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はじめに 

 

 教育行政評価は，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条に基づき，

教育委員会が毎年，教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い，その結果を議会に提出するとともに，公表するものです。 

評価については，まず，教育行政運営方針の主要事業について，各事業の達成目標と

これまでの経過を確認し，どのように運営されてきたのか，そして，事業の評価を次年

度の施策にいかに反映させるか，という視点で事業担当課が自己評価を行い，当該事業

について，鹿嶋市教育行政評価委員会において，有識者の視点で評価をしていただきま

した。 

教育行政を進めるにあたっては，各事業の点検・評価・検証が重要となります。今年

度の評価において，いくつかの事業で評価基準の設定や事業の取り組みについて，課題

が明確になりました。 

今回の評価委員会の中でご指摘いただいた改善点等を今後の教育行政の方向性や取

り組みに反映し，鹿嶋市の教育の発展につなげてまいりたいと思います。 

結びに，平成２８年度鹿嶋市教育行政評価委員会では３回にわたる熱心で慎重なるご

審議をいただいた各委員の皆様に対し，深く感謝申し上げます。 

 

 

                  平成２９年１１月 

                  鹿嶋市教育委員会教育長 川 村  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Ⅰ 鹿嶋市教育行政評価委員会答申 

 

平成２８年度事業にかかる鹿嶋市教育行政評価について，審議した結果を以下のとお

り答申します。 

 

はじめに 

教育行政評価委員会（以下，評価委員会）は，教育委員会が自己評価した主要事業を

外部者の視点から評価するものです。 

鹿嶋市の教育行政における各種施策は，平成２８年３月に策定された第Ⅱ期鹿嶋市教

育振興基本計画において７つの基本方針として設定されています。この７つの基本方針

を達成するための重点施策として「平成２８年度鹿嶋市教育行政運営方針」が策定され，

さまざまな事業が実施されました。そのうちの主要２２事業について，教育委員会事務

局によって自己評価が行われ，これを基に本評価委員会が評価を行いました。従って，

本答申は，平成２８年度鹿嶋市教育行政運営方針，そして平成２８年度教育行政評価シ

ート（以下「評価シート」という。）などを基に審議し，見解をまとめたものです。 

この報告が市民に対する教育委員会の説明責任を，いっそう明確にするものとなれば

幸いです。 

 

１ 評価の手法と結果の概要について 

前年度に引き続き，平成２８年度事業について ＢＳＣ（バランス・スコアカード）

の視点を盛り込んだ評価シートを用いて自己評価を行いました。 

評価シートは，「インプット（必要性）」，「アウトプット（執行段階の効率性）」，「ア

ウトカム（有効性）」の視点を取り入れ，目標と評価結果を指標別に対比できる構成と

しており，「アウトプット（執行段階の効率性）」が，「事業実施に直接関連する指標に

係る評価」に，「アウトカム（有効性）」が「成果に関する指標に係る評価」に対応して

おり，「執行工夫・日常業務改善の取り組みに係る評価」の自己評価を加え，施策別に

評価点を算出しています。 

評価点の算出については，事業実施に直接関連する指標に係る評価（３割），成果に

関する指標に係る評価（４割），執行工夫・日常業務改善の取り組みに係る評価（３割）

について判定（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行い，これらに傾斜比率（Ａ＝１．０,Ｂ＝０．６５,

Ｃ＝０．４）を乗じて個別事業ごとに実績評価点を算出しました。その合計を総合評価

の点数とし，総合評価合計点が８０点超をＡ，８０点から５０点超をＢ，５０点以下を

Ｃとしています。 

このような手法を用いて作成した自己評価シートをもとに，本評価委員会が評価を行

った結果，平成２８年度の教育行政は，教育行政運営方針に従って，各種の事業がおお

むね適正に実施されたものと評価できます。 
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２ 平成２８年度教育行政運営方針における主要事業評価 

以下では，個別事業に関する事業評価の結果を中心にその内容を報告します。 

 

基本方針１ 学び高め合い，生きる力を育む学校教育の推進 

（１）幼児教育の充実（Ａ：８２.２） 

 「アプローチ・スタートカリキュラム」が市内全幼稚園（保育園・認定こども園含む）

において活用できるよう改定され，内容の充実が図られました。 

公立幼稚園全園においては，３年保育実施に向けた関係機関と調整が行われ，平成２

９年度からの公立幼稚園全園での導入につながりました。今後は各幼稚園において，公

立幼稚園の良さを生かした幼児教育の推進を求めます。 

 未就園児ふれあい事業のイベントや子育て相談などを通して，公立幼稚園の雰囲気や

行事などを知ってもらう機会とし，入園児の確保につなげてもらいたいと思います。 

 

（２）食育の推進と学校給食施設の改善（Ｂ：７７.６） 

 学校において食育を推進するため，平成１７年度から栄養教諭制度が開始され，各学

校における指導体制の要として，栄養教諭が重要な役割を担っています。各小中学校に

おいては隔年毎に栄養教諭により食育授業が実施され，児童生徒の食育への関心が伺え

ます。家庭での食育の取り組みを推進するためには，保護者への啓発活動も必要と考え

ます。 

 学校給食において，担当課と連携し，マスコミ等を通して地元食材の使用を推進する

とともに，広くＰＲすることにより，食材への意識の啓発を図ることができました。 

 一方，給食費の滞納対策については，徴収の目的を明示し，保護者の理解を得ること

が，まず必要であると思われます。 

 

（３）生きる力の育成を通した学力向上のための授業改善（Ａ：９２.７） 

 平成２６年度から４カ年計画で鹿嶋市授業改善プロジェクトがスタートし，アクティ

ブラーニングを用いた授業運営により，児童生徒が主体的・協働的に学び，学習を進め

られるよう教職員の研修が実施されました。今後は教職員の指導方法の検討や更なる指

導力の向上を図ることを求めます。 

 また，茨城県学力診断テスト結果の分析に基づいた，課題の克服に向けた授業改善の

展開により，児童生徒の思考力・表現力の向上が伺えました。今後も児童生徒一人ひと

りに応じた指導の充実を期待します。 

 

（４）小学校英語科導入を見据えた指導法の展開（Ａ：９０.４） 

教育施策の中でも鹿嶋市が特に力を入れてきた事業の一つが英語教育の充実です。小
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学校から中学校の９年間を通して特色ある英語教育を展開し，児童英検（検定レベル：

シルバー）正答率８６.３％という結果からも成果が表れています。 

平成３２年度から予定されている小学校５・６年生の英語教科に先駆けて，鹿嶋市に

おいては，平成３０年度に先行実施が計画されており，これまでの先駆的な取り組みを

踏まえ，今後も引き続き事業の充実に期待します。 

一方，中学校においては，小学校で培ったコミュニケーション能力の基礎を更に育成

するため，すべての中学校において週１回英会話を中心とした「コミュニケーション英

語」カリキュラムが実施されています。そして，中学校３年生における，英語能力判定

テスト英検３級レベル以上が，全体の３２％，前年度比較４．６％増となり，着実に成

果を上げているものと評価します。また，鹿島学園留学生交流事業等により英語を学ぶ

大切さ，英語を通して多様なものの見方があることについての意識の高まりが伺え，更

に，英会話等を実践する機会の提供を望みます。 

 

基本方針２ 豊かな学びを支える教育環境づくり 

（５）教育環境の整備（Ａ：８０.９） 

本事業は，施設の整備と，授業の支援といったハード，ソフト，両面からの教育環境

を整備するものとなっています。安全安心な学校施設の維持管理及び老朽対策として，

平成２８年度は，鹿野中学校の体育館天井改修工事や鹿島小学校大規模改造工事により，

安全性の確保と学校施設の長寿命化が図られました。今後も小中学校施設の適切な管理

や計画的な改修整備工事の実施を求めます。 

また，鹿嶋市独自で市費負担の教職員が採用されています。小学校１，２年生のクラ

ス編成を少人数学級（３０人以下）にするために５名，複式学級を解消するために１名，

生活指導における学級支援のために１名それぞれ配置しています。これにより児童一人

ひとりの個人差に対応した指導を可能にし，きめ細やかな学習指導及び生徒指導の充実

と児童の基礎学力の定着や豊かな人間性の育成につながっているものと思います。 

 

（６）特別支援教育事業の充実（Ａ：８６.４） 

 子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を保障するために，教育的支援の充実

と支援体制の整備を促進する事業となっています。 

特別な配慮を必要とする子どもを持つ保護者のさまざまな相談に応じ，支援者（教員

や専門機関等）と共により良い就学ができるよう支援が行われています。特に，幼保小

中における連携が充実し，更に，今年度は高校との連携により中学校から高校へ個別の

教育支援計画の引継ぎが行われました。このことにより，高校での継続した支援が可能

となったことは，大変すばらしい取り組みで高く評価できます。きめ細やかで連続性の

あるこの取り組みは特別支援教育の自治体モデルと言え，鹿嶋市がパイオニアとして，

県内自治体をリードすることを期待します。 
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（７）通学区再編成の検討（Ｂ：５９.８） 

