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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24年度富里市教育委員の活動状況

（１）平成25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（臨） 10 11 12 1 2 3 合計

専決 2 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10

議案 5 9 1 1 3 4 3 1 2 1 0 1 1 10 42

協議 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 2 0 1 2 12

報告 4 1 3 2 3 1 0 0 2 4 1 1 1 1 24

　　○平成24年度富里市教育委員会移動地域教育懇談会

・11月27日（火）〔テーマ〕浩養幼稚園における教育の現状について

 (会場：浩養小学校会議室　　参加者：保護者，教諭等)

内容（１）幼稚園から（子どもたちの園生活の様子を発表）

　　　（２）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・成田市（10月17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（10月26日）

　　○市内小・中学校指導室訪問 ○市制10周年記念作文発表会，教育講演会（10月27日）

　　○市内小・中学校授業参観 ○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2日）

　　○印旛郡市地方教育委員会連絡協議会総会・成田市（4月24日） ○七栄小学校創立20周年記念式典（11月10日）

　　○富里市教育講演会（7月27日） ○市特別支援学級小中学校合同学習発表会（11月14日）

 テーマ「教職員の不祥事根絶に向けて」 ○職場体験発表会（12月18日）

　　○印旛郡市社会教育振興大会（8月25日） ○成人式（1月13日）

　　○第１回教育委員研修会・県総合教育センター（9月5日） ○市制10周年記念事業子ども議会（1月18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5日） ○市学校教育研究会公開研究会・富里第一小，富里南小，洗心小，日吉台小，富里中

　　○とみさとスポーツ健康フェスタ（10月8日） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月25日）

　　○富里北中学校創立30周年記念式典（10月20日） ○第２回教育委員研修会・浦安市（1月28日）

　　○市小中学校音楽祭（10月24日） ○英語スピーチコンテスト（2月2日）

○消費者行政推進会議，消費者行政シンポジウム
○市内幼稚園卒園式，小・中学校卒業式

月

内容
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３．平成２４年度とみさと教育プランに基づく平成２４年度事業目標と評価 

【概 要】 

 平成２４年度とみさと教育プランに基づく平成２５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３９項目（５４．２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３３項目（４５．８パーセント）と，合計で全７２項目中７２項目（１００．

０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４４項目中４４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１５項目中１５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 ３９（５４．２％） ３３（４５．８％） ０（  ―  ） ０（  ―  ） 

学校教育の充実 ４４ ２１（４７．７％） ２３（５２．３％）  ０（  ―  ）  ０（  ―  ） 

生涯学習の推進 １５ ８（５３．３％） ７（４６．７％）  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 －

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が課題である。

Ｂ
自己評価

総合評価

Ｂ

平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

体力向上研修会開催回数

課題・改善点

1校（9.1％）

　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。

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つ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7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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

市内全小学校 7校（87.5％）

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

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。

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が，学校行事の関係で時数が少ない学
年もある。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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
　平成24年度は，希望者の中から，昨年の倍の40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・基本の指導をほぼマンツーマン形
式で行った。

自己評価

平成２４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課題
である。

指　　　　　標 平成２４年度目標

事業名

１　学校教育の充実

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日間実施し，基礎学力の向上に取り組む。

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

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24年度は，希望者の中から，昨年の倍の40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・基本の指導をほぼマンツーマン形
式で行った。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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日間実施し，基礎学力の向上に取り組む。

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２４年度目標 平成２４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 －

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２４年度目標 平成２４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
　毎年3校か4校ある市の研究指定校が同日に公開することから，教職員がすべての
公開授業を見ることができないのが課題である。平成25年度は，小・中学校の連携
に主眼をおいた方法で，研究会を実施するよう検討している。

自己評価
総合評価

Ｂ

公開研究会対象校数 6校 6校／実施日：平成25年1月25日（100％）

達　成　度
　授業公開研究会を平成25年1月25日に実施した。各校において，授業研究や指導
案作りに創意工夫が見られた。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

富里市学校教育研究会公開研究会 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24年度の指
定校は，富里小学校・富里第一小学校・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

