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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28年度富里市教育委員会委員の活動状況

（１）会議関係

　　【定例・臨時会議】

4 5 6(臨） 6 7 8 9 10（臨） 10 11 12（臨） 12 1 2 3 合計

専決 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

議案 5 5 1 0 2 5 0 0 2 1 0 4 7 2 9 43

協議 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 9

報告 4 2 0 1 1 5 1 1 2 2 1 3 3 3 1 30

（2）　その他の主な活動

　　○市内幼稚園入園式，小・中学校入学式 ○第１回教育委員研修会・県総合教育センター（10月24日）

　　○市内幼稚園，小・中学校運動会・体育祭 ○社会科・生活科公開研究会（富里小）（10月21日）

　　○市内小・中学校指導室訪問 ○英語スピーチコンテスト・パフォーマンス発表会（10月29日）

　　○市内小・中学校授業参観 ○「授業錬磨の公開日」及び「1000か所ミニ集会」（11月2日）

　　○印旛地区教育委員会連絡協議会総会・成田市（4月26日） ○印旛地区教育委員会連絡協議会研修視察・成田市・市川市（11月11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（東京大会）（5月27日） ○体育科公開研究会（富里第一小）（11月16日）

　　○第３３回富里スイカロードレース大会（6月26日） ○職場体験発表会（各学校）

　　○教科書展示会（成田市）（6月30日） ○ジョイント・スクール推進事業（南学園）における小中交流事業（12月7日）

　　○総合教育会議（6月30日・10月26日・2月9日） ○成人式（1月8日）

　　○第６７回印旛郡市民体育大会応援（7月17日） ○子ども議会傍聴　（1月19日）

　　○とみさとスポーツ健康フェスタ（10月10日） ○第２回教育委員研修会・茂原市（1月24日）

　　○第50回印旛郡市特別支援教育振興大会（10月12日） ○市学校教育研究会公開研究会（浩養小，富里北中）　（1月27日）

　　○市小中学校音楽祭（10月18日） ○市立幼稚園卒園式，小・中学校卒業式

月

内容
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３．平成２８年度とみさと教育プランに基づく平成２８年度事業目標と評価 

【概 要】 

 平成２８年度とみさと教育プランに基づく平成２９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５２項目（７２．２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７２項目中２０項目（２７．８パーセント）と，合計で全７２項目中７

２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 ７２ ５２（７２．２％） ２０（２７．８％） ０（  ―  ） ０（  ―  ） 

学校教育の充実 ４５ ３１（６８．９％） １４（３１．１％）  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％） ２（１５．４％）  ０（  ―  ）  ０（  ―  ） 

 



1 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

2 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 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 道徳教育の充実

道徳の時間についての指導法研修の実施

　小・中学校において道徳教育推進教師を中心に，創意工夫した授業を展開する。
また，授業を地域に公開し，学校便りやホームページ等で学校での取組を紹介する
など地域と連携し道徳教育の充実を図る。

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

各校年間１回 11校（100％）

事業内容

　教員向けの情報モラル教育・授業プログラムを提供し，子供たちが携帯電話等を
介したトラブルに巻き込まれないように，子供たちとその保護者を対象とした「親
子ケータイ出前授業」を実施する。

市内全小学校（8校） 市内全小学校（8校）(100％）

情報モラル教育・授業プログラム提供 市内全小学校（8校）

指　　　　　標

情報モラル教育の推進

　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今後も継続して工夫してい
く。千葉県教育委員会作成の映像教材の内容を積極的に活用できるように，また道
徳教育推進教師を中心に道徳の教科化に向けた研修を行っていく。

道徳の公開授業の回数 各校年間１回 8校（73％）

　学校全体での研修や相互授業参観，中学校区での近隣校の授業参観を通して，指導
法の工夫や改善について研修を進めることができた。
　公開授業については，今年度は８校の実施であった。

（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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

親子ケータイ出前授業

課題・改善点

市内小学校8校（100％）

　小学校６年生と保護者を対象に卒業時期の３学期に授業実施の依頼をしたとこ
ろ，指導主事が学校へ赴き８校中４校の授業実施となった。これは，残りの４校が
すでに同様の内容で外部講師を招いて授業実施しているためである。したがって，
実質的には達成度は１００％といえる。

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

　本事業を富里市教育委員会による授業実施にするためには，３学期に入ってから
授業実施の依頼をするのではなく，もう少し早い時期から依頼をする必要がある。
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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25年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 高い 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
　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。

重点項目
（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

体力向上に向けた取組

平成２８年度実績（実施率）

体力向上研修会開催回数 1回 1回（100％）

課題・改善点

　富里市情報教育ネットワーク（コラボノート）を活用し，体力向上研究部長が取
りまとめて市内全職員に定期的に情報発信を行っている。この取組により，各校の
「遊・友スポーツランキングちば」への参加率が増えている。今後も体力分析結果
に応じて効果的な体力向上に取り組んでいく。

指　　　　　標 平成２８年度目標

総合評価

Ａ

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 11校（100％）

達　成　度

　富里市体育主任会議に合わせて，富里市教育研究会体力向上部の研修会を同時開催し
た。その場で，各校の体力向上策の情報交換と学校体育における安全対応の演習を行っ
た。また，今年度から年間を通して「遊・友スポーツランキングちば」の「みんなでジャ
ンプ」に市内全校で取り組むことができた。

自己評価

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。

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

学力向上に向けた取組事業名

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

県平均到達率 30％ 27.0％

課題・改善点

県平均の到達率をさらに高めるために，ジョイント・スクール推進事業の中で示し
ている「学習のルール作り」を徹底し，家庭学習を充実させ基礎・基本のさらなる
定着を図る。また，各学校において日々の授業の工夫・改善が活発に進められるよ
う，研修や情報提供を充実させる。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　小・中学校合わせると，27.0％であった。中学校は県平均を超えた33.3％得られ
たが，小学校は24.0％で，目標値に達することができなかった。
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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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