「鹿嶋市小中学校通学区域再編成検討委員会」において，学校の規模及び配置の適正化

並びに通学区域の見直しが検討され，現状に合った通学区域の再編成について，協議さ

れ方向性が決定されました。中長期的な視野に立ち，検討委員会の進め方や計画年度の

設定を明確にするよう求めます。 

 

（８）小中一貫教育の導入の推進（Ｂ：６５） 

 小学校と中学校の９年間の連続した学びの中で，「確かな学力」と「豊かな人間性」

の育みが期待できる事業となっています。 

 鹿嶋市小中一貫教育の導入に向けた検討委員会が開催され基本方針が策定されまし

た。地域性やこれまでの小中連携の取り組み，立地条件を鑑み，高松地区をパイロット

地区として選定し，平成３０年４月高松小中一貫校開校に向けて着実に進められていま

す。導入後は小中一貫教育の具体的な施策及びそれに伴う効果を明らかにすることを求

めます。 

 

（９）家庭・学校・地域の連携（Ｂ：７７.３） 

 学校と地域の連携，学校が必要とする活動について，各小学校区にある公民館を核と

した地域の方々をボランティアとして派遣する，学校支援ボランティア事業が実施され

ました。 

 活動内容は，読み聞かせ，手話体験，昔遊び，そろばん教室などさまざまな内容とな

っており，児童生徒に貴重な体験となり，学校と地域の連携が円滑に図られていること

が伺えます。 

 また，制度を有効活用するため，地域活動支援員会議や学校支援，コーディネーター

研修を通して学校と地域の連携体制の強化が図られました。 

日本語指導ボランティアについては，外国籍の中学３年生の支援に１名を派遣し，個

に応じた指導により学校生活において，コミュニケーションを取ることができるように

なりました。国際化の進展により日本語指導の配慮が必要な児童生徒の増加に対応した，

英語以外の多言語のボランティアの確保が望まれます。 

 

（１０）学校図書館の整備（Ｂ：６９.２） 

市内全小中学校で図書館が整備され，児童生徒の自主的な学習活動が支援されるとと

もに積極的な読書活動が推進されています。 

平成２８年度は鹿島中学校及び大野中学校の図書館が整備され，これにより市内全て

の小中学校への整備が完了しました。学校図書館司書と司書教諭が円滑に連携するため，

情報交換等の機会をより多く設定する必要があります。 

学校図書館の整備によって，児童生徒における読書環境の充実が図られたことは明ら

かです。成果の指標として挙げられている１人あたりの平均貸出冊数も前年度比増加と
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なっています。なお，今後は貸出し冊数が少ない児童に目を向けた取り組みにより，読

書活動の更なる推進を求めます。 

 

（１１）図書館活動の充実（Ｂ：５５） 

 図書館基本計画を策定し，地域の知の拠点として，資料・情報提供を基本としたサー

ビスの充実や，学校図書館・公民館をつなげるサービスが展開されています。 

 レファレンス室の運営に対応するためには，職員の資質の向上が求められることから，

職員の育成を計画的に実施する必要があります。 

また，学校図書館との連携について，どのような姿をイメージしているのか具体的に

示すべきです。 

 

（１２）幼保小中連携型教育相談活動の充実（Ａ：９２.３） 

 平成２７年１０月に鹿嶋市教育センターを開設し，教職員の研修や研究・カリキュラ

ム開発支援機能のほか，子ども・保護者・教職員からの相談に一元的に対応できる相談

機能の充実が図られています。 

 不登校，長欠児童生徒への支援について，一定の成果があげられており，大変評価で

きます。今後も一人ひとりに合わせた支援を継続し，より一層の支援体制の充実を望み

ます。 

 

基本方針３子育てのための家庭教育への支援 

参照：（１）幼児教育の充実（Ａ：８２.２） 

参照：（６）特別支援教育事業の充実（Ａ：８６.４） 

 

基本方針４様々な学びを通した地域づくりと地域の教育力の向上 

（１３）公民館活動（まちづくりセンター）と運営体制の充実（Ａ：８７.４） 

 地域におけるまちづくり事業を各地区まちづくり委員会へ委託され，地域住民が求め

る地域活動が主体的に実施されています。各種事業の開催や学習機会が提供され，地域

活動の拠点となっていることが伺えます。今後，学習成果を地域に還元できるシステム

の構築を期待します。 

また，公民館は地域に寄り添い，地域住民から求められる地域活動をより活発に実施

するための取り組みを，今後も継続して行うことを望みます。 

 

（１４）放課後子ども総合プランの推進と充実（Ａ：８７.８） 

平日の放課後や休日に保護者が安心して子どもを預けられる居場所づくりを推進す

るため，放課後児童クラブ及び放課後子ども教室並びに，休日子ども教室が実施されて

います。 

放課後児童クラブは，市内すべての小学校（１２校）で，また，放課後子ども教室は
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平日の部が９つの小学校，休日の部は１０カ所のまちづくりセンター（公民館）及び「ミ

ニ博物館ココシカ」を会場に実施運営されており，「子どもの居場所づくり」に寄与し

ているといえます。また，現在，待機児童数「０」となっていることは大変高く評価で

きます。 

今後は，より安心した居場所づくりのため，指導員（コーディネーター）の人材確保・

育成が望まれます。 

 

（１５）子どもの体験活動・学習の充実（Ａ：９４.４） 

フロンティア・アドベンチャー事業は，平成２８年度で２６年間継続している歴史と

伝統のある事業で，小学校５・６年生が，サブリーダー（高校生）とリーダー（成人指

導者）に支えられながら，１０泊１１日という長期のキャンプで集団宿泊体験が実施さ

れています。 

 子どもたちが福島県の雄大な自然の中で，保護者から離れ，団体行動による原生活体

験や那須連山縦走等を通して，人間関係を形成し，自立心・忍耐力・協調性・生きる力

などを身に付けることができる有効な事業となっています。 

また，青少年相談員による巡回活動や有害広告物の回収活動なども確実に実積を積み

重ねており評価できます。他方，メディア教育活動については，今後ますます情報化社

会が進み，複雑化する中で継続した取り組みが求められます。 

 

基本方針５ 伝統文化・芸術の振興 

（１６―①）芸術文化に親しむ機会の提供（Ａ：８６） 

市美術展覧会及び芸術祭については，市民の創作活動の発表の場となっており，芸術

文化に親しむ機会として開催され，芸術文化活動の振興に寄与しています。また，特別

展として「熊本地震災害支援作品展・募金」が実施され，多額の支援金の寄付へとつな

がるなど，イベントの有効活用が図られました。一方，各種イベントのマンネリ化への

対策として，それぞれ運営委員会委員や実行委員会委員などの人材の発掘及び育成と併

せ，新たな出品者や作品の掘り起こしによって，作品の多様化や更に多くの市民へ芸術

に触れる機会が提供されることを期待します。 

 

（１６―②）芸術文化に親しむ機会の提供（Ｂ：７０.３） 

鹿嶋の民話の普及活動として，語り部養成講座の開催や児童クラブ及び市内幼稚

園・保育園等さまざまな施設での語り部が実施されました。 

また，「いばらきっ子郷土検定事業」への参加を通して，子どもたちは郷土の歴史・

文化への理解や関心が深められ，更に市の代表として出場した高松中学校が県大会で優

秀な成績を収めたことは，各校における郷土検定への取り組みの機運醸成につながった

ものと思われます。今後も鹿嶋の歴史や伝統文化にふれる郷土学習の機会の提供や伝承

する担い手の後継者の育成事業として，継続させ更なる活動の活性化を求めます。 
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（１７）国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」（神野向遺跡）整備及び保存活用 

（Ａ：８９） 

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，日本の古代史研究

上貴重な遺跡として鹿島神宮境内とともに国の史跡に指定されています。 

本事業は，史跡に指定された土地の公有化及び史跡公園としての整備，文化財に係る

活用と保存を目的とし，意義が高く評価される事業です。 

埋蔵文化財保存施設「鹿嶋市どきどきセンター」では，市内遺跡から出土した埋蔵文

化財の展示や講演会，企画展示などが行われていますが，土日開館や出土品の更なる活

用について検討と周知活動が必要です。 

 

基本方針６ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

（１８）スポーツ活動の推進，スポーツを通じた交流の推進（Ａ：８２.２） 

平成３１年度茨城国体開催に向けた実行委員会が設置され推進体制が整い，ＰＲイベ

ントが開催されたほか，鹿嶋サッカーフェスティバル，ビーチサッカー大会などの各種

スポーツ大会が実施されました。また，スポーツ団体の育成・支援，スポーツ関連情報

の提供など市民スポーツ活動の機運を高める事業が展開されています。各事業とも毎年，

定期的に開催され，多くの参加者を得ており，おおむね成果を挙げていると評価できま

す。 

茨城国体を通して，市民がスポーツ活動に取り組める環境づくりや，各種スポーツ事

業の展開を期待します。また，鹿行５市が共同で組織する「鹿行ＤＭＯ」と連携しスポ

ーツ事業の新たな取り組みが展開され，これまであまりスポーツに関心がなかった市民

に対して，スポーツへの関心を高めるきっかけづくりが進められることを期待します。 

 

