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平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 5

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等 公立学校施設環境改善交付金の活用（施設整備）

事業の性質

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から
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自治事務
（義務）
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市民サービス

２，７

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
383,202 87,695 325,812

0
52,400 700,800 1,045,000 373,450 277,500

546,898

財
源
内
訳

39,572 260,218 310,440 160,800

139,398

130,000

0

475,174 1,048,713 1,681,252

46,898
137,730 45,520

721,418

46,021 46,898 46,898 46,898

50,000 50,000 50,000
2,636 35,640 668,624

（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

966,175 778,000 579,000 450,000

31年度 ３2年度

272,702

69,970

（決算額：千円） （予算額：千円）

83,845
大野区域屋内温水プール整備事業

公民館施設整備事業（旧高松公民館解体）

市費負担教職員の適正配置

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

2

②
⑦

数
値
目
標

中学校体育館改修事業

２　事業概要（Plan）

　大規模改造事業の実施にあたっては国庫補助金の活用が不可欠であるが，国の予算に対
して要望額（統廃合による新施設整備や改修事業）が上回っており，要望した事業の一部
で補助金が採択されない状況となっている。

２8年度 ２9年度

小中学校大規模改造事業（ｴｱｺﾝ整備含む）

30年度２9年度２8年度

主要事業名

学校教育の充実

基本目標

教育環境の整備
作　成　日 H29.6.30

豊かな人を育むまち

単位目標内容

担当課名 教育総務課

①平成27年度までに小中学校施設の耐震化が完了し，今後は，体育館の非構造部材の落下防止対策
並びに学校施設の校舎の老朽化対策が不可欠となる。
②平成２０年度から市費負担教職員を適正に配置し，児童の基礎学力の定着を図っている。

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

1

7 7

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

基本政策
安心・安全・快適に学べる教育環境の整
備

小中学校大規模改修の計画的な実施
市採用教職員等の適正配置

体系項目 (1)

個別施策

豊かな学びを支える教育環境づくり重点目標 2

7 7 7

31年度

　一般財源

全体計画

小中学校大規模改造工事の実施

市費負担教職員の配置

校

人

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

①タイムリーな校舎の改修により長寿命化と教育環境の充実を目指す。
②鹿嶋市の教育力向上により，基礎学力の定着を図るとともに，児童生徒の豊かな心と生きる力を育
成する。

①小中学校施設，社会教育施設及び社会体育施設の老朽改修工事を計画的に進める。
②目的に応じて適正に市費負担教職員を配置する。

1 2 1 1



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

23

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

15

【比率： 20 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

9.8

【比率： 15 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

13

【比率： 15 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

20

【比率： 20 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

改善策

課題

実績

個別事業実績評価点：

　少人数学級編制にすること
により，児童に寄り添った学
習や生活指導ができ，小学校
入学時に起こる小１プロブレ
ムを回避することができた。

個別事業実績評価点：

　継続的にきめ細やかな教育を
推進するために，小学３年生か
ら６年生までのクラスにおいて
の少人数学級によるクラス編成
を検討する必要がある。

[課題]
　来年度工事発注に向けて，関
係機関，庁内各部署との協議を
行い，平成２９年８月の設計完
了を目指す。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

A

個別事業実績評価点：

[課題]
　老朽化する他公民館施設の改
修も計画的に進めなければなら
ない。

・基本実施設計委託の発注
・地質調査実施

　児童の基礎学力の定着を図り，
豊かな人間性を育むため，鹿嶋市
独自のきめ細やかな教育を推進す
る。

　次年度の準備として，アン
ケート内容の検討，関係者説
明会の準備を進めた。

80.9

　解体工事から駐車場整備ま
で一括して発注することによ
り工期短縮，発注額の圧縮が
図れた。

　同一業者に発注することに
より，工種の切換えが円滑に
できた。

　児童一人一人の個人差に対
応した指導につながり，学習
指導及び生徒指導が充実し
た。

現状維持

①小中学校大規模改造事
業

②中学校体育館天井改修
工事

理由

　大野区域の４小１中のプール機
能の集約と，市民の健康づくりを
目的とする市民プールを整備する
ため，基本実施設計並びに地質調
査を実施する。

配置目的：
①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。
②複式学級の解消
③市が重点的に取組む研究活
動
④生活指導上において特に必
要と認める学級支援
⑤県費負担教職員未補充の対
応

①残り14校の大規模改造事業においては，国庫補助金の確保に最大限努め，仮に採択されない場合にも毎年計画的に実施していくべきである。
②任用期間の見直しや現在任用している経験豊かな市費負担教職員を継続的に任用していくことを検討する。

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。

①施設面では，どの施設も建設から30年から40年経過しているため，大規模改造工事（老朽箇所の全体的な改修）は急務である。
②学習指導及び生徒指導に関する経験豊富な市費負担教職員が，勤務校において質の高い指導を実践している。この実践により勤務校で組織的に指導力向上が図られた。

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。
①大規模改造事業を計画的に進めていくには，国庫補助金の確保が大変重要である。
②市費負担教職員の任用期間は１期２年で，更新により２期（最長４年）任用することができる。更に継続する場合は，改めて試験を行う。市費負担教職員の人材確保が課題とな
る。

④公民館整備事業

⑤市費負担教職員の適正
配置

　引続き，大規模改造事業を実施するとともに，市費負担教職員の適正配置を行う。

総合評価
方法

　平成２７年度，新高松公民館施
設の整備が完了した。平成２８年
度は旧施設の解体及び外構工事を
行う。

　市費負担教職員として７名
を６校の小学校へ配置した。
・波野小１名・・配置目的①
・豊津小１名・・配置目的②
・高松小１名・・配置目的①
・平井小１名・・配置目的①
・三笠小２名・・配置目的①
・鉢形小１名・・配置目的④
（配置目的③，⑤について
は，平成２８年度該当な
し。）

