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１ はじめに 

  この報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２７条の規定に基

づき、教育委員会の事務の点検・評価を行い、効果的な教育行政の推進に資すると

ともに、町民への説明責任を果たしていくため、教育に関する学識経験者の意見を

付して報告するものです。 
 
 

◎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２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一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（同条第三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。 
 
２ 点検・評価の概要 

 

(1) 点検・評価の方法 
学校教育、生涯学習等の各分野の教育基本方針に基づいて実施した具体的施策や 

主な事務事業を対象に点検・評価を行いました。 
 

(2) 点検・評価（教育委員会評価）の方法 
   各分野・施策に属する事務事業を点検・評価するため、各事務事業ごとに目的・ 

目標、実績等を整理し、その結果に基づき教育委員会としての自己評価及び今後の 
対応等について記載しました。 

   また、事務事業によっては数値化できないものやすぐに結果の出ないものもある 
ため、各事務事業の自己評価にあたっては、事務事業の取組状況、その取組結果と 
しての目標（計画）達成状況をそれぞれ数値評価し、その両方を合算し段階評価を 
行いました。 

さらに、前年度の評価方式を継承することで、前年比較が可能になります。 
  段階評価の基準は、次のとおりとしています。 
   Ａ：施策に対し成果を発揮している 

   Ｂ：概ね成果を発揮しているが、改善を有する 

   Ｃ：成果があがっているとは言えず、課題を有する 

   Ｄ：成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要 

 

(3) 学識経験者の知見の活用（第三者評価） 
教育委員会が実施した点検・評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験 
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を有し、前年度に引き続き、当町の教育内容に精通し教育関係全般に識見の高い方

の知見の活用を考慮しました。 
 

○ 藤
ふじ

 井
い

 知
とも

 弘
ひろ

 氏 

岩手大学教育学部教授（専門分野：国語科教育） 
 

３ 点検・評価（教育委員会評価）の結果 

   ２の(2)の評価基準による各事務事業の点検・評価の結果は、次ページ以降に掲載

している施策体系ごとに取りまとめた「点検・評価一覧表」、並びに各事務事業ごと

の「点検・評価表」のとおりです。 
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事務事業点検・評価一覧表 

【段階評価の基準】 

Ａ ： 施策に対し成果を発揮している             Ｂ ： 概ね成果を発揮しているが、改善を要する 

Ｃ ： 成果があがっているとは言えず、課題を有する   Ｄ ： 成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要  

 

Ⅰ 学校教育 

評価項目 

基本施策 具体的施策 事務事業名 事務事業No 
評価 

評価表掲

載ページ 

校長会議等の開催 Ⅰ－１ Ａ ６ （1）調和のとれた適切な 

教育課程の編成と実施 指導主事の学校訪問 Ⅰ－２ Ａ ７ 

学校評議員制度の推進 Ⅰ－３ Ｂ ８ 

学校経営評価の実施 Ⅰ－４ Ａ ９ 

学校一斉参観日の実施 Ⅰ－５ Ｂ 10 

いわてコミュニティ・スクール推進事業 Ⅰ－６ Ｂ 11 

１ 教育課題を的確

にとらえた学校経

営の推進 （2）地域に開かれた学 

校づくりの推進 

学校ホームページの運営 Ⅰ－７ Ａ 12 

標準学力検査（ＮＲＴ）の分析結果を生か

した学習指導 
Ⅰ－８ Ａ 13 

（1）基礎基本の確実な

定着を図る指導 

指導主事の校内研修等への派遣 Ⅰ－９ A 14 

少人数指導及び T・T の実施 Ⅰ－10 Ａ 15 

学力向上実践研究推進事業 Ⅰ－11 Ａ 16 

複式学級支援員の配置 Ⅰ－12 Ａ 17 

（2）個に応じた指導方法

や指導体制の工夫 

ボランティアチューターの派遣 Ⅰ－13 Ａ 18 

（3）国際理解教育の推

進 

外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣 
Ⅰ－14 Ａ 19 

 

小学校英語活動等国際理解活動推進事

業 
Ⅰ－15 Ａ 20 

 中学生海外派遣事業 Ⅰ－16 Ｃ 21 

環境教育の推進 Ⅰ－17 Ｂ 22 

キャリア・スタート・ウイーク事業 Ⅰ－18 Ｂ 23 

情報教育の推進 Ⅰ－19 Ａ 24 

２ 一人ひとりの資

質や能力を伸ばす

学習指導の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）環境教育、キャリア

教育等の推進 

ボランティア教育・郷土愛の育成 Ⅰ－20 Ｂ 25 

（1）道徳教育の充実 道徳授業研究会の開催等 Ⅰ－21 Ｂ 26 

朝読書等の推進 Ⅰ－22 Ａ 27 （2）読書指導の充実 

学校図書ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ－等の配置 Ⅰ－23 Ａ 28 

生徒指導主事研修会の開催 Ⅰ－24 Ａ 29 （3）生徒指導の充実 

学校適応指導・相談活動の実施 Ⅰ－25 Ａ 30 

３ 豊かな人間性を

育む心の教育の

充実 

 

（4）幼稚園、保育園、小

学校の連携推進 

幼保小連携推進会議の開催 
Ⅰ－26 Ｂ 31 
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評価項目 

基本施策 具体的施策 事務事業名 事務事業No 
評価 

評価表掲

載ページ 

４ 教員の資質、指

導力の向上と教員

研修の充実 

（1）教員研修の充実 研修会・研究会等の開催 

Ⅰ－27 Ａ 32 

運動部活動活性化推進事業（中学校） Ⅰ－28 Ｂ 33 （1）体力の向上 

タグラグビーの導入推進（小学校） Ⅰ－29 Ｂ 34 

食育推進会議等の開催 Ⅰ－30 Ａ 35 （2）食育・健康教育の充

実 養護教諭研修会の開催 Ⅰ－31 Ａ 36 

５ 体力の向上、食

育・健康教育・安

全指導の充実 

（3）安全指導の充実 スクールガードリーダーの配置 Ⅰ－32 Ａ 37 

（1）適正な就学指導 就学指導委員会の開催 Ⅰ－33 Ａ 38 ６ 適正な就学指導

と特別支援教育の

充実 

（2）特別支援教育の充

実 

スクールヘルパーの配置 
Ⅰ－34 Ａ 39 

（1）学校施設の適正な

維持管理 

学校施設の点検及び修繕 
Ⅰ－35 Ｂ 40 

７ 良好な教育環境

の整備充実 

（2）学校施設の耐震化

推進 

耐震診断の実施 
Ⅰ－36 Ａ 41 

食に関する学校訪問指導の実施 Ⅰ－37 Ａ 42 （1）食育の推進 

地場産食材の利用促進 Ⅰ－38 Ａ 43 

（2）衛生管理の徹底 職員研修の実施と食材供給業者の指導 Ⅰ－39 Ａ 44 

８ 安心、安全な学

校給食の提供 

（3）給食費水準の確保

と収納の推進 

適切な学校給食費の管理 
Ⅰ－40 Ａ 45 

 
Ⅱ 生涯学習 

評価項目 

基本施策 具体的施策 事務事業名 事務事業No 
評価 

評価表掲

載ページ 

（1）家庭教育の充実 家庭教育支援事業（教育振興運動） Ⅱ－１ Ｂ 46 

（2）学校・家庭・地域社

会の連携の推進 

中高生社会参加活動（教育振興運動） 
Ⅱ－２ Ｂ 47 

１ 生涯学習の基礎

づくり 

（3）地域社会活動の推

進 

中堅リーダー研修会「サマーワーク」 

（教育振興運動） 
Ⅱ－３ Ｂ 48 

（1）男女共同参画社会

の実現への取り組み 

DV に関する研修機会の提供 
Ⅱ－４ Ｂ 49 

２ 学習機会の充実 

（2）ボランティア活動の

支援 

生涯ボランティア育成事業 
Ⅱ－５ Ｂ 50 

３ 地域における生

涯学習の推進 

（1）地域活動の活性化

と地域づくり 

公民館教室講座開設事業 
Ⅱ－６ Ｂ 51 
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評価項目 

基本施策 具体的施策 事務事業名 事務事業No 
評価 

評価表掲

載ページ 

（1）町民文化の創造 芸術祭関連事業 Ⅱ－７ Ａ 52 ４ 伝統文化の保存

と町民文化の創造 （2）顕彰事業の実施 野村胡堂・あらえびす記念館事業 Ⅱ－８ Ａ 53 

（1）生涯スポーツの振

興 

ｽﾎﾟー ﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ教室開催事業 
Ⅱ－９ Ａ 54 

５ 生涯スポーツに

親しめる環境づく

り （2）自転車関連事業の

推進 

自転車関連事業 
Ⅱ－10 Ｂ 55 

６ 生涯学習関連施

設の整備・充実 

（1）社会教育等施設の

改修 

体育館・運動公園等改修工事 
Ⅱ－11 Ａ 56 

（1）学習情報の提供 教育委員会ホームページによる周知 Ⅱ－12 Ｃ 57 ７ 啓発活動の推進

と学習評価方法の

開発 
（2）事業評価方法の確

立 

社会教育委員会議小委員会の開催 
Ⅱ－13 Ａ 58 

 
Ⅲ 教育行政 

評価項目 

基本施策 具体的施策 事務事業名 事務事業No 
評価 

評価表掲

載ページ 

１ 公正かつ適正な

教育行政の推進 

（1）教育委員会の適正

な運営 

教育委員会運営事務 
Ⅲ－１ Ｂ 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　 1   教育課題を的確にとらえた学校経営の推進

具体的施策   (1)  調和のとれた適切な教育課程の編成と実施

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・校長会議の開催 12回　（毎月開催）

・副校長会議の開催  2回　（平成21年4月9日と11月25日に校長会議と合同開催）

・教務主任会議の開催　　　1回（平成22年3月8日）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

6

4

6

Ⅰ－１

Ａ

　各会議を計画通りに開催し、学校教育上の諸課題について適時、適切に指導を行うとともに、情報交換の場として
も重要な会議となっている。
　特にも、コンプライアンスの確保については会議毎に指導を徹底することで、各学校での自立的・継続的な取り組
みを進めている。
　今後とも、あらゆる場を活用して注意を提起し、教育に関わる公務員としてのコンプライアンスの確保に努めてい
く。

2

　管理職に対し、教職員のコンプライアンス、管理職の職務、学校危機管理、児童生徒指導、教育課程の編成、学習
指導等について、教育長等が指示伝達を行い、学校教育上の諸課題について協議を行った。

　平成21年度の教育課程実施状況について成果と課題を明らかにするとともに、平成22年度教育課程の円滑な編
成に向けて情報交換を行った。

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　校長、副校長、教務主任

目　　　的 　小中学校の今日的な課題について共通理解を図りながら、円滑な学校運営の推進を図る。

事務事業Ｎｏ

校長会議等の開催

学務課



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　 1   教育課題を的確にとらえた学校経営の推進

具体的施策   (1)  調和のとれた適切な教育課程の編成と実施

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

7

　指導主事による専門的な見地からの助言により、学校の管理運営及び教育課程の円滑な推進が図られた。
　今後も可能な限り学校に足を運び、各学校の様々な状況を具体的に把握し、現場に寄り添った指導をしていく必要
がある。

対　　　象 　校長、副校長、教務主任、教員

4

Ａ

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－２

指導主事の学校訪問

学務課

目　　　的 　学校経営上の諸課題について状況把握し、指導、支援を行う。

　指導主事が学校経営上の諸課題に対応するため、定期的に小学校11校、中学校3校を訪問した。
　相談等を受けながら、教職員の学習指導、生徒指導上の諸課題及び地域との連携の在り方など、学校を取り巻く
様々な状況について、校長及び副校長もしくは教務主任、生徒指導主事、研究主任と協議を重ね、必要に応じて指導
助言を加えた。