（１９）平成３１年度茨城国体の開催準備（Ｂ：７５.５） 

 平成３１年度に開催される茨城国体でサッカー競技会場となる北海浜多目的球技場，

卜伝の郷多目的球技場，高松緑地多目的球技場の整備が計画されています。卜伝の郷多

目的球技場においては，人工芝グラウンドの整備や観覧席，ＬＥＤ照明設備の実施設計

が行われました。北海浜多目的球技場においては，駐車場，屋外トイレ（実施設計）を

はじめ，天然芝のサッカーグラウンドが整備されました。 

平成３１年度の国体開催に向けて，計画どおりに進歩しているものと評価ができます。 

 

基本方針７教育における今日的な課題への対応 

（２０－①）教育に関する「大綱」及び第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画の進行管理 

（Ｂ：７２.４） 

平成２８年３月に策定した「第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画」の進捗状況を進行管理

する事業となっています。 

平成２８年度教育行政運営方針を策定し，年度ごとに教育委員会部局における各種事
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業の進行管理が適正に行われています。また教育行政評価を行い評価結果を公表すると

ともに課題解決に役立てており，効果的な教育行政の推進が図られています。 

 

（２０－②）高塚奨学金制度の充実（Ｂ：７０.６） 

鹿嶋市独自の奨学金として，平成７年，高塚正義氏からの寄附金を原資に，高塚奨学

基金を設置し，経済的な理由により修学が困難な生徒・学生に学資（奨学金）を無利子

で貸与し，資金面で修学支援が行われています。 

平成２８年度の新規奨学生は，２９人を決定し，一定の人数を確保することができ，

本事業の目標をおおむね達成していると評価できます。今後も市在住者の子弟の教育機

会を確保するため，適切な時期に奨学金制度を広く周知することが必要です。 

奨学金の返還滞納者への対策が課題となっており，事業を安定的に実施していくため

にも継続した取り組みを求めます。 

 

 

３ 本年度評価の結果と今後の教育行政評価の在り方について 

昨年度に引き続き，本年度もＢＳＣ（バランス・スコアカード）に基づく評価シート

を用いて評価を行いました。３回の審議により効果的かつ効率的な評価が実施できたと

考えます。 

評価の方法については，「１ 評価の手法と結果の概要について」に記載のとおり，

評価点の合計によって総合評価を判定し，目標を概ね達成できた場合は，総合評価が「Ｂ」

となり，それ以上の成果が見られた場合のみ「Ａ」となる仕組みとしています。 

全体としては，Ａ評価＝１２事業，Ｂ評価＝１０事業，Ｃ評価＝０事業の結果となり，

多くの事業が適切に実施されたといえます。 

学校教育及びスポーツ・社会教育について，それぞれＡ評価が６事業で，バランスよ

く各分野の事業が実施されたといえます。 

Ｂ評価の事業の中には，もう少し評価が高いのではないかとの指摘が，いくつかの項

目で上がりました。自己評価の際には，評価をするための材料（アンケート，参加人数

等）の具体的な数字による標記や，そこで求められる更なる取り組み等についてしっか

りと明示するとともに，事業の実施により得られた成果・実績が明確になるよう努める

必要があると考えます。 

評価指標の開発と情報の収集，根拠の明確な評価を進めるべく，今後もいっそうの工

夫・改善を期待します。 
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４ 教育行政評価委員会 審議経過 

 日 時 内 容 

第１回 
平成２９年７月１８日（火） 

１３：３０～ 

審議方法及び進め方，今後のスケジュール， 

自己評価説明及び質疑 

第２回 
平成２９年７月２５日（火） 

１３：３０～ 
自己評価説明及び質疑 

第３回 
平成２９年９月２６日（火） 

１３：３０～ 
答申案の検討，取りまとめ 

 

 

５ 教育行政評価委員会 委員名簿 

氏 名 所属等 備考 

加藤 崇英 茨城大学大学院 教育学研究科 准教授 委員長 

津島 隆 元公立小学校長 副委員長 

飯山 克則 県立鹿島灘高等学校長 委員 

万條 智恵美 鹿嶋市スポーツ推進委員副会長 委員 

渡辺 道子 中野東小学校ＰＴＡ役員 委員 
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Ⅱ 鹿嶋市教育行政評価委員会の答申を受けて 

 

１ 平成２８年度教育行政運営方針における主要事業評価について 

平成２８年度に実施した事業のうち主要２２事業について「教育行政評価シート」を

用いて自己評価を行いました。これらの評価シートをもとに，鹿嶋市教育行政評価委員

会において，審議をいただいた結果，１２の事業がＡ評価，１０の事業がＢ評価となり

ました。すべての事業がＢ評価以上となり，おおむね適切に事業が執行されたと評価を

いただいています。 

それぞれの事業における今後の方針・対応策は，以下のとおりです。 

 

 

基本方針１ 学び高め合い，生きる力を育む学校教育の推進 

（１）幼児教育の充実（Ａ：８２.２） 

幼稚園から小学校への円滑な接続ができるよう，「アプローチ・スタートカリキュラ

ム」を活用しながら，その内容の検証，改善を行っていきます。 

保護者だけでなく，様々な人との関わりや自立心が芽生えてくる重要な時期である３

歳児からの３年保育の充実を図り，公立幼稚園各園それぞれの特色を生かした幼児教育

を推進していきます。 

 また，未就園ふれあい事業や子育て相談，市ホームページ等で幼稚園を紹介し，公立

幼稚園の魅力を発信し，入園児の確保につなげていきます。 

 

（２）食育の推進と学校給食施設の改善（Ｂ：７７.６） 

学校での食育推進には，栄養教諭による小中学校での食育授業を引き続き実施し，児

童生徒が食事に関心を持つよう努めていきます。併せて，給食だよりや給食試食会を通

して保護者に家庭での食育の必要性を啓発していきます。 

 また，学校給食における地産地消を推進するために，生産者，行政，家庭が連携し，

より多くの食材の使用並びに，その周知に努めていきます。 

 一方，給食費の滞納対策については，滞納者に対し，徴収の目的を明示して，理解を

求めていきます。また，個別訪問を増やし，納入相談や福祉支援制度の紹介などの支援

を併せて行っていきます。 

 

（３）生きる力の育成を通した学力向上のための授業改善（Ａ：９２.７） 

平成２６年度から３年間実施した「鹿嶋市授業改善プロジェクト」により，市内１７

校，全ての小中学校が重点校として公開授業を行うことができました。全国学力・学習

状況調査の結果では，小６と中３の国語において全国の平均を超え，算数・数学におい

ても前年度よりを正答率の伸びが見られます。 
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次年度も本プロジェクトを進め，市内各校で児童生徒自らが見出した課題に対して，

見通しを持って主体的に解決し，学習後にきちんと振り返るといった児童生徒一人ひと

りの個に応じた指導を進めていきます。 

 

（４）小学校英語科導入を見据えた指導法の展開（Ａ：９０.４） 

本市は平成１９年度に小学校英語特区の認定を受ける前の平成１８年度から，市内３

小学校（波野小・豊津小・中野東小）をモデル校に指定し，小学校 1年生から授業を中

心に英語に慣れ親しむ機会を設けています。また平成１９年度には，その３校の実績を

基に市内１０小学校（鹿島小・三笠小を除く）へ拡大し，平成２０年度には市内全小学

校で英語にふれる機会を設定しています。 

平成３０年度より本市では小学校５・６年生の英語教科化が先行実施となります。次

年度も継続した取り組みにより，英語による身近な事柄に関する語句や表現，更に，ま

とまった会話や文章を聞き対応できる英語検定５級程度のコミュニケーション能力を身

に付けることを目指します。 

また，中学校についても，コミュニケーション英語を継続して実践し，「読む」，「書

く」，「話す」，「聞く」４技能のバランスがとれた生徒の英語力向上を目指します。 

 

基本方針２ 豊かな学びを支える教育環境づくり 

（５）教育環境の整備（Ａ：８０.９） 

教育施設の長寿命化や機能維持を図るため，大規模な老朽改修工事を実施し，計画的

に適切な教育環境の整備を行います。 

また，引き続き市費負担教職員を主に小学１・２年生において，１クラス３０人以下

の少人数学級編制のために配置します。今後も児童一人ひとりの個人差に対応したきめ

細やかな指導を実践していきます。 

 

（６）特別支援教育事業の充実（Ａ：８６.４） 

 鹿嶋市の小中学校における特別支援学級在籍児童生徒数は全体の４％を超えており，

個々に応じた特別な支援・指導は必要不可欠なものとなっています。 

平成２６年度に市内で様式を統一した個別の教育支援計画・指導計画の作成について

は，引き続き作成率１００％を維持しつつ，通常学級に在籍する配慮を要する児童生徒

分を作成，更には平成２８年度に初めて実現した高校への個別の教育支援計画・指導計

画の引継ぎなど，より多くの子どもたちを手渡しでつないでいくような，個々に応じた

適切な支援を進めていきます。 
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（７）通学区再編成の検討（Ｂ：５９.８） 

