
事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

01 款 10 項 02 目 02

○
○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　学校図書館は，学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり，また学校図
書館の専門的職務を掌らせるため，司書教諭を置かなければなりません（学校図書館法第
１条及び第5条第１項）。
　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
年度から今までの「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になりました。

根拠法令 子どもの読書活動の推進に関する法律，学校図書館法

事業の性質
法定受託

事務
管理経費

建設事業 その他
事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

2 2
その他職員

従事
職員数

正規職員 2 2 2 2
　一般財源 48,136 53,929 53,701 53,701 53,701 53,701
　その他(参加者負担金)

53,701

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 48,136 53,929 53,701 53,701 53,701

4,431
備品（図書） 12,301 12,650 12,774 12,774 12,774 12,774
備品（管理用備品） 5,975 5,396 4,431 4,431 4,431

9,565
1,260工事費 1,499 2,712 1,260 1,260 1,260

使用料及び賃借料・役務費 5,592 7,577 9,565 9,565 9,565

1,831
委託料 2,016 4,179 4,752 4,752 4,752 4,752

19,088 19,088 19,088 19,088
需用費（消耗，印刷・修繕） 2,452 2,772 1,831 1,831 1,831

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

報酬・共済費・旅費 18,301 18,643

対象及び規模
対象 市内小中学校児童生徒及び教職員 規模 約5,700名

予算科目コード 会計 事業名 学校図書館経費（小学校）　ほか

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・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策定
・学校図書館と中央図書館との連携強化
・司書教諭・図書研修体系の確立

２　事業概要（Plan）

  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。

体系項目 (２) 生きる力の育成

個別施策 ③ 読書活動の充実

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 1 豊かな心と生きる力の育成

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.１

主要事業名 学校図書館の整備
作　成　日 H25.5.20

担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課



３　具体的施策評価 学校図書館の整備　
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

25

【比率： 25 ％】 Ａ Ａ Ａ

15.8

【比率： 20 ％】 Ａ Ｂ Ｂ

13.65

【比率： 15 ％】 Ｂ Ａ Ａ

15.8

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ａ

16.4

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ｂ
 

４　自己評価結果（Action）

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

個別事業実績評価
数値目標

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム

必要性 執行段階の効率性 有効性
　H23年度末の未整備小
学校4校（豊郷小，豊津
小，大同東小）の整備及
び鉢形小の施設工事

　整備校と未整備校の読
書量や読書環境等の教育
格差をつけないよう早急
に整備する必要がある。

　１０月に豊郷小，豊津小，大同
東小の学校図書館開館，また，補
正予算により，鉢形小の整備も行
い，２月に開館。
[目標達成度]
　来年度開館予定校も開館させた。

　どんな図書がどこにあるか明確になるととも
に，児童が図書館に関心を持ち，図書館に通う
姿が見られた。

　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。

継続･休止の理由 継続 理由

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。
改善策

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。

Ａ87
総合評価

方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務改
善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

総合評価結果

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

[課題]
　学校，司書，公共図書館がいつ，何を，ど
のくらい使うのか共通認識が必要。また，資
料の貸し借りについては各学校対応であり，
他校や公共図書館の資料を配送する物流シス
テムを整備する必要がある。

施策の有効性評価：

[課題]
　司書がいない日の図書館の貸出やイベント
については，教諭の協力なしではできないた
め，学校ごとの対応になってしまうが，司書
がいなくても，図書館の利用は可能にするよ
う促す。また，児童でも簡単に使えるシステ
ムの構築が必要である。

工夫・改善取組評価：

　学校教育を充実させるため学校には学校図書館の設置義務がある。読書だけでなく，学習支援設備として，充実させる必要があるため。

課題

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。

　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。

Ａ：合計点が８０点以上　

　小中学校分の図書館年
間利用計画の策定。

　どの図書をいつ使うか
を共有することにより，
市内の図書を有効活用す
るとともに，児童へ多く
の資料を提供することが
できる。

　小学校１学期分の改定，２・３
学期分策定。
　中学校１学期分の策定。
[目標達成度]
　中学校は学習指導要領の改訂が
あったため１学期のみとした。

評価：

評価： 施策の有効性評価：

　学校図書館・公共図書館の司書が，いつどの
ような単元を行っており，どのような資料を準
備提供すればいいのか把握できた。また，購入
図書の参考として利用できた。

　人材派遣職員を開館まで配置す
るとともに，単純作業は委託をし
た。登録などの専門業務は，長期
休業中など市内学校図書館司書を
整備校に派遣し，技術の提供や指
導を行った。

　兼務校については，司書がいない日は貸出不可と
したためシステム上の貸出冊数は減ったが，読書量
（みんなにすすめたい一冊の本事業）は変わらな
かった。司書がいない日などは，児童が自主的に飾
り付けを行ったり，司書を配置していない学校にお
いては，児童が貸出業務を行うなどの自主性が見ら
れた。兼務校間での相互貸借はし易く，図書を通し
ての交流ができた。

　司書のいない日は，簡易業務と
して図書委員会の仕事として児童
が行うこととした。（システムを
使わない返却・予約受付，予約貸
出，取り置きなど）
司書を配置しない学校では，図書
の登録やカード作成等専門業務
は，市内司書を派遣した。

[課題]
　図書館サービスを充実させ，図書への
関心を持ちづつけるよう働きかけが重要
である。

　学校規模に合った司書
の配置。小規模校で２校
１名の配置及び学校図書
館の整備は行うものの，
司書の配置なしの運営に
ついて検証を行う。

　人がいる図書館の必要
性とともに児童の自主的
な運営も必要である。
有資格者である司書の有
効活用。（学校図書館司
書８名）

　大同西小・中野西小で１名兼務
配置，豊津小・豊郷小では，司書
を配置しないで学校図書館の運営
かできるか検証した。
[目標達成度]
　予定通り検証を行った。

工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

　相互貸借や団体貸出冊数が増えた。事業へ参
加することにより，司書間の交流や情報共有が
できた。
サーバーを共有していることにより，６月は半
月間，学校図書館のシステムが使えなかった。

　システムの使い方や図書利用
カードの取扱などのマニュアルを
作成をした。

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　公共図書館では人的・物的なバック
アップ体制を整える必要がある。また，
公共図書館，学校図書館の両方の業務を
知ることにより，よりよいサービスが提
供できると考える。

　必要冊数欄を設けた。
　年間利用計画に基づく貸出に学
校用の団体カードを作成し，中央
図書館へ備え付けとした。

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　司書教諭・学校図書館
司書・公共図書館３者合
同研修会の開催３回，図
書館協会主催研修会への
参加３回（司書のみ）

　役割を明確にし，各々
が担当業務を行うととも
に，より専門的知識を習
得することにより，サー
ビスの向上を図る。

図書館関係者合同研修（５／８，
２／１８）２回
県図書館協会研修会への参加（５
／２９，１１／２０）２回
[目標達成度]
　目標回数の研修会の開催，参加
ができなかった。

　３者で役割を確認し，共通認識を図ることで
児童生徒にとってよりよい図書館のあり方や読
書環境について考える機会となった。

　公共図書館合同研修
会・連絡会の開催２回。
資料の共有（団体貸出・
相互貸借）。

　共通認識を図り，資料
を適切・円滑に提供す
る。
公共図書館からの専門的
知識の提供および図書館
運営の指導を受け，学校
図書館サービスを充実さ
せる。

図書館年間利用計画を基にした貸
出960冊，相互貸借460冊，その
他団体貸出あり。
ものしり探偵団（中央図書館主催
事業）への参加研修１回。
[目標達成度]
　目標回数の研修会・連絡会の開
催ができなかった。

　学校図書館に関する研修でも公
共図書館職員を参加してもらい，
学校図書館運営は学校だけでな
く，公共図書館も協力関係機関で
あることを認識させた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　専門的な研修会が少ないため，独自で
研修を計画しなくてはならないが，講師
の選定が困難である，

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

①学校図書館の整備推進

②司書配置校の拡充

③鹿嶋市学校図書館年間利
用計画策定

④学校図書館と中央図書館
との連携強化

⑤司書教諭・図書研修体系
の確立



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

01 款 10 項 01 目

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　一人ひとりの実態に即した「個に応じた指導」の一層の充実を図るためには，より効果
的なティームティーチング及びアシスタントティーチャーの個別支援を取り入れた授業展
開が求められている。小学校４年生以上の高学年の理科，音楽等では，教科内容がより専
門性を増すため，免許を有する専科教員による授業が学力向上のために重要になってきて
おり，保護者からも個別指導・専門的な指導の充実の要望が高まっている。
　茨城県では，学力診断のためのテストを実施し，児童生徒ひとりひとりの学力を把握
し，個に応じた指導の充実を図っている。

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度

根拠法令

事業の性質
法定受託

事務
年度まで

自治事務
（任意）

市民サービス

年度繰返し 期間限定 年度から

従事
職員数

正規職員
その他職員

自治事務
（義務）

○

3 3
　一般財源 113,723 106,327 114,522 114,522 114,522 114,522
　その他(参加者負担金)

114,522

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 115,923 108,527 114,522 114,522
2,200 2,200

114,522

31,172
957

31,172 31,172
957茨城県学力診断テスト 973 974 957 957

27,428

市費負担教職員給与等 36,721 30,406 31,172

29,582 29,779
専科教員配置(報酬)

48,239
（計画額：千円）

2,739 2,898 4,375 4,375 4,375
29,779 29,779

4,375

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（決算額：千円）（予算額：千円） （計画額：千円）

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

アシスタントティーチャー(報酬･賃金) 48,062 44,667
ティームティーチング講師嘱託職員（報酬）

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。

・「めざす児童生徒像」を共有し，同僚性のある職員関係のある学校

予算科目コード 会計 事業名

3 3 3 3

対象及び規模
対象 市立小学校　・　中学校 規模 5,387人

投
入
コ
ス
ト

体系項目 (1)

２　事業概要（Plan）

333 3

29,779

（計画額：千円）

48,239

① 基礎・基本の定着を図る教育の充実

　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。

目　的

3

48,239 48,239

3

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

・学校と教育委員会の円滑な連携

重点目標 2 学力の確実な向上

小中学校教育の充実

個別施策

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.２

主要事業名 学力向上の推進
作　成　日 H25.5.20
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課



学力向上の推進　
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

 

４　自己評価結果（Action）

①少人数学級の実施

②ＡＴ・小学校専科教員の配
置

③ＴＴ講師の配置

④学力テストの分析と集計及
び研修会

⑤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

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

総合評価
方法

Ｂ

　鹿行教育事務所の指導訪問だけ
でなく，市配置の指導主事による
計画訪問を実施するなど，授業内
容の向上に取り組んでいる。

個別事業実績評価点：

[課題]
　今後も教育事務所と連携し，
学校訪問指導を続ける。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　学力向上推進チーム訪問の
指導により，効果的な授業展
開をする。

