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はじめに

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条により、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、これを議会に提出するとともに、公表することとされ

ています。

また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとされています。

この報告書は、同法の規定に基づき、八潮市教育委員会が行った「教育に関する事

務の管理及び執行状況の点検・評価」(以下「点検・評価」という)の結果をまとめ

たものです。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

律女育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第

1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限
に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任さ
れた事務を含む。)を含む。)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、これ
を議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教
育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。



点検・評価の基本方針

1 目的

八潮市教育委員会では、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況を自

ら点検・評価し、学識経験者の意見をいただいた上で、その結果を議会に報告する

とともに市民に公表しています。

これにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民に対する説明責任

を果たすことを目的としています。

2 点検・評価の対象事務事業及び方法

八潮市教育委員会における点検・評価の対象となる事業は、「八潮市教育計画は

ばたき」に掲げる主要事業を中心に行いました。

また、点検・評価に当たっては、本市で実施している事務事業評価制度との調和

を図るという観点から、当該評価制度をべースとして実施しました。

m 点検・評価の対象事務事業

①対象年度

平成28年度

②対象事業一覧

1 中学校就学援助事業

地域学習活動推進事業

文化財保護充実事業

学校運営改善事業

語学指導充実事業

③「八潮市教育計画はばたき」について

八潮市教育委員会では、平成28年度から平成32年度を計画期間とする、

「八潮市教育計画はばたき」を定めました。

「八潮市教育計画はばたき」は、第5次八潮市総合計画、八潮市教育大綱に

基づいた計画となっており、次の12の基本目標を掲げ、主要事業を定めてい

ます。
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1 確かな学力と自ら学ぶ力の育成

豊かな心と健やかな体の育成

人権を尊重する教育の推進

夢を抱き次代を創造する青少年の育成

郷士愛を育み地域文化を創造する教育の推進

平和な社会づくり

国際化、情報化社会に対応した教育の推進

助け合う地域社会づくり

生涯にわたり楽しく学べる環境づくり

スポーツ・レクリエーションに親しむ環境づくり

安全・安心な教育環境づくり

望ましい学校教育環境づくり
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④事務事業評価制度の活用と対象事業

本市では、毎年度、市長部局において教育委員会の事務事業を含む市全体の

事務事業について、事務事業の見直し、職員の意識改革、さらに市民への説明

責任を果たすとともに、総合的・計画的・効率的な行政運営を推進し、市民満

足度の向上を図るため、事務事業評価を実施しています。

このため、教育委員会における個別の事務事業を点検・評価するに当たり、

「事務事業評価シート(対象:平成28年度実施事業)」の中から対象事務事

業を抽出しました。

②点検・評価の方法

教育委員会では、平成28年度の対象事務事業について点検・評価シートを作

成し、点検・評価に当たっては、各事業における事業目的、事業内容・実施状況

及びその指標となる平成28年度の目標、実績、成果を踏まえて「3段階評価」

による自己評価を行いました。

さらに、点検・評価の客観性・透明性を確保するため、次の学識経験を有する

者の知見を活用し、様々な意見や提言等をいただきました。

〔学識経験者〕 氏名

根岸甫

丸山聡

選出区分

西村のり子

学識経験者

学識経験者

元八潮中学校長

学識経験者

備考

元大原小学校長

元大原中学校PTA会長

埼玉県家庭教育アドバイザー
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③点検・評価シートの構成

①大施策

第5次八潮市総合計画第1章「教育文化・コミュニティ~学びとつながりを

大切にするまち~」に掲げる施策です。

②基本施策

具体的な事務事業を展開するために必要となる基本的な施策です。

③事務事業名

各大施策における、教育委員会の平成28年度の対象事務事業です。

④事業目的

事業の目的を明確にするため、具体的に記述しています。

⑤事業内容・実施状況

教育委員会の主な事務事業の内容について、簡潔に記述しています。

⑥指標・目標・実績

事業の達成度を把握する必要から、平成28年度の対象事務事業の指標・目

標・実績について、できるだけ客観的に評価ができるよう数値化したものを記

述しています。

⑦成果

平成28年度における実績を踏まえ、成果について記述しています。

⑧自己評価

実績及び成果等を勘案するとともに、各所属長の意見も踏まえて、次の3段

階で自己評価しています。

〔評価基準〕

⑨学識経験者の意見

各事業の成果や自己評価に対して学識経験者から出された意見、助言等につ

いて、「学識経験者の意見」として記述しています。

順調

概ね順調

難しい

最終目標達成に向け、順調に成果があがっている

最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調

このままでは、最終目標の達成が難しい
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Ⅲ 八潮市の教育行政における施策の内容