次年度は，検討委員会で決定した方向性を基に，課題となるエリアごとに検討を進め，

なるべく早い時期に再編成（案）を作成し，市民に示していきたいと考えています。 

 なお，最終的な決定にあたっては，保護者や地域住民等の意見を踏まえながら，学校

規模及び配置等を考慮した通学区域の実現に努めていきます。 

 

（８）小中一貫教育の導入の推進（Ｂ：６５） 

 次年度は，高松小学校・中学校をパイロット校として，具体的内容を盛り込んだ整備

計画を策定し，それに基づくカリキュラム編成や人事配置，必要物品の調達などの検討

を進めながら，平成３０年４月の開校に向けて準備を行っていきます。 

 また，開校後においても，市全体への取り組みに向けて，その効果や課題等を検証し

ていきます。 

 

（９）家庭・学校・地域の連携（Ｂ：７７.３） 

学校支援ボランティア制度を活用することで，より体験的な学習や独自の授業の展開

につなげることができました。学校からのニーズが高い内容の中で，ボランティア登録

が少ない業種については，各地区公民館に配置された地域活動支援員や，関係機関との

連携による養成講座の開催など，ボランティアの掘り起しや育成を図っていきます。 

また，日本語指導ボランティアについても，国際交流協会等との連携を図り，人材の

確保に努めていきます。 

 

（１０）学校図書館の整備（Ｂ：６９.２） 

環境整備の充実が図られたことを最大限に活かせるよう，司書教諭，学校図書館司書

及び教育委員会事務局が意見交換を行い，連携を深め，今後の学校図書館のあり方につ

いて検討していきます。併せて，貸出し冊数が少ない児童生徒が興味を持つようなイベ

ント等を開催するなど，児童生徒全体の読書活動の推進を図っていきます。 

 

（１１）図書館活動の充実（Ｂ：５５） 

次年度は，鹿島中学校と大野中学校の学校図書館をリニューアル（改修）し，市内す

べての小中学校に公立図書館の図書を学校で貸出しできるしくみを導入します。 

 また，一部重複している学校もありますが，各学校に配置されている嘱託職員と公共

図書館の職員との合同研修会等を毎年度開催していきます。 

 将来的には，学校図書館法にも規定されている，学校図書館を一般市民へ開放するこ

とが理想の連携のあり方と考えます。 
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（１２）幼保小中連携型教育相談活動の充実（Ａ：９２.３） 

 鹿嶋市教育センターに教育指導員，就学相談員，適応指導教室相談員を配置すること

で，教育相談や支援体制の充実が図られ，鹿嶋市の教育行政の拠点となる施設として機

能しています。 

 学校を取り巻く環境が大きく変わってきている中，年々増加する複雑多岐にわたる教

育課題に対応するため，今後も鹿嶋市教育センターでは，探究心をもち学び続ける教職

員を支援し，すべての子どもたちにより良い教育が提供できるよう，支援体制の充実を

図っていきます。 

 

基本方針３ 子育てのための家庭教育への支援 

参照：（１）幼児教育の充実（Ａ：８２.２） 

参照：（６）特別支援教育事業の充実（Ａ：８６.４） 

 

基本方針４ 様々な学びを通した地域づくりと地域の教育力の向上 

（１３）公民館活動（まちづくりセンター）と運営体制の充実（Ａ：８７.４） 

地区まちづくり委員会，まちづくり連絡協議会と連携し，地域住民が主体的に取り組

むまちづくり事業や各種学級講座の提供，地域の課題解決に向けた活動を引き続き支援

していきます。 

また，まちづくり講座や各種学習機会を開催し，地域の現状や課題を取り上げ，解決

を図るために市民や行政の必要な取り組みを探るとともに，まちづくり市民大会をとお

して，関係者の情報共有に引き続き努めます。  

今後も地域に必要な公民館活動を継続し，地域の拠点施設として，集いの場の提供や

地域文化の振興に貢献するなど地域コミュニティの形成を図ります。 

 

（１４）放課後子ども総合プランの推進と充実（Ａ：８７.８） 

核家族化や共働き家庭の増加など家族形態の変容により，児童クラブの利用希望者が

増えています。また，平成２７年度からは児童クラブの対象が全学年に拡大となったこ

とから，更に開設場所と指導員が必要となります。 

今後も安定した事業を継続していくため，引き続き，学校・事業所・地域と協力・連

携を図りながら，指導者やコーディネーターの育成と実施場所の確保に努め，児童が放

課後を安全・安心に過ごすことができる居場所づくりを推進していきます。 

 

（１５）子どもの体験活動・学習の充実（Ａ：９４.４） 

フロンティア・アドベンチャーは，体験活動を充実させるためのプログラムや幅広い

年齢層の人達と関わる経験を通して，自立心・忍耐力・協調性・生きる力などを育むこ

とを目指しています。 
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 今後，事業の効果をいっそう高めるために指導者の確保と育成に努めていきたいと考

えています。 

青少年センターの活動としては，青少年相談員による見回り活動のほか，早朝・夜間

活動・あいさつ声かけ運動を定期的に行っていきます。活動を多くの人に知ってもらう

ことで，地域との連携も強化できると考えられるので，今後も各イベントにおけるキャ

ンペーンの展開や，相談員による一斉活動（巡回や有害図書取扱等についての店舗訪問）

等を積極的に行い，青少年にとってより良い環境づくりに努めていきます。 

 

基本方針５ 伝統文化・芸術の振興 

（１６―①）芸術文化に親しむ機会の提供（Ａ：８６） 

市美術展覧会及び芸術祭など，市民の創作活動の発表の場を引き続き提供することで，

市民の芸術・文化活動に関する関心を高めるとともに，さらに多くの市民が芸術にふれ

る機会の提供に努めます。また，地域の文化振興の担い手として，市民による自主的な

活動を促進するため，文化協会をはじめとする文化団体への支援の充実を図り，芸術分

野に関わる人材の発掘・育成に努め，地域の文化力の向上をめざします。 

 

（１６―②）芸術文化に親しむ機会の提供（Ｂ：７０.３） 

鹿嶋市は，鹿島神宮をはじめとして貴重な文化財や伝統芸能が多く残っている地域で

す。これらの文化財や伝統芸能を保存し，後世に伝えていくため，今後も，郷土の歴史

文化にふれる機会の提供に努めていきます。 

また，「いばらきっ子郷土検定事業」は，子どもたちが，郷土の歴史への関心を深め

る機会となっています。今後も継続して取り組み，子どもたちの郷土を愛する心の育成

につなげていきます。 

            

（１７）国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」（神野向遺跡）整備及び保存活用 

（Ａ：８９） 

国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」については，平成３０年度に保存活用計画を策

定し，今後の史跡の保存と活用の方策を決定し，郡家跡の整備に向けて計画を進めてい

きます。 

また，市内遺跡から出土した埋蔵文化財などは，「鹿嶋市どきどきセンター」におい

て保存，整理，公開し，講演会や展示会を通して市民に周知しています。課題となって

いる土日開館については，開館に必要なボランティアの確保並びに，その組織化につい

て検討していきます。 

その他，門前通りにある「ミニ博物館ココシカ」を活用し，鹿島神宮を訪れる観光客

に鹿嶋市の文化財や伝統芸能を含めた歴史を周知していきます。 
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基本方針６ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

（１８）スポーツ活動の推進，スポーツを通じた交流の推進（Ａ：８２.２） 

平成３１年度茨城国体，翌年には東京オリンピック（ともにサッカー競技）開催によ

り，これまで以上に市民のスポーツ・健康に対する関心が高まっています。 

今後も鹿嶋市体育協会やかしまスポーツクラブ等のスポーツ団体を始め，民間スポー

ツ関連事業者とも連携し，市民が行うスポーツ・健康づくり活動の推進を図るとともに，

スポーツ環境の充実に努めます。 

 また，市が推進する鹿行ＤＭＯとの連携を図り，スポーツ合宿の受入や広域スポーツ

大会の誘致などのスポーツコンベンション事業を推進し，スポーツを活用した地域活性

化を積極的に推進します。 

 

（１９）平成３１年度茨城国体の開催準備（Ｂ：７５.５） 

今後は，平成２８年度に行った実施設計をもとに多目的球技場整備及びトイレや観覧

席，照明設備等の付帯設備の工事を予定しています。平成３１年度の国体開催に向けて，

計画的な施設整備，既存施設の維持補修等により大会準備に万全を期し，利用しやすい

環境整備を図っていきます。 

 

基本方針７ 教育における今日的な課題への対応 

（２０－①）教育に関する「大綱」及び第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画の進行管理 

（Ｂ：７２.４） 

 第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画を進行管理するため，年度毎に教育行政運営方針を策

定し，主要事業に取り組んでいきます。また，外部の視点から本市教育行政評価を実施

し，効果的・効率的な事業展開を図っていきます。 

 

（２０－②）高塚奨金制度の充実（Ｂ：７０.６） 

 平成２８年度も必要とする学生へ学資を貸与することができました。引き続き，適切

な時期に奨学金制度の周知を行います。 

課題となっている奨学金返還金の滞納対策としては，滞納額の減少に重点をおき，滞

納者への電話による督促や文書での通知，個別訪問を計画的に実施し，滞納額の削減に

努めます。今後も奨学資金の有効活用及び円滑な資金運用に努めます。 

 