2

6



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　 1   教育課題を的確にとらえた学校経営の推進

具体的施策 　(2)  地域に開かれた学校づくりの推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【目標】 前年度に対し学校評議員設置校が増加すること

<平成21年度学校評議員設置状況>

･小学校 11校　（H20　7校）

･中学校  2校　（H20　2校)

　各学校とも定期的に評議員会議を開催し、評議員の意見、評価を学校経営に反映させている。

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　平成21年度は、前年度と比較し学校評議員設置校が4校増加し、未設置校は1校となった。未設置校についても平成
22年度中に設置の予定で、今後ますます学校評議員制度の積極的な活用とともに、地域に開かれた学校づくりの体
制が整ってきている。

8

2

3

5

B

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－３

対　　　象 　学校、保護者、地域住民

目　　　的
　学校長が、保護者及び地域住民から学校経営に関する意見を幅広く聞き、学校が家庭や地域と連携協力
しながら、特色ある教育活動を展開する。

学校評議員制度の推進

学務課



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　 1   教育課題を的確にとらえた学校経営の推進

具体的施策 　(2)  地域に開かれた学校づくりの推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【目標】 全ての小中学校で「まなびフェスト」を作成し、目標達成型学校経営に取り組むこと

【実績】 「まなびフェスト」作成学校数

･小学校 11校

･中学校 3校

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

9

A

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－４

学務課

学校経営評価の実施

目　　　的
　学校が、自らの教育活動その他の学校経営について目標を設定し、その成果を検証し学校経営の改善を
図る。

　学校、保護者、地域住民

2

　全小中学校が「まなびフェスト」を導入し、学校、家庭、地域の連携協力体制が図られ、開かれた学校づくりが進んで
いる。特に、保護者アンケート等の実施で積極的に保護者の声を反映させるとともに、学校評議員会議等により、成果
の検証が行われている。
　今後も、各年度の達成状況や保護者・地域の意見をもとに学校経営の改善が効果的に図られるよう支援していく必
要がある。

4

6

対　　　象

　 学習活動、生活習慣、健康・安全等に関し、各学校でそれぞれ特色ある「まなびフェスト」を作成するとともに、広報、
地区懇談会、学校ホームページで保護者、地域に公表し、学校、家庭、地域の連携、協力により目標達成に向けて取
り組んだ。
　また、学校経営に関し保護者アンケートを実施するなど、積極的に地域の声を取り組みに反映させた。



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　 1   教育課題を的確にとらえた学校経営の推進

具体的施策 　(2)  地域に開かれた学校づくりの推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・開催期日　　平成21年11月7日（土）

【目標】 前年の参観者数を上回ること　（H20　2,590人）

児童生徒がいない世帯の住民が参観すること

【実績】 約2,000人

【達成率】 約77.2%

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　小中学校、町民

10

2

4

B

　「いわて教育の日」に合わせ、町内全ての小中学校で一斉に実施し、授業参観や学校長による学校経営概要の説明
のほか、マラソン大会、食に関する学習、読み聞かせ、児童によるコンサートを実施するなど、各学校の特徴を活かし
た学校公開を行った。

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－５

2

学校一斉参観日の実施

学務課

目　　　的
　町内各小中学校で日常行われている教育活動を広く町民に公開し、学校と家庭、地域社会の連携推進を
図る。

　インフルエンザの影響で学校閉鎖や学級閉鎖となった学校もあり、参加者数は平成20年度を下回った。学校を広く町
民に公開することが目的であるが、参観者の殆どが保護者や祖父母等の家族であったようである。
　次年度以降、地域の方がより多く参観していただけるように、教育委員会、学校が連携して、公開内容、周知方法を
さらに工夫する必要がある。

対　　　象



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　 1   教育課題を的確にとらえた学校経営の推進

具体的施策 　(2)  地域に開かれた学校づくりの推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

　・日詰小学校

　・片寄小学校

　・彦部小学校

　・赤沢小学校

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

　

【数値評価】

①取組状況 評価点数

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　いわてコミュニティ・スクール推進事業の取組みは、平成19年度に2校、平成20年度、平成21年度は4校が実施し
た。岩手県教育委員会の補助事業で指定校数に制限はあるが、継続して取り組んでいる学校が2校（日詰小、片寄
小）ある。これらの取組みを家庭、地域の連携による学校経営の取組事例として紹介、支援を行っていく必要があ
る。

2

3

11

合計点数
（①＋②）

5

B

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－６

目　　　的 　地域と連携し、地域の教育的資源を活用した特色ある学校づくりを推進する。

いわてコミュニティ・スクール推進事業
（県補助事業）

学務課

　上記の具体的な取組状況等について、各学校では学校ホームページに掲載し、事業の進捗状況や成果及
び課題について公表している。

　まなびフェストの周知と目標達成に向けた地域一体型の取組み、学校経営の理解の深化を図る
ための地域への公開活動、地域との連携を強化する働きかけ（「おやじの会」設立等）

　読書ボランティア活動の推進による図書室の整備活性化、体力・運動能力の伸張をめざした運
動充実の取組み、地域と一体となった伝統芸能の伝承活動や自然観察園の環境整備

　まなびフェストの周知と目標達成に向けた取組み、読書ボランティアによる読書運動の推進、未
来の夢と職業観を育むキャリア教育の充実

　地域の協力による郷土芸能の伝承活動や郷土料理の体験活動の取組み、読書ボランティアに
よる読書環境の充実、保護者・地域と一体になったボランティア活動・環境教育の取組み

対　　　象 　学校、地域

実施校 実施内容



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　 1   教育課題を的確にとらえた学校経営の推進

具体的施策 　(2)  地域に開かれた学校づくりの推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【目標】 各学校のホームページ担当者の管理更新技術が習得され、定期的に学校ホームページを更新すること

【実績】 各学校とも、毎週あるいは学校行事等が開催される都度、ホームページの更新を行った。

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

12

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－７

2

学校ホームページの運営

学務課

4

6

A

目　　　的 　学校ホームページを通じ学校情報を発信し、開かれた学校づくりに資する。

　全ての小中学校でホームページを開設しており、最新の学校情報や学校行事、児童生徒の様子を追加更新し伝え
ている。教育委員会では校長会等を活用し、主旨の徹底を行っている。
　今後とも保護者、地域の方が必要とする学校情報の迅速な提供とともに、より親しまれるホームページづくりに努め
ていく必要がある。
　また、平成22年度は教職員公務用パソコンの配置が予定されており、より充実したものになると期待している。

対　　　象 　学校、学校ホームページ担当者



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策 　(1)　基礎基本の定着を図る指導

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【NRTの対象及び教科】

小学校 　1～6年生 　国語、算数

　1年生 　国語、数学、理科、社会

　2～3年生 　国語、数学、英語、理科、社会

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

中学校

6

Ⅰ－８

A

　分析結果は２学期早々からの授業改善に活用できるよう報告書の早期発刊に努めた。
　また、分析委員（教員）は学力向上のための分析や課題解決の方策を検討することで、各教科における諸課題解決
に向けた研修を深めるとともに、全教職員を対象にした教育研究所研究発表会で研究成果を発表した。
　また、この取り組みを毎年継続してきたことにより、経年変化や現状と課題を客観的に分析・把握し、確実に授業改
善につなげていく仕組みが構築された。

2

　４月に各小中学校でそれぞれ学力検査を実施し、検査結果から全体の学力分析を行い、その分析結果と指導上の
留意点を報告書としてまとめ、教員に配布し授業改善に活用した。

13

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　児童生徒、教員

目　　　的
　全国基準による客観性の高い学力検査を実施し学力の実態を把握・分析するとともに、授業改善による
児童生徒の学力の向上に資する。

事務事業Ｎｏ

標準学力検査（NRT）の分析結果を生かした学習指導

教育研究所

4



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策 　(1)　基礎基本の定着を図る指導

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

指導主事が定期的に学校を訪問し、授業参観・校内研修会等で学習指導、生徒指導への助言を行った。

【計画】 42回 （14校×各校３回以上）

【実績】 56回

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　指導改善の視点を具体的に提示することにより、教員の学習指導及び生徒指導の質的向上に寄与した。

対　　　象 　学校

目　　　的 　学校経営上の諸課題について状況把握し、指導、支援を行う。
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－９

指導主事の校内研修等への派遣

学務課

2

4

6

Ａ



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策 　(2)　個に応じた指導方法や指導体制の工夫

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

教員の加配措置により、習熟の状況や課題等に応じ、少人数の集団編制による学習指導を実施した。

<実施校>

･小学校 日詰小学校、赤石小学校、古館小学校

･中学校 紫波第一中学校、紫波第二中学校、紫波第三中学校

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

学務課

2

4

6

　
・少人数指導：国語・算数・英語を中心に習熟度別に集団を編成し、基礎的基本的学習事項の定着を目指した学習指
導、及び習得した学習内容を元に発展学習を行い、学習内容の定着化を図る取組みを行った。
・チーム・ティーチング：特定の教科において1学級に2人の指導者を配置し、個々の児童生徒に対してきめ細やかな指
導を実施した。
・個別指導：学習内容の理解が不十分な児童生徒に対し、授業時間中のほか業間や放課後の時間帯を利用して、基
礎的基本的内容の補充指導を行った。

　少人数指導等の実施により、児童生徒一人ひとりの課題に対して解決にむけた手厚い支援が可能となり、下位の児
童生徒集団の底上げに寄与している。
　また、個別の支援により、児童生徒一人ひとりが「わかる授業」が展開されることで、学習意欲の向上にも大きく貢献
している。
　さらに、教師側にとっては複数の教員による教材研究、授業の構築、授業後の反省について情報交換が密に行わ
れ、指導方法改善に大きく寄与している。
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－10

対　　　象 　児童生徒

目　　　的 　児童生徒の理解や習熟度、興味・関心などにきめ細かな指導の充実を図り、確かな学力を育成する。

少人数指導及びT・Tの実施

A



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策 　(2)　個に応じた指導方法や指導体制の工夫

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・実施期間　　平成20年度～平成22年度

　目標：前年度の取組みのうえに、課題解決のための実践を重ね、単元における「習得・活用」の位置づけを明らかにすること

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－11

対　　　象 　紫波第三中学校区内各小中学校

目　　　的
　文部科学省指定事業である本事業の推進を図り、推進校の取り組みを基盤として児童生徒の学力向上
に資する。

学力向上実践研究推進事業
（国指定事業）

16

A

学務課

2

4

6

<第１回委員会>
　20年度の取組みの成果と21年度計画について協議
<第2回委員会>
　外部講師による「習得と活用」に係る講義
<第3回～第4回委員会>
　それぞれの推進校における授業提供と指導案検討会
<第6回委員会>
　推進校の校長・副校長・教務主任・研究主任が一堂に会し、今年度の成果と課題及び来年度の成果発表の方向性
を確認

<成果>
　・　国語・算数・数学において「習得・活用」の授業スタイルが明らかになりつつある。
　・　児童生徒に「活用すること」の意義が理解され、学習意欲の向上が見られるようになってきている。
　・　学習規律や家庭学習の在り方・連携について、具体的に考えるようになってきた。

