
○

○

印刷製本（ｱﾌﾟﾛｰﾁ・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会）

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 1

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

事業の性質

事業期間 単年度 年度から

2,245

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)
1,137 2,556 2,245 2,245

合　計
　国県支出金
　地方債

2,245

財
源
内
訳

2,2451,137 2,556 2,245

0
49

0 0 0
57 0 0 0

40 49 49 49

2,196 2,196 2,196 2,196
30 254 0 0 0

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）

目標内容

4

費用弁償（ｱﾌﾟﾛｰﾁ・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会）

謝礼（ｱﾌﾟﾛｰﾁ・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会）投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

1,000

45

全体計画

22
報酬（ｱﾌﾟﾛｰﾁ・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会）

２　事業概要（Plan）

いばらき教育プラン基本方針
「就学前教育の充実」，「幼児教育の充実」が重点施策となっており，公私立幼稚園・保
育所・こども園が連携し，幼児期の発達や学びの連続性を踏まえた質の高い幼児教育の提
供と小学校教育の円滑な連携・接続を図る。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

H29.7.5

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 1 2

年度繰返し 期間限定

担当課名 鹿嶋っ子育成課・教育指導課

　3歳児は，保護者だけでなく，様々な人との関わりや自立心が芽生えてくる重要な時期である。そ
こから幼児教育を始め，5歳児までの連続した学び，集団生活を行うことで，子供たちの発達を促
し，小学校への円滑な接続が期待できる。
　公立幼稚園の保護者からは３年保育の要望もあり，公立幼稚園全体での幼児教育の充実を図る必要
がある。

賃金（3歳児対応担任補助担当）

30年度２9年度２8年度

主要事業名 幼児教育の充実
作　成　日

家庭教育や幼児教育の充実

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）

学び高め合い，生きる力を育む学校教育
の推進

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

4

（実績）

4

1

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幼児教育の充実

子育て支援事業の実施

体系項目 (1)

個別施策

単位

①

数
値
目
標

31年度

公立幼稚園全園（４園）での３年保
育の実施

園

　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）

　3歳からの就園により，幼児期の発達の特性に配慮した指導，孤立しやすい子育てのサポート，特
別な教育的支援が必要な子どもへの早期対応など，一人ひとりの教育的ニーズに対応するため，公立
幼稚園全園（４園）での3年保育の実施及び就学前教育の充実を図る。

・３歳児保育に向けた各園との調整
・子ども子育て会議等の関係機関との調整
・保育環境の整備（施設・職員配置等）

2 4 4



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： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ

27

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

16

【比率： 20 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

①３年保育全園実施に
向けた関係機関との調
整

②アプローチ・スター
トカリキュラムの改訂

改善策

Ａ：合計点数が８０点超　

③未就園児ふれあい事
業の実施

総合評価
方法

実績

82.2

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

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

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。

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
　公立幼稚園の入園児を増やせるよう，保育環境の整備が必要である。また，施設の老朽化した園の再編成について早急に検討が必要である。

個別事業実績評価点：　広く周知するため，保育
園長会議や子ども子育て会
議等，健康福祉部等で開催
する会議にも参加し，カリ
キュラムを配布・説明する
など活動した。

[課題]
　公立幼稚園への入園者が
減少している中で，本事業
への参加により，公立幼稚
園への入園に結びつけるこ
と。

　公立幼稚園の入園児増に向けたPRを広く行う。また施設の整備について，関係機関と早急に協議を行う。

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。

　子どもたちが興味関心を
持てる内容を各園にて工夫
し，多くの親子が参加し
た。

個別事業実績評価点：

個別事業実績評価

合計
点数

公立幼稚園による幼児教育への市民ニーズに応えるため，現有施設及び人員体制を最大限に活用し，幼児教育の充実を図る必
要がある。

Ｃ：合計点数が５０点以下

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）
　保護者アンケートや各会
議での意見集約等により，
関係機関との調整を図るこ
とができた。

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

　関係機関への説明及び検
討を予定どおり行った。
・保護者アンケートの実施
1回（6月）
・子ども子育て会議での意
見集約2回（５月・10月）
・園長会，主任会7回（６
～12月）
・教育委員会会議2回
（9・10月）

　予定通り公立幼稚園４園
で事業を実施した。
・三笠　　８回（212人）
・高松　　６回（98人）
・波野　　８回（134人）
・はまなす８回（101人）

　事業への参加により，子
ども同士の交流や保護者の
子育てや就園における不安
の解消の一助となった。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

理由

　年３回の検討委員会を開
催し，カリキュラムを改訂
する。
　市内全20園及び小学校
12校へ配付する。

　予定どおり年３回の検討
委員会を開催した。
　第１回：10月26日
　第２回：11月18日
　第３回：12月14日

　市内全20園及び小学校
12校のほか，庁内幼児教
育関係課へ配付・説明し，
共通理解を図った。

　公立幼稚園４園にて，未就
園児および保護者を対象とし
たイベントや子育て相談を実
施する。
・三笠　　　８回（200人）
・高松　　　６回（100人）
・波野　　　８回（100人）
・はまなす　８回（100人）

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　関係機関との調整の結果，平成29年度から公立幼稚園全園における3年保育を実施することを決定した。私立を含む幼・保・認定こども園からも協力いただ
き，アプローチスタートカリキュラムを改訂した。また，未就園児ふれあい事業への参加者も多く，子どもや保護者同士の交流，子育てにおける不安の解消の
一助となった。

A

具体的施策名

　イベントや子育て相談を
実施することで，地域の子
どもたちや保護者同士の交
流の場の提供，子育ての不
安等の解消につなげる。

個別事業実績評価点：　保護者の意見聴収や子ども
子育て会議，教育委員会会
議，園長会等での関係機関へ
の説明及び検討を行う。
・保護者アンケートの実施
（1回）
・子ども子育て会議（２回）
・園長会，主任会（７回）
・教育委員会会議（２回）

　保護者アンケートや各会
議における関係機関との実
施に向けての意見交換を行
い，３年保育全園実施を推
進する。

　市内全園で活用してもらえ
るよう年３回の検討員会を開
催，内容の改訂を行い，５歳
児を有する市内全20園（私立
含む）及び小学校12校に配布
する。

[課題]
　私立を含む市内全園を会
議に招集し，意見を聴収す
る。

[課題]
　公立幼稚園への入園者の
減少や施設の老朽化

主要事業名：幼児教育の充実

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

　関係機関との意見交換の
結果，平成29年度より公
立幼稚園３年保育全園実施
することに決定した。

　検討委員会では，平成
23年度に作成・翌年度に
改訂した「スタートカリ
キュラム」をベースに，私
立を含む幼・保・認定こど
も園からも協力いただき，
全ての幼児教育・保育施設
において活用できるカリ
キュラムへとさらに改訂す
ることができた。



○

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


