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Ⅰ 鹿嶋市教育行政評価委員会答申 

 

 平成 21 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とおり答申しま

す。 

 

はじめに 

教育委員会の自己評価は，その活動について目標を設定し，実施結果を評価するも

のであるが，これによって地域住民や議会，首長に対する説明責任を明確化し，さら

なる教育の向上・普及につなげていくために行われるものである。 

鹿嶋市教育行政評価は，今回で３回目の実施となる。平成 21 年度の教育行政評価

にあたっては，昨年同様，教育委員会議が本来の機能を果たしているか，教育委員会

が実施する主な施策や事業が市民のニーズに応えるものになっているか，その施策は

効率的かつ効果的に行われているか，このような視点に基づいて点検・評価を行った。

特に今回は，ＢＳＣ（バランス・スコアカード）の視点を盛り込んだ教育行政評価シ

ートを開発し，これを主要重点事業ごとに適用して評価をすることによって，より体

系的かつ構造的な教育行政評価を実施することに努めた。また，昨年平成 20 年度評

価結果に対する改善状況についても評価を行った。 

 上記について，具体的には，平成 20 年度評価結果の活用・改善状況，鹿嶋市教育

基本計画（後期），平成 21 年度鹿嶋市教育行政運営方針，平成 21 年度教育行政評価

シート（以下「評価シート」という。）などに基づき審議し，見解をまとめた。  

 

総合評価 

平成 21 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。今回の教育行政評価は，評価シートを新たに開発し，予算の計画的

かつ効果的な執行，市民の満足度や利用度，事業実施過程における適切な管理及び人

材育成の視点から評価を行った。 

なかでも，以下の事業は高く評価できるといえる。すなわち，「小学校少人数学級

編制事業」等，独自の市費予算によって市立学校に教職員を配置する事業，「鹿嶋の

民話及び市民音頭普及事業」，「かしまスポーツカレッジ」等のスポーツ関連事業，「地

区公民館まつり」や「市美術展覧会・芸術祭・市民ギャラリー企画展」等の地域・文

化事業，家庭教育を支援する「小・中学校入学前子育て講座」や「家庭教育を考える

集い」等の事業，さらに学校教育の指導者養成に貢献し，かつ社会教育の場を積極的

に提供する独自性の高い「鹿嶋師範塾の充実」事業，及び「学校施設の耐震化」ほか，

施設設備の整備に関する事業である。 

しかし，上記の「小学校少人数学級編制事業」等，学力の向上に関わる取り組みで

は，その効果を検証する方法や評価指標の開発が引き続き課題といえる。上記の取り

組みが児童生徒の学力向上や学習状況の改善とどのように具体的に結び付いている

か，今後さらに検証をすべきである。 
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また，今回，評価シートの開発には大きな進展があり，より明確な評価の仕組み作

りを進展させることができた。一方で，課題も明確となった。例えば，「乳幼児期子

育て講座」と「小・中学校入学前子育て講座」は同じ“子育て”を目的としながら，

異なる重点目標に位置づけられ，別々に予算化されたため，それぞれ評価することに

なった。しかし，市民の視点からみれば「家庭教育推進」というひとつの大きな流れ

の中で関連性や効果が検証される必要があり，評価手法としては今後の課題といえる。 

平成 22年度以降も，引き続き改善を期待する。 

 

１ 平成 20 年度教育行政評価に対する改善の取り組みについて 

（ア）TT・AT・NLT（※名称は答申末尾を参照）等，学校における学力向上・支援の

ための教職員の配置について，目的や配分基準等が明確化されている。だが，効

果の検証については，今後も引き続き，検討をしていく必要がある。研修につい

ては，師範塾の活用等，進展が見られる。 

（イ）各地区の公民館における事業が評価対象に加えられている。市民の主体的な活

動についても取り上げられている。 

（ウ）児童生徒の保護者を対象とした事業の取り組みは，大きな進展が見られる。  

（エ）文化財の維持管理の方針は明確化されてきている。市民の力，ボランティアや 

ＮＰＯの力を借りることについては引き続き検討されたい。  

（オ）教育委員会会議の充実に関しては，懇談会や評価方法等について，引き続き検

討をする必要があると思われる。 

 

