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 Ⅰ　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）

（教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。
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 Ⅱ　点検・評価の基本方針

１　趣　旨

　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

(1) 点検・評価の対象事務事業

①　「八潮市教育計画はばたき」と事務事業評価制度の活用

　八潮市教育委員会では、平成２８年度から平成３３年度を計画期間とする、

「八潮市教育計画はばたき」を定めています。

　「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、１２の基本目標を掲げ、主要事業を定めていま

す。八潮市教育委員会における点検・評価の対象事業は、当該主要事業を中心

に抽出しました。

　また、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２９年度実施事業）」を活用し、実施しま

した。
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②　「八潮市教育計画はばたき」に掲げる１２の基本目標

１　確かな学力と自ら学ぶ力の育成

２　豊かな心と健やかな体の育成

３　人権を尊重する教育の推進

４　夢を抱き次代を創造する青少年の育成

５　郷土愛を育み地域文化を創造する教育の推進

６　平和な社会づくり

７　国際化、情報化社会に対応した教育の推進

８　助け合う地域社会づくり

９　生涯にわたり楽しく学べる環境づくり

10　スポーツ・レクリエーションに親しむ環境づくり

11　安全・安心な教育環境づくり

12　望ましい学校教育環境づくり

③　点検・評価対象事務事業一覧

１　中学校就学援助事業（教育総務課）

２　青少年育成体制づくり事業（社会教育課）

３　郷土の歴史・文化普及事業（文化財保護課）

４　教職員人事管理事業（学務課）

５　健康教育推進事業（指導課・小中一貫教育推進室）

(2) 点検・評価の方法

　対象事業について、事務事業評価シートに基づき点検・評価を行ったうえで、

次の学識経験者の意見をいただき、点検・評価報告書を作成しました。

〔学識経験者〕 氏　名 選出区分 備　考

根岸　甫 学識経験者 元八潮中学校長

丸山　聡 学識経験者 元大原小学校長

西村　のり子 学識経験者
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２９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　事業概要・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　成果指標名・目標・実績

　事業の達成度を把握する必要から、平成２９年度の対象事務事業の成果指標

名・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２９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

階で自己評価するとともに、判断理由を記述しています。

順調………最終目標達成に向け、順調に成果があがっている

概ね順調…最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調

難しい……このままでは、最終目標の達成が難しい

⑨　学識経験者の評価・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評価・意見、助言

等について、「学識経験者の評価・意見」として記述しています。

⑩　学識経験者の評価・意見に対する対応・検討状況

　学識経験者からの評価・意見ごとに、対応・検討状況をそれぞれ記述してい

ます。

〔評価基準〕
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 Ⅲ　点検・評価の結果

1

2

大施策 　次代を担う人づくり

基本施策 　教育環境の充実

事務事業名 　中学校就学援助事業

人 360 320

事業目的
　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の、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た。
②特別支援教育の援助申請に基づき認定事務を行った。
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。
④対象費目を拡大した（生徒会費）。

自己評価 順調 判断理由
　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。

　

成　　　果

　就学困難な生徒の保護者３２０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た。また、特別支援学級に就学している生徒の保護
者２５人に対して、学用品、修学旅行費等の経費を援助した。
　さらに、平成２９年度より新たに生徒会費を支給対象費目として追加したこと
により、家庭のさらなる負担軽減につなげることができた。
　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。

成　果　指　標　名 単位 目　標 実　績

就学援助認定件数
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【中学校就学援助事業】

⑨年度の途中で生活状況が変わった家庭への手続き
も速やかに対応し、児童・生徒が安心して学校に通える
ようにしてほしい。

⑧外国籍の方への案内資料の配慮が感じられる。 ⑧引き続き、援助を必要としている外国籍の方々に対し
ても就学援助制度を知っていただけるよう、適切な周知
方法を検討してまいります。

⑨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、適切な認定事務を行えるよう
今後も取り組んでいくとともに、親切かつ丁寧な制度説
明を心がけてまいります。

⑦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への、学用品・通学用品・修学旅
行等の経費の援助並びに次年度中学１年生になる児
童の保護者に対しての、新入学準備費の支給につい
て、児童・生徒、保護者の不安や負担を軽減できてお
り、とても評価できる。