本市の教育行政における施策は、第5次八潮市総合計画にて、次の5つの柱で構成

されています。

1 次代を担う人づくり(幼児教育・学校教育)

幼稚園・保育所・認定こども園と小学校の連携が強化されるとともに小中一貫

教育が推進され、家庭・学校・地域が一体となって子どもの健やかな成長を支え

るまちを目指します。

また、子どもたちが等しく教育を受ける機会を得られ、確かな学力、「生きる

カ」を身に付け、安心して豊かな学校生活を送れるまちを目指します。

2 心豊かな青少年をはぐくむ環境づくり(青少年育成)

家庭・学校・地域や青少年関係団体等が連携して、地域全体で心豊かな青少年

を育てるまちを目指します。

3 社会の要請に応えた教育の環境づくり(社会教育)

社会の要請に応えた教育の環境づくりが進み、市民の様々な社会教育に対する

ニーズが満たされているまちを目指します。

また、家庭教育に関する学習機会が充実し、家庭の教育力が向上しているまち

を目指します。

4 人権を尊重する社会づく,り(人権教育)

家庭・学校・地域や職場等のあらゆる場で人権教育や啓発が行われ、市民一人

ひとりの人権に対する意識が高まり、差別や偏見のない明るいまちを目指します。

5 個性あふれる豊かな市民文化づくり(市民文化)

個性あふれる豊かな市民文化と豊かな人間性が育まれ、新しい文化活動が創造

されているまちを目指します。

また、市民が地域やまちの歴史に愛着をもち、次の世代に地域の伝統文化を伝

えているまちを目指します。



Ⅳ点検・評価の結果

大施策

基本施策

事務事業名

次代を担う人づくり

事業目的

教育環境の充実

中学校就学援助事業

就学困難な生徒の保護者及び中学校の特別支援学級に就学している生徒
の保護者に対して、学用品、通学用品、修学旅行費等の経費を援助するも
の。

事業概要

・申請に基づき認定事務を行う。申請書の内容に疑義がある場合は、所得調
査、実態調査等を行う。
・要保護、準要保護、特別支援教育、被災生徒対象者に対して、援助費を支給
する。
・補助金申請のため、国に対しては要保護及び特別支援教育対象者、県に対
しては被災生徒対象者の事業計画及び実績報告を行う。

事業の実施状況

①要保護・準要保護の援助
要保護については、社会福祉課発行の生活保護の開始届をもとに認定事務

を行い、準要保護については、認定基準に準じて審査及び認定事務を行っナニ。
②特別支援教育の援助申請に基づき認定事務を行っナニ。
③認定者に対しては、年3回学期ごとに就学援助費の支給を行った。

就学援助認定件数

2

成果指標名

成 果

就学困難な生徒の保護者324人に対して、学用品、通学用品、修学旅行費
等の経費について援助しナニ。また、特別支援学級に就学している生徒の保護
者23人に対して、学用品、修学旅行費等の経費を援助した。
このことにより、経済的な理由により就学困難な生徒の義務教育における教

育力向上の一助になったものである。

自己評価

単位

人

順調 判断理由

360

実績

支給要件に基づき、就学困難な生徒の保護者及び特別支
援学級に就学している生徒の保護者に対して、学用品、通学
用品、修学旅行費等の経費について援助した。

324

五
一
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平成29年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価における学識経験者からい

ただいたご意見に対する今後の対応状況については、以下のとおりです。

・、評*・価ゞ委'・員下の,、所一見'・・ヘ・゛の'今・後、1の一対・・応状■兄'

【中学校就学援助事業】

・外国籍の生徒や、突然の失業家庭などにも考慮
する等、制度の周知や説明、そして対応にきめ細
かな配慮が見られる。

評価・意見

・過年度、そして現在と、項目ごとに具体的な数値
が示されている資料は、大変分かりやすく、現状
を把握し、今後を見通す上で効果的である。

・引き続き学校と連携し、個々の児童・生徒や家
庭状況の把握に努め、公正公平な立場から、厳
正な認定事務を行っていただきたい。

・中学校進学時の入学説明会など、就学援助制
度について周知し広報に努め、関係機関との連
携協力体制をとることによって、就学援助事業が
円滑に機能していることを高く評価する。

