
事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

01 款 10 項 03 目 03

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　茨城県では，平成１９年度から平成２７年度まで耐震改修促進計画に基づき，平成２７
年度末の耐震化率９０％（県内）を目指している。特に茨城県は耐震化率が都道府県の中
で低く，より精力的に推進していく必要がある。

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 平成23 年度から 平成24

根拠法令 耐震改修促進法

事業の性質
法定受託

事務
自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

　 　
その他職員

従事
職員数

正規職員 ３ １ 　 　
　一般財源 5,612 83,630 0 0 0 0
　その他(参加者負担金)

0

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 5,612 83,630 0 0 0

大規模改造工事費 　 79,800 　

　
管理業務委託費 　 3,830 　

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（決算額：千円）（予算額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

実施設計委託費 5,612 　

対象及び規模
対象 大野中学校生徒及び教職員 規模 516名

予算科目コード 会計 事業名 中学校大規模改造事業

２　事業概要（Plan）

　平成21年度に大野中学校特別教室棟（南側校舎）の耐力度調査を実施した結果，耐力度が低いこ
とから改築工事を予定した。しかし，今後の生徒数調査により，平成22年度以降より生徒数が減少
傾向にあり，今後管理教室棟に余裕教室が見込めるため，特別教室棟内にある理科室や家庭科室など
の機能を管理教室棟側に移設し，特別教室棟については解体・撤去し，校内教育施設の環境整備を図
る。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・工程会議による教育委員会，学校等の情報共有の徹底
・市内小中学校施設の計画的な大規模改造事業の実施
・生徒の安全の確保と工事期間中の安全管理の徹底

体系項目 （１）教育施設の整備

個別施策 ① 校舎及び園舎の改修・改築・耐震化の推進

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.９

主要事業名 学校施設の改修と整備
作　成　日 H25.5.20
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課



学校施設の改修と整備
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

100

【比率： 100 ％】 Ａ Ａ Ａ

#N/A

【比率： ％】

#N/A

【比率： ％】

 
４　自己評価結果（Action）

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り組

み
個別事業実績評価

数値目標

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　現在，大規模改造計画（案）は策定されているが，この計画を再度見直しを図り，計画的な大規模改造計画を推し進めていく。

必要性 執行段階の効率性 有効性

学校施設の教育環境の整
備

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業
務改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）を
乗じ，個別事業実績評価点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃの区分により総合評価とす
る。

合計
点数

評価：

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

実績

社会情勢や財政、他市での取り組みなどを考慮し、事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

　平成２１年度から平成２３年度までに，耐震補強工事を優先的に実施し，市内小中学校施設の耐震補強工事は完了している。また，一部の小学校では，大規模改造工事により施設の改修
を完了している。
　※大規模改造工事実施済み校（豊郷小：平成９年度，波野小：平成１２年度，豊津小：平成２０年度，平井小：平成２２年度）

継続･休止の理由 継続 理由 　今後は，施設の老朽化が懸念される市内の学校施設においては，各施設の大規模な改造工事が必要となってくるため，今後も継続し工事を推し進めていく。

課題

継続する場合、現状認識を踏まえた課題について記入してください。

　各学校施設は，建築から約40年以上を経過し，施設内外や配管など老朽化が進んでいるため，各施設については大規模な改修工事が必要となってきているため，今後，計画的な大規模改
造工事を推し進めていくことが重要となってきている。

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果

　工事について，学校及び業者と
の連携の取れた工事を行うことが
できたこと。また，工事期間を学
校の夏休み・冬休みを利用したこ
とにより，工事による生徒の学校
生活や授業への影響などを最小限
に抑えることができたことなど，
工事を効率的に推し進めることが
できた。

[課題]

施策の有効性評価：

[課題]

工夫・改善取組評価：

　特別教室棟の理科室や家庭科室などの機能を管
理教室棟に移設，既存の特別教室を解体したこと
により，余裕教室の効率的な利用と施設の適切な
維持管理を行えるようになった。
　また，特別教室棟を改築工事から解体撤去工事
に変更したことにより，国の補助対象外工事と
なったが，当初計画の改築工事費と比べても大幅
な予算削減も図られた。

【改築の場合】
○大規模改造事業（国補：１／３）
　・工事概算額　　　　：約350,000千円
　・国にからの補助額　：約116,600千円
　・市負担の工事額　　：約233,400千円

○今回の改修工事で　　：約  72,199千円
　掛かった工事費
　
○工事費差額（削減額）：約161,201千円

[課題]
　市内学校施設については，建築後40
年以上の建物が多いため，今後経年劣化
が懸念されるため，今後は計画的な大規
模改造計画が必要となってくる。

工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価：

　大野中学校南側特別教
室棟の耐震性が低いた
め，当施設を解体し，こ
れまで施設内にあった理
科室や家庭科室などの機
能を管理教室棟に移転す
る大規模改造工事を行
い，教育環境の整備を図
る。

工事費計：
72,199,050円
【工事内訳】
①教室棟改修工事
　　　47,125,050円
②教室棟電気設備改修
　　　5,355,000円
③教室棟機械設備改修
　　　5,953,500円
④特別教室棟外解体工事
　　　13,765,500円

