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はじめに 

 

 教育行政評価については，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律」第 27 条の規定により，教育委員会は，毎年，その権限に属する事務の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い，その結果に関する報告書を作成し，これ

を議会に提出するとともに，公表していくこととされています。 

評価については，まず，教育行政運営方針に基づいた主要事業について，各事業の達

成目標とこれまでの経過を確認し，どのように運営されてきたのか，そして，事業の評

価を次年度の施策にいかに反映させるか，という視点で事業担当課が自己評価を行いま

した。その自己評価結果について，鹿嶋市教育行政評価委員会において，外部者の視点

で評価をしていただきました。 

評価の結果，教育行政運営方針に従って，各種事業がおおむね適正に実施されている

という評価を受けています。しかし，いくつかの事業については自己評価の在り方を検討

する必要があり，また，評価シートにおける課題や内容の明確化についてのご指摘があり

ました。さらに，今後の教育行政評価の在り方について，その方向性を検討する課題があ

ることについてもご指摘がありました。 

 今後は，鹿嶋市教育行政評価委員会の答申を受け，取りまとめた平成 25 年度事業に

対する教育行政評価報告書に基づき，教育行政の在り方について方向性の検討を行い，

併せて事業の改善等に取り組んでいきます。 

結びに，平成 25 年度鹿嶋市教育行政評価委員会では４回にわたる熱心で慎重なるご

審議をいただき，各委員の皆様に対し改めて感謝申し上げます。 

 

 

                  平成 26年 12月 

                  鹿嶋市教育委員会委員長 小澤 和夫 
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Ⅰ 鹿嶋市教育行政評価委員会答申  

 

 平成 25 年度鹿嶋市教育行政評価について，審議した結果を以下の通り答申し

ます。  

 

はじめに 

教育行政評価委員会（以下，評価委員会）は，教育委員会による自己評価を

外部者の視点から評価し，答申としてここに報告するものである。本報告が地

域住民や議会，首長に対する教育委員会の説明責任をいっそう明確化するもの

となれば幸いである。今後も教育委員会が適切な目標設定を行い，確実な事業

実施を進め，また得られた結果を検証することを通じて更なる教育の向上・普

及に努められることを期待したい。  

本市における教育行政の実施計画は，鹿嶋市教育基本計画（後期：平成 21

～25 年度）（５つの重点目標設定）として策定され，そのなかで単年度の方針

として「鹿嶋市教育行政運営方針（平成 25 年度）」が設定されている。よって

本答申は，鹿嶋市教育基本計画（後期），平成 25 年度鹿嶋市教育行政運営方針，

そして平成 25 年度教育行政評価シート（以下「評価シート」という。）などを

主な資料として審議し，見解をまとめたものである。  

 

１ 評価の手法と結果の概要について  

前年度に引き続き，平成 25 年度についても  BSC（バランス・スコアカード）

の視点を盛り込んだ評価シートを用いた。これを用いて主要 20 事業領域につ

いて自己評価が行われた。  

評価シートは昨年度と同様のものを使用した。評価シートでは「インプット

（必要性）」，「アウトプット（執行段階の効率性）」，「アウトカム（有効性）」の

視点を取り入れることで，各事業の投入コストと事業によって得られた結果の

関係をわかりやすくすることに努めた。評価点の算出については以下の通りで

ある。各事業領域（各評価シート）のそれぞれにおいて施策別にアウトプット

（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）に

ついて判定（A，B，C）を行い，これらに傾斜比率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）を

乗じて個別事業ごとに実績評価点を算出した。そしてその合計を総合評価の点

数とし，その総合評価合計点が 80 点以上を A，80 点未満～65 点以上を B，65

点未満を C とした。  

これらをもとに当評価委員会は評価を行った。その結果，平成  25 年度の教

育行政は，教育行政運営方針に従って，各種の事業がおおむね適正に実施され

たと評価できる。  
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なお，例年は，各事業の評価に関する記述に先立って，ここで特筆される事

業について特に取り上げて指摘することで，全体としての総合評価に関して述

べていたが，平成 25 年度は多くの事業について自己評価が高かったので，こ

こではそのような記述は省略することとした。  

 

２ 平成 25 年度教育行政運営方針における主要事業評価 

以下では，個別事業に関する事業評価の結果を中心にその内容を報告する。  

 

重点目標１  豊かな心と生きる力の育成について  

（１）学校図書館の整備（A：82.6）  

市内 12 校の小学校図書館の運営を効果的に実施している。中学校について

は，高松中学校の学校図書館を整備した。全体として，データベース化やネッ

トワーク化が進められ，整備は順調に進められたと評価できる。  

ハード面の整備は一区切りしたといえるので，ソフト面や教育上の効果が期

待される段階にあるといえる。指標としてみれば，小学校の児童一人当たりの

貸出冊数は昨年と比較してやや増加した（42.6 冊→42.9 冊）。今後も学校図書

館が，いわば「学習センター」としての機能を果たし，学校の教育課程にいっ

そう寄与することが必要と思われる。また，司書教諭，学校図書館司書，公共

図書館司書が連携して，学校図書館の充実を図るためにも研修の充実が求めら

れるといえる。  

 

（２）フロンティア・アドベンチャー事業（A：100）  

本事業は，これまで 20 年来取り組まれてきた事業である。小学校５・６年

生が，サブリーダー（高校生）とリーダー（成人指導者）に支えられながら，

10 泊 11 日という長期の集団宿泊体験を行う。この体験を通して，協調性・自

立性・課題発見能力・問題解決能力としての，いわば「生きる力」を身につけ

ることができる事業として，参加者からの評価も非常に高く，効果の高い事業

として評価できる。  

サブリーダーのうち，約半数がかつてフロンティア・アドベンチャー事業を

経験した方達であった。その意味で，本事業は「世代間の橋渡し」にもなって

いる。今後は，こういった効果についてもいっそう期待される。  

 

重点目標２  学力の確実な向上  

（３）市費負担嘱託・臨時職員配置事業（A：100）  

「鹿嶋っ子」育成のための教育環境を充実させるために市費負担教職員を配

置し，学校におけるきめ細やかな授業を支援する事業である。  
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AT については，学習の遅れそうな児童を指導・補助することを目的とし，

小学校３９人，中学校１人の配置を行うことができた。  

専科担当職員については，小学校４年生以上の高学年における教科（理科・

音楽）について，指導における専門性を向上するために中学校免許を有する専

科教員を４名配置している。  

本事業は，内容及び経費の規模から見て，重要度の高い事業の一つといえる。

他自治体の状況を見ても，積極的に取り組んでいる点で鹿嶋市の特色といえる

事業である。本年度は専科教員を増員するなど，前年度に比して予算も増額さ

れ，学校の要望にいっそう応えるものとして実施できた。  

AT・TT の職員は，勤務時間（５．５時間）が限られるが，役割分担をはっ

きりとさせることで，充実した授業展開が出来ている。環境的に難しいところ

もあるかもしれないが，師範塾の研修や学校現場でのアドバイスを活かして，

今後も資質の向上に取り組んでもらいたい。  

 

※TT（ティームティーチング）・・・複数教員による指導形態   

AT（アシスタントティーチャー）・・・学習活動支援員   

 

（４）小学校教育研究事業（A：100）  

①国際理解交流学習，教育指導先進校の視察，外部講師の講演会等，各小中

学校における特色ある教育活動の実施を支援した。②小学校の４年生（白浜少

年自然の家）と６年生（校外学習）を対象とした宿泊学習事業を実施した。③

「災害時相互応援に関する協定」を結んだ青森県五所川原市と，小学生同士の

交流事業（２泊３日）を実施した。  

各事業は適切に実施され，評価も高いといえる。③は，小学５年生 24 人が

参加し，五所川原市へ訪問し，地域や生活習慣の違いを超えた友情を育み，広

い視野と感覚をもった次世代を担う人材を育成することができたと評価できる。 

 