⑦引き続き厳正な認定事務を行い、就学援助制度を必
要としている方々に適切な援助が行えるよう努めてまい
ります。
　また、新入学準備費につきまして、制服代の支払時期
等を考慮し、適切な時期に支給できるよう努めるととも
に、小学校入学前においても支給できるよう検討してま
いります。

⑤公・私立への転出入、家族構成の変化や外国籍の児
童・生徒等特殊な事例も増えてきている。このような状
況下で、本当に支援する必要のある対象者を絞り込む
ため、よりきめ細かな選定・選考を行っている点を大い
に評価したい。

⑥今後益々個別の様々なケースへの対応が求められ
るので、組織内でさらに事例研究なども重ねていくこと
が必要と思われる。

⑤家庭により様々な事情があるため、必要に応じて臨
宅訪問を行うなど、慎重に審査を行っています。今後も
就学援助制度を必要としている方々に適切な援助が行
えるよう努めてまいります。

⑥他自治体での事例を含め、様々なケースを想定し、
就学援助制度の適切な運用が行えるよう研究してまい
ります。

④具体的な数値を含めたデータ、資料が豊富で、比較
参照しやすく、本市の就学援助事業がどのように進めら
れてきているのか、大変分かりやすいものとなっている
ことは評価できる。

④引き続きデータの管理を行っていくとともに、収集した
データを活用してより充実した事業となるよう努めてま
いります。

②就学困難な生徒の保護者に教育資金貸付制度の周
知に努め、実際の貸付が円滑に行われていることは高
く評価できる。

②引き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ないよう努めてまい
ります。

③認定事務や援助費の支給事務が煩雑になっている
中で、就学援助制度の周知について、多言語に対応し
た説明文の作成に取り組むなど、効率化に努めている
ことは高く評価できる。
　引き続き関係機関と連携し、就学援助制度の円滑な
運用を期待する。

③外国籍の方が日本語を読むことが困難であることを
理由に、就学援助制度を知らなかったということがない
よう、引き続き適切な周知方法を検討してまいります。

対応  ・ 検討状況

　平成３０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  ・ 意見

①新たに生徒会費が支給対象費目となったことや、中
学校入学前に新入学準備費の支給ができることとした
点は高く評価できる。

①支給対象費目につきましては、他自治体の状況を勘
案し、引き続き研究していくとともに、必要な援助が適切
な時期に行われるよう取り組んでまいります。

評 価 委 員 の 所 見 へ の 今 後 の 対 応 状 況
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 Ⅲ　点検・評価の結果

1

2

大施策 　心豊かな青少年を育む環境づくり

基本施策 　青少年育成体制の充実

事務事業名 　青少年育成体制づくり事業

人 150 153

事業目的
　青少年関係団体の活動を支援するとともに、団体間の連携の強化を図り、青
少年の健全育成を総合的に展開するための体制を整備する。

事業概要

・青少年育成関係団体の活動を支援する。
・八潮市青少年育成推進員協議会の活動を支援する。
・青少年育成八潮市民会議の組織を強化し、市民主体で青少年育成を進める
体制整備に努める。

事業の実施状況

・青少年育成関係団体の活動を支援する。八潮市子ども会育成者連絡協議
会、ボーイスカウト八潮第１団、日本子どもチャレンジランキング連盟八潮支
部、やしお子どもセンター、青少年育成八潮市民会議への補助金を交付した。
・青少年育成推進員協議会に関する会議や研修会を実施した。
・青少年育成八潮市民会議の組織を強化し、市民主体で青少年育成を進める
体制の整備に努めた。

自己評価 順調 判断理由
　青少年を取り巻く環境に対応し、青少年育成団体の体制づく
りが進められた。

親子名作映画会の参加者 人 700 849

成　　　果

･八潮市子ども会育成者連絡協議会、ボーイスカウト八潮第１団、日本子ども
チャレンジランキング連盟八潮支部、やしお子どもセンター、青少年育成八潮
市民会議に補助金を交付し団体への支援を行うことができた。

・青少年育成推進員協議会の会議、研修会を開催し、非行防止パトロール等
の見守り活動を実施した。

・青少年育成八潮市民会議との共催により、親子名作映画会や青少年の主張
大会等の各種事業を実施することができた。また、事業をとおして青少年関係
団体間の連携強化が図れ、市民主体で青少年育成を推進する体制の整備が
図られた。