　特別教室棟内の理科室及び家庭
科室などの機能を管理教室棟へ移
設し，特別教室棟は解体する。
[目標達成度]
　特別教室棟の理科室や家庭科室
などの機能を管理教室棟へ移転
後，特別教室棟を解体する。

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

A100

中学校大規模改造事業



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

款 項 目

○
○

事業を取り巻く環境について記入してください。

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.１０

主要事業名 社会教育施設の整備
作　成　日 H25.5.24
担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

体系項目 (1) 教育施設の整備

個別施策 ④ 社会教育施設の整備充実

２　事業概要（Plan）

　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
可欠となる。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・安全に施設が利
用できるよう計画的に整備及び修繕，改修を実施する。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・2ヶ月に1度、月初めに施設連絡会を行う。（スポーツ施設）
・各施設の修繕箇所を把握し，定期的に巡回し，修繕等の整備を行う。（公民館施設）

対象及び規模
対象 市民 規模 66,449人

予算科目コード 会計 事業名

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

需用費（修繕費） 4,402 2,891

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（決算額：千円）（予算額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）

5,139 5,139 5,139 5,139
委託費 69,739 5,996 402 402 402 402
工事請負費 104,987 150,338 76,407 76,407 76,407 76,407
その他 48,667 0 0 0 0
備品購入費 15,743 2,301 2,301 2,301

0
2,301

84,249

　地方債

合　計 227,795 174,968 84,249 84,249

0

84,249

財
源
内
訳

　国県支出金 19,035 79,000 0 0 0 0

0 0 0 0
63,100 0 0 0 0

0
　一般財源 145,660 95,968 84,249 84,249 84,249 84,249
　その他(参加者負担金) 0

従事
職員数

正規職員 2 ２ ２ ２
その他職員

２ ２

期間限定 年度から 年度まで

根拠法令

事業の性質
法定受託

事務
自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

目　的

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

   第三次鹿嶋市総合計画（平成２４年度～平成３３年度）では「ときめきホームタウン
かしま」を市の将来像に掲げ，おおよそ８万人が日々さまざまな活動，交流を交わす活力
に満ちた鹿嶋市を目指している。そして，社会教育施設における市民の日々の地域活動や
まちづくり活動などは，総合計画の上記目標実現に向けた重要な取り組みとなっている。

※まちづくり市民センター等利用実績（１０地区館含む）
利用者　３５6，665人/年　　（参考　H23年度　３４６，２６３人/年）
※スポーツ施設利用実績（各施設）
利用者　３５７，７０７人/年　　（参考　H23年度　２９３，１５４人/年）

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し



社会教育施設の整備
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

62

【比率： 75 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

21

【比率： 25 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

個別事業実績評価

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム

①各まちづくりセンターの修
繕及び整備を行う

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　定期的な施設巡回を行い，
修繕箇所及び改修箇所を把握
する。
　計画的な修繕及び改修を行
う。

　施設機能は日々劣化してい
くものであるため，定期的な
巡回を行い計画的な工事及び
修繕の発注を行う必要があ
る。

　定期的な巡回を行い，施設
管理者や利用者の声を直接聞
き，予算への反映及び優先順
位をつけた効率的な工事の発
注を行う。また，定期的な巡
回を行い修繕を実施した。
[目標達成度]
　月１回程度の巡回及び施設
管理者等への施設に関する聞
き取りの実施

　直接の意見をもとに修繕を行
うため，利用者にとって利便性
の高い施設利用ができる。効率
的な予算の運営ができる。

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）を乗
じ，個別事業実績評価点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃの区分により総合評価とする。

合計
点数

82
Ａ：合計点が８０点以上　

総合評価結果Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

　平成25年度は施設管理者や利用者からの意見を参考とするのはもとより，専門的な知識を有する改修が必要な場合は，建築コンサルタント等を活用し，調査を行い，修繕
計画を作成する必要がある。

　経年劣化により修繕箇所が増加するため定期的に修繕及び改修を行う必要があるため

課題

継続する場合、現状認識を踏まえた課題について記入してください。

　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のは当然のことながら，大規模な修繕及び改修については，予算確保の面から
も中長期的な修繕（改修）計画を作成し，計画に沿った整備を行う必要がある。

継続 理由

　見積依頼等について直接施設担
当職員が実施することで工事内容
を把握し，適切な工事発注を行う
ことができる。

個別事業実績評価点：

[課題]
　施設管理者との連携の取れた
施設修繕を行うことが出来た。
次年度は全体の改修計画を作成
する。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

②第２次鹿嶋市スポーツ推進
計画に基づき，スポーツ施設
等の修繕及び整備を行う。

　スポーツ施設整備計画に基
づき計画的に行う。

　年度当初に施設を巡回し，
中期的な施設整備計画を作成
することで，予算への反映及
び効率的な修繕及び改修等の
施設整備を行うことができ
る。

　定期的な巡回を行い，施設
管理者や利用者の声を直接聞
き，予算への反映及び優先順
位をつけた効率的な工事の発
注を行う。施設整備計画を策
定できなかった。定期的な巡
回を行い要望に応じた修繕を
実施した。
[目標達成度]
　月１回程度の巡回及び施設
管理者等への施設に関する聞
き取りの実施