・生活急変世帯等については、状況により聞き取
り調査や臨宅訪問等を行い、適切な認定事務が
行えるよう今後も取り組んでいくとともに、親切か
つ丁寧な制度説明を行ってまいります。

・引き続きデータの管理を行っていくとともに、収
集したデータを活用して事業を進めてまいります。

・新入学用品費の入学前支給について調査検討
がなされていることを高く評価する。また、対象費
目の拡大について、経済的負担の軽減が図れる
か調査研究し、生徒会費が対象費目となったこと
も高く評価するとともに、今後も継続した取り組み
を期待する。

対応 検討状況

・教育資金貸付制度については、貸付金の対象
の拡大や、いつでも限度額の範囲内で貸付でき
ることとしたことを評価するとともに、今後も、就学
困難な生徒の保護者に学用品や修学旅行等の
経費に本制度が利用されるように課題の検討を
期待する。

・今後も学校との連携を密にし、家庭の状況を考
慮しながら適切な認定事務を実施してまいりま
す。

・今後も関係機関との連携を密にし、申請漏れの
ないよう適切な時期に制度の周知を行ってまいり
ます。

・認定事務や援助費の支給事務が煩雑になって
いる中で、事務処理の効率化に努めていることを
評価するとともに、今後も関係機関と連携し、引き
続き就学援助システムの効率化の取り組みに期
待する。

・新入学用品費の入学前支給については、早期
に実現できるよう実施方法を検討してまいりま
す。対象費目の拡大については、他自治体の実
施状況を勘案し、研究してまいります。

・新入学用品費入学前支給の状況等について、
他市町の調査もよくされており、ぜひとも早急、に
実施していただきたい。

・弓佶続き教育資金貸付制度の利用状況を考察
し、就学援助制度と併せて活用していただけるよ
う周知を図り、就学に関して金銭面での支障が出
ないよう努めてまいります。

・年度当初の認定事務及び各回の支給事務につ
いては、件数が多いことから慎重に審査を行って
おります。就学援助システムを活用し、必要に応
じてシステムの改修を行いながら、さらなる効率
化に努めてまいります。

・新入学用品費の入学前支給については、早期
に実現できるよう実施方法を検討してまいりま
す。

7
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Ⅳ点検・評価の結果

大施策

基本施策

事務事業名

社会の要請に応えた教育の環境づくり

事業目的

社会教育活動の充実

地域学習活動推進事業

市民の学習意欲を高め、地域学習活動を推進するために学校施設を生涯学
習の場として活用するなど、学校、地域との協力連携体制の充実を図る。

事業概要 ・市内小中学校の施設で生涯学習学校開放講座を展開する。

事業の実施状況
生涯学習学校開放講座は、小中学校15校で31講座を開設し、延べ2,253

人が参加しナこ。

学校開放講座開講数

2 学校開放講座受講者数

成果指標名

成 果

学校、地域との連携により、「楽しい英会話」や「和紙ちぎり絵講座」などの新
規講座を4講座開設し、市民二ーズに応じた文化、芸術、趣味の講座を実施す
ることができナニ。
また、アンケートの結果などを踏まえ、さまざまな種類の講座を設けたことに

より、受講生の人数も増加したことから、生涯にわたり学習することができる環
境づくりの向上及び市民の交流の場となり、地域の活性化に繋がっナニ。

自己評価

単位

講座

順調

人

判断理由

25

1β00

夫ホ貝

成果目標を達成し、受講後アンケートの集計結果からも市
民の満足度が非常に高い。

31

2,253
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平成29年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価における学識経験者からい