２ 今後の教育行政評価の在り方について 

 本年度の教育行政評価については，昨年度に引き続きＢＳＣに基づく評価シートを用

いて自己評価を行い，効果的かつ効率的な評価を実施できたとの評価をいただきました。 

 しかしながら，評価シートについて，事業によっては，達成した指標と成果の関連性

が分かりにくいものや，達成目標値の設定が難しいものがあり，そのような場合の評価
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基準が課題として挙げられました。教育行政評価シートは，教育行政評価の根幹をなす

ものであり，明確な評価シートが求められることは認識しています。 

今後も，評価シートの作成にあたっては，自己評価者全員が共通理解の下，より分かり

やすい評価シートとなるよう工夫・改善に努めていきます。 

 



重点目標 体系項目 戸別施策

３年保育全国実施に向けた関係機関との調整

アプローチ・スタートカリキュラムの改訂

未就園児ふれあい事業の実施

栄養教諭等による訪問指導，給食指導や学級活動の場での食育の推進

学校給食における地産地消の推進

学校給食費の滞納対策の強化

授業改善プロジェクトの実施

茨城県学力診断テストの実施

小学校全校，中学校全校に英語指導助手（ＡＬＴ）を配置

小学校全学年において，小学校外国語活動の教科化を踏まえた市独自の英語カリュラムで英語活動を実施

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

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

小中学校大規模改造事業

中学校体育館天井改修工事

大野区域屋内温水ﾌﾟｰﾙ整備事業

公民館施設整備事業

市費負担教職員の適正配置

特別支援コーディネーター研修会の実施

教育支援計画ファイルの作成および活用

小中学校通学区域再編成検討委員会による事案の検討

現状の課題解決のための調査

検討委員会による事案の検討

専門部会による事案の検討

先進地視察

学校支援ボランティアの活用

日本語指導ボランティアの派遣

鹿島中，大野中学校図書館の整備

市内１５校の小中学校図書館の運営

図書館基本計画の策定

学校図書館との連携

幼児，児童・生徒，保護者，教職員の相談・支援活動の実施

不登校，長欠対策の支援

教職員研修・研究の充実

 まちづくり連絡協議会事業の実施（まちづくり支援事業の充実）

各地区まちづくりセンターでの事業の実施

放課後児童クラブ事業

放課後子ども教室事業

鹿嶋市フロンティア・アドベンチャー推進委員会の実施

鹿嶋市フロンティア・アドベンチャー事業

鹿嶋市青少年センターの活動

メディア教育講演会

市美術展覧会の開催

芸術祭の開催

鹿嶋の民話・市民音頭の普及

いばらきっ子郷土検定事業

国指定史跡鹿島神宮境内附郡家跡保存活用計画策定事業

収集資料や出土品の保存・活用事業

茨城国体開催事業

広域大会の開催

シンボルスポーツの推進

スポーツ団体の支援

健康づくりスポーツ

スポーツ情報の発信（スポーツホームページ）

卜伝の郷多目的球技場改修工事

北海浜多目的球技場整備工事

教育行政運営方針の策定

教育行政評価委員会の開催

平成２９年度新規奨学生の募集

奨学金返還滞納者対策 17

評価番号
教育基本計画の位置づけ

（１）

2 （２） ①②③④

1

2

3

4

4 ②

（４） ②

①

（１） ①

①

特別支援教育事業の充実

平成２８年度　具体的施策名平成２８年度　主要事業名（教育行政評価シート作成事業）

①

2 ②（５）

7 （１） ②

（３）

②

②

（３） ③

③（３）2

5

2 （３） ⑥

2

7

6

１，２

幼保小中連携型教育相談活動の充実

家庭・学校・地域の連携

8

9

10

11

2

小中一貫教育の導入の推進

図書館活動の充実

小学校英語科導入を見据えた指導法の展開

教育環境の整備

生きる力の育成を通した学力向上のための授業改善

学校図書館の整備

13

14

1

1

①　④

（４）

（６）212

5

15

１６－①

１６－②

17

18

19

資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿嶋市教育行政評価事業一覧

食育の推進と学校給食施設の改善

1 幼児教育の充実

2

通学区再編成の検討

（４）

（１） ①

（３）（１）

スポーツ活動の推進，スポーツを通じた交流の推進

２０－①

２０ー②

5

6

国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」（神野向遺跡）整備及び保存活用

平成３１年度茨城国体の開催準備

教育に関する「大綱」及び第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画の振興管理

高塚奨学金制度の充実

（２）

①　③

⑤

②　⑦

6

（１）

（１）

（５）

①②③④⑤

4 （２）

4

芸術文化に親しむ機会の提供

（２）

①④ 公民館活動（まちづくりセンター）と運営体制の充実

放課後子ども総合プランの推進と充実

芸術文化に親しむ機会の提供

子どもの体験活動・学習の充実

5



1

(1)

①

 

1
2

(3)
(1)

①

③

18

２　事業概要

重点目標

目　的
・受益者負担による，安全安心なおいしい地元の食材を使った給食の提供を行う。
・食育の推進については，学校教諭，保護者，子供たちと協力体制を図りながら，一体となって実施
する。

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

学び高め合い，生きる力を育む学校教育の推進
豊かな学びを支える教育環境づくり　他

体系項目
健やかな体の育成
安心・安全・快適に学べる教育環境の整備

個別施策
食育の実施と学校給食における地産地消の更なる取り
組み
安定的な学校給食の提供と給食センター機能の充実

3　実　績

・栄養教諭による訪問指導で延べ105時間の授業を実施し，給食の時間を使って各担任の先生や給食主任の先生により
食育の推進を図った。
・鹿嶋産しらすを使った給食を年２回実施し，マスコミを通じて地元食材による給食の提供と保護者や市民に地産地消
のPRを図った。
・給食費滞納対策として，児童手当からの充当や臨戸訪問を行い，過年度分286万円が納入となった。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

・地産地消の推進は，給食では多量の食材を使用するので，米以外の地元食材（取扱品目）が少ない。
・給食費は，滞納者の理解や協力が得られていない。

改
善
策

個別施策 子育て支援事業の実施

２　事業概要

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

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ1　（自己評価）

主要事業名 幼児教育の充実
担
当

部　名

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 学び高め合い，生きる力を育む学校教育の推進

教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課・教育指導課

１　事業の位置づけ

体系項目 幼児教育の充実

3　実　績

　関係機関との調整の結果，平成29年度から公立幼稚園全園における3年保育を実施することを決定した。私立を含む
幼・保・認定こども園からも協力いただき，アプローチスタートカリキュラムを改訂した。また，未就園児ふれあい事
業への参加者も多く，子どもや保護者同士の交流，子育てにおける不安の解消の一助となった。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

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

改
善
策

食育の推進と学校給食施設の改善
担
当

部　名 教育委員会
課　名 学校給食センター・鹿嶋っ子育成課

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

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ2　（自己評価）

・JAしおさいと協議し，生産者の協力を得られるよう働きかけをする。
・未納者の保護者に対し，納めて頂くように臨戸訪問を増やし，納入相談や福祉支援制度の紹介など支援して
いく。

主要事業名



1

(4)

①
④

1

(4)

⑤

１　事業の位置づけ

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　全国的に小学校への異動希望者が減っていることから，平成32年度から小学校において英語が教科化される
ことに対し教職員の間でも不安感が広まっている様子が伺える。今後は，指導力の向上に向けた研修の充実及
び人材の育成・確保が課題となる。

改
善
策

　小学校の英語活動や中学校の英語教育を効果的に進め，ALTや学校との連携を深めること・円滑な指導を図
ることを目的に指導主事が全小中学校に計画訪問を行い，英語の公開授業を実施していく。また夏季休業中に
英語の教科化に向けた学級担任主体の指導方法についての研修を実施するなど，国が目指す方針の転換による
現場の混乱を避けるため，指導力の向上やカリキュラムの定着に向けた教職員研修を今後も計画的かつ継続的
に実施していく。

　平成30年度の小学校英語教科化先行実施の準備に向けたカリュキュラムの構築等のために，文部科学省英語教育強化
拠点事業先進校である群馬県前橋市立桃井小学校及び群馬県総合教育センターを訪問し，授業の視察や，カリキュラム
研究開発に携わった職員との意見交換を行った。これを参考に平成29年度中のカリキュラム作成を目指す。
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２　事業概要

目　的
　英語に慣れ親しむことにより，言語文化に対する興味・関心を高め，国際理解の基礎を培う。また
聞いたり話したりするなどのコミュニケーション能力の基礎を培い，将来を見据え国際社会に対応し
た人材育成を目指す。