7



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 －

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」の改訂作業を行う。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　平成24年度始業に当たり，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２４年度目標 平成２４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。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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

　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。しかし，学校によっては，計画が十分でなく，ALTや地域の人材等をさらに活用
することが必要である。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・中学校に配付したが，
ホームページへの掲載が遅れているので早急の対応が必要である。

自己評価
総合評価

Ｂ

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。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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2名と少ないため，ALTの配置のない小学校にコンコルディア大学の実習生
の派遣を計画していたが，2・3学期は大学側の事情により実習生が派遣されなかっ
た。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。

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２４年度目標 平成２４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1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。
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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

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。

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２４年度目標 平成２４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
　事業所の数は十分であるが，職種が限られているため，今後も事業所の開拓に努
め，幅広く充実した体験ができるように支援していく必要がある。

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
　市内全小学校で１日，市内全中学校で3日間の職場体験学習を７月～11月に実施
した。児童・生徒にとって働くことの意義やたいへんさを学ぶ貴重な体験となり，
キャリア発達を促すよい機会となった。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

体験日数 3日 3日（100％）

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

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暖かく接す
る場面が増えてきた。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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。

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。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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

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
問題が生じることがあるため，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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

利用数 - 35件

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，要請訪問に答えられな
いこともある。そこで全体は1回とし，要請の多い，ニーズのある所に回数を多く
訪問できるようにする。

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，各関係機関の連携も進んでいる。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

訪問回数 年2回ずつ 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ヶ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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

相談枠（96回）の実施回数 100% 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時間のコマに入り，特別な支援を要する子どもへの指導を行っ
ている。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

配置人数 11名 11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，中学校で昨年度より10人ほど長欠者が減ったが，小学校の低学年の長
欠児童が増えている。これは，保護者の養育態度が大きく影響を与えている。家庭
の状況把握と関係機関（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0.6%　中学校4.9%(3月末現在）　

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

担当者会議開催回数 3回 3回（100％）

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

　ブックトリップ達成児童・生徒数は今年度690名におよび，本好きの子供は確実
に増えている。また，優良図書館指定校は小学校8校（100％），中学校３校
（100％）である。優良図書館指定校で県内でも先進校である袖ヶ浦市立昭和中学
校の視察を行った。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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

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。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

いじめの件数 0件  小学校73件，中学校25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

　中学生の通級がほとんどなく課題となっている。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，待ってい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。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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。

自己評価
総合評価

Ａ

授業研修講師派遣 31回 31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２４年度目標 平成２４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

　今年度は，県からの交付金を受け，全小学校に教育相談員を派遣することができた。平
成25年度は，交付金がなくなり，各小学校からの要望は強いが予算を組むことはできな
かった。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。

自己評価
総合評価

Ｂ

相談件数 150件 43件（28.7％）

達　成　度
　今年度は，教育委員会での教育相談（週に2回）以外に各小学校に「心の教育相
談員」（住民に光を注ぐ交付金を活用：期間限定）を派遣し，児童・生徒から直接
相談を受けることができた。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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。
 外国人児童生徒の指導に関する研修は，外国人児童生徒の指導を要する学校が３
校と限られているので，本研修会の講座からは除外し，他に研修会を設けた。

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２４年度目標 平成２４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） 4回 4校（100％）

達　成　度
　今年度の対象教員は35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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

個別研修（授業展開） 36回 36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

17



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

中程度 中程度 中程度 継続

30 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

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た。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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

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

Ｂ

達　成　度

　外部講師を活用して読書活動や外国語活動を推進した。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
徒が増加した。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を実施しており，概ね年間計画どおり執行できた。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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・園長の予算的裁量権を
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
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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 中程度 継続

32 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

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189人（95%），団体14団体（70%）

達　成　度
　ボランティア募集の広報を実施した。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２４年度目標 平成２４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202人（81%），団体14団体（56%）

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

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で出ている。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２４年度目標 平成２４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
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33 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 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8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
　検査結果を活用し，生徒の意識改善につながるような取組を継続して実施してい
く必要がある。

