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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。 

 

 

【点検・評価の概要】 

(1) 点検・評価の対象 

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、各事務事業ごとに取組内 

容及び成果と課題を整理し、その結果に基づき教育委員会としての自己評価につい 

て記載しました。 

  段階評価の基準は、次のとおりとしています。 

Ａ：十分達成できた 

  Ｂ：概ね達成できた 

  Ｃ：やや不十分である 

  Ｄ：不十分である 

 

(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 

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） 
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１ 平成 22 年度教育委員会の活動状況 

（１）教育委員の選任状況（平成 22 年４月 1日～平成 23 年 3 月 31 日） 

役職名 氏名 就任年月日 現在の任期 

委員長 中 野 英 明 平成 18 年 10 月 1 日 平成 18 年 10 月 1 日～平成 22年 9月 30 日 

委員長 高 橋 榮 幸 平成 22 年 10 月 1 日 平成 22 年 10 月 1 日～平成 26年 9月 30 日 

委員(職務代理者) 足 澤 輝 夫 昭和 62 年 10 月 1 日 平成 20 年 10 月 1 日～平成 24年 9月 30 日 

委員 佐 藤 秀 道 平成 15 年 10 月 1 日 平成 19 年 10 月 1 日～平成 23年 9月 30 日 

委員 松 川 久 美 平成 17 年 10 月 1 日 平成 21 年 10 月 1 日～平成 25年 9月 30 日 

教育長 川 村 秀 彦 平成 12 年 10 月 1 日 平成 20 年 10 月 1 日～平成 24年 9月 30 日 

 

（２）教育委員会議の開催状況 

月 日 
会議

種別 
件    名 

4 月 23 日 定例 議案 紫波町社会教育委員の嘱託について 

議案 紫波町文化財調査委員の任命について 

報告 紫波町教育委員会関係非常勤職員の発令について 

5 月 26 日 定例 議案 紫波町社会教育委員の委嘱について 

議案 紫波町学校給食センター運営委員会の委員の委嘱について 

6 月 23 日 定例 報告 平成 21 年度学校給食費の収納結果について 

7 月 28 日 定例 議案 紫波町教育委員会非常勤職員に関する規程の一部を改正する訓令の専決

処理に関し承認を求めることについて 

議案 紫波町教育委員会非常勤職員に関する規程の一部を改正する訓令に関し

議決を求めることについて 

議案 平成 23 年度使用小・中学校の教科用図書の採択について 

議案 平成 21 年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点

検・評価（自己評価）について 

議案 平成 21 年度教育委員会事務の点検・評価に係る外部評価者の決定につい

て 

報告 平成 21 年度主要事務事業の成果について 

8 月 27 日 定例 報告 紫波町教育委員会非常勤職員の発令について 

報告 紫波町立紫波第三中学校校舎耐震改修工事について 

報告 紫波町古館コミュニティセンター新築(建設)工事について 

9 月 24 日 定例 報告 平成 21 年度教育委員会事務の点検・評価に係る外部評価について 

10 月 1 日 臨時  紫波町教育委員会委員長等の選挙 

10 月 27 日 定例 報告 紫波町立紫波第三中学校校舎耐震改修工事及び小中学校施設整備の進捗

状況について 

11 月 25 日 定例 報告 岩手国体自転車競技における施設概要について 

12 月 22 日 定例 報告 平成 22 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 
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月 日 
会議

種別 
件    名 

平成 23 年 

1 月 26 日 
定例 報告 国際交流事業中学生海外派遣について 

2 月 25 日 定例 議案 学校教職員の人事異動の内申に関し議決を求めることについて 

議案 平成 23 年度紫波町教育行政の重点施策に関し議決を求めることについて 

報告 平成 22 年度紫波町児童・生徒顕彰の実施結果について 

3 月 24 日 定例 議案 部課長等及び教育機関の長の人事に関し議決を求めることについて 

議案 紫波町教育委員会行政規則の一部を改正する規則に関し議決を求めるこ

とについて 

議案 紫波町指定文化財の指定解除に関し議決を求めることについて 

議案 紫波町立小中学校管理運営規則の一部を改正する規則に関し議決を求め

ることについて 

議案 紫波町教育委員会非常勤職員に関する規程の一部を改正する訓令に関し

議決を求めることについて 

 

（３）教育委員会議以外の活動状況 

月 日 研修会、各種大会等 

4 月 23 日 紫波郡地方教育委員会連絡協議会総会（矢巾町役場） 

5 月 6日 紫波郡教育研究会総会（矢巾町田園ホール） 

5 月 25 日～26日 岩手県教育委員会協議会定期総会（盛岡市・ホテル大観） 

6 月 16 日～17日 紫波郡中学校総合体育大会（紫波町営野球場ほか） 

7 月 9日 外国語活動における教材の効果的な活用及び評価の在り方に関する研修会（赤石

小） 

9 月 14 日～15日 紫波郡中学校新人体育大会（紫波町営野球場ほか） 

9 月 28 日 学校公開研究会（矢巾中） 

10 月 4 日～5日 紫波郡地方教育委員会連絡協議会研修（仙台市立柳生中、福島市立三河台小） 

10 月 22 日 学校公開研究会（彦部小） 

11 月 1 日 いわて教育の日（盛岡市・サンセール、アイーナ） 

11 月 6 日 紫波町学校一斉参観日 

11 月 11 日 学校公開研究会（日詰小） 

11 月 17 日 学力向上実践研究推進事業 教育実践研究会（紫波三中） 

平成 23 年 

1 月 7日 

紫波郡教育研究会教育講演会 

紫波町教育研究所発表会（矢巾町田園ホール） 

1 月 9日 成人式（総合体育館） 

2 月 10 日 岩手県市町村教育委員会協議会委員研修会（盛岡市・キャラホール） 
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事務事業点検・評価一覧表 