ただいたご意見に対する今後の対応状況については、以下のとおりです。

・、評"f価,・委、員一の所'見、への、・今・・後の・対'応'状.況

【地域学習活動推進事業】

・生涯学習時代にふさわしい事業であり、地域社
会の文化水準の向上に寄与していることを評価し
たい。

・アンケート結果についても緻密な分析がなされ
ているので、引き続き受講者の声や講師の感想
を収集し、検討していく必要がある。

・まだまだ潜在的な学習希望者がいると思われる
ので、市の広報以外の方法でも周知させ、さらに
幅広い参加者を募ることが求められる。

評価・意見

・生涯学習学校開放講座を企画運営する上で、
参加者のアンケートの集計結果に基づいて、市民
の学習二ーズへの対応を検討するなど、事業の
改善に努めていることは高く評価できる。

・今後におきましても、学校施設を活用した学習
機会の提供ができるよう、学校との連携を密に
し、地域文化の向上に寄与してまいります。

・引き続き、受講された方や講師からの感想等を
収集し、市民二ーズの把握に努め、事業の改善
に努めてまいります。

・多くの市民の方に参加していただけるよう、広報
及び全町会でチラシの回覧を実施するとともに、
840メール配信サービス等を活用し、周知に努め
てまいります。

・生涯学習学校開放講座の講師を、今後も学校
職員をはじめ、地域人材に広く求めていくことが、
多彩な講座の開催につながると強く感じ、今後も
学校の施設設備の動向を考慮し、地域との連携
を図り、事業が発展することを期待する。また、楽
習館での作品展等を通じて、広く市民への広報活
動が行われていることは高く評価できる。今後も
創意工夫した取り組みが検討され、参加者が増
加することを期待する。

・講座数、参加人数ともに増え、アンケートの集計
結果も細かく分析され、受講生の満足度から見て
も高く評価できる。

・講座数、参加人数ともに増加したが、アンケート
の回答数が少なく思う。アンケート回収の面でもう
少し工夫をし、より良い講座になるよう期待する。

対応・検討状況

・今後におきましても、市民二ーズの把握に努め、
事業の充実に取り組んでまいります。

・引き続き、学校及び地域との連携を密にし、学
校、地域の特色を生かした事業の推進に努め、よ
り多くの市民の方に参加していただけるよう広報
活動に取り組んでまいります。

・引き続き、生涯にわたり楽しく学ぶことができる
よう内容の充実に努めてまいります。

・今後におきましては、受講された多くの方から回
答していただけるよう、アンケート方法を改善し、
今後の事業に有効活用できるよう取り組んでまい
ります。



Ⅳ点検・評価の結果

大施策

基本施策

事務事業名

個性あふれる豊かな市民文化づくり

事業目的

文化財保護事業の推進

文化財保護充実事業

市民が地域の歴史を知り、歴史から学び、地域理解が得られるよう、貴重な
市民の文化遺産である文化財を保i萎継承する。
また、文化財の普及啓発を図ることによって、文化財をまちづくり1こ活かして

いく。

事業概要

市内文化財調査を実施し、文化財の記録保存を図るとともに、重要なものを
文化財に指定し、有形文化財や記念物等の日常管理や、無形民俗文化財の
振興事業・後継者育成事業に対する支援を図る。
また、文化財めぐりや歴史講座等の文化財普及事業を実施する。

事業の実施状況

・文化財保護審議会の開催(3回)
・市内文化財調査の実施(10回)
・市内埋蔵文化財調査の実施(3回)
・市内外の史跡めぐり等歴史講座の実施(4回)
・八條遺跡発掘調査成果を反映した常設展示「古代・中世エリア」の展示替え
・有形文化財、記念物等の保存事業費補助金、交付金の交付(23件)
・無形民俗文化財等の後継者育成事業(6件)や振興事業(3件)への助成金
の交付

歴史講座参加者数

2

成果指標名

成 果

常設展示室の一部りニューアルを行い、八條遺跡の出土品を展示するなど、
文化財調査の結果を広く市民に公開した。また、28年度から運用を開始した
文化財振興事業助成制度に関しても、当初予定の申請件数を達成し、制度の
目的とする文化財や伝統芸能の振興面で大きな事業成果を挙げることができ
^0

自己評価

単位

人

順調 判断理由

60

実績

活動指標・成果指標ともに目標値を達成しており、事業は順
調に進捗している。また、28年度より開始した文化財振興事
業助成制度についても、採択した各補助事業で事業効果を上
げており、「順調」と判断した。

99
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平成29年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価における学識経験者からい