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２４年度目標 平成２４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

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

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

幼・小・中生徒指導会議の実施 年間１回 4月に実施(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・中の連携と学校間交流の推進
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35 分　類 基本目標 １・２ 所　管 学校教育課

開始年度 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

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
　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，米飯日に富里産こしひかりをすべて使用して
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２４年度目標 平成２４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

安全でおいしく楽しい給食の推進と食に関する指導の充実

地場産品の活用の拡大

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の
設計を進めている。

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２４年度目標 平成２４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

安全でおいしく楽しい給食の推進と食に関する指導の充実

安全な食材選びと衛生管理の徹底
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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 中程度 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 中程度 中程度 継続

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。その他，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する。

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，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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

給食の残菜率 20.0% 22.8%

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

安全でおいしく楽しい給食の推進と食に関する指導の充実

給食残菜問題への取組

課題・改善点
　食育授業は，平成24年度も小学校を重点的に実施し，その内容を平成25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62,000枚 62,000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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

食育指導等の回数 135回 135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

安全でおいしく楽しい給食の推進と食に関する指導の充実

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
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39 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 低い 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

課題・改善点
　全市的に提供したい情報について，市の防犯・防災メールを活用することを検討
する。

自己評価
総合評価

Ｂ

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

「まちcomi」への切り替え率 1 1

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，平
成24年度からは新たな配信システムである「まちcomi」を活用する。

１　学校教育の充実

重点項目
（４）安全・安心の教育環境の整備

幼児・児童・生徒の安全確保

情報共有システムの活用

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が望まれる。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　平成24年度は建設予定地の取得を終え，次年度へ継続する実施設計を進めてい
る。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

平成24年度の各種関連業務の執行率 1 0.86

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

安全でおいしく楽しい給食の推進と食に関する指導の充実

学校給食センター施設統合事業
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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

課題・改善点

　市内でコンビニ強盗や不審者の出没があり，その都度地区の防犯指導員と各学校
のPTA等でパトロールを実施しているが，PTA活動に学校間格差がある。引き続き，
児童・生徒に危険回避能力を育てる指導をしていくとともに，PTAに対し防犯活動
への参加を呼びかけていく。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度 　小学校において成田警察署の協力を得て防犯教室を実施した。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

防犯教室の実施 全幼稚園・小学校で実施 全幼稚園・小学校で実施（100％）

事業名

事業内容 　防犯意識を高めるため，幼稚園・小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・安心の教育環境の整備

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

課題・改善点
　地域住民の防災に関する意識について学校間格差がある。より地域と結びついた
防災教育を進めていく必要がある。

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。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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。

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・安心の教育環境の整備

幼児・児童・生徒の安全確保

防災教育の充実
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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 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
　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２４年度目標 平成２４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・安心の教育環境の整備

学校施設の整備充実

遊具の安全点検の充実

課題・改善点

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　富里南小学校校舎耐震補強工事の実施設計を行った。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

耐震設計の実施 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・安心の教育環境の整備

学校施設の整備充実

学校施設耐震化の推進
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45 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

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

課題・改善点
　平成22年度までは定員に満たない状態もあったが，平成23年度及び平成24年度は
定員を超える申込みがあり，平成25年度についても定員を超えることが予想され
る。受講者の受付方法などについて検討する必要がある。

自己評価
総合評価

Ａ

達　成　度
　平成23年度の受講生にもカリキュラム作成時に意見を聞き，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23年度の満足度も高かったが，本年度の内
容についても好評である。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

講座数 16講座 16講座(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過ごせる
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

課題・改善点

　年間の利用件数が伸びない状態が続いているが，利用者からは好評である。今後
も更に市民への周知を図る。講師講習会については，開催時のアンケートで年1回
又は2回開催でよいとの意見があり，開催時期や講習内容により検討が必要であ
る。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　登録講師46名，57講座の登録で事業を展開している。平成24年度の利用は6件で
あるが，利用者からは好評を得ることができた。また，3月に講師登録者を対象と
した講習会を開催し，講師のスキルアップを図った。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