　施設整備計画を作成すること
で，大規模な改修及び修繕計画
を立てることができ，担当者が
異動等で変わっても効率的な修
繕を行うことが可能である。

　施設管理者と定例的な打ち合わ
せを行い，予算と，必要性を考慮
し修繕を行った。

個別事業実績評価点：

[課題]
　施設整備計画を作成すること
が出来ず，修繕を実施してし
まったため，次年度に社会教育
施設全体の改修計画を作成す
る。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

Ａ

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

実績

社会情勢や財政、他市での取り組みなどを考慮し、事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

　市内の社会教育施設及び社会体育施設は１８施設であり，その内１４施設は，築15年以上が経過している施設である。突発的な修繕や改修を要する箇所も多く存在してお
り，各施設管理者から要望も多く出ていることから，施設管理者と連携を取りながら整備を行ってきたところである。厳しい予算の中で，修繕や改修を行う優先順位を決定
し，効率よく工事を実施していくことが必要である。

継続･休止の理由

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

01 款 10 項 05 目 03

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

　子どもたちに学習活動，スポーツ，文化活動及び住民との交流など，様々な体験活動を通して，健
康で豊かな心を育むとともに，青少年相談員の活動による青少年の健全育成を目的とする。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　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・安心な居場所づくり，また，青少年の健全育成及び青少年を取
り巻く安全・安心な社会環境づくりが求められている。青少年の健全育成を推進するため
の，環境整備を図る必要性が増している。
　※「茨城県青少年のための環境整備条例」全面改正⇒「茨城県青少年の健全育成等に関
する条例」（平成22年4月１日施行）
　※青少年相談員（非常勤特別職）は，教育委員会から委嘱される。
　子ども・子育て支援新制度の施行（平成２７年度）に向けて内閣府・文部科学省・厚生
労働省にて準備している。国の動向を踏まえて認定こども園の設立を検討している。

根拠法令 「茨城県青少年の健全育成に関する条例」（Ｈ２２．４．１施行）・鹿嶋市青少年センター設置条例

事業の性質
管理経費

建設事業 その他
事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

その他職員
従事

職員数
正規職員

　一般財源 4,361 6,219 7,484 7,484 7,484 7,484
　その他(参加者負担金)

17,578

財
源
内
訳

　国県支出金 2,266 3,566 10,094 10,094 10,094 10,094
　地方債

合　計 6,627 9,785 17,578 17,578 17,578

14,388
県青少年相談員連絡協議会負担金等 39 31 33 33 33 33
委託料 3,369 6,354 14,388 14,388 14,388

20
0電話料（ゆうゆうダイヤル） 29 29 0 0 0

消耗品費 42 17 20 20 20

0
旅費 562 564 566 566 566 566

2,571 2,571 2,571 2,571
報償費 31 229 0 0 0

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（決算額：千円）（予算額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

報酬 2,555 2,561

対象及び規模
対象 市民 規模 66,449人

予算科目コード 会計 事業名 青少年センター活動経費・青少年育成対策経費

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・指導者の確保による安全対策と多様な活動機会の確保
・警察など青少年育成関係機関との情報の共有化
・認定こども園指定

２　事業概要（Plan）

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ① 安全・安心な子育て環境の整備

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.11

主要事業名 安全・安心な子育て環境の整備
作　成　日 H25.7.19

担
当

部　名 市民協働部・教育委員会

課　名 生涯学習課・鹿嶋っ子育成課



安全・安心な子育て環境の整備 
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

33

【比率： 40 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

33

【比率： 40 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ
 

４　自己評価結果（Action）

A

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

実績

社会情勢や財政、他市での取り組みなどを考慮し、事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

　放課後子ども教室は，平日の部を４小学校区，休日の部を10地区で開設しており，放課後，休日の子どもの安全・安心な居場所として，また，地域との
交流の場として機能した。青少年相談員の活動は，相談員会議(年5回)，班別活動(28回)，早朝，夜間活動(各５回)，祭り等特別一斉活動(３回)，各小学
校・あいさつ声かけ運動(年２回)，脱法ハーブについての研修など，相談員研修(年２回)を実施。さらに青少年相談員の活動を市民にお知らせするために市
広報に活動報告として年３回掲載した。
　認定こども園の準備については，市民福祉部との会議， 説明会へ参加し，様々な課題を整理しながら認定こども園設置について検討してきた。

継続･休止の理由

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

　国や県主催の説明会や研修に参
加し，情報収集に努めた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　保育園と幼稚園の統廃合後の
施設等の活用

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　関係機関等と協力し，青少年
の現状把握と環境整備を行う。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