成　果　指　標　名 単位 目　標 実　績

青少年育成八潮市民会議の会員数
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【青少年育成体制づくり事業】

⑨親子名作映画会はたくさんの来場者がいるので、７
月１回限りではなく、例えば８月にも１回開催することを
検討してもらいたい。

⑨親子名作映画会の開催回数を増やすことについて
は、実施時期や費用等など検討すべきことが多いた
め、すぐに対応することは困難ですが、今後、青少年育
成八潮市民会議と協議してまいります。

⑩合同講演会について、単位ＰＴＡへの参加要請や市
民へのアピールなど、役員だけでなくより多くの方々に
聞いていただけるよう周知することが望ましい。

⑩青少年育成市民講演会については、広報やしお及び
市ホームページへの掲載に加え、チラシ配布やメール
配信等を活用し、より多くの市民の方が参加できるよう
周知に努めてまいります。

⑧青少年を取り巻く環境に対応し、団体の体制づくりが
進められ、関係団体への活動支援や、青少年育成八潮
市民会議との共催により、職員と一緒に各事業を行っ
ている点は評価できる。

⑧引き続き、青少年育成八潮市民会議及び関係団体
に対する活動支援を推進するとともに、関係団体との連
携を密にし、各種事業が円滑に展開できるよう取り組ん
でまいります。

⑤分かりやすい情報誌を通じて、児童・生徒だけでな
く、地域住民、市民にも各種団体の活動の様子を広く伝
えており、大変効果的である。

⑤引き続き、多くの市民の方に市内の青少年に関する
情報が届けられるよう、やしお子どもセンターと連携し、
紙面の充実に努めてまいります。

⑥各種団体への補助金の根拠や交付状況が明瞭であ
り、今後もこの点が継続されることを期待したい。

⑥引き続き、各種団体に対する補助金の根拠や交付状
況が明瞭となるよう努めてまいります。

⑦児童・生徒の登下校時や長期休業中、休業直後にお
ける学校外の行動について、学校と連携しながら巡回
などを行い、健全育成に努めていくことが求められる。

⑦今後におきましても、児童・生徒の登下校時や長期
休業中等における学校外での行動については、学校及
び地域と連携し、安心安全な環境づくりを推進するとと
もに、健全育成に努めてまいります。

④中川探検隊は、体験的な活動を取り入れるなど、創
意工夫した取り組みが検討され、参加者にとって魅力あ
る事業となっている点は評価できる。
　今後の事業の発展に期待する。

④引き続き、野外体験活動を中心とした事業が展開で
きるよう、やしお子どもセンターの活動を支援してまいり
ます。

　平成３０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  ・ 意見 対応  ・ 検討状況

①新規に夏休みの見守り活動を行うなど、市民主体で
青少年育成を推進する体制の整備に努めている点は
高く評価できる。

①今後におきましても、市民主体で青少年の見守り活
動が推進できるよう、関係団体との連携を密にし、取り
組んでまいります。

②青少年育成八潮市民会議との共催による親子名作
映画会、青少年育成市民講演会、青少年の主張大会、
アニメアフレコ体験講座の事業が、関係団体と連携して
円滑に展開され、青少年の健全育成が図られている点
を高く評価する。
　今後も継続した取り組みを期待する。

②引き続き、青少年育成八潮市民会議及び関係団体と
の連携を密にし、各種事業が円滑に展開できるよう取り
組んでまいります。

③やしお子どもセンターとの共催事業の情報誌「くじら
通信」は、子どもの感想やコメントなど、紙面の充実が
図られている点は評価できる。

③今後におきましても、やしお子どもセンターと連携を
図り、情報誌「くじら通信」が充実した魅力ある紙面とな
るよう、取り組んでまいります。

評 価 委 員 の 所 見 へ の 今 後 の 対 応 状 況
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 Ⅲ　点検・評価の結果

1

2

大施策 個性あふれる豊かな市民文化づくり

基本施策 郷土の歴史・文化普及事業の推進

事務事業名 郷土の歴史・文化普及事業

人 6,000 5,505

事業目的
　八潮の歴史や文化を広く市内外に向け発信する展示会、郷土学習の機会を
提供する資料活用事業を開催し、郷土の歴史・文化に対する市民の理解が深
まるようにする。