　訪問回数については，国語
が２校で年に２回，算数も２
校で年に２回。

　授業を参観していただき，
授業展開などについて指導助
言をいただき，課題等をまと
め今後の授業へつなげる。
[目標達成度]
　予定通りの学校訪問。

　より良い授業を行うことで，
児童生徒の授業に対する意欲的
な態度がみられるようになっ
た。

　県学力診断テストで県平均
を目指す。

　県学力診断テストを小学校
は３年生から６年生，中学校
は全学年に１回行った。

　結果については小学校は県平均
を上回ったが，中学校では中学２
年生の国語，理科以外はすべて下
回る結果だった。
[目標達成度]
　予定通り学力診断テストを実施
できた。

　学力テストの結果から，調査
委員会を開くなどして，集計・
分析を行い，さらなる学力向上
に向けて，研修を行っている。

　調査委員会や研修を行った内容
から，児童生徒の苦手分野の克服
など，さらなる基礎学力の定着を
図っている。

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　学力向上に向け，一人一人へ
のきめ細やかな指導の工夫が必
要。

　ＴＴに対し全体研修を行い，各
学校で，学業指導，生活指導面で
の研修や指導をお願いして一定の
技能向上を図っている。

個別事業実績評価点：

　子どもたちと向き合える時間を
増やし，児童生徒の発言・発表機
会が増えるように授業の改善を進
める。

　休み時間や給食等も，子ども
たちと向き合う時間が増えたこ
とで，児童とふれあいながら人
間関係の構築を図り，基礎学力
も定着している。

　ＡＴに対し全体研修を行い，各
学校で，学業指導，生活指導面で
の研修や指導をお願いして一定の
技能向上を図っている。

[課題]
　ゆとりある教育環境のもとで
子どもたちの情緒を安定させ、
基本的な生活習慣や学習習慣を
身に付けさせること。

　子どもたちと向き合う時間
を増やして，児童ひとりひと
りへのきめ細やかな指導の充
実を図っていく。

　小学校へアシスタント
ティーチャーを３４人，理科
と音楽の専科教員を合計３名
配置した。

　特別の支援を必要とする児
童のサポートや学級支援など
で活用した。
[目標達成度]
　学校からの要望どおり配置
できた。

工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：　一人一人の学習進度に合わせ
て丁寧な個別指導を行うことが
でき，児童たちも落ち着いて学
習に取り組めた。

　個別指導の充実により，一
人一人の「基礎学力の定着」
「学力の向上」を図る。

　小学校へＴＴ講師を５人，
中学校へは１２人を配置し
た。

　一人一人への助言指導，き
め細やかな授業を展開した。
[目標達成度]
　学校からの要望どおり配置
できた。

評価：

評価： 施策の有効性評価：

　子どもへの声掛けが増え、学
習状況が十分でない子どもに応
じた指導ができた。

[課題]
　教師の役割分担などについて
更に検討し、打ち合わせ時間を
確保していくこと。

施策の有効性評価：

[課題]
　ＡＴの配置については定着し
てきているが，専科教員の配置
バランスの検討が必要。

工夫・改善取組評価：

　一人ひとりの実態に即した「個に応じた指導」の一層の充実をはかるために，効果的な個別支援を取り入れた授業展開が求められています。

課題

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。

　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。

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　

Ｃ：合計点が６５点未満
70

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

   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。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　落ち着いた学習環境の中で
「基礎学力の定着」を図ると
ともに，「豊かな心」「生き
る力」を育成する。

　豊津・鹿島・高松小学校に
１名ずつ，三笠小に２名の市
費負担教職員を配置した。

　少人数学級に伴う学級担任
をする中で，生徒指導，学級
支援や研究活動などに取り組
んだ。
[目標達成度]
　確実に生徒指導や学級支援
に取り組んだ。

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

個別事業実績評価

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

01 款 10 項 01 目 04

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

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13年度国立教育政策研究所が行った「中１不登校生徒調査」の分析結果から，中学
校１年生で不登校となっている生徒の半数は小学校時に不登校相当の経験があり，その意
味では，不登校は中学校で増加するというだけではなく，小学校で潜在的にあった問題が
中学校になって不登校という形で顕在化すると考え，学区内の小学校と中学校が緊密に連
携して取り組むことが求められている。
　これを受け，欠席の多い児童生徒に対して教育相談個票（アセスメント表）を作成し，
きめ細やかな援助指導を行うとともに中学校への円滑な引き継ぎを図ってきた。また，平
成23年度から，不登校等対策連絡協議会を起ち上げ，事例検討会や不登校対応について協
議行ってきた。

根拠法令

事業の性質
法定受託

事務
管理経費

建設事業 その他
事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

６ ６
その他職員

従事
職員数

正規職員 ６ ６ ６ ６
　一般財源 13,693 13,349 12,635 12,635 12,635 12,635
　その他(参加者負担金)

12,635

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 13,693 13,349 12,635 12,635 12,635

12,635 12,635 12,635 12,635

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

ゆうゆう広場経費 13,693 13,349

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名

予算科目コード 会計 事業名 5304　ゆうゆう広場経費

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・幼保小間及び小中間の連携
・スタートカリキュラムの効果的活用
・小学校卒業期から中学校入学期におけるきめ細やかな指導や支援
・保護者の不安解消

２　事業概要（Plan）

　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。

体系項目 (1) 小中学校教育の充実

個別施策 ② 健やかな心身を育む教育の充実

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 2 学力の確実な向上

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.3

主要事業名 長期欠席児童生徒解消
作　成　日 H25.5.20
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課



長期欠席児童生徒解消　
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

8.2

【比率： 10 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

16

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

18

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ａ

9.1

【比率： 10 ％】 Ｂ Ａ Ａ

20

【比率： 20 ％】 Ａ Ａ Ａ

9.1

【比率： 10 ％】 Ａ Ａ Ｂ

7

【比率： 10 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ
 

４　自己評価結果（Action）

　毎月１回開催し，それぞれの悩み
の共有を図った
[目標達成度]
　当初予定の回数だけでなく，保護
者が自主的に集まる会が開かれた。

①年4回の不登校等対策連絡
協議会の開催

②教育相談個票(アセスメン
ト)の作成による個別対応

③幼保小の連携とスタートカ
リキュラム実施

④小中の密な連携による中1
ギャップの解消

⑤教育相談指導員による児
童・生徒・保護者へのカウン
セリング

⑥保護者対象子育て懇談会の
開催

評価：

評価：

　前年実績及び当該年度で30
日以上欠席対象者の情報共有
を確実に小中で行う。個票作
成は校内秘扱い管理。

個別事業実績評価点：

[課題]
　事例検討だけでなく，より専
門的な研修の機会を設けてい
く。評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

⑦適応指導教室相談員の資質
向上

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　適応指導教室職員の相談員
としての資質を養う研修体制
の充実。

　適応指導教室と学校の交流
の機会を多くし，様々な事例
検討をすることにより資質を
高める。

　不登校等対策連絡協議会や師範塾
生徒指導関係講座に参加した
[目標達成度]
　毎回参加し，共に研修を図った。

　参加した相談員からは，学校の
との連携が図られ，研修を深める
ことができたとの意見が出た。

　不安や悩みを保護者同士の
懇談会を開催。毎月１回年１
２回実施。

　研修会等において，グループワーク
を取り入れ，相談員と学校職員との意
見を交わしやすい場を設定した。

　保護者同士が悩みを語った
り、励ましあったりすること
により，心の安定を図る。

　参加した保護者からは，「参加
してよかった」「引き続き開催し
てほしい」という声が聞かれた。

　懇談会で出された声を関係学校
にも伝え，連携を図りながら児童
生徒への支援を行った。

　相談員が積極的に児童･生徒，
学校職員とコミュニケーションを
図り，相談に結びつけた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　より相談しやすい体制づくり
を目指す。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　参加した保護者がより多くの
意見を交わすための場の設定の
工夫。

　不安や悩みを抱えた児童生
徒・保護者・教員のカウンセ
リングを行うことにより，心
の安定を図る。

　小中17校に毎月1回訪問
し，相談内容について，各校
に伝達を行う。

[目標達成度]
　児童生徒・保護者及び学校の要請
に応じて，月２回以上訪問した。

　児童生徒・保護者ともに，継続
での相談依頼が多く，学校からの
追加要請にも応じたため，相談者
及び学校からは好評であった。

　小学校から中学校への教育
相談個票の確実な移行。昨年
度の中1生の長欠者を一人で
も減少させる。

　小中学校の校長会・教頭
会・教務主任会による取り組
みの伝達により，市の方針を
明確に伝達。

　       H20  H21 H22 H23 H24
 小6　     ５　   ３   　６　  ９　  ８
 中1      18　  13    10　 11   12
増加数 　13　   8　　7      5      3

　小中学校の内部伝達が徹底し，
教諭各人が長欠者への声掛け等に
配慮し各組織内の意識づけが行わ
れた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　長欠者の欠席の傾向を分析
し，長欠者や不登校ゼロに向け
たさらなる取り組みが必要。

　カリキュラム内容についての追
跡調査を行い，年度内に新たなカ
リキュラムが作成できた。

個別事業実績評価点：　当該カリキュラムにより，幼児並びに小
学校教諭と児童の交流が当初以上に活発に
自主的に行われた。
[目標達成度]
　私立は独自の教育方針があり全てにわた
り一律に規制することはできないが，最低
限の幼児育成の方向は共有化。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

[課題]
協議会開催は今後も協議継続
し，内容面の充実を図る。

　小中17校で確実に記録が作
成され，小学生が中学校に入
学した時点で個票が移動され
た。

　情報管理が遺漏なく実施され，小
学校から中学校に学校種を移動した
生徒の情報が的確に伝達された。
[目標達成度]
　上記2点が確実に実施された。

工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価：

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価：

　不登校になった原因を的確に把
握し，進学する中学校内で情報共
有化することにより，生徒が学校
生活を有意義に過ごせる環境に注
意を払うことが出来た。

　記録の仕方や伝達方法が確認さ
れ，小学6年生が中1になり長欠
者は減少する結果が表れている。

[課題]
　幼保私立は難しいが，同じ方
向で進む確認がとれた。更なる
協力関係が必要。

施策の有効性評価：

[課題]
　中1ギャップは減少したが，
小6の不登校者が増加傾向。

工夫・改善取組評価：

工夫・改善取組評価：

学校間及び適応指導教室の情報交換の場は，児童生徒及び保護者への支援を行う上で欠かすことはできない。

課題

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。

   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。

　小1プロブレム解消のため
H23年度中に，小学入学前に
身に付けておきたい最低限の
生活態度の指針を伝達し，カ
リキュラムの有効性を確かめ
る。

　実施初年度と言うこともあ
り私・公立幼稚園・保育所に
配布し，当該カリキュラムが
子どもの成長に則した内容で
あるかを確認しスタートし
た。
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　私・公立幼稚園配付により，無理の
ない内容であることを確認し，H24年
度中に内容についての手直しを行うこ
とが出来た。当該冊子配布による幼保
小の連携は，従来以上に活発化傾向が
見られる。

