
○

○

印刷製本（ｱﾌﾟﾛｰﾁ・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会）

平成２8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

根拠法令等 学校教育法

事業の性質

事業期間 単年度 年度から

2,245

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
市民サービス自治事務

（任意）
管理経費

建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
1,137 2,556 2,245 2,245

合　計
　国県支出金
　地方債

2,245

財
源
内
訳

2,2451,137 2,556 2,245

0
49

0 0 0
57 0 0 0

40 49 49 49

2,196 2,196 2,196 2,196
30 254 0 0 0

31年度 ３2年度
（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）

目標内容

4

費用弁償（ｱﾌﾟﾛｰﾁ・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会）

謝礼（ｱﾌﾟﾛｰﾁ・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会）投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

1,000

45

全体計画

22
報酬（ｱﾌﾟﾛｰﾁ・ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会）

２　事業概要（Plan）

いばらき教育プラン基本方針
「就学前教育の充実」，「幼児教育の充実」が重点施策となっており，公私立幼稚園・保
育所・こども園が連携し，幼児期の発達や学びの連続性を踏まえた質の高い幼児教育の提
供と小学校教育の円滑な連携・接続を図る。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

H29.7.5

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 1 2

年度繰返し 期間限定

担当課名 鹿嶋っ子育成課・教育指導課

　3歳児は，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。そ
こから幼児教育を始め，5歳児までの連続した学び，集団生活を行うことで，子供たちの発達を促
し，小学校への円滑な接続が期待できる。
　公立幼稚園の保護者からは３年保育の要望もあり，公立幼稚園全体での幼児教育の充実を図る必要
がある。

賃金（3歳児対応担任補助担当）

30年度２9年度２8年度

主要事業名 幼児教育の充実
作　成　日

家庭教育や幼児教育の充実

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

学び高め合い，生きる力を育む学校教育
の推進

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

4

（実績）

4

1

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち幼児教育の充実

子育て支援事業の実施

体系項目 (1)

個別施策

単位

①

数
値
目
標

31年度

公立幼稚園全園（４園）での３年保
育の実施

園

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・３歳児保育に向けた各園との調整
・子ども子育て会議等の関係機関との調整
・保育環境の整備（施設・職員配置等）

2 4 4



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

40

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ

27

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

16

【比率： 20 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

①３年保育全園実施に
向けた関係機関との調
整

②アプローチ・スター
トカリキュラムの改訂

改善策

Ａ：合計点数が８０点超　

③未就園児ふれあい事
業の実施

総合評価
方法

実績

82.2

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

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。

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

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。

個別事業実績評価点：　広く周知するため，保育
園長会議や子ども子育て会
議等，健康福祉部等で開催
する会議にも参加し，カリ
キュラムを配布・説明する
など活動した。

[課題]
　公立幼稚園への入園者が
減少している中で，本事業
への参加により，公立幼稚
園への入園に結びつけるこ
と。

　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。

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。

　子どもたちが興味関心を
持てる内容を各園にて工夫
し，多くの親子が参加し
た。

個別事業実績評価点：

個別事業実績評価

合計
点数

公立幼稚園による幼児教育への市民ニーズに応えるため，現有施設及び人員体制を最大限に活用し，幼児教育の充実を図る必
要がある。

Ｃ：合計点数が５０点以下

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　保護者アンケートや各会
議での意見集約等により，
関係機関との調整を図るこ
とができた。

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

　関係機関への説明及び検
討を予定どおり行った。
・保護者アンケートの実施
1回（6月）
・子ども子育て会議での意
見集約2回（５月・10月）
・園長会，主任会7回（６
～12月）
・教育委員会会議2回
（9・10月）

　予定通り公立幼稚園４園
で事業を実施した。
・三笠　　８回（212人）
・高松　　６回（98人）
・波野　　８回（134人）
・はまなす８回（101人）

　事業への参加により，子
ども同士の交流や保護者の
子育てや就園における不安
の解消の一助となった。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

理由

　年３回の検討委員会を開
催し，カリキュラムを改訂
する。
　市内全20園及び小学校
12校へ配付する。

　予定どおり年３回の検討
委員会を開催した。
　第１回：10月26日
　第２回：11月18日
　第３回：12月14日

　市内全20園及び小学校
12校のほか，庁内幼児教
育関係課へ配付・説明し，
共通理解を図った。

　公立幼稚園４園にて，未就
園児および保護者を対象とし
たイベントや子育て相談を実
施する。
・三笠　　　８回（200人）
・高松　　　６回（100人）
・波野　　　８回（100人）
・はまなす　８回（100人）

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　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。

A

具体的施策名

　イベントや子育て相談を
実施することで，地域の子
どもたちや保護者同士の交
流の場の提供，子育ての不
安等の解消につなげる。

個別事業実績評価点：　保護者の意見聴収や子ども
子育て会議，教育委員会会
議，園長会等での関係機関へ
の説明及び検討を行う。
・保護者アンケートの実施
（1回）
・子ども子育て会議（２回）
・園長会，主任会（７回）
・教育委員会会議（２回）