　今年度の成果は次のとおりであった。これを基に、次年度は成果の発表（センター発表・授業公開）を見据え、学区と
して取組みの充実を図っていく。



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策 　(2)　個に応じた指導方法や指導体制の工夫

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

【対象校】 彦部小学校

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

A

目　　　的 　複式学級にすこやかサポート（県教委派遣）を配置し、複式解消と基礎学力の定着化を図る。

　複式学級支援員の配置により、基幹教科の複式解消が図られ基礎学力の定着が図られた。指導の充実は学力向
上にも寄与している。
　また、２２年度以降は複式学級となる小学校が増加してくるため、複式学級支援員の配置が一層重要になってくる。

対　　　象 　学校、児童生徒
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－12

2

複式学級支援員の配置

学務課

　彦部小学校３・４年生の複式学級にすこやかサポート推進事業非常勤講師１名を配置し、担任の補助的役割を果た
すとともに、国語、算数、社会、理科の基幹教科について単式授業を行った。

4

6



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策 　(2)　個に応じた指導方法や指導体制の工夫

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【対象校】 　　・小学校 　　３校　（日詰、古館、彦部）

　　・中学校 　　１校　(一中）

【派遣人数】 12人 （学生11人，教授1人）

【派遣日数】 144日 （延べ日数）

【支援内容】 　・学習内容が理解不十分な児童に対する支援

　・軽度発達障害をもつ児童生徒への学習・生活支援

　・不登校、別室登校児童生徒への個別支援

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

目　　　的
　ボランティアチューターを学校に派遣し、こども一人ひとりに応じたきめ細かな指導の支援を行い、児童生
徒の学力向上、健全育成を図る。

対　　　象

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－13

ボランティアチューターの派遣

学務課

　学校、児童生徒

　実施校と学生の時間割が合致すれば、より多くの支援が期待されるところであるが、実施校における成果等は次の
とおりであった。
・児童生徒の状況に応じたよりきめ細かな指導の支援となった。
・特別な支援が必要な児童生徒への支援が実施された。
・学生が児童生徒と年齢が近いため、児童生徒が学生に気軽に質問するなど、信頼関係が児童生徒の指導に大きく
貢献した。

　岩手大学との地域連携共同研究事業により、岩手大学教育学部の学生を各学校にボランティアチューターとして派
遣し、学習支援を行った。 （H18年度から実施）
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4

6

A

2



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策 　(3)　国際理解教育の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【ALT配置人数】 【派遣日数】

・小学校 １名 小学校 中学校

・中学校 １名 計画（日) 196 196

実績（日） 186 190

１校当たりの平均日数 17 63

達成率（%) 94.9 96.9

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－14

2

外国語指導助手（ALT）の派遣

学務課

　各小中学校の年度計画に基づき、ALTを派遣した。「聞く・話す」を中心とした授業において、教員の補助的役割を果
たした。

目　　　的 　児童生徒に生きた英語に接する機会を提供し、英語教育の充実と国際理解の推進を図る。

　県内に先駆けて小学校３年生から英語活動を実施してきたことにより、児童の英語への親しみが醸成され、中学校
の英語授業への円滑な橋渡しができていると考える。また、外国人ALTのネイティブ英語の発音を聞くことにより児童、
生徒のヒアリング・スピーキング力の向上につながっている。さらに、ALTとコミュニケーションすることにより、外国の文
化や習慣、考え方など英語を通して異文化理解を深めている。

対　　　象 　学校、児童生徒
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１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策 　(3)　国際理解教育の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【対象校】 赤石小学校　　５、６年生

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－15

2

小学校英語活動等国際理解活動推進事業
（国委託事業）

学務課

・児童の実態と授業者の創意工夫により、英語ノートとその他の教材を組み合わせて効果的な授業を展開することが
できた。
・電子黒板の導入により、外国語活動のもつ特性をより活かせるようになり、児童の意欲が高まった。
・児童が視覚・聴覚から情報を取り込み、自分の考え等を発信できるように、英語を自分のものとする段階を重視して
指導の改善を図った。
・学級担任とALTによるチームティーチングの進め方について、具体的な研究を進めることができた。

目　　　的 　小学校における英語活動等の国際理解活動について、児童に適した指導方法等の確立を図る。

　英語活動の取組みの実践を他の小学校に広め、町内教員の指導技術の向上につなげている。
　平成22年度は取組みの成果を公開予定である。

対　　　象 　小学校　児童
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１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策 　(3)　国際理解教育の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

①アメリカ　ノースカロライナ州　ローリー市 ②オーストラリア　クイーンズランド州　サザンダウンズ市

　【派遣予定期間】　　平成21年10月3日～12日 　【交流学校】　　スタンソープ高校

  【派遣予定人数】　　10人（生徒　8人、引率教員　2人）

　【交流予定学校】　　ダニエルズ中学校

○現地での活動

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

目　　　的
　中学生を諸外国に派遣し、派遣相手国の中学校との交流の中から、諸外国との共通点、相違点、相互の
関連性を把握するとともに、民族・国籍を超えた共存感を醸成し、国際理解を深め、広い視野と柔軟な思考
力を有する国際人の育成を図る。

　ホームステイをしながら現地の学校生活を体験することは、現地の人々との交流や生活習慣・文化等の理解、自分
の考えや意志を表現する基礎的な力を養う機会であり、中学生も楽しみにしている事業である。財政悪化のため実施
できなかったアメリカは22年度以降も実施が難しい状況で、オーストラリアへの派遣人数を増員するか、新たな交流先
を検討する必要がある。

対　　　象 　中学生

　各中学校では、派遣予定生徒の人選まで行ったが、アメリカは先方の都合（財政悪化）で、オーストラリアはインフル
エンザの影響でそれぞれ中止となった。
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－16

2

中学生海外派遣事業

学務課

0

2

C



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策   (4)　環境教育、キャリア教育等の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

　教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等で、体験的な学習、問題解決重視の指導を行った。

【取組事例】

○地球温暖化を防ごう隊　（対象：小学校５年生）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

5

B

目　　　的 　環境問題に関心を持ち、身近な環境の保全に配慮した働きかけのできる資質や能力、態度を育成する。

　環境に関する活動を通じて環境問題が身近な問題であるという認識が育っている。
　町が進める循環型まちづくりや環境保全の必要性についても浸透してきたが、引き続き全学年を通じた継続的な環
境教育の取り組みを進めていく必要がある。

対　　　象 　児童生徒
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－17

2

環境教育の推進

学務課

　岩手県が実施する同事業に、環境・省エネ学習として小学校５年生全員が取り組んだ。児童一人ひとりに「隊員ノー
ト」が配布され、各家庭で「水は出しっぱなしにしない」、「テレビをつけっぱなしにしない」などの項目に1～2週間取り組
み、普段の生活の見直しや環境の取組みなどに気づき、実際に行動することで家庭での省エネルギー活動に対する
知識と理解を深めた。

○町の環境担当課やＮＰＯが実施するイベント等の事業に、家庭・子供会等の単位で参加し環境に関する知識を
　 習得した。

3



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策   (4)　環境教育、キャリア教育等の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

①教育委員会の取り組み

　各中学校におけるキャリア教育を推進するため、中学校と企業、関連団体の担当者会議を開催した。

　・キャリア教育支援会議　　（平成21年5月27日）

②職場体験実施状況

　  一中

　  二中

　  三中

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　児童生徒が将来において自己実現を図り主体的な生き方ができるよう、組織的・系統的に発達段階に応じた生徒の
キャリア発達を支援する必要である。そのため、学校、受入企業、商工会による情報交換の場を設定し、それぞれの
立場から課題を共有し理解を深めるとともに、職場体験の受け皿を確保するため商工団体等との一層の連携が求め
られる。

5

B

目　　　的 　中学生の職場体験を行い、子どもたちの勤労観、職業観を育成する。

対　　　象 　中学生

町内から盛岡市周辺にまでエリアを広げ、幅広い業種で受け入れ先を確保したが、インフルエンザの影響
で中止となった。（通常２年生が1日実施）

　3つの中学校全てで職場体験学習を企画。町の基幹産業である第一次産業での職場体験を中心に実施した。
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－18

2

キャリア・スタート・ウイーク事業

学務課

全学年で実施　１年生：大豆苗植え農業体験（１日）　２年生：町内企業（１日）　３年生：福祉体験（１日）、修
学旅行で企業訪問

全学年で実施　地元の果樹生産組合で農業体験（春１日、秋１日）

3



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策   (4)　環境教育、キャリア教育等の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・情報教育研修会の開催　（平成21年8月26日　紫波第一中学校３年生）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

目　　　的 　小中学生に適切かつ安全な情報の取り扱いを指導する。

対　　　象

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－19

情報教育の推進

学務課

　児童生徒、小中学校情報教育担当教諭

　情報モラルの推進は様々な情報が氾濫する今日的な課題である。小中学校情報教育担当者を対象に参加教員を
対象に情報モラルに関する指導の在り方について研修会を実施した。指導のポイントや具体的な方法が示され、情報
モラル指導の必要性を認識することができた。

　県立総合教育センターから講師を招き、紫波第一中学校３年生の生徒に情報モラルの授業を実施した。携帯電話の
実機を使っての授業であり、生徒は高い関心を示しながら授業に参加した。
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１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　２ 　一人ひとりの資質や能力を伸ばす学習指導の充実

具体的施策   (4)　環境教育、キャリア教育等の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

目　　　的
　他の人々に対する思いやりの心や社会に奉仕する精神を育成する。また、子どもたちが地域の一員とい
う自覚を高め、地域への帰属感や郷土愛を培う。

対　　　象

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－20

ボランティア教育・郷土愛の育成

学務課

　児童生徒

　募金活動などの間接的な活動にとどまらず、社会福祉協議会のボランティア協力校として地域の方々と直接ふれあ
う場の設定をしており、地域の実態を考慮した活動が各学校において展開されている。また、児童会や生徒会の活動
の中にボランティア活動が取り入れられており、ボランティア活動に対する児童生徒の関心度は高まってきている。
　また、地域とのふれあいの中から、自分たちの住む場所への理解が深まっている。

　道徳、特別活動、総合的な学習の時間等において、福祉施設訪問や清掃奉仕活動、キャップハンディ体験などの活
動を通して奉仕的な心構えの育成に取り組んだ。
　また、各学校ともそれぞれの地域の特性を生かしながら、独自のボランティア活動に取り組むとともに、取組を通して
地域を見つめ直し、地元へのより深い理解へつなげている。
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１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野   Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　３　豊かな人間性を育む心の教育の充実

具体的施策   (1) 道徳教育の充実

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　授業に関する協議が活発になされ、道徳の時間における指導の在り方、及び日常の道徳教育の充実に寄与した。

  平成１２年度から道徳性検査を実施し、道徳性発達の程度及び全国との比較を行い、各学校の「心の教育」の指導
資料として活用してきた。平成２１年５月に小学校３年生・５年生・中学校１年生を対象に実施した道徳性検査による
と、道徳性の発達水準（道徳性SSの平均）は、全国を５０としたときに３年生で５３．７、５年生で５５．４、中１で５３．８と
すべて上回っている。

・生徒指導主事研修会の開催　　2回　（平成21年7月3日、12月8日）

目　　　的
　道徳の時間における指導のあり方について研究協議を行い、日常の道徳教育の充実と指導力の向上を
図る。

対　　　象 　教職員
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－21

1

道徳授業研究会の開催等

学務課

3

4

B



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野   Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　３　豊かな人間性を育む心の教育の充実

具体的施策   (2) 読書指導の充実

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

27

・生徒指導主事研修会の開催　　2回　（平成21年7月3日、12月8日）

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－22

朝読書等の推進

学務課

目　　　的 　読書を通じて新たな知識を身につけ、豊かな情操と確かな判断力を育成する。

　朝読書は、一日を落ち着いた状態でスタートさせるうえで効果をあげている。
  また、生徒会の組織や地域との連携により読書への関心が高まっており、学校だけでなく家庭でも読書をする事への
関心が高まってきている。