【段階評価の基準】 

Ａ ： 十分達成できた 

Ｃ ： やや不十分である 

 

Ｂ ： 概ね達成できた 

Ｄ ： 不十分である  

 

Ⅰ 学校教育 

評価項目 
評価 

基本施策 具体的施策 主要事務事業 

１ 教育課題を的確

にとらえた学校経

営の推進 

（1）調和のとれた適切な 

教育課程の編成と実施 

校長会議等の開催 Ａ 

指導主事の学校訪問 Ａ 

（2）地域に開かれた学 

校づくりの推進 

学校評議員制度の推進 Ａ 

学校経営評価の実施 Ａ 

学校一斉参観日の実施 Ａ 

いわてコミュニティ・スクール推進事業 Ａ 

学校ホームページの運営 Ａ 

２ 一人ひとりの資

質や能力を伸ばす

学習指導の充実 

（1）基礎的・基本的な知

識・技能の確実な習得

と活用を図る指導 

標準学力検査（ＮＲＴ）の分析結果を生かした学習指導 
Ａ 

指導主事の校内研修等への派遣 A 

（2）個に応じた指導方法

や指導体制の工夫 

少人数指導及び T・T の実施 Ａ 

学力向上実践研究推進事業 Ａ 

複式学級支援員の配置 Ａ 

ボランティアチューターの派遣 Ａ 

（3）望ましい社会人を育

成する教育の推進 

外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣 Ａ 

外国語活動における教材の効果的な活用及び評価の在り方

等に関する研究 
Ａ 

中学校読み物テキストを活用した指導プログラム実践モデル

事業 
Ａ 

中学生海外派遣事業 Ａ 

キャリア教育 Ａ 

３ 豊かな人間性を

育む心の教育の

充実 

 

（1）道徳教育の充実 道徳授業研究会の開催 Ｂ 

（2）読書指導の充実 朝読書等の推進 Ａ 

学校図書ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ－等の配置 Ａ 

（3）生徒指導の充実 生徒指導主事研修会の開催 Ａ 

（4）学校適応支援の充

実 

学校適応指導・相談活動の実施 
Ａ 
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評価項目 

評価 
基本施策 具体的施策 事務事業名 

４ 教員の資質や

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 

Ａ 

５ 体力の向上と食

育・健康教育・安

全指導の充実 

（1）体力の向上 体力・運動能力調査の実施 Ａ 

（2）食育・健康教育の充

実 

養護教諭研修会の実施 
Ａ 

（3）安全指導の充実 スクールガードリーダーの配置 Ａ 

６ 適正な就学指導

と特別支援教育の

充実 

（1）適正な就学指導 就学支援委員会の開催 Ａ 

（2）特別支援教育の充

実 

スクールヘルパーの配置 
Ａ 

７ 良好な教育環境

の整備充実 

（1）学校施設の適正な

維持管理 

学校施設の点検 Ａ 

学校施設の修繕 Ａ 

（2）学校施設の耐震化

推進 

耐震工事の実施 
Ａ 

（3）就学支援事業 奨学金貸付事業 Ｂ 

就学援助の実施 Ａ 

（4）私立幼稚園支援事

業 

私立幼稚園関連補助事業 

 

Ａ 

８ 安全、安心な学

校給食の提供 

（1）食育の推進 食に関する学校訪問指導の実施 Ａ 

（2）衛生管理の徹底 職員研修の実施 Ａ 

（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 
Ａ 

 
Ⅱ 生涯学習 

評価項目 
評価 

基本施策 具体的施策 事務事業名 

１ 生涯学習の基礎

づくり 

（1）家庭教育の充実 家庭教育支援事業 Ａ 

（2）学校・家庭・地域社

会の連携の推進 

社会参加活動 
Ｂ 

（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」 
Ｂ 

２ 学習機会の充実 （1）ボランティア活動の

支援 

生涯学習ボランティア育成事業 
Ｂ 

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 
Ｂ 
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評価項目 

評価 
基本施策 具体的施策 事務事業名 

４ 伝統文化の保存

と町民文化の創造 

（1）町民文化の創造 芸術祭関連事業 Ａ 

（2）顕彰事業の実施 野村胡堂・あらえびす記念館事業 Ｂ 

５ 生涯スポーツに

親しめる環境づく

り 

（1）生涯スポーツの振

興 

ｽﾎﾟー ﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｽﾎﾟー ﾂ教室開催事業 
Ａ 

（2）自転車関連事業の

推進 

自転車関連事業 

Ａ 

６ 生涯学習関連施

設の整備・充実 

（1）社会教育施設等の

整備 

社会教育施設等の整備事業 
Ａ 

７ 啓発活動の推進

と学習評価方法の

開発 

（1）学習情報の提供 教育委員会ホームページによる周知 Ｂ 

（2）事業評価方法の確

立 

社会教育委員会議の開催 
Ｂ 
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２ 主要事務事業の点検・評価 