　保護者アンケートや各会
議における関係機関との実
施に向けての意見交換を行
い，３年保育全園実施を推
進する。

　市内全園で活用してもらえ
るよう年３回の検討員会を開
催，内容の改訂を行い，５歳
児を有する市内全20園（私立
含む）及び小学校12校に配布
する。

[課題]
　私立を含む市内全園を会
議に招集し，意見を聴収す
る。

[課題]
　公立幼稚園への入園者の
減少や施設の老朽化

主要事業名：幼児教育の充実

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　関係機関との意見交換の
結果，平成29年度より公
立幼稚園３年保育全園実施
することに決定した。

　検討委員会では，平成
23年度に作成・翌年度に
改訂した「スタートカリ
キュラム」をベースに，私
立を含む幼・保・認定こど
も園からも協力いただき，
全ての幼児教育・保育施設
において活用できるカリ
キュラムへとさらに改訂す
ることができた。



○

○

県内産　５０
鹿嶋産　１０

従事職員数

正規職員（フルタイム勤務者）（栄養教諭）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

・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。

・食育の推進について，栄養教諭による学校訪問時の食育授業や担任教諭による給食の時間での指
導。
・地産地消の推進について，給食に使用することによる地元食材のPR及び利用の呼びかけ。
・学校給食費の滞納について，督促状を送付し，福祉支援制度のPRなど納付についての相談。

県内産　５２
鹿嶋産　　６

県内産　５０
鹿嶋産　１０

県内産　５０
鹿嶋産　１０

98.8 98.9

31年度

　一般財源

％

％

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち
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

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

体系項目
(3)
(1)

個別施策

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

①

③

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

県内産　５０
鹿嶋産　１０

99.0 99.0

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）
単位目標内容

数
値
目
標

担当課名 学校給食センター・鹿嶋っ子育成課

・鹿嶋市の給食体制は，大野中が自校方式で大野中以外の幼小中学校全てをセンター方式で実施している。
・栄養教諭を三笠小と大野中に１人づつ配置し，その他の幼小中学校全てに給食主任を配置している。
・給食センターにおいては，学校栄養職員を２名配置し，栄養教諭と一体となって，献立の作成などを実施している。
・学校において食育を推進するため，平成17年4月に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う。食
育推進基本計画では，栄養教諭を中核として，学校，家庭，さらには生産者団体等の団体が連携・協力し，様々な食育推進のための事業を実施するこ
とが期待されている。
・地産地消の推進として，鹿嶋産コシヒカリ特別栽培米を平成21年4月から導入している。
・学校給食費は，平成26年9月から児童生徒が学校に現金を持参することをやめ，口座振替による納付となった。

賄材料費

30年度２9年度２8年度

主要事業名

基本目標

基本政策

食育の推進と学校給食施設の改善
作　成　日 H29.6.27

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標
1
2

2

２　事業概要（Plan）

・食育の推進は，国において「栄養教諭を中心としたこれからの学校の食育」が発行されており，栄養教諭を中心とした食育推進体制の
認識を深め，学校における食育をより推進させることとなっている。
・地産地消の活用状況は，県内産52.8％（H28県調査，県内233調理場のうち166調理場の回答による）
・給食費収納率は，県内共同調理場の平均97.1%（県内61共同調理場の回答による）

２8年度 ２9年度 30年度

学校教育の充実

目的達成のため
の手順

３2年度

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

全体計画

地場産物活用の推進
（県の算定基準に基づく）

給食費収納率（現年度分）

（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）

31年度 ３2年度

97.8

294,992 298,604 298,131 297,658 297,185

297,658294,992 298,604 298,131合　計
　国県支出金
　地方債

297,185

財
源
内
訳 35,103

253,865 263,501 263,028 262,555

２

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金) 262,082
41,127 35,103 35,103

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

２ ２ ２

市民サービス

年度繰返し 期間限定 年度から

２
35,103

平成２8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

根拠法令等 学校給食法，食育推進基本計画

事業の性質

事業期間 単年度

正規職員（フルタイム勤務者）（給食主任教諭） 19 19 19 19 19



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

36

【比率： 45 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ

36

【比率： 45 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ

7

【比率： 10 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）
Ａ：合計点数が８０点超　

　食育の授業を市内全学校に
おいて年105H（クラス）を
実施する。
　各学校において，保護者に
対し，学校給食を試食して，
食について考える機会の提
供。
幼稚園　４園
小学校　８校

　指導することによって食
に対する意識を高める。

・鹿嶋産しらすを使った給食
の提供 年2回
・鹿嶋産特別栽培米の提供 年
122回
・茨城産の米を使った米パン
の提供 年6回

　給食で地場産物を提供す
ることによって食に対する
意識を高める。

・督促状の送付　月1回
・催告書の送付　年２回
・臨戸訪問　　　年２０件
・児童手当からの徴収　年3
回

滞納額納入（過年度分）３
00万円
※滞納額（過年度分）
2,055万円

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

　市内学校小１,小3,小5,中
1,中3の児童生徒に対し
て，発達状況に応じた食育
の授業を実施。
　延べ105H(ｸﾗｽ)
　延べ2,726人
試食会の開催
幼稚園　４園　延べ241人
小学校　８校　延べ290人