[課題]
　引き続き，体育館の照明等の
落下防止対策も必要である。

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

個別事業実績評価点：

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

③大野区域屋内温水プー
ル整備事業

合計
点数

　工事を一括して発注したこ
とにより，事務処理も一度で
済み事務量の削減につながっ
た。

　地震発生時の生徒の安全確保及
び避難所機能の確保のため，天井
材等の落下防止対策を実施する。
・鹿野中体育館天井改修工事

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　児童クラブや部活動など工
事の影響を受ける事案につい
て協議調整を行い，工事が円
滑に進められた。

（評価をふまえた改善点）
　児童クラブや部活動など工
事の影響を受ける事案につい
て協議調整を行った。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

　12月補正で委託料を予算化
し，１月に発注。
・地質調査を実施
・関係団体との検討会を２回
開催
・排水放流先について施設管
理課と協議

　検討会において出された意
見を，基本設計をまとめる際
の参考とすることができた。

・旧施設の解体完了
・跡地に駐車場を整備

主要事業名：教育環境の整備

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか
　工事については，契約工期どお
り完了し，教育環境が向上した。
設計委託についても，次度早々に
発注できるよう年度内に終了でき
た。

　落下の危険性がある天井材
等の改修が済み，安全性が高
まった。老朽改修工事を一括
して発注し，効率よく施工す
ることができた。

鹿野中：８月契約１月完了

個別事業実績評価
事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか
鹿島小：H27.3月契約10月完了
鹿野中：８月契約１月完了
鹿野中設計：11月契約3月完了
鉢形小設計：11月契約3月完了
鹿島小設計：１月契約３月完了

[課題]
　今後も，補助制度を活用しな
がら小中学校の老朽改修工事を
計画的に進めなければならな
い。

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
　小中学校施設の老朽改修を実施し，
建物の長寿命化を図る。
・鹿島小大規模改造工事
・鹿野中体育館老朽改修工事
・鉢形小大規模改造工事設計
・鹿野中校舎大規模改造工事実施設計
・鹿島小エアコン整備工事設計

・鹿島小大規模改造工事及び
鹿野中体育館老朽改修工事の
年度内完成
・鉢形小大規模改造，鹿野中
校舎大規模改造及び鹿島小エ
アコン工事の設計完了

・鹿野中体育館天井改修工事
の年度内完成

個別事業実績評価点：



○

400

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　未就学児の発達や教育について，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を行う。

・就学相談員（鹿嶋市教育センター）による就学相談の充実
・個別の教育支援計画の作成
・個別の指導計画の作成
・園→小学校，小学校→中学校，中学校→高校へのリレーファイルの引継ぎ

373 400

全体計画

就学相談の充実

個別の指導計画の作成

件

%

一人ひとりの特性に目を向けた特別支援
教育の充実

特別支援教育の推進のための指導・支援
体制の充実　他

体系項目 (2)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

400

100 100

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

学校教育の充実

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

担当課名 教育指導課

　鹿嶋市において特別な支援を必要とする幼児・児童生徒に対する教育的支援の充実と支
援体制の整備を促進する。

報酬（就学相談員）

30年度２9年度２8年度

主要事業名 特別支援教育事業の充実
作　成　日 H29.6.27

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

①

年度繰返し

２　事業概要（Plan）

　身体に障害があるために，小中学校の通級指導教室における指導では，十分な教育的効
果を期待することが困難な子どもがいる。このような教育上特別な配慮が必要と思われる
子どもに対しては，その障害の状況や発達段階，特性などに応じて，よりよい環境を整
え，その可能性を最大限に伸ばすインクルーシブ教育の視点から支援する必要がある。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度
単位目標内容

目的達成のため
の手順

旅費（相談業務，研修会等）

需用費（消耗品費等）

備品購入費

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

4,320

0 25

数
値
目
標

共済費（社会保険料負担金）

400

100 100 100

31年度 ３2年度
（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）

4,320 4,320 4,320
647 650 650 650 650

4,250

25 25 25

39 39 39
73 288

39
288 288 288

5,3224,969 5,322 5,322 5,322

財
源
内
訳 5,322

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
4,969 5,322 5,322

3

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
市民サービス

期間限定 年度から

2 2 3 3

5,322

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 6

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

24

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ

63

【比率： 70 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

　年３回特別支援教育コー
ディネーター研修会を実施す
る。

・就学相談票，就学先変更
資料等の作成について
・幼保小中高の連携，個別
の教育支援計画の引き継
ぎ・有効活用

　特別な支援を要する児童生
徒一人ひとりのニーズを長期
的な視点で把握し，就学前か
ら卒業後まで一貫して的確な
教育支援を行うことを目的と
して作成する。作成率100％
を目指す。

　特別支援学級在籍児童生
徒のみならず，通級指導教
室や通常学級に在籍する児
童生徒の中でも配慮を要す
る子に関して作成する。

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

　特別支援教育コーディ
ネーター研修会を実施し
た。
　第１回： ４月12日
　第２回：10月12日
　第３回： ２月20日

　市内小中学校に対し，作
成率・活用状況の調査を
行った。

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
「気づきから支援へ」をモッ
トーに，日頃の活動における
気づきから把握が始まり，特
別支援教育コーディネーター
が児童生徒や保護者，教職員
の架け橋となって支援につな
げていく。

　教育支援計画の中身は，
個別面談等を通して，本
人・保護者の願いを聞き取
りながら，児童生徒が１年
後に目指す姿を考え，保護
者と共に話し合って決めて
いく。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

主要事業名：特別支援教育事業の充実

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　幼保小中における連携が
充実し，さらに28年度は
９名の生徒について高校と
連携，初めて個別の教育支
援計画の引き継ぎをするこ
とができた。

　特別支援学級及び通級指
導教室では，100％の作成
率を達成した。
　また，通常学級において
も配慮を要する児童生徒に
ついて保護者の同意のもと
全体の９％の児童生徒につ
いて作成した。

[課題]
　個別の指導計画と共に中
学校卒業以降も高校・就労
先等につないでいけるよ
う，理解促進に努める。

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　特別な支援を要する児童生徒は増加傾向にあり，教職員の資質向上・教育環境の整備の観点からも必要である。

具体的施策名

個別事業実績評価点：

[課題]