③認定こども園に向けた準備

　認定こども園の設置，開園
（平成２７年４月）に向けて
の準備

　幼稚園で延長保育の拡充
や，保育所に幼稚園的教育を
望む保護者などが増加して，
ますます幼稚園と保育所の抜
本的な改革が求められてい
る。

　平井幼稚園と平井保育園の
統廃合，、認定こども園設立
に向けて，市民福祉部との調
整会議等を開催し検討してき
た。
[目標達成度]
　打合せ，会議等5回開催
　国や県等の研修，説明会へ
4回出席

　様々な課題を整理しながら、
こども園設置の準備を進めてい
る。

②青少年相談員による巡回活
動の実施

　青少年相談員による巡回活
動の前年度回数（４１回）の
堅持

　青少年を取り巻く環境が変
化するなか，青少年の健全育
成を図るため環境整備が必要
である。

　青少年相談員による早朝・
夜間巡回活動や声かけを行
い，青少年の非行防止活動に
貢献した。
[目標達成度]
夜間早朝等４１回の巡回活動
実施

　巡回や店舗訪問等を行うこと
で，青少年の現状把握に努め，
青少年の健全な環境整備の一助
を担っている。

　警察や学校などの関係機関と連
携をとり，青少年の非行防止を
図っている。

　定期的に各教室を巡回し，指導
者や学校との連絡調整を行った。

個別事業実績評価点：

[課題]
　指導者，学校間だけではなく
保護者の協力も得ながらの実施
を図る。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　子ども教室の開設について，現場の声を聞きながら，運営委員会で実態に合わせて，運営方法について検討する。また，相談員の活動については，青少
年への声かけについて研修を行うなど，一層の知識の向上を図るとともに，店舗等に対し，引き続き条例の周知を行っていく。

　こどもの安全な居場所・環境づくりの必要性が求められており，今後も，地域の実態に合わせた実施が必要となる。

課題

継続する場合、現状認識を踏まえた課題について記入してください。

　安全・安心な居場所の確保のためには，各学校の実態を把握しながら，機関と連携を図る必要がある。地域の実態に合わせた事業実施に向け，事前の協
議を十分に行い，教室の開設を進めることが重要である。また，健全な環境整備のため，巡回活動の継続と共に，店舗等と連携を図りながら，環境整備を
進めていく。

継続 理由

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）を乗
じ，個別事業実績評価点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃの区分により総合評価とする。

合計
点数

80
Ａ：合計点が８０点以上　

総合評価結果

①放課後子ども教室の実施

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　放課後子ども教室実施
　平日の部　　４校
　休日の部　１０地区

　放課後，休日の子どもの安
全・安心な居場所をつくると
ともに，地域の人や異学年と
の交流の場として実施の必要
がある。

　平日の部既に実施していた
豊郷小に加え，豊津小，中野
西小，大同西小の3校も新た
に開設し，休日の部と共に円
滑に実施されている。平日の
部：４小学校区実施，休日の
部１０：まちづくりセンター
実施
[目標達成度】
平日の部４小学校区実施，休
日の部１０まちづくりセン
ター実施

　児童の下校時の安全性が高
まった。また，伝承遊びやス
ポーツ活動等で子どもと地域の
人との交流を図ることができ
た。

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

個別事業実績評価

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

０１ 款 １０ 項 ０５ 目 ０１

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

　報償費

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　家庭教育については，教育基本法第10条に「父母その他の保護者は，子の教育について
第一義的責任を有するものであって，生活のために必要な習慣を身に付けさせるととも
に，自立心を育成し，心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」と規定さ
れ，また，「国及び地方公共団体は，家庭教育の自主性を尊重しつつ，保護者に対する学
習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努め
なければならない」と明記されている。

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

根拠法令 教育基本法第10条ほか

事業の性質
法定受託

事務
自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

その他職員
従事

職員数
正規職員

　一般財源 62 117 159 159 159 159
　その他(参加者負担金)

159

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 62 117 159 159 159

8　消耗品費 7 8 8 8
50　報償費 50 50 50 50

青少年育成対策事業費

98
2 2 3 3 3 3　食糧費

60 58 98 98 98

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（決算額：千円）（予算額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

生涯学習推進事業費

対象及び規模
対象 小中学校入学前児童生徒の保護者及び中学校生徒並びにその保護者 規模 4,649人

予算科目コード 会計 事業名 生涯学習推進事業

２　事業概要（Plan）

　保護者に対し，家庭での子どもとの関わりなど家庭教育の重要性を啓発するとともに，子育てに関
する悩みや不安について，保護者が一人で抱え込まず，相談し合う機会を提供する。また，中学生に
対し，自分自身を大切にするための心を育成することを目的とする。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・講演会講師の人選及び講師との講演会内容についての打合せ

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ② 家庭の教育力の充実

生涯学習課

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

目　的

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.12

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
作　成　日 H25.7.18

担
当

部　名 市民協働部
課　名



子育て講演会及び心とからだの講演会の開催 
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

41

【比率： 50 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

41

【比率： 50 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

継続する場合、現状認識を踏まえた課題について記入してください。

　保護者や生徒の悩みや現状を把握しながら，講演会の内容等を検討し，実施していく必要がある。

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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，保護者のニーズや子どもたちの現状に沿った講演内容や実施方法の検討を行う。

