
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。

主要事業名 学校図書館の整備
作　成　日 H26.6.25

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 1 豊かな心と生きる力の育成

体系項目 (2) 生きる力の形成

個別施策 ③ 読書活動の充実

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　市内全小中学校で学校図書館を開館することを目標とし，学校図書館の充実により，児
童生徒の自主的な学習活動を支援するとともに，積極的な読書活動を充実させることによ
り，情報収集及び活用する能力を高め，豊かな感性や表現力を身につけることにつなげ
る。

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
・学校図書館と中央図書館との連携強化

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人

予算科目コード 会計 事業名 学校図書館経費（小学校・中学校）　

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

報酬・共済費・旅費 18,643 18,756

２８年度 ２９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）

18,756 18,756 18,756 18,756
需用費（消耗，印刷・修繕） 2,772 1,766 2,583 2,583 2,583 2,583
委託料 4,179 3,079 8,271 8,271 8,271 8,271
使用料及び賃借料・役務費 7,577 8,986 11,393 11,393 11,393
工事費 2,712 1,177 2,592 2,592 2,592

5,396 4,426 7,901 7,901 7,901

11,393
2,592

65,820

7,901
備品（図書） 12,650 12,767 14,324 14,324 14,324 14,324
備品（管理・施設用備品）

　地方債

合　計 53,929 50,957 65,820 65,820

65,820

65,820

財
源
内
訳

　国県支出金
53,929 50,957 65,820 65,820 65,820

　一般財源 53,929 50,957 65,820 65,820 65,820 65,820
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 0 0 0 0

市民サービス

0 0
その他職員 8 8 10 11 12 12

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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 1

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　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らない
（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となった。

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



「（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

27

【比率： 30 ％】 Ｂ Ａ Ａ

27

【比率： 30 ％】 Ｂ Ａ Ａ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

【比率： ％】
 

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 学校図書館の整備

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
　豊かな人間形成や情操教育
の場であるとともに，知的活
動をサポートする場として，
学校図書館の充実を図る。
・図書館資料のデータベース
化，ネットワーク化。

　公共図書館と連携した図書
館運営により，円滑な図書の
貸し出しの実施や定期的な蔵
書の見直しが可能となる。

　図書館資料のデータベース
化，ネットワーク化。
[目標達成度]
　予定どおり整備した。

　資料の予約や蔵書のない図書
のリクエスト，公共図書館から
の専門的資料の取り寄せができ
るようになった。

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。
　小学校の一人あたりの貸出冊数は，わずかではあるが昨年より増加した（42.6冊→42.9冊）。高松中学校学校図書館の開館を皮切りに平成26年度から
順次，中学校の学校図書館の整備を進めていく。開館した学校図書館については，ハード面の整備も完了し，システムの充実により公共図書館との連携も
スムーズに行うことができている。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　年３回実施している学校図書館司書の会議において，第３回（平成26年12月実施予定）に司書教諭及び公共図書館司書を招くことで三者合同の研修会
を開催する。また，平成26年度の学校図書館新規２校開館に向け，図書館司書を２名増員する。

　豊かな人間形成や情操教育の場であるとともに，知的活動をサポートする場として，市内全小中学校での学校図書館開設が必要
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。

　施策で予定していた司書教諭，図書館司書，公共図書館司書の三者での研究会が開催できなかったため，次年度は実施し，学校図書館の充実・人材を含
めた環境整備に努めていく。

　学校図書館及び公共図書館
の資料の共有化により，読書
活動の推進，教科における活
用，総合的な学習や調べ，学
習への取組を支援する。

　資料や情報の共有により，
児童生徒の学習内容により適
した多くの資料を補助教材と
して提供することができる。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

82.6

　学校図書館及び中央図書館の
資料を共有化することにより，
児童生徒の学習をサポートする
ことができた（活用校）。

　すべての学校に学校図書館司書
を配置し，公共図書館と連携して
読書活動の推進を図っている。

　小学校で身につけた読書習慣
や読書力を継続させ，情報収集
や自立的学習をサポートする場
を提供できた。

　より利用される図書館をめざし
て，図書館司書及び図書委員会を
中心にさまざまな企画・取組を
行った。

[課題]
　活用されなかった学校につい
ては，教職員への周知を徹底し
て活用されるよう計画する。

施策の有効性評価：

[課題]
　既存設備の有効活用。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　図書以外の資料を収集し，蔵
書を充実させる。

　学校図書館は，学校教育に
おいて欠くことのできない基
礎的な施設であり，生徒の健
全な教養を育成するために必
要である。

　高松中学校学校図書館の開
設。
[目標達成度]
　予定どおり９月に開設し
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：

　司書教諭－学校図書館司書，学
校図書館司書－公共図書館司書
間では研修会を実施し，情報の共
有化を図ってきた。

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]
　次年度には，三者間での研修
会の実施ができるよう努める。

　年間利用計画の活用における役
割分担を明確にした。

個別事業実績評価点：　学校図書館年間利用計画に
基づいた資料の活用及び収
集。
[目標達成度]
　多くの学校で計画どおり活
用できた。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

[目標達成度]

　役割を明確にし，各々が担
当業務を遂行するとともに，
より専門的な知識を習得する
ことによりサービスの向上を
図る。
・研究会の開催。

　学校図書館の更なる充実に
向け，実務者レベルで共通認
識を持つために必要である。

　司書教諭，学校図書館司
書，公共図書館司書による研
究会。
[目標達成度]
　三者間での実施には至らな
かったが，それぞれ二者間で
の研修会は実施できた。

　三者がそれぞれ役割を確認
し，共通認識を持つことによ
り，児童生徒にとってよりよい
学校図書館のあり方や読書環境
の改善を図ることができた。

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：

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

①市内12校の小学校図書館
の運営

②市内中学校，新規１校の学
校図書館開設

③学校図書館年間利用計画に
基づいた資料の活用，収集

④司書教諭，学校図書館司
書，公共図書館司書による研
修会開催

評価：

評価：

　高松中学校学校図書館の施
設工事及び整備。



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。

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 2

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　今日，子どもたちは，直接体験が不足している現状であり，子どもたちに生活
体験や自然体験などの体験活動の一層の充実が極めて重要な課題となっている。

根拠法令

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

４ ４
その他職員 ３ ３ ３ ３ ３ ３

従事
職員数

正規職員 ４ ４ ４ ４
　一般財源 2,230 2,230 2,230 2,528 2,575 2,575
　その他(参加者負担金)

2,575

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 2,230 2,230 2,230 2,528 2,575

2,230 2,528 2,575 2,575

２８年度 ２９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
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

事業委託（実行委員会へ） 2,230 2,230

対象及び規模
対象 市内小学生（5・6年） 規模 70人

予算科目コード 会計 事業名 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。
・サブリーダー（高校生）・リーダー（一般指導者）・看護師の確保
・現地視察・充実した体験プログラムの構築
・サブリーダー・リーダー・看護師合同研修会の実施（1回）
・サブリーダー研修会実施（2回）

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　フロンティア・アドベンチャー事業は，自然の中で，10泊11日という長期集団宿泊体
験の機会を提供し，さまざまな体験活動を通して，人間関係やホームシック等，多くの困
難を乗り越え，生きる力（協調性・自立性・課題発見能力・問題解決能力）を身に付ける
ことを目的に実施する。

体系項目 (2) 生きる力の形成

個別施策 ④ 体験活動の充実

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

主要事業名 フロンティア・アドベンチャー事業
作　成　日 H26.6.27

担
当

部　名 市民協働部
課　名 生涯学習課



「（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

【比率： ％】

【比率： ％】

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

[目標達成度]

①フロンティア・アドベン
チャー事業の実施

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：

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：合計点数が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：

[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：

個別事業実績評価点：

[課題]

[目標達成度]

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：

　事業を安全に行うため，現地視
察を行い，前回までの反省点を改
善し，事前研修や安全な体験学習
プログラムの作成に努めた。

[課題]
　23年目を迎え，参加した子
どもたちが成長し，ボランティ
アのサブリーダーまたは成人
リーダーとしてこの事業に戻っ
てきている。社会人として生き
るうえで，この事業が与えた影
響についての検証が必要となっ
ている。

　豊かな人間性や，自ら学び，自ら考える，生きる基盤作りが必要である。

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。

　隊員として参加した子どもたちが，サブリーダーや成人指導者としてこの事業に戻ってきている。この事業が社会人として成長するうえで，どのような
影響を与えたかその効果について検証したい。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

100.0

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。

　今日，子どもたちは，直接体験が不足している現状であり，子どもたちに生活体験や自然体験などの体験活動の一層の充実が極めて重要な課題となって
いる。23回を継続して行ってきているフロンティア・アドベンチャーは，こうした課題解決のためにも有効な事業と考える。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　アドベンチャー同窓会の開催や，アンケートの実施により検証する。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　安全な体験学習プログラム
による参加児童の生きる力，
忍耐力等の育成。
実施日数　10泊11日
参加人数　70人（5・6年
生）
・事業実施後の保護者アン
ケートにおける事業全体に対
する満足度が８０％以上。

　子どもたちに「生きる力」
を育むためには，自然や社会
の現実に触れ，実際の体験が
必要である。

実施日数　10泊11日
参加人数　70人（5・6年
生）
○事業実施後に保護者アン
ケート実施（回収率76.1％）
・お子さんの生活などに何ら
かの変化があつたかについて
は，83％があったと回答。
・事業全体に対する満足度に
おいては100％が満足と回
答。
・事業継続については100％
が継続と回答。

[目標達成度]
　安全な学習プログラムによ
り，参加児童に生きる力や忍
耐力の育成が図られた。

　原生活体験を経験し，現実の
世界や生活などへの興味・関
心，意欲の向上が図られ，社会
性や共に生きる力が育成され
た。

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価 フロンティア・アドベンチャー事業

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



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 目

〇

〇

事業を取り巻く環境について記入してください。

主要事業名 市費負担嘱託・臨時職員配置事業
作　成　日 H26.6.24

担
当

部　名 教育委員会事務局
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 2 学力の確実な向上

体系項目 (1) 小中学校教育の充実

個別施策 ① 基礎・基本の定着を図る教育の充実

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　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。

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。
・学校需要に合わせた市費負担職員の配置
・学校と教育委員会の円滑な連携

対象及び規模
対象 市立小学校・中学校 規模 小学校１２校，中学校５校

予算科目コード 会計 事業名

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

アシスタントティーチャー(報酬･賃金) 44,667 49,131

２８年度 ２９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）

50,437 50,437 50,737 50,437
ティームティーチング講師嘱託職員（報酬） 29,582 29,779 29,823 29,823 29,823 29,823
専科教員配置(報酬) 2,833 4,307 6,260 6,260 6,260 6,260
日本語指導ボランティア(謝礼） 30 47 120 120 120
社会人ボランティア（謝礼） 456 560 560 560 560

120
560

87,500

　地方債

合　計 77,568 83,824 87,200 87,200 87,200

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 77,568 83,824 87,200 87,200 87,500 87,200
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 3 3 3 3

市民サービス

3 3
その他職員 3 3 3 3 3 3

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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 3

年度まで

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いる。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。

根拠法令

事業の性質



「（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

10

【比率： 10 ％】 Ａ Ａ Ａ

25

【比率： 25 ％】 Ａ Ａ Ａ

25

【比率： 25 ％】 Ａ Ａ Ａ

20

【比率： 20 ％】 Ａ Ａ Ａ

10

【比率： 10 ％】 Ａ Ａ 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 市費負担嘱託・臨時職員配置事業

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
　市費負担職員（AT・TTな
どの嘱託職員・臨時職員）が
教職員との役割を検討し，児
童生徒が楽しく興味を持って
学習出来るようにする。

　児童生徒の指導，スムーズ
な授業展開をするためには，
勤務の状況を確認する必要が
ある。

　自己申告書を提出していただい
た（職員の２／３以上提出）。
[目標達成度]
　自己申告書により要望等の把握
が出来た。

　嘱託・臨時職員と教員が，そ
れぞれの役割分担をはっきりと
させることで，充実した授業展
開が出来た。

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。
　個に応じた指導の充実を図り，一人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，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，職員の資質向上も行った。また，社会人ボランティアの活用，日本語指導ボランティアを
活用し，体験的な学習や個に応じた指導の充実を図った。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。
　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・配付するなど，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。例年同じ内容だが，継続していくことが重要だと考える。

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。

　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。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取ること
が，困難になっている。

　教員が子どもたちと向き合
う時間を増やして，児童一人
ひとりへのきめ細やかな指導
の充実を図っていく。

　児童一人ひとりへのきめ細
やかな指導を行うには，教員
で補えない部分を専科担当嘱
託職員により補う必要があ
る。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

100.0

施策の有効性評価：

[課題]
　25年度は特に課題はなし。
アシスタントティーチャ―の配
置については定着してきている
ので，今後も継続して取り組ん
でいく。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　勤務時間に限りがあるため，市
費負担職員（任期付）と担任等と
の打合せや情報共有が難しい。

　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。

　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，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る。

・小学校３９名配置
・中学校１名配置
　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]
　学校の配置要望に対応できた。

工夫・改善取組評価：

　学校を通して，外国籍児童や，
日本語指導が必要な児童生徒の状
況把握をしている。

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：

評価： 施策の有効性評価：

　理科の学力については，全国
平均を上回る結果が出ている。

　毎月の出勤簿や休暇・欠勤届の
状況を確認し，職員の健康や状況
を確認し，不明な点はその都度学
校へ状況を確認している。

　休み時間や給食等も，教員が
子どもたちと向き合う時間が増
えた。児童とふれあいながら人
間関係を構築することができ，
基礎学力の定着につながった。

　ＡＴに対し全体研修を行い，各
学校で，学習指導，生活指導面で
の研修や指導をお願いしている。

[課題]
　配置校が一部なので，今後は
全校に専科教員を配置できるよ
うにする。

個別事業実績評価点：

評価：

　理科や音楽が楽しく，わかりや
すい授業展開ができるように取り
組んでいる。

個別事業実績評価点：　平井小5・6年の理科，鹿島小
5・6年の理科，鉢形小4～６年の
音楽，三笠小5・6年生に音楽，計
４名配置
[目標達成度]
　２５年度は理科専科を１名増員
し，教科指導を充実させた。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

評価：

　外国籍児童や，日本語指導
が必要な児童生徒への教育に
ついては，個に応じた指導が
必要である。

　２名の日本語指導担当者を活
用。日常会話や物の名前学ぶとこ
ろから始まり，少しずつ学校生活
で困らないように指導した。
[目標達成度]
　教科書や補助教材を用いた読み
書きができるようにした。

　教科書の読み書きを学ぶだけ
でなく，先生や友達とのコミュ
ニケーション能力を身につける
ことが出来た。

評価：

個別事業実績評価点：

[課題]
　特になし。このまま日本語指
導は継続していく。

個別事業実績評価点：

[課題]
　読み聞かせのみで終わってし
まっている学校もあるので，
様々な体験学習を取り入れてい
くようにする。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]
　特に大きな課題はないが，今後
もＴＴの役割分担などについて更
に検討し，教職員との情報交換や
打ち合わせ時間を確保していく。

評価：

　読み聞かせや手話体験，昔遊
び，そろばん教室，中学校では職
業人の話，福祉体験，ギター教室
などを実施。
[目標達成度]
　予算の98％実施。

　教員以外の社会人（大人）と
の関わりや学校の授業では体験
できないことを体験することに
より，豊かな心の育成につな
がった。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　ＴＴ嘱託職員は教員免許を保有
する者を採用しているので，各学
校で，学習指導，生活指導面でも
活用している。