小学校合格率 95％ 93.5％

課題・改善点
　合格率の低下が見られたため，今後三回の検定すべてにおいて90％以上を達成し
た中学生には「とみの国マイスター」を認定することとし，学習への意欲を一層高
めていくようにする。

自己評価
総合評価

Ｂ

中学校合格率 90％ 80.0％

達　成　度
　学期に１回『とみの国』検定を児童・生徒に実施した。合格した児童・生徒には
合格証や『とみの国』ファイルを配付した。

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。ボランティア団体「きょうざん会」を中心に希望者に対してできるだけマン
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２７年度から３会場８０名
募集に拡大して実施し，それに伴いボランティア講師の増員と高校生ボランティアの活用
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

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

参加児童数 80名 80名（100％）

課題・改善点
　入塾希望者が多いため，定員の増加に向けて，一会場当たりの募集枠の増加や，
会場数の増加を図る必要がある。そのためにも，来年度は高校生ボランティの増加
に努め，更に大学生への協力を求めるなどの新たな工夫が必要である。

自己評価
総合評価

Ａ

一般ボランティア・高校生ボランティア 30名・50名 27名（90％）・29名（58％）

達　成　度

　市内全小学校から総勢１３５名の希望者があり，その中から８０名を抽選で選んだ。一般ボラン
ティアの方は，平成２７年度に参加された５名が辞退されたものの，平成２８年度は新たに７名の
協力を得ることができた。高校生ボランティアについて，目標とする人数の協力は得られなかった
が入塾した児童や保護者の満足度は高く，次年度の入塾を希望する声も多かった。
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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28年度の指
定校等は，富里小学校・富里第一小学校・浩養小学校・富里北中学校である。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

公開研究会の実施 4校 4校中4校(100%)

課題・改善点
　公開する学校については，各研究部が協力をして公開研究会の運営がスムーズに
行えるような策を取っている。富里市学校教育研究会の公開校については，当研究
会の総会で無理なく輪番で回せるように確認が取れている。

自己評価
総合評価

Ａ

研究成果資料の市内配付 4校 4校中4校(100%)

達　成　度
　10/21（金）に富里小学校で社会科公開研究会,11/16（水）に富里第一小学校で
体育科公開研究会，1/27（金）に浩養小学校と富里北中学校で富里市学校教育研究
会公開研究会を開催した。

事業名

事業内容
　子供たちがふるさとである富里を理解し，地域への誇りと愛情を育んでいくため
に，「ふるさと学習」を発達の段階に応じて教育課程に位置付け，推進する。中学
年では副読本を活用して，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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

小学校３・４年生でのふるさと学習の実施時数 3年50時間・4年 8時間 3年50時間・4年 8時間(100%)

課題・改善点
　今後は日吉台小学校と富里小学校の末廣農場の授業実践をもとに，各校が郷土学
習の計画見直しが図れるように富里市教育ネットワーク等を活用して情報共有をし
たい。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度

　８月２４日の印旛地区教育研究会（社会科部会）では日吉台小学校が旧岩﨑家末
廣別邸を教材にして４年生の郷土を学ぶ学習について発表した。また１０月２１日
の印旛地区教育研究会・公開研究会において，富里小学校が同じく郷土を学ぶ学習
において末廣農場を教材にした実践発表を行った。
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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
　他市町村から本市に異動してきた教員や新規採用教員を対象として，夏季休業中
に「ふるさと巡検」を実施する。研修会では，専門性の高い生涯学習課職員を講師
として，子供たちへの指導に役立つ情報を提供し，指導者の育成を図る。

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

「ふるさと学習」に関する研修の実施

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８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 転入職員（小学校）の参加者 20名 新規採用職員8名(40%)

課題・改善点

　多くの教職員の参加を期待しているため，夏季休業中に実施を予定している。そ
のため，天候等で日程を変更する場合は，調整が困難である。来年度は，天候の影
響等を考慮し，研修日を２日確保する。また，２０名以上の参加に対応するために
も，大型バスも確保したい。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　今年度は，当初予定していた研修日を台風の影響で延期した。そのため，参加を
予定していた市外からの転入職員や平成２８年度新規採用職員と日程調整した結
果，新規採用職員８名のみで実施した。

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２８年度目標 平成２８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
　地域社会の状況や新学習指導要領の内容を鑑み，社会科副読本の内容を変更して
いく必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　各小学校に中学年の社会科学習で，社会科副読本を配布している。活用状況につ
いては，小学校中学年の教育課程実施状況を学校教育課が点検・確認したところ全
ての小学校で活用されていた。

8



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（ＪＴＥ）の配置

「英会話の日」推進事業の実施

事業内容
　小・中学校にＡＬＴやＪＴＥを配置する。コンコルディア大学の学生を受け入
れ，英語指導補助員として活用し，英語のコミュニケーション能力の育成や国際理
解教育の推進を図る。

ＡＬＴ3名 英語指導補助員6名 ＡＬＴ3名＋アメリカ実習生1名・英語指導補助員6名(100%) 

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

　ＡＬＴ３名とＪＴＥ６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った。コンコルディア大学の実
習生を６，７月と１，２月に２名受け入れ，外国語活動や国際交流活動に活用し
た。

平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

ＡＬＴ，英語指導補助員の数

課題・改善点

　今年度からＡＬＴ３名配置となった。各校とも配置時数が増えるため，授業の中
で効果的に活用できるよう教員の研修も行っていく必要がある。次期学習指導要領
の先行実施に向けて，小学校についてはＪＴＥの活用方法の研修を更に深めてい
く。

自己評価
総合評価

Ａ

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

英会話の日の実施回数 各学校年間3回 各小・中学校3回

課題・改善点
　各学校で年３回実施し効果を挙げることができた。目標は達成できているが活動
がやや単調となってきているため，子どもたちの意欲を更に高める活動内容を研修
会などを通して紹介していく必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　各学校で工夫して７月，１２月，２月の年間３回「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。
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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
　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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