２ 平成 21 年度教育行政運営方針における主要事業評価 

以下では，評価シートを用いて，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。 

（１）教育委員会の活性化と教育行政事務の執行体制について 

「教育委員会機能の充実」については，例えば，評価シートの中で，教育委員会会

議で審議した内容等も示し，その充実度について，評価していくなど，中身の充実度

に関わる内容をいっそう求めたい。また，懇談会のあり方について，今後，具体的な

方策を示しながら，方針を明確化していく必要がある。 

 

（２）教育基本計画の着実な推進について 

【重点目標１ 豊かな心と生きる力の育成について】 

○「フロンティア・アドベンチャー事業」（小学校５年生及び６年生任意参加）及び

「小学校４年生宿泊学習事業」は，それぞれ事業のねらいや目的が明確であり，参加

者からの評価も高い。いずれも効果の高い事業と評価できる。また，教諭の負担軽減

等，今後の課題や改善の視点も明確であり，今後も期待したい。 

○「読書活動の推進」（学校図書館経費（小学校））は，評価の観点からは，コスト面

についてやや課題が指摘できるが，事業そのものの成果や効果は高く評価できる。例



3 

えば，児童の図書貸出状況をみれば，中央図書館の６倍近くの貸し出しがあることは，

年間平均 59 冊となり，週１冊は読んでいることになり，有益な事業といえる。今後

も各校における図書の整備，パソコンの整備，司書の配置等，それぞれ適切なバラン

スを考慮した整備方針のもと，いっそうの効果を高めることが期待される。 

○ＮＰＯ法人に委託して実施されている「乳幼児期子育て講座」や「子育てサポート

リーダー養成講座」を開設する事業については，家庭における子育てについて，学び，

語りあい，情報交換できる場を提供していることが評価できる。課題としては，これ

は委託の事業なので，委託者がどのような効果をあげているかについて，評価根拠を

さらに明確化する必要があり，例えば，コストの面における昨年度との比較等を可能

にしていく必要がある。なお，事業そのものの全体像を明確化することが必要と思わ

れる。すなわち「家庭教育推進事業」としての全体像であり，事業の所管課及び事業

予算の区分，評価シートのそれぞれの関係性や整合性についてである。例えば，上記

の事業は「乳幼児期子育て講座」や「子育てサポートリーダー養成講座」という講座

の開講に関するものだけになっている。また，重点目標５にも「家庭教育推進事業」

がある。全体が事業として体系化されているかどうかは，個別の評価シートだけから

は判別できない。 

 

【重点目標２ 学力の確実な向上】 

○「小学校少人数学級編制事業」は，市費負担による教職員の配置事業であり，ニー

ズは高く，実施過程における研修体制も整えられており，評価の高い事業といえる。

一方で，事業の効果について，学習到達度（テスト）との関係，学校運営面における

効果，児童や保護者，教職員からの満足度等，いっそう明確化することが期待される。 

○「小学校専科教員配置事業」及び「TT，AT 配置事業」は，個別支援の充実，学力

向上及び教職員の負担軽減と教育活動への専念という明確なねらいのもと，適切に運

用されている点で評価は高いといえる。一方で，現状，課題，改善策についての評価，

総じて評価シートにおいて現状把握するために必要な指標をさらに充実させる必要

がある。 

○「ＣＤＴテスト（観点別学力到達度診断テスト）」事業は，平成 21年度をもって終

了とし，平成 22 年度以降，実施しない予定である。これまで一定の役割を果たして

きており，本事業の終了に伴っての状況の変化が起こったのかどうかについては，適

切な状況の把握が求められる。 

○「子ども英会話講座」事業は，市内の国際交流協会の協力のもと，教育課程特例校

に小学校での英語教育活動の充実を図って実施しており，平成 21 年度には対象学年

を拡充して実施している。費用対効果の面でも良い事業と思われる。一方，委託者の

研修や技能向上の面で課題があると思われる。 

○学校給食は，衛生面・安全面を最も重視し，市内幼稚園や小学校・中学校に安定し

た給食供給事業として実施されている点が評価される。一方，学校給食にかかわって，

学校における食育に関する取り組みがあるが，これについては次年度以降，評価の方
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法を講じてもらいたい。 