　担任各自がクラスの動向を注意
深く見守る体制つくりを各校にお
いて行う機運を盛り上げた。

本
評
価
に
基
づ
く

事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策
課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

Ｃ：合計点が６５点未満

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　市内公立幼保小中の不登校
担当者と協議会開催。年4回
確実に実施。

　長期欠席児童・生徒対策
は，継続的な生育歴を定期的
に調査し，情報を共有化する
必要がある。

　予定通りの開催回数に欠席者なく全出席
予定者が集まり情報共有した。
[目標達成度]
　当初予定通り協議実施。担当各位が自校
にて情報共有

　不登校統計資料調査は施策立案
の基礎資料となるに留まらず広く
市民にも情報提供する必要があ
り，有効な資料作成実施。

　各施設学校担当者との連絡を密
にした。担当者各自が自校にて情
報共有の努力をした。

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り

組み

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

０１ 款 １０ 項 ０５ 目 ０１

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　新しいコミュニティづくりとして伝統芸能の復活等，地域のきづなづくりが進められて
いる。鹿嶋市基本計画においても「地域の伝統芸能や民俗行事の伝承や掘り起こしに努
め，市民の郷土芸能に対する理解を深めると共に，文化遺産を後世に伝える後継者の育成
に努める。」とあり，文化・芸術に対する理解と関心を深めるとともに，郷土愛の高揚を
図る。

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

根拠法令

事業の性質
法定受託

事務
自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

２ ２
その他職員 ６ ４ ４ ４ ４ ４

従事
職員数

正規職員 ２ ２ ２ ２
　一般財源 50 6,077 6,651 6,651 6,651 6,651
　その他(参加者負担金)

6,651

財
源
内
訳

　国県支出金 9,082
　地方債

合　計 9,132 6,077 6,651 6,651 6,651

467展示替業務委託料 467 467 467

3
ミニ博物館委託料 9,082 6,027 6,106 6,106 6,106 6,106

75 75 75 75
消耗品費 3 3 3

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

報償費 50 50

対象及び規模
対象 市民 規模 66,449人

予算科目コード 会計 事業名 文化事業

２　事業概要（Plan）

  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。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・市報，FMかしま，ホームページを活用した情報発信の基礎づくり
・魅力あるイベントの開催
・鹿嶋語り部の会による小学校での出前講座の実施
・史跡めぐりをし，歴史にふれ，知識を身につける

体系項目 (1) 郷土理解教育の推進

個別施策 ①･② ①地域資源や地域人材の活用②伝統文化の保護と継承

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 3 郷土理解教育と国際理解教育の推進

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.4

主要事業名 鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発信
作　成　日 H25.5.20
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



鹿嶋市の歴史，文化，伝統の普及と発信
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

27

【比率： 30 ％】 Ｂ Ａ Ａ

20

【比率： 20 ％】 Ａ Ａ Ａ

25

【比率： 30 ％】 Ｂ Ａ Ｂ
 

４　自己評価結果（Action）

①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

②民話，郷土かるたの普及

③ミニ博物館（ココシカ）の
運営

④鹿嶋の歴史探検隊

評価：

評価：

　幼稚園や学校での出前講座
回数の前年度比同数

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

　歴史探検隊事業の６回実施 　市民が鹿嶋市を理解し，愛
着が持てるよう，郷土の歴史
や文化を学び，次代に継承し
ていく必要がある。

　小学４．５．６年生１９名
が隊員として参加した。市内
の史跡等を巡り，歴史につい
て調べたり話を聞くなどし
て，全６回の事業を終了し
た。
[目標達成度]
　６回の事業実施で郷土につ
いての知識を学ぶ。

　鹿嶋市には，鹿島神宮や塚原
ト伝の墓など数多くの文化財や
歴史的文化遺産がある。その歴
史や文化を学ぶことで，改めて
鹿嶋を理解することができる。

個別事業実績評価点：

[課題]
　安全の確保

　ＴＶ放映された塚原卜伝を中心
にした展示を企画。観光客ばかり
でなく市民の関心度も高かった。

個別事業実績評価点：　観光客ばかりでなく，市民への
啓発活動として歴史文化の継承事
業・企画展示等を実施した，施設
のイメージも定着して予想より入
館者も多い。
[目標達成度]
企画展「塚原ド伝」，「鹿嶋のま
つり」実施

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

[課題]
　市民への啓発活動として歴史
文化の継承事業・企画展示等を
実施したが，交通の便が悪い
事，宣伝活動の効果がなく予想
より参加者も少ない。

　社会の変化や価値観の多様
化などから地域の文化の継承
が困難になっているものがあ
る。地域の歴史や文化を伝え
る必要がある。

　語り部の普及活動は，４３回開
催され，多くの子どもたちが方言
による鹿嶋の民話を聞き，郷土の
民話や方言にふれる機会を得た。
[目標達成度]
　学校や幼稚園などで５６回の普
及活動を行った。

工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価：

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価：

　郷土の民話が子どもたちにも
少しずつ伝承されてきている。
また，温かみのある方言での語
りも郷土を理解する上で大切で
あり。愛着がわく。

　学校以外でも，かしままつりや
県内でのイベント会場でも民話の
語りを開催し，一般市民への普及
活動も行っている。

[課題]
　鹿嶋の歴史や伝統文化の祭り
等を展示，市民への啓発活動，
観光客への周知として宣伝活動
の効果があり，予想より入館者
も多い。

施策の有効性評価：

[課題]
　語り部の後継者の育成

工夫・改善取組評価：

工夫・改善取組評価：

　鹿嶋市基本計画においても，「地域の伝統芸能や民俗行事の伝承や掘り起こしに努め，市民の郷土芸能に対する理解を深めると共に，文化遺産
を後世に伝える後継者の育成に努める，」とあり，今後も継続的な実施が必要である。

課題

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。

　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。

　ミニ博物館の運営とテーマ
別のイベントの開催

　鹿嶋を訪れる観光客ばかり
でなく市民への啓発活動とし
て鹿嶋の歴史文化の企画展示
等を実施する必要がある。
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　鹿島神宮の参道という利便性
もあり，効果は高い。展示がマ
ンネリ化にならないよう市民の
関心の持てるような歴史文化の
企画展示等を実施する必要があ
る。

　４年生から６年生の異年齢の構
成のため，資料の文字や言葉を工
夫し，わかりやすい資料づくり，
説明を心がけた。
　徒歩での移動も多いため，安全
に留意し実施した。

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

Ｃ：合計点が６５点未満

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　はまなす郷土資料館，どき
どきセンター入場者数の前年
度比１０％増

　市内に博物館等の学習施
設・社会教育施設がないこと
から代替の施設として必要。

　鹿嶋を訪れる観光客ばかりでな
く，市民への啓発活動として鹿嶋
の歴史文化の継承・周知等，企画
展示等を通して実施。
[目標達成度]
企画展「鹿島信仰」実施
上記の移動展実施（大野ふれあい
センター，勤労文化会館）

　観光ばかりでなく，歴史文化
や伝統を大切にする鹿嶋をア
ピール，市民への啓発活動とし
て企画展示等は有効である。

　鹿嶋の歴史文化をわかり易く展
示。歴史講演会や展示説明を通し
て市民の歴史文化への関心を高め
ている。

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り

組み

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

01 款 10 項 01 目 04

○
○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.5

主要事業名 英語教育の充実
作　成　日 H25.5.20

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
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 3 郷土理解教育と国際理解教育の推進

体系項目 (2) 国際理解教育の推進

個別施策 ① 小中学校での英語教育の充実

２　事業概要（Plan）

　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。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・小学校英語活動と中学校英語科との円滑な連携
・市内中学校「コミュニケーション英語」カリキュラムの実施
・教員の指導力向上

対象及び規模
対象 小学生及び中学生 規模 5,149人

予算科目コード 会計 事業名 英語指導事業経費

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

指導業務委託（小学校） 63,434 63,224

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

63,224 63,224 63,224 63,224
　うち人件費 47,573 47,553 47,553 47,553 47,553 47,553
　　　諸経費 5,469 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089
　　　運営費 9,652 10,036 10,036 10,036 10,036
　　　研修費 740 546 546 546 546

15,606 15,506 15,506 15,506 15,506

10,036
546

100,055

15,506
指導助手委託（中学校） 21,388 21,325 21,325 21,325 21,325 21,325

英語ｺﾝｻﾙ業務委託（小学校）

　地方債

合　計 100,428 100,055 100,055 100,055 100,055

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 100,428 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 ２ ２ ２ ２ ２
その他職員

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

２

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から 年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　社会や経済のグローバル化が急速に進展する中，英語力の向上は教育界のみならず産業
界など様々な分野に共通する喫緊かつ重要な課題である。現在，中学校・高等学校では，
「国際的に通用する実践的コミュニケーション能力」を身に付ける教育が行われており，
今年度からは高等学校においてオールイングリッシュの指導が行われている。市において
実践しているこの６年間の英語活動の時間及びコミュニケーション英語の時間は，国際的
に通用する基礎的な実践的コミュニケーション能力の意図的な育成の場となっているもの
である。
　また，指導にあたっては，学習指導要領においてネイティブ・スピーカーの活用に努め
ることが明記されており，今では多くの自治体で英語指導助手による英語教育を取り入
れ，世界で通用する聞く力・話す力の育成が求められている。

根拠法令

事業の性質
法定受託
事務



英語教育の充実　
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

22

【比率： 25 ％】 Ａ Ｂ Ａ

23

【比率： 25 ％】 Ａ Ａ Ｂ

18

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ａ

7.9

【比率： 10 ％】 Ｂ Ｂ Ａ

8.8

【比率： 10 ％】 Ａ Ｂ Ａ

10

【比率： 10 ％】 Ａ Ａ Ａ
 

４　自己評価結果（Action）

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り

組み数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　英語によるコミュニケーション能力の
素地を育成し，英語を話すことは楽しい
と感じる児童が８０％を目指す（小学
校）
英語による基礎的なコミュニケーション
能力を育成し，70％の生徒に英検3級程
度の力を身に付けることを目指す（中学
校）

　効率よく効果的な指導を行
うためには，精査されたカリ
キュラムによる指導が重要で
ある。

　市独自のカリキュラムによる指導内容の
確実な実施。
・小学校1・2年生20時間3～6年生35時
間
・中学校1～3年生35時間
[目標達成度]
　計画通り完全実施

