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はじめに 

 

 教育行政評価については，平成 20 年４月１日に施行された「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，教育行政運営方針に基づいた主要事業について，それぞれの施策に

ついて効果的な運営を行うために，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，

という視点でご審議いただきました。 

また，今回から評価シートの見直しを行い，「必要性」，「執行段階の効率性」，「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，「芸術祭・市美術展覧会等の開催」において，若い

世代を含め，参加者を増やすための企画，取組が課題とされていることや，学力向上の推

進活動に関する厳しい自己評価姿勢は理解できるが，第三者からの観察でも常日頃の改善

努力は認められるので，今後はより明確な目標設定と評価指標の設定により自己評点を上

げる努力が求められています。 

さらに，評価の更なる進展のためには，評価指標の開発と情報の収集，すなわち根拠に

基づく明確な評価を進めるべく，今後もいっそうの工夫・改善に取り組むようご指摘があ

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 24 年度事業に

対する教育行政評価報告書に基づき，教育行政のあり方や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５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 25年 11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  24 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  

教育行政評価委員会は，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。  

鹿嶋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 24 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 24 年度鹿嶋市教育行政運営方針，

そして平成 24 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。なお，前年度に引き続き，

平成 24 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

評価シートによって主要重点事業ごとに評価を行った。  

 

総合評価  

平成  24 年度の教育行政評価は，評価シートの評価項目と区分に関する見直

しを行って評価シートを計 15 領域に絞ったうえで実施した。その結果，12 の

評価項目がＡ評価，また３つの評価項目がＢ評価となった。よって平成 24 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

施されたといえる。また，今回の評価シートでは「必要性」，「執行段階の効率

性」，「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。  

なお，評価点の算出については以下のとおりである。各事業領域（各評価シ

ート）のそれぞれにおいて施策別に「執行段階の効率性」（３割）・「有効性」（４

割）・「執行工夫・日常業務改善の取組」（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。  

後述するように 15 項目に亘って各事業が適切に，かつ，効果的に実施され
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たといえるが，そのなかでも，以下の事業はとりわけ特筆されるものとして評

価できる。（評価シートにおける総合評価 100 点満点中，89 点以上）。  

英語教育の充実（重点目標３，（５））は，昨年度に引き続き，実施とその成

果を高く評価できる事業である。小学校１年生から中学校３年生までの義務教

育９年間を見通した教育事業という意味でも出色である。また教職員の力量を

向上すべく研修にも努めており，鹿嶋市の特色ある事業として評価できる。新

学習指導要領では「外国語活動」（５，６年）が必修となったが，今後も外国語

教育のニーズの高まりは予想され，いっそうの発展が期待される。  

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（重点目標４，（６））

は，サッカーフェスティバルや武道大会の開催，駅伝やビーチサッカーなどの

広域大会の開催についても市民ニーズを十分に満たしており，高く評価される。 

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（重点

目標４，（７））は，東日本大震災を契機とした防災意識の高まりを受け，その

後，活発な活動とこれに対する支援が評価される。芸術祭や美術展覧会も含め，

今後も新たな取組や新規参加者の増加が課題である。  

学校施設の改修と整備（重点目標５，（９））は，児童生徒の生命と安全確保

のために必要不可欠な事業である。平成 24 年度は，主要事業として大野中学

校における特別教室棟内の理科室及び家庭科室等の管理教室棟への移設整備及

びその後の特別教室棟の解体・撤去に関する事業として実施された。コスト削

減と適切な工事実施が高く評価される。  

教職員の資質の向上（重点目標５，（13））は，指導主事による学校支援と「鹿

嶋師範塾」を中心的な事業として，教職員の資質の向上を多面的に支えている。

活動実績の豊富さや改善方針の明確さが高く評価される。  

高塚奨学基金制度の充実（重点目標５，（14））は，経済的理由によって就学

が困難な生徒・学生に対して学資（奨学金）を貸与する事業である。平成 24

年度は新規奨学生の確保に関して，過去数年来の落ち込みを著しく改善するこ

とができたことが高く評価できる事業である。  

 

１ 平成  24 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。  

 

重点目標１ 豊かな心と生きる力の育成  

（１）学校図書館の整備（Ａ，87 点）  

平成 24 年度は学校図書館の整備についてこれまで十分に整備されてこなか

った学校について整備を完了することができた（豊郷小，豊津小，大同東小，
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鉢形小）。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減少してい

るものの読書量は増加しており，成果が見られる。一方，中学生の読書量は５％

減で，やや停滞しているといえる。他方，高松小学校が「子どもの読書活動優

秀実践校」として文部科学大臣賞を受賞するなど，市内には成果が顕著な学校

もある。そういった成果が各学校に広まること，そして小学生における読書に

対する関心が中学生になってからも継続することが課題といえる。  

また，司書不在時における学校図書館運用や中央図書館との連携強化等，運

用面の課題はあるが，これら課題が明示されており，今後も進展が期待できる。  

 

重点目標２ 学力の確実な向上  

（２）学力向上の推進（Ｂ，70 点）  

①小学校における少人数学級，②専科教員，AT・TT 講師の配置，③学力診

断テストについてそれぞれ実施している。  

①は，市独自に採用した市費負担教職員（５人）を配置し，市内全小学校に

おける１・２学年の学級を 30 人以下に編成している。②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