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 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)調和のと

れた適切な教

育課程の編成

と実施 

校長会議等の開

催 

・校長会議の開催 13 回 

（毎月開催、3 月は東日本大

震災により中止、臨時 2回） 

・副校長会議 1 回 

（校長会議と同時開催） 

・管理職に対し、教育長等から

指示伝達を行い、学校経営上の

諸課題について協議を行った。 

（円滑な学校経営管理、コン

プライアンス､児童生徒指

導､学習指導等） 

・計画どおりに開催し、教 

育長等の指示伝達が適時、

適切な指導になっている。 

・情報交換の場として重要

な会議となっている。 

Ａ 

指導主事の学校

訪問 

指導主事が定期的に学校を

訪問し、学校経営上の諸問題に

ついて、指導、支援を行った。 

専門的な見地からの助言

により、学校管理運営及び

教育課程の円滑な推進が図

られた。 

Ａ 

(２)地域に開

かれた学校づ

くりの推進 

学校評議員制度

の推進 

学校評議員設置状況 全校 

（H21 13 校、H20 9 校） 

定期的に学校評議員会を開

催し、意見、提言を学校経営に

反映させている。 

 

学校評議員制度が定着

し、地域に開かれた学校づ

くりの体制が整ってきた。 

 

Ａ 

学校経営評価の

実施 

全ての小中学校で「まなびフ

ェスト」を作成し、学校広報、

懇談会、ホームページ等で保護

者、地域に公表している。 

 

各学校では保護者アンケ

ートを実施し、積極的に保

護者の声を学校経営に反映

させている。 

Ａ 

学校一斉参観日

の実施 

「いわて教育の日」に合わ

せ、全ての小中学校で一斉に実

施した。 

・実施日 11 月 6日（土） 

＜主な内容＞ 

授業参観、読書ボランティアに

よる読み聞かせ、給食試食会、

マラソン大会、コンサート、社

会参加活動発表会、進路講演会 

・保護者や地域の人が興味

を持って参加できるよう、

各学校の特徴を生かした公

開を行った。 

・町の広報誌「紫波ネット」

に掲載し参加を呼びかけ

た。 

参観者数 3,015 人 

 

Ａ 
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いわてｺﾐｭﾆﾃｨ・

ｽｸｰﾙ推進事業 

家庭や地域と連携し、各地域

の教育的資源を活用した特色

ある学校づくりを推進してい

る。 

・片寄小（片寄さんさ踊りの伝

承活動、読書ボランティアによ

る読み聞かせ等） 

・赤沢小（船久保さんさ踊りの

伝承活動、りんご栽培等） 

・紫波一中（親子清掃活動によ

る学習環境の整備） 

＜参考＞ 

Ｈ19 2 校、Ｈ20 3 校、 

Ｈ21 4 校 

岩手県教育委員会補助事業 

（指定校数に制限あり） 

・保護者、地域と連携し、

多種多様な体験活動を実施

し、貴重な学びの機会とな

った。 

Ａ 

学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの

運営 

全ての小中学校で、ホームペ

ージを開設し、学校行事等に合

わせて更新している。 

児童生徒の様子をタイム

リーに情報発信している。 

Ａ 

 

【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 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)基礎的・基

本的な知識・技

能の確実な習

得と活用を図

る指導 

標 準 学 力 検 査

(NRT)の分析結

果を生かした学

習指導 

 全ての小中学校で学力検査

を実施し、その分析結果と指導

上の留意点を報告書にまとめ、

教員に配布し授業改善に活用

した。 

＜参考＞ 

小学校(1～6 年) 国､算 

中学校(1年) 国､数､理､社 

中学校(2～3 年) 国､数､理､社､

英 

・報告書の早期発刊に努め、

２学期から授業改善に活用

した。 

・継続して実施してきたこ

とで、経年変化と課題分析

の仕組みが構築されてい

る。 

Ａ 

指導主事の校内

研修等への派遣 

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。 

訪問回数 延べ 60回 

指導改善の視点を具体的

に提示することで、学習指

導、生徒指導の質的向上が

図られている。 

Ａ 

(２)個に応じ

た指導方法や

指導体制の工

夫 

少人数指導及び

Ｔ・Ｔの実施 

児童生徒の理解や習熟度、興

味・関心などに対応し、少人数

の集団編成によるきめ細かな

学習指導を実施した。 

・児童生徒一人ひとりの課

題に対し、手厚い支援がで

きた。 

・「わかる授業」が展開され

Ａ 
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・日詰小、赤石小、古館小、紫

波一中、紫波二中、紫波三中 

＜参考＞ 

・少人数指導：国語、算数を中

心に習熟度別に集団を編成 

・チーム・ティーチング：特定

の教科で、１学級に２人の指導

者を配置 

・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に

基礎的内容を補充指導を実施 

 

ることで、学習意欲が向上

している。 

学力向上実践研

究推進事業 

実施期間 Ｈ20～Ｈ22 

教育実践研究会の実施 

 