　英語を話すことは楽しいと感じる
児童の割合　８１％
　英検3級程度の力（サンプル調
査）
４６％

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

　今後，グローバル化に対応できる人材の育成はさらに重要であり，継続して英語教育を推進して行く必要があるため。

課題

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。
　「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。

　相互交流（ホームステイ等）を
とおして，広い視野と国際感覚を
持った人材を育成する。
【受入】平成25年7月14日（土）
～17日（火）
【派遣】平成25年11月30日
（金）～12月3日（月）

　海外の人間と接したり，生
活を共にすることは，自国の
文化等を再認識することに繋
がるとともに，生徒達の国際
社会への意識向上に繋がる点
でも重要である。

Ａ90

[課題]
　韓国以外の交流先の検討

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　中学校英語教育における指導
の改善

　もっと英語を話せるようになりた
いと感じている児童の割合９２％
茨城県インタラクティブフォーラム
鹿行地区大会における入賞率は5市
のうちトップ（入賞者8名のうち3
名が鹿嶋市内中学校の生徒）

　西帰浦市・鹿嶋市両中学生　各
20名参加（申込み人数28名）
[目標達成度]
　予定人数どおりの実施

　日本語以外を話す環境を経験した
ことにより，英語の重要性を認識
し，英語学習に対する意識向上が見
られる。

　臆さずに英語を使い実践的
なコミュニケーション能力の
基礎を育成するためには，異
文化であるネイティブの指導
が不可欠である。

　市内全小・中学校への外国人講
師の配置
[目標達成度]
　計画通り全校配置

工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価：

　各学校の英語教育担当者との連
携を密にするとともに，目指す目
標の共有化に努めた。

　子どもたちにネイティブと英語
でコミュニケーションをとる楽し
さをより感じさせるため，日常的
に子どもたちと触れ合うよう外国
人講師に助言した。

[課題]
　外国人講師の指導力向上

　【小学校】各校年間2回の訪問指導，長期休
業中における校内研修の実施【中学校】各校
年間7回の訪問指導，教科会における校内研修
の実施
[目標達成度
　]計画通り訪問指導は全校実施　校内研修に
関しては学校による研修内容の質の差が生じ
ている。

　【小学校】たしかめ問題の正答率は平均85％
を超える。
　【中学校】学力診断テストの生徒率は昨年度よ
りは向上しているが県平均には満たない。教師に
よる自主研修会が実施され，研修意欲の向上が図
られた。

　指導を受けたい点や課題等を明
確にして教師に授業を公開させ，
必要かつ的確な指導が受けられる
ようにした。

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　中学校における教師の指導力
向上つなげる訪問指導及び校内
研修の工夫・改善

　事前研修会において，参加する
目標や目的を一人ずつ明確にさ
せ，それを基に，成果としてのレ
ポートを作成させ，意識向上に努
めた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　滑らかな小中連携を図るため
の指導改善

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

指導力向上のための教員研修
や英語教育推進協議会を計画
的に実施し，教師の指導力向
上を図る。

　指導力向上に特化した研修
を受けることや英語教育の質
の向上を図るための協議会を
行うことは，教師の指導力向
上において重要である。

　英語教育推進協議会，英語指導
力向上研修会，コミュニケーショ
ン英語推進協議会，英語教育研究
会他　合計1２回の研修会の実施
[目標達成度]
　計画通り実施

　【小学校】たしかめ問題の正答率は平
均85％を超える。
【中学校】学力診断テストの正答率は昨
年度よりは向上しているが県平均には満
たない。教師による自主研修会が実施さ
れ，研修意欲の向上が図られた。

　訪問指導と校内研修の推進
により教師の指導力向上を図
る。

　実際に授業の様子を把握
し，授業改善に向けた指導を
行うことや，課題について校
内研修を行うことは教師の指
導力向上を目指すためには不
可欠である。

　小中の滑らかな連携を図る
ために相互授業参観や合同研
究会を行うことは系統的な指
導を行う上で必要である。

　小学校での指導を生かした弾力的なオール
イングリッシュによる指導の実施。
　小学校での指導法や小学校で学んだ単語や
表現を活用した英語科の指導が増加。

　小中連携に必要な資料として小中連
携指導資料や小学校で扱った英単語・
表現リストを作成しより円滑に接続が
できるよう工夫した。

　教員研修会を計画的に実施する
とともに指導力に優れた講師を招
聘し，研修会の質を向上させた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　中学校における指導力向上に
向けた研修会の工夫・改善

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　相互授業参観や合同協議
会・研究会等を計画的に実施
し，滑らかな小中連携を図
る。

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

　英語教育研修会，合同研修会：
合計5回の実施
[目標達成度]
　計画通り実施

①英語指導事業の推進

②市内全小・中学校に外国人
講師の派遣配置

③中学生海外派遣交流事業の
実施（派遣・受入）

④学校訪問と校内研修の推進

⑤教員研修会

⑥小中学校合同研究会

評価：

評価：

　ネイティブとの会話経験を
積み重ねることにより，臆さ
ずに英語を話したり聞いたり
できる基礎的な実践的コミュ
ニケーション能力を育成す
る。



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

０１ 款 １０ 項 ０６ 目 ０１

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.6

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

作　成　日 H25.5.27

担
当

部　名 市民協働部
課　名 スポーツ推進課

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

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

体系項目 (1) スポーツの振興

個別施策
①
②

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（Plan）

　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。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
①競技主管団体との連携を強化し，効果的な事業展開を図る。
②鹿嶋市体育協会及び鹿嶋市硬式野球協会（リトル・リトルシニア）に事業補助金を支出するとも
　に，団体活動の支援を図る。
③スポーツ推進委員が中心となり，地域スポーツニーズにあった健康づくり事業を行う。

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

予算科目コード 会計 事業名 社会体育振興事業

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

健康づくりスポーツ教室委託 580 150

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

150 150 150 150
ビーチサッカー大会委託 550 550 550 550 550
卜伝杯武道大会委託 450 900 900 900 900 900
サッカーフェスティバル大会委託 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
駅伝大会委託 1,600 1,300 1,300 1,300 1,300

5,562 5,440 5,440 5,440 5,440

1,800
1,300

10,140

5,440スポーツ振興事業補助

　地方債

合　計 9,992 10,140 10,140 10,140 10,140

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 9,992 10,140 10,140 10,140 10,140 10,140
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員
その他職員

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス 管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から 年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　国のスポーツ基本計画では，生涯スポーツ社会の実現のため，できる限り早期に，成人
の週1回以上のスポーツ実施率が50％以上となることを目標としている。
　また，卜伝の郷多目的球技場の観覧席設置等スポーツ施設の整備充実に向けた市民要望
がある。

根拠法令 スポーツ基本法

事業の性質
法定受託
事務



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
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

25

【比率： 25 ％】 Ａ Ａ Ａ

30

【比率： 30 ％】 Ａ Ａ Ａ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

21

【比率： 25 ％】 Ｂ Ａ Ｂ
 

４　自己評価結果（Action）

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り

組み
個別事業実績評価

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性

①シンボルスポーツの推進

○鹿嶋サッカーフェスティバ
ルの開催（年１回）
○卜伝杯武道大会の開催（柔
道・剣道年１回）

　鹿島アントラーズのホーム
タウンや剣聖塚原卜伝といっ
た，鹿嶋市の特色，優位性を
活かしたサッカーと武道を本
市のシンボルスポーツとして
推進している。

　サッカー、武道大会では、
市内外から多くのチーム参加
により開催出来た。

[目標達成度]
予定通り多くの参加者により
大会開催が出来た。

　鹿嶋市のシンボルスポーツと
してサッカーと武道の大会を開
催することにより，市内外から
多くの参加者があり「スポーツ
先進のかしま」を広くＰＲ出来
た。

　体育協会等，鹿島アントラー
ズ，鹿島神宮等との連携による実
行委員会形式を取っている。そし
て、サッカーフェスティバルでは
旅館組合も実行委員会組織の中に
入れ宿泊施設の活性化を図ってい
る。

個別事業実績評価点：

[課題]
大会が定着し，参加を希望する
チームが多いが，グラウンド数
が足りない（サッカー）。
　武道の競技人口が減少してお
り，参加チーム確保と審判員確
保が課題である。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

②広域大会の開催

○駅伝大会の開催（年１回）
○ビーチサッカー大会の開催
（年１回）

　スポーツによる交流人口の
拡大や地域経済への波及効果
等を「まちづくり」につなげ
ていく。

　駅伝大会では、昨年より約
50チーム多い参加があり開催
出来た。また、ビーチサッ
カー大会では競技人口が少な
いため9チームで開催され
た。
[目標達成度]
予定通り開催した。

　交流人口の拡大が図られた。
また、市内外から多くの参加者
が本市に来たことにより「ス
ポーツ先進のかしま」を広くＰ
Ｒ出来た。

　駅伝大会は，市民ボランティア
と出場チームからの協力で運営さ
れ，選手と市民が一体となるス
ポーツ交流を目的としている。ま
た、ビーチサッカーも市民ボラン
ティアを募り交流を図っている。

個別事業実績評価点：

[課題]
駅伝大会は、参加人数が年々増
加し、運営の方法を考える時期
に来ている。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

③スポーツ団体の支援

○鹿嶋市体育協会補助
○鹿嶋市硬式野球協会（リト
ル・リトルシニア）補助

　スポーツ団体が自主的に大
会やスポーツ教室を開催する
などして健康づくりまた競技
力の向上を図るためにも，そ
の活動の継続的な支援が必要
である。

　補助金要綱を定め，適正な
補助金執行をした。
[目標達成度]
予定通り補助金を交付した。

　スポーツ団体へ補助金を交付
することにより自主性が向上し
スポーツ大会やスポーツ教室運
営、また競技力が向上した。

　指導者養成を図るため，市単独
の取り組みとして，スポーツカ
レッジ（カシマスポーツクラブ）
や指導者研修会（体育協会）など
を開催している。

個別事業実績評価点：

[課題]
指導者及び大会をマネージメン
トする方が高齢化している。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

④地区まちづくりセンターで
の健康教室の実施

○事業の継続性を図るため各
地区年間５回を目標にスポー
ツ教室を開催する。

　地域住民の健康への意識高
揚やスポーツ実施率向上のた
めに，スポーツに取り組む機
会を幅広く設けることが必要
である。

　スポーツ推進委員が主体と
なって企画・運営をしてお
り，地域の実情に応じた運営
等が円滑に行われた。
[目標達成度]
予定通りスポーツ教室を開催
した。

　地区まちづくりセンターを拠
点とした活動により地域性を生
かしたきめの細かい運営がで
き、幅広い年齢層の参加が推進
できた。

　事業マネージメントを担当する
鹿嶋市スポーツ推進委員は，県，
鹿行地区の研修に参加，また市も
独自に研修会を開催しながら指導
委員の資質の向上を図っている。
また，その知識や技術を地域にお
ろしながら，地域スポーツを推進
している。