受入れ事業所数 100箇所 78箇所(78%）

課題・改善点
　事業所の新規開拓を行うことができた反面，事業所の事情により生徒の受入人数
を削減されたり，受入を断られたりすることがあった。

自己評価
総合評価

Ｂ

事前学習と事後の振り返り学習の授業時数 5時間 13.7時間（100％）

達　成　度
　平成２８年度は，大型ショッピングセンターや大型チェーン店等，新たに９事業
所の協力を得られ，市内３中学校で体験学習が実施できた。事業所が増えたことに
より，将来の職業を意識して「なりたい自分」を思い浮かべる生徒が多くなった。

事業名

事業内容
　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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

受入れ事業所数 100箇所 78箇所（78％）

課題・改善点
　児童の要望に沿った職場体験を実現するためにも，更に事業所を拡大していく必
要がある。学校へのアンケートを通して，児童の要望を集約していきたい。

自己評価
総合評価

Ｂ

事前学習と事後の振り返り学習の授業時数 5時間 16時間(100%)

達　成　度

 平成２８年度は，大型ショッピングセンターや大型チェーン店等，新たに９事業所の協力
を得ることができた。職場体験学習の事前・事後の学習も充実させることができ，平成２
７年度は事前・事後学習の時間数が５時間であったが，平成２８年度は１６時間と大幅に
増加した。学習後は親に対する感謝の気持ち，礼儀やマナーに対する意識が向上した。
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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

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，指導主事による指導・助言を行う。防災教育，食
育，家庭との連携について重点的に指導を行う。
　夏季の研修会において指導力向上及び幼保連携についての研修を行う。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

訪問回数 15回 20回（100%）

課題・改善点
　参加者が園の中で起こりうる危機の具体例について話し合った内容を基に，巡回
の中で「危機管理マニュアル」の運用の充実が実際に図れているかを点検していき
たい。

自己評価
総合評価

Ａ

夏季研修会 １回 １回（100％）

達　成　度

　夏季研修会においては，今年度子ども課が作成した『危機管理マニュアル』を基
に，様々な危機の具体的な対応について協議し，多くの教諭・保育士に周知するこ
とができた。巡回訪問については，20回実施し，必要に応じて園に対して指導を
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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

幼小連携の行事数 5回以上 16回（100%）

課題・改善点
浩養幼稚園や浩養小学校のように同じ施設内の幼小連携は比較的図りやすいが，別
の施設にある幼稚園・保育園・認定こども園や小学校との連携をどのように図って
いくか，個々の事例を集めて，効果的な連携を模索していく必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　合同運動会，バザー，新入生歓迎会，敬老フェスタ，仲良し浩養発表会，６年生
を送る会，避難訓練，防災訓練，６年生による読み聞かせなど，様々な行事を通し
て，幼小連携を深めている。
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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

　特別支援教育の専門家チームによる巡回を市内全幼稚園・保育園（私立も含
む），市立小・中学校で年間2回（計画訪問）実施し，特別支援教育の推進を図
る。要請による巡回がある場合には実施し，園や学校だけでなく家庭における支援
の仕方についても助言し，個別支援の充実を図る。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

訪問回数 42回 42回実施(100%）

課題・改善点
　幼稚園・保育園の巡回は，小学校への適切な就学指導につなげることができた。
小・中学校へも計画的に訪問しているが年々ニーズが高まっているため，訪問日数
を増やしていくことを検討していく。

自己評価
総合評価

Ａ

要請による訪問の回数 5回 5回（100%）

達　成　度
　計画訪問は，私立を含む市内全幼稚園・保育園及び市立小・中学校で前期に１
回，後期に１回ずつ行った。要請による訪問では，心理検査の依頼が多く，その結
果報告を含めてニーズに応じて行った。

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，子供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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

小・中学校の教員の認知率 100％ 100％

課題・改善点
　ライフサポートファイルについては周知しているが，教員が毎年入れ替わる中
で，将来にわたる活用方法の理解を全職員に深めるため，今後も研修会を通じて繰
り返し周知していく。

自己評価
総合評価

Ａ

小・中学校での提出率 100％ 100％

達　成　度

　特別支援教育連絡会議で活用の流れや活用法などについて周知徹底した。ライフ
サポートファイルは保護者保管で，提出も保護者の意志によるものなので，園や学
校では提出の呼びかけを行ってきた。保護者から提出があった場合には承諾を得て
写しを学校で保管し，指導の支援に活用している。
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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供や通常学級に在籍する特別な支援を要する子供に対
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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

配置人数 13名 13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増え
ている。６月，１０月の市特別支援研修会では，特別支援学級担任のニーズに合わ
せた内容としたため，個別指導補助員の参加率が低かった。今後，個別指導補助員
にも役立つ研修内容を検討していく。

自己評価
総合評価

Ｂ

市特別支援教育研修会への参加率 50％ 46％（６名参加）

達　成　度
　平成２８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
員は全ての授業に入り，特別な支援を要する子供への指導を行っている。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

相談の実施回数 96回 104回（108％）

課題・改善点
　発達相談の回数を増やしたり，緊急性の高いものを優先させるなど，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
ほどであった。目標回数を超える相談件数があった。相談員は単に相談に乗るだけ
でなく，指導主事を通して学校と連携をとりながら包括的な支援に当たった。
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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
　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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

巡回の実施回数 80回 63回（78.7％)

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。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
上につなげることができた。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等情報共有することができた。

事業名

事業内容

　富里市「おすすめの本１００さつ」を活用した読書活動を推進し，言語活動の充
実を図るための基礎的な能力を養う。
　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利用
アンケートを実施し，その結果を授業に活用する。

１　学校教育の充実

重点項目
（１）教育内容・方法の改善充実

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

一人あたりの貸出冊数 小学校50冊・中学校10冊 小学校59.5冊(100%)・中学校8.4冊(84%)

課題・改善点

　図書利用アンケートの更なる活用と，既存の図書室用ＰＣ以外の校内ＰＣでも図
書室の蔵書が検索できるようにすること，タブレットと併用して利用できるように
していくことが必要である。また中学校においては，授業等で図書室の利用時間を
増やすことが課題となる。