講師講習会 2回 １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，団体へ紹介を行
う。

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
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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 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

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必要がある。

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，子どもたちに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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

3校で実施（浩養小・洗心小・富里第一小） 18日間 18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8月下旬に，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月中旬において実施した。

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

課題・改善点
　ラジオ体操については，更なる普及に努めていく必要がある。標語コンテストに
ついては，応募数が増えていることから，この状態を維持していくために，ＰＲ方
法の更なる検討や優秀作品を印刷したのぼり旗などを活用する。

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 182人（100％）

達　成　度
　生活リズム向上標語コンテスト及び夏休み朝のラジオ体操表彰者数は，ともに平
成23年度と比べ増加している。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

夏休み朝のラジオ体操表彰者数 160人 258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などを実施
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
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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

中程度 中程度 中程度 継続
自己評価

総合評価

Ｂ

達　成　度
　子どもたちの生活リズムの向上を図るため，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の実施に向けた協議の場として地域教育協議会を開催し
た。

課題・改善点
　生活リズムの向上に向け，協議会を構成する各種団体等との連携を一層密にして
いく必要がある。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

地域教育協議会の開催 2回 2回(100％）

事業名

事業内容
　子どもたちを取り巻く様々な教育課題に対応するため，地域の方や各種団体の方
との意見交換により，官民一体となった取組を進める。

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

地域教育協議会の充実

課題・改善点
　修了者は239名であった。働いている保護者も増えているので，活動日などに配
慮していく必要がある。また，学級生にアンケートを取るなどして，ニーズに応じ
た学級を開く必要がある。

自己評価
総合評価

Ｂ

達　成　度
　新入園生・新入学児童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，1,196名の学級生が在籍した。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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・都市化等の社会の変化により，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
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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，牧場等への訪問を行ってい
る。また，富里の民話を大型紙芝居で紹介している。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

実施回数 3回 3回（100％）

達　成　度
　今年度は，歴史ウォーキングを10月上旬に，大型紙芝居を文化祭開催時に，ま
た，野菜収穫体験を11月下旬に開催した。

課題・改善点
 どの企画も参加者が少なく，今後，参加者の興味を引く内容を検討する必要があ
る。

自己評価
総合評価

Ｂ

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」（旧「英会話
の日」）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」（旧「英会話の日」）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して
いる。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４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」（旧「英会話の日」）関連行事にお
いての参加者の満足 85% 95.7%

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」（旧「英会話の日」）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，10月には低・中学年を対象とした外国人との交流会，2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，二度にわたり運営委員の募集を
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必
要となる。

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では,「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」の開催，それぞれの小学校区では,体験活動やパトロールを通
じ青少年健全育成活動を行う。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

「親子へらぶなつり大会」 40人 53人（100％）

「少年少女綱引き・ドッジボール大会」 260人 237人(91.2％)

達　成　度
　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」を開催した。また，各小学校区では，体験活動の促進，地域との連携，パト
ロールなどを実施した。

課題・改善点　相談員活動をＰＲし，市民に対する理解を一層深める必要がある。

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，有害図書・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２４年度目標 平成２４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） 8回 7回（87.5％）

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た。

課題・改善点　警察と更なる連携を図っていく必要がある。

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音響設備の一部更新を行
うなど，老朽化した施設・設備の更新を計画的に行い，安定した公民館運営を図
る。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

主な工事予定 2件 工事完了2件（100%）

達　成　度
　6月に講堂吸収冷温水機整備工事を，10月に講堂棟の一次冷温水ポンプ交換工事
を実施した。その他，5月にワイヤレスマイク3本購入するなど整備を図った。

課題・改善点
　公民館の老朽化した施設・設備について，公民館利用者に支障のないよう，計画
的に整備・更新を実施する。

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

図書の蔵書数 174,000冊 176,126冊（100％）

達　成　度
  平成23年度末より1,951冊増となった。また，年間入館者・個人貸出冊数とも前
年度並みに推移している。

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

ホームページのアクセス件数 94,000件 77,497件（82.4%）

インターネットからの予約冊数 4,200冊 5,169冊（100%）

達　成　度
  前年度並みで推移しているが，インターネットから予約される資料の冊数は年々
増加傾向の状況である。

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

Ｂ

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つ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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