　各学校には，1年間の社会人ボ
ランティアの活用の計画を提出。
前年度の実績内容等を参考に，予
算の配分を決定している。

　専門的な知識や経験を駆使
して仕事をする社会人ボラン
ティアを活用し，活力ある立
体的・体験的な学習を実施す
る。

　学力の向上だけでなく，体
験的な学習により他者への暖
かな心情，判断力，実践意欲
などの道徳性，豊かな心の育
成が必要である。

　外国籍児童や，日本語指導
が必要な児童生徒への教育を
推進する。

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

⑤日本語指導ボランティアの
派遣

　「基礎学力の定着」「学力
の向上」を図るためには，教
員免許を保有する者の適格な
指導が必要である。

⑥社会人ボランティアの活用

③ＴＴ嘱託職員の配置

・小学校５人，中学校１２人配置
　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]
　学校の配置要望に対応できた。

　児童一人ひとりへのきめ細
やかな指導を行うには，教員
で補えない部分をアシスタン
トティーチャーにより補う必
要がある。

　教員が子どもたちと向き合
う時間を増やして，児童一人
ひとりへのきめ細やかな指導
の充実を図っていく。

①各小中学校に対する市費負
担職員の要望聞き取り，状況
確認の実施

②アシスタントティーチャー
の配置

④専科担当嘱託職員の配置

　個別指導の充実により，一
人ひとりの「基礎学力の定
着」「学力の向上」を図る。



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。

主要事業名 小学校教育研究事業
作　成　日 H26.6.25

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 2 学力の確実な向上

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

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　鹿嶋市教育基本計画の重点施策でもある子どもたち自身が自分の理想的な人格的価値を
選択したり創造したりする力をもった「鹿嶋っ子」の育成に今後も積極的に取り組む必要
がある。そのため，教科・領域はもとより，総合的な学習の時間を有効に活用し，特色あ
る学校教育活動や校外学習活動，さらには他市との交流の機会を設けることで，より充実
した小学校教育の推進を図る。

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。
・各学校独自の施策を尊重
・施策の完全実施

対象及び規模
対象 市内小学校児童及び教職員 規模 約3,800人

予算科目コード 会計 事業名 5308　小学校教育研究費

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

委託料（特色ある教育活動） 3,000 3,240

２８年度 ２９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）

3,240 3,240 3,240 3,240
補助金（校外学習） 589 630 630 630 630 630
負担金（小学校交流事業） 0 870 500 900 900 900

4,770

　地方債

合　計 3,589 4,740 4,370 4,770

4,770

4,770

財
源
内
訳

　国県支出金
3,589 4,740 4,370 4,770 4,770

　一般財源 3,589 4,740 4,370 4,770 4,770 4,770
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 3 3 3 3

市民サービス

3 3
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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 4

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20年度の学習指導要領の改訂において，“生きる力の育成”や“創意工夫
を生かした特色ある教育”などの指針が示され，各学校においては，自主性・自
立性のもとに創意工夫を生かした教育課程を編成，実施するとともに，評価，改
善していくことが期待される。
　鹿嶋市では，平成17年度から継続して「特色ある学校教育活動」を実施してお
り，一定の成果が得られていることから，今後も継続して実施していく。

根拠法令

事業の性質



「（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

40

【比率： 40 ％】 Ａ Ａ Ａ

30

【比率： 30 ％】 Ａ Ａ Ａ

30

【比率： 30 ％】 Ａ Ａ Ａ

【比率： ％】

【比率： ％】
 

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 小学校教育研究事業

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
　子どもたち自身が自分の理
想的な人格的価値を選択した
り，創造したりする力を持っ
た「鹿嶋っ子」を育成する。
・特色ある学校教育活動研究
推進委託事業の適正な執行管
理。

　必要十分な配当予算の中で
行う学校運営において，学校
独自の活動の実践を可能にす
る事業である。

　事業計画書及び事業報告書
の提出により，執行状況を把
握すした。
[目標達成度]
　計画事業実施率100％
　・国際理解交流学習
　・教育指導先進校の視察
　・外部講師の講演会　等

　学習要領に沿った教育課程だ
けでなく，創意工夫を凝らした
教育活動を付加することで，子
どもたちの選択の幅を広げるこ
とができた。

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。

　市内全小中学校において，年度始めに計画した内容に基づき特色ある学校教育活動に取り組んでいる。今後も継続して実施していく。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　年度当初の学校への予算説明会において，事業の趣旨をよく説明したうえで，提出された事業計画書の審査を徹底する。

　より充実した学校教育を推進していく為には，学習指導要領に付加した教育課程が必要であると考えられるため。

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。

　限られた予算の中で最大限の効果が得られるよう，事業計画の内容を精査すると共に，事業の趣旨に則した適切な予算を執行してもらえるよう指導して
いく。

　五所川原市へ訪問しての交
流事業（２泊３日）の実施。
・小学５年生２４人参加

　鹿嶋市と青森県五所川原市
の両小学生が，お互いの市を
訪問し，交流を深めること
で，地域や生活習慣の違いを
超えた友情を育み，広い視野
と感覚をもった次世代を担う
人材を育成することができ
る。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

100.0

他市の５年生と交流を図り，お
互いの地域の歴史や文化を理解
し合うことができた。また市内
他校の友達とも交流を図ること
ができた。

　各学校の創意工夫を凝らした魅
力的な教育活動の実施を推進し
た。
　また，授業公開や校内研修を行
うことで教職員の指導力の向上に
もつながった。

　非日常的な環境下で行う校外
学習によって，児童の新たな一
面の発見や「生きる力」の育成
を図ることができた。

　少人数学級については，予算の
中で対応できる範囲で宿泊先を変
更する等，柔軟に対応している。

[課題]
　移動手段がバスのため，１０
時間かかり，１日目と３日目が
移動のみで終わってしまう。

施策の有効性評価：

[課題]
　事業予算執行において，科目
によっては予算額超過が見受け
られるので，学校へ趣旨を理解
してもらうよう働きかけ，適切
に予算を執行してもらうよう指
導していく。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　事業予算執行において，科目
によっては予算額超過が見受け
られるので，指導主事を中心
に，学校へ趣旨を理解してもら
うよう働きかけ，適切に予算を
執行してもらうよう指導してい
く。

　校外の自然や文化に触れさ
せることによって，児童に豊
かな経験を与え，学校におけ
る学習活動を充実，発展させ
るとともに，集団行動の楽し
さを感じさせる。また，友愛
協同の社会的態度をかん養す
るとともに，心身の向上を図
ることができる。

・白浜少年自然の家（小４）
・校外学習（小６）
[目標達成度]
　全小学校において４，６年
生の宿泊学習を実施した。ま
た，校外における集団活動を
とおして，児童の新たな一面
の発見があった。

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： 工夫・改善取組評価：

　五所川原市へ訪問する前に，鹿
嶋市を紹介するための資料作成な
ど，事前研修を行った。また，五
所川原市の担当職員との情報交換
を行った。

個別事業実績評価点：　鹿嶋市内小学５年生から，
２４人の小学生が参加した。
[目標達成度]
　募集定員数の参加があり，
参加者全員が事前の資料作
成，交流事業での発表に係わ
ることができた。

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]

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：

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

[目標達成度]

①小学校ごとの特色ある教育
活動の実施

②小学校４年生と６年生を対
象とした宿泊を伴う校外学習
（宿泊学習）の実施

③「災害時相互応援に関する
協定」の締結をした青森県五
所川原市と，小学生同士の交
流事業を実施

評価：

　全小学校における４年生及
び６年生の宿泊を伴う校外学
習の実施。



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。

主要事業名 長期欠席児童生徒解消
作　成　日 H26.7.2

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 2 学力の確実な向上

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

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　児童生徒一人ひとりの学ぶ権利を尊重し,社会性を身に付け自己肯定感を高めることので
きる教育環境の充実を図れるようにする。

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。
・小・中学校への訪問及び相談活動の実施
・保護者の不安解消
・様々な体験活動の実施
・教育相談指導員の資質向上

対象及び規模
対象 市内小中学校児童生徒及び保護者 規模 約8,000人

予算科目コード 会計 事業名 ゆうゆう広場経費

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

ゆうゆう広場経費(人件費） 11,507 11,527

２８年度 ２９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）

11,669 11,669 11,669 11,669
ゆうゆう広場経費(管理 846 959 997 997 997 997

12,666

　地方債

合　計 12,353 12,486 12,666 12,666 12,666

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 12,353 12,486 12,666 12,666 12,666 12,666
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 ６ ６ ６ ６

市民サービス

６ ６
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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 5

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　ゆうゆう広場とは，適応指導教室である。学校とは併設していない独立した建
物である。相談員は室長を含む6名である。職員は，小中学校への訪問相談活動
（2名）とゆうゆう広場での相談活動（3名）を行っている。
　教育相談指導員が市内小中学校への訪問及び相談活動を実施し，児童生徒の不
安や悩みを解消することでの不登校解消の実現が求められている。また，不登校
児童生徒の学校復帰の足掛かりとなるように，ゆうゆう広場で社会性を身に付く
体験活動を実施し，児童生徒の自己肯定感を高める取り組みがなされている。さ
らに，子育て講演会を実施して悩みを抱える保護者の不安や悩みを解消したり，
多様な問題に適切に対応できる教育相談指導員の資質向上を図ったりと長期欠席
児童生徒解消のための更なる効果的な体制づくりの整備が求められている。

根拠法令

事業の性質



「（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

23

【比率： 25 ％】 Ｂ Ａ Ａ

21

【比率： 25 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

23

【比率： 25 ％】 Ｂ Ａ Ａ

18

【比率： 25 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

0

【比率： 0 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ
 

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 長期欠席児童生徒解消

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
　教育相談指導員が市内小中
学校に年10回以上訪問及び相
談活動を実施する。

　不安や悩みを抱えた児童生
徒・保護者の心の安定を図る
ために相談活動を行う必要が
ある。

　児童生徒・保護者との相談
活動を予定通り実施した。
[目標達成度]
　市内小中学校10回以上の訪
問及び相談活動を行った（の
べ２５７回実施）。

　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。

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。

　学校訪問での相談活動やゆうゆう広場での不登校解消を目指した援助活動が教育相談指導員によって行われることによって，不登校児童生徒の支援を効
果的に行うことができた。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　各学校とゆうゆう広場との連携を強化する。さらに，小学3年から中学3年において実態調査（アンケート等）を年2回実施し，学級の実態把握と対応策
についての検討する。それをもとに児童生徒の居場所づくり及び絆づくりを実践することで，不登校児童生徒の出現率を減少させる。

　教育相談指導員の資質向上は，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。

　学級や学校が安心して生活できる場所でないこと感じる児童生徒が，不登校になっていると考える。そのために，児童生徒の居場所づくり（学級づく
り）の実現のための体制づくりとその実現のための研修を深める必要がある。

　ゆうゆう広場において年６
回以上，芋ほり作業・除草作
業・理科実験などの体験活動
を実施する。

　体験活動を行うことで，登
校が困難な児童生徒が，学校
へ復帰するために必要な社会
性を身に付け自己肯定感を高
める必要がある。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

83.5

　登校が困難な児童生徒に体験
活動を行うことで，不十分にな
りがちな人との関わりをの大切
さやすばらしさを享受すること
に有効であった。

　教育相談指導員が積極的に児
童･生徒に対してコミュニケー
ションを図ることで，効果的な相
談に結びつけた。

　懇談会に参加した保護者から
「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。保護者の悩みを軽減
することに有効であった。

　懇談会で出された保護者からの
声を児童生徒の関係する学校に伝
え，連携を図りながら児童生徒へ
の指導の充実を行った。

[課題]
　児童生徒が人からの好意的な
反応や評価を得ることで体験活
動で得た自己肯定感を自己有用
感へと発展させる。

施策の有効性評価：

[課題]
　ゆうゆう広場や教育指導員主
導から保護者主導の自主的な活
動へと発展させる。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　児童生徒・保護者がより相談
しやすい環境づくりと体制づく
りを目指す。

　不登校や引きこもりなど，
子育てに関して悩みや不安を
かかている保護者を対象に情
報交換の場を提供し，前向き
な気持ちで子育てを行える環
境をつくる必要がある。

　懇談会に参加した保護者の
情報交換の充実化が図られ
た。
[目標達成度]
　予定通り，年1０回実施が
できた。

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：

　協議会及び講座等において，グ
ループワークを取り入れ，相談員
と学校職員とが情報交換が行いや
すい場を設定した。

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]
　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。

　登室する児童生徒の心の状態を
把握し，思いや願いを尊重しなが
ら決して無理強いをすることなく
児童生徒が自己決定する場面を意
図的に設定した。

個別事業実績評価点：　児童生徒の状況に応じて体
験活動を行うことで，児童生
徒の自己肯定感が高まった。
[目標達成度]
　72回の体験活動を実施でき
た。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　ゆうゆう広場の職員の相談
員
としての資質を養う研修体制
の充実として，不登校等対策
連絡協議会や師範塾生徒指導
関係講座を参加する。

　教育相談業務を行うにあた
り，多種多様な事例に対応で
きるようになるために相談員
としての資質の向上が必要で
ある。

　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
との連携が図られ，児童生徒の
悩みや不安の解消のための研修
を深めることができたとの意見
が出た。

[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：

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

①教育相談指導員による小・
中学校への訪問及び相談活動
の実施（月1回以上）

②悩みを抱えた保護者を対象
にした子育て懇談会の実施
（月1回以上）

③社会性を身に付け自己肯定
感を高めるための様々な体験
活動の実施

④教育相談指導員の資質向上
を図る研修の実施

評価：

評価：

　毎月第４金曜日に子育てで
悩んでいる保護者のために子
育て懇談会を実施する（年10
回以上の実施）。



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。
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年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　平成20年7月，教育基本法に基づき，教育の振興に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るため，「教育振興基本計画」が閣議決定され，教育の情報化の
関連では，教育用コンピュータ，校内LANなどのICT環境の整備と教員のICT指導
力の向上の支援，教材・コンテンツの利用等の支援，ICTの教育への活用の促進，
校務の情報化，ICT化のサポート体制の充実などを推進することとされている。

根拠法令

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 ０ ０

従事
職員数

正規職員 ２ ２ 2 2
　一般財源 46,420 48,454 58,469 90,770 90,770 50,770
　その他(参加者負担金)

50,770

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 46,420 48,454 58,469 90,770 90,770

770
47,081 90,000 90,000 50,000

施設整備工事費 773 8,131 11,388 770 770

２８年度 ２９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
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

電算機借上料 45,647 40,323

対象及び規模
対象 市内６小学校児童 規模 約1,750人

予算科目コード 会計 事業名 小学校教育設備及び教材費　他

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。
・施策進捗の管理
・ハード環境の把握と，より効果的な活用法の研究
・ハード利用促進のための補助（研修等）

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　電子黒板や学習者用パソコン等のICT機器を利活用した教育を推進することで，一人ひ
とりの個性や能力に応じたわかりやすい授業を実施する。
　情報活用能力の育成を通じて，子どもたちが生涯を通して，社会のさまざまな変化に主
体的に対応できるための基礎・基本の習得をすることにより，「生きる力」を育成する。