対　　　象 　児童生徒

A

2

4

6



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野   Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　３　豊かな人間性を育む心の教育の充実

具体的施策 　(2) 読書指導の充実

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

配置人数 配置場所

1 中央公民館

8 各小中学校

【各図書室間の図書移動数】 2,530 冊　（H20　：　2,404冊）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

専任コーディネーター

　学校図書コーディネーター等を中央公民館及び学校の図書室に配置し、図書相互貸借業務等を行い児
童生徒の読書推進に資する。

生徒指導主事研修会の開催　　2回　（平成21

　学校、児童生徒

目　　　的

対　　　象

28

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－23

学校図書コーディネーター等の配置

合計点数
（①＋②）

学務課

業務内容

週　４日（４時間／日）勤務
図書ネットワークの運営・管理、図書室間の図書相互貸借の総括、
学校図書室の運営支援

6

A

週　１日（３時間／日）勤務（各校１人）
児童生徒の図書予約受付、貸出、学校図書室の運営支援

　学校図書室におかれていない図書について相互貸借ネットワークを通じ児童生徒のリクエストに応えるととも
に、町内図書室に保有する図書の有効活用が図られている。各図書室間の図書移動数も年々増加しシステムが
定着してきている。また、児童生徒が落ち着いて読書に親しめる学校図書室の環境が整えられている。
　今後とも、児童生徒が希望する有用な図書の購入と充実を図り、読書を通じた心の教育の充実に努めていく。

<参考：H21年度末蔵書数（学校図書館図書標準達成状況）>
　・小学校　66,776冊　（98.33％）
　・中学校　31,651冊　（106.1％）

2

4

アシスタントコーディネーター



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野   Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　３　豊かな人間性を育む心の教育の充実

具体的施策 　(3) 生徒指導の充実

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・生徒指導主事研修会の開催　　2回　（平成21年7月3日、12月8日）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－24

対　　　象 　小中学校　生徒指導主事

目　　　的
　生徒指導に係る研修を通して、生徒指導主事としての資質の向上を図り、各学校の生徒指導の充実に資
する。

生徒指導主事研修会の開催

29

A

学務課

2

4

6

　最新の生徒指導の状況に基づき、指導のあり方を研修し、生徒指導主事としての資質の向上を図るとともに、各学
校の生徒指導に関わる現状の情報交換及び課題の共有化により、事件・事故の未然防止に努めている。
　また、紫波警察署との連携により、町内の小学生、中学生、高校生の実態について情報を提供することで、日常の生
徒指導の在り方、留意するべき点等について、確認することができた。

　各学校の現状を全校で共有することで、紫波町全体及び各中学校区での児童生徒の状況を把握し、生徒指導に生
かすことができた。
　また、紫波警察署から講師を迎え、管内の児童生徒非行の現状と防止策について研修を行い、夏、冬の長期休業に
向けて各学校の指導の重点の確認や中学校区ごとの巡回指導計画を確認した。



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野   Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　３　豊かな人間性を育む心の教育の充実

具体的施策 　(3) 生徒指導の充実

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

①学校適応指導担当者会議の開催　　2回　（平成21年5月25日、平成22年2月15日）

②学校適応支援相談員等の配置(中学校）

【配置人数】

一中 二中 三中

適応支援相談員 2 1 1

問題行動指導員 1

1 1 1

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

学務課

2

4

6

　学校不適応生徒に対する教育相談を行うため、適応支援相談員、問題行動指導員を配置し家庭訪問等を行い、ス
クールカウンセラーとともに学校不適応問題の改善を図った。

スクールカウンセラー（県教委派遣）

・生徒指導主事研修会の開催　　2回　（平成21年7月3日、12月8日）

　学校適応指導担当者、スクールカウンセラー、適応支援相談員、保護者、地域の連携により、適切かつ迅速な指導
支援体制が構築されてきたが、不適応生徒出現率は前年度より増加した。
　今後は不適応問題が深刻化しないよう、情報交換を密にし個別の状況に応じた組織的な支援や予防的な教育相談
の強化が必要である。
（　中学校不適応生徒出現率（年度末）　H20 ： 0.9%　⇒　H21 ： 1.4%　）
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－25

対　　　象 　児童生徒、学校適応指導担当者

目　　　的 　不登校等の生徒に対する適応指導、教育相談を行い、学校不適応問題の改善を図る。

学校適応指導・相談活動の実施

A



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野   Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　３　豊かな人間性を育む心の教育の充実

具体的施策 　(4) 幼稚園、保育園、小学校の連携推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・生徒指導主事研修会の開催　　2回　（平成21年7月3日、12月8日）

　<会場>　日詰小学校

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－26

対　　　象 　町内私立幼稚園・保育所・児童館の職員、地区児童委員、各小学校低学年担当

目　　　的
　幼児期の教育活動から教科学習中心の小学校への円滑な移行を目指し、今後の幼保小の連携した保
育・指導のあり方を検討する。

幼保小連携推進会議の開催

31

B

学務課

2

3

5

　　幼児・児童の実態について、授業参観及び指導に関わる情報交換を行い、保護者との連携の在り方について協議
を行った。

　情報交換をとおして、それぞれの時期の発達課題を明確にし、教育と保育を分担するとともに、子どもの育ちや学び
をつなぐための指導の一貫性・連続性を追求する会議となっている。
　小学校入学に際して不適応を起こさず、小学校での学習や生活を円滑に行えるよう、今後も適切な就学支援を進め
るうえで一層の連携が必要である。



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ  学校教育

基 本 施 策 　４　教員の資質、指導力の向上と教員研修の充実

具体的施策 　(1) 教員研修の充実

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

期日等 場所

4月1日 中央公民館

5月1日 日詰小学校

8月24日 陸上競技場

9月7日 片寄小学校

9月10日 赤沢小学校

11月17日 紫波第一中学校

1月8日 矢巾町公民館

2月5日 中央公民館

3回 中央公民館ほか

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

校内研修の望ましいあり方について研修

初任者研修

研究主題「生徒一人一人の（表現力）を高める授業の在り方～教科
の特性を生かしたアプローチを通して～」

教育研究所研究発表会 教員の各教科、生徒指導に関する研究成果を発表

転入教職員研修会

小学校外国語活動研修会

研究主題「確かに読みとることのできる子どもの育成～国語科・各
活動をとり入れた学習指導をとおして～」

体育教員指導者講習会 体育授業における陸上競技の指導方法について研修

学校公開研究会

対　　　象 　教員

学校公開研究会

研究主任研修会

小学校音楽実技研修会

内　　容

人事異動により新たに紫波町に転入した教員を対象に、町の教育
方針や組織について研修

小学校５、６年生で実施している外国語活動の指導の実際につい
て研修

研修会名

小学校音楽祭に向け、合唱を始めとする音楽の指導技術を研修

目　　　的 　教員の研修意欲の高揚と指導力向上及び授業改善を図る。

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－27

研修会・研究会等の開催

学務課

32

「一般」、「教科・領域」、「課題」の分野ごとの研修を行い、教員とし
ての心構え、教育者としての資質の向上を図った。

　各教科、分野ごとに研修会、研究会等を計画的に開催することにより、教員の指導技術の向上に寄与した。

合計点数
（①＋②）

6

A

2

4



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　５　体力の向上、食育・健康教育・安全指導の充実

具体的施策 　(1) 体力の向上

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

①会議の開催　　2回　（平成21年5月7日、平成22年2月9日）

②各中学校の取組状況

　※紫波第三中学校はインフルエンザの影響で実施できなかった。

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

目　　　的
　中学生に対し多様な運動競技を体験する機会を提供することにより、総合的な運動能力の向上を図
る。

紫波第一中学校

　平成19年度と20年度は文部科学省の補助事業として実施。21年度は町単費で実施。
　各領域の専門家による指導がなされたことで、生徒の運動に関する興味、関心及び技能面での高まりがみられ
た。

ウェイトリフティング、レスリング、メンタルトレーニング、陸上競技の基礎トレーニング　（延
べ　４日）

・経験豊富な指導者を招き、ソフトテニス、陸上等の各競技のほか、コンディショニングやメンタルトレーニングなど総
合的な活動を実施した。

基礎トレーニング、体のケア、メンタルトレ－ニング、ソフトテニスの技術指導　（延べ　３日）

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－28

運動部活動活性化推進事業（中学校）
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B

学務課

2

3

5

合計点数
（①＋②）

対　　　象 　中学校　生徒

紫波第二中学校



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　５　体力の向上、食育・健康教育・安全指導の充実

具体的施策 　(1) 体力の向上

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

①タグラグビー指導者講習会の開催　（平成21年9月11日、上平沢小学校）

　小学校の教員を対象に、タグラグビーのルール、指導上の留意点、実技の講習を行った。

②小学生タグラグビーフェスタ　（平成21年10月3日、陸上競技場、主催：紫波町体育協会）

　・参加チーム　14　

　（参加校　：　日詰、赤石、古館、水分）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

対　　　象 　小学校児童、小学校教員

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－29

タグラグビーの導入推進（小学校）

学務課、生涯学習課、紫波町体育協会

目　　　的
　タグラグビーの指導者を育成するとともに、タグラグビーの取り組みを通じ児童の体力・運動能力の向上
を図る。

　児童の体力・運動能力向上を目的に、小学生が積極的に運動に親しむ契機としてタグラグビーを導入し、指導者養
成にも力を入れている。２回目となる紫波町体育協会主催のタグラグビーフェスタには、14チームの参加で、学校へ
取り組みを広げていきたい。
　なお、以前から取り組んできた赤石小学校（レッドカルロス）は、21年度全国大会出場を果たしている。
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１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　５　体力の向上、食育・健康教育・安全指導の充実

具体的施策 　(2) 食育・健康教育の充実

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・食育推進会議の開催　2回（平成21年4月27日、平成22年3月11日）

　事業推進計画の作成、事業成果と課題の協議を行った。

・食育指導研究会の開催　1回（平成21年12月9日）

　星山小学校第１学年を対象とした食育授業を参観し、研究討議を実施した。

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　会議、授業研究会を通じて、各校における食育指導の在り方について情報交換を行うことができた。
　また、栄養教諭による食育指導の実践発表では、食育指導のあり方や学校と家庭の連携について理解を深めるこ
とができた。

目　　　的 　食育の指導のあり方について研究を深める。

対　　　象 　食育推進委員、栄養教諭、町農林課食育推進主幹、給食センター職員、教育委員会事務局食育担当職員
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－30

2

食育推進会議等の開催

学務課

4

6

Ａ



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　５　体力の向上、食育・健康教育・安全指導の充実

具体的施策 　(2) 食育・健康教育の充実

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・養護教諭研修会の開催　3回　（平成21年4月9日、10月21日、平成22年3月2日）

　児童生徒の安全・健康管理のほか、児童心理について研修を行った。

　インターネットを利用した災害共催給付オンライン請求システムの操作方法について研修を行った。

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

対　　　象 　小中学校　養護教諭

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－31

養護教諭研修会の開催

学務課

目　　　的 　児童生徒の安全や健康に関わる指導について研修を深め、養護教諭としての資質の向上を図る。

　研修会を通じ、養護教諭ならではの児童生徒支援のあり方を学び、資質の向上が図られている。
　また、全校の養護教諭が一堂に会し、諸検診や健康診断等の調整を図ることで、年間計画における健診及び衛生
環境検査等の業務が円滑に実施された。
　平成22年度から災害共催給付オンライン請求システムを導入したことで、過去の給付データ確認も可能になった。
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１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　５　体力の向上、食育・健康教育・安全指導の充実