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果 AＢ：合計点が８０点未満～６５点以上　

Ｃ：合計点が６５点未満

　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る。講座終了後
は，アンケートを実施し，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る。 また，心とからだの講演会については，中学生が
自分自身や命，性について考える機会として実施している。

継続･休止の理由

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価：

　学校・講師との連絡・調整を行
い，講演会が円滑に実施されるよ
うに努めた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　学校や講師との連絡調整。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　保護者の参加機会の増加。
　講演会時間の確保。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

②中学生を対象とした心とか
らだの講演会の開催

  市内全中学校５校での講演会
実施

　心やからだの成長について
正しい知識を身につけ，周り
や自分自身を大切にする心を
育成する必要がある。

　講演会を実施することで。
自分自身について考える機会
の提供ができた。
[目標達成度]
市内全中学校５校での開催

　心とからだの教育について専
門的な知識をもった講師の話を
聞くことで，心とからだに関す
る正しい知識が養われた。

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り

組み
個別事業実績評価

数値目標

合計
点数

82

必要性 執行段階の効率性 有効性
  小・中学校入学後の家庭教育
の在り方ついての講演会に参
加することで，改めて，保護
者が家庭教育の大切さや親と
しての役割について考える機
会となる。

　７０％以上の参加者が「参
考になった。」「一部参考に
なった」と回答。
[目標達成度]
受講後のアンケート結果良
７０％以上。

①小中学校に入学する児童生
徒の保護者を対象とした子育
て講演会の開催

  事後アンケートの結果，受講
して良かったという回答率が
７０％以上

継続 理由
　悩みを抱え，他者に相談できずに孤立してしまう親や子が少なくない中，子育てや自分自身について考え，相談する機会として継続的に事業を
実施していく必要がある。

　就学時健康診断や入学説明会
等に合わせて実施することによ
り，出来るだけ多くの保護者に
講演会に参加してもらうことが
できた。

　学校・講師との連絡・調整を行
い，講演会が円滑に実施されるよ
うに努めた。

課題

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）を乗
じ，個別事業実績評価点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃの区分により総合評価とする。

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

実績

社会情勢や財政、他市での取り組みなどを考慮し、事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

１ 款 １０ 項 ０１ 目 ０４

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.１３

主要事業名 教職員の資質の向上
作　成　日 H25.8.21

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
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

２　事業概要（Plan）

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ③ 教職員の資質の向上

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
施策の完全実施

対象及び規模
対象 教職員・保護者 規模 教職員429人，幼小中学生6,032人の保護者

予算科目コード 会計 事業名 教職員の資質の向上（師範塾関係経費）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

報酬（市負担指導員分） 2,880 2,880

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（決算額：千円）（予算額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）

2,880 4,320 4,320 4,320
報償費（講師謝礼分） 2,163 1,368 1,600 1,600 1,600 1,600
需用費 135 52 162 162 162 162
役務費 35 31 48 48 48
委託料 521 40 100 100 100

35,806 35,756 37,500 37,500 37,500

48
100

44,684

37,500
補助金 954 954 954 954 954 954
負担金

　地方債

合　計 42,494 41,081 43,244 44,684 44,684

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 42,494 41,081 43,244 44,684 44,684 44,684
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 ４ ４ ４ ４

市民サービス

４ ４
その他職員

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

　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する。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　教職全般にわたる，より専門的資質能力の向上や各職務に関する専門的資質能力の向上
を図ることを目的とした研修講座を受講し，自らのスキルアップに努めたいと考える教職
員の要望は年々増加している。鹿嶋師範塾はその要望に応えるために，平成２４年度は２
３講座を実施し，受講生の技能向上に寄与した。
　また，４人の指導主事による計画的な学校訪問が行われ，教職員の資質の向上に努めて
いる。

根拠法令 教育公務員特例法第２１条

事業の性質



教職員の資質の向上
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

26

【比率： 30 ％】 Ａ Ｂ Ａ

23

【比率： 25 ％】 Ｂ Ａ Ａ

16

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

10

【比率： 10 ％】 Ａ Ａ Ａ

14

【比率： 15 ％】 Ａ Ａ Ｂ
 

４　自己評価結果（Action）

アウトプット

　教育課程が適切に行われて
いるかどうか把握し，適切で
ないときは指導する。また教
員の問題や，児童生徒の問題
に対して校長，教頭を通して
解決に当たる。

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

　全国学力・学習状況調査の向
上が見られている。

個別事業実績評価

合計
点数

89

個別事業実績評価点：

評価：

　当初訪問予定９２回に加え，現
場の要請に応え２２回，訪問を実
施。計１１４回訪問。
[目標達成度]
当初予定どおり訪問実施。小学校
６８回，中学校４６回。

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）を乗
じ，個別事業実績評価点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃの区分により総合評価とする。

Ａ：合計点が８０点以上　

アウトカム

　市費負担教職員の教育力向
上のほか，鹿嶋師範塾の講義
内容の策定や講師のコーディ
ネートなど，運営に関する業
務を引き受ける。

工夫・改善取組評価：

施策の有効性評価：

改善策
課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　講座受講者の要望や指導主事の学校訪問の成果を踏まえて，必要性及び有効性が見込まれる講座及び研修を設定する。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性