体系項目 (1) 小中学校教育の充実

個別施策 ⑤ ICT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

主要事業名 ICT教育の充実
作　成　日 H26.6.24

担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課



「（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

24

【比率： 30 ％】 Ａ Ｂ Ｂ

21

【比率： 30 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

11

【比率： 15 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

18

【比率： 25 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

①タブレット型端末整備

②２学期までにモデル校の校
内無線LAN整備

③タブレット端末活用のため
の教職員研修実施

④ノート型パソコンの整備

評価：

評価：

　モデル校6校のタブレット型
端末の整備に伴う校内無線
LAN整備し，パソコン教室以
外でのタブレット型端末活用
により授業の幅を広げる。

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評
価

方法

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：

[目標達成度]

　小学校教職員の校務用ノー
トパソコンを1人1台配置し，
教員の事務負担の軽減を図る
ことにより，子どもと向き合
う時間を確保する。

　教員の校務の多忙化が指摘
されており，教員1人1台のパ
ソコン整備など，校務の情報
化による効率化が求められて
いる。

　市内全12小学校の職員室の
校務用パソコンをノートパソ
コンとし，1人1台配置とし
た。
・計220台配置
[目標達成度]
　当初の予定通り整備した。

　個人パソコンが無くなり，セ
キュリティ面の強化が図れた。
また，データ保存先が，統合さ
れたので，一部業務の効率化が
図れた。

　教員のパソコンの動作をすべて
監視できるソフトを導入し，各Ｐ
Ｃの状況やセキュリティー管理が
効率的に行えるようにした。

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]
　今後，校務支援ソフト（成績
管理，名簿管理など）の導入も
検討していく必要がある。

　IT支援員はICT活用だけでな
く，授業提案も行うなどを行っ
た。

個別事業実績評価点：　ICT活用ができるよう，IT支
援員をリース会社から配置
し，月2回程度，学校訪問を行
い，研修指導した。
[目標達成度]
　定期的な研修指導を実践し
た。

　持ち運びがしやすいタブ
レット性能を生かすには，パ
ソコン教室だけでなく普通教
室等でもタブレット型端末を
使用できる環境の整備が必要
である。

　モデル校6校，各校の各階に
アクセスポイントを設置し，
校舎内どこでもタブレット型
端末を使用できるように環境
を整備した。
[目標達成度]
　当初の予定通り整備した。

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：

　ICTリーダーを育成すること
により，ICTリーダーを中心
に，学校内でICTを活用した授
業の研究などが行われた。

　子どもたちの興味が一過性に終
わらないため，楽しみながらわか
りやすい授業をするよう工夫し
た。

　パソコン教室以外でも，タブ
レット型端末を使用可能にな
り，授業の幅が広がった。

　各階にアクセスポイントを数箇
所設置し，接続面などで，快適な
環境となるように整備した。

[課題]
　年配の教職員のICT活用の苦
手意識の解消が課題である。

施策の有効性評価：

[課題]
　一部のアクセスポイントで速
度低下などの問題点があった。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　タブレット型端末で一部接続
出来ないなどの障害が出る場合
がある。また，操作知識がわか
らず，使いこなせない場合があ
る。

　今後も急速に進む，情報化社会に対応するための能力を育成するため，時代の変化に合わせたICT環境の整備（指導方法を含
む）を図る必要がある。

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。

　子どもたちの意欲の向上が継続できるよう，教職員を対象とした研修など対策が必要である。また，無線LANにおける接続障害の対策が必要である。ま
た，今後も急激に進む情報化社会に対応するための環境整備（時代にあったソフトの導入）に力を注ぐ必要がある。

　教職員を対象とした研修を
実施し，教職員が積極的にICT
を活用できる環境を整える。

　教職員全体が学校のIT機器
の理解を深めるためには，各
学校でICTリーダーとなれる人
材の育成が必要である。

BＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

72.7

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。
　鹿行地域では，いち早くタブレット型端末を導入（モデル校６校１９６台）し，校内どこでも使用できる環境を整備したことに伴い，子どもたちの学習
意欲が高まった。また，平成24年度の中学校校務用PC整備（130台）に続き，平成25年度は小学校の校務用パソコンを220台整備したことで，教職員の
負担が減り，子どもたちと向き合う時間が増えた。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。
　子どもたちの反応を把握し，より楽しく，わかりやすい授業を継続的に展開していく。そのための教職員に対するサポート体制の充実を図る。また，無
線LANにおける接続障害に対するための対策（アクセスポイントの増設等）を図る。
　情報化社会の動向を常に注視し，時代の変化に合わせた環境の整備（ソフトの更新など）を図っていきたい。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性

　パソコン教室のパソコン賃
貸借更新に伴い，モデル校6校
にタブレット型端末を整備
し，急速に進展する情報化社
会に対応できるよう子どもた
ちの情報活用能力を育成す
る。

　情報活用能力を育成するた
めには，子どもたちにICT機器
を活用した授業の理解を深め
る必要がある。そのためには
より楽しみながらわかりやす
い授業をする必要がある。

　タブレット型端末を整備
（６校196台）したことで，
子どもたちにとってICT機器が
より身近なものとなった。
[目標達成度]
　子どもたちが意欲的に授業
に取り組む姿が見られた

　教室外に持ち運べることで，教職員は
教える方法のバリエーションが増えた。
それに伴い子どもたちも授業に対する興
味が増し，好奇心を刺激する授業が出来
ている。ソフトは小学生向け学習・授業
支援ソフトのジャストスマイルを導入
し，体育や理科での写真・動画や国語の
漢字の学習ドリルなどを活用している。

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価 ICT教育の充実

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



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。

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 7

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　教育基本法第２条第５号の規定により，伝統と文化を尊重し，それらを育んで
きた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄
与する態度を養うこととしている。茨城県では，「いばらきっ子郷土検定」事業
を，県内中学２年生を対象に実施した。鹿嶋市においても，市内中学校で一斉に
行い，代表校として鹿野中学校が県大会に出場した。

根拠法令 教育基本法　教育の目標（２条）

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

4 4
その他職員 3 3 3 3 3 3

従事
職員数

正規職員 4 4 4 4
　一般財源 6,243 8,539 6,894 6,894 6,894 6,894
　その他(参加者負担金)

6,894

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 6,243 8,539 6,894 6,894 6,894

6いばらきっ子郷土検定事業 0 6 6 6 6

466
6,044ミニ博物館管理運営業務委託 6,027 6,101 6,044 6,044 6,044

展示替業務委託 0 466 466 466 466

80
塚原卜伝紙芝居制作事業 0 1,750 0 0 0 0

298 298 298 298
鹿島の民話語り，市民音頭普及事業 80 80 80 80 80

２８年度 ２９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
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

鹿嶋子ども歴史探検隊，ふれてみよう世界の文化事業 136 136

対象及び規模
対象 市民 規模

予算科目コード 会計 事業名 文化事業

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。
・史跡巡りで歴史にふれ，知識を見に付ける。また，外国人からその国の言葉や文化を学ぶ。
・語り部の会による出前講座の実施と舞踊連盟による祭り等での普及活動の実施
・塚原卜伝紙芝居の完成
・郷土検定の問題作成

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　郷土に残る伝統文化や行事に触れる機会として様々な事業を展開し，伝統文化の保存と
継承につなげ，さらには新しい文化の形成や豊かな人間関係を構築する。

体系項目 (1) 郷土理解教育の推進

個別施策
①
②

地域資源や地域人材の活用
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

主要事業名 鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発言
作　成　日 H26.6.24

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



「（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

15

【比率： 15 ％】 Ａ Ａ Ａ

15

【比率： 15 ％】 Ａ Ａ Ａ

20

【比率： 20 ％】 Ａ Ａ Ａ

11

【比率： 15 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

30

【比率： 30 ％】 Ａ Ａ Ａ

5

【比率： 5 ％】 Ａ Ａ Ａ
 

４　自己評価結果（Action）

　市町村大会を開催し鹿野中学校が代表
校として県大会に出場した。
[目標達成度]
　郷土への関心が深まる機会となった。

①文化体験事業（鹿嶋こども
歴史探検隊とふれてみよう世
界の文化事業）の実施

②鹿嶋の民話・市民音頭の普
及

③塚原ト伝紙芝居の制作

④はまなす郷土資料館及びど
きどきセンターの展示活発化

⑤ミニ博物館ココシカの健全
運営

⑥普及と発信のための参加し
やすいイベント開催

評価：

評価：

○語り部出前講座実施回数前年度
比同数開催（前年度３8回）
　地域の歴史や風俗などの保存継
承を図る。
○市民音頭普及回数年3回開催
　郷土愛や地域連帯感の醸成を図
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：合計点数が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：

いばらきっ子郷土検定事業（市大
会の実施）
　子どもたちに歴史や文化に触れ
る機会を提供し，郷土理解を深め
る。

　子どもたちは、急激な社会構造
の変化とともに，地域との関わり
や地元への愛着心が希薄化する傾
向にあり，郷土を知り関心をもつ
機会が必要である。

　歴史や文化に触れる機会を提
供することができた。

　市問題の作成（50問）につい
て，鹿嶋市の歴史や文化に深く興
味を抱くような問題作成に努め
た。

　県の事業と連携した展示や，祭りで
使用される衣装を実際に着用できる場
を設けるなど，効果的に鹿嶋の歴史や
文化に触れられる内容にした。

個別事業実績評価点：
[課題]
　パネルによる文字解説中心の展示
は内容が難しいという意見もあり，
より分かりやすい展示内容を考えて
いく必要がある。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]
　次年度に向けた問題の作成。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

・ミニ博物館の運営とテーマ別の
展示の開催
・企画展の開催や展示内容の充実
　鹿嶋を訪れる観光客や市民に対
し，鹿嶋の歴史文化を周知する。

　鹿島神宮の参道という立地
を活かし，鹿嶋を訪れる観光
客や市民に対し，鹿嶋の歴史
文化を周知するため企画展示
等を実施する必要がある。

　企画展「鹿島神郡」，「祭頭
祭」実施。
[目標達成度]
　企画展示の開催や常設展示と書
架の充実

　鹿島神宮の参道という利便性
もあり，観光客や市民が鹿嶋の
歴史文化について学ぶ一つの拠
点となった。

・どきどきセンターでの企画展の
開催
・はまなす郷土資料館の展示内容
の更新
　企画展示等を実施し，市民が歴
史文化を学ぶ機会を提供する。

　博物館等の学習施設・社会
教育施設の代替として，鹿嶋
の歴史や文化を学ぶための場
として必要である。

　市民への啓発活動として鹿嶋の歴史文
化の周知を，企画展示等を通して実施。
[目標達成度]
企画展「鹿島神郡」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）

　鹿嶋の歴史文化を学ぶ拠点と
して，企画展示等を実施し，市
民が歴史文化に触れる機会を提
供できた。

　実際に調査で発掘された実物の資料
や写真を使い，見て分かりやすい展示
を行った。また，市内を巡回展示し，
市民が見学できる機会を多くした。

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]
　どきどきセンターの場所は交通の
便が悪く，訪問者が少ない。はまな
す郷土資料館は展示資料が古く，内
容の大きな更新が必要である。

・子ども達に分かりやすい紙芝居にす
るため，専門部による協議を重ねた。
・紙芝居の規格をＢ４サイズからＡ３
サイズに変更し見やすいものとした。

個別事業実績評価点：　表紙絵１枚と本文絵１５枚の紙
芝居が完成。
[目標達成度]
・印刷部数を100部から200部に
増刷し，市内幼稚園・保育園・小
学校・図書館や公民館へ配布。

○地域の歴史や風俗などこれらの
文化を子々孫々に伝えていくこと
は，今に生きる私たちの責務であ
る。これらを保存継承する必要が
ある。
○子どもから高齢者まで誰もが親
しむことにより，郷土愛や地域連
帯感が生まれ，市民社会の活力を
与えるために必要である。

○語り部講座は45回開催
○3回の普及活動
[目標達成度]
○学校や幼稚園でも普及活動を行い郷土
理解，郷土愛，郷土への誇りを醸成し
た。
○郷土愛や地域連帯感が生まれ，市民社
会の創造につなげることができた。

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：

　子ども達に郷土への誇りと愛
着を深める機会の提供ができ
た。

○市内の史跡巡りや本市に関連の
深い地域の史跡を巡り，歴史と文
化に対する興味を持ち，楽しく学
べるよう努めた。
○関係者の連携を密にし，事前協
議に努め，興味深いプログラムの
作成に努めた。

○多くの市民（子ども達）が方言に
よる鹿嶋の民話を聴き，鹿嶋に伝わ
る言い伝えや方言にふれる機会を得
た。
○子どもから高齢者まで誰もが踊り
を通して親しみ，交流することがで
きた。

○語り部の会との連携を密にして，Ｆ
Ｍラジオでの啓発活動にも取り組んで
きた。語り部養成講座を6回行い語り
部の育成にも努めた
○市内の史跡巡りや本市に関連の深い
地域の史跡を巡り，歴史と文化に対す
る興味を持ち，楽しく学べるよう努め
た。

[課題]
普及活動の充実
・読み聞かせ会
・ＦＭラジオでの啓発
・活用調査等の実施施策の有効性評価：

[課題]
○語り部として若手の育成が今
後の課題である。引き続き養成
講座の取組に努めていく。

工夫・改善取組評価：

○参加者の中には，リピーターはい
るが，参加人数でいうと増えない状
況がある。開催時期やプログラムの
更なる検討に努め，参加者の拡大を
図る。
○３・４年生を対象として行ってい
るが，参加者の中には来年も参加し
たいとの意見が出された。年齢拡大
も視野に入れ検討する。

　鹿嶋市の持つ貴重な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ためこれらの事業は継続していきたい。

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。

・様々な事業への参加者拡大を図るためのさらなる工夫が必要である。
・民話や紙芝居の普及活動を進めるうえで，語り手の育成が重要な課題である。

・塚原卜伝紙芝居制作実行委員会
の開催（４回）
・専門部合同会議（原画制作部・
語り制作部）３回
・紙芝居１００部印刷
　郷土への誇り，愛着を深め，文
化や歴史を後世に伝える。

　紙芝居を通して鹿嶋の偉人
「塚原卜伝」を市民、特に子
ども達に伝えることにより，
郷土への誇り，郷土への愛着
を深めていくことが必要であ
る。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

95.5

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。
　郷土に残る伝統文化や行事は，そこに生活する人々にとって，新しい文化の形成や豊かな人間関係を構築するうえで重要である。そのため，鹿嶋市の伝統文化に触れる機会
として，様々な事業による普及活動を実施した。更に，今年度は，鹿嶋の偉人である「塚原卜伝」を市民，特に子ども達に伝えることにより，郷土への誇り，愛着を深めると
ともに，次代に語り伝える後継者育成のため「塚原卜伝紙芝居」を制作した。また，市施設での企画展等により，市民をはじめ鹿嶋市を訪れる人々へ鹿嶋の歴史文化に触れる
機会を提供した。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

・事業別の課題を検証し，参加者拡大のための方策を検討する。
・語り部の養成講座を開催する。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
○鹿嶋こども歴史探検隊
　史蹟を巡り歴史に触れ知識を身
に付けることにより，鹿嶋市を理
解し，郷土に愛着を持ち，郷土の
歴史や文化を次代に継承する人材
育成を図る。
○ふれてみよう世界の文化
　外国人講師と触れ合うことによ
り，コミュニケーション能力を培
う。

○子ども達が鹿嶋市を理解
し，郷土に愛着を持ち，郷土
の歴史や文化を次代に継承し
ていく必要がある。
○コミュニケーション能力を
培い，国際化時代に対応でき
る人材の育成を図る必要があ
る。