④

個別事業実績評価点：

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

A

[課題]
　まずは，校内の関係職員
に対して特別支援教育コー
ディネーターの活動への理
解を深め，学校全体で児童
生徒の支援体制を整える。

個別事業実績評価点：

③

改善策

課題

実績

　新任特別支援教育コーディネーターの育成のため，特別支援教育コーディネーター研修会以外に年２回，知識・経験を伝える場を設ける。

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。

個別事業実績評価点：

[課題]

86.4

①特別支援コーディ
ネーター研修会の実施

②教育支援計画ファイ
ルの作成および活用

　文部科学省で教育支援計画の作成について謳われている中，これから作成を考えている市や作成していても浸透していない自治体が多い現状で，本市は作成率100％を達成し
ている。

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。

　ベテラン特別支援教育コーディネーターが定年退職等で減少しており，次世代のコーディネーターへの知識・経験の伝達が喫緊の課題である。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果



○

○

数
値
目
標

2

（予定･見込） （予定･見込）（実績）
31年度

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

　一般財源

全体計画

体系項目 (3)

個別施策

３　数値目標と実績（Do）

基本政策

③

目的（事業の目
指すところ）

　上記の課題等の解決のため，「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を検討し，その結果をもとに教育委員会において市民への
公表や意見等の収集を行い，早ければ平成32年度には，現状に合った新たな通学区域の再編成を決
定する。

4

2

事務事業の
概要・背景

目的達成のため
の手順

・現状と課題の把握
・現状と課題から見る通学区域再編成の検討及び方向性の決定
・具体的な課題解決のための（エリアや項目別での）検討
・本検討委員会での通学区域再編成（案）の作成
・市民への公表及び意見や要望の収集（パブリックコメントや住民説明会等を想定）
・通学区域の再編成の決定

（予定･見込）

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

学校教育の充実基本施策

30年度

鹿嶋っ子育成課

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

主要事業名 通学区再編成の検討
作　成　日 H29.7.4

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

基本目標

担当課名

旅費（費用弁償及び普通旅費）

２　事業概要（Plan）

・国の動向としては学校規模の適正化及び小中一貫教育を同時に推進していく傾向にあ
る。
・児童，保護者ともに同じ小学校から同じ中学校への就学希望が強い傾向にある。
・行政区を分断することは望ましくない。

　鹿嶋市では，「鹿嶋市児童生徒等の就学に関する規則」に基づき，現住所を通学区域とする学校を
指定学校としている。
　鹿嶋市の通学区域は，小学校区は昭和５８年，中学校区は昭和６１年を最後に変更しておらず，当
時の状況と比べ，市全体の児童生徒の減少や道路の形状，宅地の造成など，取り巻く環境が変わって
いる。
　その中で，一つの小学校から複数の中学校への就学（一部の児童のみが就学）や同じ行政区から複
数の中学校への就学のほか，通学距離の問題などから指定学校変更の申請により指定学校以外への就
学が課題とされいるため，通学区域の見直しを検討する必要がある。

報酬（検討委員会委員）

2

重点目標 2 2

4

（予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

地域の実情に配慮した特色ある学校づく
りの推進

通学区検討委員会による通学区の見直し

２8年度

回検討委員会の開催

２9年度 30年度

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

41

２9年度２8年度
（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

単位目標内容

2 4

102 51 51

31年度

３2年度

102
11 22 11 11 22

３2年度
（決算額：千円） （予算額：千円）

52 124 62合　計
　国県支出金

62

　地方債

124

財
源
内
訳 124

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
52 124 62

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
市民サービス

年度繰返し 期間限定 年度から

62

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 7

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等 学校教育法施行令第5条の２，鹿嶋市生徒児童等の就学に関する規則

事業の性質

事業期間 単年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

40

【比率： 70 ％】 評価： Ｃ 評価： Ｂ 評価： Ｂ
20

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

事業実施に直接関連する指標
事業実施に直接関連する指標

　通学区域の課題による指
定学校変更の傾向を分析
し，検討委員会での検討材
料として説明を行う。

成果に関する指標

主要事業名：通学区再編成の検討

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　通学区域の再編成にあた
り，現状の課題を把握し，
委員会としての再編成に対
する方向性を決定した。

　課題をまとめたものを検
討委員会で資料として提
示・説明することができ
た。

個別事業実績評価

　現状における課題の抽出及
びその原因の解明，課題解決
のための通学区域再編成検討
委員会を４回開催。

　平成２７年に委嘱，任命
した委員による検討委員会
を開催し，再編成に向けた
委員会としての方向性を決
定する。

　市内に数カ所ある通学区域
の課題を抱える地域の近年の
動向等を明確にし，検討委員
会への検討資料として提示す
る。

[課題]
・通学区域の見直しは児童
生徒や保護者のみではな
く，あらゆる分野へ影響す
ることを踏まえて慎重に進
めなければならない。

合計
点数

　今後，再編成（案）を早急に策定し，市民に対して広く計画的に周知していくことが重要。

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　検討委員に現状の課題や
その解決案など，わかりや
すく説明できるよう（資料
作成の段階から）心掛け
た。

　課題箇所を図面におとす
など，よりわかりやすい資
料作成に心掛けた。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

個別事業実績評価点：
に係る評価　※何を行ったか

総合評価
方法

B

　年２回（11/7,３/30)の
検討委員会の開催。

　課題である行政区と通学
区域が異なるエリアの抽出
及び中学校進学時の指定学
校の変更理由等の近年の傾
向をまとめ，検討委員会の
資料として提示した。

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

③

個別事業実績評価点：

[課題]

[課題]
　検討委員会がスムーズに
開催できるよう調査を計画
的に進める。

個別事業実績評価点：

　再編成（案）については，広く市民に分かりやすく公表するとともに，寄せられた意見や要望等を十分踏まえたうえで，あらゆる分野の方々から納得が得られる再編成に向け
て，慎重に進めていく。

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。

59.8

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

総合評価結果

　国の動向（学校規模の適正化及び小中一貫教育の推進等）を踏まえながら，本市の状況と照らし合わせ，現状の課題を把握し，委員会としての方向性を決定した。

理由

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。

　通学区域の再編成（見直し）は，児童生徒，保護者をはじめ，地域や不動産関係などあらゆる分野へ影響することを踏まえて慎重に進めなければならない。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①小中学校通学区域再
編成検討委員会による
事案の検討