3　実　績

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 学び高め合い，生きる力を育む学校教育の推進

体系項目 確かな学力の保証

個別施策

２　事業概要

目　的
　課題の発見・解決に向けた主体的・対話的で深い学びを充実させるためのカリキュラムマネジメン
トを各校の特色や実態に応じて策定し，校内の共通理解を図る。

3　実　績

　鹿嶋市授業改善プロジェクト３年目は，国語以外の教科，特に理科や算数科にも広げ，児童が主体的・協働的に取り
組む授業改善に努めることとした。各学校では授業改善７つの視点からの研究授業を重ねることで，教職員の授業力の
向上につながってきている。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　児童生徒の思考力・表現力は「茨城県学力診断テスト」の結果からも全体的には伸びてきたことが明らかで
ある。一方で，個人差も大きくなり，特に小学校算数科ではその傾向が顕著で，知識はあるが活用できない児
童が見られた。①ワークシートの開発 ②ポイントシートの作成 ③教科別の語彙の作成等の発展的な活用を通し
て，個人差に対応した指導の工夫が必要である。

改
善
策

　児童生徒達に身に付いた思考力や表現力を，他の場面でも活用・発揮できるように，教科横断的な年間指導
計画の見直しを図る。

個別施策
鹿嶋市授業改善プロジェクトによる授業の推進
学力・学習状況調査の結果分析と活用

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ３　（自己評価）

確かな学力の保証

主要事業名 生きる力の育成を通した学力向上のための授業改善
担
当

部　名 教育委員会 
課　名 教育指導課

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ４　（自己評価）

主要事業名 小学校英語科導入を見据えた指導法の展開
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育指導課

小中学校での英語教育の充実

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 学び高め合い，生きる力を育む学校教育の推進

体系項目



2

（１）

②
⑦

2

(2)

①

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ５　（自己評価）

主要事業名

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 豊かな学びを支える教育環境づくり

体系項目 安心・安全・快適に学べる教育環境の整備

教育環境の整備
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

3　実　績

①施設面では，どの施設も建設から30年から40年経過しているため，大規模改造工事（老朽箇所の全体的な改修）は
急務である。
②学習指導及び生徒指導に関する経験豊富な市費負担教職員が，勤務校において質の高い指導を実践している。この実
践により勤務校で組織的に指導力向上が図られた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

①大規模改造事業を計画的に進めていくには，国庫補助金の確保が大変重要である。
②市費負担教職員の任用期間は１期２年で，更新により２期（最長４年）任用することができる。更に継続す
る場合は，改めて試験を行う。市費負担教職員の人材確保が課題となる。

改
善
策

①残り14校の大規模改造事業においては，国庫補助金の確保に最大限努め，仮に採択されない場合にも毎年計
画的に実施していくべきである。
②任用期間の見直しや現在任用している経験豊かな市費負担教職員を継続的に任用していくことを検討する。

個別施策
小中学校大規模改修の計画的な実施
市採用教職員等の適正配置

２　事業概要

目　的
①タイムリーな校舎の改修により長寿命化と教育環境の充実を目指す。
②鹿嶋市の教育力向上により，基礎学力の定着を図るとともに，児童生徒の豊かな心と生きる力を育
成する。

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 豊かな学びを支える教育環境づくり

体系項目
一人ひとりの特性に目を向けた特別支援教育の充
実

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ６　（自己評価）

主要事業名 特別支援教育事業の充実
担
当

部　名
課　名

教育委員会
教育指導課

3　実　績

　文部科学省で教育支援計画の作成について謳われている中，これから作成を考えている市や作成していても浸透して
いない自治体が多い現状で，本市は作成率100％を達成している。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　ベテラン特別支援教育コーディネーターが定年退職等で減少しており，次世代のコーディネーターへの知
識・経験の伝達が喫緊の課題である。

改
善
策

　新任特別支援教育コーディネーターの育成のため，特別支援教育コーディネーター研修会以外に年２回， 知
識・経験を伝える場を設ける。

個別施策
特別支援教育の推進のための指導・支援体制の充
実　他

２　事業概要

目　的
　未就学児の発達や教育について，保護者のさまざまな相談に応じ，支援者（教員や専門機関等）と
共により良い就学ができるよう支援を行う。

20



2

(3)

③

2

(3)

③
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１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 豊かな学びを支える教育環境づくり

体系項目 地域の実情に配慮した特色ある学校づくりの推進

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ７　（自己評価）

主要事業名 通学区再編成の検討
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課

3　実　績

　国の動向（学校規模の適正化及び小中一貫教育の推進等）を踏まえながら，本市の状況と照らし合わせ，現状の課題
を把握し，委員会としての方向性を決定した。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　通学区域の再編成（見直し）は，児童生徒，保護者をはじめ，地域や不動産関係などあらゆる分野へ影響す
ることを踏まえて慎重に進めなければならない。

改
善
策

　再編成（案）については，広く市民に分かりやすく公表するとともに，寄せられた意見や要望等を十分踏ま
えたうえで，あらゆる分野の方々から納得が得られる再編成に向けて，慎重に進めていく。

個別施策 通学区検討委員会による通学区の見直し

２　事業概要

目　的
　「鹿嶋市小中学校通学区域再編成検討委員会」において，学校の規模及び配置の適正化並びに通学
区域の見直しを検討し，その結果をもとに教育委員会において市民への公表や意見等の収集を行い，
早ければ平成32年度には，現状に合った新たな通学区域の再編成を決定する。

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 豊かな学びを支える教育環境づくり

体系項目 地域の実情に配慮した特色ある学校づくりの推進

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ８　（自己評価）

主要事業名 小中一貫教育の導入の推進
担
当

部　名
課　名

教育委員会
鹿嶋っ子育成課

3　実　績

　全国的に小中一貫教育の取り組みが増えている中で，本市においても鹿嶋市小中一貫教育基本方針の策定や高松小中
一貫教育の目標の決定など。開校に向けて順調に進んでいると思われる。また，進捗状況の周知についてもおおむね計
画どおりできた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　一貫校への取り組みに対して，学校現場，保護者全体へ理解が得られていない部分もある。
また，小中一貫教育実施校における成果や課題も地域等によって変わってくるため，本市の現状に合った一貫
教育の導入を図る必要がある。

改
善
策

　小中一貫教育の特徴及び進捗状況の報告を積極的に行う。
本市の現状に合った小中一貫教育に向けての検討（検討委員会，専門部会，学校と教育委員会事務局担当者と
の話し合い等）を頻繁に行う。

個別施策 通学区検討委員会による通学区の見直し

２　事業概要

目　的
　小学校と中学校の９年間連続した学びの中で「確かな学力」と「豊かな人間性」の育みが期待でき
る小中一貫教育の全市的な推進を図る。
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①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 豊かな学びを支える教育環境づくり

体系項目 地域の実情に配慮した特色ある学校づくりの推進

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ９　（自己評価）

主要事業名 家庭・学校・地域の連携
担
当

部　名 教育委員会
課　名 社会教育課・教育指導課

3　実　績

①保護者や地域の成人の学習機会や学校支援の機会の増加を図ることができた。また，教員からの意見として，ボラン
ティアの活用により体験的な学習や個に応じた指導の充実につながったという意見も多く聞かれた。
②日本語指導ボランティア派遣により，外国人児童生徒の学ぶ機会をより充実させることができた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

①学校等が必要としているボランティア登録が十分ではなく特に樹木の剪定や花壇の整備などの環境ボラン
ティアについては要望も多い。しかし，樹木の剪定をしてくれるボランティアの登録者はなく育成する必要が
あると考えられる。
②グローバル化に伴い，今後，日本語指導ボランティアについてもタイ語やスペイン語など，多言語対応の人
材確保が必要になってくると考えられる。

改
善
策

①レイクエコーと連携し，花壇づくりと剪定のスキルアップを図れるボランティア養成講座を実施するための
プログラム作成について協議会を組織し検討する。講座は平成２９年度に花壇づくり・剪定ともに各１回実施
できるようにする。
②国際交流協会や市民団体と連携を図り，日本語指導ボランティアの人材確保をすすめる。また教育委員会が
リーダーシップを発揮し，外国人児童生徒の支援ほかにも，当該校の支援（指導計画の作成等）を実施する。

個別施策 学校活動における社会人ボランティアの活用

２　事業概要

目　的

・子どもたちの教育をよりよいものとする(多様な体験・経験の機会の増加，コミュニケーション能力
の向上など)
・生涯学習社会の実現(自らの経験や知識や学習の成果を生かす場の広がりなど)
・地域の教育力の向上
・教職員の負担軽減や児童生徒一人ひとりへのきめ細やかな指導の充実

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 豊かな学びを支える教育環境づくり

体系項目 読書活動の推進

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ1０　（自己評価）

主要事業名 学校図書館の整備
担
当

部　名 教育委員会
課　名 鹿嶋っ子育成課

個別施策
学校図書館と中央図書館の連携による読書活動の
推進

２　事業概要

目　的
　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。

3　実　績

　全小学校の学校図書館整備及び図書館司書（兼務含む）の配置が平成24年度に完了し，平成28年度の鹿島中学校及
び大野中学校の整備をもって，全小中学校図書館の整備が完了した。司書免許を持った職員を全小中学校図書館に配置
しているのは，鹿行地区でも鹿嶋市のみである。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

・整備されたハード面を活用した，更なる読書活動の充実や，授業における学校図書館の連携・活用。
・学校図書館司書及び司書教諭の更なる連携による，図書館運営の実施。

改
善
策

・学校図書館における取り組みを評価・改善する仕組みの検討。
・学校図書館司書と司書教諭が連携できる体制の検討。
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教育委員会