・三年間の研究の成果を授

業公開、研究発表等で全県

及び文部科学省に発信でき

た。 

・テレビの視聴等の生活習

慣の問題も取り上げ、地域

一体となった教育活動の充

実に寄与できた。 

Ａ 

複式学級支援員

の配置 

複式学級にすこやかサポー

ト（県派遣）と複式学級指導講

師（町派遣）を配置し、国語、

算数等の基幹教科について単

式授業を行った。 

・彦部小：県派遣 1人 

・佐比内小：県派遣 1人、町派 

遣 1人 

＜参考＞ 

複式学級見込み：H23～H24 4

学級、H25 5 学級 

・基幹教科の複式解消によ

り、基礎学力の定着が図ら

れた。 

・児童数の減少により、今

後も複式学級が増加するた

め、複式学級支援員の配置

が重要になってきている。 

 

Ａ 

ボランティアチ

ューターの派遣 

 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、児童生徒の

学習支援を実施した。 

（H18 年度から継続実施） 

・対象校（16 人）：日詰小、

赤石小、古館小、紫波一中 

・個々の児童生徒の状況に

応じたきめ細かな学習の支

援が行われた。 

・特別な支援が必要な児童

生徒への学習、生活支援が

行われた。 

 

Ａ 
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(３)望ましい

社会人を育成

する教育の推

進 

外国語指導助手

(ALT)の派遣 

 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

ため、外国語指導助手（ALT）

を派遣した。 

・ALT の配置：小学校・中学校

各１人 

・派遣日数：小学校 163 日 

      中学校 190 日 

・小学校での外国語活動は、

児童の英語への親しみが醸

成され、中学校英語への円

滑な橋渡しができている。 

・児童・生徒の「聞く、話

す」力が向上している。 

Ａ 

外国語活動にお

ける教材の効果

的な活用及び評

価の在り方等に

関する研究 

「英語ノート」とその他の教

材を組み合わせ、効果的な授業

の在り方を研究し、取組みの成

果を授業公開した。 

実施日 ７月９日（赤石小） 

研究成果を各学校で共有

できたとともに、全県に広

く公開ができた。 

Ａ 

中学校読み物テ

キストを活用し

た指導プログラ

ム実践モデル事

業 

 中学校英語の「読むこと」「書

くこと」の指導改善のための指

導プログラム作成事業を実施。 

（H22～24 県指定事業） 

 運営指導協議会 2 回実施 

・本県英語教育の先端的研

究を担い、中央講師を招聘

した。 

・研究推進委員会を中心に、

全中学校一体となった取り

組みがなされている。 

・具体的な指導実践の蓄積

が進み、諸調査においても

英語の学力向上が見られ

る。 

Ａ 

中学生海外派遣

事業 

豪州クイーンズランド州サ

ザンダウンズ市に派遣した。 

 ・派遣期間：平成 23 年 2 月

25 日～3月 5日 

 ・派遣人数：14 人（中学生

12 人、引率者 2人） 

・派遣中学生はホームステ

イをしながら現地の学校生

活を体験した。 

・帰国後の報告会で、多く

の成果について発表され

た。 

Ａ 

キャリア教育  各中学校で職場体験学習を

実施した。 

・紫波一中：農業体験(2 年生､

2 日) 

・紫波二中：福祉体験(2 年生､

2 日)、職場体験(3年生､2 日) 

・紫波三中：福祉体験(1 年生､

1 日)、介護体験(1年生、1日)、

職場体験(3 年生､2日) 

・各中学校とも、新たな職

場体験の受け皿を開拓する

など、積極的に取り組んで

いる。 

 

Ａ 
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【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 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)道徳教育

の充実 

道徳授業研究会

の開催 

「道徳」の時間における指導

のあり方について、研究協議を

行った。 

・道徳授業研究会（紫波三中） 

 実施日 11 月 30 日 

・指導のあり方や日常の道

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、「心の教育」の

指導資料として活用してい

る。 

Ｂ 

(２)読書指導

の充実 

朝読書等の推進 

 

・朝読書を一週間の朝活動の中

に位置づけ、読書の活性化に努

めた。 

・各小学校では図書ボランティ

アによる読み聞かせが定期的

に行われている。 

・朝読書は一日を落ち着い

た状態でスタートさせるう

えで効果を上げている。 

・学校や家庭における読書

への関心が高まっている。 

Ａ 

学校図書コーデ

ィネーター等の

配置 

 中央公民館と各学校の図書

室に学校図書コーディネータ

ーを配置し、図書の相互貸借や

図書室の環境整備を行った。 

・専任 1人（週 4日､4時間、

中央公民館勤務） 

・アシスタント 8 人（各校、

週 1日､3時間） 

・町内図書室に保有する図

書が有効活用された。 

・各図書室間の移動数も

年々増加している。 

・児童生徒が落ち着いて読

書に親しめる図書室の環境

が整えられている。 

Ａ 

(３)生徒指導

の充実 

生徒指導主事研

修会の開催 

 