させるために中学校免許を有する専科教員を３人配置している。また，AT や

TT については，学習の遅れそうな児童生徒を指導・補助することを目的とし

て行っている。なお，配置数は，AT が 34 人（嘱託職員 21 人・臨時職員 13 人），

TT 講師が嘱託職員 17 人，専科教員が理科１人，音楽２人であった。③は，茨

城県学力診断テストにおいて県平均を目標めやすとして改善に取り組んできた。

小学校についてはおおむね目標を達成したが，中学校については引き続き課題

を残した結果となった。  

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。

そして上記に述べた取組は，他自治体の状況を見ても，積極的に取り組んでい

る点で評価できる。だが，今年度の評価シートでは B 評価，70 点となってお

り，他の事業に比べても必ずしも十分な実績を上げたものとして評価すること

ができていない（各評価シートの平均は 84.6 点）。このことは事業として企画

し，実施するという段階での重要度の一方で，いかなる評価をもってその成果

や到達度を測りうるのか，事後としての評価の在り方がうまく結び付けられて

いない点に課題があるといえる。すなわち目標設定そのものに課題があるとい

えるが，そういった目標の達成と成果の検証についてもう少し緻密な課題を設

定する必要があるといえる。例えば，一方で学力テストとして事後評価の容易

な面もあれば，他方で支援的な教職員の学習に対する効果はそういった結果と

してよりも，学習プロセスにおける運用面での評価が求められるのではないか。

総じて，事業そのものの課題と合わせて，この事業をどのように評価するかと
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いう課題について引き続き，検討を要するといえる。  

※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   

 

（３）長期欠席児童生徒解消（Ａ，88 点）  

 ①不登校等対策連絡協議会の取組，②幼稚園・保育所・小学校の連携，③小

中連携による中１ギャップの解消，④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・家庭訪問について取り組んでいる。  

 ①は，情報の交換・共有を基本的な活動として，具体策の検討等を行ってい

る。②は，幼児教育から小学校への円滑な接続を図るために生活科を核とした

単元の構成など，スタートカリキュラムとして充実させてきた。平成 24 年度

は内容の見直しを進めるとともに冊子配布等によっても活発化してきた。③は，

中学校区を単位とした小中連絡協議会を開催するなど，中学校進学後の適応が

いっそうスムーズになるように努めている。他方で，なお，長欠者及び不登校

生徒数を減少させることが課題である。④は年々，ニーズが高まってきている

ものであるが，各校における毎月１回以上の訪問，追加要請への対応など，十

分に評価できる。  

 本事業は課題を明確にして取り組んでおり，そのための取組も実績を積み重

ねていると評価できる。評価シートでは今後の課題も明確化されている。  

 

重点目標３ 郷土理解教育と国際理解教育の推進  

（４）鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発信（Ａ，86 点）  

 ①はまなす郷土資料館，どきどきセンターにおける企画展，②郷土かるた，

民話の普及，③ミニ博物館の運営，④小学生の参加による鹿嶋の歴史探検隊に

ついて取り組んでいる。  

①は，企画展「鹿島信仰」と同移動展を実施した。参加者数の増加が課題で

ある。②は，ボランティアを中心とした活動ながら，小学校・幼稚園等で 56

回もの活動を行っている。③は，企画展「塚原卜伝」，「鹿嶋のまつり」を実施

し，入館者も予想より多かった。④は，郷土学習の一貫として評価できる。  

文化伝承と郷土学習としての意義や成果，今後の課題も明確である。今後も

事業の進展が期待できる。  

 

（５）英語教育の充実（Ａ，90 点）  

英語指導事業の推進として，小学校１・２年生 20 時間，３～６年生 35 時間，

中学校 35 時間を計画どおり実施した。また市内全小中学校に英語を母国語と

する英語指導助手を配置している。さらに，中学生国際交流事業を実施してい
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る。教員研修会や小中学校合同研究会も精力的に取り組んでいる。  

総じて，鹿嶋市独自の英語教育活動は内容，実績及び成果について意義の高

い事業として評価することができる。小学生の興味・関心の高さも評価できる。

他方で，課題は中学生の英語力向上や学力診断テストにおけるその成果の検証

など，明確化されている。いっそうの成果を期待したい。  

 

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  

（６）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，

90 点）  

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の開催

は，PR・運営・実施の各側面について高い評価が与えられる。②駅伝やビーチ

サッカー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

ツ団体の指導者研修会等，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健康教室を実施している。  

各事業についておおむね成果を挙げている。なお，団体支援の内容や在り方

について課題があると思われ，引き続き内容の検討が必要といえる。  

 

（７）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 点）  

各地区まちづくりセンターの取組は，とりわけ東日本大震災を契機とした防

災意識の高まりを受け，その後の取組が引き続いて継続されていることもあり，

活発な内容となっている。また，芸術祭及び市美術展覧会も当初予定どおりに

開催された。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

が，少しずつ新しい参加者も出てきている。  

まちづくりセンターにおける防災マニュアルづくりや防災訓練の実施は震災

が一つの契機になった活動として評価できるが，いずれにしても新たな取組や

新規参加者の増加が中心的な課題として指摘できる。  

 

（８）神野向遺跡保存事業（Ｂ，70 点）  

国・市指定遺跡の整備遺跡等，文化財に係る保存と，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り，史跡の全体約 94％についてこれま

でに公有化を完了してきた。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

面があるが，事業の意義や管理・実施の内容そのものは十分に評価できるもの

となっていると思われる。全体の公有化とともに市民の意見要望を取り入れた

今後の事業計画の進展が期待される。  
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重点目標５ 安心して学べる教育環境づくり  

（９）学校施設の改修と整備（Ａ，100 点）  

 平成 24 年度における本事業は，大野中学校における特別教室棟内の理科室

及び家庭科室等の管理教室棟への移設整備及びその後の特別教室棟の解体・撤

去に関する事業である。当初は，特別教室棟の改築工事を想定していた。しか

し，今後の生徒数減少が予想されるため，管理教室棟に余裕教室を見込み，よ

って上記の移設工事によって，特別教室棟の改築工事から解体撤去工事に変更

した。これによって，国の補助対象外の工事となったが，当初計画に比して大

幅な予算削減を実現することができた。  

よって本事業は，計画，予算及び実施について十分にその効果を評価できる

ものといえる。  

 