②現状の課題解決のた
め調査

改善策

課題

実績



○

○

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 8

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

平成30

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 平成27 年度から

128

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
市民サービス自治事務

（任意）
管理経費

建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
55 128 128

128

財
源
内
訳 128

12855 128 128

80 80 80
10 48 48 48 48
45

３2年度
（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）

4

4 4 4

80

数
値
目
標

旅費（費用弁償）

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

年度繰返し

２　事業概要（Plan）

・全国的に小中一貫教育の導入が推進されているが，効果や課題については，その地域や
進め方によってさまざまであるため，地域の特徴を踏まえた導入が重要。
・パイロット地区である高松地区の方々からは肯定的な意見が多い。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度
単位

小中一貫教育の導入の推進
作　成　日 H29.7.4

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

（予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

担当課名 鹿嶋っ子育成課

　少子化や核家族化等による子どもを取り巻く環境変化が進み，地域コミュニティの希薄化や児童生
徒の人間関係を築く力の低下などが全国的な問題として言われる中，本市では小学校と中学校の９年
間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小中一貫教育の導入に
向け準備を進めている。これを推進するにあたり地域性やこれまでの小中連携の取り組み，立地条件
等を鑑み，高松地区をパイロット地区として選定し，その効果を検証したうえで，市内全体への拡充
のあり方（各校にあった方法等）について検討していく。

報酬

30年度２9年度２8年度

主要事業名

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

学校教育の充実

基本目標

基本政策

基本施策

4

4 4

（実績）

4

2

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

地域の実情に配慮した特色ある学校づく
りの推進

通学区検討委員会による通学区の見直し

体系項目 (3)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

③

目的（事業の目
指すところ）

　小学校と中学校の９年間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
る小中一貫教育の全市的な推進を図る。

・高松小中一貫校開校（平成30年4月）に向けた検討（検討委員会等の開催及び先進地視察の実
施）
・高松小中一貫校の効果や課題を検証したうえで，全市への拡充の検討

4 4

全体計画

検討委員会の開催

専門部会の開催

回

回

4

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目標内容

31年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

33

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

20

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

13

【比率： 20 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（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。

　一貫校への取り組みに対して，学校現場，保護者全体へ理解が得られていない部分もある。
また，小中一貫教育実施校における成果や課題も地域等によって変わってくるため，本市の現状に合った一貫教育の導入を図る必要がある。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①検討委員会による事案
の検討

②専門部会による事案の
検討

改善策

課題

実績

　小中一貫教育の特徴及び進捗状況の報告を積極的に行う。
本市の現状に合った小中一貫教育に向けての検討（検討委員会，専門部会，学校と教育委員会事務局担当者との話し合い等）を頻繁に行う。

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。

65.0

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

　全国的に小中一貫教育の取り組みが増えている中で，本市においても鹿嶋市小中一貫教育基本方針の策定や高松小中一貫教育の目標の決定など。開校に向けて順調に進んでいる
と思われる。また進捗状況の周知についてもおおむね計画どおりできた。

Ｃ：合計点数が５０点以下

B

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

個別事業実績評価点：

[課題]

総合評価
方法

個別事業実績評価点：

　立地的条件は類似するも
のの，周辺の環境が若干異
なることから，高松地区に
あった一貫校の導入につい
て，検討が必要。

個別事業実績評価点：

（評価をふまえた改善点）
　基本方針，目標に続き，
整備計画を早期に策定する
必要がある。

　専門的な視点からより活
発に開催できた。

個別事業実績評価点：

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　平成29年度は，平成30年4月の高松小中一貫校の開校に向け，最終的なまとめに入り，スムーズなスタートが切れるよう努める必要があ
る。

　高松小・中学校教職員及
び教育委員会事務局担当者
による，立地が類似する千
葉県市川市塩浜学園への先
進地視察の実施（7/29）

　視察校における一貫校開
校までの取り組みや開校後
の成果，課題を確認するこ
とにより，高松地区の一貫
校導入への参考となった。

[課題]
　小中一貫教育の成果が確
認できたとともに課題も見
られたことから，学校現場
と事務局職員との連携がさ
らに必要。

[課題]
　アンケート結果などから
教員及び保護者への理解が
まだ不十分なところが見ら
れた。

事業実施に直接関連する指標

主要事業名：小中一貫教育の導入の推進

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　基本方針について,検討を
重ね教育委員会会議を経て
9月に策定完了。その後，
高松小中一貫教育の目標に
ついても検討を重ね，決定
した。
　また，進捗状況の周知に
ついてもおおむね計画どお
りできた。

　高松小・中学校でそれぞ
れ行ったアンケート調査の
分析などから目標や今後の
進め方などを協議できた。

[課題]
　小中一貫校への取り組み
に対して，細かい部分の理
解が得られていないところ
もあるため，今後も周知等
に力を注いでいく。

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

③先進地視察

　鹿嶋市小中一貫教育に関
する基本方針及び高松小中
一貫教育の目標の決定，整
備計画の策定を行う。

　専門部会（教育課程部会，
調査部会）による専門的な検
討を必要に応じて開催する。

　検討委員会で検討する内
容をより専門的な角度から
協議し，検討委員会への提
案を行う。

　必要に応じて先進地視察を
実施する。

　高松小・中学校教職員及
び教育委員会事務局担当職
員での先進地視察による情
報収集。

具体的施策名
達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

に係る評価　※何を行ったか

・検討委員会の開催
（9/21，11/21，
2/28）
・学校現場及び地区，議会
への進捗状況の説明
（2/22，2/23，2/24，
3/3，3/7）

検討委員会の開催
（10/21，11/10，１
/31）

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　鹿嶋市小中一貫教育（高松
小中一貫校の開校を含む）の
導入に向けた検討委員会を4
回程度開催する。
　あわせて，学校や地域へ進
捗状況を伝える。
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年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