○小学４・５・６年生11人参加，6回実
施。昨年度に引き続き参加した児童4
人。
○小学３・４年生１７人参加，5回実
施。
[目標達成度]
○アンケート実施（楽しかった・歴史に
興味を持った⇒共に100％）
○５か国の講師からその国の言葉や食文
化について学んだ。

○歴史に興味を持ち次代に継承
する人材育成が図られた。
○それぞれの国の文化を知り，
日本との違いを学び，国際社会
に対応できる人材育成が図られ
た。

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価 鹿嶋市の歴史・文化・伝統の普及と発言

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



事業の対象とその規模（数値）を記入してください。
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○
○

事業を取り巻く環境について記入してください。
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年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　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，
昨年度は高等学校におけるオールイングリッシュの指導がスタートし，今後は中学校にお
いてもオールイングリッシュでの指導が求められるようになる。市において実践している
この小学校６年間の英語活動の時間及び中学校３年間の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，今では殆どの自治体が英語指導助手による英
語教育を取り入れている。

根拠法令

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 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055
　その他(参加者負担金)

100,055

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

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

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

英語ｺﾝｻﾙ業務委託（小学校） 15,506 15,506 15,506 15,506 15,506

10,036
546　　　研修費 546 546 546 546 546

　　　運営費 10,036 10,036 10,036 10,036 10,036

47,553
　　　諸経費 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089

63,224 63,224 63,224 63,224
　うち人件費 47,553 47,553 47,553 47,553 47,553

２８年度 ２９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
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

指導業務委託（小学校） 63,224 63,224

対象及び規模
対象 小学生及び中学生 規模

予算科目コード 会計 事業名 英語指導事業経費

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。
・小学校全校への外国人講師（ＮＬＴ），中学校全校への英語指導助手（ＡＬＴ）の配置
・小学校英語活動カリキュラムとコミュニケーション英語カリキュラムの実施
・英語科教員研修会及び訪問指導の充実

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　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，日常生活で自らすす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。

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

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

主要事業名 英語教育の充実
作　成　日 H26.6.30

担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課



「（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

18

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ａ

18

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ａ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｃ Ａ

16

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ａ

16

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ａ
 

４　自己評価結果（Action）

①小学校全校に外国人講師
（ＮＬＴ），中学校全校に英
語指導助手（ＡＬＴ）を配置

②小学校全学年において市独
自の英語カリキュラムで英語
活動を実施

③中学校における英会話を中
心とした「コミュニケーショ
ン英語」カリキュラムの実施

④小中英語科担当者による英
語教育研修会の実施

⑤英語活動及びコミュニケー
ション英語における訪問指導
の実施

評価：

評価：

　質の高い英語カリキュラム
を小学校全学年に導入し，英
語活動を実施する。

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

　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：

[課題]
　訪問指導の内容及び全体会の
工夫・改善

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：

　全小中学校とも年間2回，
英語活動及びコミュニケー
ション英語における訪問指導
を実施する。

　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。

　全小中学校へ年間２回ずつ
訪問（合計　小学校２４回
中学校１０回）
[目標達成度]
　計画通り実施

　英語活動及びコミュニケー
ション英語の指導の質の向上

　指導力向上のための小中英
語科担当者による英語教育研
修会を年間11回実施する。

　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，指導
力向上研修会，コミュニケー
ション英語推進協議会他　合
計１１回の研修会の実施
[目標達成度]
　計画通り実施

・小中連携を意識した指導の充
実
・効果的な英語科指導法の研修
を生かした授業改善

　教員研修会を計画的に実施する
とともに，本市の課題に対する具
体的な指導方法について研修でき
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]
　英語教育研究部との連携を
図った研修会の充実

　ＡＬＴの指導力向上を図るため
の研修会を実施し，授業の質の向
上を図った。

個別事業実績評価点：　市内全中学校におけるコ
ミュニケーション英語カリ
キュラムの作成及び実施
[目標達成度]
　全中学校実施

　英語教育の質の保障を図る
ためには，より効果的なカリ
キュラムを導入し，市内全小
学校で実施する必要がある。

　市独自のカリキュラムによ
る指導の完全実施

[目標達成度]
　カリキュラム通り全校実施

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：

・中学校3年生において英検3
級レベルが約3割
・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。

　児童生徒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。

・英語を話すことは楽しいと感
じる児童の割合　83％（前年
度より2％増）
・児童英検83.6％（全国の教
育課程特例校等の平均より高い
結果）

　円滑にカリキュラムが進められ
ているかどうか，各校の進捗状況
を確かめながら進めた。

[課題]
　英語科の年間指導計画との関
連を図るためのカリキュラムの
見直し

施策の有効性評価：

[課題]
　児童の実態や興味・関心に合
わせたカリキュラムの改善

工夫・改善取組評価：

[課題]
　外国人講師の指導力向上

　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。

　中学校における英語科指導の質の向上及び４技能を総合的に育成する指導の工夫改善。2020年に向け文部科学省が打ち出した英語教育の方向性と本市
の英語教育計画のすり合わせ。

　小学校で培った英語コミュ
ニケーション能力をさらに伸
ばすために，市内全中学校に
おいて週1時間英会話を中心
とした「コミュニケ－ション
英語」を実施する。

　小学校で培った英語コミュ
ニケーション能力をさらに伸
ばすためには，中学校におい
ても英会話を中心とした活動
を意図的に行う必要がある。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

82.2

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。
　2020年に向け文部科学省が英語教育の方向性を打ち出す等，「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将来的にも必要不可欠である。
小学校においては，質の高い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について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　中学校において，４技能を総合的に育成する指導の改善・充実を図るための，現行の「コミュニケーション英語」のカリキュラム及び指導法についての
見直しを今年度中に行う。２０２０年に向けた文部科学省の方向性を考慮した本市の新しい英語教育計画を今年度中に策定する。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　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
ため，市内全小中学校へＮＬ
Ｔ・ＡＬＴを配置する。

　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ＮＬ
Ｔ・ＡＬＴの配置

[目標達成度]
　計画通り全校配置

・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
９３％（昨年度より１％増）
・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

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価 英語教育の充実

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



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 ０２

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

主要事業名 中学生国際交流事業
作　成　日 H26.6.24

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 ② 異文化理解と交流活動の充実

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　将来の鹿嶋市を担う中学生が，小・中学校で学んできた英語を実践しながら，韓国やカ
ナダでホームステイ等を経験することで，日本や鹿嶋の風土，歴史，文化などを再認識
し，それらの違がわかり，かつ相手を理解することができる国際人としての感覚を養うこ
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。
・施策進捗の管理
・派遣先の行程及びホストファミリーの選定
・語学習得のための補助（研修等）
・事業の周知と記録

対象及び規模
対象 市内中学２・３年生及び保護者 規模 約1,200人

予算科目コード 会計 事業名 中学生国際交流事業

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

旅費 141 206

２８年度 ２９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）

321 254 254 254
使用料及び賃借料 18 16 0 0 0 0
負担金，補助及び交付金 3,949 9,386 9,530 9,530 9,530 9,530

9,784

　地方債

合　計 4,108 9,608 9,851 9,784 9,784

財
源
内
訳

　国県支出金

1,830 1,900 1,900 1,900 1,900
　一般財源 4,108 9,608 9,851 9,784 9,784 9,784
　その他(参加者負担金) 700

従事
職員数

正規職員 ２ ２ ２ ２

市民サービス

２ ２
その他職員 ０ ０ ０ ０ ０ ０

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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 9

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　鹿嶋市の中学生国際交流事業は，平成１６年度より開始し，今回で１０回目の
開催となる。
　これまで，オーストラリア（カラウンドラ市）・中国（塩城市）・韓国（西帰
浦市）と交流を行ってきたが，平成２５年度から新たにカナダ（ニューウエスト
ミンスター市近郊）への中学生派遣を実施した。
　また韓国西帰浦市とは，平成２５年度で姉妹都市締結１０年を数え，その間中
学生のホームステイ相互交流を６回実施している。
　中学生という年代で海外に出るということは，貴重な経験であり，学校及び保
護者からも事業の継続が望まれている。

根拠法令

事業の性質



「（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

10

【比率： 10 ％】 Ａ Ａ Ａ

32

【比率： 35 ％】 Ｂ Ａ Ａ

32

【比率： 35 ％】 Ｂ Ａ Ａ

8.2

【比率： 10 ％】 Ｂ Ａ Ｂ
 

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 中学生国際交流事業

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
　市内６中学校から７人，鹿
嶋市国際協力協会から１人，
教育委員会から１人の計９人
の委員を選出し，西帰浦市交
流団受入までに３回，会議を
実施し，情報の共有化を図
る。

　事業行程に対する意見，事
業に参加する中学生の選出な
どを多数の視点から適切に行
う必要があり，各学校から選
出された委員の意見が必要で
ある。

　予定通り年3回の開催に全
出席予定者が集まり，議論及
び情報共有した。
[目標達成度]
　当初の予定通り会議を実施
した。

　各学校から選出された委員が
いることで，円滑に事業を実施
することが出来た。

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。

　平成２５年度から中学校３年生のカナダ派遣事業が開始され，中学生の国際交流事業は韓国とカナダの二カ国となった。参加生徒は韓国・西帰浦市が中学２年生１８人，カ
ナダが中学３年生１２人であった。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。
　事業を周知し，今後も継続するためには，事業の目的・主旨を次の世代に伝えることが必要と考えます。報告書や，FMかしまでも参加生徒の声を伝えているが，事業へ関
心を持つ中学生の裾野が広がっていくように，周知を改善していく。また，事業に参加しなかった大多数の生徒が無関係にならないように，報告会等を通じて貴重な体験談を
共有するようにする（鹿島中実施）。

　海外の都市との相互交流を実施している自治体は県内でも少ない。また，学んできた英語を活かせる貴重な機会である。

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。
　韓国・西帰浦市とは平成２５年度で姉妹都市締結１０周年を数え，交流事業は新型インフルエンザの影響で中止となった平成２１年度を除いて，平成１６年度から毎年行
い，参加定数以上の応募者があった。しかし，平成２５年度は事業開始以来初めての定数割れとなった。国家間の関係悪化が原因の全てではないが，民間の交流に影響がでな
いように，事業の目的・主旨を保護者及び生徒に伝え，課題の解決を図る必要がある。

　市内に住所がある中学２年
生を対象に，３泊４日の日程
でホームステイを含む，受入
と派遣の相互交流を実施し，
国際人としての感覚を養う。
・定員２０名

　日本や鹿嶋の風土，歴史，
文化などを再認識するのに
は，地元及び異国両方での国
際交流は効果的である。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

90.1

　受入時には，生徒だけでな
く，保護者の積極的な協力が見
られ，親子間で国際交流を考え
るきっかけとなった。また，韓
国の参加生徒は英語が堪能な生
徒が参加しているため，日本の
生徒は英語の重要性に改めて気
づくきかっけとなった。

　会議以外でも，委員の先生との
連絡を密に取り，円滑に事業を実
施できるようにした。

　リーダー，サブリーダーを中
心に学生間で連帯感が生まれ
た。また，研修を通じて，語学
に更なる興味を持ち，現地でも
積極的にスピーキングする様子
が見られた。

・韓国語の語学研修では，西帰浦
市へ派遣していた職員が講師を担
当し，経験を活かすことが出来
た。
・英語の語学研修では，カナダ人
講師を招き，出発前にネイティブ
の感覚を身に付けさせた。

[課題]
　参加者数の定数確保。参加定
数20名に対し，18名の応募
だった。参加校にバラツキが見
られ，高松中・平井中は参加者
がいなかった。

施策の有効性評価：

[課題]
　研修会の日程調整について，
生徒が所属している部活動に
よっては，大会や練習と重なる
ので配慮が必要である。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　3回の会議はすべて，カナ
ダ・韓国派遣前なので，事業終
了後の総括をする機会があって
も良い。

　事前に訪問国の文化や言語
を学習することは当然必要で
ある。また，事前研修を通し
て，学校及び鹿嶋市の代表と
しての自覚を持たせる必要が
ある。

　当初の予定回数の研修に加
え，カナダ派遣生徒と韓国派
遣生徒を集め，合同研修会を
12月に実施した。
[目標達成度]
　当初の予定にプラスして合
同の事後研修を実施した。

工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

評価：

　派遣事業終了後に保護者アン
ケートを実施した。「独立心が芽
生えた」など，概ね好意的な意見
をいただいた。次年度事業へ活か
すため，現地学生との交流時間の
確保など反省点をまとめ，課題を
整理した。

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]
　申込者多数の場合の参加生徒
の選抜方法の工夫が必要となっ
ている。

　毎年，西帰浦市派遣時には，歓
迎の御礼として参加生徒による
「歌のプレゼント」を行ってい
る。いつもは日本語で歌っていた
が，今回は初の試みとして，日本
の歌を韓国語で歌った。現地関係
者から絶賛され，生徒達もより韓
国語に興味を持つことが出来た。

個別事業実績評価点：　6月15～18日に受入実
施。10月25日～28日に派遣
実施。
　参加者１８名
[目標達成度]
　当初の予定通り事業を実施
した。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　事業参加生徒及び引率者の
感想をまとめた報告書を作成
し，３月末日までに関係者に
配付することで，記録を残す
と共に，事業の周知を図る。

　中学生のうちから海外で
ホームステイを経験するとい
うことは，貴重な経験であ
る。それを記録として残すこ
とで，本人だけに留まらず，
次の世代に繋げることが出来
る。

　予定通り3月末までに報告
書を作成し関係者に配付し
た。
[目標達成度]
　遅滞無く作成・配付を行っ
た。

　報告書を作成することで，目
に映る記録として残すことがで
き，次年度への事業の周知に繋
がった。

　市内に住所がある中学３年
生を対象に９泊１１日の日程
でホームステイを実施し，国
際人としての感覚を養う。
・定員１２名

　一定期間，異国でのホーム
ステイを経験することは，国
際感覚を育むことに繋がる。

　8月1日～11日に派遣実
施。生徒達は各家庭に9日間
ホームステイをした。
　参加者１２名
[目標達成度]
　当初の予定通り事業を実施
した。

　ホームステイ9泊は生徒達に
とって貴重な体験となった。出
発前は自身の英語力に自信を
持っていた生徒も，自分なりの
課題がたくさん見つかり，より
勉学に励むきっかけとなった。

　参加生徒及び関係者に配付した
他，図書館や公民館にも設置し，
事業の周知を行った。

個別事業実績評価点：

[課題]
　卒業式までに配付出来なかっ
たので，早期に作成に取り掛か
る必要がある。

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。

Ａ：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

①国際交流事業実行委員会を
組織（年３回の会議開催）

②参加生徒に事前研修会の実
施

③姉妹都市韓国西帰浦市との
相互交流事業の実施

④カナダバンクーバーへの派
遣事業の実施

⑤報告書の作成

評価：

評価：

・カナダ…派遣前２回，派遣
後１回の語学研修等実施
・韓国…受入前１回，派遣前
４回の語学研修等実施
事前研修により，訪問国の文
化や言語を学び，参加者間の
交流を図る。



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。

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 H26.6.24

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）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　日常生活における利便性向上での運動不足解消，高齢化社会の進展等による生涯健康へ
の実現，人間関係の希薄化が危惧される地域コミュニティの充実対策等，スポーツの持つ
多様性を生かし，まちの活性化を図る。

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。
・各大会の開催支援
・スポーツ団体の支援
・健康づくりスポーツの支援
・スポーツ大会誘致及びスポーツ情報発信の推進

対象及び規模
対象 市民全般 規模

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
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