（１０）社会教育施設の整備（Ａ，82 点）  

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（ 18 施設）のうち，14 施設は築 15

年以上が経過し，今後も順次，整備が必要となる。なお，平成 24 年度には，

まちづくり市民センターと大野ふれあいセンターに太陽光発電を設置した。非

常時の電源確保のためのものであるが，通常時の経費削減の効果もある。  

社会教育施設の整備・修繕については，これまでにも適切に行われていると

評価できる。他方，今後の評価に関しては，施設の耐用年数といったハード面

の理由だけでなく，具体的な活動内容等，ソフト面との関連を明確にした計画

をいっそう求めたい。  

 

（１１）安全・安心な子育て環境の整備（Ａ，80 点）  

①「放課後子ども教室」事業は，平日の部（４校），休日の部（10 地区）で

実施し，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高く評価できる。②「青少年相談員

による巡回活動」は，予算規模が限られるなかではあるが，活発な活動が展開

されている。班長会議（年５回）はもとより，班別活動（年 28 回），早朝夜間

活動（各年５回），祭り等特別一斉活動（年３回），声かけ運動（年 24 回），さ

らには脱法ハーブについての研修，相談員研修など，地道に取り組んでいる。

また，③認定こども園の開設に向けた準備を進めている。  

本事業の重要性は高く評価できる。また課題が増え，前年度に比して予算経

費も増額された。引き続き，関係諸機関との緊密な連携により，事業の確実な

進展を求めたい。  
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（１２）子育て講演会及び心とからだの講演会の開催（Ａ，82 点）  

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」を実施している。限られた予算

のなかで実施されているが，意義は高く，とりわけ家庭教育への支援の観点か

らも事業の拡大や位置づけについても検討してもらいたい事業といえる。  

 

（１３）教職員の資質の向上（Ａ，89 点）  

①指導主事（４人）による市内学校への訪問（計 114 回）によって，学校を

支援し，また情報共有に努めている。そして，②「鹿嶋師範塾」では教職員及

び市民を対象に 23 講座について，講義等を計 105 回に亘って実施し，合計で

817 人が受講した。この取組においては受講者からの意見や要望も取り入れて

毎年改善を進めており，また今後における見直しの方針も明確であり，高く評

価できる。関連して，③教育指導員を配置し，運営や支援を充実させている。

そのほか，④学力向上研修会の実施，⑤鹿嶋市教育会への補助など，教職員の

資質の向上を多面的に支えており，十分に評価できる。  

 

（１４）高塚奨学基金制度の充実（Ａ，91 点）  

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。一昨年（平成 22）度の報告書においてその利用者数（18 人）

の低下が懸念されていたが，昨年（平成 23）度は 25 人が採用となり，さらに

今年度は最終的に 29 人の新規奨学生を決定することができた。これは募集方

法や募集時期，市民へのＰＲ方法などにおける地道な取組が改善につながった

といえる。  

 

（１５）教育委員会機能の強化（Ｂ，73 点）  

教育委員会の会議開催は定例会議（年 12 回）と臨時会議（年２回）として

開催され，議案の審議・議決を行い，市内小中学校とも事務局を通じて十分に

情報交換を行い，連携強化に努めてきている。他方，昨今の地方教育行政をめ

ぐる情勢を鑑みるに教育委員会機能の強化は必要不可欠といえる。教育委員会

において審議すべき議案は様々であり，また審議に際し，教育委員による事前

の検討を要すべき案件も今後いっそう予想される。こういった課題に対しての，

機能の強化としての課題を明確化し，また着実に実行されることが期待される。 
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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も，昨年と同様

に早期に進めることができ，また審議時間の短縮化についても改善が進んでい

る。これらは執行部の成果といえる。  

 すでに述べたように本年度は「必要性」，「執行段階の効率性」，「有効性」と

いう視点を明確にした。すなわち，財の投入としての「必要性」，事業実施によ

って得られた成果についての客観的な数値を中心に明示した「執行段階の効率

性」，さらに市民・事業対象者の満足度等を加味する「有効性」の視点である。

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。  

これらを踏まえて，以下では，評価シートにおける点数化と評価のための情

報収集の重要性について述べたい。  

鹿嶋市教育行政評価における評価項目の設定や評価手法そのものはおおよそ

確立されつつある。また，評価に使用する指標や根拠となる数値の収集・集計

についてもしっかりとなされている評価項目も見られる。他方で評価項目によ

ってはまだ十分ではない評価シートも見られる。上記に述べた「必要性」，「執

行段階の効率性」，「有効性」の視点を明確にすれば，次はそれぞれの段階を明

示するために必要な指標や情報が明確でないと，点数化できる情報や指標が十

分に得られずに，結果，事業そのものの総合評価が下がることになる。  

この点をもう少し補足したい。昨年度の平成 23 年度評価では，「事業実施過

程」に評価の比重を置いている。これはどちらかといえば，過程（プロセス）

に対する評価である。平成 23 年度評価がプロセス評価に比重があったものが，

平成 24 年度の評価では結果評価（執行段階の効率性，有効性）に比重がある

といえる。このような評価に関する視点の違いが評価の総合点における違いと

して表れたのが，例えば，「（２）学力向上の推進」である（平成 23 年度は A

評価，83 点。平成 24 年度は B 評価，70 点）。文中においても述べたように，

「（２）学力向上の推進」の事業そのものは重要度の高さが評価され，また運用

面における取組が評価される一方で結果評価につながる指標が十分に得られて

いないのではないか。他方，「（５）英語教育の充実」（平成 23 年度は A 評価，

89 点。平成 24 年度も A 評価，90 点）のように影響を受けずに引き続き高い評

価を得た事業もある。すなわち後者については，それぞれの段階における評価

の指標や数値，満足度等の情報を確実に得ることができているためと思われる。 

いずれにしても，BSC の手法においては，評価指標の開発と情報の収集，す

なわち根拠に基づく明確な評価を進めるべく，今後もいっそうの工夫・改善を

求めたい。  
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３ 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  25 年   5 月  30 日  役員選出，審議方法，年間日程，進め方  