生徒主事研修会 

 実施日 ６月 30 日､12 月８日 

・長期休業中の指導重点を確認

した。 

・各学校の現状について情報交

換が行われた。 

・生徒指導指導者養成研修講座

を受講した教諭を講師に迎え、

「生徒指導上の諸問題への対

応」と題し、講義を開催した。 

・生徒指導に係る研修を通

し、生徒指導主事としての

資質の向上を図った。 

・各学校の現状の情報交換

により、課題の共有化を図

り、事件・事故の未然防止

に努めた。 

 

Ａ 

(４)学校適応

支援の充実 

学校適応指導・

相談活動の実施 

・適応支援相談員による教育相

談や家庭訪問等が行われた。 

(一中 2人､二中･三中各 1人) 

・県派遣スクールカウンセラー

による教育相談、小学校訪問の

実施。(県派遣、各中学校 1人) 

・学校不適応児童生徒数は

横ばいだが、教職員一丸と

なった組織的な対応と、教

育相談等により改善が見ら

れる。 

 

Ａ 
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【基本施策４  教員の資質や指導力の向上と教員研修の充実】 

具体的施策 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

教員研修の充

実 

研修会・研究会

等の開催 

教員の研修意欲の高揚と指

導力向上、授業改善のため各種

研修会を開催した。 

・教育研究所委員会 16 回 

・教育研究所発表会 1回 

・その他研修会 12 回 

・学校公開研究会 

日詰小（国語・算数） 

彦部小（国語） 

教育研究所をはじめ、各

教科、分野ごとに研修会・

研究会等を計画的に開催

し、教員の指導力向上に寄

与した。 

Ａ 

 

【基本施策５  体力の向上と食育・健康教育・安全指導の充実】 

具体的施策 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)体力の向

上 

体力・運動能力

調査の実施 

 

体力・運動能力調査を実施し

実態把握に努めた。紫波町学校

保健会が、「紫波町学校保健統

計調査結果 体力・運動能力調

査結果」としてまとめている。 

・各校とも調査結果を、児

童生徒の体力向上に活用し

ている。 

 

Ａ 

(２)食育・健康

教育の充実 

養護教諭研修会

の実施 

各種健診について共通理解

を図った。児童生徒の病気やけ

がについての実技研修を実施

した。 

 ３回実施 

・児童生徒の安全や健康に

関わる指導について、理解

を深めることができた。 

・情報交換を行うことで、

健診や衛生環境検査等の業

務が円滑に実施できた。 

・就学時健診時に新たに耳

鼻咽喉科、眼科の健診を実

施した。 

Ａ 

(３)安全指導

の充実 

スクールガード

リーダーの配置 

児童が安全に通学し教育を

受けられるよう、地域のスクー

ルガードボランティアと連携

して通学路や学校周辺での巡

回パトロールを行った。 

配置人数：１人 

活動日数：60日 

 ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：137 人 

児童の登下校の事故等の

未然防止が図られた。 

Ａ 
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【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 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)適正な就

学指導 

就学支援委員会

の開催 

心身に障がいを有する児童

生徒が適正な教育を受けられ

るよう審議を行った。就学支援

委員会調査員による専門的な

検査や調査の結果を、就学支援

委員会の措置判定に生かすこ

とができた。 

 就学支援委員会：３回開催 

 就学支援委員会調査員会議： 

３回開催 

平成 21年度から就学支援

委員会調査員を設置し、よ

り専門的な立場から児童生

徒の実態を把握すること

で、就学支援委員会の措置

判定に有効に機能してい

る。 

Ａ 

(２)特別支援

教育の充実 

スクールヘルパ

ーの配置 

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、見守りながら学習や生活習

慣上の支援を行った。 

配置状況 

 日詰小 3 人、赤石小 2 人、

古館小 3人、星山小 1人 

就学支援委員会の措置判

定や学校の実態に合わせ、

スクールヘルパーを配置

し、身近な地域の学校で学

習できるよう支援してい

る。 

Ａ 

 

【基本施策７  良好な教育環境の整備充実】 

具体的施策 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)学校施設

の適正な維持

管理 

 

 

 

 

学校施設の点検 

 

 

 

学校施設設備は、専門業者に

管理委託し、的確に点検を実施

した。（電気工作物保安管理、

消防設備点検ほか） 

 

定期点検により、安全に

維持管理することができ

た。 

Ａ 

学校施設の修繕 小規模修繕は、学校や点検業

者からの報告を受け、現場を確

認のうえ速やかに実施した。大

規模修繕は、学校運営に支障が

ないよう計画的に実施した。 

(主な工事) 

・片寄小学校理科室改修工事 

・トイレ洋式化工事（８校） 

・古館小学校校舎屋根塗装工事 

・上平沢小学校外壁等塗装工事 

 

修繕に適切な施設環境整

備が図られた。 

Ａ 
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(２)学校施設

の耐震化推進 

耐震工事の実施 紫波三中西校舎､東校舎の耐

震化工事を実施した。 

 

(今後の予定) 

H23 長岡小屋体（改築） 

H23 紫波二中北校舎､南校舎 

H24 水分小校舎、紫波一中西

校舎 

平成 21 年度に 13 棟全て

の耐震診断を完了し、計画

的に耐震工事等を実施して

いる。 

 