自己評価
総合評価

Ａ

図書利用アンケートを活用した授業の実施回数 年間2回 2回(100％)

達　成　度
市内小学校の貸出冊数は，小学校で59.5冊，中学校で8.4冊であった。各学校にお
いては，独自のお勧めの本のリストを作成し創意工夫ある取組が見られた。
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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26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

　既存の三つの中学校区をそれぞれ一つの学園として，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，地域の特色を生かした小・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
（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

ジョイント・スクール構想の推進

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

中学校不登校率 2.5％ 4.8％

課題・改善点
教育課程が異なる小・中学校の日課や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

Ｂ

交流事業児童生徒満足度 90％ 91.1％

達　成　度
　交流事業における児童生徒の満足度は９０％を超える等高い状況にある。不登校
率は昨年度より０．５％上がり，依然高い状況にある。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

小学校長欠率 1％以下 2.65％

課題・改善点
　今年度から長欠報告を個人別シートにして翌年度以降に継続して情報共有できる
よう改善した。これを長欠対策に活用できるような方策が必要である。

自己評価
総合評価

Ｂ

中学校長欠率 5％以下 6.23％

達　成　度
長欠担当者会議を３回開催した。第２回会議では，国立教育政策研究所の調査官を
講師に招き，不登校の未然防止について見識を深めた。また，第３回では各校の欠
席が減った事例を紹介しあい，自校の不登校対策の参考とした。
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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7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24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
　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（ふれあいセンター）

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

通級児童・生徒数 10名 9名（90％）

課題・改善点
　通級している児童・生徒の実態に応じてチャレンジ登校を進めたことにより，２
名の学校復帰を果たすことができた。

自己評価
総合評価

Ａ

学校復帰率 100％ 2名（20％）

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。利用
者数は,目標に対して近づいており，体験通所する児童・生徒も３名と増えた。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

いじめの解消率 100% 95.2％

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・早期対応に努めるとともに，毎学期に実施しているいじめ状況調査
において，管理職から１件ずつ聞き取りを行い，いじめの状況に応じて指導助言す
る。

自己評価
総合評価

Ａ

いじめに関する研修の実施回数 3回 1回（33％）

達　成　度
　各学校においていじめの早期発見・早期対応に努め，多くのいじめを発見し，解
消に努めることができている。
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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
　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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

家庭訪問数 35件 291件

課題・改善点
　教育相談員の業務として家庭訪問を強化したが，十分に家庭訪問をするために
は，勤務日数を増やす必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

相談件数 45件 830件

達　成　度
　平成28年度は２名の教育相談員が，年間を通して小・中学校に訪問し，教育相談
活動，いじめや不登校等への指導・助言を中心に行うようにしたことにより，大幅
に家庭訪問や児童・生徒等の相談件数が増加した。

事業名

事業内容
　小・中学校教諭の中から教科指導員を選任し，５年目以下教員研修に係る各種研
修会の講師として派遣することや，５年目以下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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

事後アンケート「効果的であった」 90％ 100％

課題・改善点
教科指導員になり得る年齢層の教員が少ないことから，こうした教員の養成が必要
である。

自己評価
総合評価

Ａ

授業研修講師派遣 26回 26回（100％）

達　成　度
　平成２８年度は全体研修会を夏季休業中に開催し，１１月から１月にかけて個別
研修を集中して実施したところ５年目以下教員の研修報告で，教科指導員の指導が
今後に役立つ内容であったとの感想が多数を占めた。
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29 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

30 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 中程度 継続

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

個別研修（授業展開） 34回 34回（100％）

課題・改善点
　県の悉皆（しっかい）研修との兼ね合いを調整し，受講者が無理なく効果的に実
施できるように調整し実施しているので，順調に研修を行うことができている。

自己評価
総合評価

Ａ

全体研修等（講義・授業見学等） 2回 2回（100％）

達　成　度
　今年度実施した個別研修と全体研修については，研修者の意欲的な参加態度によ
り，充実した研修となることができた。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

開催講座数 6講座 6講座（100％）

課題・改善点
　夏季研修の６講座を，時代と地域のニーズに応じて入れ替えていく必要がある。
また，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

事後アンケート調査「とてもよかった」「よかった」 90％ 98.2％

達　成　度
　６講座において，専門の外部講師を招き，富里市のニーズに応じた内容で研修を
実施し，市教職員全体の力量を高めることができた。教職員に対して行ったアン
ケート結果からも，98.2％の満足度であった。
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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22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２８年度目標 平成２８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
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

配当予算執行率 96％ 98%

達　成　度

　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ている。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効果が表れている。また，外
国語活動では，ALT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等を実施している。

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２８年度目標 平成２８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。
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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15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20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
　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２８年度目標 平成２８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%）

課題・改善点
文部科学省から学校評価を活用した学校改善のマネジメントが求められている。各
校・園において効果的なマネジメントのための手立てを講じる必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

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
全ての幼稚園，小・中学校で自己評価の実施と公表を行った。また，努力義務であ
る学校関係者評価についても全ての幼稚園，小・中学校で実施することができた。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

学校支援ボランティア登録者数 個人380人，団体30団体 個人680人（100％），団体28団体（93％）

課題・改善点
　登録していただいたにも関わらず，活用されない場合もあった。登録者が更に効
果的に活用できるよう周知徹底させたい。

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360人，団体25団体 個人669人(100％），団体28団体（100％）

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。登
録者が多く，実績にも結び付いている。特に小学校の読み聞かせ活動では継続的に
活用しており，読書活動の充実につながっている。
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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 高い 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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

検査結果を活用 3校 3校（100％）

課題・改善点

　生活習慣病予防には，小児期からの生活習慣が大切である。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，生徒自身への指導にとどまらず，保
護者を含めた食生活や生活習慣の改善に関する指導が必要に思われる。また，要医
療者や要管理指導者の次年度の経過観察検診が必要である。