卜伝武道大会委託 900 900

２８年度 ２９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）

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 1,800
駅伝大会 1,300 3,194 3,249 3,249 3,249 3,249
健康づくりスポーツ教室委託 150 150 150 150 150
ビーチサッカー大会委託 550 550 4,296 3,500 3,500

192 192 192 192 192

150
3,500

9,791

192スポーツナビ更新・作成委託

　地方債

合　計 4,892 6,786 10,587 9,791 9,791

財
源
内
訳

　国県支出金 3,045 2,100 2,100 2,100

　一般財源 4,892 6,786 7,542 7,691 7,691 7,691
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 ４ ５ ５ ５

市民サービス

５ ５
その他職員 ２ ２ ３ ３ ３ ３

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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 10

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　国はスポーツ基本計画を作成し，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％以上になるよう目標を定め
た。

根拠法令 　スポーツ基本法

事業の性質



「（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： 15 ％】 Ａ Ａ Ｂ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

7

【比率： 10 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ
 

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 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

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

個別事業実績評価点：

[課題]
　商工観光サイドとの連携及び
大会誘致に際しての情報収集。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　平成24年度から組織の設置につ
いてＷＴを結成し，設置方針等の
検討をしてきたが，課題が多く平
成25年度に持ち越した。そのため
H25年度も方針作成に重点を置き
作成した。
[目標達成度]
　設置方針策定。

　設置方針をつくるにあたって
本市のスポーツ資源の優位性が
再確認でき、スポーツでのまち
おこしの可能性が広がった。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
・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（年
１回）
以上の大会の開催により，多
くの参加者が本市を訪れ，本
市の知名度を上げる。

 　鹿島アントラーズのホーム
タウン，剣聖塚原卜伝生誕の
地という鹿嶋市の特色，優位
性を生かした「まちづくり」
が求められている。

　サッカー，武道大会とも多
くの参加者が集まり，開催す
ることが出来た。
[目標達成度]
　サッカー大会，武道大会
（剣道，柔道）を開催。多く
の参加があり，本市をＰＲ出
来た。

　鹿嶋市のシンボルスポーツ大
会を開催することにより，本市
とシンボルスポーツの関係性に
興味が注がれ，本市の知名度も
上がり，今後の大会への参加，
そして観光へと発展する可能性
が出ている。

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。

　2020年に五輪，2019年に茨城国体とスポーツを取り巻く環境は追い風にある。スポーツに対する関心が高まっている中，鹿嶋市においても，スポー
ツ人口が徐々にではあるが増加している。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策
課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　スポーツコンベンション推進委員会の設置（Ｈ２６），スポーツ施設整備計画の策定（Ｈ２７）

　スポーツには健康増進等，様々な効果があり，今後もニーズが高いと考えられるため。

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。

　スポーツ大会開催・誘致等推進組織の設置，スポーツ施設の老朽化等に対応した施設整備。

　アマチュアスポーツ団体等
が健康づくり，競技力の向上
のため各種大会，イベント
等，継続的に開催するために
は，経済的な支援が必要であ
る。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

89.7

　スポーツ団体へ運営補助金を
交付することにより，各団体の
経済的負担が軽減された。

個別事業実績評価点：

[課題]
　地区別で活動回数にひらきが
出ている。

　より効果的にまちの活性化
を目指すためには，スポーツ
関係団体だけでなく，商工観
光団体と密に連携を図る必要
がある。

　各大会の開催計画については実
行委員会組織を立ち上げ，その委
員にはスポーツ関係者だけでな
く，経済効果も上げる工夫をする
ため，商工観光，旅館業組合関係
者なども参加いただき，連携を取
り行った。

　駅伝については２００チーム
を越えるなど，市内外からの大
勢の参加者間のスポーツ交流が
図られ，本市のＰＲも出来た。

　この大会はスポーツ交流も目的
に行われている大会で，運営を市
民ボランティアや参加チームから
の協力で行われており，競技者，
支援者で一体感のある大会になっ
ている。

[課題]
　スポーツ団体の指導者の育
成。

施策の有効性評価：

[課題]
・駅伝大会等，多数の人が集ま
るので鹿嶋市の「おもてなし」
をどう表現するか検討する。
・スポーツ施設等の老朽化等に
対応した施設整備。

　設置方針を作成するにあたっ
て，商工観光団体への聞き取り等
も行い，本市の観光等の状況が分
かった。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　サッカーフェスティバルの参
加チームは，高校生の部では全
国からの参加であるが，少年等
は市内近隣の参加が多いので，
全国からの参加を呼びかける。

　スポーツ団体への支援として，
スポーツ施設使用への減免を行っ
た。

個別事業実績評価点：

　総合計画の目標である「ス
ポーツ先進の鹿嶋」を推進す
るためには，全国規模等の大
会を開催し，市内外へＰＲ活
動をする必要がある。

　駅伝大会，ビーチサッカー
大会は，例年以上の参加者で
開催することが出来た。
[目標達成度]
　駅伝大会，ビーチサッカー
大会へ昨年以上の参加があ
り，本市のＰＲが出来た。

工夫・改善取組評価：

　２団体へ運営補助金を交付
し，運営の支援が出来た。
[目標達成度]
　補助金交付により，各団体
の円滑な運営が推進された。

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： 工夫・改善取組評価：

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　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。

　地区住民の健康意識向上や
スポーツ実施率向上のため
に，スポーツに取り組む機会
を身近に感じてもらうために
は，身近な地区まちづくりセ
ンターを拠点とした事業を行
う必要がある。

　地区まちづくりセンターを
拠点とした活動支援をほぼ予
定通り出来た。
[目標達成度]
　１０地区まちづくりセン
ター全体で４８回実施（１地
区平均4.8回）。

　地区まちづくりセンターを拠
点に健康スポーツ等事業を行っ
たことにより，身近で参加しや
すいことから安心感が広がり，
スポーツ実施率が向上した。

評価：

　スポーツ活動リーダーであるス
ポーツ推進委員の連絡協議会で，
地区の状況について情報交換し，
地区活動の研究を行った。

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

・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）
以上の大会を開催により，市
民をはじめ参加者間のスポー
ツ交流を図る。

①シンボルスポーツの推進

②広域的大会の開催

③スポーツ団体の支援

④地区まちづくりセンターで
の健康スポーツ教室の実施

⑤スポーツコンベンション
ビューローの設置

　スポーツの活用でまちの活
性化につなげていくため，組
織作りの第1段階として設置
方針を作成する。

・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
以上の補助金を交付すること
により，各団体の円滑な運営
を支援する。



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 04

○

○

事業を取り巻く環境について記入してください。

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 11

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　市民協働のまちづくり活動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
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

7 7
その他職員 3 3 3 3 4 4

従事
職員数

正規職員 7 7 7 7
　一般財源 11,580 11,580 11,534 12,024 12,024 12,024
　その他(参加者負担金)

12,024

財
源
内
訳

　国県支出金
　地方債

合　計 11,580 11,580 11,534 12,024 12,024

264
70市民ギャラリー企画展 80 80 70 70 70

芸術祭 300 300 264 264 264

500
市美展委託事業 400 400 400 400 400 400

10,300 10,790 10,790 10,790
まち連協事業経費 500 500 500 500 500

２８年度 ２９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
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

まちづくり委員会委託事業 10,300 10,300

対象及び規模
対象 市民 規模 ６６，５１６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。
・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。
・まちづくり研修（委員，センター長，主事　等）の開催による人材育成。
・展覧会は市民による実行委員会を組織し運営する。
・市民による芸術文化活動の鹿嶋市文化協会等の活動支援，協力に努める。

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。
　市民協働のまちづくり活動を推進するため，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を開催し人材を
育成する。
　市民の芸術文化活動の振興を図るため，芸術祭，市美術展覧会等を開催し，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，指導者の発掘を図る。

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

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 H26.6.24

担
当

部　名 市民協働部
課　名 まちづくり市民センター



「（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： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

[目標達成度]

①各地区まちづくりセンター
での事業の実施

②芸術祭及び市美術展覧会の
開催

　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
の場を確保する。

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：

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：合計点数が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：

[目標達成度]

個別事業実績評価点：

[課題]

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：

　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
のためには，団体等の発表の
場を確保しながらその振興を
図る必要がある。

　美術展及び芸術祭を実行委
員会形式で開催する事によ
り，市民や関連団体との協働
による芸術活動の推進が図ら
れた。
[目標達成度]
・市美術展覧会開催（６日
間，９２２人来場）
・芸術祭開催（６日間，９６
１人来場）

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：

　まちづくり施策の立案や展開に
ついての手法を学ぶことは，さま
ざまな活動分野における参考とな
ると思われることから，市職員や
各種団体を含め広く参加を呼びか
け研修を実施した。

　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。

　前年度の反省点を参考に展示ス
ペースの改善を行った。また，実
行委員がレイアウトや飾り付けを
行うことで作業が短時間でスムー
ズに出来た。

[課題]
　少しずつ新しい人材が出てき
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，後継者の育成が必要であ
る。

[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。

・地域管理型に移行して１０年⇒公民館事業委託。地域住民のニーズに対応した事業が企画されており，利用者からは高い評価を
得ている。

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。

・趣味や教養の学級が中心の現在の取り組みから，今後のまちづくりセンターの有り方を含めた生活課題や地域課題にも目を向けた事業展開を検討し，そ
れを地域の連携強化，活性化にどのようにつなげていくか。
・文化協会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。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

91.0

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。

・市民の教養の向上，地区住民相互の交流による地域の連携が図られ，市の生涯学習の推進に寄与する事が出来た。また，地域の課題の一つとして，公民
館としての地域防災の取り組み方についての学習の場を提供できた。
・芸術祭や市美術展覧会を開催し，市美展では９２２人，芸術祭では９６１人の来場者があった。※開催日は両展とも６日間。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

・公民館活動について，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。
・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。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
・地区まちづくり委員会へ公
民館事業を委託し，委員会の
主体的な活動を推進する。
・まちづくり研修会及び館
長，主事研修を開催し，まち
づくり活動に携わる人材の資
質向上を図る。

　市民協働のまちづくり活動
を推進するためには，地区に
おけるまちづくり市民活動の
拠点施設において，市民主体
の活動を推進する必要があ
る。

　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
充が図られた。
[目標達成度]
・事業委託による委員会主体
のまちづくり活動推進
・研修会等開催による職員等
の資質向上

　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
た。また，地域の課題の一つと
して，公民館としての地域防災
の取り組み方についての学習の
場を提供できた。

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価 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

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



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25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 12

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　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。

平成２７

根拠法令 文化財保護法

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 昭和６１ 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

1 1
その他職員 2 3 3 3 3 3

従事
職員数

正規職員 2 1 1 1
　一般財源 5,263 7,996 5,044 12,336 30,336 10,336
　その他(参加者負担金)

18,336

財
源
内
訳

　国県支出金 15,084 24,208 12,261 2,000 28,000 8,000
58,336

基本設計策定

　地方債

合　計 20,347 32,204 17,305 14,336

10,000

1,904
基本計画策定 8,000
購入用地維持管理費 1,206 1,632 1,904 1,904 1,904
史跡整備検討委員会経費 286 312 432 432 432 432

14,969 0 16,000 16,000
物件等移転補償費 14,445 0

２８年度 ２９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
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

公有財産購入費 18,855 15,815

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

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・整備のために公有化
・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への位置づけ

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　神野向遺跡は奈良時代から平安時代の鹿島郡の郡役所跡であり，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，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歴
史公園，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。

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

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

主要事業名 神野向遺跡保存事業
作　成　日 H26.7.17

担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

実施設計策定 30,000

学術発掘調査 4,000



「（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

38

【比率： 60 ％】 Ｃ Ｂ Ｂ

28

【比率： 40 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

【比率： ％】
 

４　自己評価結果（Action）

①史跡の公有化

②史跡整備計画

評価：

　遺構の規模，歴史的役割に
ついて効果的な公開手法の考
察を行い，史跡整備基本計画
策定に繋げていく。
・年３回史跡整備検討委員会
を開催
・基本構想の策定
・整備計画についての意見交
換

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

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：

[目標達成度]

　神野向遺跡を保存・整備し
ていくためには，有識者の意
見などを取り入れながら，史
跡整備計画を策定していく必
要がある。

　史跡整備検討委員会議を開
催し，基本構想を策定した。
[目標達成度]
　会議を３回開催し，基本構
想の策定を完了する。

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：

　地権者の所へ足しげく通って公
有化の交渉をし，日程調整がつか
ない場合は，勤務時間外でも相手
の都合に合わせて対応した。

　基本構想策定により，史跡整
備の方向性が決定した。次なる
基本計画策定に向けて，各委員
会から様々な意見が出された。

　基本構想を策定するため史跡整
備検討委員会を開催し，実際に現
地へ赴くなどして提案された様々
な委員の意見をまとめ，基本構想
の策定を行った。

[課題]

施策の有効性評価：

[課題]
　基本計画策定はコンサルタン
トに委託し，史跡整備検討委員
の意見と合わせ，連携して計画
を策定していく必要がある。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　予定していた4筆のうち，２
筆の公有化が出来なかった。今
後は県や国と相談しながら，公
有化の方法を継続して模索して
いく。

　貴重な歴史遺産として国指定になっている神野向遺跡を残していくため，またそれを活用していくために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の公有化については，現在指定されている土地はもう少しで公有化が完了する見込みである。今後の課題としては，土地
の評価が安くなる一方であり，公有化に係る土地買収の交渉が困難になってきている。一方，当初指定外としていた地権者から，今後は史跡に指定して土
地等の買収を行って欲しいなどの要望が出てきているため，国や県との協議が必要となってる。

BＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

66.4

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。

　史跡の公有化を進めると同時に，基本計画のための前段階として基本構想を策定した。しかし，予定していた土地の約半分は公有化に至らなかった。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　土地等の買収については，国や県と随時調整しながら公有化に向けた方向で実施していく。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　公有化のための買収を促進
し，史跡整備の進捗を図る。
・指定面積：73,607㎡
・買収面積：3,420㎡：4筆
・その他物件移転補償
①H24年度繰越分
　・1,612㎡：1筆
   ・物件移転補償：立竹木
② H25年度分
　・1,808㎡：3筆

　神野向遺跡は日本の古代史
上貴重な遺跡として国史跡に
指定されている。史跡整備計
画に沿って，歴史公園として
整備していくためには，土地
の公有化が必要である。

・H24年度繰越分
　1,612㎡（1筆）は予定ど
　おり購入する。
・H25年度分
　3筆予定していたが，遺産
　分割協議後，了解が得らな
　かったことや契約単価の折
　り合いがつかないことなど
　から，2筆を一時断念する
　こととなる。
　1,808㎡（３筆）のうち，
　33㎡の公有化

[目標達成度]
・H24年度分
　1,612㎡（1筆）の公有化
　物件移転補償（立竹木）の
　移転
・H25年度分
　33㎡（1筆）の公有化

　一部については公有化を延期
せざる得ない結果となったが，
その他については土地の公有化
が着々と進み，史跡整備に向け
た準備が進捗した。

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価 神野向遺跡保存事業

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



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 目

〇
〇

事業を取り巻く環境について記入してください。

主要事業名 学校施設の改修と整備
作　成　日 H26.7.18

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 (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

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

・トイレの老朽化した給排水管や便器類を交換することにより，臭いやつまりを改善する。さらに，
床を乾式化（水洗いをしない）する事により，衛生的な環境を整備する。
・海抜が低く海岸線から100ｍ以内の位置にある平井小学校に，津波発生時に逃げ遅れた周辺住民
や児童等の一時的な避難場所として，校舎屋上へ避難するための外部階段を整備する。
・熱中症対策のため，各幼小中学校の普通教室（保育室）及び特別教室に扇風機を２台設置し，教育
環境の整備を図る。