具体的施策 　(3) 安全指導の充実

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・活動日数　　112日

【活動状況】

・小学校１１校の巡回指導(日詰小除く)

・各学校で開催するスクールガード・ボランティア研修会における講師対応

・防災担当課が主催する事業への参画（登下校の安全マップ作り など）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　スクールガードリーダーが地域のスクールガードボランティアと連携して巡回パトロールを行うことにより、児童の登
下校時の交通事故や不審者による被害の未然防止が図られている。今後、より一層学校、地域と連携を図りながら
地域の安全体制の確立に努めていく。

目　　　的 　学校敷地周辺及び通学路等の巡回パトロールを行い、登下校時の児童の安全安心を確保する。

対　　　象 　小学校　児童

・配置人数　　　１人
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平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－32

2

スクールガードリーダーの配置

学務課

4

6

A



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　６　適正な就学指導と特別支援教育の充実

具体的施策 　(1) 適正な就学支援

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・就学支援委員会の開催　　3回　（平成21年7月1日、12月4日、平成22年2月10日）

・就学支援委員会調査員会議の開催　　3回　（平成21年7月7日、11月25日、平成22年2月2日）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

目　　　的 　心身に障がいを有する児童、生徒等の適正な就学を図る。

対　　　象

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－33

就学支援委員会の開催

学務課

　児童生徒

　医師等の専門家、特別支援学校職員、特別支援学級設置校校長及び町関係者等で就学支援委員会を組織し、心
身に障がいを有する児童生徒一人ひとりに応じた適正な就学方法について措置判定を行った。
　また、平成21年度から、特別支援学校職員及び特別支援学級設置校職員（言語調査担当）による就学支援委員会
調査員会議を開催し、就学支援委員会が判断する対象児童生徒の面接、諸調査の実施、教育措置案の作成など、
就学支援委員会の措置判定に資することができるようになった。

　就学支援委員会を開催し、在籍及び新入学児童生徒の状態を定期的に把握し、適切な就学指導に努めた。
　また、平成21年度に設置した就学支援委員会調査員会議は、より専門的な立場から面接、諸調査を行い、就学支
援委員会に報告することで、効果的に措置判定ができるようになった。
　教育委員会では、委員会の判定結果を各学校に通知し、学校と保護者が面談のうえ児童生徒の就学先を決定して
いる。また、生活上の支援を要する児童生徒が普通学級に在籍する場合、スクールヘルパーの配置を行っている。
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１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　６　適正な就学指導と特別支援教育の充実

具体的施策  (2)  特別支援教育の充実

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

（配置状況） （人）

中学校

日詰小 赤石小 古館小 計 紫波二中

2 2 2 6 2

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

4

6

A

目　　　的 　普通学級等に在籍する軽度発達障がいを有する児童、生徒の学習指導・生活習慣上の支援を行う。

対　　　象 　児童生徒

　教育委員会では、それぞれの学校の実態に合わせスクールヘルパーを配置し、軽度発達障がいを有する児童生徒
が、できるだけ身近な地域の学校で一般の児童生徒とともに学ぶことができる体制づくりに努めている。

小学校

39

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－34

2

スクールヘルパーの配置

学務課

　心身に軽度発達障がいを有する児童生徒が在籍する学校にスクールヘルパーを配置し、当該児童生徒を見守りな
がら学習指導・生活習慣上の支援を行った。

小中合計

8



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　７　良好な教育環境の整備

具体的施策   (1) 学校施設の適正な維持管理  

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【目標】　　 学校施設の不良箇所に起因する事故等の発生を未然防止する。

①学校施設の点検状況

②学校施設の修繕対応状況

①、②の取り組みにより、学校管理下において、不良箇所等に起因する事故等の発生はなかった。

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　小規模修繕については、学校、点検業者からの報告を受け、事務局職員が現地を確認のうえ速やかに修繕対応を
行った。
　また、規模の大きな修繕工事については、学校運営に支障がないよう学校と連絡調整を密にしながら計画的に実施

目　　　的 　学校施設を適切に維持管理し、児童生徒の良好な教育環境を確保する。

対　　　象 　学校、児童生徒

　設備関係は専門業者に管理委託し、定期的に点検を行っている。また、建築技師による学校施設総点検を実施し、
不都合箇所の確認を行った。（延べ4日間）
　各学校では、毎月「点検の日」を定め、建物、遊具等の点検を行っている。不良箇所、破損箇所が発見された場合
には、速やかに教育委員会事務局に報告が行われている。

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－35

学校施設の点検及び修繕

学務課

　建物については事務局職員が学校訪問時等に学校から聴き取りを行い随時確認をするとともに、建築の専門的な
見地から総合的な点検を実施した。修繕等に迅速かつ適切に対応するとともに、修繕計画の参考とし良好な教育環
境の確保に一層努めていく必要がある。

2

40

3

5

B



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ  学校教育

基 本 施 策 　７　良好な教育環境の整備

具体的施策   (2) 学校施設の耐震化推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【実施状況】
学校名 施設名 建設年度 構造 階数 面積（㎡） 耐震判定
日詰小 西校舎 S50 RC 3 2,407 耐震性不足
古館小 東校舎 S52 RC 2 402 耐震性有り
水分小 校舎 S53 RC 2 1,650 耐震性不足

校舎 S41 RC 2 1,256 耐震性不足
屋内運動場 S55 R 1 708 耐震性有り

星山小 屋内運動場 S51 R 1 560 耐震性有り
佐比内小 屋内運動場 S53 R 1 560 耐震性不足
長岡小 屋内運動場 S45 R 1 360 耐震性不足

紫波一中 西校舎 S55 RC 3 2,593 耐震性不足
北校舎 S35 RC 3 1,611 耐震性不足
南校舎 S36 RC 2 1,195 耐震性不足
西校舎 S37 RC 3 899 耐震性不足
東校舎 S38 RC 3 1,736 耐震性不足

・RC（鉄筋コンクリート）　　・R（鉄骨造）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

　20年度に引き続き、非木造の学校施設35棟のうち、耐震診断の対象となる13棟について耐震診断を実施し、
平成21年度中に13棟全てが完了した。（耐震性有り 3棟、耐震性不足10棟）
　紫波町の学校施設の耐震化率（木造施設を除く）は、平成22年4月1日時点で81.1％となっており、全国平均の
73.3％を7.8ポイント上回っている。今後、耐震診断の結果に基づき必要な耐震補強工事を実施し、早急に学校
施設の安全安心を確保する必要がある。

H20～H21（完了）

紫波二中

目　　　的
　昭和56年以前の旧耐震基準により建設された学校施設の耐震性能を明らかにし、耐震化を推進す
る。

対　　　象 　小中学校

耐震工事等
H21（完了）

－

実施年度

H20（完了）
H20（完了）

H20（完了）
H20（完了）

H20～H21（完了）
H20（完了）

　旧耐震基準（昭和56年以前）で建設された非木造建物で、2階建て以上又は200㎡を超えるものが診断対象で、震度
６強の大規模地震に対して建物が耐震性能を有しているかどうか判定する。（対象：13棟）

A

6

合計点数
（①＋②）

平成21年度　事務事業点検・評価表

事務事業Ｎｏ Ⅰ－36

2

耐震診断の実施

学務課

4

41

紫波三中

片寄小

H20～H21（完了）
H20～H21（完了）
H20～H21（完了）
H20～H21（完了）

H20（完了）
H20（完了）

H21（完了）

H22（予定）
H22（予定）

H23（予定）
H23（予定）

－

－

H24（予定）

H24（予定）

H21（完了）
H23（改築予定）



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ　学校教育

基 本 施 策 　８　安全・安心な学校給食の提供

具体的施策 　(1) 食育の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【実施の期間】

平成21年6月1日から平成22年1月29日　

【実施実績】

・小学校　11校 延べ96回、対象児童数2,301人

・中学校　 3校 延べ 8回、対象生徒数 3191人 

【主な内容】

・小学校 1年生 すききらいをしないで食べよう・赤、黄、緑の食べ物について

2年生 やさいをたべよう・じょうぶなほねをつくろう

3年生 うんちで健康うんをうらなおう・はしを上手に使おう

4年生 しっかり食べよう朝ごはん・すくすくと育つためにはどのようなことに気をつけたらよいのだろう

5年生 おやつのとり方を考えよう・バランスのよい食事をしよう

6年生 一食分の食事について考えよう・自分の食生活を見直し生活習慣病を予防しよう

・中学校 1年生 どう組み合わせたらバランスのよい食事になるのだろう

2年生 スポーツをするための効果的な食事について考えよう

３　教育委員会評価
　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 A （施策に対し成果を発揮している）　　　　

5～4点  　  Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　 Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

42

4

Ⅰ－37

Ａ

　関係者が協力して充実した内容で実施できた。

2

　食に関する情報を正しく選択、理解できる知識を習得することにより望ましい食習慣を養い、自己管理能力を身に
付けて生涯を通じた健全な食生活の実践につなげる。

　児童生徒

6

平成2１年度　事務事業点検・評価表

対　　象

目　　的

事務事業Ｎｏ

食に関する学校訪問指導の実施

給食センター



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ　学校教育

基 本 施 策 　８　安全・安心な学校給食の提供

具体的施策 　(1) 食育の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

【利用実績】

米　類

いも類

豆　類

野菜類

果物類

菌茸類

３　教育委員会評価
　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 A （施策に対し成果を発揮している）　　　　

5～4点  　  Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　 Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

全　体 49.4%

43

　食材生産供給組合事務職員の常駐により、適期での食材利用を図るための献立への反映が可能となり、新たな品
目の工夫により利用品目の範囲が拡大されるなど、関係者の協力と努力により概ね目的達成ができた。
　今後、地場産食材の利用割合50％以上を目標に、食材利用に取り組んでいく。

2

6

4

Ａ

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　象

目　　的

事務事業Ｎｏ

地場産食材の利用促進

Ⅰ－38

　生産者の顔が見え、有機栽培された旬で新鮮な食材を積極的に利用し、安心で安全な学校給食の提供を
図る。

　児童生徒

給食センター

　紫波町学校給食食材生産供給組合を核に、紫波町産にこだわりつつ、米、野菜、果物等を主に給食食材として確保
し、イベント給食においても飼育農家の協力を得て牛、豚の生肉の利用も試みた。

種　類
地場産品の
占める割合

44.6%

6.0%

99.8%

28.3%

10.0%

28.2%



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ　学校教育

基 本 施 策 　８　安全・安心な学校給食の提供

具体的施策 　(2) 衛生管理の徹底

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

広域団体が主催する衛生管理講習会 2回
専門部会が主催する講習会 6回
その他団体が主催する研修会 3回
自主研修(内部) 随時

業者へ
の指導

巡回確認 1業者（炊飯）

３　教育委員会評価
　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 A （施策に対し成果を発揮している）　　　　

5～4点  　  Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　 Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

44

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　象

目　　的

事務事業Ｎｏ

職員研修の実施と食材供給業者の指導

給食センター

4

Ⅰ－39

Ａ

　児童生徒への安全安心な給食提供のため衛生管理に万全を期すことを目標としていたが、調理機械器具の減耗
等により金属片が混入する事例が発生するなど、完全な目標達成にはいたらなかった。
　今後とも、徹底した日常の衛生管理に取り組むとともに、食材供給業者の巡回指導を増やすなど食材の品質管理
に一層努めていく必要がある。

