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学力向上の推進
担
当

部　名 教育委員会 
課　名 鹿嶋っ子育成課

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ1　（自己評価）

主要事業名 学校図書館の整備
担
当

部　名

鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ
重点目標 豊かな心と生きる力の育成

教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課

１　事業の位置づけ

対象 小学生・中学生・教員 規模 5,922人

3　実　績

    平成23年度は中野西小学校と鹿島小学校に専任司書を配置し，学校図書館を開館しました。８校８人の司書を専任配
置し，司書の定例会議の開催や中央図書館司書職員との合同研修を行い，情報の共有化や技術の向上に努めました。ま
た，学校で必要な図書を購入できるよう図書購入費を増額し，不足資料については，小学校の年間計画を作成し，中央図
書館の蔵書が検索できるシステムを使って中央図書館の資料の相互貸借を行いました。

対象及び規模

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

学校図書館未整備校との比較で読書環境に差が出ている。読書センターとしての機能は十分果たしている状況だ
が，学習センターとしての機能と活用についても研究していく必要がある。

改
善
策

計画的に学校図書館を整備するとともに，司書の配置について研究・検討していく。
中央図書館と連携を図りながら，年間利用計画を小中学校ごとに作成する。
司書対象研修会を開催し，図書館の活用を図る。

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ2　（自己評価）

主要事業名

体系項目 生きる力の育成
個別施策 読書活動の充実

２　事業概要

目　的
 児童生徒の自主的な学習活動を支援し，積極的な読書活動を充実させることにより，情報収集及び活
用する能力を高めるとともに，豊かな感性や表現力を身につけることにつなげる。

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

豊かな心と生きる力の育成
体系項目 小中学校教育の充実
個別施策 基礎･基本の定着を図る教育の充実

２　事業概要

重点目標

目　的
 鹿嶋市の地域性を活かして自分の生き方を創造し，それによって地域の人々と豊かな生活を築いて行
こうとする「鹿嶋っ子」を育成するため，主体的に学ぶ意欲を持ち，達成感や充実感を味わいながら
自らの課題を発見，解決できる力を育てる教育環境を整備します。

対象及び規模 対象 市立小学校　・　中学校 規模 5,518人

3　実　績

 　個に応じた指導の充実を図り，一人ひとりの能力を伸ばすためには，より高い専門性をもった人材の配置が必要不可
欠であると考えます。そのため，採用の際には選考試験を行い，採用後も特別な支援を要する児童に対する支援等の研修
を行う等，採用した職員の資質向上も行いました。AT・TTについては，学校の実態や必要性に応じて配置しています。
また，4月に茨城県学力診断テストを実施し，その結果を十分に分析し，授業改善と個別指導に活かしました。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　ＴＴ及びＡＴの導入による成果の大きさや必要性は今後，減少されることは予想されません。そのような状況
で，予算削減の枠組みに組み入れられ人員を削減されると子どもたちの学力向上の面でもこれまでのような成果
が十分に上がらないことも考えられます。その対策として，休憩時間や授業時間中の情報交換や情報共有を密に
とることで課題解決を図っています。

改
善
策

   より効果的なAT・TTの個別支援や教職間の情報共有のポイント等についての研修や師範塾の研修講座開設を
地道に継続して資質向上を図ることが重要と考えます。不足する部分については，指導力向上やＴＴ及びＡＴの
指導のあり方や役割，生徒理解等に関する資料を作成・配布して，各学校で研修を行ってもらうことで資質の向
上を図っていきます。
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平成23年度　教育行政評価　Ｎｏ３　（自己評価）

鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ
重点目標 学力の確実な向上

６，５００人

3　実　績

  年間給食供給予定回数１９９日のうち，東日本大震災の影響で，４月の２日間は供給ができなかったが，施設復旧後は
予定どおり給食を提供することができました。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

   諸物価の高騰により食材調達で不安はありましたが，安定的に安心・安全な給食を今後も供給してまいりま
す。また，福島第１原子力発電所事故(３月11日）に伴う放射能問題により，食の安全が課題となっています。