（５）長期欠席児童生徒解消（A：83.5）  

 ①教育相談指導員によるカウンセリング及び適応指導教室相談員による学

校・家庭訪問，②悩みを抱えた保護者を対象とした子育て懇談会の実施（月１

回以上），③ゆうゆう広場における体験活動を通した，社会性を身につける活動

の実施，④教育相談員の研修を実施している。これら様々な機会や方策を通し

て長期欠席に悩む児童・生徒及びその保護者を支援することで問題解決につな

がるように取り組んでいると高く評価できる。しかし，自己評価は他の事業に

比してそれほど高い数値にならなかった。この点については後述する。  

 議論では，事務局からの口頭での説明からも様々な課題が明らかとなった。
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長期欠席の児童・生徒は，一度，学校に通えるようになっても，また長期欠席

になってしまうこともあり，継続的な支援が必要なことが指摘された。また，

適応指導教室として運用している「ゆうゆう広場」は，相談員は６名であるが，

この人員では，とりわけ２学期後半から３学期になると手一杯になり，そうす

ると家庭訪問による相談など，メインとなる指導に困難が生じる恐れがある。

一方，それまで適応指導教室の枠だけで活動していた部分が多かったが，公民

館活動に参加させてもらったり，幼稚園に協力してもらったりするなど，積極

的に学校以外の機関と連携を持つようにし，逆に適応指導教室について地域に

知って貰えるよう事業を進めていることなどが述べられた。  

 本事業の意義は年々高まっていると思われる。今後も課題を明確にし，適切

な評価を踏まえて人員配置や施設・設備の改善に活かしてもらいたい。  

 

（６）ＩＣＴ教育の充実（B：72.7）  

教育におけるＩＣＴの活用は国全体の施策にも位置づけられる重要な課題で

あり，本事業はそういった条件の整備と効果的な活用を意図している。  

鹿行地域では，いち早くタブレット型端末を導入（モデル校６校 196 台）し，

校内どこでも使用できる環境を整備することができた。また，平成 24 年度の

中学校校務用パソコン整備（130 台）に続き，平成 25 年度は小学校の校務用パ

ソコンを 220 台整備することができた。  

子どもたちの学びの環境と，教職員の勤務環境が整備されたと評価できるが，

施策の有効性を検証するところまでには達していないためにＢ評価にとどまっ

た。条件整備から，効果的な活用の段階へと移行し，ＩＣＴ教育の充実に努め

て欲しい。  

 

重点目標３  郷土理解教育と国際理解教育の推進  

（７）鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発信（A：95.5） 

 ①文化体験事業では，小学生が市内の史跡について学び，今後もプログラム

の充実が期待できる。②民話・市民音頭の普及として，語り部講座（45 回開催）

等を行った。③塚原卜伝の紙芝居を制作し，市内学校等に配布した。④はまな

す郷土資料館及びどきどきセンターにおける展示によって歴史・文化に触れる

機会を充実させた。⑤ミニ博物館ココシカでは，企画展「鹿島神郡」等を実施

した。⑥いばらきっ子郷土検定事業を行った。  

総じて，文化の伝承と郷土学習としての意義や成果について高く評価できる

事業といえる。今後は，学校の教育活動と組合せるなど，効果の拡大が課題と

思われる。また，本事業の構成からいえば，事業委託されている⑤の博物館の

予算の割合が大きいので運営の内容についていっそうの評価を求めたい。  
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（８）英語教育の充実（A：82.2）  

小学校から中学校までのすべての学年で独自の英語教育を展開しているもの

であり，鹿嶋市が力を入れてきた事業である。  

市内小学校全校に外国人講師（ＮＬＴ），中学校全校に英語指導助手（ＡＬＴ）

を配置している。小学校では全学年で市独自の英語カリキュラムを作成し，実

施しており，児童の評価（楽しい，83％）や児童英検（83.6％）からも充実し

ていることがうかがえる。  

中学校における４つの技能のうち，「話す」「聞く」能力は高く評価できるが，

「読む」「書く」能力に指導改善の課題があるとされているが，そのための改善

策（生徒の能力を判断し，どこを伸ばしていかなければならないのか判断出来

る指標の開発）は明確にされ，取り組まれている点も評価できる。また，コミ

ュニケーション英語（週１時間）のほか，オールイングリッシュの授業も行っ

ている。  

上記の内容に加えて，委員の中からも，鹿嶋市の英語教育が県内でも評判で

あることが指摘された。そういったことからも総じて本事業の有効性は高いと

評価できる。その意味で他の事業と比べると自己評価点は厳しいようにも感じ

られるが，これまでの積み重ねも含めて，本事業は高い目標が設定されている

といえよう。今後も充実が期待される。  

 

（９）中学生国際交流事業（A：90.1）  

鹿嶋市の中学生国際交流事業は，平成１６年度より開始し，これまで，オー

ストラリア（カラウンドラ市）・中国（塩城市）・韓国（西帰浦市）と交流を行

ってきた。  

平成２５年度は，新たにカナダ（ニューウエストミンスター市近郊）への中

学生派遣を実施した。また韓国の西帰浦（ソギポ）市と交流を実施した。同市

とは，平成２５年度で姉妹都市締結１０年を数え，その間中学生のホームステ

イ相互交流を６回実施している。これからの社会を担う鹿嶋市の子どもたちが

直接に外国を訪問し，交流活動を通して国際理解を深めていくうえで意義の高

い事業として評価できる。また，参加した生徒は，帰国後，英語学習に対する

意欲を向上させており，こういった点も評価できる。  

 一方，本事業に参加できるのは限られた数の生徒である。今回からのカナダ

への交流事業には 12 名が定員となっており，25 名の応募があった。参加でき

る人数は鹿嶋市全体の生徒数から見ればわずかな人数である。交流事業の体験

について報告書を出したり，ＦＭかしまで参加した生徒の声を伝えたりしてい

ることは評価できる。いずれにしても大多数の子どもが無関係にならないよう
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な事業となるように求めたい。  

 

重点目標４  スポーツ・芸術文化活動の振興と市民交流の推進  

（１０）スポーツ事業の開催と機会提供及び市民スポーツの支援（A：89.7） 

 ①シンボルスポーツの推進としてサッカーフェスティバルと武道大会を開催

し，PR・運営・実施の各側面について高い評価が与えられる。②駅伝大会やビ

ーチサッカー（ともに年１回）などの広域大会も同様に市民ニーズを十分に満

たしている。③スポーツ団体に対し，運営補助金の交付等，支援を行っている。

④地区まちづくりセンターでは，研修を積んだ鹿嶋市スポーツ推進委員が教室

を実施している。各地区で年間５回をメドとして，目標をおおむね達成してい

る。⑤スポーツコンベンションビューローについて設置の検討を行ってきた。  

各事業は内容が定着しているものも多く，評価も高く，おおむね成果を挙げ

ているといえる。なお，スポーツコンベンションビューローの設置は今後の課

題である。  

 

スポーツコンベンションビューロー･･･市及び周辺地域のスポーツ及び文化的

資源を活用することで，国内外からの観光客を誘致したり，会議や大会等を

誘致したりするための支援を行うための専任の組織（ないし課や局）を指す。  

 

（１１）各地区まちづくりセンター活動支援，芸術祭・市美術展覧会等の

開催（A：91）  

①市民協働のまちづくり活動を推進するため，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している。同時に各地区まちづ

くり委員会とまちづくりセンターとで組織する，まちづくり連絡協議会活動を

通じて情報交換や研修会を開催し，人材の育成に努めている点で評価される。

②芸術祭及び市美術展覧会を開催している。実行委員及び出品者の固定化や高

齢化は引き続きの課題といえる。  

 

（１２）神野向遺跡保存事業（B：66.4）  

国指定史跡の歴史公園としての整備等，文化財に係る活用と保存，広く市民

への周知を目的とし，意義が高く評価される事業である。  

本事業は，公有化の進捗状況など，他事業に比して困難な課題がある。平成

25 年度については，予定していた公有化の一部ができなかったため，評価（B：

66.4）は厳しいものとなった。しかし，事業の意義は十分に評価でき，今後も

全体の公有化とともに市民の意見要望を取り入れた取り組みが期待される。  
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重点目標５  安心して学べる教育環境づくり  

