォーキン
グ，リラックス・ヨガ教室など７種目の予定をしていたが，当日の悪天候により午
後の部を中止し，午前の部に予定していた４種目のみ実施した。

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

参加者数 540人 100人

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

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

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。

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。

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

水泳教室・水泳大会の参加者数
 150人 107人（71％）

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
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71 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
自己評価

総合評価

Ａ

全国大会等への出場者数 15人 11人（73.3%）

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した。

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。

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２６年度目標 平成２６年度実績（実施率）

大会・教室の開催回数 58回 57回（98.3％）

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
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平成２６年度「とみさと教育プラン」（平成２７年３月末時点）に基づく  

    点検及び評価についての意見 

笹井宏益（国立教育政策研究所） 

 

１ 全体をとおして 

 

平成２６年度「とみさと教育プラン」を読むと、同市の教育が、「学校教育の充実」「生涯学習の

推進」「文化・スポーツの振興」の３つの柱から構成されていることがわかる。こうした柱建ては、

「ふるさと富里を誇りにし、このまちの未来を拓き世界に羽ばたく子どもを育てます。」という市の

基本目標を具体化しているものであり、子供の成長発達を、富里という地域をベースに、包括的か

つ生涯教育的にとらえている点で、高く評価するものである。 

そうした中で、個別の事項については、学校関係者や教育委員会関係者等による地道な努力が重

ねられてきており、その成果も着実に産み出されている。 

とりわけ、一部には、一つの事項が他の事項と有機的に関連付けられた取組みが行われているな

ど、いわゆる「縦割り」の教育行政ではなく、必要に応じて「横断的な」教育行政が行われている

ことは、富里ならではの特筆すべきやり方であり、さらなる拡充が望まれよう。 

 また、我が国や地域に培われてきた知見を将来の世代に伝授するという学校教育の基本的任務を

様々な創意工夫により具体化していることは見事であり、これらをベースに、グローバルな視点と

ローカルな実践を結合させた活動に積極的に取り組んでいることは、「とみさと教育プラン」の視野

の広さを施策の幅の広さや深さにつなげるものでもあり、望ましい教育行政であると考える。 

 他方、個々の施策をみてみると、以下に掲げるとおり、一部に課題があるものも見受けられ、今

後の充実が期待される。 

 

 

２ 個別の事項について 

 

（１）教育内容・方法の改善充実 

情報モラル教育の重要性をかなり強調している点については、高く評価できる。一般に情報モ

ラルの重要性については、情報技術の発達・普及のテンポが速いこと等から、教員・保護者・地

域住民など大人たちの認識が乏しく、不十分な取組みの自治体が多いが、富里の場合は、その重

要性を認識し、きちんと学校教育で位置付け取り組んでいる。今後は、PTAや地域住民、さらに

は情報モラルの普及を目的に活動している企業・団体等と連携して、そのさらなる充実に向けて、

施策の向上を図ることが重要である。 

 

また、学力向上については、従前から「富里市きょうざん塾」や『とみの国』検定等を実施す

るなど、基礎学力の向上に対して積極的に取り組んでいることは評価できる。ただ、「家庭で育て、

学校で伸ばし、社会で磨く教育」と市の教育スローガンで掲げられていることもあり、もう少し、

家庭での学習を促進する取組みを進めたらどうか。 

基礎学力が乏しい子供は、家庭での学習の習慣が身に付いていないことが多いが、これが少し
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でも身に付かないと、基礎学力向上につながらない。こうしたことを実現するため、①子供の実

情に即して宿題を課したり、②教師が家庭での学習をチェックしたりするなどの取組みが望まれ

る。これらの取組みは、「富里市きょうざん塾」等の施策をより効果的にするものでもある。 

 

 教育課程全体を通して、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」がかなり充実しており、極めて好ましいことである。とりわけ、「ふるさと学習ＣＤ」の作成

配布や教職員への研修の充実等、教員に着目した取組みは極めて重要であり、引き続き充実させて

ほしい。 

「地域づくり」は、「地域への愛着を養う」ことから出発するのであり、学校でのこうした取組みは、

数十年後に大きな成果を上げるものと考える。 

 

 さらに、こうした「ふるさと学習」が最も意義をもつのは、子供たちが外国の文化と接したとき

であり、その意味で、子供の頃から英語を身近に感じるように促す実践は重要である。ＡＬＴの配

置や関連するイベントの実施等、市はかねてから英語教育の充実を図ってきており、今後のさらな

る充実が望まれる。 

 

（２）生涯学習の推進 

生涯学習アシスト事業の実施や創年セミナーの改善、あるいは「早寝・早起き・朝ごはん」運動

の推進等、幅広く事業の充実に努めていることは評価できる。今後は、「学校・家庭・地域の連携」

をさらに推進していくことが望まれる。 

 

すなわち、「放課後子ども教室」等、従前からの事業は上手に活用していると考えるが、学校支援

ボランティアを個々の学校の実情に応じ進めていくことも必要である、子供の豊かな成長は、いう

までもなく、学校教育、家庭教育、そして地域の教育力が相まって実現するものであり、こうした

方向は、市の基本方針とも合致するものである。おりしも、全国的に、コミュニティ・スクールや

学校支援地域本部など、これを実現するための仕組みができており、これらを有効に活用すること

が大切である。ただし、「学校・家庭・地域の連携」は、理念的には関係者の理解を得ても、実際に

実現することには多くのハードルがある。それゆえ、モデル校的に条件の整った学校から進めてい

くことも一つのやり方である。 

 他方、公民館に加えて、社会教育行政が図書館に着目していることは、好ましいことである。「活

字離れ」の時代になっているからこそ、大人も子供も、今一度読書を生活の中に取り込み、さらに、

読書を通じて人と対話することが大切である。その点で、多様な事業を企画実施していることは有

意義であり、今後の充実が望まれる。 

 

 

（３）文化・スポーツの振興 

 芸術文化の振興、文化財の保存と活用、生涯スポーツの推進等々、必要に応じて事業が実施され

ており、評価できる。特に、「とみさとスポーツ健康フェスタ」をはじめスポーツ・イベントについ

ては、東京オリンピックが予定されていることもあり、引き続き充実を図ってほしい。 