自己評価
総合評価

Ａ

要医療者割合 10％以下 5.3％

達　成　度

　要医療者割合は改善され，５．３％となったが，郡平均２．２％よりかなり高
い。要管理指導者(生活習慣病検診の値は医療を要する程ではないが，放置すれば
生活習慣病に移行してしまうため，食生活や生活習慣の指導が必要な生徒)の割合
は９％であり(郡平均５．１％)，今後も継続した指導が必要である。

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２８年度目標 平成２８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 　衛生管理や食材納品時の検収の徹底など継続的に実施する必要がある。

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，各種細菌検査を実施したほか，夏期の食中毒や
冬期の感染性胃腸炎などの時期に学校施設等関係者へ注意喚起を行うなど，衛生管
理を徹底した。
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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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

富里米の使用回数 (米飯日) 152回 152回(100%)

課題・改善点
 安心・安全と購入経費とのバランスを適切に考慮しながら，米以外の食材につい
ても地場産品の活用を図る。

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

食に関する指導の推進

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

食育指導等の回数 96回 96回(100%)

課題・改善点
　栄養士が作成した食育ビデオを使用する授業や，給食センターへの施設見学など
を提案し，より効率的な手法で，更に食育の浸透を図る。

自己評価
総合評価

Ａ

給食だより等の配布 25回 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

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

給食の残菜率 15% 20.3%

課題・改善点
　残菜については，学校での給食時間の妥当性，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である。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度

　残菜については献立に創意工夫をこらすメニューづくりを心掛け，また小・中学
校と連携を図り，食育を通じて食の大切さや規則正しい食生活を身につけること
で，少しでも食が進み，食べ残しが少なくなるよう促すことや，各校が給食時間で
取り組んでいる効果的な事例なども参考としながら給食残菜率の低下を目指した。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

「まちcomi」への加入率 100% 80%

課題・改善点

　各学校へ「まちcomi」の活用方法を指導していくとともに，保護者への加入促進
を引き続き行っていく。設定によっては加入しても学校からのメールが届かない場
合があるため，確実に連絡が届くように，設定の仕方（各携帯会社へ問い合わせる
ようになど）についても伝えていく。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　各学校において年度初めに「まちcomi」システムへの登録を保護者に呼びかけ，
必要な情報をメールで配信することで加入率が高まったが,目標には達成していな
いため，今後も呼びかけをしていく。
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41 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

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 中程度 中程度 継続

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２８年度目標 平成２８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 市立幼稚園，小・中学校で実施 各幼・小・中で１回以上実施（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４月から５月にかけて防災
訓練を実施した。

事業名

事業内容 　防犯意識を高めるため，市立幼稚園，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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

防犯教室の実施 市立幼稚園・小学校・中学校で実施 3園，11校（100％）

課題・改善点
　火災や地震の訓練を終えたら，なるべく早い段階で不審者対応訓練を全ての学
校・園において実施したいのだが，他の行事関係との兼ね合いで実施することが困
難な状態である。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　今年度も年度初めの訓練では，避難経路の確認のため火災や地震の訓練が優先さ
れたが，年１回防災訓練の中で不審者対応の訓練を行った。
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43 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 終了

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

　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２８年度目標 平成２８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施設工事完了（100％）

課題・改善点 　今後も児童・生徒が安全に学校生活を送れるよう施設整備に努める。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　市内３中学校体育館等の非構造部材安全対策工事を行い，富里市教育施設耐震化
整備等事業計画は完了した。

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２８年度目標 平成２８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 　 今後も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。
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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26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

高い 高い 高い 継続

事業名

事業内容 　富里市学校施設バリアフリー化推進事業に基づきバリアフリー化を推進する。

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

学校施設バリアフリー化の推進

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

バリアフリー化の実施 1校 1校工事完了（100％）

課題・改善点 　計画に基づき段階的に整備を進める。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度 　富里小学校校舎へエレベーター設置工事を行い完了

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，社会環境の変化に順応した能力を再開発するための学習の場として創年セミナーを開
催する。また，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

創年セミナーの充実と生涯学習アシスト事業の推進

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

創年セミナーの開催 16回（年） 16回（100％）

課題・改善点

　創年セミナーについては，参加者の多くが中・高年層であるため，若年層の市民も参加できる日
時を設定し，更に世代間交流が図れる場として改善する必要がある。また，アシスト事業登録指導
者の活用については，市内各保育園，幼稚園，小・中学校に紹介するとともに，庁内他課が所管す
る市民協働事業との連携，指導者活用を更に周知し事業を推進していく必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

アシスト事業講師利用回数 10回（年） 1回（10％）

達　成　度
　創年セミナーにおいては，４１名の参加，延べ５２４名の受講生が歴史や科学，
スポーツの体験学習を行った。なお，アシスト事業の講師利用回数は，１回だけの
利用にとどまった。

26



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 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図るため，「早寝・早起き・朝ごはん」運動を推
進する。公立各幼稚園，小・中学校に開設されている家庭教育学級において周知を
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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

家庭教育学級での周知回数 14回 14回（100％）

課題・改善点
　生活リズムの向上の周知のほか，アンケート調査等を行い，年齢別，学校等別，
地域別等分析を行い実態を把握した上で，事業の推進を図る必要があると考える。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　「早寝・早起き・朝ごはん」の必要性，重要性とともに食育学習についても併せ
て学習した。

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２８年度目標 平成２８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 14日間（87％）

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，この取組が他の学校へさらに広まるよう，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

　各校の運営については，地区社会福祉協議会，保健推進員，保護者が教育活動サポー
ターとなり開催した。浩養小学校では９月上旬から１１月上旬において６日間，富里第一
小学校及び洗心小学校では，１０月下旬から１２月初旬までの間に各４日間開催した。な
お，富里第一小学校及び浩養小学校では，学童クラブと連携し，活動を行った。
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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 高い 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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

全学級実施回数 86回 84回（98％）

課題・改善点
　今後も主事（教頭等），学級長（保護者）と連携し，活動内容や活動日を配慮し
ていく必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