（１３）学校施設の改修と整備（A：92.1） 

 ①小中学校全 17 校のうち，過去の大規模改造事業で改修済みの 2 校（豊津

小・平井小）を除く 15 校の校舎及び体育館（中学校武道場を含む）のトイレ

の洋式化及び床の乾式化を行ない，衛生的な環境を整備した。②全小中学校（小

12 校，中 5 校）の普通教室及び特別教室に２台ずつ扇風機を設置した。③津波

災害に備えるため，平井小学校に外部階段を設置した。④休園している１園を

除く 5 園の保育室に 2 台ずつ扇風機を設置した。  

 以上のように，トイレ改修による衛生環境の保持，扇風機設置による熱中症

予防の対策についてそれぞれ予定通り実施した。トイレ工事では授業になるべ

く支障が生じないように工期を工夫し，配慮した。また災害対策についても予

定通り完了した。これらのことから，本事業は，目的，計画，予算及び実施に

ついて十分に評価できるものといえる。  

 

（１４）社会教育施設の整備充実（A：100）  

各まちづくりセンター及びスポーツ施設等の修繕及び整備に関する事業であ

る。市内の社会教育施設及び社会体育施設の老朽化が進んでいることもあり，

前年度から引き続き，改修計画・整備指針の検討が課題となっている。  

平成 25 年度は，市民センターや各地区公民館，勤労文化会館，コミュニテ

ィセンター等について，施設カルテを作成することで施設の状況を診断し，改

修計画の立案に努めた。また高松公民館は改築とし，高松緑地体育館は解体し，

他の体育施設と合わせ再検討することとした。  

本事業は，各施設の予算執行率はそれぞれ 95％を上回り，計画通り執行する

ことができたことから，各施設の予算執行状況及び契約状況については良好で

あったといえる。また，これまで使用していた改修計画を見直し，引き続き適

正な維持管理をするために作成した施設カルテによって，修繕改修の履歴と施

設現状の把握に努めることができたと評価できる。これらを根拠として，本事

業の自己評価の結果は大変高いものとなっている。しかし，当評価委員会とし

ては，  BSC による評価方法の趣旨からいえば，本事業に関する評価の内容に

ついては課題を指摘することとしたい。この点については後述する。  

 

（１５）安全・安心な子育て環境の整備（A：100）  

①「放課後子ども教室」事業は，平日の部（８校），休日の部（ 11 地区）に

おいて実施され，平成 25 年度は校数及び地区数をいずれも拡大させることが

できた。伝承遊びやスポーツ活動を通して放課後における子どもたちの安心・

安全な居場所づくりに貢献する事業として行われており，高く評価できる。②
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「青少年相談員による巡回活動」は，41 回の実施を精力的に行った。内容とし

ては，地区活動は年４回について７班が行い，早朝活動，夜間活動（各５回），

祭り等特別一斉活動（３回）であり，そのほか，声かけ運動，相談員研修など

を行っている。予算規模が限られるが，活発に，また地道に取り組んでおり，

高く評価できる。  

 

（１６）子育て講演会等の開催（A：100）  

新年度入学生の児童生徒の保護者を対象とした「小・中学校入学前子育て講

座」，中学生を対象とした「心とからだの講座」，家庭教育を考える集い（講演

会），メディア教育講演会について実施している。限られた予算のなかで，講演

会も工夫され，内容の評価も十分になされている事業である。  

他方で，個別に相談したいといった要望も見られた。つまり，講演内容に関

わってそこに集まった方からのニーズが掘り起こされる点も指摘があり，講演

会と相談会を組み合わせるような取り組みも，今後，検討してもよいのではな

いかと思われる。  

 

（１７）教職員指導対策事業（A：84.6）  

①指導主事（４名）による市内学校への訪問を行い，授業改善のための指導・

助言に努めている。様々な訪問機会について，述べ 300 回以上の学校訪問があ

った。②校務パソコンを各教職員に整備することで，個人パソコンが無くなり，

セキュリティ面を強化することができたことや，データの保存・共有など，校

務の効率化も図ることができた。③茨城県学力診断テストを実施し，児童生徒

の学力を把握し，授業改善に活かしている。④Q－U テストを実施することで

学級の実態把握に努めている。⑤鹿嶋市読書感想文コンクールを実施し，読書

の習慣が身につくよう継続的に取り組んでいる。  

上記のように様々な取り組みについて努力していることが評価できる。他方

で，学力面の課題も指摘されており，いっそうの学力向上の成果を期待したい。  

 

（１８）師範塾の充実（A：87.4）  

教職員及び教育関係者の指導力向上を図るため，平成 19 年度より「鹿嶋師

範塾」を設置し，理論と技術を体系的に学べる講座を開設している。これらの

受講を通じて実践的な指導力を身に付け，授業力や個別指導力を向上させるこ

とをねらいとしている。今日，同様の取り組みは全国で幾分見られるようにな

ってきたが，鹿嶋市がいち早く取り組んできた特色ある事業といえる。  

教育指導員を３名配置し，師範塾の運営や教職員の指導，とりわけ市費負担

教職員の初任職員に対するサポートにもなっている。「鹿嶋師範塾」では教職員
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及び市民を対象とし，ニーズ分析から新たに５講座を開設し，計 23 講座につ

いて，合計で 486 人が受講した。  

本事業は受講者からの意見や要望も取り入れて毎年改善を進めている点も高

く評価できる。だが，相談に関するニーズはむしろ高まっているといえること

から，今後も事業の発展を期待したい。  

 

（１９）高塚奨学基金制度の充実（A：81.4）  

本事業は，経済的理由によって就学が困難な生徒・学生に学資（奨学金）を

貸与するものであり，経済の不況・不安定性が継続する今日にあって意義の高

い事業である。平成 24 年度は新規奨学生を最終的に 29 人決定することができ

たが，平成 25 年度は 27 人であった。前年度よりも下回ったが，30 人程度の

定員であり，近年は募集方法の改善によって，目標をおおむね達成していると

評価できる。今後も募集の方法や時期，ＰＲ方法を工夫することで勉学に励む

学生の支援に努めて欲しい。  

 

（２０）教育委員会機能の強化（A：83.2）  

教育委員会の会議は 13 回開催され，可決・承認事項について，ホームペー

ジに掲載した他，会議録の情報公開にも対応した。平成 25 年度は，とりわけ

市民対象の教育懇談会を実施して市民の声をいっそう教育行政に反映させるこ

とができるように努めた。  

 

３ 今後の教育行政評価の在り方について  

本年度も BSC に基づく自己評価を用いて効果的かつ効率的な評価を適切に

実施できたと考える。評価に関する実施スケジュールについては，審議回数及

び時間の短縮化についても改善することができた。これらは教育委員会事務局

の成果といえる。また，昨年度に引き続き，「インプット（必要性）」，「アウト

プット（執行段階の効率性）」，「アウトカム（有効性）」という視点を明確にし

た評価を行った。これらによって各事業の投入コストと事業によって得られた

結果の関係をわかりやすくすることができた。しかし，いくつかの事業につい

ては自己評価の在り方を検討する必要があると思われる。これに関わって，以

下では，評価シートにおける課題や内容の明確化について述べ，そのうえで今

後の教育行政評価の在り方について，その方向性を検討する課題があることに

ついて指摘したい。  

まず評価シートにおける課題の明確化についてである。例えば，「（５）長期

欠席児童生徒解消（A：83.5）」は，意義も高く，内容的にも評価は高いと思わ

れるが，自己評価そのものは他の事業に比して必ずしも高いものとはならなか
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った。本事業については予定通り実施しただけでは自己評価が高くないと判断

された事業といえる。“厳しい自己評価”がなされたものと思われる。既述した

ように，本事業については多くの議論がなされ，そのなかで課題は多かったよ

うに思われる。そういった課題に対する具体的な方策を講じることで「評価シ

ート」における「アウトプット（執行段階の効率性）」や「執行工夫・日常業務

改善の取り組み」として評価できるのではないか。  

次に，評価シートにおける内容の明確化についてである。例えば，「（１４）

社会教育施設の整備充実（A：100）」は事業の結果については報告されている

が，内容の評価としては必ずしも十分とはいえないのではないか。本事業は，

各施設の予算執行状況及び契約状況について良好であったことや施設カルテを

作成して維持管理に努めていることが報告され，これらをもって高い自己評価

点が与えられている。しかし，端的に指摘すれば，改善の内容や今後必要とさ

れる改善の方策が明確化されていないのではないか。すなわち，例えば施設カ

ルテをどのように活用したから，改修や整備を有効に行うことが出来たのか，

あるいは今後，施設カルテをいかに活用すべきなのか，さらにはカルテそのも

のを改善するための視点を示したりするなど，中身としては必ずしも明確にな

っていないのではないか。「（１４）社会教育施設の整備充実」は，他の事業と

比べても予算規模も大きいこともあり，BSC による評価という観点からいえば，

上記のような意味においてその内容をもっと明確化する必要性があったことに

ついてはここで指摘しておきたい。  

そして，上記のことは，今後の教育行政評価の在り方に関わってくるといえ

る。これまで鹿嶋市の教育行政評価の取組は，評価シートを活用することで事

業の目標と投入される経費，そしてそこでの有効性や効率性を明示することに

努めてきたといえるし，一定の成果を上げてきたと思われる。だが，次回に向

けては，評価を行ううえでの方向性を再度，検討し，そのうえでシート活用の

趣旨を自己評価者がよく確認して取り組む必要があると思われる。すなわち，

ここで方向性とは，今後の評価の在り方として，更なる努力目標を明示するよ

うな評価なのか，それとも計画通りに確実に執行できたことそのものを明示す

るような評価なのか，あるいは両面を含んだ評価なのか，それぞれの方向性が

あるように思われる。上述した「（１４）社会教育施設の整備充実」に関する自

己評価は，計画通りに確実に事業執行できたことを評価の基軸としていると思

われる。今回の各事業の自己評価結果を見渡すと，そういった視点を重視した

事業の自己評価は一律，高い得点を示していることが明らかである。しかし，

これに比して，更なる努力目標の設定に重点をおいて自己評価した事業は，結

果的に厳しい評価点となったといえる。  

いずれにしても評価委員会としては，本年度も，各事業について自己評価そ



11 

 

のものがしっかりとなされていることについては評価シートや各課のヒヤリン

グから確認することができた。今後も確かな自己評価の実施を基盤としながら

も，上記に述べた評価の方向性についてよく検討し，次回以降につなげてもら

いたいと考える。  

 

 

４ 教育行政評価委員会  審議経過  

回 数  期  日    審議内容  

第１回  平成  26 年   7 月  4 日  役員の選出，審議方法・年間日程・進め

方の確認，自己評価説明及び質疑  

第２回  平成  26 年   7 月  29 日  自己評価説明及び質疑  

第３回  平成  26 年   8 月  22 日  自己評価説明及び質疑  

第４回  平成  26 年  9 月  25 日  答申案の検討・取りまとめ  

 

 

５ 評価委員会委員名簿  

氏 名  所 属 等  備 考  

加藤  崇英  茨城大学  教育学部准教授  委員長  

生井澤 精二  元高等学校校長  副委員長  

津島 隆  元小学校校長  委員  

小野  忠志  鹿嶋市スポーツ推進審議会委員  委員  

宮本 ふき江  中野西小学校ＰＴＡ役員  委員  
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Ⅱ 鹿嶋市教育行政評価委員会の答申を受けて  

 

１ 平成 25 年度教育行政運営方針における主要事業評価について  

平成  25 年度の教育行政評価は，前年度から見直した評価シートを継承し，

事業を計 20 領域に絞ったうえで実施しました。その結果， 18 の評価項目がＡ

評価，また２つの評価項目がＢ評価とおおむね適切に評価をいただいています。 

答申の中で工夫・改善等の指摘をされた事業については，対応策として以下

のとおり考えていきます。  

 

重点目標１  豊かな心と生きる力の育成について  

（１）学校図書館の整備（A：82.6）  

平成 26 年度現在，市内小中学校 17 校中 15 校の学校図書館としての整備が

完了しています。平成 29 年度の全校開館に向け，残り２校の整備も順次進め

ていきます。ソフト面としては，学校図書館と公共図書館の連携が可能となっ

たことで，教育課程に即した児童生徒の興味関心をより促す図書の提供が可能

となりましたので，学校図書館司書と公共図書館司書の人事交流を行い，専門

的知識や技術を習得・共有することによって，学校図書館の充実を図っていき

ます。  

学校図書館を「学習センター」として機能させるために各種研修を通して司

書としての資質向上を促し，学校との共通理解を図りながら学校図書館を運営

することで，教育課程により効果的な場を提供することができるよう努めてい

きます。具体的には，平成 26 年度中に司書教諭，学校図書館司書，公共図書

館司書の三者合同での研修として，「三者のより良い連携」，「ブックトーク」等

について研究を行います。  

 

重点目標２  学力の確実な向上  

（５）長期欠席児童生徒解消（A：83.5）  

 不登校及び長期欠席の児童生徒の支援に対して，ゆうゆう広場は個に応じた

丁寧な指導を行っており，登校困難な児童生徒の学校復帰への足掛かりを効果

的につくっています。例年２学期後半から３学期にかけて相談件数や家庭訪問

件数が増えます。これは，登校が困難な児童生徒が増える時期であるとともに，

登校復帰に向けて児童生徒に対する相談だけでなく，保護者や学校との相談件

数が多くなるためです。したがって，登室している児童生徒の支援が不十分に

ならないよう，人員を増やす必要性が生じています。また，施設の老朽化も進

んでおり，登室した児童生徒が活動する環境の整備も必要であると考えていま

す。 
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（６）ＩＣＴ教育の充実（B：72.7）  

ご指摘のとおり環境整備で満足せず，その後の各学校における活用方法や使

用していく中でのメリットデメリット等を検証し，より効果的な活用ができる

よう，学校現場（教職員及び児童生徒）の意見を伺いながら，ＩＣＴ教育の充

実に努めていきます。  

 

重点目標３  郷土理解教育と国際理解教育の推進  

（７）鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発信（A：95.5） 

鹿嶋市にはどきどきセンター，はまなす郷土資料館，ミニ博物館ココシカの

３つの文化財展示施設があり，鹿嶋の歴史と文化について発信していますが，

継続的に学校教育活動に取り込む具体策に乏しく，長年の課題となっています。

また，どきどきセンターは立地の問題もあり，訪問者が増えないという課題が

あります。出前講座や文化財展示施設の見学を学校のカリキュラムに組み込む

など，学校と連携した郷土教育の計画を立てる事が必要だと考えています。そ

れに併せ，子どもたちが文化財展示施設を訪問し，鹿嶋市の歴史や伝統を学び，

郷土へ誇りをもてるように施設の充実が望まれています。  

ミニ博物館ココシカは年々展示内容を充実させていますが，来館者にアンケ

ートをとるなどして，客観的に事業内容の評価ができるような指標を作ること

が今後の課題となります。  

 

（９）中学生国際交流事業（A：90.1）  

ご指摘のとおり，本事業では派遣される生徒の数は限られています。派遣す

る生徒数の拡大は見込めない現状で，大多数の生徒が無関係にならないために

は，鹿嶋市の代表として派遣された生徒が，その経験を還元することと考えて

おります。  

具体的な方策としては現在行っているＦＭかしまでの事業成果の発表，報告

書の作成の他，学校内での報告会の実施，公共施設へ報告書の設置を進めてい

きます。  

 

重点目標４  スポーツ・芸術文化活動の振興と市民交流の推進  

（１０）スポーツ事業の開催と機会提供及び市民スポーツの支援（A：89.7） 

少子高齢化がますます進み鹿嶋市の活動人口も減少傾向にあります。そのた

めスポーツの持つ多面的な効果（交流人口の拡大，地域経済への波及など）を

「まちづくり」につなげるためにも，早期のスポーツコンベンションビューロ

ー設置に向け取り組んでいきます。  
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（１１）各地区まちづくりセンター活動支援，芸術祭・市美術展覧会等の

開催（A：91）  

芸術祭及び市美術展覧会の開催について，実行委員及び出品者の固定化や高

齢化が課題となっています。芸術活動における新たな出品者の創出に向けて，

「社会教育推進計画」に具体的な取り組みを加え，改善を図っていきます。ま

た，地区まちづくりセンターで行われる文化・芸術活動が市美術展や芸術祭・

文化フェスティバルの底上げにつながるよう，関係機関・団体等と連携し取り

組んでいきます。  

 

（１２）神野向遺跡保存事業（B：66.4）  

ご指摘のとおり，本事業については，史跡である土地の公有化の進捗状況な

ど他事業に比して困難な面があるため，評価シートとしては厳しい評価になら

ざるを得ない面があります。  

公有化については国や県と随時調整しながら進めるとともに，市民の意見や

要望を取り入れて，今後の事業計画を策定していきます。  

 

重点目標５  安心して学べる教育環境づくり  

（１６）子育て講演会等の開催（A：100）  

鹿嶋市では，家庭での子どもとの関わり，家庭教育の重要性を啓発するため，

また，保護者が一人で子育てに関する悩みを抱え込まないよう，また，思春期

の中学生に対し，性や心の教育をすることで，自分自身を大切にし，命の大切

さを学ぶ機会として，「子育て講演会」や「心とからだの講座」を実施していま

す。今後は，なお一層の家庭教育支援の充実を図るため，講演会と併せて，個

別相談のできる体制づくりにも取り組んでいきます。  

 

（１７）教職員指導対策事業（A：84.6）  

引き続き，指導主事の訪問等による指導・助言を行うとともに，教職員が少

しでも多くの時間，児童生徒とふれあえる環境整備を図れるよう教育委員会と

してサポートしていきます。  

 また，現在，児童生徒の一人ひとりの学力向上を図ることを目的として，分

かりやすい授業を展開するために，授業改善プロジェクトを立ち上げ，授業公

開や研修会を行い，スーパーアドバイザーから指導・助言をいただき，教職員

の質の向上を図る取組みをしています。それらをうまく融合させながら，児童

生徒の学力向上につなげていきます。  
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２ 今後の教育行政評価の在り方について  

本年度の教育行政評価については，昨年度に引き続き BSC（バランス・スコ

アカード）の視点を盛り込んだ評価シートに基づく自己評価を用いて効果的か

つ効率的な評価を適切に実施できたと評価いただきましたが，ご指摘のとおり

評価シートにおける課題や内容の明確化について課題があることも事実です。

事業を予定通り実施した場合における事業毎の自己評価結果に差異があり，自

己評価者の評価の基軸の相違が見受けられました。今後は，事業を予定通り実

施した場合でも，その事業の課題に対する方策を講じていれば，「評価シート」

における「アウトプット（執行段階の効率性）」や「執行工夫・日常業務改善の

取り組み」において評価するなど，評価基軸の統一化を図っていきます。また，

評価シートの内容が単に事業の表面的な結果のみの明示となっているものもあ

り，明確化についてのご指摘もありました。全事業において評価シートの内容

をより深く明示し，BSC による評価に沿った評価シートにしていきます。  

以上のことを踏まえ，今後，評価を行ううえでの方向性を再度，検討いたし

ます。そして，自己評価者全員の共通認識の下，確かな自己評価を行い，統一

性のある評価にしていきたいと思います。  

 

 

 



資料

重点目標 体系項目 個別施策

市内12校の小学校図書館の運営

市内中学校，新規１校の学校図書館開設

学校図書館年間利用計画に基づいた資料の活用，収集

司書教諭，学校図書館司書，公共図書館司書による研修会開催

2 ④ フロンティア･アドベンチャー事業 フロンティア・アドベンチャー事業の実施

各小中学校に対する市費負担職員の要望聞き取り，状況確認の実施

アシスタントティーチャーの配置

専科担当嘱託職員の配置

日本語指導ボランティアの派遣

社会人ボランティアの活用

TT嘱託職員の配置

小学校ごとの特色ある教育活動の実施

小学校4年生と6年生を対象とした宿泊を伴う校外学習（宿泊学習）の実施

「災害時相互応援に関する協定」の締結をした青森県五所川原市と，小学生同士の交流事業を実施

教育相談指導員による小・中学校への訪問 及び相談活動の実施（月１回以上）

悩みを抱えた保護者を対象にした子育て講演会の実施（月１回以上）

社会性を身に付け自己肯定感を高めるための様々な体験活動の実施

教育相談指導員の資質向上を図る研修の実施

タブレット型端末整備

2学期までにモデル校の校内無線ＬＡＮ整備

タブレット端末活用のための教職員研修実施

ノート型パソコンの整備

文化体験事業（鹿嶋こども歴史探検隊とふれてみよう世界の文化事業）の実施

鹿嶋の民話・市民音頭の普及

塚原ト伝紙芝居の制作

はまなす郷土資料館及びどきどきセンターの展示活発化

ミニ博物館ココシカの健全運営

普及と発信のための参加しやすいイベント開催

小学校全校に外国人講師（ＮＬＴ），中学校全校に英語指導助手（ＡＬＴ）を配置

小学校全学年において市独自の英語カリキュラムで英語活動を実施

中学校における英会話を中心とした「コミュニケーション英語」カリキュラムの実施

小中英語科担当者による英語教育研修会の実施

英語活動及びコミュニケーション英語における訪問指導の実施

国際交流事業実行委員会を組織（年３回の会議開催）

参加生徒に事前研修会の実施

姉妹都市韓国西帰浦市との相互交流事業の実施

カナダバンクーバーへの派遣事業の実施

報告書の作成

シンボルスポーツの推進

広域的大会の開催

スポーツ団体の支援

地区まちづくりセンターでの健康スポーツ教室の実施

スポーツコンベンションビューローの設置

各地区まちづくりセンターでの事業の実施

芸術祭及び市美術展覧会の開催

史跡の公有化（現在94％公有化・土地の買収）

史跡整備計画（史跡の環境整備と整備検討委員会の実施）

小中学校大規模改造事業（扇風機の設置・トイレの洋式化）

平井小学校外部階段設置事業

幼稚園保育室に扇風機の設置

社会教育施設の改修計画・整備方針の検討及び作成

高松公民館及び高松緑地体育館等の改修計画・整備方針の検討

放課後子ども教室の実施（平日の部８校，休日の部１１カ所）

青少年相談員による巡回活動の実施

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

中学生を対象とした心とからだの講演会の開催

家庭教育を考える集いの開催

メディア教育講演会の開催

派遣指導主事の配置

全教職員への校務用パソコンの整備(平成２５年１２月に整備)

茨城県学力診断テストの実施

Ｑ－Ｕテストの実施

鹿嶋市読書感想文コンクールの実施

教育指導員の配置

専門家による各種講座開設（「食育」「理科教育」「ＩＣＴ活用」など）
前倒し募集の継続実施
追加募集（４月に進路が決定してからの募集）の継続実施
教育委員視察研修の実施
教育委員会会議の情報公開
学校施設への訪問
市民対象の教育懇談会実施

1 （2）

2 （1）

②

③

①

②

4

（１）

18 師範塾の充実

19 ④ 高塚奨学基金制度の充実

20 ⑤ 教育委員会機能の強化

5

（１）

16 ② 子育て講演会等の開催

17 教職員指導対策事業

② 中学生国際交流事業9

①

②

安全・安心な子育て環境の整備①

11

12

13

15

各地区まちづくりセンター活動支援，芸術祭・市美術展覧会等の開催

（２）

（２）

3

①

神野向遺跡保存事業②

学校施設の改修と整備①

市費負担嘱託・臨時職員配置事業

長期欠席児童生徒解消

スポーツ事業の開催と機会提供及び市民スポーツの支援

平成25年度　具体的施策名
教育基本計画の位置づけ

③ 学校図書館の整備

（２）

①

英語教育の充実

1

平成25年度　主要事業名（教育行政評価シート作成事業）

小学校教育研究事業

ICT教育の充実⑤

鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発信

6

5

7 （１）

鹿嶋市教育行政評価事業一覧

評価番号

3

4

 社会教育施設の整備充実

①8

10

14 ④

 １６



1

（２）

③

 

1

（２）

④

主要事業名

平成25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 市内小中学校児童生徒及び教職員 規模

3　実　績

　小学校の一人あたりの貸出冊数は，わずかではあるが昨年より増加した（42.6冊→42.9冊）。高松中学校学校図書
館の開館を皮切りに平成26年度から順次，中学校の学校図書館の整備を進めていく。開館した学校図書館については，
ハード面の整備も完了し，システムの充実により公共図書館との連携もスムーズに行うことができている。

対象及び規模

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　施策で予定していた司書教諭，図書館司書，公共図書館司書の三者での研究会が開催できなかったため，次
年度は実施し，学校図書館の充実・人材を含めた環境整備に努めていく。

改
善
策

フロンティア・アドベンチャー事業
担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課

　年３回実施している学校図書館司書の会議において，第３回（平成26年12月実施予定）に司書教諭及び公
共図書館司書を招くことで三者合同の研修会を開催する。また，平成26年度の学校図書館新規２校開館に向
け，図書館司書を２名増員する。

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ2　（自己評価）

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
　市内全小中学校で学校図書館を開館することを目標とし，学校図書館の充実により，児童生徒の自
主的な学習活動を支援するとともに，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，豊かな感性や表現力を身につけることにつなげる。

約5,700人

２　事業概要

重点目標

目　的
　フロンティア・アドベンチャー事業は，自然の中で，10泊11日という長期集団宿泊体験の機会を
提供し，さまざまな体験活動を通して，人間関係やホームシック等，多くの困難を乗り越え，生きる
力（協調性・自立性・課題発見能力・問題解決能力）を身に付けることを目的に実施する。

対象及び規模 対象 市内小学生（5・6年） 規模 70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

豊かな心と生きる力の育成

体系項目 生きる力の形成

個別施策 体験活動の充実

3　実　績

　今日，子どもたちは，直接体験が不足している現状であり，子どもたちに生活体験や自然体験などの体験活動の一層
の充実が極めて重要な課題となっている。23回を継続して行ってきているフロンティア・アドベンチャーは，こうした
課題解決のためにも有効な事業と考える。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　隊員として参加した子どもたちが，サブリーダーや成人指導者としてこの事業に戻ってきている。この事業
が社会人として成長するうえで，どのような影響を与えたかその効果について検証したい。

改
善
策

　アドベンチャー同窓会の開催や，アンケートの実施により検証する。
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2

（１）

①

2

（１）

②

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ４　（自己評価）

主要事業名 小学校教育研究事業
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課

健やかな心身を育む教育の充実

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ３　（自己評価）

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

主要事業名 市費負担嘱託・臨時職員配置事業
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

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

２　事業概要

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する。。

対象及び規模 対象 市立小学校・中学校 規模 小学校１２校，中学校５校

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，質の高い専門性をもった人材の配置や，児童生徒
へのサポートが必要不可欠であると考え，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，職員の資質向上も行った。また，社会人ボランティアの活用，日本語指導ボランティアを活用
し，体験的な学習や個に応じた指導の充実を図った。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　ＴＴ及びＡＴの導入による成果や必要性は今後減少することはない。ＡＴ，ＴＴの勤務時間が５．５時間と
短い時間の中で，教職員との情報交換や情報共有を密に取ることが，困難になっている。

改
善
策

　より効果的なＴＴ・ＡＴの個別支援や教職員間の情報共有，師範塾の研修講座を地道に継続して資質向上を図ることが重
要と考る。不足する部分については，指導力向上やＡＴ，ＴＴの役割分担などについて更に検討し，打ち合わせ時間の確保
をしていく。さらに生徒理解等に関する資料を作成・配付するなど，各学校でも指導・研修を行ってもらうことで資質の向
上を図っていく。例年同じ内容だが，継続していくことが重要だと考える。
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２　事業概要

目　的

　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」の育成に今後も積極的に取り組む必要がある。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や校外学習活動，
さらには他市との交流の機会を設けることで，より充実した小学校教育の推進を図る。

対象及び規模 対象 市内小学校児童及び教職員 規模 約3,800人

3　実　績

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

　限られた予算の中で最大限の効果が得られるよう，事業計画の内容を精査すると共に，事業の趣旨に則した
適切な予算を執行してもらえるよう指導していく。

改
善
策

　年度当初の学校への予算説明会において，事業の趣旨をよく説明したうえで，提出された事業計画書の審査
を徹底する。

　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。今後も継続し
て実施していく。



2

（１）

②

2

（１）

⑤

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　子どもたちの意欲の向上が継続できるよう，教職員を対象とした研修など対策が必要である。また，無線
LANにおける接続障害の対策が必要である。また，今後も急激に進む情報化社会に対応するための環境整備
（時代にあったソフトの導入）に力を注ぐ必要がある。

改
善
策

　子どもたちの反応を把握し，より楽しく，わかりやすい授業を継続的に展開していく。そのための教職員に対するサポー
ト体制の充実を図る。また，無線LANにおける接続障害に対するための対策（アクセスポイントの増設等）を図る。
　情報化社会の動向を常に注視し，時代の変化に合わせた環境の整備（ソフトの更新など）を図っていきたい。

個別施策 ICT教育の充実

２　事業概要

目　的

　電子黒板や学習者用パソコン等のICT機器を利活用した教育を推進することで，一人ひとりの個性や能力に応
じたわかりやすい授業を実施する。
　情報活用能力の育成を通じて，子どもたちが生涯を通して，社会のさまざまな変化に主体的に対応できるため
の基礎・基本の習得をすることにより，「生きる力」を育成する。

対象及び規模 対象 規模市内６小学校児童 約1,750人
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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

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ６　（自己評価）

主要事業名 ICT教育の充実
担
当

部　名
課　名

教育委員会
鹿嶋っ子育成課

3　実　績

　鹿行地域では，いち早くタブレット型端末を導入（モデル校６校１９６台）し，校内どこでも使用できる環境を整備
したことに伴い，子どもたちの学習意欲が高まった。また，平成24年度の中学校校務用PC整備（130台）に続き，平
成25年度は小学校の校務用パソコンを220台整備したことで，教職員の負担が減り，子どもたちと向き合う時間が増
えた。

　学級や学校が安心して生活できる場所でないこと感じる児童生徒が，不登校になっていると考える。そのた
めに，児童生徒の居場所づくり（学級づくり）の実現のための体制づくりとその実現のための研修を深める必
要がある。

改
善
策

　各学校とゆうゆう広場との連携を強化する。さらに，小学3年から中学3年において実態調査（アンケート
等）を年2回実施し，学級の実態把握と対応策についての検討する。それをもとに児童生徒の居場所づくり及び
絆づくりを実践することで，不登校児童生徒の出現率を減少させる。

個別施策 健やかな心身を育む教育の充実

２　事業概要

目　的
　児童生徒一人ひとりの学ぶ権利を尊重し,社会性を身に付け自己肯定感を高めることのできる教育環境の充実を
図れるようにする。

対象及び規模 対象 市内小中学校児童生徒及び保護者 規模 約8,000人

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

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

3　実　績

　学校訪問での相談活動やゆうゆう広場での不登校解消を目指した援助活動が教育相談指導員によって行われることに
よって，不登校児童生徒の支援を効果的に行うことができた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ５　（自己評価）

主要事業名

１　事業の位置づけ



3

（１）

①
②

3

（２）

①

体系項目 国際理解教育の推進

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ８　（自己評価）

主要事業名 英語教育の充実
担
当

部　名
課　名

教育委員会
鹿嶋っ子育成課

3　実　績

　2020年に向け文部科学省が英語教育の方向性を打ち出す等，「国際的に通用する実践的コミュニケーション能力」
を身に付ける英語教育は将来的にも必要不可欠である。小学校においては，質の高いカリキュラムに基づく指導が各校
とも同様に実施されているため，他市に比べ英語教育の質が確実に保障されており学校による差も生じていない。ま
た，中学校においては外国人講師の効果的・有効的活用がなされ，授業公開時には他市からの参観依頼も多い。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　中学校における英語科指導の質の向上及び４技能を総合的に育成する指導の工夫改善。2020年に向け文部
科学省が打ち出した英語教育の方向性と本市の英語教育計画のすり合わせ。

改
善
策

　中学校において，４技能を総合的に育成する指導の改善・充実を図るための，現行の「コミュニケーション
英語」のカリキュラム及び指導法についての見直しを今年度中に行う。２０２０年に向けた文部科学省の方向
性を考慮した本市の新しい英語教育計画を今年度中に策定する。

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る。
　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
努める。

対象及び規模 対象 小学生及び中学生 規模

改
善
策

・事業別の課題を検証し，参加者拡大のための方策を検討する。
・語り部の養成講座を開催する。

個別施策
地域資源や地域人材の活用
伝統文化の保護と継承

２　事業概要

目　的
　郷土に残る伝統文化や行事に触れる機会として様々な事業を展開し，伝統文化の保存と継承につな
げ，さらには新しい文化の形成や豊かな人間関係を構築する。

対象及び規模 対象 市民 規模

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の推進

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の推進

体系項目 郷土理解教育の推進

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ７　（自己評価）

主要事業名 鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発言
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

3　実　績

　郷土に残る伝統文化や行事は，そこに生活する人々にとって，新しい文化の形成や豊かな人間関係を構築するうえで
重要である。そのため，鹿嶋市の伝統文化に触れる機会として，様々な事業による普及活動を実施した。更に，今年度
は，鹿嶋の偉人である「塚原卜伝」を市民，特に子ども達に伝えることにより，郷土への誇り，愛着を深めるととも
に，次代に語り伝える後継者育成のため「塚原卜伝紙芝居」を制作した。また，市施設での企画展等により，市民をは
じめ鹿嶋市を訪れる人々へ鹿嶋の歴史文化に触れる機会を提供した。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

・様々な事業への参加者拡大を図るためのさらなる工夫が必要である。
・民話や紙芝居の普及活動を進めるうえで，語り手の育成が重要な課題である。

１　事業の位置づけ

20



3

（２）

②

④

（１）

①
②

 

対象及び規模 対象 市民全般 規模

3　実　績

　2020年に五輪，2019年に茨城国体とスポーツを取り巻く環境は追い風にある。スポーツに対する関心が高まって
いる中，鹿嶋市においても，スポーツ人口が徐々にではあるが増加している。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　スポーツ大会開催・誘致等推進組織の設置，スポーツ施設の老朽化等に対応した施設整備。

改
善
策

　スポーツコンベンション推進委員会の設置（Ｈ２６），スポーツ施設整備計画の策定（Ｈ２７）

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２５年度　教育行政評価　Ｎｏ1０　（自己評価）

主要事業名 スポーツ事業の開催と機会提供及び市民スポーツの支援
担
当

部　名 市民協働部 
課　名 スポーツ推進課

個別施策
スポーツ団体の育成支援
地域スポーツの展開と情報の発信

２　事業概要

目　的
　日常生活における利便性向上での運動不足解消，高齢化社会の進展等による生涯健康への実現，人
間関係の希薄化が危惧される地域コミュニティの充実対策等，スポーツの持つ多様性を生かし，まち
の活性化を図る。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　韓国・西帰浦市とは平成２５年度で姉妹都市締結１０周年を数え，交流事業は新型インフルエンザの影響で
中止となった平成２１年度を除いて，平成１６年度から毎年行い，参加定数以上の応募者があった。しかし，
平成２５年度は事業開始以来初めての定数割れとなった。国家間の関係悪化が原因の全てではないが，民間の
交流に影響がでないように，事業の目的・主旨を保護者及び生徒に伝え，課題の解決を図る必要がある。

改
善
策

　事業を周知し，今後も継続するためには，事業の目的・主旨を次の世代に伝えることが必要と考えます。報告書や，FM
かしまでも参加生徒の声を伝えているが，事業へ関心を持つ中学生の裾野が広がっていくように，周知を改善していく。ま
た，事業に参加しなかった大多数の生徒が無関係にならないように，報告会等を通じて貴重な体験談を共有するようにする
（鹿島中実施）。

個別施策 異文化理解と交流活動の充実

２　事業概要

目　的
　将来の鹿嶋市を担う中学生が，小・中学校で学んできた英語を実践しながら，韓国やカナダでホー
ムステイ等を経験することで，日本や鹿嶋の風土，歴史，文化などを再認識し，それらの違がわか
り，かつ相手を理解することができる国際人としての感覚を養うことを目的とする。

対象及び規模 対象 市内中学２・３年生及び保護者 規模 約1,200人

１　事業の位置づけ

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の推進

体系項目 国際理解教育の推進

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ９　（自己評価）

主要事業名 中学生国際交流事業
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課

3　実　績

　平成２５年度から中学校３年生のカナダ派遣事業が開始され，中学生の国際交流事業は韓国とカナダの二カ国となっ
た。参加生徒は韓国・西帰浦市が中学２年生１８人，カナダが中学３年生１２人であった。
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２　事業概要

目　的

　神野向遺跡は奈良時代から平安時代の鹿島郡の郡役所跡であり，大溝で囲まれた倉庫群（正倉院）や回廊で囲まれた郡庁建
物が発見され，国の史跡に指定されている。
　神野向遺跡を文化遺産として将来に残すために史跡として指定地を買い上げ，子どもたちの郷土学習や体験学習の場とし
て，また，市民や遺跡を訪れる人々の憩いの場として歴史公園，生涯学習の場として整備活用していくことを目的としてい
る。

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）

3　実　績

　史跡の公有化を進めると同時に，基本計画のための前段階として基本構想を策定した。しかし，予定していた土地の
約半分は公有化に至らなかった。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　国の史跡に指定されている土地の公有化については，現在指定されている土地はもう少しで公有化が完了す
る見込みである。今後の課題としては，土地の評価が安くなる一方であり，公有化に係る土地買収の交渉が困
難になってきている。一方，当初指定外としていた地権者から，今後は史跡に指定して土地等の買収を行って
欲しいなどの要望が出てきているため，国や県との協議が必要となってる。

改
善
策

　土地等の買収については，国や県と随時調整しながら公有化に向けた方向で実施していく。

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２５年度　教育行政評価　Ｎｏ1２　（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

個別施策 文化財の保護と活用

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２５年度　教育行政評価　Ｎｏ1１　（自己評価）

主要事業名
各地区まちづくりセンター活動支援，芸術祭・市美術展覧

会等の開催
担
当

部　名
課　名

3　実　績

・市民の教養の向上，地区住民相互の交流による地域の連携が図られ，市の生涯学習の推進に寄与する事が出来た。また，地域の課題の一つとし
て，公民館としての地域防災の取り組み方についての学習の場を提供できた。
・芸術祭や市美術展覧会を開催し，市美展では９２２人，芸術祭では９６１人の来場者があった。※開催日は両展とも６日間。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

・趣味や教養の学級が中心の現在の取り組みから，今後のまちづくりセンターの有り方を含めた生活課題や地
域課題にも目を向けた事業展開を検討し，それを地域の連携強化，活性化にどのようにつなげていくか。
・文化協会の高齢化が見られるため，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。

改
善
策

・公民館活動について，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。
・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。

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

　市民協働のまちづくり活動を推進するため，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とで組織する，ま
ちづくり連絡協議会活動を通じて情報交換や研修会を開催し人材を育成する。
　市民の芸術文化活動の振興を図るため，芸術祭，市美術展覧会等を開催し，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，指導者の発掘を図る。

対象及び規模 対象 市民 規模 ６６，５１６人

市民協働部
まちづくり市民センター

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
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④個別施策 社会教育施設の整備充実

２　事業概要

目　的
　市民センター及び各地区公民館・コミュニティセンター・勤労文化会館の修繕・改修整備を行い，
広く地域の人々が安心して快適に使用できる魅力的なものとし，「市民協働によるまちづくり」を実
践する市民活動の拠点施設とする。

対象及び規模 対象 市民 規模

体系項目 教育施設の充実

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ1４　（自己評価）

主要事業名 社会教育施設の整備充実
担
当

部　名
課　名

市民協働部
生涯学習課

改
善
策

3　実　績

　今年度計画した修繕・工事等はすべて完了した。また，これまで使用していた改修計画を見直し，引き続き適正な維
持管理をするため，施設カルテを作成した。新耐震基準以前の高松公民館及び高松緑地体育館は改築及び解体の方向性
を見出した。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　施設カルテは，修繕改修の履歴が記載されており，施設の現状を把握する上で有効な資料である。引き続き
施設の情報を集め，優先順位を見極めながら進める。