第２回  平成  25 年   6 月  25 日  自己評価説明及び質疑  

第３回  平成  25 年   7 月  23 日  自己評価説明及び質疑  

第４回  平成  25 年  8 月  26 日  自己評価説明及び質疑  

第５回  平成  25 年  9 月  25 日  答申案の検討・取りまとめ  

 

４ 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  NPO 法人かしまスポーツクラブ理事長  

鹿嶋市スポーツ推進審議会委員  

委員  

白川利江子  元高松中学校 PTA 副会長  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 総合評価について  

平成  24 年度の教育行政評価は，評価シートの「評価項目」と「区分」に関

して見直し，評価シートを計 15 領域に絞ったうえで実施しました。その結果，

12 の評価項目がＡ評価，また３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。  

今回の評価シートの改善点は答申でも評価されていますが，「必要性」，「執行

段階の効率性」，「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ています。  

なお，答申では，「芸術祭・市美術展覧会等の開催」において，若い世代を含

め，参加者を増やすための企画，取組が課題とされています。また，「学力向上

の推進活動に関する厳しい自己評価姿勢は理解できるが，第三者からの観察で

も常日頃の改善努力は認められるので，今後はより明確な目標設定と評価指標

の設定により自己評点を上げる努力」が求められています。  

鹿嶋市の教育行政施策の成果は目に見える形で徐々に表れ始めていますが，

教育委員会は教育効果向上を目指した挑戦者として常に前向きに時代の要請に

応えていきたいと考えています。  

これからも挑戦し続けることのできる取組を進めるにあたり，「組織力・職員

の質・学ぶ姿勢・計画性・情報スキル」を磨きながら市民の皆様から理解され

る教育行政を目指します。  

 

２ 平成  24 年度教育行政運営方針における主要事業評価について  

重点目標１  豊かな心と生きる力の育成  

（１）学校図書館の整備（Ａ，87 点）  

ご指摘のとおり「中学生の読書量は５％減で，やや停滞している」といえま

すが，高松小学校が「子どもの読書活動優秀実践校」として文部科学大臣賞を

受賞するなど，近年，市内には読書成果が顕著な小学校もあり，その成果が中

学校に広まり，読書への取組が中学生になってからも継続していくことが課題

といえます。  

また，全小中学校への図書館司書配置でないため司書不在時における学校図

書館運用法の研究研修の実施や中央図書館との連携強化など，運用面の課題は

ありますが，課題克服の方法論を確立し学校図書館が活発に活用されるべく努

めます。  

具体的には，平成 25 年度より中学校図書館整備を行い，計画に従い全小中

学校の整備を完了し，小学生が読書に興味を持ち読書量が増えたように中学生
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についても同様の効果を期待し計画的に学校図書館の整備充実を図ります。  

 

重点目標２  学力の確実な向上  

（２）学力向上の推進（Ｂ，70 点）  

①小学校における少人数学級，②専科教員，AT・TT 講師の配置，③学力診

断テストについてそれぞれ実施していますが，③につきましては，茨城県学力

診断テストにおいて県平均を目標の目安として改善に取り組んできました。  

しかしながら，中学校については引き続き課題を残した結果となりました。  

自己評価による取り組み姿勢は前向きで継続的な努力は評価されましたが，

その努力のわりに評点がＢ，70 点と低いこともあり，事後としての評価の在り

方がうまく結び付けられていない点に課題があると指摘されています。  

重要な施策に対する目標設定そのものに課題があり，「目標の達成と成果の検

証」について緻密な「課題と評価指標」を設定する必要が指摘されています。  

具体的には，『学力テストとして事後評価の容易な面もあれば，他方で支援的

な教職員の学習に対する効果はそういった結果としてよりも，学習プロセスに

おける運用面での評価が求められるのではないか』という指摘は示唆的であり，

今後の改善方法を明確に指摘いただいています。つまり，県学力テスト平均を

上回るという評価指標を中心とするだけでなく，学校においてどのようにＡＴ

／ＴＴを評価し，教育活動を効果的に活用しているのかという評価指標等につ

いても評価指標に加えることにより「学力向上努力のプロセスの有効性」が明

確になり評価もＡ判定になることを示唆しています。  

来年度評価には，この点について更なる洞察を加え，評価視点の転換を図る

よう努めます。  

 教育の目標は，「人格育成」という複雑な要素を含み，単純に学力向上を「生

きる有能さ」に置き換えることはできません。自律的に社会的責任を持って有

意義に生活を営むために「社会において必要な能力・知識・態度」を育てるこ

と，つまり「生活の有能さ」を育てることが重要だといえます。この「生活の

有能さ」と「学力」をどのように結びつけ，評価指標として創造するか，そし

てどう「生きる力」の育成につなげていくかという問題こそ私たちが突き付け

られた課題であると考えます。  

 

（３）長期欠席児童生徒解消（Ａ，88 点）  

 ①不登校等対策連絡協議会の取組，②幼稚園・保育所・小学校の連携，③小

中連携による中１ギャップの解消，④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・家庭訪問について取り組んでいます。  

 課題としては，③における『長欠者及び不登校生徒数を減少させていない点』
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を指摘されていますが，小学生の長欠者は確実に低下傾向を示していますので，

適応指導教室と学校との連携ならびに相談体制への目配りの成果は徐々に出始

めています。  

今後は，(仮称 )教育相談所 (教育センター )設置による専門職常駐体制に向けて

具体的な計画を策定し，事後の対処療法から事前の予防体制の確立に努めます。 

  

重点目標３  郷土理解教育と国際理解教育の推進  

（４）鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発信（Ａ， 86 点）  

 ①はまなす郷土資料館，どきどきセンターにおける企画展，②郷土かるた，

民話の普及，③ミニ博物館の運営，④小学生の参加による鹿嶋の歴史探検隊に

ついて取り組んでいます。  

課題としては，①の参加者数の増加が指摘されています。郷土理解教育は鹿

嶋っ子のアイデンティティ確立に重要な教育活動ではありますが，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。子どもた