2 2 2 2
2

780

2

法定受託
事務

自治事務
（義務）

2 2 2

市民サービス

2

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
442 780 780

780

財
源
内
訳 780

780442 780 780

600 600 600
42 180 180 180 180

31年度 ３2年度
（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）

400 600

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

数
値
目
標

日本語指導ボランティア（謝礼）

２　事業概要（Plan）

・地域住民が学校と連携・協働して子どもの成長を支えるなどの「地域学校協働本部」の
取り組みが文科省ホームページでも示されている。今後は，本市でも学校・公民館を核と
した地域の創生につながる事業の充実を目指していく必要がある。
・外国人児童生徒も，環境教育や情報教育などと同じように学校教育の一環として取り組
むべきである。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

H29.6.27

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

⑥

年度繰返し

担当課名 社会教育課・教育指導課

  学校と地域が連携し，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て，地域の
方々をボランティアとして派遣する事業である。

学校支援ボランティア（謝礼）

30年度２9年度２8年度

主要事業名 家庭・学校・地域の連携
作　成　日

学校教育の充実

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

130

3 3

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

全体計画

学校支援ボランティアの登録者数

日本語指導ボランティア協力者数

人

人

地域の実情に配慮した特色ある学校づく
りの推進

学校活動における社会人ボランティアの
活用

体系項目 (3)

個別施策

単位目標内容

130

1 3 3

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

・子どもたちの教育をよりよいものとする(多様な体験・経験の機会の増加，コミュニケーション能
力の向上など)
・生涯学習社会の実現(自らの経験や知識や学習の成果を生かす場の広がりなど)
・地域の教育力の向上
・教職員の負担軽減や児童生徒一人ひとりへのきめ細やかな指導の充実

・学校支援コーディネーターの配置(地域活動支援員)
・学校と公民館・教育委員会の円滑な連携
・日本語の支援が必要な児童生徒へ日本語ボランティアの派遣

84 110 120



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

33

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

45

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

①学校支援ボランティ
アの活用

②日本語指導ボラン
ティアの派遣

B

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

課題

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。
①保護者や地域の成人の学習機会や学校支援の機会の増加を図ることができた。また，教員からの意見として，ボランティアの活用により体験的な学習や個に応じた指導の充実に
つながったという意見も多く聞かれた。
②日本語指導ボランティア派遣により，外国人児童生徒の学ぶ機会をより充実させることができた。

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。

理由

①学校等が必要としているボランティア登録が十分ではなく特に樹木の剪定や花壇の整備などの環境ボランティアについては要望も多い。しかし，樹木の剪定をしてくれるボラン
ティアの登録者はなく育成する必要があると考えられる。
②グローバル化に伴い，今後，日本語指導ボランティアについてもタイ語やスペイン語など，多言語対応の人材確保が必要になってくると考えられる。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

①学校支援ボランティア活動の活性化を図ることで，地域の教育力の向上や学校と地域が一体となって子どもを育てていくという気運を高めていきたい。
②学校現場だけでは対応が難しい場合にも支援ができるため。

改善策

現状維持

①レイクエコーと連携し，花壇づくりと剪定のスキルアップを図れるボランティア養成講座を実施するためのプログラム作成について協議会を組織し検討する。講座は平成２９年
度に花壇づくり・剪定ともに各１回実施できるようにする。
②国際交流協会や市民団体と連携を図り，日本語指導ボランティアの人材確保をすすめる。また教育委員会がリーダーシップを発揮し，外国人児童生徒の支援ほかにも，当該校の
支援（指導計画の作成等）を実施する。

③

77.3

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

総合評価
方法

合計
点数

[課題]
　公立学校に就学する外国
籍の児童生徒は確実に増え
てきており，日本語指導ボ
ランティアの人材確保と情
報共有が求められている。

[課題]
　各学校によって活用機会
に差があるので，前年より
活用が図られるようにす
る。

個別事業実績評価点：

個別事業実績評価点：

[課題]

（評価をふまえた改善点）
・各学校には，学期ごとに
社会人ボランティアの活用
の計画を提出してもらい前
年度の実績内容等を参考
に，予算の配分を決定し
た。
・学校独自のボランティア
制度の登録者を学校支援ボ
ランティア制度に移行する
ことで，地域との結びつき
をより強め，保険加入の経
費の削減なども可能となっ
た。
・活動は原則ボランティア
としているが，経費のかか
る内容等に関して薄謝を用
意した。

　外国籍の児童生徒のみな
らず，受け入れる側の児童
生徒への指導を大切にする
ことで，自然に関わり合い
ながら共に学校生活を過ご
す姿が見られた。

　就学前は日本語が全く理
解できなかったが，自信を
つけ友人や先生たちと積極
的にコミュニケーションを
取れるようになった。

主要事業名：家庭・学校・地域の連携

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　読み聞かせ，手話体験，
昔遊び，そろばん教室，合
唱指導，中学校では職業人
の話，福祉体験，環境整備
などを実施。年間のボラン
ティアの登録数８４名　活
用数６１１名。
　各幼稚園・学校からは家
庭・地域との連携につい
て，約８５％の教員から
「日頃の教育活動に，家庭
や地域の協力を得る機会を
設けている。」との評価が
あり，前年を３ポイント上
回る結果となった。

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
事業実施に直接関連する指標

個別事業実績評価
に係る評価　※何を行ったか

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

　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
携体制の構築を図った。
　学校運営連絡協議会(年
３回)での学校支援ボラン
ティアについての意見交
換。

　外国籍の中学校３年生
（英語）の支援に日本語指
導ボランティア１名を週１
回１時間，合計28日派遣
した。

具体的施策名

個別事業実績評価点：

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

　全公民館に配置されている
地域活動支援員が学校支援
コーディネーターの役割を担
うとともに，学校にもボラン
ティア担当となる教員を位置
づけ，学校と地域が連携・協
働する体制の構築を目指す。

　教員以外の社会人（大
人）との関わりや学校の授
業では体験できないことを
体験することにより，他者
への温かな心情，判断力，
実践意欲などの道徳性，豊
かな心を育成する。ボラン
ティア登録を１００名，年
間のべ活用人数を４００名
に設定。

　日本語の支援が必要な児童
生徒へ日本語指導ボランティ
アを配置する。

　教科書や補助教材を用い
た読み書きができるよう
に，個に応じた指導をして
いく。
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年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 年度から