ブックトリップ事業の達成者 600名 690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
図る必要がある。

課題・改善点　実施時期など見直しを検討する。

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

読み聞かせボランティア登録数 - 21名

書架整理ボランティア登録数 - 6名

達　成　度
  書架整理ボランティアが平成23年度より3名増加した。定期的な募集を行った結
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，冬季期
間中のみであったが，高校生1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
開催している。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

来場者数 1,000人／日 696人／日（69.6％）

達　成　度
　文化祭の開催日が，昨年度に比較して2日長かったことから，来場者数の日平均
は目標を達成できなかったが，延べ人数では165人上回った。

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。

自己評価
総合評価

Ｂ
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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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

来場者数 1,000人 2,395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
　アンケート結果から，展示方法に関する改善要望が出されており，次年度には改
善する予定である。

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

活動回数 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が，今年度につい
ては中沢麦つき踊りからの補助金交付申請がなかった。

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

指定文化財件数 3件増 4件増（100％）

達　成　度
　平成25年2月末時点での市指定文化財件数は19件であり，新たに4件（旧末廣農場
跡・南大溜袋遺跡・久能臥龍桜・不二道孝心講塔）の文化財を指定した。

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

文化財包蔵地確認件数 180件 252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の導入
を目指す。

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

地区 高松・七栄地区 高松地区（50％）

達　成　度
　高松地区にある神社仏閣の敷地内の調査及び古老から聞き取り調査を実施し，合
わせて前年度調査分の報告書を作成した。

課題・改善点
　高松地区の聞き取りに多くの時間を要したため，七栄地区の聞き取りに入ること
ができなかった。聞き取り調査の効率化に努める。

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

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実施する。

指　　　　　標 平成２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

学習支援回数 3回 5回（100％）

達　成　度
　「ふるさと学習」を2回，「市内巡検」を1回，「文団連市内遺跡巡り」を1回実
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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

研修会等参加回数 3回 3回（100％）

スポーツ出前講座実施回数 5回（100人） 5回・161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
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
にも開催されることがあることから，委員の都合が合わず講師の確保が困難な時も
あるため，可能な限り日程の調整に努める。

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

富里南桜クラブ設立準備委員会活動回数 18回（イベント含む） 27回（100％）

地域説明会開催回数 １回 1回（100％）

達　成　度
　富里南桜クラブ設立準備委員会が発足後2年目を迎え，積極的にプレイベントを
開催し，平成25年2月に設立することができた。北中学校区でも「クラブ設立」の
動きがあり，体験教室開催の支援をした。目標は概ね達成された。

課題・改善点
　富里南桜クラブ設立準備委員会主催のプレイベントの周知は，区長回覧等を利用
し対象地区にくまなく配布しているが，参加者が毎回ほぼ同一である。地域に根付
いたクラブという意味ではよいが，参加者の増加を図る必要がある。

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果的利用の促進

事業内容
　各種スポーツ団体からの申請を調整し，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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

学校体育施設利用団体の登録数 102団体 98団体（96.1％）

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多分で，ほぼ毎日団体の利用がある。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。社会体育館の施設は，供用開始から28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，適正な維持管理をしてい
く。

自己評価
総合評価

Ａ

３　文化・スポーツの振興

重点項目
（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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

水泳大会・教室の参加者数 150人 158人（100％）

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，例年どおり水泳教室・
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

　本来であれば，普段体を動かさない人にこそ，このような行事に参加してもら
い，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。しかし，参加
者のほとんどは，日ごろからスポーツを楽しんでいる人である。今後は,普段体を
動かさない人にもこれらの行事に参加してもらいたい。

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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