[課題]
　各学校の独自性がまだ発揮し
きれていない。指導時間の不足
等。

　指導主事による指導時間の確保。また師範塾においては，研修講座によっては参加者数のバラツキが見られる。講師・スタッフ不足及びコンパクト化による質の向上の観点
から，鹿嶋市師範塾の常設講座は１２～１３講座が理想である。参加者数や広がりが少ない研修講座の見直しが必要である。

　教職員の研修などを支援す
る鹿嶋師範塾の運営や教職員
の指導を行うほか，教育長が
必要と認められた事項に関す
る事務を行う。

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

実績

社会情勢や財政、他市での取り組みなどを考慮し、事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

　地域の教育力向上のため市民対象の講座を行うとともに，教職員対象の研修の特化を図った。特に師範塾受講者数が４７１名（平成２３年度）から８１７名（平成２４年
度）に増加していることからも，自らのスキルアップに努めたいと考える教職員の専門職としての技能向上に寄与している。

継続･休止の理由 継続 理由 　教職員の資質向上に，指導主事や各種研修講座によるサポートが必要なため。特に若い世代の教職員にとっては貴重な機会となっている。

課題

継続する場合、現状認識を踏まえた課題について記入してください。

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

施策の有効性評価：

　教職員の指導・相談を行い，
特に初任職員にとっては大きな
サポートとなった。

　訪問時だけでなく，事前の指
導，事後のアドバイス・サポート
を積極的に行う。また指導主事の
学校訪問の結果などについて，部
内会議で情報を共有している。

　県内市町村でも教職員研修機
関を設置している自治体が少な
く，教職員が様々な知識を学ぶ
ことができる貴重な機会を提供
できた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　研修が一過性のものとならな
いように，市内の各学校に成果
検証と課題解決を働きかける。

鹿嶋師範塾講座の収容動員数の少
ない講座の見直しを進め，コスト
の削減を行った。

個別事業実績評価点：

[課題]
　講師，スタッフの確保。講師
情報，ネットワークの構築。

工夫・改善取組評価：

　講座受講生の意見や要望などに
ついて，部内会議で情報を共有
し，必要に応じ，業務の見直しを
行っている。

[課題]
　教育相談室の増設（現状１部
屋で対応しているが，保護者の
相談が重なることがある）

　総事業費954千円。
[目標達成度]
　生徒指導研修及び学習指導
研修の実施。・陸上記録会，
競技会及び地区音楽発表会の
運営。・特別支援学級校外活
動の実施。

　鹿嶋市教育会の教職員の研究
への取組の推進が期待できるほ
か，児童生徒の体育的・文化的
技能の向上と学校種を超えた交
流が実施できた。

　平成２４年度全国学力・学
習状況調査の分析結果に基づ
き，その課題解決及び確かな
学力の向上を図るための協議
を行う。

評価：

　提案された取り組みや，参考
とすべき取り組みを自校に取り
入れることで，教職員の指導力
向上と校内研修の充実につなが
る。

　学力向上研修会に関連して，小
学校の国語科と算数科の提案授業
をそれぞれ１回実施した。

①計画的な学校に対する訪問
指導

②鹿嶋師範塾での教職員対象
の講座の開講

③教育指導員の配置

④学力向上研修会の実施

⑤鹿嶋市教育会に対し，教職
員対象の研修実施等への補助
金交付

　学校教育の支援者養成機関
として，教職・職務研修講
座，教科研修講座のほか，学
校に出向き，児童生徒を対象
とする講座や市民対象の講座
を行う。

　指導主事を４人配置。教職
員の指導，相談等にあたり学
校運営や指導力向上を図る。

　自主財源の少ない鹿嶋市教
育会が，円滑に事業運営を行
うための補助金を支出する。
鹿嶋市教育会（教職員数378
名，児童生徒数5,387名）。

Ｃ：合計点が６５点未満

　各学校の教育課程や校内研修の
核となる教務主任が集まり，より
具体的な課題や今後の方向性を見
出すことができた。２１名参加。
[目標達成度]
　予定通り研修会を実施した。

　教育指導員２名配置。
報酬として2,880千円支払。
120千円×2名×12月。
[目標達成度]
　市費負担職員のサポートのほ
か，鹿嶋師範塾の運営では，講師
や講師派遣会社との調整を行っ
た。

　地域の実績に即した実践的
な内容について，研修機会が
確保されていない。講座を受
講することにより，教職員の
指導力向上を図ることがで
き，理論と技術を体系的に学
ぶ事ができる。

　２３講座を１０５回開催。
計８１５人受講。
[目標達成度]
　当初計画１７講座に対し１
５講座を実施した。また，年
度途中に希望のあった８講座
を実施した。

評価：

　全国学力・学習状況調査の
結果の分析，活用の在り方，
思考力・判断力・表現力を育
てるための指導の在り方を協
議。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　鹿嶋市教育会の教職員の教
育研究活動支援とともに，小
中学校の児童生徒の体育・文
化的活動を支援することを目
的としており，鹿嶋市の教育
振興及び児童生徒の健全育成
に必要な事業である。