Ａ 

(３)就学支援

事業 

奨学金貸付事業 紫波町奨学金貸付基金を設

置し、貸付けに関する事務を効

率的に行った。 

・基金額 97,000,000 円 

貸付 36 人（大学 26 人、専門

学校 1人、高等学校 9人） 

貸付終了者 61 人（償還中 49

人、償還猶予 12 人） 

計画どおりに償還しても

らうよう、奨学生に対し、

定期的に通知を出してい

る。遅れの見られる奨学生

もいるので、引き続き連絡

をとっていく必要がある。 

Ｂ 

就学援助の実施 経済的な理由により就学が

困難な家庭を対象に学校給食

費や学用品等の一部を支給し

た。 

要保護（小学校 1人、中学校

2人） 

準要保護（小学校 206 人、中

学校 124 人） 

就学援助を必要とする人

が受けられるよう、広報や

各学校のチラシ等で申請方

法等をお知らせした。 

Ａ 

(４)私立幼稚

園支援事業 

私立幼稚園関連

補助事業 

・私立幼稚園就園奨励費補助金

(保護者の経済的負担のため、

保育料等の軽減を実施 327 人） 

・私立幼稚園運営費補助金、私

立幼稚園預かり保育事業補助

金(町内 3園) 

私立幼稚園就園奨励費は

子育て世帯の経済的負担軽

減となっている。 

Ａ 
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【基本施策８  安全、安心な学校給食の提供】 

具体的施策 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)食育の推

進 

食に関する学校

訪問指導の実施 

小学校全学年及び中学校の

一部学年を対象とし、学校給食

を媒介とした「食の大切さ」を

理解させた。 

 

栄養教諭 2 名が分担し、

地場産食材を活用して 93回

実施し児童生徒の関心度は

高まったが、家庭への波及

効果は依然として低いこと

から、より一層の創意工夫

が必要である。 

 

Ａ 

(２)衛生管理

の徹底 

職員研修の実施 「調理から食すまで」の衛生

管理を徹底して食中毒を回避

した。 

衛生管理マニュアルの策

定、調理従事職員に対する

研修機会の確保を図った

が、学校現場における給食

担当教員のより一層の意識

向上を図る必要がある。 

 

Ａ 

(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 

「公平感のある学校給食費

負担」を基本理念とし、例外な

き収納を推進した。 

文書送達・臨戸訪問によ

り 過 去 最 高 の 収 納 率

99.96％を達成したが、依然

として存在する未納繰越分

(過年度分)の早期解消への

対応が必要である。 

 

Ａ 
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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 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)家庭教育

の充実 

家庭教育支援事

業 

家庭教育力・地域教育力を向

上させるため、各地区での「家

庭学習の推進」「読書活動の推

進」を主テーマとしての家庭教

育事業等開催を促進した。 

 開催地区 全地区 

 参加人数 延べ 2,145 人 

 主な取組 ①夏休み・冬休み

時期に大学生等による小中学

生向けの学習会を開催、②図書

読み聞かせ、講演を含めたイベ

ントの開催 

 

・各地域の特性に応じ、開

催されたことで一定の成果

を収めることができた。 

・前年度７地区の開催であ

ったが今年度は全地区開催

された。 

Ａ 

(２)学校・家

庭・地域社会の

連携の推進 

社会参加活動 ・青少年が自ら企画し実践する

社会参加活動を学校・親・地

域・行政でサポートした。 

実践班数     78 班 

参加者数  延 2,372 人 

・各地区実践協議会主催の活動

実践交流集会へ支援を行った。 

 助成地区数    8 地区 

 参加者数    延  653 人 

 

・青少年と地域住民との関

わりが増大され、青少年の

健全育成に役立った。 

・都市部での参加率が思わ

しくない。 

・実践交流集会が開催され

たことで、地域の住民が活

動を知る機会となり、事業

への理解が深まった。 

Ｂ 

(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」 

社会参加活動における次期

リーダーを育成するための研

修会を開催した。 

・参加者 86 人 

・内容：①アイスブレイク②自

己表現講座③コミュニケーシ

ョン講座 

 

 

 

 

・参加者のリーダー就任率

が 60％になっている。 

・参加者の感想では、開催

の意図が十分伝わった内容

が多かった。 

・講義内容で一部抽象的な

ところがあり、参加者の大

半を占める中学生にとって

は理解を深めることができ

なかったようである。 

Ｂ 
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【基本施策２  学習機会の充実】 

具体的施策 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)ボランテ

ィア活動の支

援 

生涯学習ボラン

ティア育成事業 

生涯学習ボランティアに対

し活動費用の一部助成及び助

言を行いながら活動を助長し

た。また、読書ボランティア向

けに交流の機会を併せ持った

講習会を開催した。(参加者数

35 人) 

・子育てボランティア３団体 

・読書ボランティア３団体 

・IT普及ボランティア１団体 

・学社融合ボランティア１団体 

・読書ボランティア向けの

講習会を開催したことで、

参加者のスキルアップと交

流が図られた。 

・ボランティア団体はそれ

ぞれ能動的に活動している

が、生涯学習指導者人材バ

ンクを再構築しながら新た

なボランティアの発掘・育

成について考える必要があ

る。 

Ｂ 

 

【基本施策３  地域における生涯学習の推進】 

具体的施策 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(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 