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，平成28年度は延べ1,293名の学級生が参加した。

事業名

事業内容

　富里の歴史にふれる機会として歴史ウォーキング，地域産業への理解を深めるため農園を訪問し
た。更には，11月に開催される市文化祭において富里の民話を大型紙芝居で紹介する予定である。
　また，8月17日からの3日間，小学5年生以上を対象に岩﨑久彌氏ゆかりの地である岩手県雫石町に
ある小岩井農場を訪れ，末廣農場の歴史を語り継ぐ次世代の育成に寄与することを目的とした体験
学習を実施する。

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

地域産業や歴史文化などを学ぶ子どもへの支援

「ふるさと学習」の実施

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

参加者数 50人（30人） 50人：100%　（21人：70％）

自己評価
総合評価

Ｂ

富里の民話「大型紙芝居」鑑賞人数 100人 70人（70％）

達　成　度

　参加者がトウモロコシの種まき(５月)・収穫　(７月)の体験を実施した。トウモロコシの生育を学習し，実際に体感するこ
とにより食への知識と食育への関心を高めた。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。
　小岩井農場での学習においては，岩﨑久彌氏と富里，富里の農業の歴史について事前学習を行った上で，歴史的建造物や広
大な農場を巡り，農業や自然に対する新たな思いを芽生えさせ，末廣農場の歴史を語り継ぐ次世代の育成に寄与することがで
きた。

課題・改善点
　それぞれが単体事業であるため，連続性のある総合型「ふるさと学習」として企
画し実施していく必要がある。
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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
少年健全育成活動に努めている。

課題・改善点

　青少年相談員は，学校区によって活動に対する認識に温度差がある。この問題
は，県内各市町村でも同様の課題となっており県内担当者会議で協議をしていると
ころである。効率的な事業運営，相談員個々の負担の分担，軽減を図りながら学
校・地域とより一層連携し活動を推進していく必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

「親子へらぶなつり大会」参加者数 50組 41組（82％）104人

「少年少女綱引き・ドッジボール大会」参加者数 260人 255人（98％）

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,4月に「親子へらぶなつり大会」や10
月に「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２８年度目標 平成２８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% 95%

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・七栄小学校・富里第一小学校の5小学
校区で運営委員会方式により実施している。「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。10月下旬には，子供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，1月には小学生低・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，毎年度運営委員の募集を行って
いるが，運営委員会設立は5小学校区にとどまった。今後も運営委員の確保に努
め，多くの児童が英語に触れあう機会，場の提供に努める必要がある。

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，日ごろの成果を活かした，
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２８年度目標 平成２８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 5小学校区（83％）

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

29



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
　8月に講堂棟屋上防水工事を完了するとともに，給水設備の部分修繕や公民館入
口のスロープ部分の段差解消処理を行った。

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 10件 9件（90%）

事業名 施設の整備充実

事業内容
　講堂棟屋上防水工事をはじめ，老朽化した設備の修繕を計画的に行い，安定した
公民館運営を図る。

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８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を撤去し，環境の浄化に努めている。

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２８年度目標 平成２８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） 9回 8回（89％）

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
  ホームページへのアクセス件数は前年度並で順調である。
インターネットを利用した予約冊数については増加している。

課題・改善点 　更なる利用者の拡大を課題として，窓口や広報紙でサービスの周知に努める。

自己評価
総合評価

Ａ

ホームページのアクセス件数 190,000件 190,469件（100%）

インターネットからの予約冊数 11,000冊 12,745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，モバイル版に対応した図書の予約シ
ステムなど，図書館のホ－ムペ－ジ機能の向上に努め，地域の情報拠点として機能
の充実を行う。

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８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27年度末より4,386冊の増加となり，目標値を上回り蔵書が更に充実した。

課題・改善点

　リクエスト冊数については，増加傾向にあり，図書館資料に対する積極的な要求
が高まっていると思われるので，今後も適切な資料整備や情報提供に努める。
　一方，蔵書数が200,000冊を越えることが見込まれることから，適切な除籍作業
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，雑誌，視聴覚資料などの図
書館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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

図書の蔵書数 196,000冊 199,146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16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
　平成２８年度から幼稚園・保育園にも拡大し実施しているところであり，概ね順
調である。

課題・改善点
　団体貸出し用資料については，充足しているとは言えない状況ではあるが，学校
等の要望を参考に必要資料の整備を進めていく。

自己評価
総合評価

Ａ

延べ貸出団体数 170件 163件（95.9％）

延べ貸出冊数 7,000冊 7,906冊（100％）

事業名 学校図書室等の支援

事業内容
　図書館が所蔵する団体貸出用資料を学校・幼稚園・保育園に長期に貸出し，読書
週間の向上と学校等での読書活動の向上に寄与し，より身近に本とふれあえる機会
の創出を行う。

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

自己評価
総合評価

Ａ

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 　目標を大きく上回る達成率となった。

課題・改善点
　小学生の達成率が大きく伸びた一方、中学生の達成率が減少している。中学生は
学校行事をはじめ活動範囲が広がることも一因と思われる。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い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つながるよう
ブックトリップ事業を行う。

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

ブックトリップ事業の達成者割合 20% 24.6%（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・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

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
　若年層の参加者を取り込むための方策を考える必要性があり，今後アンケートな
どを実施予定。

自己評価
総合評価

Ａ

来場者数 1,000人／日 5,113人/4日（100％）

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２８年度目標 平成２８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
（１）文化の振興

文化の創造

図書ボランティア延参加人数 300名 181名（60.3％）

達　成　度   継続して協力いただけるボランティアが定着してきた。

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各ボランティア活動への参加
を呼びかけていく。

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，読み聞かせボランティア及び図書館ボランティ
アの育成・支援を行う。

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

読み聞かせボランティア延参加人数 300名 283名（94.3％）

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
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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