ちが期待感を持って当該施設を訪問し，鹿嶋市の歴史の豊かさや荘厳な雰囲気

に感動させられる施設の充実が課題となっています。  

 歴史・文化・伝統は，追体験することにより，理解が深まります。子ども達

それぞれが継続的な体験をし，その体験を自分のことばや体で表現できる教育

こそ，郷土理解教育の基本だと考えています。そのための具体的施策策定が求

められていますので，地域との連携をさらに深めることのできる郷土理解教育

を考えていきます。  

 

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  

（６）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，

90 点）  

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の開催

②駅伝やビーチサッカーなどの広域大会の開催③スポーツ団体の指導者研修会

の開催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

が健康教室を実施しています。  

課題としては，少子化や社会環境が変化する中，青少年や市民のスポーツ活

動への関わり方が変化しており，スポーツ少年団を含めた活動団体や地域にお

ける健康スポーツ活動への支援充実の必要性が指摘されています。  

 この点については，第２次鹿嶋市スポーツ推進計画（平成２４年３月）の重

点目標に掲げており，計画的に取り組んでいきます。  
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（７）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 点）  

芸術祭及び市美術展覧会の課題としては，「実行委員及び出品者の固定化や高

齢化」は引き続き提示されました。全体的には新たな取組や新規参加者の増加

が中心的な課題として指摘されていますので，本課題についても「社会教育振

興基本計画」に具体策を加え改善します。  

 

（８）神野向遺跡保存事業（Ｂ，70 点）  

課題としては，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。  

遺跡全体の公有化とともに市民の意見要望を取り入れて，今後の事業計画を

進めていきます。  

 

重点目標５  安心して学べる教育環境づくり  

（１５）教育委員会機能の強化（Ｂ， 73 点）  

教育委員会において審議すべき議案は様々であり，また審議に際し，教育委

員による事前の検討を要すべき案件も今後いっそう増加することが予想されま

す。そのため，機能の強化としての課題を明確化し，また着実に実行する事前

の計画づくりやシステム化が指摘されています。  

事前に検討を要すべき議案については，各委員が議案の内容についてより理

解を深めたうえで審議できるようその都度情報を提供し，事前に協議を行って

います。さらなる教育委員会機能の強化として，着実に実行するための体制づ

くりに努めます。  

 

２ 今後の教育行政評価の在り方について  

ご指摘のとおり鹿嶋市教育委員会における教育行政評価項目の設定・評価手

法はおおかた確立されつつあります。しかしながら，評価項目によってはまだ

十分ではない評価シートも存在しています。改善点は「必要性」，「執行段階の

効率性」，「有効性」の視点を明確にし，それぞれの段階を明示するために必要

な指標や情報を明らかにし，点数化できる情報や指標を精査する方法論の確立

が重点課題であると認識しています。  

BSC 活用による教育行政評価手法においては，「評価指標の開発」と「情報

の収集」，すなわち根拠に基づく明確な評価を進めるべく，今後もいっそうの工

夫・改善を行います。  

 



資料

重点目標 体系項目 個別施策

学校図書館の整備推進と司書配置校の拡充

鹿嶋市学校図書館年間利用計画の策定

学校図書館と中央図書館との連携強化

司書教諭・司書研修体系の確立

少人数学級の実施

ＡＴ･小学校専科教員の配置

ＴＴ講師の配置

学力テストの分析と集計及び研修会

鹿行教育事務所と連携した学力向上推進チーム訪問の実施

年４回の不登校等対策連絡協議会の開催

教育相談個票（アセスメント）の作成による個別対応

幼保小の連携とスタートカリキュラムの実施による小一プロブレムの解消

小中の密な連携による中一ギャップの解消

教育相談指導員の巡回によるカウンセリング

教育相談指導員による保護者のカウンセリング

適応指導教室の教育相談支援センター化

適応指導教室相談員の資質向上

はまなす郷土資料館，どきどきセンターでの企画展の実施

民話の普及

郷土かるたの普及

ミニ博物館（ココシカ）の運営

鹿嶋の歴史探検隊

英語指導事業の推進

市内全小学校に外国人講師の配置

中学生海外交流事業の実施（派遣・受入）

学校訪問と校内研修の推進

教員研修会

小中学校合同研究会

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

各地区まちづくりセンターでの事業実施

芸術祭及び市美術展覧会の開催

鹿嶋市神野向遺跡保存整備委員会議を年度内に２回開催

史跡の公有化

9 ① 学校施設の改修と整備 中学校大規模改造事業

まちづくりセンターの修繕及び整備

第２次鹿嶋市スポーツ推進計画に基づくスポーツ施設等の修繕及び整備

放課後子ども教室の実施

青少年相談員による巡回活動の実施

認定こども園指定に向けた準備

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

計画的な学校に対する訪問指導

鹿嶋師範塾での教職員対象の講座の開講

教育指導員の配置

学力向上研修会の実施

鹿嶋教育会に対し，教職員対象の研修実施等への補助金交付

初回貸与時期の整理のための平成２３年度に実施した奨学生募集前倒しの効果と実績の考察

募集前倒しによる効果が弱い場合の入学時一時金整備検討

校長会との連携・意見交換会の実施

教育委員を対象とした教育委員会会議の事前学習会の開催

教育委員会会議の情報公開

（1）
④
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各地区まちづくりセンター活動支援，芸術・市美術展覧会等の開催
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5
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鹿嶋市教育行政評価事業一覧
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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①･②（1）

学力向上の推進①
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②
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平成24年度　主要事業名（教育行政評価シート作成事業）
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子育て講演会及び心とからだの講演会の開催②