10 12 13 13
1

36,682

13

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

1 1 1

市民サービス

1

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
48,958 36,682 36,682

36,682

財
源
内
訳 36,682

36,682

0
3,995 3,780 3,780 3,780 3,780

48,958 36,682 36,682

0 0 0

2,248
0

2,248 2,248 2,248
0 0 0

2,512 0 0 0
9,814

29,760 29,760 29,760

0 108 108 108 108

22,179

5,791

委託料（資料整備・人材派遣）

使用料及び賃借料（電算借上）

目標内容

29,760

1,827 0

10 12

（決算額：千円） （予算額：千円）

工事費
備品（管理・施設用備品）

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

役務費

　一般財源

備品（図書：一括，リクエスト）

２　事業概要（Plan）

　平成19年度の「新学校図書館図書整備5か年計画」が平成２３年度で終了し，平成２４
年度からの「学校図書館図書整備5か年計画」の内容（毎年200億円の措置）に加え，学
校図書館への新聞配置として毎年１５億円，学校司書の配置として毎年１５０億円が地方
交付税として措置されることとなった。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

基本目標

作　成　日 H29.7.4

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標

年度繰返し 期間限定

学校教育の充実

担当課名 鹿嶋っ子育成課

報酬・共済費等

30年度２9年度２8年度

主要事業名 学校図書館の整備

2

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）数
値
目
標

単位

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

0

13 13

（実績）

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

豊かな学びを支える教育環境づくり2 未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

子どもの読書活動の推進に関する法律，学校図書館法

　学校図書館の充実を図るため，平成19年度の波野小学校を皮切りに学校図書館の環境整備（改修工事等や図
書情報のデータベース化など）及び司書の配置を順次行ってきた。平成28年度には，鹿島中学校，大野中学校
の図書館が整備され，全小中学校の整備が完了した。翌年度には司書配置（兼務も含む）もされ，全学校図書館
が稼働する見込みである。
※平成28年度は，市内小中学校15校（鹿島中・大野中を除く）に10名の図書館司書（嘱託職員）を配置。

全体計画

学校図書館の環境整備

学校図書館司書の配置

校

人

31年度

0

31年度

体系項目 読書活動の推進

学校図書館と中央図書館の連携による読
書活動の推進

(5)

①

4

2

基本政策

基本施策個別施策

0

需用費（消耗，印刷・修繕） 2,840 786786786786

（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

13

３2年度

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・学校図書館の環境整備
・蔵書図書の充実
・中央図書館との連携

2
（17/17）

0



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

30

【比率： 40 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

39

【比率： 60 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

①鹿島中，大野中学校図
書館の整備

②市内１５校の小中学校
図書館の運営

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

改善策

課題

実績

・学校図書館における取り組みを評価・改善する仕組みの検討。
・学校図書館司書と司書教諭が連携できる体制の検討。

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。

　全小学校の学校図書館整備及び図書館司書（兼務含む）の配置が平成24年度に完了し，平成28年度の鹿島中学校及び大野中学校の整備をもって，全小中学校図書館の整備が完
了した。司書免許を持った職員を全小中学校図書館に配置しているのは，鹿行地区でも鹿嶋市のみである。

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。

・整備されたハード面を活用した，更なる読書活動の充実や，授業における学校図書館の連携・活用。
・学校図書館司書及び司書教諭の更なる連携による，図書館運営の実施。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

個別事業実績評価点：

69.2

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

B
総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　全小中学校の図書館が整備され，円滑な運営を図る必要があるため。

具体的施策名

個別事業実績評価点：

[課題]

[課題]
　司書教諭や図書委員の協
力により，より多くの図書
館開館日を確保し，児童生
徒が図書と触れ合う機会を
設ける。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

主要事業名：学校図書館の整備

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・学校の要望（床色・模様
等）を反映した床改修工事
の実施。
・現代的で，子どもが図書
に触れやすくなる図書館備
品を導入。
・蔵書の整理等は完了でき
なかったが，次年度の開館
に向けての整備はおおむね
達成。

・一人あたりの貸出冊数の増
加　小学校　43.4冊　中学校
6.6冊
・鹿島中，大野中の学校図書
館整備に学校図書館司書が派
遣されて作業にあたったこと
から，開館日数等に影響があ
り，小学校の1人当たりの貸
出冊数が低下してしまった。
・イベント等の催しにより，
前年同月比で貸出冊数が増加
した学校もあった。

[課題]
・施設運営の段階で起こり
うる新たな物品や図書の整
備対応。
・図書館司書による図書管
理や貸出体制等ソフト面で
の整備。

個別事業実績評価点：

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか
・施設改修工事完了
・ローカウンター，展示型書
架等の購入
・図書購入　鹿島中：632冊
大野中：585冊
・学校図書館司書による施設
整備および蔵書整理作業を，
年間で156日実施した。
4月：4日　5月：6日
6月：1日　7月：5日
8月：7日　9月：13日
10月：20日　11月：20日
12月：19日　1月：19日
2月：20日　3月：22日

・学校図書館司書定例会
議：3回実施
・各校での学校図書館主催
イベント：2～3回/校（巨
大パズル，クイズ大会，読
み聞かせ等）

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　各校の学校図書館司書が
持ち回りで作業にあたっ
た。また必要に応じて全学
校図書館司書を派遣して作
業にあたらせることで，連
携を図りつつ効率的に作業
を行うことができた。