達　成　度 　両保存会とも，年次計画に則り継承活動等を実施している。

課題・改善点
　両保存会の活動継続のため，今後もあらゆる形で支援等を継続するとともに，過
去の記録等を収集し，富里市の無形民俗文化財の保存を図って行く。

自己評価
総合評価

Ａ

活動回数 各2回 3回（75％）

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２８年度目標 平成２８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
　開催期間中に悪天候があったが，目標を達成するだけの来場者を迎えることがで
きた。また，来場者の反応も極めて良好であった。

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，近隣市町を含めて作家の情
報収集に努める。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

来場者数 2,000人 2,350人（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 芸術作品鑑賞機会の創出
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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

達　成　度
　景気回復による影響は，近年，埋蔵文化財包蔵地の確認件数が大幅に増加する傾
向にあり，今年度は昨年度を上回るペースで確認件数が伸びている。

課題・改善点
　新発見の遺跡など位置データを入力し，精度の高い所在確認を実施できるように
する。

自己評価
総合評価

Ａ

文化財包蔵地確認件数 300件 462件（100％）

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２８年度目標 平成２８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 　平成29年3月末時点で，新たな市指定の申請はなかった。

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に
ついて文化財審議会を経て市文化財に指定していく。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

指定文化財件数 １件増 0件（0％）

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
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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28年度

必要性 有効性 効率性 方向性

高い 高い 低い 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

達　成　度
　「市内巡検（教員対象）」1回，創年セミナー講師3回，図書館歴史講座3回，富
里小総合学習1回，根木名小社会科現場見学1回，浩養小文化財めぐり1回を実施し
た。

課題・改善点
　郷土の歴史を学ぶ最初の機会である小学校において，歴史教育支援の申し出があ
る学校に偏りがある。次年度に向けた改善策として，支援プログラム等の作成につ
いて準備を進める。

自己評価
総合評価

Ａ

歴史教育支援回数 10回 10回（100％）

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２８年度目標 平成２８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
（１）文化の振興

文化資源の活用

達　成　度 　地区毎に追跡することが難しく，地区としての実績もあがらなかった。

課題・改善点
　所有者の代替りによって，所在の取れないものがある。地区毎の実施より，古文
書写真の追跡調査が望ましい。

事業内容
平成２７年度をもって民俗文化財調査が終了したことから，新たに古文書悉皆調査
を開始し，文化財の総合的保存・活用を図るための方針を定める「歴史文化基本構
想」の策定を進める。

指　　　　　標 平成２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

古文書悉皆調査地区数 ４地区 2地区（50％）

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
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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

達　成　度

　平成25年4月に設立した富里南中学校区の富里南桜クラブでは会員を対象とした
事業の他に一般市民を対象とした事業も行う等，積極的に活動を行っている。
　会員以外の参加募集などについては市広報紙への掲載を行う等の支援は引き続き
行っている。

課題・改善点

　富里南桜クラブでは，安定した活動が行われているが，指導者や新規会員の確保
が今後の課題である。設立されていない中学校区での準備委員会の発足が急がれる
が，地域主体での運営・活動が必要とされるため，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

Ｂ

富里南桜クラブの設立後の会議開催 4回 2回（50％）

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％）

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２８年度目標 平成２８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

スポーツ出前講座実施回数 5回（100人） 5回・179人（179％）

達　成　度
　スポーツ推進員が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，小学生から高齢者までを対象とした出前講座を５回行い多く
の市民にニュースポーツとふれあう機会を作ることができた。

課題・改善点

　スポーツ推進委員の定員は15人だが，現在は14人で活動している。また，今後は
推進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，市民がスポーツで体を動かすことが出来る機会を
増やすためスポーツ推進委員派遣の調整に努める。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

研修会等参加回数 3回 6回（100％）

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
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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

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，各種事業に参加していただき，時や場所
を問わずスポーツの楽しさや体を動かすことの喜びを感じてもえるようなスポーツ
レクリエーションの普及を検討していく。

自己評価
総合評価

Ａ

水泳教室・水泳大会の参加者数 延べ150人 延べ274人（100％）

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
　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２８年度目標 平成２８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

健康・体力づくりとスポーツ活動の促進

体育施設等の利用件数 8,736件 4,892件（55.9％）

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。平成28年度
は，中学校3校とも改修工事のため利用中止期間があったため利用数が伸びなかっ
た。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態であ
り，施設利用促進の目標は達成されいている。

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。今後，施設使用の有料化（電気料等）を利用団体
と検討していく。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

学校体育施設利用団体の登録数 102団体 89団体（87.2％）

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
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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

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ている。

課題・改善点
　各専門部で行われる大会や教室へのチームや個人の参加者数に減少傾向がみられ
る。大会によっては，今後開催時期の変更等を検討している。

自己評価
総合評価

Ａ

大会・教室の開催回数 58回 58回（100％）

全国大会等への出場者数 15人 個人8人

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２８年度目標 平成２８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

健康・体力づくりとスポーツ活動の促進

達　成　度
　体育の日に実施し、体力・運動能力測定、ノルディックウォーキング教室、健康
体操教室、野球教室に加えニュースポーツとしてユニカール、スカットボール、バ
ドポンを行った結果、参加者は昨年度を上回ることができた。

課題・改善点
　天候の影響が少ない社会体育館を中心とした種目を実施し、今後も多くの方が参
加できるよう，内容や種目を検討していく。
　また、体育の日の実施に拘らないなど、実施方法も検討していく。

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２８年度目標 平成２８年度実績（実施率）

参加者数 200人 358人（100％）

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
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富里市教育委員会の教育行政について 

 

                     玉川大学学術研究所 

高等教育開発センター教授 笹井宏益  

 

１ 全体をとおして 

 

平成２８年度「とみさと教育プラン」では，同市の教育が，前年度に引き続き，「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。このような柱建ては，

子どもの成長を，学校教育だけに焦点を当てて議論するのではなく，家庭や地域などにおける子ど

もの活動や地域の人たち同士の関わり合い等も視点に入れて考えていこうとすることの表れと考え

られ，極めて望ましい視点であると考える。 

 