事業概要

　八潮の歴史や文化をテーマとした企画展示や市内に伝わる年中行事を紹介
した季節展示を行う。また、小中学生に郷土学習の機会を提供する資料活用
事業、市民の自主的学習活動への動機付けとする歴史入門講座等の事業を
開催し、学校授業や市民の学習活動への支援を図る。

事業の実施状況

　企画展示を２回（「記憶をつなぐカスリーン台風と八潮（第３８回）」「埼玉県東
部地区の交通第７回東部地区文化財担当者会巡回展（第３９回）」）開催した。
　収蔵品展として「上條肇作品展」を開催した。
　古民家において、季節展示「端午の節句」「ひなまつり」を開催した。
　市内小学校９校２１クラスや一般団体を受入れ、昔の生活体験や施設見学を
内容とする資料活用事業を実施した。
　歴史入門講座「古文書講座」（１講座、全３回）を２回開催した。

自己評価 概ね順調 判断理由

　企画展や古文書講座は、毎年一定の見学者・参加者がお
り、効果的な事業展開が図れている。
　古文書講座については、参加者からより難しい内容の講座
を行って欲しいという声も上がっており、参加者の意欲促進に
繋がっている。企画展については、八潮の歴史的背景や文化
についての知識が深まった等の意見が多数寄せられており、
事業目標は概ね達成したと考えられる。

講座参加者数 人 100 90

成　　　果
　活動指標・活動成果ともに概ね達成できた。
　企画展のほか、資料館内の収蔵品を積極的に展示することで、市内の歴史
や文化、当館の果たす役割について、市民の理解が深まったと考えられる。

成　果　指　標　名 単位 目　標 実　績

市民への浸透度（観覧者数）

 9



【郷土の歴史・文化普及事業】

⑨「初心者のための古文書講座」等については、参加
者の意欲促進につながっており、リピーターの数も一定
数いるようだが、新規の参加者の呼び込みにつながる
ような方法も考える必要がある。

⑨新規の参加者の増加につながるよう、企画展に関連
した講座や、人々の興味を引くテーマでの講座を考えて
まいります。

⑦過去数年の観覧者数や講座参加者数の比較から、
資料館が以前にも増して地域住民や市民にとって身近
な存在になってきている。効果的なＰＲ活動で人から人
へと情報が伝わっている。
　報道機関を利用した広報活動は特に効果的と思われ
るので、常に連絡・連携を保っていくことは必要である。

⑦イベントガイドなどで年間の事業予定を見て参加され
る方やリピーターも増えてきておりますが、新規の参加
者を増やすためにも、報道機関には、資料館で行う事
業について適宜情報提供して、ＰＲに努めてまいりま
す。

⑧八潮市の歴史・文化を広く市内外に発信する展示
会、郷土学習の機会の提供、市のホームページ、子ど
も向け資料の作成、昨年の大瀬の獅子舞ののぼりの設
置やパンフレットでの案内など、様々な方法で積極的に
ＰＲができている点は評価できる。

⑧今後も、市のホームページや「れきナビ—やしお歴史
事典」、報道機関への情報提供など、様々なコンテンツ
を利用して、事業のＰＲに努めるとともに、SNSなどの活
用も検討してまいります。

⑥地域の歴史や昔の様子が分かる企画展は分かりや
すく、親しみやすいように工夫されている。できるだけ多
くの児童・生徒の興味関心を広げてもらうためにも、大
変意義のある事業として、今後さらに学校とも連携して
進めていくことを期待したい。

⑥今後、地域の博物館として、学校と資料館の連携は
より重要性が増すと考えておりますので、資料館での事
業を学校で活用できる方策を教員とともに検討してまい
ります。

④収蔵品展として「郷土の画家上條肇作品展」や、古民
家における季節展示など八潮への郷土愛を感じさせる
事業である。今後も継続してほしい。

④今後も、市民から寄贈された美術品や民具などの収
蔵品を活用した収蔵品展を適宜開催するとともに、古民
家を活用した季節展示など、郷土への愛着を醸成する
事業を実施してまいります。