参加者数 540人 423人（78.3％）

達　成　度

　各種団体等の長と検討会を実施し，今年は体験スポーツとしてショートテニス，
バドミントン，ユニカール，フリーブローまた高齢者向きにノルディックウォーキ
ング，リラックス・ヨガなど新種目を導入した。その結果，様々なスポーツの体験
ができた。

課題・改善点

　例年参加者の大半が，体育団体に所属する者である。健康と体力づくりに対する
理解と関心を深めるためにも，このイベントを通じ広く市民にスポーツの魅力を伝
えることは必要と考える。今後は「見て・やって楽しむスポーツ」等のイベントも
検討していく。

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，市体育協会主催による，スポーツ大会や
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２４年度目標 平成２４年度実績（実施率）

大会・教室の開催回数 45回 44回（97.8％）

全国大会等への出場者数 1団体・12人

達　成　度
　上記，大会等は市体育協会が中心となり，活発に開催されたほか，本年度は市制
施行10周年記念スポーツ大会も実施した。また，全国大会等の出場者を広報紙や市
ホームページで紹介するなど，概ね目標は達成できた。

課題・改善点　全国大会等出場奨励費の支給の充実について，他市等の状況を研究する。

自己評価
総合評価

Ａ
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平成２５年８月２２日 
 

平成２４年度「とみさと教育プラン」に基づく点検及び評価 

（平成２５年３月末時点）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）評価サイクル（PDCA）について 

 富里市教育委員会では、「とみさと教育プラン」において、教育行政上の基本

目標を設定し、それらの目標及びその下での諸施策について、各年度における

達成度、すなわち実施（進捗）状況を評価しフィードバックする仕組みを整え

ている。このような、いわゆる評価（PDCA）サイクルの導入と運営は、行政に

対するニーズが多様化する中で、行政の中立・公正を確保することはもちろん、

きめの細かいサービスを子どもたちや市民に提供することが求められる現代の

教育行政にとって、不可欠なものといえよう。もとより、こうした評価システ

ムは、教育行政上の成果を測る上で完全ではないし、改善すべき点も存在する。

しかしながら、年度ごとに改善を重ね、より良い教育を実現していくためには、

こうした仕組みに基づき、それをできるだけ適切に運営していく努力が必要で

あり、その点からいえば、評価結果（Check）を、企画（Plan）や実施（Do）
の過程にフィードバックすること（Action）のもつ意義は極めて大きい。 
   
こうした趣旨及び観点に基づき、教育委員会の点検・評価全体について検討

してみると、次に掲げる点がクローズアップされる。 
① 「とみさと教育プラン」においては、４つの基本目標が明確に示されてお

り、それに基づく個々の施策・事業も具体的に掲げられていることから、

同プランは、日々の教育行政を遂行する上での十分な指針となり得るもの

である。 
② また、それゆえに、プランの内容が、評価に当たっての具体的な基準性を

持ち得るものとなっており、実施等に際しての改善点を明確にし、それら

の実現を図る上で、望ましい形になっている。 
③ 点検・評価をする際の自己評価の観点として、「必要性」「有効性」「効率

性」「方向性（妥当性）」が掲げられており、これらの４つの観点は、適切



41 
 

かつ有意義なものである。 
④ 「とみさと教育プラン」に基づく教育委員会の点検・評価結果をみると、

「C」の評価がなく「A」の評価が多数見受けられる。このことは、富里

市の教育行政が、円滑かつ順調に実施されていることを示すものである。 
⑤ 前年度の評価結果と比べてみても、いくつかの施策・事業について改善の

跡がうかがわれ、評価システムが円滑に機能していることがわかる。 
 
（２）まとめ 

 以上から、教育委員会全体の点検・評価を踏まえれば、平成 24 年度における

富里市の教育行政は、全体として適切かつ円滑に進展しており、このことは、

高い評価に値するものと考える。 
 
 
 
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、

気づいた点を記述する。 

 