 富里市の教育行政の特徴として挙げられることは，教育行政における一つの分野の施策が，他分

野の施策と有機的に関連付けられた取り組みがいくつか行われており，いわば広い視野のもとで，

横断的・学際的な教育行政が地域に根ざした形で具体化されていることである。例えば，学力向上

の取組みの一つである「富里市きょうざん塾」では，ボランティア講師の協力を得たりして指導の

充実を図っており，また，岩崎久彌氏をめぐって，子どもたちの岩手県小岩井農場での体験を通じ，

歴史学習の視点を組み込みながら，ふるさと富里を再発見する事業等が挙げられる。こうした取り

組みの形は，教育活動が立体的・複合的に組み立てられることを意味しており，その結果，参加者

はたくさんの「気づき」を得ることができ，それらの教育的な意義は大きいと考えられる。 

 

このような教育計画レベルの話にとどまらず，個別の事項についても，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。 

実際に，平成２８年度の自己点検評価の結果によれば， 

・「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 

・「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 

・「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 

という素晴らしい結果が示されており，しかも，これらすべての重点項目（柱立て）に関して，「順

調に達成」評価が３分の２を超えていることは，評価の内容として最も望ましいものであることは

疑いを容れない。こうした結果は，次年度以降も継続・発展させることが期待されるが，その一方

で，事業の効率性や内容の質の高さ等について，後述するようにいくつかの課題も見受けられる。 
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２ 個別の事項について 

 

（１）学校教育の充実 

富里市は，かねてから，情報教育の重要性をかなり強調してきており，例えば，親子ケータイ

出前授業などを実施している。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，不十分な取り

組みの自治体が多いが，富里市の場合は，その重要性を認識し，きちんと学校教育で位置付け取

り組んでいることは，高い評価に値する。 

近年，スマートフォンはますます高度化・多機能化・パーソナル化し，かつ利用の低年齢化が

進んでおり，このまま放っておけば，重大な問題を引き起こしかねない。もちろん，スマートフ

ォンの利用によって，大人子どもを問わず，「学びの可能性」が大きく膨らむことは確かであるが，

こうした良い成果を産みだすためには，学校教育の中でも情報モラル教育を徹底することが必要

である。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た施策の拡充を図ることを期待したい。 

 

学力向上については，かねてから実施している「富里市きょうざん塾」や『とみの国』検定に

加えて，研究指定による指導方法の改善を図ったり，千葉県標準学力検査の結果に基づいて教育

課題を科学的に把握・分析したりするなど，基礎学力の向上に対して積極的に取り組んでいるこ

とは高く評価できる。このうち，「富里市きょうざん塾」は定員を上回るほどの大変な人気であり，

こうしたニーズに着実に対応していくことが重要である。 

『とみの国』検定についても，引き続き実施していくことが期待されるが，中学校の合格率が

若干低いので，一層の指導の充実が望まれる。 

他方，千葉県標準学力検査に関して，県平均に到達していない小学校もあり，そうした結果の

背景や要因を分析して，指導上の課題を明確にすることが重要である。 

 

富里市は，英語教育をはじめグローバル化に対応するための教育施策が充実している。例えば，

小・中学校にＡＬＴや外国語指導補助員を配置したり，小・中学校において英会話に親しむ活動

を行ったりしてきており，これらは，単に英語教育の充実のみならず，文化や外国の人たちとの

交流をつうじて，異文化理解・国際理解の推進にも資するものであり，高く評価できる。 

 これらとタイアップした形で，富里市では，例えば，異動してきた教員や新規採用教員を対象

として実施されている「ふるさと巡検」や，教育課程全体をとおして「ふるさと学習ＣＤ」の作

成・配布による「ふるさと学習」を積極的に取り入れるなど，郷土を愛する心を養い地域に根ざ

した人材の育成を目的とした施策が極めて充実しており，これを引き続き充実させていくことが

望ましい。 

上記に述べたような，いわば「グローバル学習」と「ふるさと学習」を総合化した取り組みは，

知識や態度の習得・育成のみならず地域への愛着の増進をつうじて，世界における日本人として

のアイデンティティや故郷である富里の将来を担う人材としてのアイデンティティの形成にとっ

て極めて重要な役割を担っており，さらなる拡充が望ましい。 
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近年，いじめの問題が全国的な話題になっており，マスコミなどでも大きく取り上げられてい

るが，富里市では，いじめの早期発見のための取り組みや教育相談の実施など精力的に行ってき

ており，一定の成果を上げていることは評価できる。今後は，さらなる充実に向けての努力が望

まれる。 

 

 

（２）生涯学習の推進 

 グローバル化対応の事業として，国際対話能力のかん養と異文化理解の促進を目的として，「とみ

さと・ザ・ワールド・キッズ」及び「英語ふれあいDay」が１０年近い間行われてきており，地域

の特性を活かした教育事業として定着していることは，高く評価できる。今後は，こうした事業の

さらなる拡充を図り，多くの子どもたちが英語や英語をとおした外国文化に触れるようにすること

が大切である。 

 

 放課後子ども教室等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の導入を

個々の学校の実情に応じさらに進めていくことも必要である。子どもの豊かな成長は，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。 

 

 子どもの読書活動は，子どもが言葉を学び，感性を磨き，表現力や創造力を高め，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，という観点からブックトリップ事業を行って

いることは高く評価できる。また，図書館資料の充実やＩＴ化を進めるなど，図書館行政を充実さ

せていることも，極めて意義深い。「活字離れ」が指摘される現在，大人も子どもも，読書を生活の

中に定着させ，さらに，読書をつうじて人と対話の機会を持つことが大切である。今後は，子ども

達がブックトリップ事業に参加しやすい環境づくりに努めるとともに，図書館行政の一層の充実を

図ってほしい。 

 

 

（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，適時・適切に事業が実施され

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。 

 

 併せて，中学校区を単位とした総合型地域スポーツクラブの設立準備が進められていることは好

ましいことである。引き続きスポーツ関係団体を中心に勉強会・意見交換会を適時実施する等して，

是非その実現に向けて努力してほしい。 