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
・生徒の安全確保と工事期間中の安全管理の徹底

対象及び規模
対象 トイレ：小中15校／階段：平井小／扇風機：全小中幼 規模 対象校の幼児・児童・生徒及び教員，周辺住民

予算科目コード 会計 事業名 小・中大規模改造事業／幼稚園施設管理費

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

実施設計委託料 1,890 32,235

２８年度 ２９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）

18,956 10,000 10,000 10,000
工事監理業務委託料 0 14,206 7,938 20,000 20,000 20,000
大規模改造工事費 0 547,546 81,429 210,000 210,000 210,000
消耗品費 0 735 0 0 0 0

240,000

　地方債

合　計 1,890 594,722 108,323 240,000

144,000

240,000

財
源
内
訳

　国県支出金 1,260 174,918 28,078 80,000 80,000 80,000
630 350,670 72,220 144,000 144,000

　一般財源 0 69,134 8,025 16,000 16,000 16,000
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 １ １ １ １

市民サービス

１ １
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 平成24 年度から

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 13

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　文部科学省では平成27年度末までに学校施設の耐震化を完了することを目標と
しており，市では平成23年度にほぼ完了している状況である。しかし，建設後
30年以上経過している施設がほとんどであるため，老朽化対策としての全体的な
改修が必要であり，自然エネルギーを活用したエコ改修も含めた検討が必要であ
る。

平成25

根拠法令 　―

事業の性質



「（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

60

【比率： 60 ％】 Ａ Ａ Ａ

16

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ａ

12

【比率： 15 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

4

【比率： 5 ％】 Ｂ Ｂ Ａ
 

４　自己評価結果（Action）

個別事業実績評価点：

[課題]
　全国的には，3割程度の学校
でエアコンの導入がされてい
る。保健室等一部には整備済み
であるが，教室内の整備につい
ては，交付金を活用したエアコ
ン整備の検討も必要である。

評価： 施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

②小中学校大規模改造事業
　（扇風機の設置）

　全小中学校（小12校，中5
校）の普通教室及び特別教室
に２台づつ扇風機を設置し，
教育環境の整備を図る。

　児童・生徒の熱中症対策の
一環として，教育環境を整備
するため，扇風機設置が必要
である。
【工事費】
　小学校　20,773千円
　中学校　  9,849千円
　合計　　30,822千円

　1学期中に使用する事が出
来るよう契約を複数に分け，
各工事が同時期に進行出来る
よう考慮した。

[目標達成度]
　予定どおり執行できた。

　夏場の授業中の児童・生徒の
健康状態の維持及び教育環境の
整備が図られた。

・工程会議を毎週開催し，学校及
び請負業者との連絡を密にとり，
効率的な進行に努めた。
・普通教室から工事を進め，施工
完了した箇所はすぐに使用を開始
できるよう配慮した。

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価 学校施設の改修と整備

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

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　建設から30～40年経過している学校校舎や屋内運動場について，今後，国補助を活用しながら大規模改造工事を継続的に進める必要がある。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　小中学校全17校のうち，過
去の大規模改造事業で改修済
みの2校（豊津小・平井小）
を除く15校の校舎及び体育館
（中学校武道場を含む）のト
イレの洋式化及び床の乾式化
を行ない，衛生的な環境を整
備する。

　設備の老朽化によりトイレ
内に臭いが発生し，また排水
のつまりなども発生しきてい
るため，全体的な改修が必要
である。
【工事費他】
　小学校　258,453千円
　中学校　278,873千円
　合計　　537,326千円

　全体（15校）の工事期間を
短縮するため，契約を複数に
分け，同時期に工事が出来る
よう考慮した。また，トイレ
工事箇所を半分づつ2工程に
分け，片方を使用しながらの
工事とした。
[目標達成度]
　１５校の校舎及び体育館の
トイレの洋式化及び床の乾式
化完了。

　仮設トイレの設置が不要とな
り，工事費の削減ができ，児
童・生徒への影響（距離が遠く
なるなど）も少なくすることが
できた。
　設備の老朽化により改修が必
要であった15校のトイレ環境
が衛生的になった。

Ｃ：合計点数が６５点未満
92.1

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年度までに施設の耐震補強は完了しており，トイレの改修についても今年度実施したことで全校完了した。また，熱中症対策等のための幼稚園及
び小中学校への扇風機設置も全校完了した。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

工夫・改善取組評価：

[課題]
　トイレ以外の給排水設備に関
しても改修が必要である。内外
装の全体的な改修と合せて計画
的に進める必要がある。
　今回整備が完了した箇所につ
いても、引き続き不便な箇所が
出ていないか状況把握を行なう
事が重要である。

　どの施設も建設後30～40年経過しており全体的な老朽化対策が必要である。

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。

　今後の大規模改造工事（内外装全体的に行なう老朽化対策）の際の財源確保が重要である。

　休園している１園を除く5
園の保育室に2台づつ扇風機
を設置し，幼児の熱中症を予
防する。

　幼児の熱中症対策として，
扇風機設置が必要である。
【工事費】1,574千円

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　

　校舎屋上を一時避難場所と
して利用するためには，外部
階段の設置が必要である。
[工事費]
 工事請負費　    24,276千円
 工事管理委託料      924千円

　平井小学校外部階段設置工
事完了

[目標達成度]
　予定通り平成２５年度末ま
でに完了した。

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：

　工程会議を毎週開催し，学校及
び請負業者との連絡を密にとり，
効率的な進行に努めた結果，工事
箇所の割振りについて，学校・業
者の努力によりスムーズに進行で
きた。
校舎・体育館内だけでなく、屋外
トイレも改修したことにより、屋
外での活動の際にも快適な環境が
整えることができた。

　いつ発生するかわからない津
波に対して，高台に避難するこ
とが基本であるが，逃げ遅れた
場合の一時的な避難場所の確保
として，2重の対策を講じてお
くことができた。

　工程会議を毎週開催し，児童の
案全確保，授業への影響を考慮し
ながら進められた。

[課題]
　非常時に設備を支障なく活用
できるよう，防災部局とも連携
した維持管理等が必要である。

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：

　園と工事業者との連絡を密に
し，早期の完了に努めた。

個別事業実績評価点：　1学期中に使用する事が出
来るよう契約を複数に分け，
各工事が同時期に進行出来る
よう考慮した。
[目標達成度]
　予定どおり執行できた。

　保育中の生徒の健康状態の維
持が図られた。 [課題]

　全国的には，4割程度の施設でエ
アコンが導入されている。ホールに
は整備済みであるが，保育室内の整
備についは，交付金を活用したエア
コン整備の検討も必要である。

施策の有効性評価：

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。

Ａ：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

①小中学校大規模改造事業
　（トイレの洋式化）

③平井小学校外部階段設置事
業

④幼稚園保育室に扇風機の設
置

評価：

・地震による津波の発生に備
えて，逃げ遅れた周辺住民及
び児童等が校舎屋上に一時的
に避難するための外部階段を
設置する。
・鹿嶋市震災復興計画の津波
対策にも位置づけられている
事業であり，計画期間中であ
る平成25年度末までの完了を
目指す。



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。

主要事業名 社会教育施設の整備充実
作　成　日 H26.6.24

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) 教育施設の充実

個別施策 ④ 社会教育施設の整備充実

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　市民センター及び各地区公民館・コミュニティセンター・勤労文化会館の修繕・改修整
備を行い，広く地域の人々が安心して快適に使用できる魅力的なものとし，「市民協働に
よるまちづくり」を実践する市民活動の拠点施設とする。

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。
・過去の改修履歴の整理
・これまでに行った施設調査結果の整理
・施設の現状把握
・優先順位を的確に改修計画に反映

対象及び規模
対象 市民 規模

予算科目コード 会計 事業名

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

市民センター管理費（修繕費・工
事費） 7,482 3,611

２８年度 ２９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）

5,053 72,900 5,900 53,900

公民館施設管理費(修繕費・委託・
工事費・備品購入費） 20,235 20,634 7,539 20,300 23,300 19,000

文化会館管理費（委託・土地借上
料・工事・その他） 87,665 98,694 84,989 86,694 88,469 90,174

コミュニティセンター管理費（委
託費・工事費・その他） 5,108 6,739 3,536 4,602 11,602

高松公民館等整備事業（設計委託
費・工事費） 0 0 24,030 211,256 86,318

3,602

14,256

215,589

　地方債

合　計 120,490 129,678 125,147 395,752 180,932

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 120,490 129,678 125,147 395,752 215,589 180,932
　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 ３ ３ ３ ３ ３ ３

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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 14

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　活動の拠点となる，市民センターや地区公民館をはじめとする社会教育施設
は，多様な事業展開を図るため，更なる機能充実が求められる。

根拠法令

事業の性質



「（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

50

【比率： 50 ％】 Ａ Ａ Ａ

50

【比率： 50 ％】 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 社会教育施設の整備充実

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
・施設カルテを作成し計画的
な維持管理に努める。
・計画的な修繕改修に努め
る。
・予算執行率9５％以上を目
指す（市民センター，各地区
公民館，勤労文化会館，コ
ミュニティセンター）。

　多様な事業展開を図るた
め，市民が安全な施設で，安
心して利用できるよう計画的
に沿った施設修繕改修を行
い，更に機能充実を図る必要
がある。

　各施設の予算執行状況 及び契約
状況
・市民センター（執行率97％）
　修繕費１１件   　1,258,530円
　工事請負費1件 　2,352,000円
・各地区公民館（執行率99％）
　修繕費36件　 　 3,165,855円
　委託料1件　　　　 401,100円
　工事請負費29件14,786,205円
　備品購入費7件　 2,280,810円
・勤労文化会館（執行率99％）
　委託料2件　　 　5,250,000円
　指定管理料1件  54,913,000円
　工事請負費7件 　9,401,700円
　土地借上料8筆 27,520,000円
　備品購入費1件　 1,501,500円
・コミュニティセンター（執行率
97％）
　委託料5件　　　2,628,000円
　工事請負費6件　3,647,910円

[目標達成度]
　各施設に係る予算執行率はそれ
ぞれ95％を上回っている。計画通
りの執行ができた。

　施設の適正な維持管理のため
「施設カルテ」を作成した。改
修計画をたて市民が安心して利
用できる施設管理をするため有
効な資料である。

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。

　今年度計画した修繕・工事等はすべて完了した。また，これまで使用していた改修計画を見直し，引き続き適正な維持管理をするため，施設カルテを作
成した。新耐震基準以前の高松公民館及び高松緑地体育館は改築及び解体の方向性を見出した。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　各施設は経年劣化による老朽化が著しく，引き続き施設の改修を計画的に施す必要がある。

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。

　施設カルテは，修繕改修の履歴が記載されており，施設の現状を把握する上で有効な資料である。引き続き施設の情報を集め，優先順位を見極めながら
進める。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

100.0

　過去１０年間の改修履歴を調査
し施設の状況把握に努めた。

・高松公民館は，市民が安心し
て学べる学習活動の拠点施設と
して，また防災拠点施設として
有効な施設である。
・高松緑地体育館は，仮囲いを
施し，危険個所の回避を行いな
がら使用している。解体し，総
合的に運動施設のあり方を再検
討する。

・高松公民館については，多様な
学習展開を図るため機能の充実を
図る。
・高松緑地体育館については，解
体工事に向けた調整を図る。

[課題]
・高松公民館建設に向け，更に
市民との協議を継続していく。
・高松緑地体育館は，運動施設
全体の中でどうあるべきが再検
討する。

[課題]
　施設カルテには，修繕・改修
の履歴が記載されており，施設
の現状を把握する上で有効な資
料である。引き続き行っていく
修繕及び改修などの履歴を加除
修正していく。

　新耐震基準（昭和５６年）
以前の建物で老朽化が著しい
ことから，早急の対応が必要
である。

　両施設は，老朽化が著しい
ことから，建物基本調査を行
い方向性を検討した。高松公
民館は改築とし，高松緑地体
育館は解体し他の体育施設と
合わせ再検討することとし
た。

[目標達成度]
　新年度において高松公民館
の基本設計及び実施設計を実
施する。

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：

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：

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

①社会教育施設の改修計画・
整備方針の検討及び作成

②高松公民館及び高松緑地体
育館等の改修計画・整備方針
の検討

　計画的な改修計画を立て
る。
・高松公民館（昭和５４年竣
工）
・高松緑地体育館（昭和５０
年竣工）



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。

主要事業名 安全・安心な子育て環境の整備
作　成　日 H26.6.24

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 (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

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　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事業が平成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をつくり，下校時の安全確保，健康で心豊かな「鹿嶋っ子」を育成することを目
的に行う。
　青少年相談員（６２人）は，巡回や店舗訪問等の活動を実施し、青少年の非行防止や社会環境を整
備し，青少年の健全育成に努める。
※青少年相談員とは，教育委員会から委嘱される非常勤特別職です(任期は２年間，再任可)。

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。
・鹿嶋市放課後子どもプラン運営委員会を開催し，こども福祉課，生涯学習課の連携のもとプランの
・コーディネーター，教育活動推進員及び学校と連携し，事業内容，安全対策の検討
・青少年相談員研修会・夜間早朝活動・巡回活動の実施及び警察等の青少年関係機関との情報共有

対象及び規模
対象 市民 規模

予算科目コード 会計 事業名

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

放課後子ども教室（委託料） 6,354 10,341

２８年度 ２９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）

14,797 14,797 14,797 14,797
　　　〃　　　（報償 218 375 367 367 367 367
　　　〃　　（報酬・備品他） 76 1,433 494 494 494 494
青少年相談員（報酬） 2,561 2,391 2,571 2,571 2,571
　　〃　　（費用弁償） 564 526 566 566 566

77 51 54 54 54

2,571
566

18,849

54　　〃　　（負担金他）

　地方債

合　計 9,850 15,117 18,849 18,849 18,849

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 9,850 15,117 18,849 18,849 18,849 18,849
　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 ３ ３ ３ ３ ３ ３

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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 15

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２６年度から「放課後子どもプラン推進事業の国庫補助について及び放課
後子どもプラン推進事業の実施について」が廃止となり，茨城県の要綱も「茨城
県放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱」から「茨城県学校・家庭・地
域連携協力推進事業費補助金交付要綱」となる。

根拠法令

事業の性質



「（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

70

【比率： 70 ％】 Ａ Ａ Ａ

30

【比率： 30 ％】 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 安全・安心な子育て環境の整備

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
　放課後子ども教室実施
・平日の部　　８校
・休日の部　１１地区

　放課後や休日に，子どもた
ちが安全で安心して利用でき
る居場所を提供し，下校時の
安全を確保し，心身ともに健
やかな「鹿嶋っ子」に成長で
きるよう更なる支援が必要で
ある。

　平日の部は，既に実施して
いた豊郷小，豊津小，中野西
小，大同西小に加え，波野
小，高松小，鉢形小，中野東
小の４校拡大，休日の部も１
０地区のまちづくりセンター
に加えミニ博物館ココシカを
加え１１ヶ所で開設した。

○平日子ども教室
　8校開催⇒169人参加
　開催日数⇒週3日から5日開
催
○休日子ども教室
　開催回数⇒12０回
　参加人数⇒4,905人

[目標達成度]
平日の部：８小学校区実施
休日の部１１ヶ所：まちづく
りセンター（１０ヵ所）及び
ミニ博物館ココシカで実施 。

　児童の下校時の安全性が高ま
り，伝承遊びやスポーツ活動等
をとおして，地域の人と交流す
ることで，社会性や協調性など
の生きる力の向上が図られた。

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。

　放課後子ども教室は，平日の部を８小学校区（週3日から5日開催）で開催し１69人が参加し，休日の部では，1１カ所（延12０回開催）で開設し，
4,905人が参加した。児童の下校時の安全性が高まり，伝承遊びやスポーツ活動等をとおして，地域の人と交流することで，社会性や協調性などの生きる
力の向上が図られた。
　青少年相談員の活動は，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)を実施した。そのほか，各小学校と連携し，あいさつ声か
け運動(年２回)や相談員研修を(年２回)を実施した。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。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　放課後子ども教室は，市内小学校全校で平日子ども教室を開設するため引き続き課題の解決に向け検討が必要である。
　学校・地域・青少年関係団体が連携し良好な社会環境づくりが求められている。

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。

　 放課後子ども教室は，未実施校が３校あり，余裕教室など各学校の実態を把握し，関係機関との連携を図り実施に向け努力していく。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

100.0

　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。

　巡回や店舗訪問等を行うこと
で，青少年の健全育成の妨げと
なる有害情報や物品の提供・販
売を監視し，社会環境の向上に
努めることができた。

　警察や学校などの関係機関と連
携を取り，社会環境の向上に取り
組み，青少年の非行防止を図っ
た。

[課題]
　学校・地域・青少年関係団体
が連携し，良好な社会環境づく
りが求められている。

[課題]
　市内小学校全校で平日子ども
教室を開設するため，引き続き
課題の解決に向け検討が必要で
ある。

　青少年を取り巻く環境が変
化するなか，青少年相談員の
活動は社会環境の向上を図
り，青少年の健全育成を図る
ために必要である。

　青少年相談員による早朝・
夜間・巡回・一斉活動を行
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
動を実施した。

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： 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。

Ａ：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

①放課後子ども教室の実施

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
内訳
　地区活動年４回×７班
　　　早朝　５回
　　　夜間　５回
　　一斉活動３回



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。

主要事業名 子育て講演会等の開催
作　成　日 H26.6.