2

　衛生管理、品質管理の徹底に努め、安全で安心な学校給食の提供に努める。

　給食センター職員及び食材等供給業者

6

職員研修



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅰ　学校教育

基 本 施 策 　８　安全・安心な学校給食の提供

具体的施策   (3)  給食費水準の確保と収納の推進

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

・給食費の収納推進 <目的>十分な食材購入を図るための財源確保とするため

<結果>

現年度分

過年度分

３　教育委員会評価
　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 A （施策に対し成果を発揮している）　　　　

5～4点  　  Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　 Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　象

目　　的

事務事業Ｎｏ

適切な学校給食費の管理

給食センター

4

Ⅰ－40

Ａ

　安全安心な給食を継続するための財源を確保するために未納給食費解消への道筋を確立したことにより、今後の学
校給食実施の安定化が図られる基盤が確保された。

2

　適正な給食費の設定及び収納推進を図り、児童生徒に対し学校給食の安定的な供給を行う。

　児童生徒

6

<経緯>担当職員の臨戸訪問、催告書の送付及び電話による納付喚起を断続的に実施し、教育
委員会事務局職員による一斉納入催告を織り込み、あらゆる手段を講じて納付義務者の意識
改革に努めた。

収納率を引き続き99％台を確保したことにより未収額及び未納者が大幅に減少し、
未納額で440千円、未納者数で13人と前年度に対して未納額で△941千円、未納者数
で△60人と過去最も良好な収納結果となった。

収納状況は現年度分と同様に良好で、80人から3,109千円を収納し、40人が完納し
た。収納率は34％と過去最大の結果となり、未納累積額も650万円台まで改善され
た。



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　１　生涯学習の基礎づくり

具体的施策 　(1) 家庭教育支援事業

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

H21家庭教育支援事業実施状況
地区 事業名 期日・時間 実施場所 講師・指導者 参加対象者 参加者数

彦部
学習サポー

ト事業
8月6･7日 彦部公

彦部っこサ
ポータ－ズ

児童 57 名

星山 親子講演会 9月9日 星山小 澤口たまみ 親子、教職員 120 名

上平沢・片
寄

教育講演会 10月15日 志和公 神山浩樹 PTA、教職員 96 名

佐比内
異文化交流

会
10月31日 佐比内公

ALT,教諭、
PTA役員

児童、PTA 45 名

赤石
家庭教育学

級
11月7日 赤石小

おはなしはらっ
ぱ・おはなしの森

PTA、教職員 400 名

赤沢
ブックフェス

ティバル
11月27日 赤沢小

ボランティア
ほたる

児童、PTA 74 名

赤沢
ステップアッ

プ教室
1月5・6日 赤沢小

教室サポー
ター

児童 73 名

彦部
ミズキ団子

交流
1月9日 彦部公

大巻老人クラ
ブ

児童・父母 48 名

星山
郷土芸能伝

承発表
2月7日 彦部公

星山神楽保
存会

児童、ＰＴＡ 25 名

彦部
世代間交流
ひなまつり

2月28日 彦部公
食改善推進
員協議会

彦部地区児
童及び父母

32 名

10件 970 名

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　保護者、小学生、未就学児、地域住民

目　　　的
　町内各地区の子育て世代の学習、親子間・地域の交流機会の促進を図り、家庭教育力・地域教育力を向
上させる。

事務事業Ｎｏ

家庭教育支援事業
(教育振興運動）

生涯学習課

3

5

Ⅱ－１

B

　基本的には県下共通課題である「家庭学習の充実」及び「読書活動の推進」に取り組む事業に対して主として本事
業で支援しようという方向性を打ち出して地域に周知したが、地域の実情から事業の中に特化して取り組めなかった
現状がある。ただし、彦部地区での学習サポート事業の取り組みが広がり、赤沢地区での取り組みへと繋がっている
事例も見受けられた。　今後、こうした事例を地区の教育振興運動協議会などへ紹介しながら、広がりをもった支援事
業としての充実を図る。（実施地区数７／11地区）

2

事業内容

大学生等による児童への学
習サポート

家庭教育講演会

家庭教育講演会

異文化交流体験

地域に伝わる伝統芸能の伝
承

伝統の食文化と行事の伝承

読書活動講演会

読み聞かせ

大学生等による児童への学
習サポート

ミズキ団子の学習と交流



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　１　生涯学習の基礎づくり

具体的施策 　(2) 学校・家庭・地域社会の連携の推進

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

年度当初に活動実践区単位に年度計画を中高生自らが策定し、目的に沿った実践活動を実施した。

学校・親・地域は、各小学校学区単位の実践区において育成会を組織し、中高生に対し適時に指導をするととも

に活動環境を整えるなど活動のサポートを行った。

・町内実践区数　11 ・中高生で組織する実践班数　77

・参加期待人数（活動計画数×実践班人数の合計） 3,787人 (中学生)

・参加実績人数（のべ人数） 2,463人 (中学生)

・参加率 65%

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　町内居住の中学生及び高校生

目　　　的
　青少年が、自主的な社会参加活動を通じて、地域の形成者としての意識を高め、郷土愛の心と福祉の心
を育てる。

事務事業Ｎｏ

中高生社会参加活動
(教育振興運動）

生涯学習課

2

4

Ⅱ－２

B

　「中高生社会参加活動」は町独自の取り組みとして昭和59年度から始まり、各小学校単位とする11の実践区それぞ
れに学校、親、地域が一体となって推進しされており地域に定着されている。しかしながら、高校生の参加者の減少、
少子化の影響から農村部では小学生を含めた活動を実践している班もある。また、都市部と農村部における実践班
の活動参加状況に違いがみられ、都市部では参加率が約半分になっている。このような都市部では充実した活動と
なるようにと団体を立ち上げ、活動をサポートしようとする動きもみられるようになった。参加率を増加させ、実りある活
動となるようにこの団体との連携しながら更なる情報提供を今後も行う。

2



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　１　生涯学習の基礎づくり

具体的施策 　(3) 地域社会活動の推進

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

　リーダーに必要な知識と能力を体得するため、講座及び体験学習が主となる中堅リーダー研修を実施した。

・期日：７月26日(日)　　・場所：サン･ビレッジ紫波

・参加者：中学生61人(参加期待数77人　出席率79.2%)

　　　　  　高校生17人及び指導者（学校教職員、社会教育関係者、行政職員）

　（うち平成22年度において実践班役員に就任した中学生の人数36人、役員就任率59％）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　中高生社会参加活動の実践班における次期リーダー（中学生）及び活動支援希望の高校生

目　　　的
　講座や交流活動を通して、リーダーとして必要とされる基礎的な知識や能力を培い、今後の活動の充実
を図る。

事務事業Ｎｏ

中堅リーダー研修会「サマーワーク」
(教育振興運動）

生涯学習課

2

4

Ⅱ－３

B

・研修会自体は、昨年度までの反省点、学校を取り巻く状況の変化により、1泊2日から1日開催と変更し開催した。こ
のことにより宿泊できない生徒の参加が見られるなど参加しやすい研修会となった。
・都市部での参加者数が少ないことから、生徒、親、地域に改めて参加を呼びかける。
・研修参加者の次年度役員就任率が59％となり、ポイントが前回より下回り、本研修会の意義の周知が図られなかっ
た感があるが、このパーセンテージを維持または向上するような研修会内容になるよう今後も努める。

2



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　２　学習機会の充実

具体的施策 　(1) 男女共同社会の実現への取り組み

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

・広報へのDV啓発記事掲載…2回

　（男女共同参画週間、女性に対する暴力をなくす運動月間）

・男女共同参画広報誌の作成・発行…1回

・チラシ配布による啓発活動…3回

　（成人式、女性のつどい、DV朗読劇）

・DV関連研修会開催…2回

開催期日 対象 参加者数

7月26日 中高生 78名

12月6日 一般 80名

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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中高生社会参加活動リーダー研修会内

寸劇・朗読劇観賞

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　地域住民、中高生リーダー、男女共同参画サポーター

目　　　的
　町民へのDVの犯罪性の周知徹底、または配偶者暴力防止を地域に呼びかける住民リーダーの資質向
上を図る。

事務事業Ｎｏ

DVに関する研修機会の提供

生涯学習課

2

4

Ⅱ－４

B

　男女共同参画広報誌を推進委員及び男女共同参画サポーターと協議を重ねながら新たに作成し、子どもを持つ親
を中心に配布した。加えて、広報掲載やチラシ配布により、コンスタントに地域住民の目に触れる広報活動を行った。
また、デートDV予防講座により、これからの世代へ向けての情報発信や自分や相手を尊重するかかわりについて考
える機会の提供もできた。
　今後とも広報を充実し啓発活動を行うとともにリーダーの養成を視野に入れて研修事業等への展開に取り組んでい
かなければならない。

2

事業名

デートDV予防講座

DV朗読劇ひまわり

備考



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　２　学習機会の充実

具体的施策 　(2) ボランティア活動の支援

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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3

5

Ⅱ－５

B

　自主的な学習活動を進めている団体・グループからの相談受付及び指導を行うなどの支援を行った。このことにより
団体の活動が円滑なものとなり活動の活発化が図られた。
　今後は、団体構成員のモチベーション維持と情報交換のための機会を創出するととに研修の機会を提供しながら、
参加者へ質の高い事業を提供できるように改善を図って進める。

2

生涯学習ボランティア団体支援　8団体

・子育てボランティア…3団体、古館・志和・赤石地区で子育て広場を開催
　（回数・親、子、ボランティアも含めたのべ参加者数／ひよこひろば…20回・1,013人、にこにこひろば13回・447人、な
かよしひろば25回（うちフリーひろば13回）・534人）
・IT普及ボランティア…1団体
　（あいぼら紫波…講習会24回、公民館等出張講座81人）
・読書ボランティア…3団体、読み聞かせなどの活動を古館・水分地区で実施
　（おはなし会や研修会を含めた活動回数／かくれんぼ…52回、ひなたぼっこ…42回、おはなしの森…86回）
・学社融合ボランティア…1団体
　（えんのした…子ども教室3教室で107回開催・1,724名参加）

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　地域生涯学習活動団体

目　　　的
　地域で生涯学習活動をすすめる団体を支援することを通し、地域全体の生涯学習への関心・意欲を高め
る。

事務事業Ｎｏ

生涯ボランティア育成事業

生涯学習課



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　３　地域における生涯学習の推進

具体的施策 　(1) 地域活動の活性化と地域づくり

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

地区公民館における教室・講座の実施状況

家庭幼児教育 青少年教育 女性教育 成人教育 高齢者 その他 合計 平成20年度

実施数 131 299 969 1,428 246 270 3,343 2,995

参加人員 4,676 6,543 9,891 11,476 5,414 10,269 48,269 56,512

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　地域住民

目　　　的
　家庭、青少年、女性、成人、高齢者など幅広い年代に対し、地区公民館において幅広い学習の機会を提
供する。

事務事業Ｎｏ

公民館教室講座開設事業

生涯学習課

3

5

Ⅱ－６

B

　自己の学習意欲の増進が図られるとともに、自主的サークル活動も多く展開された。ただし、教室･講座の実施数の
増加に反し参加人員が減少しており、事業の持ち方について検討する必要がある。
　引き続き、長期間にわたり開催されている趣味的講座の自主的サークルへ切り替えを進め、地域のニーズを踏まえ
ながら、現代課題に応じた講座・教室の開催を推進していく必要がある。