改
善
策

　食の安全につながる対策として，給食センター内の設備点検（定期点検・日常点検）を遵守するとともに，給
食の安全確保に努めています。なお，放射能問題については，給食に使用する食材の納入業者を通して安全性の
確認をしております。また，平成２４年度より消費者庁が所管する放射線測定器を借り受け，食材の測定をして
安全性の確認を推進してまいります。

主要事業名 長期欠席児童生徒解消
担
当

部　名 教育委員会 
課　名 鹿嶋っ子育成課

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 学力の確実な向上
体系項目 小中学校教育の充実
個別施策 穏やかな心身を育む教育の充実

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ2-1　（自己評価）

主要事業名 食育推進事業
担
当

部　名 教育委員会
課　名 学校給食センター

１　事業の位置づけ

体系項目 小中学校教育の充実
個別施策 穏やかな心身を育む教育の充実

２　事業概要

目　的    　市立幼稚園・小・中学校の園児・児童生徒及び教職員に安全な学校給食の提供をします。

対象及び規模 対象 幼稚園・小中学校児童生徒及び教職員 規模

２　事業概要

目　的
  子どもたち一人ひとりの学ぶ権利を尊重し，学校で学ぶ楽しさを実感し，学び合う仲間を得られるよ
うにする。

対象及び規模 対象 市立小中学校児童生徒及び保護者，教職員 規模 約8,000名

3　実　績

  各中学校区ともに，地域の特色を生かした小中連携に取り組み，児童生徒の交流にとどまらず，教職員の交流も図られ
るようになっている。また，スタートカリキュラム作成委員会を開催したことにより，幼小職員の親交が図られ，それぞ
れの教育の特性を理解することができた。教育相談指導員の相談件数は増加傾向にあり，児童生徒，保護者だけでなく，
学校現場からも高評である。また，保護者対象の子育て懇談会についても，回を重ねるごとに参加者が増えている。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

  各校の積極的な取り組みの成果として，増加率は抑えられているが，不登校生徒が大幅に減少するにはいたっ
ていない。今後，小中連携をさらに強化し，小中学校間での情報交換を密にしていく必要がある。
　スタートカリキュラム作成，配布までは行うことができたが，本カリキュラムが有効であったかはまだ検証さ
れておらず，幼保小においての実践を今後検証していく必要がある。

改
善
策

  不登校等対策連絡協議会を開催し，市内小中学校の不登校解消支援担当者による協議及び情報交換を行い，小
中の連携をさらに強化する。
　各校の実態把握を行い，よりきめ細やかなカウンセリングを実施していく。また，県配置のスクールカウンセ
ラーとも情報交換を行っていく。
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3　実　績

   行政が予算を確保。各地区のカルタ大会は，まちづくりセンターや文化財愛護協会と協力して事業を実施，ミニ博物館
は大町商店会と，郷土資料館はみどり推進課と施設によって所管が異なる。かるた大会やウオーキングなど長く実施して
きたが、温度差があり一部の人や機関に負担が大きいのも現状である。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

 　ミニ博物館や郷土資料館は観光地や歴史のまちとしての鹿嶋をアピール・情報発信していく施設として有効
であるが，管理運営に様々な課題があり，運営母体は充実した組織が望まれる。地域の資源活用についても教育
委員会だけで進めることは難しく，生涯学習課や商工観光課等と連携して周知活動も含めて進めていく事が必
要。

改
善
策

　 博物館の代替えの施設でもあり、鹿嶋の歴史や文化の情報発信をしていく施設として管理運営団体を検討し
ていく。組織や運営委員会の充実。施設の改修など展示資料の充実も必要である。

個別施策 地域資源や地域人材の活用

２　事業概要

目　的

　郷土教育の振興を図るために，地域にある資源の利活用を積極的に進めていく。その戦略としては
まなす公園内にある郷土資料館の活性化や門前町の空き店舗を活用して鹿嶋市内の歴史や文化を紹介
するミニ博物館の管理運営など，鹿嶋市の情報発信基地として郷土理解に向けた様々な企画やイベン
トも実施していく。