　学校図書館司書定例会等
での情報交換等を行うこと
で，円滑な学校図書館運営
を行うことができた。

・施設改修工事発注
・書架，図書等備品の購入
・学校図書館司書による施設
整備および蔵書整理作業
　月10日×12か月=120日

　学校の実情や希望を踏ま
えた施設（床・壁等）や備
品（机・椅子・書架等），
図書等のハード面の整備を
完了する。

・学校図書館司書定例会議を
年間で3回以上実施する。
・各校で，年間2回以上のイ
ベント等を開催する。

　前年度比での1人当たり
の貸出冊数の増加。

H27年度の一人あたりの
貸出冊数
・小学校：47.7冊
・中学校：3.8冊



○

○

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 11

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等 図書館法,　学校図書館法

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

１７ １７ １７ １７
４

19,122

１７

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

４ ４ ４

市民サービス

４

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
8,511 15,935 19,122

19,122

財
源
内
訳 19,122

19,1228,511 15,935 19,122

19,122 19,122 19,1228,511

３2年度
（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）

1,100

15,935

数
値
目
標

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

年度繰返し

２　事業概要（Plan）

 本市では，他市に先駆けて学校図書館のサービスに着手してきた。今回，図書館のシステムをプロ
ポーザル方式で実施し，１７校の学校図書館と中央・大野の公共図書館を一括して新たなシステムを
導入する運びとなった。
 学校図書館法が改正され，学校司書の立場も明確されたことにより，今以上の公共図書館と学校図書
館の連携が求められる。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度
単位

図書館活動の充実
作　成　日 H29.6.21

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

（予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

担当課名 中央図書館

  中央図書館は，開館後30年を経過し，社会の急激な変化に伴い図書館を取り巻く環境も大きく変
化した。加えて市民のニーズも多様化，施設の経年劣化等の課題に直面している。それらを踏まえ，
これからの鹿嶋市の図書館として方針を策定し，推進するもの。

図書館システムの更新(H28は既存システム)

30年度２9年度２8年度

主要事業名

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創る人づくり・まちづくり

学び・楽しみ，地域がつながるまち

生涯学習の推進

基本目標

基本政策

基本施策

1,100

（実績）

5

2

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

読書活動の推進

図書館基本計画等の推進

体系項目 (5)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

②

目的（事業の目
指すところ）

　図書館基本計画を策定し，地域の知の拠点として，市民と共に成長を続ける図書館をめざして，計
画に掲げている目標に沿ってサービスを展開していく。

・図書館基本計画の策定
・図書館システムの更新
・学校図書館との連携

1,056 1,100

全体計画

図書館利用カード新規登録者 人 1,100

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目標内容

31年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

39

【比率： 60 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

16

【比率： 40 ％】 評価： Ｃ 評価： Ｃ 評価： Ｃ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

③

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

充実

①図書館基本計画の策
定

②学校図書館との連携

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

改善策

総合評価
方法

　H28からH37年までの10年計画なので，小学校の大規模改修時と関連しながら，計画を進行していく。電子図書館をH29年秋ごろに開設していく予定なので，併せて郷土資
料の電子化も進めていきたい。

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。

　長年の課題であった図書館基本計画を策定し，これからの鹿嶋市の図書館の方向性を示すことができた。加えて，図書館情報システムの契約更新時期と重なり，プロポーザル
方式で選定を行ったところ，計画にそった図書館情報システムの提案を得ることができ，平成２９年度は計画の一部が実施できる運びとなった。

継続する場合，現状を踏まえた課題について記入してください。
　図書館基本計画を実施していくには，学校図書館の地域開放等の課題があり，小学校の大規模改修時と併せて検討していくことが必要である。

課題

実績

理由

55.0

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

B

個別事業実績評価点：

[課題]

個別事業実績評価

合計
点数

H28からH37までの10年計画なので，年度ごとに計画を進めていきたい。

具体的施策名

個別事業実績評価点：

[課題]
　年３回の合同研修会で，
情報交換や研修を実施して
きたが，テーマ別の研修会
など，持ち方の工夫が考え
られる。

図書館基本計画の策定
基本目標１
　資料・情報の提供を基本
としたサービスの充実
（電子図書館の開設）
基本目標２
　図書館・学校図書館・公
民館をつなげるサービスの
展開
（公民館１館の整備）
基本目標３
　図書館施設の整備・充実
　（レファレンス室の整
備）

個別事業実績評価点：

主要事業名：図書館活動の充実

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　図書館基本計画を策定
後，図書館情報システムを
提案を重視した※公募型プ
ロポーザルで選定し，その
なかで一部図書館基本計画
が実施できる見通しとなっ
た。

※公募型プロポーザル：公
募により技術提案書の提出
を求め，技術的に最適な者
を選定する手続き

　合同司書研修会で情報交
換を実施。図書館情報シス
テムの研修を実施してスキ
ルアップを図った。

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

合同司書研修会：年３回
　（２６人参加）
資料提供数：２６人

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
計画はH２８年から３７年
の１０年間のため，進捗状
況を図書館協議会で管理し
ていく。

　合同研修会が開催できる
のが，公共図書館が休館日
の資料整理日に限られるの
で，回数を増やすことが難
しく，評価に結び付くのが
難しい状況である。

 図書館基本計画の策定
～地域の知の拠点として，市
民と共に成長を続ける図書館
を目指して～
①資料・情報の提供を基本と
したサービスの充実
②図書館・学校図書館・公民
館をつなげるサービスの展開
③図書館施設の整備・充実

　図書館情報システムの提案
を重視した※プロポーザル選
定（H29.１.26契約）によ
り，計画の一部が平成29年度
から開始される運びになっ
た。
①ハイブリッド図書館(紙媒体
と電子媒体両方に対応した図
書館)の構築
（電子図書館の開設）
②学校図書館の整備終了
③図書館ボランティアの育成
（月２回・４人）

※プロポーザル方式：技術提
案書の提出を求め技術的に最
適な者を選定する手続き

①図書館情報システムの一括
更新
　１７校
②合同司書研修会
③資料の提供

①図書館情報システムの更
新により新たなサービスの
展開が見込まれる
②情報交換を主にお互いの
スキルアップを図る。
③学校図書館からの要請に
基づき，資料提供

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

①図書館アンケート１回
（図書館２館，各まちづく
りセンター１１館）
②図書館協議会２回
③図書館基本計画パブリッ
クコメント
④教育委員会議にて承認



○

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 12

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

13 13 13 13
2

33,890

13

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

2 2 2

市民サービス

2

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
33,817 33,890 33,890

33,890

財
源
内
訳 33,890

33,89033,817 33,890 33,890

495
3,626

495 495 495
35 35 35

4,120 3,626 3,626 3,626

25,920 25,920 25,920
3,793 3,814 3,814 3,814 3,814

31年度 ３2年度
（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）

25,610

294

25,920

0 35

目的達成のため
の手順

旅費

需用費

教育センター管理費

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

数
値
目
標

共済費

２　事業概要（Plan）

　社会環境の変化にともなう教育課題が山積するなか，学校教育を巡るさまざまな課題へ
対応するために，教職員一人ひとりの資質・能力の向上と支援体制の機能充実が望まれ
る。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