2



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　４　伝統文化の保存と町民文化の創造

具体的施策 　(1) 町民文化の創造

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

芸術文化、音楽関連イベントの開催　７事業

参加者数 参観者数

597人 1220人

201人 188人

627人 1268人

471人 538人

226人 104人

207人 469人

- -

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

芸術祭展示部門

事業名

芸術祭舞台部門

小･中学校作品展

52

4

6

Ａ

・紫波町芸術文化協会を中心とした実行委員会がよく機能していた。
・吹奏楽部門ではリハーサルの捉え方が出演者側と異なっており、本番もやや予定時間を過ぎてしまった。
・各地区公民館の働きかけが大きく、多数の出展となった。
・一方で出展者の高齢化が進んでいる。
・書き初め大会は新型インフルエンザの影響を考え、中止とした。

2

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　一般町民、小・中学生

目　　　的 　芸術文化活動の発表・鑑賞の機会をつくり、町民の豊かな心の醸成をめざす。

事務事業Ｎｏ

芸術祭関連事業

生涯学習課

Ⅱ－７

音楽祭合唱・合奏部門
　(小学校)

音楽祭吹奏楽部門

小中学生書き初め大会

10月9日

10月10日

中止

音楽祭合唱・合奏部門
　(中学校・一般) 10月17日

開催期日

11月1日～3日

11月15日

11月25日～27日

-

ナックスホール

会　場

矢巾町「田園ホール」

中央公民館

中央公民館

矢巾町「田園ホール」

中央公民館



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　４　伝統文化の保存と町民文化の創造

具体的施策 　(2) 顕彰事業の実施

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

【胡堂講座】

●「父からの手紙」　3回　　受講生延べ人数 42名

●「胡堂作品を読もう銭形平次の世界」　2回　　受講生延べ人数49名

●「古地図はおもしろい！」　1回　　受講生人数40名

●バスツアー　3回　　参加者延べ人数88名 講座延べ参加人数219名

【企画展】

●「画家になる夢」　4/1～5/10　　見学者698名

●「たきびの詩人　巽聖歌展」　7/24～8/23　見学者654名

●「胡堂作品に見る江戸の文化展」　12/1～1/31　見学者1,382名

●「木版口絵展」　2/23～4/4　見学者914名 企画展延べ見学者人数3,648名

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

4

6

Ⅱ－８

生涯学習課

名誉町民である野村胡堂（あらえびす）の事績を顕彰し理解を深めるため、講座や企画展を開催したが概ね好評を得
た。
今後も魅力的な事業となるよう、関係機関の協力を得ながら企画を提示し、町内外に野村胡堂（あらえびす）への理
解を一層深める必要がある。

Ａ

2

53

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　郷土の偉人や歴史に興味を持っている人、学習意欲旺盛な人

目　　　的 　顕彰事業を開催、実施し、事業への参加者を増やす。

事務事業Ｎｏ

野村胡堂・あらえびす記念館事業



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　５　生涯スポーツに親しめる環境づくり

具体的施策 　(1) 生涯スポーツの振興

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

・専門的な知識や技能が蓄積されている財団法人紫波町体育協会にスポーツ事業を委託して、参加者がより持続

　可能なプログラムとなるよう配慮し実施した。

＜スポーツ・レクリエーション事業＞13事業

＜スポーツ教室等事業＞　　　　　　27事業　　　　

教室数

6

6

8

7

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

・スポーツ・レクリエーション事業については、恒例的な行事となっている要素もあり、参加者数が多い状況である。

・スポーツ教室等事業においては、参加者の様々な理由により欠席することもあろうかと思うが、概ね参加率が70%

　以上となっており、より魅力あるプログラムの事業が実施できた。今後は、健康志向のニーズにも対応するため、

　保健、福祉との分担・連携を図りながら適切なプログラムを構築しながら事業を展開する必要がある。

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

54

Ａ

2

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　町民

目　　　的 　町民が気軽に参加できるスポーツプログラムを提供する。

事務事業Ｎｏ

スポーツ・レクリエーション教室開催事業

70%未満

4

6

生涯学習課

Ⅱ－９

90％以上

80％以上～90%未満

70%以上～80%未満

出席率



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　５　生涯スポーツに親しめる環境づくり

具体的施策 　(2) 自転車関連事業の推進

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

［自転車関連事業の開催］町民が自転車競技への関心を高めることを目的として開催。

　・サイクルチャレンジ　（期日：８月２日　開催場所：自転車競技場　参加人数：７８人）

　　自転車競技場の走行体験、タイムトライアル、５ｍ遅こぎ競争、発電機付き自転車体験

［他団体が主催する自転車競技大会への支援］自転車競技大会運営への協力及び運営費補助

　・第41回東北高等学校対抗自転車競技選手権大会（運営協力、補助金500千円）

　・ＩＢＣ岩手放送杯・紫波町長杯第44回岩手県自転車ロードレース選手権大会（運営協力、優勝カップ授与）9月6日

　・未来のエース育成強化事業（運営協力）11月22日

　等

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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2

4

Ⅱ－10

Ｂ

   自転車競技場が紫波町内にあるという利点を活かして町民が自転車に親しむ機会と競技スポーツとしての自転車
の関心を深める機会をつくった。町では健康維持・増進、環境にやさしい交通手段として自転車の利用を勧めており、
今後、このようなイベントの開催及びＰＲ活動を充実させ、自転車利用人口の増加、更には競技人口の増加になるよ
う町内外に働きかける必要がある。

2

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　町民

目　　　的 　自転車競技の競技人口の拡大を図るとともに、自転車に親しむ機会を提供する。

事務事業Ｎｏ

自転車関連事業

生涯学習課



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　６　生涯学習関連施設の整備・充実

具体的施策 　(1) 社会教育等施設の改修

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

総合体育館耐震改修設計業務

総合体育館外壁屋根改修工事

運動公園野球場転落防止策設置工事

運動公園テニスコート改修工事

卓球台購入　　　　２台

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）

56

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　利用者

目　　　的
　体育施設全般の維持補修を年次計画に基づき実施し、利用者にとって安心安全な施設であるように
　整備を行う。

事務事業Ｎｏ

体育館・運動公園等改修工事

生涯学習課

4

6

Ⅱ－11

A

　今年度は体育館外壁屋根の漏水対策工事、耐震補強設計、野球場観客スタンドの転落防止対策工事、テニスコー
トの全面改修（砂入り人工芝化）を実施した。
　今後は、体育館の耐震補強工事、アリーナ部分改修、多目的スポーツ施設人工芝張替えなどについて計画的に実
施していく必要がある。

2



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　７　啓発活動の推進と学習評価方法の開発

具体的施策 　(1) 学習情報の提供

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

・教育委員会のホームページにおいて、男女共同参画、DV関連、成人式、青少年健全育成に関する情報提供を

行った。

・公民館のホームページにおいては、各館のイベント等の情報提供を行った。

＜アクセス件数＞

教育委員会ホームページ １２８件／日

公民館ホームページ １４０件／日

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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Ⅱ－12

C

　昨年度のアクセス件数と比較すると、１．５～１．７倍となっており閲覧数は伸びているものの、昨年度のシステム更
新に対応した操作の職員研修が不十分であったことから、十分に情報提供ができなかった。
　今後は、職員の研修を実施しながら、システムの操作を習得させ、掲載内容の充実に努めていく必要がある。

1

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　地域住民

目　　　的 　ホームページによりリアルタイムに各種生涯学習の情報を提供する。

事務事業Ｎｏ

教育委員会ホームページによる周知

生涯学習課



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅱ　生涯学習

基 本 施 策 　７　啓発活動の推進と学習評価方法の開発

具体的施策 　(2) 事業評価方法の確立

２　事務事業の内容

　（事業内容及び実績）

　社会教育委員の分野ごとに小委員会を４つに分け、事業に対する評価及び事業推進における提言等をそれぞれ

頂いた。

：１回

：４回（生涯学習小委員会１回、社会体育小委員会１回、公民館小委員会１回、

　　　　青少年ホーム小委員会１回

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況について 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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Ａ

　現在の課題や将来に向かっての方向性について、それぞれテーマを設定して協議した結果、分野別の専門的な提
言や意見がより具体的に多く出されるようになった。
　今後においても、効果的な事業展開をするためには各分野について専門的な提言等が必要であることから、現在の
方法を堅持しながらより意見がでやすい会議運営に努める。

2

全 体 会 議 の 開 催

各小委員会の開催

4

6

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　社会教育委員

目　　　的 　社会教育委員より社会教育行政に対する意見及び提言の機会を広げる。

事務事業Ｎｏ

社会教育委員会議小委員会の開催

Ⅱ－13

生涯学習課



１　施策体系及び事務事業の名称 担当課等

分 野 　Ⅲ 教育行政

基 本 施 策 　 1   公正かつ適正な教育行政の推進

具体的施策   (1)  教育委員会の適正な運営

２　事務事業の内容

　（内容及び実績）

①教育委員会議の開催状況　　定例会：12回(毎月）、　臨時会：1回

　<審議件数>　  33件

　<主な審議内容> ・教育行政の基本方針及び重点施策について
・規則、訓令の改正について
・使用教科書の採択について
・教職員、事務局職員の人事異動について
・附属機関の委員（給食センター運営委員、社会教育委員）の任命について
・教育委員会事務の点検・評価について
・片寄小学校校舎耐震改修工事について
・学校施設の耐震診断結果について
・全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について
・学校給食費について

②教育委員研修の実施
    紫波町、矢巾町で組織する紫波郡地方教育委員会連絡協議会で実施した教育委員研修に出席した。
　<期日> 平成21年10月13日～14日
　<場所> 山形県酒田市　港南小学校、飛鳥中学校
　<内容> 「学力向上への取組みについて」

３　教育委員会評価

　（自己評価、今後の対応等）

【数値評価】

①取組状況 評価点数 合計点数
（①＋②）

　・取り組んだ （2点）

　・概ね取り組んだ （1点）

　・取組みが不十分 （0点)

②目標（計画）の達成状況 評価点数

　※目標を数値で表現できない場合は、（　）内で判断

　・90%以上　（目標どおり達成できた） （4点）

　・70%～90％未満　(目標が概ね達成できた） （3点）

　・50%～70%未満　（目標に一部未達成があるものの、概ね達成できた） （2点）

　・30%～50%未満　（目標の一部のみ達成） （1点）

　・30%未満　（目標どおりできなかった） （0点）

評価結果
6点        　 　Ａ （施策に対し成果を発揮している）　　　

5～4点  　 Ｂ （概ね成果を発揮しているが、改善を要する）　

3～2点   　Ｃ （成果があがっているとは言えず、課題を有する）　

1点以下　　Ｄ （成果がほとんどあがっておらず、全面見直しが必要）
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Ⅲ－１

B

2

　教育方針及び重点施策に基づく事務事業執行のため教育委員会議を開催し、教育行政の適正な運営を図った。ま
た、教育行政について負う重要な責務を自覚するとともに、研修等を通じて教育委員としての資質の向上に努めてい
る。
　今後、一層効果的な教育行政の推進とともに、町民への説明責任を果たしていくため、教育委員会活動の情報提供
や教育委員会事務の点検評価の公表など、開かれた教育行政を推進していく必要がある。

平成21年度　事務事業点検・評価表

対　　　象 　教育委員、教育委員会事務局

目　　　的
　教育委員会議を開催し教育行政にかかわる基本的事項を審議・決定し、教育行政の公正かつ適正な推
進を図る。また、教育委員研修を実施し教育委員としての資質の向上を図る。