 

【重点目標３ 郷土理解教育と国際理解教育の推進】 

○「鹿嶋の民話及び市民音頭普及事業」は，郷土の成り立ちや歴史を伝承することを

目的とし，意義ある事業である。また，費用対効果から見ても理想的な運営といえる。

今後も「鹿嶋語り部の会」と連携し，発展が期待される。 

○「小・中学校英語活動」事業は，小学生については低・中・高それぞれに具体的な

目標が示され，評価指標の根拠からもその達成の度合いが確認できる。一方，中学校

の目標設定について，再考を求めたい。中学校における本事業が，小学校の英語の授

業（外国人との触れ合い）の延長でしかないような位置づけでは予算相当額の費用対

効果は見込めないのではないか。本事業は予算ベースで考えると，「小学校少人数学

級編制事業」及び「ＴＴ，ＡＴ配置事業」を合わせた予算額に近いものとなる。これ

を考えると，経費面における本事業の重要性は疑いがなく，もっと明確な評価指標が

求められるといえる。現段階では，評価シートに反映させるデータが乏しい。 

 

【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】 

○「サッカーフェスティバル」や「卜伝杯武道大会」等，「各種スポーツ大会等の開

催」を行い，スポーツ事業を充実させている。また，「かしまスポーツカレッジ」（指

導者養成講座）事業は，講座の認定を受けた指導者が各スポーツクラブで指導にあた

り，参加者のニーズや参加状況もそれぞれ良好である。一方で，今後，指導者の研修

や技能向上面等における向上に期待したい。 

○「各地区公民館まつり」「市美術展覧会・芸術祭」「市民ギャラリー企画展事業」は，

それぞれ市民の文化芸術活動を支援する活動として，意義が高く，評価できる事業で

ある。なお，鹿嶋市の展覧会は，市美術展覧会や芸術祭，文化フェスティバルの３つ

がある。これらは芸術関係の活動であるが，それぞれ意義や役割，実施時期等が異な

っている。今後の検討課題としては，芸術にかかわる活動について，市民ニーズを検

証し，そのうえで全体を見渡すという議論が必要と思われる。またこれらの事業は，

公民館事業に該当するが，まちづくりセンターと公民館の活動に関する評価との関係

等，事業区分と評価区分の関係についても検討が必要と思われる。 

○「フォトコンテスト」事業は，新規事業であり，スポーツ・フォトに特化した事業

である。事業内容の意義は理解できるが，評価の観点からは，事業規模から考えて，

他の事業との統合について検討される必要があると思われる。 

○「国・市指定遺跡の整備」（神野向遺跡保存事業）事業は，遺跡等，文化財にかか

る保存と，広く市民への伝承を目的とし，意義が高く評価される事業である。一方，

課題については，若手職員の育成として明確に示されているので，今後，具体的な取

り組みに期待したい。 

○「地区まちづくり委員会活動支援」（公民館活動費）事業は，各地区公民館におい

てそれぞれ行われているものであり，各地区公民館の事業を取りまとめたときにどの
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ように評価するのか，今後，検討が必要といえる。また，事業参加者からのアンケー