ただいたご意見に対する今後の対応状況については、以下のとおりです。

,評"価・・委,員・の・戸斤、見・ヘ・の゛,今・後、の、・対、・応・状"況

【文化財保護充実事業】

・地域への帰属意識が薄れている中で、特色のあ
る文化や伝統を次世代へどのようにつないでいく
のか、それが今問われている。担当課として、ど
のように考えているか。

評価・意見

・資料館を中心に、文化財の保護継承事業が計
画的に、着実に進められてきていることを評価し
たい。

・児童・生徒の地域の伝統行事への参加を奨励
し、体験発表などの機会を設けることで、共感か
ら自主的参加へと、その輪が広がっていくことが
期待される。

・文化財振興事業助成制度について、各補助事
業の報告から事業成果が上がっていることを高く
評価する。今後も継続して取り組み、文化財が保
護・継承されることを期待する。八條遺跡発掘調
査成果を反映した常設展示の展示替えや歴史講
座などの事業を実施するなど、創意工夫をした企
画や広報活動を通じて、利用者が増加している点
ま高く評価できる。

・地域の歴史や文化を知ってもらうことから地域
への愛着が湧き、それが地域の文化、伝統を次
世代へとつないでいくことになると考えておりま
す。そのためにも様々な媒体を通して地域の歴
史、文化・伝統に関する情報を発信してまいりま
す。

対応 検討状況

・今後も計画的に取り組んでまいります。

・有形無形文化財の保護継承環境が困難になる
中、文化財活用事業の拡大に努め、関係団体を
よじめ、広く地域との連携や協力をした取り組み
よ高く評価できる。今後も継続して発展させる中
で次世代への継承という意味でも、学校との連携
の在り方についての調査研究を期待する。

・資料館体験講座として伝統行事や伝統芸能に
親しむ講座を開催しておりますが、そのほかに
も、学校の要請で地域の伝統産業についての出
前授業などを行っております。

・八條遺跡出土品の市指定文化財指定など概ね
評価できる。

・今後も関係団体等と協力し、文化財保護継承事
業を実施してまいります。また、多くの方に興味を
持ってもらえるような展示や事業を展開し、利用
者の増加に繋げていけるよう努めてまいります。

・大瀬の獅子舞に関する横断幕、幟旗の設置は
目を引き、集客できたが、南口から現地の間だけ
でなく、市内全体にも分かりゃすい案内板等を設
置していただきたい。

・新学習指導要領では、「身近な地域の学習」の
導入などもうたわれているため、資料館と学校の
持続可能な連携のあり方について、学校側と調
査研究してまいります。

・今後も調査活動を継続し、調査の中から市に
とって重要で、保存活用が図れるものについて
は、所有者の同意を得て指定してまいります。

・該当団体にご意見があったことを伝え、団体とし
て取り組み可能な事業を支援してまいります。

11



Ⅳ点検・評価の結果

大施策

基本施策

事務事業名

次代を担う人づくり

事業目的

家庭や地域と一体となった教育体制の充実

学校運営改善事業

・地域に根ざした特色ある学校を築き、信頼される学校づくりを推進し、市内
小・中学校に保護者や地域住民の意向を学校運営に反映させていく。
・通学区域審議会により、登下校の安全を考えた通学区の指定を行い、地域
に信頼される学校づくりを推進する。

事業概要

・学校評議員の職務内容を精査する。
・地域住民等による学校関係者評価を実施する。
・児童生徒数の増減を踏まえ、必要に応じて通学区域の見直しを行うため、通
学区域審議会を開催する。
・学校運営協議会の調査研究及び検討。

事業の実施状況

・市内小中学校の学校評議員の委嘱を行っナニ。また、学校評議員の会議内容
等の報告を校長に求め、必要に応じて会議の運営等を指導した。
・教職員による学級の自己評価の結果について、学校評議員や地域住民等に
よる学校関係者評価を実施しナニ。

2

成果指標名

成 果
地域に開かれた特色ある学校づくりを目指し、市内小中学校に学校評議員を

委嘱し、学校評議員会を開催し、各校の学校運営や学校の評価などについて
幅広く意見をいただくことができた。

自己評価

単位

順調 判断理由

夫ホ貝

・市内各小中学校に学校評議員の委嘱ができナニ。また、教育
委員会では学校評議員の会議内容等の報告を校長に求め、
必要に応じて会議の運営等を指導しナニ。
・教職員による学校の自己評価の結果について、学校評議員
や地域住民等による学校関係者評価を実施することができ
^0
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平成29年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価における学識経験者からい