個別事業実績評価点：

[課題]
定着した事業は，自主事業に移
行して事業展開を図っているも
のの，継続して活動できるよう
支援が必要。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

総合評価結果Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

継続 理由 　各種スポーツ事業への参加者が増加しており，今後もニーズが高い。

課題

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。

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

90
Ａ：合計点が８０点以上　

　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

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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：～Ｈ２６），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）

A

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

款 項 目

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　市民協働のまちづくりを推進するための地区における市民活動の拠点施設として，公民
館活動は市民からの活動欲求も高まっている。
　また，芸術文化活動は，「県民一人ひとりが主役となる」という視点を踏まえ，作者，
鑑賞者すべての人の文化芸術活動を活性化するために，人材育成，環境づくり，活動への
支援を推進している。

根拠法令

事業の性質
法定受託

事務
管理経費

建設事業 その他
事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

7 7
その他職員 １ ３ ３ ３ ３ ３

従事
職員数

正規職員 ７ 7 7 7
　一般財源 11,970 11,571 11,580 11,580 11,580 11,580
　その他(参加者負担金)

11,580

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 11,970 11,571 11,580 11,580 11,580

80
500まち連協研修会委託費 900 500 500 500 500

市民ギャラリー企画展 70 80 80 80 80

300
市美展覧会運営委託 400 400 400 400 400 400

10,300 10,300 10,300 10,300
芸術祭 300 291 300 300 300

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

各地区まちづくり事業委託費 10,300 10,300

対象及び規模
対象 市民 規模 66,449人

予算科目コード 会計 事業名

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
①各地区まちづくり委員会に事業を委託し，主体的な活動を実践する。
②まちづくり研修会・まちづくり塾（委員・主事対象）の開催による人材育成。
③展覧会は市民による実行委員会を組織し運営する。
④市民による芸術文化活動の統括団体である鹿嶋市文化協会等の活動支援，協力をはかる。

２　事業概要（Plan）

　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。

体系項目 (２) 芸術文化活動の振興と文化財の保護

個別施策 ① 地域に根ざした文化活動の創造

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

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

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.７

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

作　成　日 H25.5.27

担
当

部　名 市民協働部
課　名 まちづくり市民センター



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 
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

64

【比率： 70 ％】 Ｂ Ａ Ａ

27

【比率： 30 ％】 Ｂ Ａ Ａ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

　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

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

A

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由 継続 理由
　市民が優れた作品等に親しむ機会の環境づくりを進めるため芸術文化の振興に努めるとともに，市民協働のまちづくり活動をとおして市民交流
推進を図る。

課題

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。

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

91
Ａ：合計点が８０点以上　

総合評価結果Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

会場設営を民間委託したことによ
り，人的負担軽減及び安全面の保
護が図られた。また，作品の展示
作業を実行委員が行うことにより
レイアウトや飾り付け作業をス
ムーズに行うことができた。

個別事業実績評価点：

[課題]
少しずつ新しい人が出てきては
いるが，実行委員を含めた出品
者の高齢化が進んでいるため，
後継者育成が必要である。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
単一年度の事業がメインになり
がちであるが，中長期的な取り
組みによる事業への取り組みも
必要。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

②芸術祭及び市美術展覧会の
開催

○芸術祭及び美術展覧会の開
催
○市民による芸術文化活動の
統括団体である鹿嶋市文化協
会等の活動支援，協力。

市民に芸術文化鑑賞の機会を
提供するとともに，地域の芸
術文化団体等の支援・育成の
ために団体等の発表の場を確
保しながらその振興を図る。

美術展覧会の運営を文化協会
に委託することにより効率的
な事業展開が図られた。また
運営委員会や実行委員会で詳
細な事業内容の周知を図るこ
とで展覧会を遅滞なく行なっ
ている。
[目標達成度]
　 当初予定どおりの展覧会が
開催できた。

市民の芸術文化活動の発表を定
期的・継続的に実施することに
より，意欲的な創作活動の啓発
と普及が図られている。

①各地区まちづくりセンター
での事業の実施

○地区まちづくり委員会に事
業を委託し，主体的な活動を
実践。
○館長・主事・まちづくり委
員等による会議や情報交換会
の開催
○まちづくり研修会・まちづ
くり塾などの研修会による資
質の向上。

市民協働のまちづくり活動を
推進するため，地区における
まちづくり市民活動の拠点施
設として市民主体の活動を推
進する。

事業の実施にあたっては，各
専門部を中心に行うものと，
実行委員会を組織して全体的
に取り組むものなど，事業内
容に即した運営を行ってい
る。
[目標達成度]
　当初予定どおりの事業運営
がはかれた。

地区のまちづくり委員を中核に
主体的な事業展開が図られてお
り，地域活動の活性化と地域活
動リーダーの養成，地域課題の
への取り組みなどが図られてい
る。

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，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
充を図っている。

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

個別事業実績評価
数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

０１ 款 １０ 項 ０５ 目 ０２

　
○

　 ○

事業を取り巻く環境について記入してください。

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.8

主要事業名 神野向遺跡保存事業
作　成　日 H25.5.27
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

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

体系項目 (2) 芸術文化活動の振興と文化財の保護

個別施策 ② 文化財の保護と活用

２　事業概要（Plan）

　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。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・神野向遺跡内の遺構の保存と資料の展示
・遺構の規模，歴史的役割について効果的な公開手法の考察
・鹿島神宮を含めた一体的な保存と活用
・市の社会教育振興計画や都市計画等に盛り込んでいく。

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）

予算科目コード 会計 事業名 神野向遺跡保存事業

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

公有財産購入費 8,858 34,331

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

物件等移転補償費 35,595 14,446 0 0 　
432 432

17,067 21,216 　 　

1,206 1,883 1,885 1,885

　
史跡整備検討委員会経費 180 286 432 432

1,885
基本計画策定 1,000
購入用地維持管理費 1,265

10,000
学術発掘調査 12,000
基本設計策定

30,000
合　計 45,898 50,269 19,382 24,533 24,317 32,317

実施設計策定

財
源
内
訳

　国県支出金 35,562 44,945 8,533 10,608

　その他(参加者負担金)

11,000 15,000
　地方債

　一般財源 10,336 5,324 10,849 13,925 13,317 17,317
従事
職員数

正規職員 １ ２ ２ １ １ １
その他職員 ２ ２ １ １ １ １

根拠法令 文化財保護法

事業の性質
法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

単年度 年度繰返し 期間限定 昭和６１ 年度から 平成２６

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　神野向遺跡は，１３００年前の奈良時代に編さんされた『常陸国風土記』に記載された古代
鹿島郡家跡（役所跡）で，鹿島神宮境内とその摂社である沼尾神社，坂戸神社とともに国の史
跡に指定されている（鹿島神宮境内附郡家跡）。地方の郡家としては，他に例のない回廊で区
画された郡庁，大溝で囲まれた正倉や５００点以上の墨書土器が出土した厨等の施設が確認さ
れている貴重な遺跡で，未来に残すべき貴重な歴史遺産として昭和６１年８月に指定されてい
る。指定の目的は現状保存であるが，地下遺構に影響を及ぼさない範囲で当時の遺跡の重要性
を公開するとともに用地の有効な活用が求められている。なお，斜面地が地震や天災等で崩壊
の恐れがあり早急な対応が必要とされている。国は買い上げについて積極的であるが，県が消
極的で苦慮している。

管理経費
建設事業 その他

事業期間



神野向遺跡保存事業
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

42

【比率： 60 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

28

【比率： 40 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り

組み
個別事業実績評価

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性

①史跡公有化

公有化のための買収促進
土地2筆（3,248㎡）
移転補償1件
前年度比10％増
指定面積73,607㎡

昭和６１年８月に国史跡指定
国・県の補助で公有化促進。
公有化を進め史跡整備計画予
定。歴史公園として整備。

公有化とともに遺跡の周知活
動も随時促進。パンフレット
や説明会等の開催も必要であ
る。
[目標達成度]
土地１筆1,636㎡買い上げ。
他１筆は平成25年度に繰越
し。

全国的にも貴重な遺跡で，日本
の歴史に関わるので研究者ばか
りでなく鹿嶋市民であることの
誇りにしたい歴史遺産として，
周知していくべきである。

公有化については買収交渉の日程
調整がなかなかつかないので勤務
時間外でも相手次第で対応してい
る。

個別事業実績評価点：

[課題]
公有化の促進（68,084㎡）
（全体約92.5％）終了
残地部分で農業をしている方
が，農業を継続したいとのこと
で，公有化の終了が延びるかも
しれない。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

②史跡整備検討委員会

年２回会議を開催
基本構想の策定
会議開催は１回のみ
基本構想の策定終了

昭和６１年８月に国史跡指定
当初の予定では公有化５０％
の段階で史跡整備検討委員会
設置計画

史跡整備検討委員会議の目標
値は年２回の開催で，具体的
な基本構想を策定。今後は計
画に基づいて基本計画を策
定。
[目標達成度]
会議１回開催。基本構想の枠
組み完成。細部分の検討に入
る。

回廊を有する郡庁など全国的に
も貴重で，日本の歴史に関わる
遺跡であるので，やり方次第で
は研究者ばかりでなく一般の方
にもアピールできるものであ
る。

史跡整備検討委員会の次回開催調
整を会議終了後に決定。基本構想
の資料等，これまでの成果をわか
り易い冊子にまとめる。

個別事業実績評価点：

[課題]
計画的には予定より１年遅れて
いるが基本計画策定に影響は少
ないが，今後に向けて積極的な
行動が望まれる。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

70
Ａ：合計点が８０点以上　

総合評価結果 BＢ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由 継続 理由
　歴史や伝統を大切にして，地域の歴史的文化財を後世に伝えていく事は現代を生きる者の責務であり，貴重な歴史遺産として国指定になってい
る史跡＝文化遺産を，後世に伝えることに努める必要があり，継続的な実施が必要である。

課題

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。

　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

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

01 款 10 項 03 目 03

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　茨城県では，平成１９年度から平成２７年度まで耐震改修促進計画に基づき，平成２７
年度末の耐震化率９０％（県内）を目指している。特に茨城県は耐震化率が都道府県の中
で低く，より精力的に推進していく必要がある。

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 平成23 年度から 平成24

根拠法令 耐震改修促進法

事業の性質
法定受託

事務
自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

　 　
その他職員

従事
職員数

正規職員 ３ １ 　 　
　一般財源 5,612 83,630 0 0 0 0
　その他(参加者負担金)

0

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 5,612 83,630 0 0 0

大規模改造工事費 　 79,800 　

　
管理業務委託費 　 3,830 　

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

実施設計委託費 5,612 　

対象及び規模
対象 大野中学校生徒及び教職員 規模 516名

予算科目コード 会計 事業名 中学校大規模改造事業

２　事業概要（Plan）

　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。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・工程会議による教育委員会，学校等の情報共有の徹底
・市内小中学校施設の計画的な大規模改造事業の実施
・生徒の安全の確保と工事期間中の安全管理の徹底