⑤八潮市のホームページには資料館が掲載されてお
り、ＰＣ版やスマートフォン版の表示もあり、訪問者に概
要から各項目の詳細までが分かりやすく構成されたと
ても充実した内容となっている。
　今後も事業名のネーミングなどを創意工夫し、資料館
の魅力の発信に期待する。

⑤引き続き、より市民に親しまれ、興味を持ってもらえる
ように資料館ホームページや「れきナビ—やしお歴史事
典」の内容を充実させるとともに、企画展及び講座等の
ネーミングや構成を工夫し、資料館の魅力発信に努め
てまいります。

②児童生徒向けに、市内の教職員と協働でカスリーン
台風はどんな台風なのかを分かりやすくまとめた小冊
子は、郷土学習を提示する教材として高く評価できる。

②今後も、教職員や市民と連携して、郷土学習の素材
となるような子ども向けのパンフレットや解説シート等の
作成を進めてまいります。

③市内小中学校や一般団体を受け入れ、昔の生活体
験や施設見学を内容とする資料活用事業を実施するな
ど、小中学校をはじめ、広く地域との連携や協力をした
取り組みは高く評価できる。

③学校や資料館ボランティア等と連携して、資料館の資
料を活用した昔の生活体験や伝統行事にかかわる講
座などを、引き続き実施してまいります。

　平成３０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  ・ 意見 対応  ・ 検討状況

①八潮の歴史や文化をテーマとした企画展示「カスリー
ン台風と八潮」・「東部地区の交通」や、歴史入門講座
「古文書講座」には、見学者や参加者が一定数おり、毎
年継続することで事業の推進が図られている点は高く
評価できる。

①今後も、八潮ゆかりの人物や産業などを取り上げた
地域と密接に係わるテーマでの企画展や、歴史入門講
座を継続して実施してまいります。

評 価 委 員 の 所 見 へ の 今 後 の 対 応 状 況
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 Ⅲ　点検・評価の結果

1

2

大施策 次代を担う人づくり

基本施策 指導体制の充実

事務事業名 教職員人事管理事業

人 26 25

事業目的
　市内学校間及び他市町教育委員会管内との適切な人事異動を実践し、市内
各小・中学校の人的環境を整備し学校運営の充実を図る。

事業概要
　市内小・中学校の教職員（本採用及び臨時採用）の人事及び他市町教育委
員会と人事交流に関する事務を行う。

事業の実施状況
　市内小・中学校の教職員（本採用及び臨時採用）の人事及び他市町教育委
員会と人事交流に関する事務を行った。
　市費対応で臨時職員（教員）を任用した。

自己評価 順調 判断理由

　埼玉県の人事方針に則り、適正な人事異動を行った。また、
他市町との人事異動交流を行うことにより、学校現場の活性
化につながった。欠員補充などの臨時的任用教職員について
も、的確に任用を行い、学校現場に混乱が生じないよう適切
に処理を行った。

　

成　　　果

　埼玉県の人事方針に則り、市内学校間及び他市町教育委員会管内との適
切な人事異動を実践し、市内各小・中学校の人的環境を整備することができ
た。
　欠員補充などの臨時的任用教職員についても、的確に任用を行うことで、市
内各小・中学校の学校運営の一助となった。
　また、教職員の勤務時間の適切な管理や働き方改革が叫ばれる中、様々な
立場の教職員によって組織された八潮市小・中学校教職員勤務負担軽減検討
委員会を設置し、教職員の勤務負担軽減対策について検討した。

成　果　指　標　名 単位 目　標 実　績

臨時職員の任用数
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【教職員人事管理事業】

③「平成２９年度八潮市小・中学校教職員勤務負担軽
減検討委員会」による６つの提言を受け、今年度から教
職員勤務負担軽減対策６つを具体的に検討・実施して
おり、今後も推進してまいります。

　平成３０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  ・ 意見 対応  ・ 検討状況

①埼玉県の人事異動方針に則り、適切な人事異動が
実施され、市内小中学校の人的環境が整備され、学校
運営の充実が図られていることは高く評価できる。

①今後も、埼玉県の人事異動方針に則った適切な人事
異動の実施を通して、学校への人的環境の支援に最善
を尽くしてまいります。

⑧教職員の勤務負担軽減対策の市内共有フォルダの
使用や電子化の推進、お盆期間中は学校閉庁日とする
ことなど、様々な面から工夫を進めており、子どもとの
ふれあいの時間もとれる環境をつくっていこうとする取り
組みは高く評価できる。