 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、地域のニ

ーズを踏まえた学習事業（伝統

文化・先人顕彰など）を行った。 

 教室・講座実施状況 

  実施数   3,154 件 

  参加人員 50,141 人 

 前年度と比較し実施数は

少なかったものの、参加人

員は増加しており、広く学

習の機会を提供することが

できた。 

Ｂ 

 

【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 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)町民文化

の創造 

芸術祭関連事業 芸術文化活動の発表・鑑賞の

機会をつくるため事業を行っ

た。 

 芸術祭２事業、音楽祭３事

業、小中学生対象事業２事業 

計画段階で開催日や場所

を再考した結果、概ね、前

年度と比較して観客数が増

加した。 

 

Ａ 

(２)顕彰事業

の実施 

野村胡堂・あら

えびす記念館事

業 

企画展の開催（２回） 

｢野村胡堂ハナ夫人の生きた道｣ 

｢慈父・野村胡堂のこころ｣ 

延べ見学者 1,856 人 

野村記念講座の実施 

       参加者 120 人 

名誉町民である野村胡堂

の事績を顕彰し理解を深め

るため、講座や企画展を開

催し概ね好評を得たが、企

画展二回目は記録的な積

雪、震災の影響で見学者が

Ｂ 
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ﾚｺｰﾄﾞｺﾝｻｰﾄの実施（11回） 

参加者 394 人 

収蔵資料活用業務を実施 

少なかった。また、町内か

らの入館者が少なく野村胡

堂への理解を一層深める必

要がある。 

 

【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 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)生涯スポ

ーツの振興 

スポーツレクリ

エーション・ス

ポーツ教室開催

事業 

・スポーツレクリエーション事

業 13事業 参加者：3,424 人 

・スポーツ教室 32 事業 

 受講者 688 人 

24 事業は出席率 70％以上。 

スポーツプログラムを見

直しながら実施した結果、

受講者の教室への出席する

意欲を高めることができ

た。 

 

Ａ 

(２)自転車関

連事業の推進 

自転車関連事業 ・東北総合体育大会(自転車競

技)の開催 

紫波町実行委員会を組織し、

自転車競技会を実施した。 

・サイクルチャレンジ開催 

参加者：45 人 

内容：自転車競技場走路の歩

行体験、自由走行、タイムトラ

イアル 

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

自転車への関心を深める機

会をつくることができた。

また、東北総合体育大会の

実施過程で自転車競技種目

の解説を含めた PRを行い、

町民の自転車競技への理解

を深めることができた。 

 

Ａ 

 

【基本施策６  生涯学習関連施策の整備・充実】 

具体的施策 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)社会教育

施設等の整備 

社会教育施設等

整備事業 

・古館公民館集会施設新築工事 

・紫波運動公園駐車場舗装工事 

・総合体育館放送設備改修工事 

・更新時期を迎えた暖房機器の

購入 

利用者の安全確保及び利

便性の向上のために計画的

に整備を実施した。 

特にも古館公民館集会施

設新築工事の施工に当たっ

ては、地元住民との協議を

幾度となく行い、利用者か

らの要望等を取り入れ整備

することができた。 

 

Ａ 
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【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 主要事務事業 取組内容 成果と課題 評価 

(１)学習情報

の提供 

教育委員会ホー

ムページによる

周知 

ホームページを活用し生涯

学習関連情報を提供する。 

 アクセス件数 

  教育委員会 HP 139 件/日 

  公民館 HP   173 件/日 

前年度と比較すると閲覧

数は伸びている。22 年度は

第三セクターの経営状況等

も公開し、引き続きコンテ

ンツの充実に努めていきた

い。 

 

Ｂ 

(２)事業評価

方法の確立 

社会教育委員会

議の開催 

社会教育委員会議小委員会

の開催 ３回、全体会１回 

構成員の分野別に小委員会

を設け、共通テーマ「第 2次紫

波町総合計画の基本構想の実

現に向けて」についての協議を

行った。 

・少人数での会議であるこ

とから一人ひとりから提言

をいただくことができた。 

・４つの小委員会があるが、

東日本大震災の影響によ

り、１つの小委員会を開催

することができなった。 

 

Ｂ 
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３ 学識経験者による総合評価 

 
紫波町教育委員会の事務の管理及び執行状況に係る点検・評価報告書に関する意見書 

 

                                          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且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５０項目中Ａ評価は４１項目となっており，達成率は約８０％以上となっている。

昨年度の達成率をさらに，向上させていることは高く評価することができる。 

  また今回，Ｃ評価が一つもないことも教育委員会の努力の成果として評価することがで

きる。 

 

 学校教育分野において，「一人一人の資質や能力を伸ばす学習指導の充実」「豊かな人

間性を育む心の教育の充実」など適切な基本施策８つによって構成されている点も妥当で

ある。ただ，昨年度が，特に「学力向上」に対して一体的な取り組みとなっていたのに対

して，教育施策８つとしてどのような方向の教育を目指すかが，報告書からは見えなかっ

た。が，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し，「生涯学習の基礎作り」を基盤として

の，家庭教育，伝統文化の尊重，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よう。しかし，学校教育分野に

比べて，評価Ｂのものが目につく。今後，その実効性向上への新たな手立てが必要とされ

るだろう。 

  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，実際の達成率Ａであっても，その成果に安住することなく，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 