トや要望から，研修面及び技能向上面を向上させるための意見を得る工夫が求められ

る。 

○「まちづくり市民懇話会活動支援」（まちづくり市民センター活動費）事業は，ま

ちづくりのさまざまな分野で市民活動を支援するという意味で意義がある事業であ

る。一方，市民懇話会は，市民が自主的に活動するための組織であり，まちづくり市

民センターはその活動を支援する関係にあるが，市民センターの活動と市民懇話会の

活動が同じではない点等，分かりにくい点がある。市民懇話会の位置づけの見直しが

必要であるが，その見直しの方法等，市民の主体性を重視する形で検討が必要である

と思われる。 

○「協働のまちづくりアドバイザー派遣事業」及び「協働のまちづくり事業補助金」

は，多様な活動を支える事業である性格からやむを得ない面もあるが，課題としては，

対象及び規模を明確にし，規模と予算の関係について，もう少し数値で分かりやすく

評価する工夫が必要と思われる。また，「市民懇話会」との相違が明確化されていな

いように思われる。今後は，市民からのアイデアや発想をまちづくりに活かすための

方策が期待される。 

○「放課後子ども教室」事業は，国及び県から補助のある事業である。放課後におけ

る子どもたちの安心かつ安全な居場所づくりとして，学習やスポーツ，文化・交流活

動などさまざまな体験としての場を提供している。対象は，平日は小学校３年生まで，

休日は６年生までとなっている。事業の状況や効果等，細かに評価され，課題も明確

に示される等，高く評価される事業といえる。 

 

【重点目標５ 安心して学べる教育環境づくり】 

○「学校施設の耐震化」事業は，小・中学校施設の耐震化及び維持補修等，必要不可

欠な事業であり，平成 23 年度末で耐震化率 100％を目標として取り組んでおり，計

画や工程については，予定どおり進んでいる。 

○「図書資料の充実」事業は，一人あたりの貸出冊数についても水戸市や日立市と同

じレベルにあり，また，平成 21 年度は，貸し出しが過去最高になる等，市民の関心

が極めて高い教育行政サービスのひとつと評価できる。 

○「大野まちづくりセンター・大野出張所整備」事業は施設の老朽化を改善する目的

で，「勤労文化会館空調設備改修工事」事業は平成 20年に発生した地震時の設備破損

を改修する目的で，それぞれ実施されている事業であり，利用する市民の安全を確保

するために必要不可欠な事業である。計画や工程は，予定どおり進んでいる。 

○「青少年相談員活動の充実」事業は，意義ある地道な活動であり，評価できる。一

方で，例えば相談員の人数（65名），地域の巡回活動の頻度，相談員の選定等，これ

らの現状について，どれだけ事業内容が適正なのか，具体的な評価指標としては見え

にくい部分が少なくない。評価の難しい事業といえる側面もあるが，事業の重要度か

らも，引き続き評価指標の工夫を望みたい。 
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○「家庭教育推進事業」は，新年度入学生の児童生徒の保護者を対象とした「小・中

学校子育て講座」，中学生を対象とした「心とからだの講座」，市民を対象とした「家

庭教育を考える集い」等を開催する事業であり，時期や内容，満足度，経費削減等，

いずれも評価が高く，効果的に運用されている事業といえる。 

○「鹿嶋師範塾の充実」事業は，学校教育及び社会教育の両面で広く市民に還元され

ている評価の高い事業といえる。例えば，学校教育支援者に関する講座は，日本語指

導や障がいのある子どもへの支援等を内容とし，教員免許がない支援者でも学校の要

請に応じて支援できるようにするために設けられるなど，細かな目配りがされている。

なお，さまざまな教育機能を包括しつつあるので，一般市民から見て内容が分かりや

すく，また参加したり，利用したりしやすくしていくことが今後必要となっていくの

ではないか。 

○「奨学金貸与事業」（高塚奨学基金）は，経済的理由によって就学が困難な生徒・

学生に学資を貸与する意義ある事業である。しかし，現状では，平成 21 年度募集人

員 30名に対して，20名の申し込みとなり，申込者が少ないと思われる。今日の経済

情勢から考えれば，これを必要とする生徒・学生は潜在的には多いように思われるが，

本事業の利用の便や将来的な返済の計画等，利用者にとって不安や不明な要素があっ

てのものであるならば，原因を究明し，解決していく必要がある。 

 