体系項目 （１）教育施設の整備

個別施策 ① 校舎及び園舎の改修・改築・耐震化の推進

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.９

主要事業名 学校施設の改修と整備
作　成　日 H25.5.20
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課



学校施設の改修と整備
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

100

【比率： 100 ％】 Ａ Ａ Ａ

#N/A

【比率： ％】

#N/A

【比率： ％】

 
４　自己評価結果（Action）

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り組

み
個別事業実績評価

数値目標

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

必要性 執行段階の効率性 有効性

学校施設の教育環境の整
備

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業
務改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

評価：

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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）

継続･休止の理由 継続 理由 　今後は，施設の老朽化が懸念される市内の学校施設においては，各施設の大規模な改造工事が必要となってくるため，今後も継続し工事を推し進めていく。

課題

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。

　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。

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果

　工事について，学校及び業者と
の連携の取れた工事を行うことが
できたこと。また，工事期間を学
校の夏休み・冬休みを利用したこ
とにより，工事による生徒の学校
生活や授業への影響などを最小限
に抑えることができたことなど，
工事を効率的に推し進めることが
できた。

[課題]

施策の有効性評価：

[課題]

工夫・改善取組評価：

　特別教室棟の理科室や家庭科室などの機能を管
理教室棟に移設，既存の特別教室を解体したこと
により，余裕教室の効率的な利用と施設の適切な
維持管理を行えるようになった。
　また，特別教室棟を改築工事から解体撤去工事
に変更したことにより，国の補助対象外工事と
なったが，当初計画の改築工事費と比べても大幅
な予算削減も図られた。

【改築の場合】
○大規模改造事業（国補：１／３）
　・工事概算額　　　　：約350,000千円
　・国にからの補助額　：約116,600千円
　・市負担の工事額　　：約233,400千円

○今回の改修工事で　　：約  72,199千円
　掛かった工事費
　
○工事費差額（削減額）：約161,201千円

[課題]
　市内学校施設については，建築後40
年以上の建物が多いため，今後経年劣化
が懸念されるため，今後は計画的な大規
模改造計画が必要となってくる。

工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価：

　大野中学校南側特別教
室棟の耐震性が低いた
め，当施設を解体し，こ
れまで施設内にあった理
科室や家庭科室などの機
能を管理教室棟に移転す
る大規模改造工事を行
い，教育環境の整備を図
る。

工事費計：
72,199,050円
【工事内訳】
①教室棟改修工事
　　　47,125,050円
②教室棟電気設備改修
　　　5,355,000円
③教室棟機械設備改修
　　　5,953,500円
④特別教室棟外解体工事
　　　13,765,500円

　特別教室棟内の理科室及び家庭
科室などの機能を管理教室棟へ移
設し，特別教室棟は解体する。
[目標達成度]
　特別教室棟の理科室や家庭科室
などの機能を管理教室棟へ移転
後，特別教室棟を解体する。

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

A100

中学校大規模改造事業



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

款 項 目

○
○

事業を取り巻く環境について記入してください。

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.１０

主要事業名 社会教育施設の整備
作　成　日 H25.5.24
担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

体系項目 (1) 教育施設の整備

個別施策 ④ 社会教育施設の整備充実

２　事業概要（Plan）

　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。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・2ヶ月に1度、月初めに施設連絡会を行う。（スポーツ施設）
・各施設の修繕箇所を把握し，定期的に巡回し，修繕等の整備を行う。（公民館施設）

対象及び規模
対象 市民 規模 66,449人

予算科目コード 会計 事業名

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

需用費（修繕費） 4,402 2,891

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

5,139 5,139 5,139 5,139
委託費 69,739 5,996 402 402 402 402
工事請負費 104,987 150,338 76,407 76,407 76,407 76,407
その他 48,667 0 0 0 0
備品購入費 15,743 2,301 2,301 2,301

0
2,301

84,249

　地方債

合　計 227,795 174,968 84,249 84,249

0

84,249

財
源
内
訳

　国県支出金 19,035 79,000 0 0 0 0

0 0 0 0
63,100 0 0 0 0

0
　一般財源 145,660 95,968 84,249 84,249 84,249 84,249
　その他(参加者負担金) 0

従事
職員数

正規職員 2 ２ ２ ２
その他職員

２ ２

期間限定 年度から 年度まで

根拠法令

事業の性質
法定受託

事務
自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

目　的

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

   第三次鹿嶋市総合計画（平成２４年度～平成３３年度）では「ときめきホームタウン
かしま」を市の将来像に掲げ，おおよそ８万人が日々さまざまな活動，交流を交わす活力
に満ちた鹿嶋市を目指している。そして，社会教育施設における市民の日々の地域活動や
まちづくり活動などは，総合計画の上記目標実現に向けた重要な取り組みとなっている。

※まちづくり市民センター等利用実績（１０地区館含む）
利用者　３５6，665人/年　　（参考　H23年度　３４６，２６３人/年）
※スポーツ施設利用実績（各施設）
利用者　３５７，７０７人/年　　（参考　H23年度　２９３，１５４人/年）

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し



社会教育施設の整備
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

62

【比率： 75 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

21

【比率： 25 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

個別事業実績評価

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム

①各まちづくりセンターの修
繕及び整備を行う

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　定期的な施設巡回を行い，
修繕箇所及び改修箇所を把握
する。
　計画的な修繕及び改修を行
う。

　施設機能は日々劣化してい
くものであるため，定期的な
巡回を行い計画的な工事及び
修繕の発注を行う必要があ
る。

　定期的な巡回を行い，施設
管理者や利用者の声を直接聞
き，予算への反映及び優先順
位をつけた効率的な工事の発
注を行う。また，定期的な巡
回を行い修繕を実施した。
[目標達成度]
　月１回程度の巡回及び施設
管理者等への施設に関する聞
き取りの実施

　直接の意見をもとに修繕を行
うため，利用者にとって利便性
の高い施設利用ができる。効率
的な予算の運営ができる。

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

82
Ａ：合計点が８０点以上　

総合評価結果Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

　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。

　経年劣化により修繕箇所が増加するため定期的に修繕及び改修を行う必要があるため

課題

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。

　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。

継続 理由

　見積依頼等について直接施設担
当職員が実施することで工事内容
を把握し，適切な工事発注を行う
ことができる。

個別事業実績評価点：

[課題]
　施設管理者との連携の取れた
施設修繕を行うことが出来た。
次年度は全体の改修計画を作成
する。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

②第２次鹿嶋市スポーツ推進
計画に基づき，スポーツ施設
等の修繕及び整備を行う。

　スポーツ施設整備計画に基
づき計画的に行う。

　年度当初に施設を巡回し，
中期的な施設整備計画を作成
することで，予算への反映及
び効率的な修繕及び改修等の
施設整備を行うことができ
る。

　定期的な巡回を行い，施設
管理者や利用者の声を直接聞
き，予算への反映及び優先順
位をつけた効率的な工事の発
注を行う。施設整備計画を策
定できなかった。定期的な巡
回を行い要望に応じた修繕を
実施した。
[目標達成度]
　月１回程度の巡回及び施設
管理者等への施設に関する聞
き取りの実施

　施設整備計画を作成すること
で，大規模な改修及び修繕計画
を立てることができ，担当者が
異動等で変わっても効率的な修
繕を行うことが可能である。

　施設管理者と定例的な打ち合わ
せを行い，予算と，必要性を考慮
し修繕を行った。

個別事業実績評価点：

[課題]
　施設整備計画を作成すること
が出来ず，修繕を実施してし
まったため，次年度に社会教育
施設全体の改修計画を作成す
る。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

Ａ

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

01 款 10 項 05 目 03

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

　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。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　文部科学省と厚生労働省との連携による放課後子どもプランが平成19年度から開始さ
れ，生涯学習課は放課後子ども教室，こども福祉課は放課後児童クラブとして，放課後に
おける子どもたちの安全・安心な居場所づくり，また，青少年の健全育成及び青少年を取
り巻く安全・安心な社会環境づくりが求められている。青少年の健全育成を推進するため
の，環境整備を図る必要性が増している。
　※「茨城県青少年のための環境整備条例」全面改正⇒「茨城県青少年の健全育成等に関
する条例」（平成22年4月１日施行）
　※青少年相談員（非常勤特別職）は，教育委員会から委嘱される。
　子ども・子育て支援新制度の施行（平成２７年度）に向けて内閣府・文部科学省・厚生
労働省にて準備している。国の動向を踏まえて認定こども園の設立を検討している。

根拠法令 「茨城県青少年の健全育成に関する条例」（Ｈ２２．４．１施行）・鹿嶋市青少年センター設置条例

事業の性質
管理経費

建設事業 その他
事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

その他職員
従事

職員数
正規職員

　一般財源 4,361 6,219 7,484 7,484 7,484 7,484
　その他(参加者負担金)

17,578

財
源
内
訳

　国県支出金 2,266 3,566 10,094 10,094 10,094 10,094
　地方債

合　計 6,627 9,785 17,578 17,578 17,578

14,388
県青少年相談員連絡協議会負担金等 39 31 33 33 33 33
委託料 3,369 6,354 14,388 14,388 14,388

20
0電話料（ゆうゆうダイヤル） 29 29 0 0 0

消耗品費 42 17 20 20 20

0
旅費 562 564 566 566 566 566

2,571 2,571 2,571 2,571
報償費 31 229 0 0 0

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

報酬 2,555 2,561

対象及び規模
対象 市民 規模 66,449人

予算科目コード 会計 事業名 青少年センター活動経費・青少年育成対策経費

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・指導者の確保による安全対策と多様な活動機会の確保
・警察など青少年育成関係機関との情報の共有化
・認定こども園指定

２　事業概要（Plan）

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ① 安全・安心な子育て環境の整備

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.11

主要事業名 安全・安心な子育て環境の整備
作　成　日 H25.7.19

担
当

部　名 市民協働部・教育委員会

課　名 生涯学習課・鹿嶋っ子育成課



安全・安心な子育て環境の整備 
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

33

【比率： 40 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

33

【比率： 40 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ
 

４　自己評価結果（Action）

A

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

　国や県主催の説明会や研修に参
加し，情報収集に努めた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　保育園と幼稚園の統廃合後の
施設等の活用

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　関係機関等と協力し，青少年
の現状把握と環境整備を行う。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

③認定こども園に向けた準備

　認定こども園の設置，開園
（平成２７年４月）に向けて
の準備

　幼稚園で延長保育の拡充
や，保育所に幼稚園的教育を
望む保護者などが増加して，
ますます幼稚園と保育所の抜
本的な改革が求められてい
る。

　平井幼稚園と平井保育園の
統廃合，、認定こども園設立
に向けて，市民福祉部との調
整会議等を開催し検討してき
た。
[目標達成度]
　打合せ，会議等5回開催
　国や県等の研修，説明会へ
4回出席