  ５０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７項目が削られているが，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。 
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○評価方法について               

 評価においては，「十分」と「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で点数化する必要があるであ

ろう。昨年度までの評価結果における「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ということではなくなったのは，よいと思うが，何をもってして

判定しているのかの意味付けと説明責任を果たすことが重要であろう。 

 

○評価表の内容について 

  「取組内容」「成果と課題」「評価」と過程を踏んだ適切な評価表の構成となっている。

「成果と課題」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」のあり方について先にも述べた評価法方法

の明確な基準の提示が求められるのではないか。また「成果と課題」については，今後の

対応」についての記述がないので，その「工夫」について具体策までを含めて記述する必

要があるだろう。次の見通しをもつ「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                                

○「地域に開かれた学校づくりの推進」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Ａとなっており，教育委員会と学校と連携が昨年

度以上に推進されたことがうかがいしれる。 

 「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べ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。 

○「１－（２）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と思っていたが，かなりの数の住民参加がなされたことは 

意味深い。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。 

○「２－（１） 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。他市町村では，結果を出すためにＮＲＴの過去問を徹底練習させたなどと 

いう例を聞く。こうした本末転倒とならないようにしなくてはならない。あくまでもテ 

ストしたことが，この子の状況把握や今後の指導に役立てるものでなければならない。  
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このように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くためにも，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。 

○「２－（１）指導主事の校内研修等への派遣」は６０回を超えて指導を行っていること 

は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。 

○「２－（２）個に応じた指導方法や指導体制の工夫」において，子ども達に対する様々 

な取組が設定されていることはよい。特にも一人ひとりの学習者の成長に寄与するであ 

ろう人的な支援に配慮していることは好ましい取組といえる。人的配慮は，予算措置が 

伴うだけに行政として大変な点であるが，今後も出来るだけ多くのサポートを期待した 

い点である。またこの項目にくくられている主要事務事業について，評価がＡであるこ 

ともよい。 

○「学力向上実践研究事業」今日的な課題である「学力問題」について直接的に取り組み 

３年間の成果を発表された。学校においてこうした機会を子どもを育てるだけではなく， 

教師の力量向上にも大きく寄与することとなって効果は大きいだろう。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。学校の研究は大いに推進されるべきである。 

○「基本政策６ 適性な就学指導と特別支援教育の充実」は，今後最も重要な柱となり得 

る項目といえる。就学支援委員会における適切な判定も重要であるが，保護者としては 

通常学級に通わせたいという思いも強いだろう。こうした思いを特別支援によってその 

個の能力が一層に伸びることを説明責任として果たしていく必要がある。また普通学級 

にいて見られる「高機能しょう害」などの子どもに対する手立てとしてのスクールヘル 

パー配置は重要な事業である。財政状況が許す範囲において，多くの拡充を期待したい。 

そうすることが，担任されている教員の負担軽減につながり，学級の向上ともなってい 

くと考えられる。 

○今回の震災を受け，「学校施設の耐震化推進」は出来るだけ早急に行いたい事業である。 

 

◆Ⅱ 生涯学習分野 

●「地域社会教育」に関わる項目については，すべて評価がＢとなっている点が目立つも 

のとなっている。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。特に紫波町のような都市隣接のベ

ッドタウン型となっている町においては，新住民の地元に対する関わりが薄いことが指摘

されるのは，全国的な傾向である。いかに，地域住民に地元に対する愛着を深め，地域住
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民同士による連携感といった意識を風土・文化として培うことが大切になるだろう。その

ためにも，生涯学習においてあげられている項目を広く町民に広報していくことが求めら

れる。 

○芸術に関する事業についての参加者数が昨年度は減少であったが，観客数が増加した  

ことはよいことである。啓蒙，広報活動などが学校を通して広く保護者を中心に広がり 

関心を持てたからといえよう。 

○ボランティア育成事業において，「読書ボランティア」講習を開催したことは，大変望 

ましい事業といえる。各学校において読書ボランティアが活動しているのが当たり前に 

なりつつある中で，こうした講習を通じて団体同士の交流や技能の向上などを図り，さ 

らに新たな団体を育成していくことにもつなげていきたい。 

○「基本施策４」において「伝統文化の保存と町民文化の創造」という項目が立てられた 

のはよい。内容としての「芸術祭」「顕彰事業」という設定は寂しい印象を受ける文化保

存と創造において，紫波町独自の文化という点においてその他の視点を広く設定すること

はできないだろうか。 

 

◆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

して教育展望に基づいての建設的な提言等に期待するところである。 

 

◆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。 

  昨年度も同様に指摘したが，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けい

もう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。 

  紫波町が進めている学習者に手厚く指導を行おうとする姿勢は大変よい方向である。今
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後，多様な学習者に応じた，また生涯教育においても多様な町民のニーズに応じた取組が

求められるであろう。一人ひとりを大切にするという精神はいつも根本として大事にし，

教育委員会としての事業を進めてほしい。 

  

 昨年度から教育委員会直接の事業ではなくなったという図書館整備事業など，読書を巡

る一連の取組は，文化創造，学力保証において重要な要素となる。学校における「朝読書

の推進」や人的な配置はもちろんのこととして，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してほしい。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。  



 