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 (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

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

 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，性や心の教育をすることで，自分自身を大切にすること，命の
大切さを学ぶ機会とする。

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。
・テーマ及び講師の人選・講師との事前打ち合わせ
・関係各課及び学校との連携

対象及び規模
対象 市民 規模

予算科目コード 会計 事業名

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

子育て講演会 89 94

２８年度 ２９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）

98 98 98 98
心とからだの講演会 50 50 50 50 50 50
家庭教育を考える集い 50 56 50 50 50 50
メディア教育講演会 49 65 65 65 65 65

263

　地方債

合　計 238 265 263 263 263

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 238 265 263 263 263 263
　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 ３ ３ ３ ３ ３ ３

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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 16

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　都市化や核家族化，地縁的つながりの希薄化等を背景として，家庭の孤立化等
が指摘されるなど，社会全体による家庭教育支援の必要性が高まっている。こう
した状況を踏まえ，文部科学省では，平成２０年度より，すべての親が安心して
家庭教育を行うことができるよう，地域人材を活用した「家庭教育支援チーム」
を核とし，孤立しがちな保護者や仕事で忙しい保護者など，学習機会の確保が難
しい保護者への支援手法の開発を行っている。

根拠法令

事業の性質



「（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

30

【比率： 30 ％】 Ａ Ａ Ａ

25

【比率： 25 ％】 Ａ Ａ Ａ

20

【比率： 20 ％】 Ａ Ａ Ａ

25

【比率： 25 ％】 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 子育て講演会等の開催

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
　講演会の実施
・小学校１２校（各１回）
・中学校５校　（各１回）
・事後アンケート実施
　参考になったという回答率
が７０％以上を目指す。

　小・中学校へ入学する保護
者に対し，子育てに対する不
安や悩みを一緒に考え，家庭
教育の在り方や課題について
学び，親としての役割を考え
る機会として実施する。

　講演会の実施
・小学校１２校（各１回）
・中学校５校　（各１回）
・事後アンケート実施
[目標達成度]
受講後のアンケートの結果
９０％以上の参加者が参考に
なった及び一部参考になった
と回答している。

・小学校就学前の子育て講演会において
は，「親とはどうあるべきか，考えさせら
れました」など参考になったとの声をたく
さんいただいた。
　アンケート回収率  ８８％
　参考になった     　８１％
　一部参考になった  １７％
･中学校入学前の子育て講演会において
は，「中学生の接し方は難しく悩むことも
あるけど，前向きに頑張ろうと思しまし
た」など参考になったという声をたくさん
いただいた。
　アンケート回収率   ４３％
　参考になった　　　７５％
　一部参考になった　１９％

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。

　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
提供することができた。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策
課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　効果的な取り組みをするためにも，知見やノウハウについての検討が必要である。

　都市化や核家族化，地縁的つながりの希薄化等を背景として，家庭の孤立化等が指摘されるなど，社会全体による家庭教育支援の必要性が高
まっている。

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。

　すべての親が安心して子育てや，家庭教育を行うことができるよう様々な取り組みが必要である。

　講演会の実施（１回）
・事後アンケート実施
　参考になったという回答率
が７０％以上を目指す。

　少子化や核家族，地域的な
人間関係の希薄化など子ども
を取り巻く環境はめまぐるし
く変化する中，家庭の教育力
の低下が指摘されている。家
庭教育の課題や在り方を学
び，どう子どもと関わって行
くか考える機会が必要であ
る。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

100.0

「人間関係とコミュニケーション」をテー
マに流経済大学準教授の「松田哲」先生を
講師にお迎えし実施した。参加者のアン
ケートを見ると，コミュニケーションがと
ても大切なことを改めて考え直す機会と
なったなど参考になったとの声をたくさん
いいただいた。
　アンケート（回収率５１％）
　大変参考になった　６７％
　参考になった　　　２８％

　学校及び講師との連絡調整を図
り，講演会が円滑に実施できるよ
う努めた。

　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。

　学校及び講師との連絡調整を図
り，講演会が円滑に実施できるよ
う努めた。

[課題]
　社会環境の変化を把握し，
ニーズにあった適切なテーマや
講師の選定に取り組む。

施策の有効性評価：

[課題]
　関係課及び学校と日程調整を
行い，テーマや講師選定に取り
組む。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　関係課及び学校と日程調整を
行い，テーマや講師選定に取り
組む。

　思春期における心やからだ
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が必要が
ある。

　自分自身を大切にし，命の
大切さについて学ぶ機会と
なった。感想文でもたくさん
の声をいただいた。
[目標達成度]
　公立中学校５校で開催，終
了後感想文を回収。

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：

　学校及び講師との連絡調整を図
り，講演会が円滑に実施できるよ
う努めた。

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]
　学校や講師との連絡調整を密
にする。

　講師の選定やテーマ決定を行
い，関係機関と連絡を密にして，
講演会が円滑に実施できるよう努
めた。

個別事業実績評価点：　講演会の実施（１回）
・事後アンケート実施
[目標達成度]受講後のアン
ケートの結果９０％以上の参
加者がたいへん参考になっ
た，参考になったと回答して
いる。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　公立中学校で実施
・５校（各１回）
・事後アンケート実施
　参考になったという回答率
が７０％以上を目指す。

　いじめ等が増える多感な時
期において，スマートホンや
ラインにが原因による，いじ
めが多発している。正しい知
識を身に付け，危険から自分
自身を守るため実施する必要
がある。

公立中学校で実施
・５校（各１回）
・事後アンケート実施
[目標達成度]
受講後のアンケートの結果　９
０％以上の参加者が参考になった
及び一部参考になったと回答して
いる。

　メディア教育講演会においては，
「子どもとともに携帯電話の危険性
を知れてよかった」など参考になっ
たという声をたくさんいただいた。
アンケート回収率   ４３％
参考になった　　　７５％
一部参考になった　１９％

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

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

②中学生を対象とした心とか
らだの講演会の開催

③家庭教育を考える集いの開
催

④メディア教育講演会の開催

評価：

評価：

　公立中学校の生徒を対象に
実施
・５校（各１回）
・感想文の実施



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。

主要事業名 教職員指導対策事業
作　成　日 H26.6.24

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

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

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　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。

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415人，小中学生保護者5,315人

予算科目コード 会計 事業名 教職員指導対策費

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

報償費 418 435

２８年度 ２９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）

520 520 520 520
需用費 6,802 4,878 6,461 6,461 6,461 6,461
使用料及び賃借料 2,678 8,743 13,529 13,529 13,529 13,529
負担金 35,933 34,204 36,400 36,400 36,400
補助金 954 954 954 954 954

0 0 3,000 0 0

36,400
954

57,864

0委託料

　地方債

合　計 46,785 49,214 60,864 57,864 57,864

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 46,785 49,214 60,864 57,864 57,864 57,864
　その他(参加者負担金)

０
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 ０ ０ ０ ０ ０

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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 17

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　派遣指導主事4人による計画的な学校訪問が行われ，教職員の資質の向上が図ら
れている。また，県学力診断テストや読書感想文コンクールを実施し，児童生徒
の学力・想像力・心の豊かさなどの向上を図っている。

根拠法令

事業の性質



「（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

36

【比率： 40 ％】 Ｂ Ａ Ａ

14

【比率： 20 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

11

【比率： 15 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

10

【比率： 10 ％】 Ａ Ａ Ａ

14

【比率： 15 ％】 Ｂ 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 教職員指導対策事業

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

　学校教育の専門的事項の指
導に関する職務を行う指導主
事4人を配置し，教職員の指導
や相談等にあたり学校運営の
支援や指導力の向上を図る。

　学校の教育活動（学習指
導，生徒指導ほか）が適正か
つ活発に行われているかを把
握し，校長及び教員に助言や
指導等により適正な学校運営
を図る必要がある。

　各学校への訪問を計画的に
実施し，指導・助言を行っ
た。加えて，授業改善のため
の研修会を小・中学校2校（大
野中・鹿島小）で行った。
[目標達成度]
　計画どおりの訪問実施。

　訪問等での助言や指導及び授
業改善の取組みなどにより，教
職員の指導方法及び児童生徒の
学ぶ意欲の向上が見られた。

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。
　指導主事による訪問等，積極的な関わりにより，各校とも適正な学校運営がなされている。
　学力診断テスト，Ｑ－Ｕテストや読書感想文コンクールなどを実施することにより，学力や学校・学級の実態の把握や本に親しみを持つことができた。また，それらに対
する課題や対策を再確認し，児童生徒の学習意欲の向上や円滑な学校・学級運営を図るための授業改善や対策が明確になった。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。
　学力向上や学習意欲向上のための授業をどのようにしていくかなどを協議検討することを目的とした授業改善のための研修会を全校的に規模を拡大して実施し，改善に向
けた取組みを実施していく。ＱーＵテストについては，より具体的な実態把握のできるハイパーＱ－Ｕテストに変更した（Ｈ２６）。
　校務用パソコンの環境整備の充実及び学力診断テストの結果から見えてきた課題解決のための授業改善策を検討し，学力の向上につなげていきたい。

　学校の教育活動（学習指導，生徒指導ほか）が適正かつ活発におこなわれていくためには，指導主事による助言や指導等が必要。また，学力
や学校の実態把握のためには，学力テストやＱ－Ｕテストを継続的に実施する必要がある。

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。

　学力向上や学習意欲向上のための授業展開。
　子どもたちと接する時間を少しでも増やすため，教員の事務的負担の軽減が図れるよう校務用パソコンの環境整備（ソフトの更新）を考える必要がある。
　学力診断テストの結果から鹿嶋市の子どもたちは「どの教科のどのような問題が苦手なのか」を検証し，その学年のうちに克服できるような（復習を行う）授業を盛り込む必要がある。

　小学３～6年生及び中学１～
3年生に対し，県学力診断テス
トを実施し，児童生徒の学力
の実態を把握するとともに，
その結果を分析に児童生徒の
学力及び学習意欲の向上を図
る（当面は県平均超えを目標
とする）。

　テストの結果に基づき，そ
の学年で身につけるべき学力
が身につけられるよう授業改
善などを行う必要がある。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

84.6

　各校における課題と必要な補
充が明らかになったことから，
その後の指導方法や授業改善に
ついて再確認できた。

　訪問時だけでなく，随時，助言
や指導を積極的に行っている。ま
た，授業改善のための研修会の規
模拡大などに積極的に取り組ん
だ。

　個人パソコンが無くなり，セ
キュリティ面の強化が図れた。
また，データ保存先が，統合さ
れたので，一部業務の効率化が
図れた。

　教員のパソコンの動作をすべて
監視できるソフトを導入し，各Ｐ
Ｃの状況やセキュリティー管理が
効率的に行えるようにした。

[課題]
　県平均を超えられるような授
業への工夫が必要。

施策の有効性評価：

[課題]
　今後，校務支援ソフト（成績
管理，名簿管理など）の導入も
検討していく必要がある。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　指導主事と学校側との時間が
もっと取れるとよい。

　教員の校務の多忙化が指摘
されており，教員1人1台のパ
ソコン整備など，校務の情報
化による効率化が求められて
いる。

　市内全小中学校の職員室の
校務用パソコンをノートパソ
コンとし，1人1台配置とし
た。
[目標達成度]
　当初の予定通り整備した。

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：

　一部の学校で実施していたもの
を全校に拡大を図った。学校側か
らは好評であった。

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]
　Ｑ－Ｕテストから分かった課
題に対し，早急かつ慎重に扱う
よう心がける。

　テストの結果から残りの授業で
どのようにしていくかの検討を行
い，テスト対処に向けた指導だけ
でなく，学習意欲向上に向けた授
業展開ができるよう取り組んだ。

個別事業実績評価点：　平均点超は小学校4割，中2
年理科のみとなったが，昨年
と比べ若干ではあるが，中学
校で改善が見られた。
[目標達成度]
　平均点超に向けて改善が必
要。

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　読書感想文コンクール（第9
回）を実施し，児童生徒の想
像力や心の豊かさの向上を図
る。また，本を読むことの楽
しさや大切さを身につけさせ
る。

　本を読むことの楽しさや大
切さを身につけさせるととも
に，想像力などの向上を図
る。

　応募数は年々増加傾向にあ
り，4,453点の応募があっ
た。その中から優秀作品87点
を表彰した。
[目標達成度]
　計画どおりのスケジュール
で実施できた。

　応募数も増加傾向にあること
から，本を読む習慣が浸透して
きたいる。年間の読書冊数につ
いても増加している。

　学校や学級の現状（学校生
活の満足度や意欲を測る心理
検査）を把握するため，Q－U
テストを実施し，学校・学級
の円滑な運営に役立てる。

　学校や学級の現状を早期に
把握し，大きな問題に発展す
る前に対策を講じる必要があ
る。

　小学生（３～６年生）中学
生（１～３年生）を対象に5月
と12月に実施。
[目標達成度]
　学校の実態把握ができ，今
後の対応の参考となった。

　学校や学級の現状を早期に把
握することができ，対策を講じ
ることができた。

　優秀作品については、後日ＦＭ
かしまで放送することで，児童生
徒の意欲の向上が図られた。

個別事業実績評価点：

[課題]
　コンクールに加え，読書習慣
の浸透のための継続的な取組み
が必要。

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。

Ａ：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評
価

方法

①派遣指導主事の配置

②全教職員への校務用パソコ
ンの整備

③茨城県学力診断テストの実
施

④Q-Uテストの実施

⑤鹿嶋市読書感想文コンクー
ルの実施

評価：

評価：

　小・中学校教職員の校務用
ノートパソコンを1人1台配置
し，教員の事務負担の軽減を
図ることにより，子どもと向
き合う時間を確保する。



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。

主要事業名 師範塾の充実
作　成　日 H26.6.24

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

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

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　教職員及び教育関係者の指導力向上を図るため，理論と技術を体系的に学べる講座を開
設し，受講を通じて実践的な指導力を身に付け，授業力や個別指導力を向上させる。