教職員の資質の向上③

長期欠席児童生徒解消

英語教育の充実①

社会教育施設の整備

鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発信

①

教育委員会機能の強化⑤

（２）

5

11

12

13

15

安心・安全な子育て環境の整備①
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（１）

①

学力向上の推進
担
当

部　名 教育委員会 
課　名 鹿嶋っ子育成課

平成2４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

　図書・学校図書館司書・新聞に係る地方財政措置額19,023千円に対し29,093千円予算化し，予算化率153％だっ
た。高松小学校が子どもの読書活動優秀実践校として文部科学大臣賞を受賞し，県内から取組の発表依頼が多数あっ
た。小学校の一人当たりの貸出冊数は10冊ほど下がり42.6冊だったが，読書量（みんなにすすめたい一冊の本事業）
は増加した。しかしながら，中学校の読書量については，5％も下がった。

対象及び規模

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　読書量（みんなにすすめたい一冊の本事業）は年々増えているが，中学校に進学すると小学校の頃と比べ，
大幅に減ってしまっている。学校図書館の運営は，学校の理解・協力が不可欠であるが，学校図書館司書の勤
務時間の関係で，学校と意思疎通ができなく，サービスが低下してしまう。

改
善
策

　小学校図書館サービスを充実させるとともに，中学校の学校図書館を整備し，継続的に読書への関心を持た
せる。統一した学校図書館司書の勤務時間を学校に合わせ柔軟に対応する。

平成2４年度　教育行政評価　Ｎｏ2　（自己評価）

主要事業名

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
  児童生徒の自主的な学習活動を支援し，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
活用する能力が高めるとともに，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

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

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 基礎･基本の定着を図る教育の充実

２　事業概要

重点目標

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 5,387人

3　実　績

　個に応じた指導の充実を図り，ひとり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る。そのために，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，採用した職員の資質向上も行った。ＡＴ，ＴＴについても，学校の実態や必要
性に応じて配置した。また，茨城県学力診断テストを実施し，その結果を十分に分析し，授業改善と個別指導に活かし
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。しかしながら，子どもたちの学力向上
の面について，これまで以上の成果が十分に上がらないことも考えられる。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とることが，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える。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・配布するなど，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。
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（１）

②

3
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①
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平成2４年度　教育行政評価　Ｎｏ３　（自己評価）

主要事業名 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

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

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
　子どもたち一人ひとりの学ぶ権利を尊重し,学校で学ぶ楽しさを実感し,学び合う仲間を得られるよう
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,教職員 規模 約8,000人

3　実　績

　不登校等対策連絡協議会の開催及び欠席の多い児童生徒の相談個票を作成することにより情報の共有と援助指導の方
向性をつけることができ，中学校1年生の不登校者の増加を抑えることにつながっている。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

   学級や学校をどの児童生徒にも落ち着ける場所にしていくことが，長欠児童生徒の減少につながると言え
る。即ち，児童生徒の居場所づくり（学級づくり）について，研修を深めていくようにしていく。

改
善
策

　小学4年から中学3年においてアンケートを実施し，学級の状態把握と対応策についての研修をもとに，児童
生徒の居場所づくり及び絆づくりを行う。

平成2４年度　教育行政評価　Ｎｏ４　（自己評価）

主要事業名 鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発信
担
当

部　名 教育委員会・市民協働部
課　名 教育総務課・生涯学習課

地域資源や地域人材の活用
伝統文化の保護と継承

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

個別施策

２　事業概要

目　的
  文化財や伝統文化の周知を通じて，郷土理解と郷土愛，郷土への誇りを醸成することを目的とす
る。

対象及び規模 対象 市民 規模 66,449人

3　実　績

課
題

　語り部の会の協力を得て普及活動に努めているが，今後，語り部の後継者育成が課題である。

改
善
策

　語り部の会の活動の周知を行うと共に，語り部の養成講座等の開設も検討していく必要がある。

　各幼稚園や保育園，小学校等へ配布した民話集を活用し，民話の普及活動の推進に努め，今年は４３回の普及活動を
実施した。郷土の歴史を理解してもらうため，小学生中学年から高学年を対象に鹿島神宮や塚原ト伝など地域の文化や
偉人について学び，郷土愛の育成を図る。ミニ博物館やどきどきセンターでは鹿嶋の歴史に関する展示や伝統文化財
（祭）の展示を行ってきた。
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（２）

①

4

（１）

①
②

3　実　績

　各種スポーツ活動やイベントの開催などを通じて，多様な交流が行われている。
　特に，シンボルスポーツ（サッカー・武道）の推進と，鹿島アントラーズや鹿島神宮などの観光資源の優位性を活か
し，スポーツと地域（宿泊など）の活性化を図っている。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　鹿嶋市は，スポーツでの交流人口を増やし，まちの活性化を図るため今後もスポーツ大会の開催また誘致等
を行っていく。

改
善
策

　事業を推進するための組織の確立（コンベンションビューロ：Ｈ２５，市内スポーツ支援組織の整備：～Ｈ
２６），スポーツ施設整備計画の策定（平成３１年度茨城国体，コンベンションビューロ，市内スポーツ施設
の再編を踏まえて策定）

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
　鹿嶋市のシンボルスポーツであるサッカーと武道を通した地域間交流を図り，その中で市民にも大
会への関わりを持ってもらう。また，スポーツ団体の支援を行うとともに身近な地域でスポーツを楽
しむ環境をつくる。

対象及び規模 対象 規模市民全般 スポーツカレッジ15人，スポーツ教室1,085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

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2４年度　教育行政評価　Ｎｏ６　（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
課　名

市民協働部
スポーツ推進課

　「コミュニケーション英語」の指導については，外国人講師の指導力が大きく問われる。コミュニケーショ
ン英語の質や生徒一人一人の学びを保障するためには，中学校においてコミュニケーション力を高めるための
指導法について工夫・改善が必要である。また，英検3級程度の力を身に付けさせるためには，書く力・読む力
を含む4技能を総合的に育成することが求められる。

改
善
策

　話すこと・聞くことを中心とした基礎的な実践的コミュニケーション能力の育成とともに，４技能を総合的
に育成することを鑑みた指導の充実を図るため，現行の「コミュニケーション英語」について検討を行い，今
後の指導の方向性を定め来年度からの実施に向け準備していく。