総合評価結果
総合評価
方法

　鹿嶋師範塾と連携し，教職員の
希望に添った講座の企画立案を
行った。

個別事業実績評価点：

[課題]
予算の計画的な執行。

評価：

Ａ

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

款 項 目

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.14

主要事業名 高塚奨学基金制度の充実
作　成　日 H25.8.22

担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ④ 教育機会の保障

２　事業概要（Plan）

　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る。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・的確な市民ニーズの把握
・適正な金額設定のため，基金運用のシミュレーション

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

予算科目コード 会計 事業名 高塚奨学基金制度

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

年貸与額 19,650 25,500

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（決算額：千円）（予算額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）

25,500 25,500 25,500 25,500

25,500

　地方債

合　計 19,650 25,500 25,500 25,500 25,500

財
源
内
訳

　国県支出金

25,500 25,500 25,500 25,500 25,500
　一般財源 　 　
　その他(参加者負担金) 19,650

従事
職員数

正規職員 ２ ２ ２ ２ ２
その他職員 　 １ １ １ １ １

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

２

年度繰返し 期間限定 年度から

根拠法令 鹿嶋市高塚奨学基金条例，鹿嶋市奨学金貸与条例

事業の性質
法定受託

事務
年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　奨学金制度は，鹿嶋市奨学金制度のほか，独立行政法人日本学生支援機構や茨城県教育
委員会でも，就学に困難がある優れた学生に対して奨学金の貸与を行っている。
　鹿嶋市奨学金制度については，まとまった金額を年度当初に貸与したいという要望が
あった。また，貸与金額について，他機構や県教育委員会と比較すると貸与金額が低いた
め，貸与金額の引き上げの要望もある。

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度



高塚奨学基金制度の充実
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

91

【比率： 100 ％】 Ａ Ａ Ｂ

##

【比率： 0 ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

　今後も，引き続き奨学金貸与を行い，経済的な理由により修学が困難な生徒・学生について貸与していくことは必要である。　

課題

継続する場合、現状認識を踏まえた課題について記入してください。

   募集時期の変更に伴い，希望者の申し込み漏れをなくすため，募集時期の周知徹底が必要である。また，返還滞納額が増加傾向にあり，滞納者への返還方法など個別に考
えていく。

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　奨学金募集の周知方法については，広報かしま，市HP，エフエムかしま，教育かしま等，可能な限り広報媒体を活用していく。また，返還滞納対策については，定期的な
督促状の送付や臨戸訪問の実施などを行う。

継続

Ｃ：合計点が６５点未満

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果 A

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

実績

社会情勢や財政、他市での取り組みなどを考慮し、事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

　平成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ったことにより，平成２４年度の当初の募集人員は２５人おり，奨学
生決定者は２３人であった。募集定員３０人に満たないため，追加募集を行い，６人の奨学生を追加決定し，平成２４年度の奨学生合計人数は２９人となり，ほぼ予定して
いた募集人員を決定した。

継続･休止の理由 理由

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

[目標達成度]
　

　

※募集定員がほぼ確保され，
募集前倒しによる一定の効果
が見られたため検討せず。

　
[目標達成度]

　 個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

前倒し募集及び追加募集のいずれ
も募集期間の前に出願用紙交付期
間を設け，申込予定者に対し，窓
口で制度の説明を行った。また，
広報紙，市HPによる周知を図っ
た。

個別事業実績評価点：

[課題]
募集時期が早まったことを知ら
ない学生・保護者がいるため，
奨学金募集の周知方法について
今後検討が必要である。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り

組み
個別事業実績評価

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性

①初回貸与時期の整理のた
め，平成２３年度に実施した
奨学生募集前倒しの効果と実
績の考察

募集前倒しの効果検証
・新規奨学生を３０名程度確
保する。

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）を乗
じ，個別事業実績評価点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃの区分により総合評価とする。

合計
点数

91

制度の充実を図るためには，
ここ数年減少傾向にあった新
規奨学生数を３０名程度確保
する必要があり，募集方法の
検証も必要となっている。

入学前に募集を行い，年度早
期に奨学生を決定し，奨学金
を早期に貸与することより，
申込者数増加を図った。ま
た，新規奨学生が定員に満た
なかったため，追加募集を
行った。
[目標達成度]
　新規奨学生３０名程度決定

・新規申込者：２５名
申込者数の増加が見られた。審
査の結果，２３名が奨学生に決
定し，定員に満たないため，追
加募集を行った。
・追加募集新規申込者:６名
審査の結果，６名全員が奨学生
に決定し，全体では以下のとお
りとなった。
　・新規奨学生：２９名
　　うち大学生：２６名
　　　　　専門：　１名
　　　　　高校：　２名
・募集前倒し→追加募集によ
り，募集予定の３０名に近い人
数を確保できた。従来の年度１
回募集時と人数を比較すると，
有効であったといえる。