３ 教育行政評価の構造及び進め方等について 

（１）教育行政評価の仕組みづくりについて―成果として― 

改めて確認すれば，教育行政評価全体の構造は，本市総合計画（「新鹿嶋市総合計

画」（後期基本計画：平成 19～23 年度））において，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，その中で単年度の方針とし

て「鹿嶋市教育行政運営方針（平成 21年度）」（５つの重点目標に対応した平成 21年

度の主な事業）が設定されている。 

 また，各事業の評価に際しては，それぞれ「評価視点検討シート」「重点目標評価

シート」「（事業別）教育行政評価シート」という順で階層的に構成されている。これ

によって，今回の評価において，単年度における評価シートの構造をより綿密な仕組

みにすることができた。つまり，今回，評価シートの見直しによって，評価の全体的

な構造から，単年度の個別事業評価までの関係までが分かりやすくなったことは評価

できる点である。昨年度答申では，評価シートについて，「成果と課題のとらえ方に

ばらつき」があり，「抽象的な表現が目立つ」，「取り組みの成果が主観的・感覚的な

文言」で表現され，「客観性に乏しい」等，厳しく指摘された。まだ改善すべき点は

あるが，今回，定量的な指標，評価方法について，大きな改善が見られるといえる。

これらの取り組みの成果から，昨年度に比して，審議の時間や回数について短縮する

改善が見られた。これらは教育委員会事務局の成果といえる。 
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（２）評価システムの改善について 

上記の成果を評価する一方，以下の点に関してはさらなる改善を行い，この仕組み

がさらにその機能を発揮するように求めたい。 

①各評価シート間の有機的な接続 

評価視点検討シート，重点目標評価シート，個別の評価シートが十分に有機的にリ

ンクしていない。主要な課題として指摘できる点は，事業予算の確定と同時にその事

業目標が明確化されることである。つまり，本来は，各事業の予算が確定した段階で

評価視点検討シート，すなわち，「目指す状態」と「成功要因」が明確にされ，それ

に従って各事業が展開され，年度終了後に評価視点シートに示された視点で，個別の

評価シートが作成され，それらの総括として当該年度の「重点目標評価シート」が作

成される，という形で展開されるべきである。平成 22 年度以降は是非このような展

開がされることを期待する。 

②中期計画における単年度ごとの明確な達成目標の設定 

教育基本計画（後期：平成 21～25 年度）には，重点目標と施策の体系が示されて

いるが，それぞれの重点目標を，いつ，どのレベルまで達成しようとするのかについ

て，その達成水準までは必ずしも明確化されていない。確かに，教育基本計画は５年

間のスパンにわたるものであり，変化の激しい今日の教育のあり方を見通すことは簡

単ではないかもしれない。しかし，このスパンの中で，各年度の到達レベルとして示

すような中期実行計画の策定が望まれる。これによって，５年間の中期計画と単年度

の計画がより密接に結ばれ，さらに前述の単年度における各評価シートともしっかり

と接続されるといえる。 

 

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 22年８月 10日（火） 役員選出，審議方法，年間日程，進め方 

第２回 平成 22年８月 26日（木） 自己評価説明及び質疑 

第３回 平成 22年９月 10日（金） 自己評価説明及び質疑 

第４回 平成 22年 10 月４日（月） 自己評価説明及び質疑，委員の意見集約 

第５回 平成 22年 10 月 28 日（木） 答申案の検討・取りまとめ 

 

５ 鹿嶋市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 教育学部 准教授 委員長 

田中 雅章 住金鉱化株式会社 代表取締役社長 副委員長 

高杉 俊介 ＮＰＯ法人 茨統教育研究会 会長 委員 

阿部 誠一 茨城県青少年心理アドバイザー 委員 

村山 英治郎 鹿嶋私学交流会 委員 
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※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  

NLT（ネイティブランゲージティーチャー）・・・英語を母国語とする講師 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