対象及び規模 対象 一般市民・観光客 規模 66,760人

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ４　（自己評価）

主要事業名 学校支援体制の充実
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課

２　事業概要

目　的

 新鹿嶋市総合計画の目標のひとつである「世界に羽ばたく人づくりを進めるまち」をふまえ，鹿嶋市
教育基本計画の重点施策でもある子どもたち自身が自分の理想的な人格的価値を選択したり創造した
りする力をもった「鹿嶋っ子」の育成に今後も重点的に取り組む必要があります。そのため，教科・
領域はもとより，総合的な学習の時間を有効に活用し，特色ある学校教育活動を主体的に取り組み，
小中学校教育の充実を推進します。

対象及び規模 対象 小学生及び中学生 規模 5,518人

3　実　績

　市の財政状況から，予算が年々少なくなってきている状況ではあるが，限られた予算の中で市内全小中学校において，
年度始めに計画した内容に基づき特色ある学校教育活動に取り組んでいる。

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 郷土理解教育と国際理解教育
体系項目 郷土理解教育の推進

鹿嶋の歴史・文化・伝統の普及と発信
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ５　（自己評価）

主要事業名

19

１　事業の位置づけ

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

  学校によって，消耗品費に支出が多いなど，予算支出に偏りが見られるので，教育研究のための研修会等への
支出を増やしていくよう指導する。

改
善
策

    指導主事を中心に，学校へ趣旨を理解してもらうよう働きかけ，適切に予算を執行してもらうように指導し
ていく。

鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ
重点目標 学力の確実な向上
体系項目 小中学校教育の充実
個別施策 学校支援体制の充実
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3　実　績

 　東日本大震災の影響もあり，事業参加者及びスポーツ施設の利用者が前年の最高値に比べやや減少しました。例年通
り健康づくりスポーツ教室は，体育協会やかしまスポーツクラブで実施するほか，スポーツ推進委員による各まちづくり
センターで事業を開催し，26教室で参加者は1,318人です。資格認定者は、H２０年度11人，H21年度13人，H22
年度8人，H23年度19人で認定者は178人となり，地域で活動しております。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

   スポーツ大会や教室等は増加し，成人の週1回以上のスポーツ実施率は，アンケートで平成22年度35.9％と
伸びてきていますが，目標の50％以上を達成する手法について気軽にできる様々なスポーツ事業の検討をして
います。

改
善
策

 市民が行う各種スポーツ実施状況の把握方法を検討し，まずは市民に浸透しているウォーキングやステップ運
動を拡大し，事業展開を図ります。また，体育協会等とタイアップしてスポーツ推進委員指導のもと，軽スポー
ツを取り入れたニュースポーツや障がい者スポーツ，親子対象など，その他事業を展開し，地域におけるスポー
ツ実施機会の拡大を図り，成人の週1回以上のスポーツ実施率50％以上を目指します。

個別施策 地域スポーツの展開と情報の発信

２　事業概要

目　的

　スポーツ振興の推進主体となる体育協会やかしまスポーツクラブ等，各種スポーツ団体との連携を
図り，各団体が主体的に活動に取り組むことができるよう支援をします。さらに，各地域より選出の
スポーツ推進委員を中心に，地域における多様なスポーツ事業を充実させたり，新たに軽スポーツや
ウォーキング大会等のイベントを開催し，スポーツ機会の拡大を推進し，成人の週1回以上のスポーツ
実施率50％以上を目指します。

対象及び規模 対象 市民全般 規模 スポーツカレッジ３２人，スポーツ教室1,518人

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 スポーツ・芸術文化活動の振興と市民交流の推進
体系項目 スポーツの振興

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ７　（自己評価）

主要事業名 スポーツ指導者養成講座・健康スポーツ教室の開催
担
当

部　名 市民協働部
課　名 スポーツ推進室

3　実　績

  教育研修会や学校訪問研修会，ビデオによる指導者研修等，教員の研修機会を多く実施したことにより，教員と英語指
導助手による授業の質が高まり，教育効果が上がっています。また，指導主事による学校訪問を行い，校長・教頭・教務
主任・英語主任との懇談から得た各校の課題の改善に努め，校内での英語教育研修体制の確立を支援しています。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　小学校英語活動で養ったコミュニケーション能力の素地を効果的に生かすために，小学校英語活動と中学校英
語科の指導の連携を深めることが課題です。