H29.6.26

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

①

年度繰返し

担当課名 教育指導課

　鹿嶋市教育行政の拠点となる施設として平成27年10月に鹿嶋市教育センターを開設。平成28年
度体制は所長以下，教育指導員４名，適応指導教室相談員６名，就学相談員２名の計13名の体制。
教職員の研修や研究・カリキュラム開発支援の機能のほか，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，関係機関と連携した支援機能をあわせ持つ。

報酬

30年度２9年度２8年度

主要事業名 幼保小中連携型教育相談活動の充実
作　成　日

学校教育の充実

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

5,300

30 30

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

全体計画

教育センター利用者数

不登校含む長期欠席児童生徒数

人

人

教育センター機能の充実

幼児，児童・生徒，保護者，教職員の相
談・支援活動の充実　他

体系項目 (6)

個別施策

単位目標内容

5,300

64 40 30

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　市内の教職員の資質・指導力向上のほか，不登校児童生徒の社会的自立の実現に向けた支援，教育
上の悩みや子育ての不安を持つ保護者の相談体制を充実させる。

・教育指導員，就学相談員，適応指導教室相談員の配置
・教育センター講座，各種研修の実施
・不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援の実施
・子ども達や保護者の相談及び支援活動の実施

5,235 5,300 5,300



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

40

【比率： 40 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

34

【比率： 40 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ａ

18

【比率： 20 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ｂ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）
具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①幼児，児童・生徒，保
護者，教職員の相談・支
援活動の充実

②不登校，長欠対策の支
援

改善策

課題

実績

　施設の利用者や利用状況を注視し，必要に応じて教育施設としての改修を行い，利用しやすい施設となるよう管理運営に務める。

個別事業実績評価点：

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　教育センターを開設したことにより，教職員研修や相談機能を一つにまとめることで，センター内スタッフで連携し組織的に課題の解決にあたることができている。

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。

　教育センターの活動を軸に幼保小中連携型教育相談活動の充実が図られているが，その拠点となる施設は，昭和60年４月に開設された旧保健センターを利用
しており，施設の修繕及び改修工事が必要な個所が多くある。

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

③教職員研修・研究の充
実

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　教育センターの利用者数及び相談件数の増加がみられるため。

　学校経営研修，初任者研
修，生徒指導研修，各教科
指導法研修のほか発達障害
に係る研修など計20講座
を実施。

具体的施策名

総合評価結果

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。

92.3

個別事業実績評価点：

[課題]
　年度当初計画では28講座
を実施予定であったが，調
整がつかず中止となった研
修講座もあった。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

主要事業名：幼保小中連携型教育相談活動の充実

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　専門的な知識・経験を
もった就学相談員が，幼児
教育施設，小中学校を訪問
して実態の的確な把握に努
めるとともに，保護者との
就学相談，教育相談を行
い，より良い支援について
の合意形成を図っている。

　不登校を含む長期欠席児童
生徒数。
　前年度比で減少したが，中
学校では3％を切ることがで
きなかった。
　・小学校　12人　0.34%
（前年度-0.01％）
　・中学校　52人　3.12%
（前年度-0.64％）

（評価をふまえた改善点）
　早期からの教育相談や就
学相談を行うことにより，
本人・保護者に十分な情報
を提供するとともに，幼稚
園等において関係者が教育
的ニーズと必要な支援につ
いて共通理解を深めた。

　ゆうゆう広場に通級した
児童生徒12人のうち，4人
が中学校卒業，4人が学校
復帰した。残りの4人につ
いても，ゆうゆう広場での
活動で気持ちの改善が見ら
れ，前向きに学習に励んで
いる。

A

[課題]
　茨城県内でも鹿行地域は
不登校率が高く，地域とし
て支援と対策が課題であ
る。不登校原因別にみると
「無気力型」と「不安など
情緒混乱型」が多数を占め
る。

[課題]
　学校との情報連携と支援
体制は構築されているが，
家庭に直接支援を働きかけ
る支援体制に改善の余地あ
り。

個別事業実績評価点：

　研修講座は20講座を延
べ108回実施し，延べ
1,813人が参加した。「学
校生活アンケート」では
「楽しい」と答えた児童生
徒が91％と肯定的な回答
が増え，「授業改善プロ
ジェクト」と併せて教職員
の指導力向上に一定の成果
が出ている。

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか
　各種相談を実施。
　・教育相談 628件
　・就学相談 373件
　・特別支援教育相談 343件

　ゆうゆう広場
　・通級12人，延べ777回
　・不登校，長欠相談，
　　カウンセリング 120件
　・巡回相談 1441件

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

　学校管理職や教職員を対
象にした研修講座のほかに
も，「子育て相談・懇談
会」など保護者を対象とし
た研修講座を実施し，市全
体の教育力向上を図った。

　鹿嶋市教育センターの設置
及び管理に関する条例に基づ
き，教育指導員，就学相談
員，適応指導教室相談員を配
置し，相談・支援体制の充実
に努める。

　就学相談，学校訪問相
談，電話相談を柱に，不登
校や発達障害等で困ってい
る児童生徒，保護者，教職
員に対する相談・支援を行
い，課題解決に努める。

　鹿嶋市内の小・中学校にお
ける不登校児童生徒対策の充
実を図り，学校生活への復帰
などを支援するため，教育セ
ンター内に適応指導教室（ゆ
うゆう広場）を設置する。

　ゆうゆう広場において不
登校解消までの活動計画を
立案し，学校復帰を支援す
る。また適応指導教室相談
員が小中学校を巡回し，児
童生徒の相談を行い不登
校・長欠の芽を摘む。

　教育センター研修講座の実
施。

　理論と技術を体系的に学
べる研修講座を企画運営
し，市立幼稚園，小学校及
び中学校の教職員の指導力
向上を図る。