⑨留守番電話対応について、中学生になると帰宅時間
が遅くなるため、留守番電話に切り替わる時間をどうす
るかについて、十分配慮したほうがよい。

⑧今後も、教育の質を維持・向上させながら、教職員の
勤務負担軽減の視点で、働き方改革を推進してまいり
ます。

⑨学校の実態にあった対応となるよう、今後も各校と情
報を共有しながら進めてまいります。

④教職員勤務負担軽減対策が円滑に行われるように、
広く関係者への説明が十分に行われ、地域住民や保護
者にも周知し、教職員の働き方改革が推進され、学校
現場の活性化が図れることを期待する。

④今後も、教職員の働き方改革が推進されるよう、学校
閉庁日や部活動の休養日を設けること等について、保
護者や地域住民への周知を積極的に行ってまいりま
す。

⑤教職員にとって学習指導のための授業準備や、児
童・生徒に向き合う時間の確保は優先されなければな
らない。教職員の働き方改革が本市では積極的に進め
られ、実態把握と現状分析に基づいて課題が共有され
てきている点が評価できる。

⑥他市町との人事交流や年度途中の欠員補充など、八
潮市特有の課題がある中で、常に学校現場を考えての
対応は大いに評価できる。児童・生徒のみならず、保護
者、卒業生、地域住民の信頼を得られるものになると思
われる。

⑦通知表、指導要録の電子化は、事務処理の効率化、
教職員の負担軽減につながる。その際、公文書管理に
関連して、個人情報の紛失、流出などの防止に配慮す
る必要がある。

⑤今後も、教職員が児童・生徒とじっくりと向き合える時
間の確保と、教職員の健康管理の為、働き方改革につ
ながる業務の見直しと改善を引き続き行ってまいりま
す。

⑥今後も、常に学校現場を第一に考え、学校運営上、
支障が生じないよう人事配置に尽力してまいります。

⑦今年度、導入した指導要録の電子化によって、指導
要録作成に係る時間の削減を図ることができました。今
後も、個人情報の扱いについては、十分に配慮してま
いります。

②学校職員の欠員補充などの臨時的任用教職員につ
いても、市費対応で臨時職員（教員）の任用を行うなど、
学校運営に混乱が生じないよう適切な対応を行ったこと
は高く評価できる。
　今後も継続した対応ができるようにお願いしたい。

②今後も、学校運営に支障が生じないよう、学校職員
の欠員補充などの臨時的任用教職員について必要に
応じて、市費対応で臨時職員（教員）の任用を行ってま
いります。

③平成２９年度教職員勤務負担軽減対策について、市
教育委員会として市内全小中学校と組織的計画的に取
り組み、平成３０年度から具体的に検討・実施する事項
が明確化されたことは高く評価できる。

評 価 委 員 の 所 見 へ の 今 後 の 対 応 状 況
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 Ⅲ　点検・評価の結果

1

2

大施策

基本施策

6860％新体力テスト県平均達成率

事務事業名

事業概要

　児童生徒の体力の実態を分析し、体力向上に向けた具体策を立て全小中学
校で実践する。
　薬物の危険性を知り、薬物に手を出さない児童生徒を育成するため、薬物乱
用防止教室を開催する。

事業の実施状況

　八潮市小中一貫教育推進検討部会「まなび（体力）部会」において、授業改
善を通した新体力テストの数値向上に努めた。
　全校での薬物乱用防止教室の実施、保健分野や学級指導での健康教育の
実施を通し、児童生徒の健康の保持・増進を図った。
　小学生対象、中学生対象のハンドボール大会を実施した。
　小学生対象、教職員対象のラジオ体操講習会を実施した。

実　績目　標単位成　果　指　標　名

自己評価

　新体力テストの結果については、小学校は県内トップレベル
であり、中学校においても県内中位と、着実な伸びが見られ
る。また、小中学校における授業改善が進む中、体力向上、
健康教育の推進のための組織体制が確立され、基盤が整っ
てきている。