改
善
策

　小学校英語活動と中学校英語科の指導の連携については，相互の指導内容・指導方法について理解を深めるこ
とが重要であるため，中学校区内の小・中学校間で相互に英語の授業参観を実施することとし，昨年度より参観
回数を増やし相互の理解と情報収集の機会の充実を図ります。また，中学校英語推進協議会を開催し，小学校英
語活動からのよりよい連携について具体策を検討していきます。

個別施策 小中学校での英語教育の充実

２　事業概要

目　的

　英語を母国語とする英語指導助手を各小中学校に配置し，日常生活で自らすすんで英語表現ができることを目標として，小学校１年生及び２年
生は英語に親しむことを重点に，小学校３年生及び４年生は，英語表現に慣れることを重点に，小学校５年生及び６年生は，英語による基本的な
コミュニケーション能力を身につけることを重点にしています。
　中学生は，小学校で慣れ親しんだ会話中心の英語教育から，ライティング力やリーディング力を含む総合的な英語力向上に努めます。

対象及び規模 対象 小学生及び中学生 規模 5,387人

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 郷土理解教育と国際理解教育
体系項目 国際理解教育の推進

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ６　（自己評価）

主要事業名 英語活動の充実
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課
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3　実　績

　事業は，国指定史跡（神野向遺跡）の公有化が主たる事業で，平成23年度末で公有化が指定面積の約９０％まで進ん
でいる。公有化後は史跡公園として整備していく計画で，平成2１年度から専門家による史跡整備検討委員会を設置，平
成２２年度に「史跡整備基本構想」を策定しました。今後は「基本計画の作成」，「実施設計の作成」と進めて，出来る
だけ早い段階で市民の方々へ歴史体験ができる史跡公園として活用できるよう，取り組んでいきたい。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　史跡の保存は地下の遺構を保存することが主たる目的であり，整備や活用については地下の遺構に影響のない
手法について検討が必要で，そのため専門家による検討委員会を設置して，基本構想を策定しました。なお，文
化財の保存活用には，歴史や文化，文化財に関する専門知識を持つ職員の配置が必要で，今後神野向遺跡の史跡
整備事業を効果的・効率的に実施するためには専門知識を持つ若手専門職員の採用育成が急務となっています。

改
善
策

　公開の手法は，郡衙（古代の郡役所跡）を史跡公園として，また歴史学習体験の場として地下遺構の現状保存
を原則にして，史跡の様子が分かるような案内板や説明板の工夫をしていきます。文化財担当職員の育成では，
24年度職員（文化財担当）を1名配置しました。

個別施策 文化財の保護を活用

２　事業概要

目　的

　  神野向遺跡は，古代鹿島郡家跡（鹿島郡役所跡）として，鹿島神宮や神宮境内（沼尾神社・坂戸神
社）等とともに昭和61年に国の史跡に指定された鹿嶋市の貴重な文化財です。
　こうした鹿嶋市の歴史を広く市内外にアピールするとともに，貴重な文化財を永く後世に残してい
くために公有化を図り，史跡公園として整備を進めます。

対象及び規模 対象 国指定史跡「神野向遺跡」 規模 73,607.01㎡（国指定面積）

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 スポーツ・芸術文化活動の振興と市民交流の推進
体系項目 芸術文化活動の振興と文化財の保護

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ９　（自己評価）

主要事業名 神野向遺跡保存事業
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

3　実　績

　各公民館における，自主サークルの文化活動と発表の場を設けるとともに，市全体としては，市美術展覧会や芸術祭・
文化フェスティバル等通じて文化芸術活動の普及を図っている。また，まちづくり事業については，毎年地区の課題を取
り入れて，各種事業を計画し展開している。昨年度は東日本大震災による防災意識の高まりを受け，まちづくり塾やまち
づくり研修会で地域防災について研修を深めるとともに，防災マニュアルの作成など地区の実情に応じた取り組みが図ら
れた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　美術展覧会は運営関係者や出品者の固定化が見られるため，事業の継続にあたり，新しい人材の掘り起こし
や，後継者の育成等が課題である。また，公民館活動については，単一年度の事業だけでなく，中長期的な計画
に基づく事業の実施や，地区まちづくり活動の中核を担う活動実践者の育成を図る。

改
善
策

 　美術展覧会等の事業を新聞社等のメディアも活用して広く知らしめ幅広い出品を募るとともに，文化協会や
活動団体等にも後継者の育成等を呼びかけ，活動人口を増やしていく。また，公民館活動については，全体的な
研修会や講座を通して，共通の地域課題についての研修や地域活動の支援を行うとともに，活動実践者の拡充を
図る。

個別施策 地域に根ざした文化活動の創造

２　事業概要

目　的

　市民の芸術文化活動の振興を図るため，市美術展覧会・芸術祭・市民ギャラリー企画展を開催し鑑賞や成果発表の機会とする
とともに，芸術文化団体等の育成や支援，芸術文化活動の指導者の発掘等を図る。また，市民交流の推進を図るため，各地区ま
ちづくり委員会に公民館活動事業を委託し，市民主体の活動を推進するとともに各地区まちづくり委員会とまちづくりセンター
で組織するまちづくり連絡協議会活動を通じて情報交換や研修会等を開催し，活動実践者の拡充を図る。

対象及び規模 対象 市民 規模 66,760人

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 スポーツ・芸術文化活動の振興と市民交流の推進
体系項目 芸術文化活動の振興と文化財の保護

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ８　（自己評価）

主要事業名 スポーツ・芸術文化活動の振興と市民交流の推進
担
当

部　名 市民協働部
課　名 まちづくり市民センター
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3　実　績

・平成２３年度以前工事完了校　小学校７校（豊郷小・豊津小・波野小・鹿島小・中野東小・高松小，平井小），中学校２校（鹿島中・鹿野中）
・平成２３年度工事完了校　小学校４校（三笠小・大同東小・大同西小・中野西小），中学校１校（高松中）
・新基準で建てられ耐震化工事の必要性がない建物　小学校１校（鉢形小），中学校２校（平井中，大野中）
・計画的な耐震補強工事を実施してきたことにより，東北地方太平洋沖地震（H23.3.11発生）に伴う大きな被害を受けないで済みました。また，本
年度をもって耐震補強工事は，市内全ての小・中学校施設において工事完了となりました。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　今後は，各学校施設とも経年劣化による給排水配管の腐食や外壁の塗装・クラック補修工事等の計画的な改修
工事が必要です。

改
善
策

　  大規模改修工事計画を作成し，計画的に経年劣化による給排水配管の腐食や外壁の塗装・クラック補修・改
修工事を実施していく。

個別施策 校舎及び園舎の改修・改善・耐震化の推進

２　事業概要

目　的

 　 児童・生徒の安全性の確保に加え，学校が地域住民の災害時の避難場所となることから，平成23
年度末を目標に耐震化率100％を目指します。
小学校４校  (三笠小学校，大同東小学校，大同西小学校，中野西小学校)
中学校１校 （高松中学校）

対象及び規模 対象 小学生及び中学生 規模 5,523人

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 安心して学べる環境づくり
体系項目 教育施設の整備

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ1１　（自己評価）

主要事業名 学校施設の耐震化と整備
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

3　実　績

 キャンプ場でのゲームやキャンプファイヤーの研修を行い，講師と意見交換をしながらコミュニケーションについて話
し合い，高校生リーダーの養成を行いました。実施後は，市民センターの祭りへ参加したり，成人式の実行委員として事
業に協力しています。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　ボランティア養成講座に参加しても，その経験を活かす場所が見つからない現状があります。また，ボラン
ティアを必要としている場所にボランティアが集まらない，若しくは，いつも同じ人たちの参加で，新しく参加
をした人は，ほんのわずかであることがほとんどです。需要と供給のそれぞれの情報提供や，地域活動への参加
を促す手法を考える必要があります。

改
善
策

 フロンティア・アドベンチャーのサブリーダーや，成人式の実行委員としての活動など高校生が参加できる地
域活動の情報を集め，参加意欲がある時期に積極的にボランティア活動に参加できる状況を設定していきます。

個別施策 生涯学習の機会の拡充と地域人材の活用

２　事業概要

目　的
  地域での活動を自発的，積極的に行えるボランティアリーダーを育成することを目的に，高校生を対
象とした「ヤングボランティア養成講座」を実施し，ボランティアの基本的な学習の場と機会を提供
する。

対象及び規模 対象 高校生・市民 規模 66,760人

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 スポーツ・芸術文化活動の振興と市民交流の推進
体系項目 生涯学習の充実と市民交流の推進

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ1０　（自己評価）

主要事業名 リーダー研修会の実施
担
当

部　名 市民協働部 
課　名 生涯学習課  
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3　実　績

　 放課後子ども教室は，児童の安全・安心な居場所づくり，勉強やスポーツ・文化活動，地域の人たちとの交流事業
等，さまざまな体験活動を提供するために開設しています。放課後子ども教室を開設している小学校の対象学年の全児童
数のうち参加児童数の割合は平成2２年度は８１％，平成2３年度は７７％の児童が参加しています。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　平成23年7月20日に豊郷，豊津，大同西，中野西小学校の１，２年生保護者宛に実施したアンケート調査の
回収率は８０%。そのうち，放課後子ども教室の「必要性を感じている」という回答は９０%，「利用を希望す
る」という回答は６９％。また，児童クラブと放課後子ども教室が併設された場合に「子ども教室の利用を希望
する」という回答が６０％でした。この結果から，今後，子ども教室未開設の学校でも，学校の実態（空き教室
の有無や連携方法等）を把握した上で，放課後子ども教室の開設を検討する必要があります。

改
善
策

　放課後子ども教室の開設について，保護者へのアンケート調査や社会教育委員・鹿嶋市PTA連絡協議会などの
代表者で構成されている放課後子どもプラン運営委員会で，鹿嶋市の実態に合わせた運営について検討します。

個別施策 安心・安全な子育て環境の整備

２　事業概要

目　的

　 文部科学省と厚生労働省との連携による放課後子どもプランが平成19年度から開始され，生涯学習課は放課後子ども教室，こども福祉課は放
課後児童クラブとして，放課後における子どもたちの安全安心な居場所をつくり，健康で心豊かな「鹿嶋っ子」を育成します。また，青少年相談
員の専門的な研修会への参加を積極的に促し，資質向上を図るとともに，青少年のための相談活動の充実や地域巡回活動の強化に努め，青少年の
健全育成を進めます。
※青少年相談員とは，教育委員会から委嘱される非常勤特別職です(任期は２年間)。

対象及び規模 対象 市民及び小学生 規模 66,760人（うち小学生3,857人）

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 安心して学べる環境づくり
体系項目 教育を支える環境の整備

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ1３　（自己評価）

主要事業名 子どもの居場所づくり事業及び青少年相談員活動の実施
担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課

3　実　績

　新規事業であった大野ふれあいセンターは工期延長や事故等もなく完成した。その他の社会教育施設については，修繕
する箇所が多く存在しており，各施設管理者から要望等も多数出ていることから，修繕を行う優先順位を決定し，効率よ
く修繕及び改修工事を実施していくことが必要である。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　各社会教育施設を巡回し，管理者からの意見要望を把握し調整しながら修繕を行う必要がある。修繕箇所も多
数あることから，予算確保が必要となる。

改
善
策

　修繕及び改修工事の予算の見直しが必要である。

個別施策 社会教育施設の整備充実

２　事業概要

目　的

　鹿嶋市が掲げる「まちの将来像」を実現するためには，「協働によるまちづくり」の推進が必要不
可欠となります。その中で，社会教育施設（まちづくりセンター，鹿嶋勤労文化会館，スポーツ施
設）は，「協働によるまちづくり」を実践する市民活動の拠点施設であり，市民が安心・安全に施設
を利用できるよう計画に従い整備及び修繕，改修を実施します。

対象及び規模 対象 市民 規模 66,760人

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 安心して学べる環境づくり
体系項目 教育施設の整備

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ1２　（自己評価）

主要事業名 社会教育施設の整備
担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課
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地域の教育力向上のため，各講座の受講者が活動を活発化できるよう任意の団体の設立支援（読み聞かせの会）ととも
に，市民対象の講座については一定の目的が達成できたと考え，教職員への研修に特化した。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

   東日本大震災の影響により歳入減が見込まれることから、報償費（講師謝礼分）の確保が課題である。

改
善
策

   教育を取り巻く環境を把握し、必要性及び有効性が見込まれる講座を設定する。

対象及び規模 対象 教職員・保護者 規模 教職員436人・幼小中学生5,912人の保護者

3　実　績

体系項目 教育を支える環境の整備
個別施策 教職員の資質の向上

２　事業概要

目　的
　教職員の専門職としての技能向上，一定の教育活動を保障するための支援及び効率的で正確な事務
処理を行うための学校管理体制の構築を支援します。

鹿嶋っ子育成課

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 安心して学べる環境づくり

  講演会後，保護者へのアンケートを行った結果，講演会について「参考になった・一部参考になった」という
回答は小学校，中学校ともに９２％を占め，「今後どのような子育て講演会を聞きたいか」という問いに対して
は「心の育て方」（小学校で５６％，中学校で４４％），「親の役割」（小学校１５％，中学校２９％）という
回答が多かった。この結果から，今後も「心の育て方」や「親の役割」といった内容を中心とし，子育て講演会
を継続して実施していく必要がある。

改
善
策

  アンケートにより保護者のニーズの把握を行うとともに，講師や学校との事前協議を行い，保護者のニーズに
沿った講演内容や実施方法の検討を行う。

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ1５　（自己評価）

主要事業名 教職員の資質の向上
担
当

部　名 教育委員会
課　名

3　実　績

   小・中学校子育て講演会は，新年度入学する児童・生徒の検診や学校説明会に合わせ，その保護者を対象に家庭教育の
重要性を考える機会として実施しています。なお，講座終了後は，保護者（小学校５６１人，中学校６１６人）に対しア
ンケートを実施（回収率：小学校８８％，中学校６４％）し，講演会参加の感想や講演のテーマ，市に対する要望などに
ついて把握し次回の参考としています。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

個別施策 家庭の教育力の充実

２　事業概要

目　的

 　各小・中学校に新たに就学する児童生徒の保護者を対象とし，子育てに関する知識を高め，悩みや
疑問を話し合う機会として「小・中学校入学前子育て講座」を実施します。
　また，中学生及び保護者を対象とした健全な性に関する知識を学習する「心とからだの講座」を実
施し，中学生が自分自身を大切にするための心の育成と保護者の再認識を図るなど，未来を担う，た
くましく心豊かな「鹿嶋っ子」を育む子育てを支援します。

対象及び規模 対象 市民（新入児童及び新中学1年生の保護者）及び中学生 規模 ２，９３０人

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 安心して学べる環境づくり
体系項目 教育を支える環境の整備

平成2３年度　教育行政評価　Ｎｏ1４　（自己評価）

主要事業名 子育て講演会及び心とからだの講演会の開催
担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課
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3　実　績

 　平成２３年度は募集定員３０名中２１名，申込割合７０％と，前年度の６０％を越えましたが，いまだに低い水準の
ままです。この状況を少しでも改善しようと，２３年度から次年度の募集を行い内定という形で奨学生を早期に決定でき
るよう規則の改正を行いました。その結果，募集人数は２５名と更に増加しました。また，募集枠に余りがあるので，新
年度に追加募集として奨学生を募ることに決まりました。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　募集人数は増加したが，規則が変わったばかりなので，募集時期が早まったことを知らない学生・保護者がい
ました。また，返還滞納額が昨年度よりも増加しているので，滞納額の完納も課題となりました。

改
善
策

 　規則改正による周知不足については，案内文等を各学校に配布しているが，配付する対象・配付枚数などの
検討が必要なので協議が必要です。返還滞納額については，定期的な督促状の送付，臨戸訪問の実施が完納への
改善策になります。

個別施策 教育機会の保障

２　事業概要

目　的
 平成７年，高塚正義氏からの３億円の寄附を原資に，市独自の高塚奨学基金を設けました。この奨学
基金をもとに，優良でありながら，経済的な理由により修学が困難な生徒・学生に無利子で学資（奨
学金）を貸与することにより，修学を資金面で支援し，有為な人材の育成を図ります。

対象及び規模 対象 市内に１年以上住民登録を有する者の子弟 規模 ３０人

１　事業の位置づけ
鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 安心して学べる環境づくり
体系項目 教育を支える環境の整備
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主要事業名 高塚奨学基金制度の充実
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課
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