②募集前倒しによる効果が弱
い場合は，入学時一時金整備
を検討する



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

０１ 款 １０ 項 ０１ 目 ０１

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　教育委員会制度は以前からその形骸化が指摘され，活性化論と廃止・縮小論が展開され
てる。また，教育委員会の責任の所在が不明確と言われているが，鹿嶋市においては，教
育委員間の質の高い討論や現場の責任者としての教育長，部長の業務と責任の所在を明確
にした行政執行に努めている。

根拠法令 地方教育行政の組織及び運営に関する法律，鹿嶋市教育委員会会議規則

事業の性質
管理経費

建設事業 その他
事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

法定受託
事務

自治事務
（義務）

自治事務
（任意）

市民サービス

２ ２
その他職員

従事
職員数

正規職員 ２ ２ ２ ２
　一般財源 2,529 2,476 3,007 3,007 3,007 3,007
　その他(参加者負担金)

3,007

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 2,529 2,476 3,007 3,007 3,007

18負担金，補助及び交付金 180 18 18 18 18

379
交際費 143 90 150 150 150 150

2,460 2,460 2,460 2,460
旅費 226 288 379 379 379

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（決算額：千円）（予算額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）（計画額：千円）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

報酬 1,980 2,080

対象及び規模
対象 市民 規模 66,449人

予算科目コード 会計 事業名 教育委員経費

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・教育委員と事務局の連携強化
・教育委員会会議の機能強化

２　事業概要（Plan）

　教育委員会が地域課題を理解するための体制強化を図ることを目的とする。

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ⑤ 教育委員会機能の強化

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.15

主要事業名 教育委員会機能の強化
作　成　日 H25.8.21

担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課・鹿嶋っ子育成課



教育委員会支の機能強化
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

33

【比率： 40 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

26

【比率： 40 ％】 Ｃ Ｃ Ａ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

B

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

実績

社会情勢や財政、他市での取り組みなどを考慮し、事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

　平成24年度は，教育委員会会議（定例会議及び臨時会議）を開催し，教育に関する４３議案を審議し可決され，その他報告事項が12件あったことにつ
いて，市ホームページに掲載した。また，校長会・研修会などを開催し，教育委員会と学校との連携強化を図ってきた。

継続･休止の理由

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　 個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

教育委員会会議において決議され
た議案について，速やかに周知す
るよう取組んだ。

個別事業実績評価点：

[課題]
市ホームページ掲載と併せて，
効果的な市民への周知方法を検
討する必要がある。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
案件によっては事前に学習会を
行う必要がある。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

③教育委員会会議の情報公開

・市ホームページへの掲載
（年12回）
・会議傍聴対応
・広報かしま，教育かしまへ
の掲載（案件による）

教育委員会会議の議決事項な
ど，広く市民に周知する。

○教育委員会会議
・定例会議　年／12回
・臨時会議　年／2回
[目標達成度]
教育員会議の公開回数

市ホームページに掲載すること
により，市民へ周知できた。

②教育委員を対象とした教育
委員会会議の事前学習会の開
催

事前学習会の開催 教育委員改選により，教育行
政のについて現状や内容を学
習会を通じて把握する。

事前学習会の開催は出来な
かったが，事前に各教育委員
へ議案等の周知を行い，教育
委員会会議おいては，スムー
ズに進行が図られた。

[目標達成度]
事前学習会の開催

事前に議案を周知することで，
各教育委員へ教育委員会会議の
議案周知が図られ，各教育委員
の質疑・意見が出された。

教育委員会会議後に当日の議案に
ついての事後学習会を行ってい
る。また，委員の日常の活動から
見える課題等について，情報交換
を行っている。

必要に応じて資料を提示し，指示
内容等を確実に浸透させる。

個別事業実績評価点：

[課題]
指示・伝達内容の各学校で実行
されているかの確認。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

総合評価結果

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　定期的な各学校の巡視や意見交換を綿密に行い，さらなる連携強化を図る。

　教育委員会会議の決議内容の情報開示など，今後とも積極的に開示していく。また，教育委員会と学校との意見交換や校長会・
研修会を通じてますます連携を図っていくためにも，今後も継続して行っていくことが重要である。

課題

継続する場合、現状認識を踏まえた課題について記入してください。

   教育委員会から各学校への指示・伝達等が実行されているか，検証などを行うことが必要である。

継続 理由

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）を乗
じ，個別事業実績評価点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃの区分により総合評価とする。

合計
点数

73
Ａ：合計点が８０点以上　

[目標達成度]
　

　

・教育委員会と学校との協力体
制の構築。
・イベント実施の際に学校に必
要な情報を提供し，教育委員会
も意見をその場で吸上げ，事業
に反映できる。

[目標達成度]
　

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

個別事業実績評価

①校長会との連携・意見交換
会の実施

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
・校長会の開催
　定例校長会，研修会（年／
１１回）

・行事スケジュールの確認
や，各校の抱える問題の検証
など，意見交換や，研修など
も交え，情報共有化を図るこ
とができる。
・教育委員会の方針等の指
示・伝達をし，学校経営に反
映させる。

予定どおり欠席者なく集ま
り，情報共有化が図られ，計
画どおり実施している。

[目標達成度]
校長会・研修会の開催回数

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム


