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Ⅰ 鹿嶋市教育行政評価委員会答申 

 

平成２８年度事業にかかる鹿嶋市教育行政評価について，審議した結果を以下のとお

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，教育委員会が自己評価した主要事業を

外部者の視点から評価するものです。 

鹿嶋市の教育行政における各種施策は，平成２８年３月に策定された第Ⅱ期鹿嶋市教

育振興基本計画において７つの基本方針として設定されています。この７つの基本方針

を達成するための重点施策として「平成２８年度鹿嶋市教育行政運営方針」が策定され，

さまざまな事業が実施されました。そのうちの主要２２事業について，教育委員会事務

局によって自己評価が行われ，これを基に本評価委員会が評価を行いました。従って，

本答申は，平成２８年度鹿嶋市教育行政運営方針，そして平成２８年度教育行政評価シ

ート（以下「評価シート」という。）などを基に審議し，見解をまとめたものです。 

この報告が市民に対する教育委員会の説明責任を，いっそう明確にするものとなれば

幸いです。 

 

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２８年度事業について 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て自己評価を行いました。 

評価シートは，「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，目標と評価結果を指標別に対比できる構成と

しており，「アウトプット（執行段階の効率性）」が，「事業実施に直接関連する指標に

係る評価」に，「アウトカム（有効性）」が「成果に関する指標に係る評価」に対応して

おり，「執行工夫・日常業務改善の取り組みに係る評価」の自己評価を加え，施策別に

評価点を算出しています。 

評価点の算出については，事業実施に直接関連する指標に係る評価（３割），成果に

関する指標に係る評価（４割），執行工夫・日常業務改善の取り組みに係る評価（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＝０．６５,

Ｃ＝０．４）を乗じて個別事業ごとに実績評価点を算出しました。その合計を総合評価

の点数とし，総合評価合計点が８０点超をＡ，８０点から５０点超をＢ，５０点以下を

Ｃとしています。 

このような手法を用いて作成した自己評価シートをもとに，本評価委員会が評価を行

った結果，平成２８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ものと評価できます。 
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２ 平成２８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します。 

 

基本方針１ 学び高め合い，生きる力を育む学校教育の推進 

（１）幼児教育の充実（Ａ：８２.２） 

 「アプローチ・スタートカリキュラム」が市内全幼稚園（保育園・認定こども園含む）

において活用できるよう改定され，内容の充実が図られました。 

公立幼稚園全園においては，３年保育実施に向けた関係機関と調整が行われ，平成２

９年度からの公立幼稚園全園での導入につながりました。今後は各幼稚園において，公

立幼稚園の良さを生かした幼児教育の推進を求めます。 

 未就園児ふれあい事業のイベントや子育て相談などを通して，公立幼稚園の雰囲気や

行事などを知ってもらう機会とし，入園児の確保につなげてもらいたいと思います。 

 

（２）食育の推進と学校給食施設の改善（Ｂ：７７.６） 

 学校において食育を推進するため，平成１７年度から栄養教諭制度が開始され，各学

校における指導体制の要として，栄養教諭が重要な役割を担っています。各小中学校に

おいては隔年毎に栄養教諭により食育授業が実施され，児童生徒の食育への関心が伺え

ます。家庭での食育の取り組みを推進するためには，保護者への啓発活動も必要と考え

ます。 

 学校給食において，担当課と連携し，マスコミ等を通して地元食材の使用を推進する

とともに，広くＰＲすることにより，食材への意識の啓発を図ることができました。 

 一方，給食費の滞納対策については，徴収の目的を明示し，保護者の理解を得ること

が，まず必要であると思われます。 

 

（３）生きる力の育成を通した学力向上のための授業改善（Ａ：９２.７） 

 平成２６年度から４カ年計画で鹿嶋市授業改善プロジェクトがスタートし，アクティ

ブラーニングを用いた授業運営により，児童生徒が主体的・協働的に学び，学習を進め

られるよう教職員の研修が実施されました。今後は教職員の指導方法の検討や更なる指

導力の向上を図ることを求めます。 

 また，茨城県学力診断テスト結果の分析に基づいた，課題の克服に向けた授業改善の

展開により，児童生徒の思考力・表現力の向上が伺えました。今後も児童生徒一人ひと

りに応じた指導の充実を期待します。 

 

（４）小学校英語科導入を見据えた指導法の展開（Ａ：９０.４） 

教育施策の中でも鹿嶋市が特に力を入れてきた事業の一つが英語教育の充実です。小
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学校から中学校の９年間を通して特色ある英語教育を展開し，児童英検（検定レベル：

シルバー）正答率８６.３％という結果からも成果が表れています。 

平成３２年度から予定されている小学校５・６年生の英語教科に先駆けて，鹿嶋市に

おいては，平成３０年度に先行実施が計画されており，これまでの先駆的な取り組みを

踏まえ，今後も引き続き事業の充実に期待します。 

一方，中学校においては，小学校で培ったコミュニケーション能力の基礎を更に育成

するため，すべての中学校において週１回英会話を中心とした「コミュニケーション英

語」カリキュラムが実施されています。そして，中学校３年生における，英語能力判定

テスト英検３級レベル以上が，全体の３２％，前年度比較４．６％増となり，着実に成

果を上げているものと評価します。また，鹿島学園留学生交流事業等により英語を学ぶ

大切さ，英語を通して多様なものの見方があることについての意識の高まりが伺え，更

に，英会話等を実践する機会の提供を望みます。 

 

基本方針２ 豊かな学びを支える教育環境づくり 

（５）教育環境の整備（Ａ：８０.９） 

本事業は，施設の整備と，授業の支援といったハード，ソフト，両面からの教育環境

を整備するものとなっています。安全安心な学校施設の維持管理及び老朽対策として，

平成２８年度は，鹿野中学校の体育館天井改修工事や鹿島小学校大規模改造工事により，

安全性の確保と学校施設の長寿命化が図られました。今後も小中学校施設の適切な管理

や計画的な改修整備工事の実施を求めます。 

また，鹿嶋市独自で市費負担の教職員が採用されています。小学校１，２年生のクラ

ス編成を少人数学級（３０人以下）にするために５名，複式学級を解消するために１名，

生活指導における学級支援のために１名それぞれ配置しています。これにより児童一人

ひとりの個人差に対応した指導を可能にし，きめ細やかな学習指導及び生徒指導の充実

と児童の基礎学力の定着や豊かな人間性の育成につながっているものと思います。 

 

（６）特別支援教育事業の充実（Ａ：８６.４） 

 子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を保障するために，教育的支援の充実

と支援体制の整備を促進する事業となっています。 

特別な配慮を必要とする子どもを持つ保護者のさまざまな相談に応じ，支援者（教員

や専門機関等）と共により良い就学ができるよう支援が行われています。特に，幼保小

中における連携が充実し，更に，今年度は高校との連携により中学校から高校へ個別の

教育支援計画の引継ぎが行われました。このことにより，高校での継続した支援が可能

となったことは，大変すばらしい取り組みで高く評価できます。きめ細やかで連続性の

あるこの取り組みは特別支援教育の自治体モデルと言え，鹿嶋市がパイオニアとして，

県内自治体をリードすることを期待します。 
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（７）通学区再編成の検討（Ｂ：５９.８） 

「鹿嶋市小中学校通学区域再編成検討委員会」において，学校の規模及び配置の適正化

並びに通学区域の見直しが検討され，現状に合った通学区域の再編成について，協議さ

れ方向性が決定されました。中長期的な視野に立ち，検討委員会の進め方や計画年度の

設定を明確にするよう求めます。 

 

（８）小中一貫教育の導入の推進（Ｂ：６５） 

 小学校と中学校の９年間の連続した学びの中で，「確かな学力」と「豊かな人間性」

の育みが期待できる事業となっています。 

 鹿嶋市小中一貫教育の導入に向けた検討委員会が開催され基本方針が策定されまし

た。地域性やこれまでの小中連携の取り組み，立地条件を鑑み，高松地区をパイロット

地区として選定し，平成３０年４月高松小中一貫校開校に向けて着実に進められていま

す。導入後は小中一貫教育の具体的な施策及びそれに伴う効果を明らかにすることを求

めます。 

 

（９）家庭・学校・地域の連携（Ｂ：７７.３） 

 学校と地域の連携，学校が必要とする活動について，各小学校区にある公民館を核と

した地域の方々をボランティアとして派遣する，学校支援ボランティア事業が実施され

ました。 

 活動内容は，読み聞かせ，手話体験，昔遊び，そろばん教室などさまざまな内容とな

っており，児童生徒に貴重な体験となり，学校と地域の連携が円滑に図られていること

が伺えます。 

 また，制度を有効活用するため，地域活動支援員会議や学校支援，コーディネーター

研修を通して学校と地域の連携体制の強化が図られました。 

日本語指導ボランティアについては，外国籍の中学３年生の支援に１名を派遣し，個

に応じた指導により学校生活において，コミュニケーションを取ることができるように

なりました。国際化の進展により日本語指導の配慮が必要な児童生徒の増加に対応した，

英語以外の多言語のボランティアの確保が望まれます。 

 

（１０）学校図書館の整備（Ｂ：６９.２） 

市内全小中学校で図書館が整備され，児童生徒の自主的な学習活動が支援されるとと

もに積極的な読書活動が推進されています。 

平成２８年度は鹿島中学校及び大野中学校の図書館が整備され，これにより市内全て

の小中学校への整備が完了しました。学校図書館司書と司書教諭が円滑に連携するため，

情報交換等の機会をより多く設定する必要があります。 

学校図書館の整備によって，児童生徒における読書環境の充実が図られたことは明ら

かです。成果の指標として挙げられている１人あたりの平均貸出冊数も前年度比増加と



5 

 

なっています。なお，今後は貸出し冊数が少ない児童に目を向けた取り組みにより，読

書活動の更なる推進を求めます。 

 

（１１）図書館活動の充実（Ｂ：５５） 

 図書館基本計画を策定し，地域の知の拠点として，資料・情報提供を基本としたサー

ビスの充実や，学校図書館・公民館をつなげるサービスが展開されています。 

 レファレンス室の運営に対応するためには，職員の資質の向上が求められることから，

職員の育成を計画的に実施する必要があります。 

また，学校図書館との連携について，どのような姿をイメージしているのか具体的に

示すべきです。 

 

（１２）幼保小中連携型教育相談活動の充実（Ａ：９２.３） 

 平成２７年１０月に鹿嶋市教育センターを開設し，教職員の研修や研究・カリキュラ

ム開発支援機能のほか，子ども・保護者・教職員からの相談に一元的に対応できる相談

機能の充実が図られています。 

 不登校，長欠児童生徒への支援について，一定の成果があげられており，大変評価で

きます。今後も一人ひとりに合わせた支援を継続し，より一層の支援体制の充実を望み

ます。 

 

基本方針３子育てのための家庭教育への支援 

参照：（１）幼児教育の充実（Ａ：８２.２） 

参照：（６）特別支援教育事業の充実（Ａ：８６.４） 

 

基本方針４様々な学びを通した地域づくりと地域の教育力の向上 

（１３）公民館活動（まちづくりセンター）と運営体制の充実（Ａ：８７.４） 

 地域におけるまちづくり事業を各地区まちづくり委員会へ委託され，地域住民が求め

る地域活動が主体的に実施されています。各種事業の開催や学習機会が提供され，地域

活動の拠点となっていることが伺えます。今後，学習成果を地域に還元できるシステム

の構築を期待します。 

また，公民館は地域に寄り添い，地域住民から求められる地域活動をより活発に実施

するための取り組みを，今後も継続して行うことを望みます。 

 

（１４）放課後子ども総合プランの推進と充実（Ａ：８７.８） 

平日の放課後や休日に保護者が安心して子どもを預けられる居場所づくりを推進す

るため，放課後児童クラブ及び放課後子ども教室並びに，休日子ども教室が実施されて

います。 

放課後児童クラブは，市内すべての小学校（１２校）で，また，放課後子ども教室は
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平日の部が９つの小学校，休日の部は１０カ所のまちづくりセンター（公民館）及び「ミ

ニ博物館ココシカ」を会場に実施運営されており，「子どもの居場所づくり」に寄与し

ているといえます。また，現在，待機児童数「０」となっていることは大変高く評価で

きます。 

今後は，より安心した居場所づくりのため，指導員（コーディネーター）の人材確保・

育成が望まれます。 

 

（１５）子どもの体験活動・学習の充実（Ａ：９４.４） 

フロンティア・アドベンチャー事業は，平成２８年度で２６年間継続している歴史と

伝統のある事業で，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日という長期のキャンプで集団宿泊体験が実施さ

れています。 

 子どもたちが福島県の雄大な自然の中で，保護者から離れ，団体行動による原生活体

験や那須連山縦走等を通して，人間関係を形成し，自立心・忍耐力・協調性・生きる力

などを身に付けることができる有効な事業となっています。 

また，青少年相談員による巡回活動や有害広告物の回収活動なども確実に実積を積み

重ねており評価できます。他方，メディア教育活動については，今後ますます情報化社

会が進み，複雑化する中で継続した取り組みが求められます。 

 

基本方針５ 伝統文化・芸術の振興 

（１６―①）芸術文化に親しむ機会の提供（Ａ：８６） 

市美術展覧会及び芸術祭については，市民の創作活動の発表の場となっており，芸術

文化に親しむ機会として開催され，芸術文化活動の振興に寄与しています。また，特別

展として「熊本地震災害支援作品展・募金」が実施され，多額の支援金の寄付へとつな

がるなど，イベントの有効活用が図られました。一方，各種イベントのマンネリ化への

対策として，それぞれ運営委員会委員や実行委員会委員などの人材の発掘及び育成と併

せ，新たな出品者や作品の掘り起こしによって，作品の多様化や更に多くの市民へ芸術

に触れる機会が提供されることを期待します。 

 

（１６―②）芸術文化に親しむ機会の提供（Ｂ：７０.３） 

鹿嶋の民話の普及活動として，語り部養成講座の開催や児童クラブ及び市内幼稚

園・保育園等さまざまな施設での語り部が実施されました。 

また，「いばらきっ子郷土検定事業」への参加を通して，子どもたちは郷土の歴史・

文化への理解や関心が深められ，更に市の代表として出場した高松中学校が県大会で優

秀な成績を収めたことは，各校における郷土検定への取り組みの機運醸成につながった

ものと思われます。今後も鹿嶋の歴史や伝統文化にふれる郷土学習の機会の提供や伝承

する担い手の後継者の育成事業として，継続させ更なる活動の活性化を求めます。 
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（１７）国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」（神野向遺跡）整備及び保存活用 

（Ａ：８９） 

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，日本の古代史研究

上貴重な遺跡として鹿島神宮境内とともに国の史跡に指定されています。 

本事業は，史跡に指定された土地の公有化及び史跡公園としての整備，文化財に係る

活用と保存を目的とし，意義が高く評価される事業です。 

埋蔵文化財保存施設「鹿嶋市どきどきセンター」では，市内遺跡から出土した埋蔵文

化財の展示や講演会，企画展示などが行われていますが，土日開館や出土品の更なる活

用について検討と周知活動が必要です。 

 

基本方針６ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

（１８）スポーツ活動の推進，スポーツを通じた交流の推進（Ａ：８２.２） 

平成３１年度茨城国体開催に向けた実行委員会が設置され推進体制が整い，ＰＲイベ

ントが開催されたほか，鹿嶋サッカーフェスティバル，ビーチサッカー大会などの各種

スポーツ大会が実施されました。また，スポーツ団体の育成・支援，スポーツ関連情報

の提供など市民スポーツ活動の機運を高める事業が展開されています。各事業とも毎年，

定期的に開催され，多くの参加者を得ており，おおむね成果を挙げていると評価できま

す。 

茨城国体を通して，市民がスポーツ活動に取り組める環境づくりや，各種スポーツ事

業の展開を期待します。また，鹿行５市が共同で組織する「鹿行ＤＭＯ」と連携しスポ

ーツ事業の新たな取り組みが展開され，これまであまりスポーツに関心がなかった市民

に対して，スポーツへの関心を高めるきっかけづくりが進められることを期待します。 

 

（１９）平成３１年度茨城国体の開催準備（Ｂ：７５.５） 

 平成３１年度に開催される茨城国体でサッカー競技会場となる北海浜多目的球技場，

卜伝の郷多目的球技場，高松緑地多目的球技場の整備が計画されています。卜伝の郷多

目的球技場においては，人工芝グラウンドの整備や観覧席，ＬＥＤ照明設備の実施設計

が行われました。北海浜多目的球技場においては，駐車場，屋外トイレ（実施設計）を

はじめ，天然芝のサッカーグラウンドが整備されました。 

平成３１年度の国体開催に向けて，計画どおりに進歩しているものと評価ができます。 

 

基本方針７教育における今日的な課題への対応 

（２０－①）教育に関する「大綱」及び第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画の進行管理 

（Ｂ：７２.４） 

平成２８年３月に策定した「第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画」の進捗状況を進行管理

する事業となっています。 

平成２８年度教育行政運営方針を策定し，年度ごとに教育委員会部局における各種事
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業の進行管理が適正に行われています。また教育行政評価を行い評価結果を公表すると

ともに課題解決に役立てており，効果的な教育行政の推進が図られています。 

 

（２０－②）高塚奨学金制度の充実（Ｂ：７０.６） 

鹿嶋市独自の奨学金として，平成７年，高塚正義氏からの寄附金を原資に，高塚奨学

基金を設置し，経済的な理由により修学が困難な生徒・学生に学資（奨学金）を無利子

で貸与し，資金面で修学支援が行われています。 

平成２８年度の新規奨学生は，２９人を決定し，一定の人数を確保することができ，

本事業の目標をおおむね達成していると評価できます。今後も市在住者の子弟の教育機

会を確保するため，適切な時期に奨学金制度を広く周知することが必要です。 

奨学金の返還滞納者への対策が課題となっており，事業を安定的に実施していくため

にも継続した取り組みを求めます。 

 

 

３ 本年度評価の結果と今後の教育行政評価の在り方について 

昨年度に引き続き，本年度もＢＳＣ（バランス・スコアカード）に基づく評価シート

を用いて評価を行いました。３回の審議により効果的かつ効率的な評価が実施できたと

考えます。 

評価の方法については，「１ 評価の手法と結果の概要について」に記載のとおり，

評価点の合計によって総合評価を判定し，目標を概ね達成できた場合は，総合評価が「Ｂ」

となり，それ以上の成果が見られた場合のみ「Ａ」となる仕組みとしています。 

全体としては，Ａ評価＝１２事業，Ｂ評価＝１０事業，Ｃ評価＝０事業の結果となり，

多くの事業が適切に実施されたといえます。 

学校教育及びスポーツ・社会教育について，それぞれＡ評価が６事業で，バランスよ

く各分野の事業が実施されたといえます。 

Ｂ評価の事業の中には，もう少し評価が高いのではないかとの指摘が，いくつかの項

目で上がりました。自己評価の際には，評価をするための材料（アンケート，参加人数

等）の具体的な数字による標記や，そこで求められる更なる取り組み等についてしっか

りと明示するとともに，事業の実施により得られた成果・実績が明確になるよう努める

必要があると考えます。 

評価指標の開発と情報の収集，根拠の明確な評価を進めるべく，今後もいっそうの工

夫・改善を期待します。 
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４ 教育行政評価委員会 審議経過 

 日 時 内 容 

第１回 
平成２９年７月１８日（火） 

１３：３０～ 

審議方法及び進め方，今後のスケジュール， 

自己評価説明及び質疑 

第２回 
平成２９年７月２５日（火） 

１３：３０～ 
自己評価説明及び質疑 

第３回 
平成２９年９月２６日（火） 

１３：３０～ 
答申案の検討，取りまとめ 

 

 

５ 教育行政評価委員会 委員名簿 

氏 名 所属等 備考 

加藤 崇英 茨城大学大学院 教育学研究科 准教授 委員長 

津島 隆 元公立小学校長 副委員長 

飯山 克則 県立鹿島灘高等学校長 委員 

万條 智恵美 鹿嶋市スポーツ推進委員副会長 委員 

渡辺 道子 中野東小学校ＰＴＡ役員 委員 

 

 