中央図書館

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 豊かな学びを支える教育環境づくり

体系項目 読書活動の推進

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ1１　（自己評価）

主要事業名 図書館活動の充実
担
当

部　名
課　名

3　実　績

　長年の課題であった図書館基本計画を策定し，これからの鹿嶋市の図書館の方向性を示すことができた。加えて，図
書館情報システムの契約更新時期と重なり，※プロポーザル方式で選定を行ったところ，計画にそった図書館情報シス
テムの提案を得ることができ，平成29年度は計画の一部が実施できる運びとなった。
　※プロポーザル方式：技術提案書の提出を求め技術的に最適な者を選定する手続き

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　図書館基本計画を実施していくには，学校図書館の地域開放等の課題があり，小学校の大規模改修時と併せ
て検討していくことが必要である。

改
善
策

　H28からH37年までの10年計画なので，小学校の大規模改修時と関連しながら，計画を進行していく。電
子図書館をH29年秋ごろに開設していく予定なので，併せて郷土資料の電子化も進めていきたい。

個別施策 図書館基本計画等の推進

２　事業概要

目　的
　図書館基本計画を策定し，地域の知の拠点として，市民と共に成長を続ける図書館をめざして，計
画に掲げている目標に沿ってサービスを展開していく。

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 豊かな学びを支える教育環境づくり

体系項目 教育センター機能の充実

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ1２　（自己評価）

主要事業名 幼保小中連携型教育相談活動の充実
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育指導課

個別施策
幼児，児童・生徒，保護者，教職員の相談・支援活動
の充実　他

２　事業概要

目　的
　市内の教職員の資質・指導力向上のほか，不登校児童生徒の社会的自立の実現に向けた支援，教育
上の悩みや子育ての不安を持つ保護者の相談体制を充実させる。

3　実　績

　教育センターを開設したことにより，教職員研修や相談機能を一つにまとめることで，センター内スタッフで連携し
組織的に課題の解決にあたることができている。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　教育センターの活動を軸に幼保小中連携型教育相談活動の充実が図られているが，その拠点となる施設は，
昭和60年４月に開設された旧保健センターを利用しており，施設の修繕及び改修工事が必要な個所が多くあ
る。

改
善
策

　施設の利用者や利用状況を注視し，必要に応じて教育施設としての改修を行い，利用しやすい施設となるよ
う管理運営に務める。
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②
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教育委員会
中央公民館

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標
様々な学びを通した地域づくりと地域の教育力の
向上

体系項目 学校・公民館を核とした地域コミュニティの形成

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ1３　（自己評価）

主要事業名 公民館活動（まちづくりセンター）と運営体制の充実
担
当

部　名
課　名

3　実　績

・地域の課題に寄り添い，解決のために必要な手法を学ぶ機会として，各種研修会・講座を開催することで，情報の共
有を図り学習機会を提供することができた。
・各地区まちづくり事業においては，地域住民が主体的に公民館事業を実施し，コミュニティ形成・地域の連携を育む
取り組みが行われた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

・まちづくり講座，まちづくり市民大会において学習した内容が地域に事業展開される機会がないことから，
学習成果を地域に還元するシステムが構築されていない。
・地区まちづくり委員会事業内容が恒例(マンネリ)化してきており，生涯学習時代における公民館活動のあり方
について検討が求められる。

改
善
策

・学習成果を地域に還元するシステムと支援体制の構築。
・学習機会の提供にあたっては，学習テーマ，開設形態，事業の実施方法について住民の学習ニーズ等に基づ
きながら，各世代を対象とした学習機会を提供し，より多くの参加者が得られるように努める必要がある。ま
た，開設の仕方や形態としては，土・日曜日に重点的に事業や活動等を展開するウィークエンドスクール，夜
間に開設するアフターファイブセミナー等多様な事業の工夫が必要である。

個別施策
まちづくり委員会活動の支援
公民館まつり等の充実

２　事業概要

目　的 　市民一人ひとりが積極的に地域づくりに参加し，連帯感あふれる地域社会が形成されます。

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標
様々な学びを通した地域づくりと地域の教育力の
向上

体系項目 学校・公民館を核とした地域コミュニティの形成

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ1４　（自己評価）

主要事業名 放課後子ども総合プランの推進と充実
担
当

部　名
課　名

教育委員会
社会教育課

改
善
策

　平成32年3月31日までに，児童クラブ1クラブの児童の数をおおむね40人以下，専用区画の面積を児童一
人につきおおむね１．６５㎡以上とすることを目標とし，目標を達成するために施設整備についての基本方針
の検討を進める。

3　実　績

　国が制定した，「放課後子ども総合プラン」では，放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携を深め，児童が放課
後等を安全・安心に過ごすことができる居場所づくりの整備を推進している。また，共働き家庭の「小１の壁」を打破
するとともに，次代を担う人材を育成するため，全ての児童が放課後等において多様な体験・活動が行える，総合的な
放課後対策を実施している。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　学校関係者，教育委員会，放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の関係者間で十分な協議を行い，事業が
円滑に進むように努めていく必要がある。また，今後，安定して事業を継続していくために，指導者やコー
ディネーターの後継者育成と実施場所の確保が必要となる。

個別施策 子どもたちの居場所づくり事業の実施

２　事業概要

目　的
　全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし，多様な体験活動ができるよう，一体型を中心とした放
課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備を進める。



4

(4)

②

5
(1)
②

　市美術展覧会や芸術祭を開催することで，市内芸術家の創作活動への意欲を増進させる機会となっている。また，市
民に気軽に芸術・文化に親しむ機会を創出することができている。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　文化協会構成員の高齢化が進んでいる。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
求められる。

改
善
策

　地域の文化振興の担い手として，市民による自主的な活動を促進するため，更に文化団体への支援が必要で
ある。また，関係団体と連携して講座や教室の充実や，芸術分野に関わる人材の育成を図り，市民の文化力の
向上を促進する必要がある。

25

２　事業概要

目　的

3　実　績

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 伝統文化・芸術の振興
体系項目 豊かな感性を育む芸術文化に親しむ機会の提供
個別施策 学校や様々な場所で芸術に親しむ機会の提供

　市民の芸術・文化活動に関する関心を高め，意欲的な創作活動を促し，地域文化を育む。

改
善
策

①フロンティア・アドベンチャー推進委員（原則２人）については，３泊４日の参加協力を得られるようにす
る。
②青少年相談員やその活動を市民に周知することで地域との連携などもさらに強化できると考えられる。

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ16-①　（自己評価）

主要事業名 芸術文化に親しむ機会の提供
担
当

部　名 教育委員会
課　名 中央公民館

教育委員会
課　名 社会教育課

１　事業の位置づけ

3　実　績

①国の調査では，自然体験やお手伝い，読書が多い子どもほど，生活スキル(礼儀，マナー，家事，健康管理等)が高
く，生活スキルが高いほど学校生活が充実し，自立の意識(進路，職業，結婚など)も高いという結果が出ている。ま
た，子ども達の直接体験が不足しており，このような課題解決のためにも，フロンティア・アドベンチャー事業は，有
効である。
②警察と連携した研修会の実施により県内・市内の状況を把握することができた。学校運営連絡協議会で青少年相談員
が情報を提供するなど学校との連携も深まってきた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

①フロンティア・アドベンチャー事業が教育委員会と学校の共催になったことで，児童の参加する学校の教員
の参加者は確保されているが，研修や学びの広場の実施により教員一人当たりの参加日数が減少傾向にある。
②青少年の健全育成を推進するには，より地域と連携して行く必要がある。

重点目標
様々な学びを通した地域づくりと地域の教育力の
向上

体系項目 市民ぐるみで行う青少年健全育成の推進

個別施策
フロンティア・アドベンチャーなどの青少年の交
流と活動の促進

２　事業概要

目　的

①自然の中で，１０泊１１日の長期集団宿泊体験の機会を提供し，子ども達が様々な体験活動を通し
て，人間関係やホームシック等，多くの困難を乗りこえ，生きる力(自立性・協調性・課題発見能力・
課題解決能力など)を身につけ，成長できることを目的とする。
②青少年をとりまく社会環境を健全化し,青少年の健全育成と非行防止に資することを推進する。

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ15　（自己評価）

主要事業名

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

子どもの体験活動・学習の充実
担
当

部　名



5
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②

5

(2)

①

学校や様々な場所で芸術に親しむ機会の提供

２　事業概要

目　的

　市民が本市に対する誇りや愛着を感じられるよう，郷土に残る伝統文化や行事，歴史などを次世代
に継承していくことが必要である。そのため，鹿嶋市の伝統文化に触れる機会として，「鹿嶋の民
話」や「市民音頭」の普及活動を実施するとともに，伝承する担い手となる後継者育成も行ってい
く。また，中学校２年生を対象に開催される「いばらきっ子郷土検定」を通じて，子どもたちの郷土
を愛する心を育成する。