ただいたご意見に対する今後の対応状況については、以下のとおりです。

評'価,委・、員の。・所見への今・後,の、・.対,・応状・、況

【学校運営改善事業】

・従来、学校は来校者にとって敷居の高い印象が
あったが、新たなカリキュラムの導入、地域人材
の活用、評議員制度の導入等、以前にも増して、
学校は地域社会に開かれた存在になってきてい
る。この点で、これまでの改善への取り組みが大
いに評価される。

評価・意見

・今後、日本の学校文化や地域の実情を踏まえ
て、学校運営協議会のあり方を考えていく必要が
ある。

ノ゛

・学校運営協議会が導入された場合、教育課程
や予算、教職員人事などに、どこまで学校運営協
議会が関わり、地域の学校を支え、活性化してい
くのかが問われる。

・地域住民や保護者などの意見を広く聴き、今後
も地域に開かれた学校づくりを進めてまいりま
す。

・教育委員会は、学校評議員の委嘱を適正に行
い、会議の実施状況の報告を校長に求め、必要
に応じて会議の運営の指導を行い、学校評議員
制度が円滑に運用されていることは高く評価でき
る。

対応・検討状況

・学校運営協議会においては、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、
その導入については、努力義務化されましナこ。現
在、学校運営協議会の導入に向けて検討してい
るところでございます。

・教職員による学校評価の結果に対して、学校評
議員等による学校関係者評価を実施したことは、
地域の意向を学校運営に反映させ、地域に根ざ
した特色ある学校を築き、信頼される学校づくり
の推進に大いに期待が持て、高く評価できる。

・学校運営協議会が教育課程や学校予算、職員
の任用など、どこまで関わることができるのか、地
方教育行政の組織及び運営に関する法律のー
部改正の内容を踏まえ、教育委員会規則で定め
る必要があると考えております。

・今後も児童・生徒の増減を踏まえ、課題を精査
し、必要に応じて通学区の見直しを行うための通
学区域審議会を開き、学校規模や登下校の安全
を考えた適正な通学区の指定を行うことで、地域
に信頼される学校づくりの推進に努めることを期
待する。

・各学校長は、地域の実情を踏まえ、学校運営の
上で適任とされる方を学校評議員として推薦して
おります。学校評議員となられた方からは、建設
的な意見や提案などをいただいており、各学校の
評議員制度は円滑に進んでおります。

・学校運営協議会制度が開始された場合、学校
評議員からの移行が円滑に行われるように、広く
関係者への説明が充分に行われ、地域住民や保
護者と連携した学校運営が推進されることを期待
する。また、小中一貫教育としても、将来的には
地域との連携をより深めるために中学校区ごとの
学校運営協議会の開催も視野に入れることを期
待する。

・学校評議員の方々からのご意見は、第三者か
らの客観的な意見として受け止め、地域に開か
れた学校運営に活かしております。

・事業目的の地域に根ざした特色ある学校、信頼
される学校づくり、市内小中学校の保護者、地域
住民の声を学校運営に反映させていく取り組み
や、学校運営協議会の開始に向けての準備につ
いて、高く評価できる。

・今後も、各通学区の児童・生徒数の増減を注視
し、必要に応じて通学区域審議会を設置してまい
ります。通学区域については、地域の意見を広く
聴き、地域に信頼される学校づくりの推進に努め
てまいります。

・学校運営協議会制度の導入に向け、対象学校
の保護者、地域住民などへ広く説明してまいりま
す。また、小中一貫教育を進める上では、中学校
区ごとの開催も視野に入れ検討してまいります。

・地域に根ざした学校づくりを進めるため、学校運
営協議会の導入に向け、計画的に準備してまい
ります。
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Ⅳ点検・評価の結果

大施策

基本施策

事務事業名

次代を担う人づくり

事業目的

指導体制の充実

語学指導充実事業

市内小中学校に外国人語学指導助手(ALT)と中学校に語学指導補助員を
配置し、教材の工夫をすることにより、国際理解教育の一層の充実を図る。
児童生徒が実際に活用できる実践的なコミュニケーション能力等を高めるこ