（１）学校教育の充実 

 情報モラル教育について重視していることは、時宜を得た対応であり、極め

て望ましい。驚くべき速さで ICT が社会の各分野に普及拡大していることは、

子どもたちの成長発達に大きな影響を及ぼしている。このことに関して、教員

や保護者を含め大人たちの理解を超えるスピードで、子どもの世界にスマート

フォンなどが蔓延していることは、憂慮すべき事態といえる。 
スマートフォンは、パーソナルなメディアであり、大人たちの知らないとこ

ろで、子どもは何でもすることができる。このことの利便性は計り知れないが、

反面、その弊害も甚大なものになる恐れがある。いいかえれば、フィルタリン

グ的な発想だけでは、手遅れになることが懸念されるのである。 
こうした状況を踏まえ、教員や保護者、さらには行政関係者も、情報社会の

進展やメディアの影響について日々学習する必要があり、併せて、学校、保護

者、さらには市民や関係する企業が連携協力して、情報モラル教育を推進して

いくことが望まれている。その際に、民間企業や民間の団体においても適切・

良質な教材を作成しているので、そうしたものを活用することも大切である。 
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 学力の向上については、一朝一夕にできるものではなく、地道な努力が要求

されるが、富里市においては、そうした努力をしていることがうかがわれ、今

後も、それを継続・発展させていくことが望まれる。特に、今後は、家庭学習

の充実と関連付ける工夫が、各学校現場においてなされることが期待されよう。 
 
 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。ただ、「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のであり、その点で、富里の子どもたち

と外国人との交流は、重要な意義をもつものと考える。 
 グローバル化が叫ばれる現代において、英語によるコミュニケーション力の

重要性は疑いをいれないが、例えば、ＡＬＴらに対して富里の良さを英語で伝

える、あるいは彼らが富里をどのように見ているかを英語で聞くといった活動

は、ふるさとの良さに気づく、ふるさとを愛する気持ちを育てる、といったこ

とにもつながるものである。いうなれば、英語教育の中で、「ふるさと学習」の

観点を入れることも、両者の相乗効果を促す点で意義があると考える。 
 
 キャリア教育については、地域と一体となった形で進められており、高く評

価する。小中学校段階でのキャリア教育を考えるとき、どうしても「現場」や

「実作業」に触れさせることが必要である。いいかえれば、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

の事業所の協力が不可欠である。富里市では、推進体制を明確にしこれを計画

的に進めており、今後ともこれを維持されることを期待したい。 
 
特別支援教育については、きめ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。今後は、機能面での充実が求められるが、そのために

は、学校支援ボランティアの確保とその組織的・計画的な活用が必要であり、

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 

 生涯学習アシスト事業については、多くの人は自らの生涯学習の講師を人柄

で選んでいるという実態を踏まえ、ガイドブックのみならず登録している講師

による発表会などを開催することも、事業を活性化する上での一つの方法であ

る。 
 また、「創年セミナー」は、時宜を得た、有意義な内容の講座であり、継続的

に実施されることが望まれる。その際には、受講者がより実践的になるような

プログラムの工夫も必要である。 
 
 学校・家庭・地域の連携強化による教育・学習の充実については、「とみさと

教育プラン」において多くの記述があることを踏まえ、「放課後子ども教室」や

「地域教育協議会」など既存の事業や制度を活用しつつ、具体的な活動内容を

提示し実現していくことが大切である。いうなれば、「連携」という活動には、

それぞれの関係者が納得し共感できる「ネタ＝テーマ性」が必要であり、行政

あるいは学校がその「テーマ」を提示し、それを適切に運営していくことが望

まれているのである。 
富里市の場合、「早寝早起き朝ごはん」に代表されるように「食育」の問題や

防犯・防災などをテーマとして提示・運営してきており、極めて適切な対応と

いえる。今後は、富里の歴史や自然、文化行事なども（連携のための）一つの

テーマとして提示・運営すると、学校・家庭・地域の連携活動がより拡充して

いくものと考える。 
 
 
（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、

検討が望まれよう。 
 
スポーツの振興については、「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、その実現のために引き続き努力をお願いしたい。総合

型地域スポーツクラブは、地域におけるスポーツ振興の核になる施策であり、

近い将来の実現を期待したい。 