成　　　果

・新体力テストの達成率向上へ向け、小中一貫教育推進検討部会「まなび（体
力）部会」での協議を通し作成した「新体力テスト攻略ハンドブック」を、各学校
において有効に活用することができた。
・薬物乱用防止教室を全１５校で実態に合わせて開催したことによって、薬物
関係で関係機関と連携する事態は発生しなかった。
・ラジオ体操講習会は、教職員と児童向けに実施している。講師からの丁寧な
指導を子どもたちが意欲的に受け入れ活動することで、ラジオ体操に興味を持
ち、目的である自身の健康に関心を抱くように変容してきている。
・ハンドボール大会を小中学校で実施することができた。特に小学校において
は、夏季休業中に実施していることから、暑さ対策など子どもたちの健康に配
慮する必要があり、今後開催については検討していく必要がある。

順調 判断理由

次代を担う人づくり

食育、健康・安全教育の充実

健康教育推進事業

事業目的
　健康は命を支える根幹である。健康教育の充実を図り、児童生徒の健康の
維持増進と体力の向上を図る。
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【健康教育推進事業】

②様々な授業研究会や支援を通して、引き続き、質の
高い授業となるように指導を継続していきます。

⑤児童・生徒の健康、体力づくりの成果に顕著な状況
が見られる点で、その努力を大いに評価したい。教科や
学級担任による評価と併せて、児童・生徒自身による達
成目標に関わる自己評価は次への意欲につながる。

⑥給食を通じて、食習慣や食品ロスについても少しずつ
意識を高めていくことが必要と思われる。また、海外で
も十代のカフェインや砂糖の過剰摂取による健康被害
が問題になっている。薬物被害につながる面もあるの
で、さらに取り組みを充実させたいところである。

⑦常に自分の健康と体力の維持向上を自覚させていく
とともに、自分以外の人の心と身体の健康にも心配りで
きる児童・生徒の育成が求められる。

⑤今後も、新体力テストハンドブックを通しながら、自ら
が目標を設定し、仲間と励ましながら取り組んでいける
ように支援してまいります。

⑥給食指導は、食育指導の中においても、学校で実際
に体験できる貴重な教育の機会と捉えております。教
育委員会の栄養士とも連携しながら、今後も支援と啓
発に努めてまいります。

⑦教育課程に則った授業（保健）のみならず、学級活動
や学校行事などの取り組みにおいても他者とかかわる
ことができる児童生徒の育成に努めてまいります。

⑧新体力テストの結果、小学校は県内トップレベル、中
学生においても着実な伸びが見られる点など、先生方
の努力、児童・生徒の頑張りは高く評価できる。

⑨薬物乱用防止等の健康教育においても、関係機関と
連携し、家庭にも薬物の怖さなどを伝えてほしい。

⑧今後も引き続き、子どもたちの自己肯定感を高めな
がら、体力向上につながるように支援してまいります。

⑨今後は、各学校で開催される薬物乱用防止教室に、
保護者も同席していただいたり、様子を学校だより等で
広報していくよう指導してまいります。

③薬物乱用防止教室が各校で創意工夫して実施されて
おり、薬物乱用防止教育の充実が図られていることは
高く評価できる。
　今後も継続した取り組みを期待する。

③今後も、市内１５校には、学校や子どもたちの実態に
合わせた薬物乱用防止教室になるよう働きかけてまい
ります。

④朝食欠食児童・生徒の減少に向け、児童・生徒、保護
者への意識啓発を図るとともに、生活習慣の改善方法
について食育を中心とした健康教育の充実が図られる
ことを期待する。

④教育委員会としましても、教育課程の中の授業だけ
ではなく、各学校での取り組みを推進していけるよう、関
係機関と連携しながら支援してまいります。

　平成３０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  ・ 意見 対応  ・ 検討状況

①八潮市小中一貫教育推進検討部会「まなび（体力）
部会」において、授業改善や「新体力テスト攻略ハンド
ブック」の作成と活用を通して、新体力テストの県平均
達成率が着実に向上したことを高く評価する。

①今後も「まなび（体力）部会」を中心にし、記録向上だ
けではなく、授業改善に繋げていけるように、引き続き
活用と実践を図っていきます。

②小学校から中学校への円滑な体力向上について、小
中学校での９年間の系統性を重視した授業改善が推進
されていることは評価できる。
　今後も継続して体力向上が図られることを期待する。

評 価 委 員 の 所 見 へ の 今 後 の 対 応 状 況
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