事務事業Ｎｏ

教育委員会運営事務

学務課
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４ 学識経験者による総合評価 

 
紫波町教育委員会の事務の点検・評価に関する意見書  

 
                                               岩手大学教育学部 教授 藤井知弘  
◆総評 

 教育行政方針の施行を丁寧かつ堅実に実行している印象が持て，全体として誠実なる取

り組みに対する好印象をもつことができた。 

  項目５４項目中Ａ評価は３３項目となっており，達成率は約６１％となっている。昨年

度が５６項目中３１項目のＡ評価５５．３％であったのに対して，向上していることは高

く評価することができる。 

  Ｃ評価に関するものは，１項目あったが，対象事業である「中学生海外派遣事業」は先

方の都合によるものであって，致し方ない点である。 

 

 学校教育においては，「生きる力の育成」を「学力面」「心の教育面」「健康な体作り」

の三局面からとらえた上で，そうした面を支える教育環境，特に「学力向上」に対して一

体的な取り組みとなっており，どの取組の進捗状況も概ね良好なものとなっている。  

 生涯学習分野においてすべての町民を対象とすることを基本にし，家庭教育，ボランテ

ィア，文化事業，スポーツ振興が大きな柱に設定されている。どの事業の設定も概ね適切

といえ，その実効性もあがっているといえる。 

  教育委員会運営に関しては，教育委員会の定例会も適切に開催され，主な審議内容につ

いて適切に運用されていることがうかがえる。 

  全体の評価が概ね良好であることは，自己評価として好結果となっていて、教育委員会

の取り組みが有効に機能したものとなっていることがうかがえる評価となっている。しか

し，実際に成果が不十分と言えるものがないのかどうかは，厳しく自己精査を今後もかけ

ていく必要があるだろう。 

 

◆評価事業及び評価方法について 

○評価対象事業の選定の適切性 

  ５４項目にわたる評価項目については，それぞれの項目において内容および実績が示さ

れている。昨年度より２項目，「伝統文化の継承と進行」「図書館基本構想・基本計画の

策定」が削られているが，事務事業としての内容の削減はわかるが，具体的施策としての

項目の削減は必要であったのか。今回の資料のみでは伺いしれない部分であった。事務事

業そのものの項目設定数の適切性についての判断は下せないが，あげられた事務事業その

ものを客観的に見通すと，いずれも必要かつ適切なものとして設定されあげられているよ

うに思える。 

○評価方法について             

  数値評価においては，点数化することになってしまうが，「概ね」との基準が曖昧とな

らざる得ない面がある。回数や数値ででるものに関してはいいが，客観的にどのような状

況をもってして「十分」とも言える状況になるかについて質的な吟味をもう一度かけた上
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で点数化する必要があるであろう。そうした質的な吟味は，自己評価だけではなく，こう

した「意見書」だけではなく，客観的な外部評価にかける必要も今後でてくるのかもしれ

ない。評価結果についても「取組状況」と「達成状況」の評価点数を足すことによってそ

の評定を出すことの意味付けをしっかりと理屈づけておくことが求められる。 

○評価表の内容について 

  「内容及び実績」「自己評価、今後の対応」「数値評価」と過程を踏んだ適切な評価表

の構成となっている。自己評価に関する記述においてもう少し具体的、かつ詳細な記述が

ほしい箇所も見受けられる。 

○今後の課題 

  実績の具体的な内容についての「自己評価」のあり方について「適切に」といった評価

語彙が多用されているが、その適切さとは何によって保証されるものかについて説明する

必要があるのではないか。また「今後の対応」についても、その「工夫」について具体策

が記述されている箇所が少ないので、その見通しをもつ、「アクション」へと結びつける 

評価として一層充実させたい。 

 

◆事務事業の取組状況の評価について 

◆１ 学校教育分野                                

○「Ⅰ学校経営の推進」の項目に関しては，「学校評議員制度」「学校一斉参観」「いわ

てコミュニティー・スクール」など各学校における取組として，実施が促進されるべき点 

についての評価がすべてＢとなっており，教育委員会と学校と連携に基づきながら，学 

校長の一層のリーダシップが求められる。 

   「いわてコミュニティースクール推進事業」については，住民への説明が十分である 

かとどうかの検証が必要だろう。それがよその県のものとどのように違って意味あるも 

のとして，機能するのかなどが理解しにくい物とはなっていないか。また県指定であっ 

ても，各学校において取り組む引き内容を含んでいるので，中学校においてこそ必要な 

事業ではないかと考える。 

○「Ⅰ―５ 学校一斉参観日の実施」については、児童・生徒のいない住民の学校への参 

加は、学校の公開そのものに工夫を加え、住民参加型の学習公開のあり方に学校が発想 

を転換しない限り無理がある。普段から学校との接点がない住民にとって，学校に関心 

を持ってもらうことに難しさがあるといえる。 

○「Ⅰ―８ ＮＲＴの活用」については、全国学力調査、県学力調査も実施されている中 

で、このテストそのものの意義や意味付けについて十分な説明責任を果たす必要がある 

だろう。またテスト結果そのものが個人に還元される、授業改善に結びつくなどの実効 

性のあるものになっていなければならないだろう。その点において，今年度は，報告書を

早期発刊に努めていることはとても重要なことで高く評価できる。 

○「Ⅰ－９ 指導主事の校内研修等への派遣」は予定数４２回（各学校３回）を超えて５ 

６回にわたって指導を行っていることが好ましいことである。指導主事が校内研究の内 

容や方向性の示唆について大きな役割を果たしていることは大変重要なことである。学 

校サイドは，指導主事の指導によってその内容を考えるという機会ともしているのが現 

状である。ということは，裏返せば，指導主事自身が現在の研究の状況について全国的な
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展望を踏まえつつ，各学校の実情に適した指導を行うことが求められている。自分の経験

や勘などに頼り切った指導では，新しい学習指導の方法性を見いだすことは難しい。指導

主事自身が自ら外に出て学ぶなどの研修に励むこと，そして専門的な知見をもって指導を

行うことが，紫波町に限らず岩手においてきわめて重要な課題となっている。 

○Ⅰ－１０以降２３まで，直接的に児童・生徒の学習等に関わる事業が手厚く計画されて 

いることは大変よいことである。小学校英語，環境教育，キャリア教育など今日的な教育

課題に直結している事業は今後も大いに推進されるべきことである。一方，ボランティア

教育について評価がＢであるので，児童・生徒の心の育成のためにも，今後一層推進すべ

き事業といえる。 

○「Ⅰ―３４ スクールヘルパーの配置」は評価はＡであるが，実情から言えば，まだま 

だ人的支援がほしいのが現状ではなかろうか。教育に対する市の姿勢は，こうした支援 

を要する児童・生徒についてどのくらい手をさしのべることができるかという側面によ 

って見られるところが大きい。「米百俵」の精神はこうしたところに発揮されると思う。 

●「Ⅰ－７ホームページの運営」では各学校ともよく新しい情報に更新され，アクセスも 

ほどほどにあり，関心の高さをうかがわせる。しかし，三校にあっては，２学期開始にな

っても更新がされず，１学期の状態なのは惜しいことである。（８／２９現在） 

●「Ⅰ―１１」今日的な課題である「学力問題」について直接的に取り組んでいるが，文 

部科学省の指定事業における研究の過程は，広く全町に広めるべく，研究構想や単元構 

想，授業の実際などを公開し，共有していくことが重要である。発表等を各学校が自主的

にでも取り組むようになることが期待される。 

●幼保小連携会議は開催されているが，小中連携会議は各学校における取り組みにまかさ 

られていると推察される。しかし，学習指導要領の完全実施を控え，小中の実質的なギャ

ップが大きくなっているのように，県内の教育実践を目にすると感じている。そこで，教

育委員会としてもイニシアチブをとり，関連の視点を提示し，単に学区内におけるという

地区的な連携というだけではなく，学習の系統性，発達の連続性という視点から連携を見

直したい。 

 

◆２ 生涯学習分野 

●「Ⅱ―１から３」に関わっては、「教育振興運動」に関わる事業であるが、いずれも目 

標達成度が十分とはいえず、予算的な問題、活動そのものの特色の理解不足など様々な 

改善点があるように感じる。岩手独自のこうした取り組みも年数を多く重ねてきている 

が、運動そのものが何を目的とし、何を目指しているのかもう一度見直す時期に来てい 

るのではないだろうか。 

●芸術に関する事業についての参加者数が減少している点が残念なことである。一層の広 

報活動などを通して，市民に関心を持ってもらう必要があるだろう。 

●生涯学習にかかわっての公民館等における教室利用者の減少が自己評価でも指摘され

ているが，単なる愛好家の集まりではない，生涯に渡って学び続けるという真の意味での 

学びのありようを全市民に啓蒙していくための手立てが必要ではないか。 
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◆３ 教育行政について 

  教育委員の役割が今日的には課題とされることが多い。形式的な委員会とならないよう

に、十分なる審議機能やチェック機能を教育委員会が持つことが、町民を代表する立場と

しての取り組みに期待されるところである。 

 

◆紫波町の教育に期待すること 

 紫波町は，旧来の土地の人々と新興の人々との共生によって新しい町づくりを進めてい

る町と客観的には見ている。全国の新興地区特有に見られる中学校の生徒指導上の問題発

生もあると聞いている。こうした生徒指導上の問題は，学校教育の中に解決の大きなポイ

ントがあるが，ただ学校だけではなく，地域と一体となって「よりよい児童・生徒の育成」

に取り組んでいく姿勢を大人全員が示すことが重要である。そういうイニシアチブを教育

委員会がとっていくことに一層の期待を持っている。 

  昨年度も指摘したが，学校教育においては，今日的、全国的な課題である「学力向上」

に一層取り組むことを期待したい。特にも中学校における学習意欲の低下，並びに学力低

下は顕著であり，全国的にも岩手は低水準となっている。その要因として学校生活全体が

部活動に偏重しすぎており，家庭生活における学習時間の減少が問題となっている。家庭

学習の時間の確保と，肉体的疲労を軽減することによって，規則正しい学校生活を保証し

「学びの場」としての本来的な学校のあり方を生徒に保証したい。そのためには，保護者

を含めて父母会練習やスポーツ少年団と称しての部活動への協力の在り方を強く見直す

ことが重要であることを特に強調しておきたい。保護者の学習への意識変革を啓蒙してい

くことも教育委員会や学校に課せられた課題といえよう。また教員の指導力と資質の向上

は，欠かせないことで，学習者が学ぶことの楽しさを見いだせるような授業の展開は，教

師にゆだねるしかない点である。その点で一層の教員の自己研鑽や学校力を持ってしての

授業力アップが必須である。 

 事業Ⅰ―２８のような運動部に対する取り組みと同様に、文化部に対する手だても必要

である。 

 昨年度の意見書では，今後予算的にも十分な手当を期待したい点は，「図書館基本計画」

と述べた。しかし，今年度においてその事業が町長部局での事業へと移管したとのこと。

教育委員会直接の事業ではなくなったものの，学力保証の大きな要因の一つは読書であ

る。学校教育における読書教育の充実と共に，市民全体が読書を生活の一部とするような

意識になれるような文化的な町となることを期待したい。そのためにも単なる器だけの図

書館としてではなく，質的に充実したものとし，広く町民に活用されることを目指すなら，

移動図書館などもお年寄りなどのためにも活用を図りたい。また図書館が生涯学習センタ

ーとしての機能を果たすことも期待したい。多くの町民に活用されるためには，その蔵書

の更新が欠かせない。図書館は学校教育とも連動し児童・生徒に必要な資料等を提供する

役目も担い、活用される図書館を志向してほしい。そのことを教育委員会は，強く行政施

策として反映できるように働きかけてほしい。 

  野村胡堂をはじめとして多くの文化人も輩出している地域として、今後一層の文化的、

教育的な発展を教育委員会事務局の事業に期待するところである。  
 