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，日常生活で自ら進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 5,149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

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

英語教育の充実
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課

3　実　績

　社会や経済のグローバル化に対応できる人材の育成が喫緊の課題である中，「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必要不可欠である。小学校における英語教育においては精査されたカリキュラム
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

17
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主要事業名



4

（２）

①

4

（２）

②

3　実　績

　公有化のための買収も約９４％になり、あと少しである。土地の値段が安くなって売る方に不安の陰りが見える。全
国的にも貴重な歴史遺産であること，市の財産として残り整備して歴史公園として生まれ変わる事等，郷土の歴史とと
もに理解してもらいながら事業を推進してきた。

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についてはあと少しで公有化も終了できそうであるが，これまで指定に同意
していなかった場所で指定にして買収を要望しているところがあり，今後どう進めていくのか課題である。

改
善
策

　買収の希望のある方については随時調整しながら公有化に向けた方向で実施してきたが，遺跡の重要性や内
容を知ってもらうために現地説明会や標識の設置など周知を行うと共に，歴史公園に向けて一般の意見を聞き
ながら検討していく必要がある。

個別施策 文化財の保護と活用

２　事業概要

目　的

　奈良時代から平安時代にかけての鹿島郡の郡役所跡である神野向遺跡は，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た全国でも貴重な遺跡で，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史跡公園，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）

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2４年度　教育行政評価　Ｎｏ８　（自己評価）

主要事業名 神野向遺跡保存事業
担
当

部　名
課　名

教育委員会
教育総務課

3　実　績

　まちづくり事業については，毎年地区の課題を取り入れて各種事業を計画し実践している。一昨年の東日本大震災に
よる防災意識の高まりを受け実施した地域防災についての研修会等を活かし，地区防災マニュアルの作成や地区ごとの
防災訓練などへの取り組みが図られている。また，各公民館における，自主サークルの文化活動と発表の場を設けると
ともに，市全体としては，芸術祭や市美術展覧会等を通じて，文化芸術活動の普及を図っている。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　美術展覧会は運営関係者や出品者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，後継者の育成等が課題である。また，公民館活動については，単一年度の事業だけでなく，中長期的な計
画に基づく事業の実施が必要である。

改
善
策

　美術展覧会等の事業のPRを様々なメディアを活用して幅広く知らしめ出品者の増加を図るとともに，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。また，公民館活動については，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。

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

　市民交流の推進を図るため，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等を開催し，活動実践者の拡充を図る。また，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・市民ギャラリー企画展を開催し，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，芸術文化活動の指導者の発掘等を図る。

対象及び規模 対象 市民 規模 66,449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

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2４年度　教育行政評価　Ｎｏ７　（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 市民協働部
課　名 まちづくり市民センター
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④
 

3　実　績

　市内の社会教育施設及び社会体育施設は１８施設であり，その内１４施設は，築15年以上が経過している施設であ
る。突発的な修繕や改修を要する箇所も多く存在しており，各施設管理者から要望も多く出ていることから，施設管理
者と連携を取りながら整備を行ってきたところである。厳しい予算の中で，修繕や改修を行う優先順位を決定し，効率
よく工事を実施していくことが必要である。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　各社会教育施設を巡回し，管理者からの意見要望を把握し調整しながら修繕を行う必要があるのは当然のこ
とながら，大規模な修繕及び改修については，予算確保の面からも中長期的な修繕（改修）計画を作成し，計
画に沿った整備を行う必要がある。

改
善
策

　平成25年度は施設管理者や利用者からの意見を参考とするのはもとより，専門的な知識を有する改修が必要
な場合は，建築コンサルタント等を活用し，調査を行い，修繕計画を作成する必要がある。

個別施策 社会教育施設の整備充実

２　事業概要

目　的

　鹿嶋市が掲げる「まちの将来像」を実現するためには，「協働によるまちづくり」の推進が必要不
可欠となる。その中で，社会教育施設（まちづくりセンター，鹿嶋勤労文化会館，スポーツ施設）
は，「協働によるまちづくり」を実践する市民活動の拠点施設であり，市民が安心・安全に施設が利
用できるよう計画的に整備及び修繕，改修を実施する。

対象及び規模 対象 市民 規模 66,449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

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2４年度　教育行政評価　Ｎｏ1０　（自己評価）

主要事業名 社会教育施設の整備
担
当

部　名 市民協働部 
課　名 生涯学習課  

3　実　績

　平成２１年度から平成２３年度までに，耐震補強工事を優先的に実施し，市内小中学校施設の耐震補強工事は完了し
ている。また，一部の小学校では，大規模改造工事により施設の改修を完了している。
　※大規模改造工事実施済み校（豊郷小：平成９年度，波野小：平成１２年度，豊津小：平成２０年度，平井小：平成
２２年度）

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　各学校施設は，建築から約40年以上を経過し，施設内外や配管など老朽化が進んでいるため，各施設につい
ては大規模な改修工事が必要となってきているため，今後，計画的な大規模改造工事を推し進めていくことが
重要となってきている。

改
善
策

　現在，大規模改造計画（案）は策定されているが，この計画を再度見直しを図り，計画的な大規模改造計画
を推し進めていく。

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

　平成21年度に大野中学校特別教室棟（南側校舎）の耐力度調査を実施した結果，耐力度が低いこ
とから改築工事を予定した。しかし，今後の生徒数調査により，平成22年度以降より生徒数が減少
傾向にあり，今後管理教室棟に余裕教室が見込めるため，特別教室棟内にある理科室や家庭科室など
の機能を管理教室棟側に移設し，特別教室棟については解体・撤去し，校内教育施設の環境整備を図
る。

対象及び規模 対象 大野中学校生徒及び教職員 規模 516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