部　名

国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」（神野向遺跡）整備
及び保存活用

担
当

部　名 教育委員会

社会教育課

１　事業の位置づけ

3　実　績

　市外からの転入者などが，鹿嶋市の歴史や伝統文化に触れる機会が減ってきている。郷土に残る歴史や文化，それに
係る行事は，地元住民と新しい鹿嶋市民の人間関係を構築する一助になる事業である。そこで，「鹿嶋の民話」や「市
民音頭」の普及活動を実施し，郷土の歴史文化へ触れる機会を提供し，地元住民はもとより鹿嶋の新しい住民や子ども
達にもその理解と興味を深められた。児童クラブや幼稚園・保育園等でも普及活動を行い，子どもたちが鹿嶋の民話に
触れる機会を提供することができた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　郷土の歴史や文化を伝えていくために，まず地元の人に興味を持ってもらい，その上で子どもたちの興味や
理解の向上に努め，語り部などの後世へ伝えていける人の育成や広報活動の充実が重要な課題である。鹿嶋の
民話の普及活動と併せて，語り部の養成講座を開催するなど，後世に伝えていく人材の育成が必要である。郷
土検定では，市の代表校が県大会でも上位に進出する活躍が続いている。継続してさらに盛り上げるため，事
業への関心が高まるような方法を検討する必要がある。

改
善
策

　語り部の養成講座を充実させる。大人も子どもも，伝統行事に参加する機会や，歴史文化について学ぶ機会
を増やす。広報活動を充実させ，広く市民や市外の人達にもＰＲを行い，観光ＰＲの一つとして活用できるよ
うに取り組んでいく。

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ17（自己評価）

主要事業名

１　事業の位置づけ
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①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ
重点目標 伝統文化・芸術の振興

体系項目
歴史・文化遺産（有形・無形）の保存・保全と継
承

個別施策 国・市指定の史跡の整備

２　事業概要

目　的

　史跡整備事業は，神野向遺跡を史跡公園として郷土学習や体験学習の場や，市内外の人たちが鹿嶋
市の歴史に触れる場として保存整備・活用を行っていく。前段として，遺跡内容の把握のため確認調
査，発掘調査を行っていく。
　収集資料や出土品の保存・活用事業は，市内遺跡出土品や文化財を活用し，直に体験できる活動な
どを通して歴史に触れ，学べる機会を設ける。

改
善
策

　史跡内の地権者については，現状を理解してもらい，地道に交渉を続けていく必要がある。保存活用計画を
策定するにあたり，今後の基本計画，実施設計の基礎となる資料作りを行い，速やかに史跡整備が行えるよう
にする。どきどきセンターやミニ博物館ココシカの運営は，学校との連携を図り，地域の子ども達に周知する
ことを検討する。

教育委員会
課　名

課　名 社会教育課

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ
重点目標 伝統文化・芸術の振興
体系項目 豊かな感性を育む芸術文化に親しむ機会の提供
個別施策

　史跡整備については，検討委員会や文化庁，県と協議しながら，保存活用計画を平成30年度に策定することになり，
平成28年度は測量調査を進めた。収集資料や出土品の保存・活用事業においては，どきどきセンターやミニ博物館ココ
シカの出前講座や土曜塾，休日子ども教室など，子ども達が郷土の歴史を学べる機会を設けた。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　史跡整備においては，保存活用計画策定の見直しを図ったが，公有化や基本計画，実施設計に係る費用，環
境整備の問題などがある。収集資料や出土品の保存・活用事業は，見学者を増やすための活動の見直しを検討
する必要がある。

3　実　績

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ16-②　（自己評価）

主要事業名 芸術文化に親しむ機会の提供
担
当



6
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①

6
(3)
①

改
善
策

　利用者には広報等により早めに周知し，工事について理解を頂くとともに，鹿島ハイツスポーツプラザなど
の近隣施設や小・中学校のグラウンドなどの学校開放の活用などで対応していく。合せて可能な範囲で工程を
調整し，利用者に工事の影響が出ないよう配慮していく。
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２　事業概要

目　的

　日本サッカー協会規定に基づく，サッカーグラウンド及び付帯施設（フェンス，観覧席，照明設
備，トイレ等）の整備
①北海浜多目的球技場（天然芝）　②卜伝の郷多目的球技場（人工芝）　③高松緑地多目的球技場
（人工芝or天然芝）

3　実　績

重点目標 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進
体系項目 スポーツ環境の整備・充実
個別施策 広域的な大会に対応できる施設整備

　国体施設の整備については，平成３１年の国民体育大会の開催に向けて県内全域で施設整備等の準備を進めていま
す。鹿嶋市においては，厳しい財政状況を踏まえ，国庫補助金や県補助金，toto（サッカーくじ助成）を活用しながら
『可能な限り既存施設の活用』『施設整備については必要な整備に限定し，大会後も広く活用されるよう配置』『競技
運営に支障が無いように関係機関と調整を行う』ことを競技施設の整備方針としている。これらを踏まえ，平成２７年
度の北海浜多目的球技場及び高松緑地多目的球技場の設計を皮切りに，計画的な整備を行っている。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　国体施設整備については，比較的短期間での施設改修となるため，人工芝の施工期間や芝生（天然芝）の養
生期間等が生じ，卜伝の郷多目的球技場，高松緑地多目的球技場，北海浜多目的球技場の３施設全てが使用で
きない期間ができてしまう。

平成３１年度茨城国体の開催準備
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第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ18　（自己評価）

主要事業名 スポーツ活動の推進，スポーツを通じた交流の推進
担
当

部　名 教育委員会
課　名 スポーツ推進課

２　事業概要

目　的

①第７４回国民体育大会(2019年茨城大会)サッカー競技成年男子・少年男子
　※リハーサル大会：第５４回全国社会人選手権大会
②スポーツコンベンション事業・健康づくりスポーツ教室等の開催
③成人の週１回以上スポーツ実施率５０％以上（目標年度平成３３年度）

3　実　績

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ
重点目標 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

体系項目
幅広い年代が楽しめるスポーツ・レクリェーショ
ン活動の推進

個別施策 スポーツ事業の開催と体験する機会の提供

　平成２８年度は，２０１９年茨城国体開催に向けて鹿嶋市実行委員会を設立し，茨城県，サッカー協会，鹿行５市で
情報の共有化や事業の効率化の検討を行った。また，スポーツによる海岸活用を推進するため，観光セクションと連携
して「鹿嶋シーサイドビーチラン」を開催した。今後もスポーツと観光が連携して地域活性化を図る。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　２０１９年茨城国体や２０２０年東京オリパラの機運を活用したスポーツ事業の拡充・健康づくりの推進を
図る必要がある。

改
善
策

　鹿行５市で取り組むＤＭＯとの連携によるスポーツの産業化と，市民，地域，スポーツ団体や民間事業者な
どと行政が連携して「健康・スポーツ健康都市宣言」などの検討を通じて，スポーツによる本市の活性化を図
る。

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ19　（自己評価）

主要事業名

１　事業の位置づけ
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教育委員会

重点目標

部　名

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

　前年度の事業評価を反映した当該年度事業の取り組みの明確化

改
善
策

・各担当課において教育行政評価結果に基づく指摘事項について，共通認識を持ち次年度実施事業に反映させ
る。
・市長部局の行政評価との整合性を図るとともにシートの改訂を検討する。

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ20-②　（自己評価）

主要事業名

体系項目

3　実　績

個別施策

２　事業概要

目　的 　未来を託す人材の健全育成並びに生涯学習の振興を図る。

　第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画について，平成２８年度教育行政運営方針を策定し，主要事業を明確に定めその取り
組みを推進した。

改
善
策

・今後の社会状況やニーズを見極め，制度の見直しも視野に入れて検討していく。
・奨学金の滞納対策については，督促通知に加え，電話や訪問等による個別対応を行い，複数年度に渡る滞納
者への対応を強化していく。

28

平成２８年度　教育行政評価　Ｎｏ20-①　（自己評価）

主要事業名
教育に関する「大綱」及び第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画
の進行管理

担
当 課　名 教育総務課

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

目　的
　優良な生徒・学生でありながら，経済的な理由によって修学が困難な者に学資を貸与し，有為な人
材の育成を図る。また，本市出身者の教育の機会を継続的に確保するため，一定数の新規奨学生を決
定し，奨学資金の有効活用を図る。

3　実　績

・前年度に実施した平成28年度新規奨学生の募集で奨学生を含めた合計86人に奨学金の貸与を行った。また，平成2
９年度新規奨学生の募集を前年度同様１カ月早めた結果，出願者数が増加した。
・奨学金返還滞納対策については，個別訪問等により滞納額が減少した。

４　評価に基づく事業の課題・改善策

課
題

・平成２８年度新規奨学生については，一定の出願があったが，今後も継続して奨学金貸与をするため，制度
の周知等の工夫が必要である。
・奨学金の滞納については，就職難や非正規雇用などの理由により本人が安定した収入が得られず返還が滞っ
ているケースが増えている。複数年度に渡る滞納を減らす対策が課題である。

高塚奨学金制度の充実
担
当

部　名 教育委員会
課　名 教育総務課

個別施策 学びを支える経済的支援の充実

２　事業概要

１　事業の位置づけ
①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

重点目標 教育における今日的な課題への対応
体系項目 教育と福祉が連携した子どもたちへの支援