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。
・教育指導員の適正配置
・各種講座の実施

対象及び規模
対象 教職員・保護者 規模 教職員460人，幼小中学生5,675人の保護者

予算科目コード 会計 事業名 師範塾関係経費

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

報酬（市負担指導員分） 2,880 4,320

２８年度 ２９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）

5,760 5,760 5,760 5,760
報償費（講師謝礼分） 1,368 1,476 2,150 2,150 2,150 2,150
需用費 52 98 167 167 167 167
役務費 31 32 42 42 42
委託料 40 0 466 466 466

42
466

8,585

　地方債

合　計 4,371 5,926 8,585 8,585 8,585

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 4,371 5,926 8,585 8,585 8,585 8,585
　その他(参加者負担金)

1
従事

職員数
正規職員 1 1 1 1

市民サービス

1 1
その他職員 1 1 1 1 1

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

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 18

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

　鹿嶋市教育委員会は，市民の教育への関心を高めるとともに，市内の教職員の
資質の向上のために平成１９年度より鹿嶋師範塾を設置した。
　教員を独自に育てる地方自治体は全国で徐々に増えているが，教育に関わる専
門家などによる多様な講座を開設している点では稀で，教育関係者や保護者から
非常に好評であり，存続が望まれている。

根拠法令 　教育公務員特例法第２１条

事業の性質



「（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

55

【比率： 60 ％】 Ａ Ａ Ｂ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

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 師範塾の充実

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
　教育指導員が教職員の研修
などを支援する鹿嶋師範塾の
運営や教職員の指導を行い，
教職員の授業力及び個別指導
力の向上を図る。

　教職員（市費負担教職員含
む）の授業力及び個別指導力
の向上には，経験豊富な教育
指導員のサポートは欠かせな
くなっている。

　教育指導員3名配置（報酬
4,320,000円）

[目標達成度]
　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行っ
た。また，教職員の指導・相
談を行った。

　鹿嶋師範塾の講座や教職員へ
の指導・相談により，教職員の
指導力が向上した。特に市費負
担教職員の初任職員にとって
は，大きなサポートとなった。

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。

　教育指導員を3人配置し，主に教職員や保護者を対象とした研修を実施，教職員や保護者を対象とした研修の特化を進めた。鹿嶋師範塾平成２５年度実績
…実施講座・２３講座，参加者数４８６人。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　平成26年度より教育指導員を4名配置し，ニーズにあった講座の実施及び相談にあたる。

　他の機関が行っていない地域の実情に沿った講座（教職員採用試験対策，食育など）に対する関心が依然高く，必要とされてい
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。

　教育指導員を3名配置したことにより，市費負担教職員や若手教職員の相談時間の確保の問題は解消しつつあるが，同時に子育て等保護者の相談も数多
く，体制の整備が必要である。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

87.4

　友人関係や進学により精神的に
不安定になっている児童生徒のカ
ウンセリング等について，教育指
導員と連携し取り組んだ。

　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。（県内設置自治体：水
戸市，日立市）

　受講者が参加しやすい時期・時
間を考慮し，講座ごとに計画をし
た。（夏休み期間中等）

[課題]

施策の有効性評価：

[課題]
　講師，スタッフの確保。講座
の周知。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　子育て等保護者の相談体制の
整備。相談室の確保。

　将来を担う子ども達を育む
ためには，学校教育の充実，
特に教職員の指導力を向上さ
せることが必要である。専門
家による各種講座を受講する
ことで，理論と技術を体系的
に学ぶ事ができる。

　23講座を実施。計486人
受講。
　
[目標達成度]
　前年度までの受講者数の隔
たり及びニーズを分析し講座
の見直しを実施。ニーズの
あった5講座を新たに実施し
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： 工夫・改善取組評価：

個別事業実績評価点：

[課題]

個別事業実績評価点：

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

[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：

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

①教育指導員の配置

②専門家による各種講座開設
（「食育」「理科教育」「Ｉ
ＣＴ活用」など）

評価：

評価：

　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
を行い，教職員の授業力及び
個別指導力の向上を図る。



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。

主要事業名 高塚奨学金制度の充実
作　成　日 H26.6.24

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

・制度の周知
・的確な市民ニーズの把握

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

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。

高塚奨学基金制度

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　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。

・奨学生決定の公平，公正な審査

28,560 28,560 28,560 28,560年貸与額 25,500 28,560

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

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

事
業
経
費

２８年度 ２９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）

28,560

　地方債

合　計 25,500 28,560 28,560 28,560 28,560

財
源
内
訳

　国県支出金

　一般財源 25,500 28,560 28,560 28,560 28,560 28,560
　その他(参加者負担金)

従事
職員数

正規職員 ２ １ ２ ２
１ １ ２ ２ ２ ２

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度

市民サービス

　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。

○

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 19

年度まで

法定受託
事務

自治事務
（義務）

自治事務
（任意）

２ ２
その他職員

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令

事業の性質

年度繰返し 期間限定 年度から

鹿嶋市高塚奨学基金条例，鹿嶋市奨学金貸与条例



「（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

63

【比率： 80 ％】 Ｂ Ｂ Ａ

18

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ａ

##

【比率： ％】

##

【比率： ％】
 

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 高塚奨学金制度の充実

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
　平成26年度奨学生につい
て，前倒しで前年度中に募集
を行い，奨学金の早期貸与に
よる一定の申込者数を確保
し，制度の円滑な運営を図
る。
・奨学生内定者30人（定員に
満たない場合は，次年度に追
加募集を実施）

　前倒し募集と奨学生が定員
に満たなかった場合の追加募
集による２段階の募集は，新
規奨学生の定数確保に効果的
である。

　11月1日に募集周知。同日
から願書を配付し，12月9～
20日まで受付。
[目標達成度]
・申込者23人（後に2人が市
外へ転出のため辞退）
・平成26年2月14日選考審
査会実施⇒21人内定

　前年度（内定者27人）より
は若干少ないが，一定の奨学生
を確保することができた。

　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。　

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。

　前年度に実施した平成25年度新規奨学生の前倒し募集で奨学生数が定員数に満たなかったため，年度当初に追加募集を行い，定員数を確保した（②の事
業）。また，１１月以降に平成26年度新規奨学生の前倒し募集を行い，一定の奨学生数を確保した（①の事業）。新規奨学生を含め，合計74人に奨学金
の貸与を行った。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

・前倒し募集のみで定員数を確保できるよう，さらなる周知徹底を図る。
・口座振替による返還を推奨するとともに計画的な滞納整理（督促，訪問等）を実施していく。

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。

・平成24年度新規奨学生から前倒し募集と追加募集を行い，定員数30人をほぼ毎年確保しているが，追加募集は募集人員が少なくても前倒し募集と同じ
事務負担がある。
・返還滞納金の整理が必要である。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

81.4

・広報かしま，市ホームページ，
FMかしま，近郊高校への要綱送
付等，様々な媒体により制度の周
知を図った。
・申込者において過去に事例のな
いケースがあったが，公正な選考
審査のため，審査員へ詳細かつ客
観的な状況説明を行った。

　平成25年度新規奨学生数
は，前年度前倒し募集（内定者
27人⇒決定者26人）と合わせ
ると30人となり，定員数を確
保できた。1回のみの募集だっ
た平成23年度以前と比較する
と現在の募集方法は有効であ
る。

・広報かしま，市ホームページ，
FMかしま，近郊高校への要綱送
付等，様々な媒体により制度の周
知を図った。

[課題]
　前倒し募集と追加募集の２段
階の募集を開始してから，毎年
ほぼ新規奨学生定員数を確保し
ているが，追加募集に依存せず
に前倒し募集のみで定員数を確
保できるよう周知徹底を図る必
要がある。

[課題]
　追加募集受付時，窓口におい
て，前倒し募集を知らなかった
方が数名いた。さらなる制度の
周知徹底が必要である。

　前倒し募集と奨学生が定員
に満たなかった場合の追加募
集による２段階の募集は，新
規奨学生の定数確保に効果的
である。

　4月1日に募集周知。同日か
ら願書を配付し5月7～15日
まで受付。
[目標達成度]
・申込者4人
・平成25年6月11日選考審
査会実施⇒4人内定（同数決
定）

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： 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：

[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：

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

[目標達成度]

①前倒し募集の継続実施

②追加募集（４月に進路が決
定してからの募集）の継続実
施

　前年度に実施した前倒し募
集で，平成25年度奨学生内定
者が定員に満たない場合には
当該年度にも募集を行い，内
定者30人程度を確保し，制度
の円滑な運営を図る。



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。

年度から

　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

２
その他職員

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令

事業の性質

年度繰返し 期間限定

平成25年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 20

年度まで

法定受託
事務

自治事務
（義務）

自治事務
（任意）

２
ー ー

管理経費
建設事業 その他

事業期間 単年度

市民サービス

　教育の政治的中立性，継続性，安定性を確保しつつ，地方教育行政における責任の明確
化，迅速な危機管理体制の構築，首長との連携強化を図るとともに，地方に対する国の関
与の見直しを図るため，地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され，平成２７
年４月１日に施行される。

従事
職員数

正規職員 ２ ２ ２ ２
－ ー ー ー

　一般財源 2,476 3,000 3,044 3,044 3,044 3,044
　その他(参加者負担金)
　地方債

3,044

財
源
内
訳

　国県支出金
3,044合　計 2,476 3,000 3,044 3,044

２７年度

事
業
経
費

２８年度 ２９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）

規模

予算科目コード 会計 事業名

投
入
コ
ス
ト

全体計画
２４年度 ２５年度 ２６年度

報酬 2,080 2,460

対象及び規模
対象 市民

150

2,460 2,460 2,460 2,460
旅費 288 402 418
交際費 90 103 150 150 150

418 418 418

負担金，補助及び交付金 18 35 16 16 16

２　事業概要（Plan）

戦略目標

事業を実施する目標を記入してください。

　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。

16

教育委員経費

・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

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

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　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

主要事業名 教育委員会機能の強化
作　成　日 H26.6.24

担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課



「（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

16

【比率： 20 ％】 Ｂ Ａ Ｂ

7

【比率： 10 ％】 Ｂ Ｂ Ｂ

35

【比率： 40 ％】 Ａ Ｂ Ａ

25

【比率： 30 ％】 Ｂ Ａ Ｂ
 

４　自己評価結果（Action）

①教育委員視察研修の実施

②教育委員会会議の情報公開

③学校施設への訪問

④市民対象の教育懇談会実施

評価：

評価：

　教育委員会会議の議決事項
など，広く市民に周知し，教
育行政に関心を持っていただ
く。
・市ホームページへの掲載
・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）

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：合計点数が８０点以上　
総合評価結果

総合評価
方法

施策の有効性評価： 工夫・改善取組評価：

　教育委員及び教育委員会事
務局と市民による懇談会を開
催し，市民の声を教育行政に
反映させる。
・鹿島区域（市役所），大野
区域（大野ふれあいセン
ター）で各１回実施

　幼児教育，学校教育，生涯
学習などについて，市民と直
に接し，生の声を聴くことは
必要である。

・鹿島区域11月４日実施
・大野区域11月22日実施

[目標達成度]
・鹿島区域　46人参加
・大野区域　22人参加

　参加者から様々な意見・要望
が出され，行政運営上，貴重な
意見等の収集ができた。

　多数参加いただくため，市民向
けの回覧等による周知した他，関
係団体へ文書により参加を呼び掛
けた。

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]
　より多くの市民から意見をい
ただくため，参加者数を増員す
るための方策が必要である。

　訪問対象施設以外に新任校
（園）長が赴任している施設を加
え，新任校（園）長による特色の
ある教育を教育委員が把握できる
よう努めた。

個別事業実績評価点：・訪問対象校（園）から事前
に調査票を提出いただく。
・前期６校，後期７校訪問実
施

[目標達成度]
　教育委員６人参加

　教育委員会会議で何を決定
しているのか市民に知ってい
ただくため，積極的に情報を
公開する必要がある。

・教育委員会会議議決事項の
公開
・会議傍聴受付
・過去の会議録の情報公開

[目標達成度]
・市ホームページへの議決事
項掲載（13回分）
・会議傍聴者述べ3名
・情報公開1件

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：

　施設訪問により教育委員が現
状を把握することができた。

　鹿行地区市教育委員会連絡協議
会事務局と綿密に日程調整し，多
くの委員が出席できるようにし
た。

　市ホームページに掲載するこ
とにより，市民への周知が図れ
た。また，傍聴希望や情報公開
請求に適切に対応した。

　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。また，会議招
集時においても，議案等を市ホー
ムページにて公開した。

[課題]
　特になし。

施策の有効性評価：

[課題]
　市ホームページをより多くの
人に閲覧していただけるよう内
容の充実を図る必要がある。

工夫・改善取組評価：

[課題]
　継続して視察研修を行うため
に，視察先の選定及び交渉が重
要である。

　今後，教育委員会は，法改正により迅速な危機管理体制の構築，首長との連携強化が図られ，教育委員会自体の機能強化も必要
であるため。

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。

  市民の声を教育行政に反映するため，より多くの市民に教育懇談会へ参加いただく必要がある。また，教育行政情報の発信方法として，市ホームページを
活用しているが閲覧数が多くないため，内容の充実を図る必要がある。

　教育委員に学校施設等の視
察により，市立幼稚園及び小
中学校の現状を把握していた
だく。
・前期（7月）と後期（10
月）に分け，11校程度実施
（全体の半分）

　教育委員が教育現場である
学校施設の状況を把握するの
は当然必要である。

AＢ：合計点数が６５点以上８０点未満　
Ｃ：合計点数が６５点未満

83.2

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。

　教育委員の知見を広げるため，市外での視察研修を実施し，市施設の状況把握のために施設訪問を実施した。また，13回教育委員会会議を開催し，議事
５７件を審議し可決・承認されたことについて，市ホームページに掲載した他，会議録の情報公開に対応した。さらに，市民の声を教育行政に反映させる
ため，教育懇談会を２回実施した。

継続･休止の理由 継続 理由

改善策

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

　教育懇談会については，開催の周知方法を増やし，参加者数の増員を図る。市ホームページによる情報発信については，即時性のある特徴を活かし，新
鮮な情報発信を心がけ，より多くの人に閲覧していただける内容としていく。

数値目標 必要性 執行段階の効率性 有効性
　先進地等の視察を行い，教
育委員の知見を広げる。
・視察研修1回実施

　教育行政の適正な運営には
教育委員の資質向上は欠かせ
ない。教育委員が実際に先進
地の事業等を確認することは
必要である。

　鹿行地区市教育委員会連絡
協議会研修会において視察研
修実施（つくば市竹園東中学
校）。
　
[目標達成度]
　教育委員5人参加

　小中一貫教育について，施設
連携型での取り組み状況を確
認，授業見学を行い，知見を広
げることができた。

個別事業実績評価

合計
点数

３　具体的施策評価 教育委員会機能の強化

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