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2４年度　教育行政評価　Ｎｏ９　（自己評価）

主要事業名 学校施設の改修と整備
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課
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3　実　績

　小・中学校子育て講演会は，新年度入学する児童・生徒の検診や学校説明会に合わせ，その保護者を対象に家庭教育
の重要性を考える機会として実施している。講座終了後は，アンケートを実施し，講演会参加の感想や講演のテーマ，
市に対する要望などについて把握し次回の参考としている。 また，心とからだの講演会については，中学生が自分自身
や命，性について考える機会として実施している。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　保護者や生徒の悩みや現状を把握しながら，講演会の内容等を検討し，実施していく必要がある。

改
善
策

　アンケートにより保護者のニーズの把握を行うとともに，講師や学校との事前協議を行い，保護者のニーズ
や子どもたちの現状に沿った講演内容や実施方法の検討を行う。

個別施策 家庭の教育力の充実

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，自分自身を大切にするための心を育成することを目的とする。

対象及び規模 対象
小中学校入学前児童生徒の保護者及び中
学校生徒並びにその保護者

規模 4,649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

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

平成2４年度　教育行政評価　Ｎｏ1２　（自己評価）

主要事業名 子育て講演会及び心とからだの講演会の開催
担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課

3　実　績

　放課後子ども教室は，平日の部を４小学校区，休日の部を10地区で開設しており，放課後，休日の子どもの安全・安心な居場所として，また，地
域との交流の場として機能した。青少年相談員の活動は，相談員会議(年5回)，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)，各小学校・あいさつ声かけ運動(年２回)，脱法ハーブについての研修など，相談員研修(年２回)を実施。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。
　認定こども園の準備については，市民福祉部との会議， 説明会へ参加し，様々な課題を整理しながら認定こども園設置について検討してきた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　安全・安心な居場所の確保のためには，各学校の実態を把握しながら，機関と連携を図る必要がある。地域
の実態に合わせた事業実施に向け，事前の協議を十分に行い，教室の開設を進めることが重要である。また，
健全な環境整備のため，巡回活動の継続と共に，店舗等と連携を図りながら，環境整備を進めていく。

改
善
策

　子ども教室の開設について，現場の声を聞きながら，運営委員会で実態に合わせて，運営方法について検討
する。また，相談員の活動については，青少年への声かけについて研修を行うなど，一層の知識の向上を図る
とともに，店舗等に対し，引き続き条例の周知を行っていく。

個別施策 安全・安心な子育て環境の整備

２　事業概要

目　的
　子どもたちに学習活動，スポーツ，文化活動及び住民との交流など，様々な体験活動を通して，健
康で豊かな心を育むとともに，青少年相談員の活動による青少年の健全育成を目的とする。

対象及び規模 対象 市民 規模 66,449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

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

平成2４年度　教育行政評価　Ｎｏ1１　（自己評価）

主要事業名 安全・安心な子育て環境の整備
担
当

部　名
課　名

市民協働部・教育委員会
生涯学習課・鹿嶋っ子育成課
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④個別施策 教育機会の保障

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

改
善
策

　奨学金募集の周知方法については，広報かしま，市HP，エフエムかしま，教育かしま等，可能な限り広報媒
体を活用していく。また，返還滞納対策については，定期的な督促状の送付や臨戸訪問の実施などを行う。

3　実　績

　平成２３年度から次年度の募集を行い内定という形で奨学生を早期に決定できるよう規則の改正を行ったことによ
り，平成２４年度の当初の募集人員は２５人おり，奨学生決定者は２３人であった。募集定員３０人に満たないため，
追加募集を行い，６人の奨学生を追加決定し，平成２４年度の奨学生合計人数は２９人となり，ほぼ予定していた募集
人員を決定した。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

   募集時期の変更に伴い，希望者の申し込み漏れをなくすため，募集時期の周知徹底が必要である。また，返
還滞納額が増加傾向にあり，滞納者への返還方法など個別に考えていく。

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 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

平成2４年度　教育行政評価　Ｎｏ1４　（自己評価）

主要事業名 高塚奨学基金制度の充実
担
当

部　名
課　名

教育委員会
教育総務課

3　実　績

　地域の教育力向上のため市民対象の講座を行うとともに，教職員対象の研修の特化を図った。特に師範塾受講者数が
４７１名（平成２３年度）から８１７名（平成２４年度）に増加していることからも，自らのスキルアップに努めたい
と考える教職員の専門職としての技能向上に寄与している。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　指導主事による指導時間の確保。また師範塾においては，研修講座によっては参加者数のバラツキが見られ
る。講師・スタッフ不足及びコンパクト化による質の向上の観点から，鹿嶋市師範塾の常設講座は１２～１３
講座が理想である。参加者数や広がりが少ない研修講座の見直しが必要である。

改
善
策

　講座受講者の要望や指導主事の学校訪問の成果を踏まえて，必要性及び有効性が見込まれる講座及び研修を
設定する。

個別施策 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 教職員429人，幼小中学生6,032人の保護者

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

平成2４年度　教育行政評価　Ｎｏ1３　（自己評価）

主要事業名 教職員の資質の向上
担
当

部　名
課　名

教育委員会
鹿嶋っ子育成課
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　平成24年度は，教育委員会会議（定例会議及び臨時会議）を開催し，教育に関する４３議案を審議し可決され，その
他報告事項が12件あったことについて，市ホームページに掲載した。また，校長会・研修会などを開催し，教育委員会
と学校との連携強化を図ってきた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

   教育委員会から各学校への指示・伝達等が実行されているか，検証などを行うことが必要である。

改
善
策

　定期的な各学校の巡視や意見交換を綿密に行い，さらなる連携強化を図る。

対象及び規模 対象 規模 66,449人

3　実　績

市民

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

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。

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

平成2４年度　教育行政評価　Ｎｏ1５　（自己評価）

主要事業名 教育委員会機能の強化
担
当

部　名
課　名

教育委員会
教育総務課・鹿嶋っ子育成課