とを目的とする。

事業概要
ALT6名を全小中学校に1名ずつ配置する。
英文法を中心とした学力向上に向け、日本人の指導員を、語学指導補助員

として各中学校に1名、計5名を配置する。

事業の実施状況
ALT6名を全小中学校に1名ずつ配置しナニ。
英文法など学力向上に向け、語学指導補助員として、日本人の指導員を各

中学校に1名、計5名配置しナニ。

語学指導助手(ALT)配置校

2 語学指導補助員配置校

成果指標名

成

・ALTの派遣委託に関しては、毎年プロボーザル(注)を行うように改善し、ALT
の質の確保を最重要項目と捉え対応した。その結果、各学校の英語担当教員
からは、積極的にコミュニケーションを図るALT力赴曽えたなどの意見を聞くこと
ができている。また、語学指導補助員に関しては、5校中、4校が同じ補助員と
なったことにより、各学校の実態を把握した上で授業援助ができている。

(注)プロボーザルとは、業務の委託先を選定する際に、複数の業者に企画を
提案してもらい、その中から優れた提案をした業者を選ぶこと。

果

自己評価

単位

校

概ね順調

校

判断理由

15

実績

5

ALTや語学指導補助員の配置により、授業の充実が図ら
れ、国際理解教育の推進に寄与している。一方で、学力の定
着に関しては課題が残っている。

15

5
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平成29年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価における学識経験者からい

ただいたご意見に対する今後の対応状況については、以下のとおりです。

評一価・委員'、の・所0見・、ヘ'の・,今、・,後',の'対応状況

【語学指導充実事業】

・初めてのALT導入以来、四半世紀が経過し、音
声重視の言語活動が全ての教室に定着してきて
いることは、大いに評価できる。

・地域の特性をふまえ、児童・生徒一人ひとりに
対し、成就感、達成感を味わわせるとともに、基
礎学力を定着させる努力が引き続き求められる。

評価・意見

・教育委員会には児童・生徒の実態や学校の実
情を考慮した支援を継続されることを期待した
い。

・市内小中学校に外国人語学指導助手と、中学
校に語学指導補助員の配置を工夫することで、
児童・生徒の英会話でのコミュニケーション能力
を高め、英文法などの学力向上が図られているこ
とは高く評価できる。

・ALTについて、ALTミーティングや小中学校英
語活動研修会により充実した活動がなされている
点は高く評価できる。語学指導補助員がより充実
した活動を行い、資質の向上を図る上でも、現状
を調査し、課題を検討することを通じ、中学校の
英語教員との研修会等を企画することを期待す
る。

・今後も、改訂学習指導要領の主旨に則り、適切
に教育課程を編成できるように、各学校に指導し
てまいります。

対応・検討状況

・教職員対象の研修会や指導主事の訪問指導を
通して、引き続き、教職員一人ひとりの資質向上
に取り組んでまいります。

・次期学習指導要領への対応のために、ALTの
増員など、必要に応じて本事業充実の方策につ
いて調査研究を期待する。

・引き続き、校長会と緊密に連携しながら、学校の
実態に即した支援を行ってまいります。

・今後も、ALTと語学指導補助員等を活用しなが
ら、子どもたちの学力向上を図っていくよう教育委
員会としても、活用方法について研究してまいり
ます。

・児童・生徒が実際に活用できる、実践的コミュニ
ケーション能力を高めることを目的にするならぱ、
小学校の低学年などはもう少し回数を増やし、AL
Tの生の英会話に触れる機会を与えていただきた
い。

・今年度からALTを講師とした英語教員研修会を
実施しております。今後は、語学指導補助員と小
中学校教員との合同研修会の開催など、改訂学
習指導要領の主旨を意識した研修内容になるよ
うに実施してまいります。

・小中学校の先生方の研修をしていくことは、ぜ
ひ行っていただきたい。その中でさらに研修内容
の充実を期待する。

・ALTの増員と語学指導補助員の増員を毎年計
画してまいります。その際には、ただ増員するだ
けではなく、その活用方法についても研究してま
いります。

・ALTの配置計画については、市教委と委託業
者、また学校とよく相談しながら今後検討してまい
ります。

・改訂学習指導要領の実施に伴い、今後、教育委
員会としては、研修内容を充実できるように、調
査研究し、教員の指導力向上を図ってまいりま
す。
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