　様々な課題を整理しながら、
こども園設置の準備を進めてい
る。

②青少年相談員による巡回活
動の実施

　青少年相談員による巡回活
動の前年度回数（４１回）の
堅持

　青少年を取り巻く環境が変
化するなか，青少年の健全育
成を図るため環境整備が必要
である。

　青少年相談員による早朝・
夜間巡回活動や声かけを行
い，青少年の非行防止活動に
貢献した。
[目標達成度]
夜間早朝等４１回の巡回活動
実施

　巡回や店舗訪問等を行うこと
で，青少年の現状把握に努め，
青少年の健全な環境整備の一助
を担っている。

　警察や学校などの関係機関と連
携をとり，青少年の非行防止を
図っている。

　定期的に各教室を巡回し，指導
者や学校との連絡調整を行った。

個別事業実績評価点：

[課題]
　指導者，学校間だけではなく
保護者の協力も得ながらの実施
を図る。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

　こどもの安全な居場所・環境づくりの必要性が求められており，今後も，地域の実態に合わせた実施が必要となる。

課題

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。

　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。

継続 理由

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

80
Ａ：合計点が８０点以上　

総合評価結果

①放課後子ども教室の実施

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　放課後子ども教室実施
　平日の部　　４校
　休日の部　１０地区

　放課後，休日の子どもの安
全・安心な居場所をつくると
ともに，地域の人や異学年と
の交流の場として実施の必要
がある。

　平日の部既に実施していた
豊郷小に加え，豊津小，中野
西小，大同西小の3校も新た
に開設し，休日の部と共に円
滑に実施されている。平日の
部：４小学校区実施，休日の
部１０：まちづくりセンター
実施
[目標達成度】
平日の部４小学校区実施，休
日の部１０まちづくりセン
ター実施

　児童の下校時の安全性が高
まった。また，伝承遊びやス
ポーツ活動等で子どもと地域の
人との交流を図ることができ
た。

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

個別事業実績評価

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

０１ 款 １０ 項 ０５ 目 ０１

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

　報償費

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　家庭教育については，教育基本法第10条に「父母その他の保護者は，子の教育について
第一義的責任を有するものであって，生活のために必要な習慣を身に付けさせるととも
に，自立心を育成し，心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」と規定さ
れ，また，「国及び地方公共団体は，家庭教育の自主性を尊重しつつ，保護者に対する学
習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努め
なければならない」と明記されている。

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

根拠法令 教育基本法第10条ほか

事業の性質
法定受託

事務
自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

その他職員
従事

職員数
正規職員

　一般財源 62 117 159 159 159 159
　その他(参加者負担金)

159

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 62 117 159 159 159

8　消耗品費 7 8 8 8
50　報償費 50 50 50 50

青少年育成対策事業費

98
2 2 3 3 3 3　食糧費

60 58 98 98 98

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

生涯学習推進事業費

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

予算科目コード 会計 事業名 生涯学習推進事業

２　事業概要（Plan）

　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。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・講演会講師の人選及び講師との講演会内容についての打合せ

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ② 家庭の教育力の充実

生涯学習課

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

目　的

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.12

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
作　成　日 H25.7.18

担
当

部　名 市民協働部
課　名



子育て講演会及び心とからだの講演会の開催 
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

41

【比率： 50 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

41

【比率： 50 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（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。

　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

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果 AＢ：合計点が８０点未満～６５点以上　

Ｃ：合計点が６５点未満

　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。

継続･休止の理由

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

評価：

　学校・講師との連絡・調整を行
い，講演会が円滑に実施されるよ
うに努めた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　学校や講師との連絡調整。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　保護者の参加機会の増加。
　講演会時間の確保。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

②中学生を対象とした心とか
らだの講演会の開催

  市内全中学校５校での講演会
実施

　心やからだの成長について
正しい知識を身につけ，周り
や自分自身を大切にする心を
育成する必要がある。

　講演会を実施することで。
自分自身について考える機会
の提供ができた。
[目標達成度]
市内全中学校５校での開催

　心とからだの教育について専
門的な知識をもった講師の話を
聞くことで，心とからだに関す
る正しい知識が養われた。

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り

組み
個別事業実績評価

数値目標

合計
点数

82

必要性 執行段階の効率性 有効性
  小・中学校入学後の家庭教育
の在り方ついての講演会に参
加することで，改めて，保護
者が家庭教育の大切さや親と
しての役割について考える機
会となる。

　７０％以上の参加者が「参
考になった。」「一部参考に
なった」と回答。
[目標達成度]
受講後のアンケート結果良
７０％以上。

①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

  事後アンケートの結果，受講
して良かったという回答率が
７０％以上

継続 理由
　悩みを抱え，他者に相談できずに孤立してしまう親や子が少なくない中，子育てや自分自身について考え，相談する機会として継続的に事業を
実施していく必要がある。

　就学時健康診断や入学説明会
等に合わせて実施することによ
り，出来るだけ多くの保護者に
講演会に参加してもらうことが
できた。

　学校・講師との連絡・調整を行
い，講演会が円滑に実施されるよ
うに努めた。

課題

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

１ 款 １０ 項 ０１ 目 ０４

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.１３

主要事業名 教職員の資質の向上
作　成　日 H25.8.21

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
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

２　事業概要（Plan）

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ③ 教職員の資質の向上

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
施策の完全実施

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

予算科目コード 会計 事業名 教職員の資質の向上（師範塾関係経費）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

報酬（市負担指導員分） 2,880 2,880

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

2,880 4,320 4,320 4,320
報償費（講師謝礼分） 2,163 1,368 1,600 1,600 1,600 1,600
需用費 135 52 162 162 162 162
役務費 35 31 48 48 48
委託料 521 40 100 100 100

35,806 35,756 37,500 37,500 37,500

48
100

44,684

37,500
補助金 954 954 954 954 954 954
負担金

　地方債

合　計 42,494 41,081 43,244 44,684 44,684

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 42,494 41,081 43,244 44,684 44,684 44,684
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 ４ ４ ４ ４

市民サービス

４ ４
その他職員

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

　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。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　教職全般にわたる，より専門的資質能力の向上や各職務に関する専門的資質能力の向上
を図ることを目的とした研修講座を受講し，自らのスキルアップに努めたいと考える教職
員の要望は年々増加している。鹿嶋師範塾はその要望に応えるために，平成２４年度は２
３講座を実施し，受講生の技能向上に寄与した。
　また，４人の指導主事による計画的な学校訪問が行われ，教職員の資質の向上に努めて
いる。

根拠法令 教育公務員特例法第２１条

事業の性質



教職員の資質の向上
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

26

【比率： 30 ％】 Ａ Ｂ Ａ

23

【比率： 25 ％】 Ｂ Ａ Ａ

16

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

10

【比率： 10 ％】 Ａ Ａ Ａ

14

【比率： 15 ％】 Ａ Ａ Ｂ
 

４　自己評価結果（Action）

アウトプット

　教育課程が適切に行われて
いるかどうか把握し，適切で
ないときは指導する。また教
員の問題や，児童生徒の問題
に対して校長，教頭を通して
解決に当たる。

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

　全国学力・学習状況調査の向
上が見られている。

個別事業実績評価

合計
点数

89

個別事業実績評価点：

評価：

　当初訪問予定９２回に加え，現
場の要請に応え２２回，訪問を実
施。計１１４回訪問。
[目標達成度]
当初予定どおり訪問実施。小学校
６８回，中学校４６回。

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

Ａ：合計点が８０点以上　

アウトカム

　市費負担教職員の教育力向
上のほか，鹿嶋師範塾の講義
内容の策定や講師のコーディ
ネートなど，運営に関する業
務を引き受ける。

工夫・改善取組評価：

施策の有効性評価：

改善策
課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性

[課題]
　各学校の独自性がまだ発揮し
きれていない。指導時間の不足
等。

　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。

　教職員の研修などを支援す
る鹿嶋師範塾の運営や教職員
の指導を行うほか，教育長が
必要と認められた事項に関す
る事務を行う。

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由 継続 理由 　教職員の資質向上に，指導主事や各種研修講座によるサポートが必要なため。特に若い世代の教職員にとっては貴重な機会となっている。

課題

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。

個別事業実績評価点：

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

施策の有効性評価：

　教職員の指導・相談を行い，
特に初任職員にとっては大きな
サポートとなった。

　訪問時だけでなく，事前の指
導，事後のアドバイス・サポート
を積極的に行う。また指導主事の
学校訪問の結果などについて，部
内会議で情報を共有している。

　県内市町村でも教職員研修機
関を設置している自治体が少な
く，教職員が様々な知識を学ぶ
ことができる貴重な機会を提供
できた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　研修が一過性のものとならな
いように，市内の各学校に成果
検証と課題解決を働きかける。

鹿嶋師範塾講座の収容動員数の少
ない講座の見直しを進め，コスト
の削減を行った。

個別事業実績評価点：

[課題]
　講師，スタッフの確保。講師
情報，ネットワークの構築。

工夫・改善取組評価：

　講座受講生の意見や要望などに
ついて，部内会議で情報を共有
し，必要に応じ，業務の見直しを
行っている。

[課題]
　教育相談室の増設（現状１部
屋で対応しているが，保護者の
相談が重なることがある）

　総事業費954千円。
[目標達成度]
　生徒指導研修及び学習指導
研修の実施。・陸上記録会，
競技会及び地区音楽発表会の
運営。・特別支援学級校外活
動の実施。

　鹿嶋市教育会の教職員の研究
への取組の推進が期待できるほ
か，児童生徒の体育的・文化的
技能の向上と学校種を超えた交
流が実施できた。

　平成２４年度全国学力・学
習状況調査の分析結果に基づ
き，その課題解決及び確かな
学力の向上を図るための協議
を行う。

評価：

　提案された取り組みや，参考
とすべき取り組みを自校に取り
入れることで，教職員の指導力
向上と校内研修の充実につなが
る。

　学力向上研修会に関連して，小
学校の国語科と算数科の提案授業
をそれぞれ１回実施した。

①計画的な学校に対する訪問
指導

②鹿嶋師範塾での教職員対象
の講座の開講

③教育指導員の配置

④学力向上研修会の実施

⑤鹿嶋市教育会に対し，教職
員対象の研修実施等への補助
金交付

　学校教育の支援者養成機関
として，教職・職務研修講
座，教科研修講座のほか，学
校に出向き，児童生徒を対象
とする講座や市民対象の講座
を行う。

　指導主事を４人配置。教職
員の指導，相談等にあたり学
校運営や指導力向上を図る。

　自主財源の少ない鹿嶋市教
育会が，円滑に事業運営を行
うための補助金を支出する。
鹿嶋市教育会（教職員数378
名，児童生徒数5,387名）。

Ｃ：合計点が６５点未満

　各学校の教育課程や校内研修の
核となる教務主任が集まり，より
具体的な課題や今後の方向性を見
出すことができた。２１名参加。
[目標達成度]
　予定通り研修会を実施した。