改
善
策

　建設から30～40年経過している学校校舎や屋内運動場について，今後，国補助を活用しながら大規模改造
工事を継続的に進める必要がある。

個別施策 校舎及び園舎の改修・改築・耐震化の推進

２　事業概要

目　的

・トイレの老朽化した給排水管や便器類を交換することにより，臭いやつまりを改善する。さらに，床を乾式化（水洗いをし
ない）する事により，衛生的な環境を整備する。
・海抜が低く海岸線から100ｍ以内の位置にある平井小学校に，津波発生時に逃げ遅れた周辺住民や児童等の一時的な避難場
所として，校舎屋上へ避難するための外部階段を整備する。
・熱中症対策のため，各幼小中学校の普通教室（保育室）及び特別教室に扇風機を２台設置し，教育環境の整備を図る。

対象及び規模 対象 トイレ：小中15校／階段：平井小／扇風機：全小中幼 規模 対象校の幼児・児童・生徒及び教員，周辺住民

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 安心して学べる教育環境づくり

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 安心して学べる教育環境づくり

体系項目 教育施設の整備

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ1３　（自己評価）

主要事業名 学校施設の改修と整備
担
当

部　名
課　名

3　実　績

　平成23年度までに施設の耐震補強は完了しており，トイレの改修についても今年度実施したことで全校完了した。ま
た，熱中症対策等のための幼稚園及び小中学校への扇風機設置も全校完了した。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　今後の大規模改造工事（内外装全体的に行なう老朽化対策）の際の財源確保が重要である。

教育委員会
教育総務課
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平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ15　（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 安心して学べる教育環境づくり

体系項目 教育を支える環境の整備

個別施策 安全・安心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事業が平成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，下校時の安全確保，健康で心豊かな「鹿嶋っ子」を育成することを目的に行う。
　青少年相談員（６２人）は，巡回や店舗訪問等の活動を実施し、青少年の非行防止や社会環境を整備し，青少
年の健全育成に努める。※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，再
任可)。

主要事業名 安全・安心な子育て環境の整備
担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課

１　事業の位置づけ

改
善
策

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ16　（自己評価）

主要事業名 子育て講演会等の開催
担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課

対象及び規模 対象 市民 規模

3　実　績

　放課後子ども教室は，平日の部を８小学校区（週3日から5日開催）で開催し１69人が参加し，休日の部では，1１カ所（延12０
回開催）で開設し，4,905人が参加した。児童の下校時の安全性が高まり，伝承遊びやスポーツ活動等をとおして，地域の人と交流
することで，社会性や協調性などの生きる力の向上が図られた。
　青少年相談員の活動は，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)を実施した。そのほか，各小学校
と連携し，あいさつ声かけ運動(年２回)や相談員研修を(年２回)を実施した。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。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　 放課後子ども教室は，未実施校が３校あり，余裕教室など各学校の実態を把握し，関係機関との連携を図り
実施に向け努力していく。

２　事業概要

目　的
 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，性や心の教育をすることで，自分自身を大切にすること，命の大切さを学ぶ機会とする。

対象及び規模 対象 市民 規模

3　実　績

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 安心して学べる教育環境づくり
体系項目 教育を支える環境の整備
個別施策 家庭の教育力の充実

　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ことができた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　すべての親が安心して子育てや，家庭教育を行うことができるよう様々な取り組みが必要である。

改
善
策

　効果的な取り組みをするためにも，知見やノウハウについての検討が必要である。
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教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課

１　事業の位置づけ

3　実　績

　指導主事による訪問等，積極的な関わりにより，各校とも適正な学校運営がなされている。
　学力診断テスト，Ｑ－Ｕテストや読書感想文コンクールなどを実施することにより，学力や学校・学級の実態の把握
や本に親しみを持つことができた。また，それらに対する課題や対策を再確認し，児童生徒の学習意欲の向上や円滑な
学校・学級運営を図るための授業改善や対策が明確になった。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　学力向上や学習意欲向上のための授業展開。
　子どもたちと接する時間を少しでも増やすため，教員の事務的負担の軽減が図れるよう校務用パソコンの環
境整備（ソフトの更新）を考える必要がある。
　学力診断テストの結果から鹿嶋市の子どもたちは「どの教科のどのような問題が苦手なのか」を検証し，そ
の学年のうちに克服できるような（復習を行う）授業を盛り込む必要がある。

改
善
策

　学力向上や学習意欲向上のための授業をどのようにしていくかなどを協議検討することを目的とした授業改
善のための研修会を全校的に規模を拡大して実施し，改善に向けた取組みを実施していく。ＱーＵテストにつ
いては，より具体的な実態把握のできるハイパーＱ－Ｕテストに変更した（Ｈ２６）。
　校務用パソコンの環境整備の充実及び学力診断テストの結果から見えてきた課題解決のための授業改善策を
検討し，学力の向上につなげていきたい。

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ18　（自己評価）

主要事業名 師範塾の充実
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課

教職員415人，小中学生保護者5,315人

鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ
重点目標 安心して学べる教育環境づくり
体系項目 教育を支える環境の整備
個別施策

　教育指導員を3人配置し，主に教職員や保護者を対象とした研修を実施，教職員や保護者を対象とした研修の特化を
進めた。鹿嶋師範塾平成２５年度実績…実施講座・２３講座，参加者数４８６人。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　教育指導員を3名配置したことにより，市費負担教職員や若手教職員の相談時間の確保の問題は解消しつつあ
るが，同時に子育て等保護者の相談も数多く，体制の整備が必要である。

対象及び規模 対象 教職員・保護者 規模 教職員460人，幼小中学生5,675人の保護者

3　実　績

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ17　（自己評価）

主要事業名 教職員指導対策事業
担
当

１　事業の位置づけ
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鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ
重点目標 安心して学べる教育環境づくり
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
　教職員及び教育関係者の指導力向上を図るため，理論と技術を体系的に学べる講座を開設し，受講
を通じて実践的な指導力を身に付け，授業力や個別指導力を向上させる。

改
善
策

　平成26年度より教育指導員を4名配置し，ニーズにあった講座の実施及び相談にあたる。

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する。

対象及び規模 対象 教職員・保護者 規模

部　名
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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 安心して学べる教育環境づくり
体系項目 教育を支える環境の整備
個別施策 教育機会の保障

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ19　（自己評価）

主要事業名 高塚奨学金制度の充実
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

　前年度に実施した平成25年度新規奨学生の前倒し募集で奨学生数が定員数に満たなかったため，年度当初に追加募集
を行い，定員数を確保した（②の事業）。また，１１月以降に平成26年度新規奨学生の前倒し募集を行い，一定の奨学
生数を確保した（①の事業）。新規奨学生を含め，合計74人に奨学金の貸与を行った。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

・平成24年度新規奨学生から前倒し募集と追加募集を行い，定員数30人をほぼ毎年確保しているが，追加募
集は募集人員が少なくても前倒し募集と同じ事務負担がある。
・返還滞納金の整理が必要である。

改
善
策

・前倒し募集のみで定員数を確保できるよう，さらなる周知徹底を図る。
・口座振替による返還を推奨するとともに計画的な滞納整理（督促，訪問等）を実施していく。

平成２５年度　教育行政評価　Ｎｏ20　（自己評価）

主要事業名 教育委員会機能の強化
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

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。

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

3　実　績

　教育委員の知見を広げるため，市外での視察研修を実施し，市施設の状況把握のために施設訪問を実施した。また，
13回教育委員会会議を開催し，議事５７件を審議し可決・承認されたことについて，市ホームページに掲載した他，会
議録の情報公開に対応した。さらに，市民の声を教育行政に反映させるため，教育懇談会を２回実施した。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

  市民の声を教育行政に反映するため，より多くの市民に教育懇談会へ参加いただく必要がある。また，教育行
政情報の発信方法として，市ホームページを活用しているが閲覧数が多くないため，内容の充実を図る必要が
ある。

改
善
策

　教育懇談会については，開催の周知方法を増やし，参加者数の増員を図る。市ホームページによる情報発信
については，即時性のある特徴を活かし，新鮮な情報発信を心がけ，より多くの人に閲覧していただける内容
としていく。
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２　事業概要

目　的 　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。

対象及び規模 対象 市民 規模

3　実　績

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 安心して学べる教育環境づくり
体系項目 教育を支える環境の整備
個別施策 教育委員会機能の強化