　教育指導員２名配置。
報酬として2,880千円支払。
120千円×2名×12月。
[目標達成度]
　市費負担職員のサポートのほ
か，鹿嶋師範塾の運営では，講師
や講師派遣会社との調整を行っ
た。

　地域の実績に即した実践的
な内容について，研修機会が
確保されていない。講座を受
講することにより，教職員の
指導力向上を図ることがで
き，理論と技術を体系的に学
ぶ事ができる。

　２３講座を１０５回開催。
計８１５人受講。
[目標達成度]
　当初計画１７講座に対し１
５講座を実施した。また，年
度途中に希望のあった８講座
を実施した。

評価：

　全国学力・学習状況調査の
結果の分析，活用の在り方，
思考力・判断力・表現力を育
てるための指導の在り方を協
議。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　鹿嶋市教育会の教職員の教
育研究活動支援とともに，小
中学校の児童生徒の体育・文
化的活動を支援することを目
的としており，鹿嶋市の教育
振興及び児童生徒の健全育成
に必要な事業である。

総合評価結果
総合評価
方法

　鹿嶋師範塾と連携し，教職員の
希望に添った講座の企画立案を
行った。

個別事業実績評価点：

[課題]
予算の計画的な執行。

評価：

Ａ

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

款 項 目

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.14

主要事業名 高塚奨学基金制度の充実
作　成　日 H25.8.22

担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ④ 教育機会の保障

２　事業概要（Plan）

　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。

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・的確な市民ニーズの把握
・適正な金額設定のため，基金運用のシミュレーション

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

予算科目コード 会計 事業名 高塚奨学基金制度

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

年貸与額 19,650 25,500

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

25,500 25,500 25,500 25,500

25,500

　地方債

合　計 19,650 25,500 25,500 25,500 25,500

財
源
内
訳

　国県支出金

25,500 25,500 25,500 25,500 25,500
　一般財源 　 　
　その他(参加者負担金) 19,650

従事
職員数

正規職員 ２ ２ ２ ２ ２
その他職員 　 １ １ １ １ １

自治事務
（義務）

○
自治事務
（任意）

市民サービス

２

年度繰返し 期間限定 年度から

根拠法令 鹿嶋市高塚奨学基金条例，鹿嶋市奨学金貸与条例

事業の性質
法定受託

事務
年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　奨学金制度は，鹿嶋市奨学金制度のほか，独立行政法人日本学生支援機構や茨城県教育
委員会でも，就学に困難がある優れた学生に対して奨学金の貸与を行っている。
　鹿嶋市奨学金制度については，まとまった金額を年度当初に貸与したいという要望が
あった。また，貸与金額について，他機構や県教育委員会と比較すると貸与金額が低いた
め，貸与金額の引き上げの要望もある。

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度



高塚奨学基金制度の充実
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

91

【比率： 100 ％】 Ａ Ａ Ｂ

##

【比率： 0 ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

　今後も，引き続き奨学金貸与を行い，経済的な理由により修学が困難な生徒・学生について貸与していくことは必要である。　

課題

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。

   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。

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

継続

Ｃ：合計点が６５点未満

Ａ：合計点が８０点以上　
総合評価結果 A

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由 理由

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

[目標達成度]
　

　

※募集定員がほぼ確保され，
募集前倒しによる一定の効果
が見られたため検討せず。

　
[目標達成度]

　 個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

前倒し募集及び追加募集のいずれ
も募集期間の前に出願用紙交付期
間を設け，申込予定者に対し，窓
口で制度の説明を行った。また，
広報紙，市HPによる周知を図っ
た。

個別事業実績評価点：

[課題]
募集時期が早まったことを知ら
ない学生・保護者がいるため，
奨学金募集の周知方法について
今後検討が必要である。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム 執行工夫・日常業務改善の取り

組み
個別事業実績評価

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性

①初回貸与時期の整理のた
め，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

募集前倒しの効果検証
・新規奨学生を３０名程度確
保する。

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

91

制度の充実を図るためには，
ここ数年減少傾向にあった新
規奨学生数を３０名程度確保
する必要があり，募集方法の
検証も必要となっている。

入学前に募集を行い，年度早
期に奨学生を決定し，奨学金
を早期に貸与することより，
申込者数増加を図った。ま
た，新規奨学生が定員に満た
なかったため，追加募集を
行った。
[目標達成度]
　新規奨学生３０名程度決定

・新規申込者：２５名
申込者数の増加が見られた。審
査の結果，２３名が奨学生に決
定し，定員に満たないため，追
加募集を行った。
・追加募集新規申込者:６名
審査の結果，６名全員が奨学生
に決定し，全体では以下のとお
りとなった。
　・新規奨学生：２９名
　　うち大学生：２６名
　　　　　専門：　１名
　　　　　高校：　２名
・募集前倒し→追加募集によ
り，募集予定の３０名に近い人
数を確保できた。従来の年度１
回募集時と人数を比較すると，
有効であったといえる。

②募集前倒しによる効果が弱
い場合は，入学時一時金整備
を検討する



事業を実施する目標を記入してください。

事業の対象とその規模（数値）を記入してください。

０１ 款 １０ 項 ０１ 目 ０１

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

目　的

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　教育委員会制度は以前からその形骸化が指摘され，活性化論と廃止・縮小論が展開され
てる。また，教育委員会の責任の所在が不明確と言われているが，鹿嶋市においては，教
育委員間の質の高い討論や現場の責任者としての教育長，部長の業務と責任の所在を明確
にした行政執行に努めている。

根拠法令 地方教育行政の組織及び運営に関する法律，鹿嶋市教育委員会会議規則

事業の性質
管理経費

建設事業 その他
事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

法定受託
事務

自治事務
（義務）

自治事務
（任意）

市民サービス

２ ２
その他職員

従事
職員数

正規職員 ２ ２ ２ ２
　一般財源 2,529 2,476 3,007 3,007 3,007 3,007
　その他(参加者負担金)

3,007

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 2,529 2,476 3,007 3,007 3,007

18負担金，補助及び交付金 180 18 18 18 18

379
交際費 143 90 150 150 150 150

2,460 2,460 2,460 2,460
旅費 226 288 379 379 379

２７年度 ２８年度
（決算額：千円）（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）

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

事
業
経
費

報酬 1,980 2,080

対象及び規模
対象 市民 規模 66,449人

予算科目コード 会計 事業名 教育委員経費

重要成功要因

戦略目標を達成するための要因を記入してください。
・教育委員と事務局の連携強化
・教育委員会会議の機能強化

２　事業概要（Plan）

　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。

体系項目 (2) 教育を支える環境の整備

個別施策 ⑤ 教育委員会機能の強化

１　事業の位置づけ
①鹿嶋市教育基本計画（後期）における位置づけ

重点目標 5 安心して学べる教育環境づくり

平成24年度　教育行政評価シート（自己評価）NO.15

主要事業名 教育委員会機能の強化
作　成　日 H25.8.21

担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課・鹿嶋っ子育成課



教育委員会支の機能強化
「（アウトプット）評価」，「施策の有効性評価」及び「工夫・改善取組評価」は，以下の3段階評価を行う。A:予定以上の成果，B：予定通りの成果，C：当初予定を下回る成果

33

【比率： 40 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

26

【比率： 40 ％】 Ｃ Ｃ Ａ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

B

本
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
改
善
点

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。

　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。

継続･休止の理由

Ｂ：合計点が８０点未満～６５点以上　
Ｃ：合計点が６５点未満

個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　 個別事業実績評価点：

[課題]

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

教育委員会会議において決議され
た議案について，速やかに周知す
るよう取組んだ。

個別事業実績評価点：

[課題]
市ホームページ掲載と併せて，
効果的な市民への周知方法を検
討する必要がある。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
案件によっては事前に学習会を
行う必要がある。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

③教育委員会会議の情報公開

・市ホームページへの掲載
（年12回）
・会議傍聴対応
・広報かしま，教育かしまへ
の掲載（案件による）

教育委員会会議の議決事項な
ど，広く市民に周知する。

○教育委員会会議
・定例会議　年／12回
・臨時会議　年／2回
[目標達成度]
教育員会議の公開回数

市ホームページに掲載すること
により，市民へ周知できた。

②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

事前学習会の開催 教育委員改選により，教育行
政のについて現状や内容を学
習会を通じて把握する。

事前学習会の開催は出来な
かったが，事前に各教育委員
へ議案等の周知を行い，教育
委員会会議おいては，スムー
ズに進行が図られた。

[目標達成度]
事前学習会の開催

事前に議案を周知することで，
各教育委員へ教育委員会会議の
議案周知が図られ，各教育委員
の質疑・意見が出された。

教育委員会会議後に当日の議案に
ついての事後学習会を行ってい
る。また，委員の日常の活動から
見える課題等について，情報交換
を行っている。

必要に応じて資料を提示し，指示
内容等を確実に浸透させる。

個別事業実績評価点：

[課題]
指示・伝達内容の各学校で実行
されているかの確認。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

総合評価結果

改善策

課題に対する改善策を、期限や具体的な数値などを記入してください。

　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。

　教育委員会会議の決議内容の情報開示など，今後とも積極的に開示していく。また，教育委員会と学校との意見交換や校長会・
研修会を通じてますます連携を図っていくためにも，今後も継続して行っていくことが重要である。

課題

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。

継続 理由

総合評価
方法

具体的施策別の比率に，アウトプット（３割）・アウトカム（４割）・執行工夫・日常業務
改善の取り組み（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.7,C=0.5）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。

合計
点数

73
Ａ：合計点が８０点以上　

[目標達成度]
　

　

・教育委員会と学校との協力体
制の構築。
・イベント実施の際に学校に必
要な情報を提供し，教育委員会
も意見をその場で吸上げ，事業
に反映できる。

[目標達成度]
　

執行工夫・日常業務改善の取り
組み

個別事業実績評価

①校長会との連携・意見交換
会の実施

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
・校長会の開催
　定例校長会，研修会（年／
１１回）

・行事スケジュールの確認
や，各校の抱える問題の検証
など，意見交換や，研修など
も交え，情報共有化を図るこ
とができる。
・教育委員会の方針等の指
示・伝達をし，学校経営に反
映させる。

予定どおり欠席者なく集ま
り，情報共有化が図られ，計
画どおり実施している。

[目標達成度]
校長会・研修会の開催回数

３　具体的施策評価

具体的施策名
達成目標 インプット アウトプット アウトカム