・鹿嶋産しらすを使った給
食年2回提供
・鹿嶋産特別栽培米を年
122回提供
・米パンの提供年6回

（評価をふまえた改善点）
　食育の授業においては，
各学校との連携も深まり，
学校給食の運営もスムーズ
になった。
　試食会においては，各学
校によってばらつきがあ
り，試食会を実施していな
い学校もあった。

　市農林水産課と連携し，
マスコミを通して給食で地
元食材を使用することによ
り，保護者や市民に地産地
消を促した。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

主要事業名：食育の推進と学校給食施設の改善

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　栄養教諭が学校訪問時など
で子供たちと会った時に，
「野菜を食べたよ」とか「○
○が美味しかった」という声
を直接聞くので，子ども達の
意識が高まり,食に関心を持つ
様になったと思われる。
　試食会において，「学校給
食の内容が解かり，食や自分
自身の健康について参考に
なった。」という意見を頂い
た。

　子ども達の意識が高まり,
地元の食材に関心を持つ様
になった。

　未納者に納めてもらうよう協力
を頂き，
滞納調定額（過年度分）2,055万
円
納入額（過年度分）286万円
未納残額（過年度分）1,767万円
H28年度調定額2億5,937万円
H28年度納入額2億5,625万円
H28年度未納残額　550万円
の実績となる

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　食育の推進については，栄養教諭や給食主任により効率的に授業を実施していく。滞納対策の強化については，滞納者の協
力を得られるように手段を見直しし，滞納額の減少に努める。

・督促状の送付　月1回
・催告書の送付　年２回
・臨戸訪問　　　年２０件
・児童手当からの徴収　年
3回

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

個別事業実績評価点：

[課題]
　臨戸訪問する回数を増や
すことによって，収入増が
見込めるが，職員体制が
整っていない状況にある。

[課題]
　その他の食材は，地場産
物を鹿嶋産に限定すると，
必要量の確保が困難な状況
にあり，鹿嶋産の食材の安
定的な納入について，JAし
おさいと協議が必要であ
る。

[課題]
　食育の推進は，食育の授
業や給食の時間以外の指導
も必要である。
　試食会において，各学校
で給食主任が中心となって
実施しているので，もっと
栄養教諭や学校栄養職員と
連携し，直接保護者と交流
する機会を増やす必要があ
る。

個別事業実績評価点：

　訪問時に不在が多い。
　多重債権があり，支払い
が困難であるが，直接訪問
することで支払う意識を向
上させた。

個別事業実績評価点：

Ｃ：合計点数が５０点以下

B

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

③学校給食費の滞納対策
の強化

改善策

課題

実績

・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。

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。

77.6 Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

・栄養教諭による訪問指導で延べ105H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。

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。

・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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①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

②学校給食における地産
地消の推進



○

平成２8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

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

1 1 1 1
5

61,617

1

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

4 5 5

市民サービス

5

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
44,126 49,617 49,617

54,382

財
源
内
訳 54,382

44,126 49,617 49,617 61,617

1,163 13,163 5,928
37,459 47,254 47,254 47,254 47,254

（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

1,200 1,200 1,200 1,200

31年度 ３2年度

1,200

（決算額：千円） （予算額：千円）

5,467 1,163
負担金（指導主事負担金）

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

2

①
④

数
値
目
標

需用費（学力診断テスト・Q-Uテスト・教科書）

２　事業概要（Plan）

　平成32年度に小学校から順次実施される次期学習指導要領では，全教科・領域等の授業
で，アクティブ・ラーニングを導入することが求められている。

２8年度 ２9年度

報償費（謝礼　等）

30年度２9年度２8年度

主要事業名

学校教育の充実

基本目標

生きる力の育成を通した学力向上のための授業改善
作　成　日 H29.6.23

豊かな人を育むまち

単位目標内容

担当課名 教育指導課

　平成26年度より授業改善プロジェクトを４ヵ年の計画で開始し，アクティブラーニング（主体
的・対話的で深い学び）による授業の推進を図る。

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

4

3 3

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

基本政策確かな学力の保証

鹿嶋市授業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

体系項目 (4)

個別施策

学び高め合い，生きる力を育む学校教育
の推進

重点目標 1

1 3 3

31年度

　一般財源

全体計画

学力診断テスト（小３～６）県平均
超
学力診断テスト（中１～３）県平均
超

学年

学年

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・指導主事の配置
・研修を主とした教職員指導体制構築
・学校管理等の支援体制構築
・茨城県学力診断テストの実施
・授業改善プロジェクトの実施

2 4 4 4



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

70

【比率： 70 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

23

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　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。

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。
　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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①授業改善プロジェク
トの実施

②茨城県学力診断テス
トの実施

改善策

課題

実績

　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。

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。

92.7

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

A

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

個別事業実績評価点：

[課題]③

　課題がはっきり見られた
点について，単元計画作成
上の７つの視点を示し，効
果的な授業が実践できるよ
うに各校に助言指導を実施
した。また学習指導・学級
経営のベースとなる生活指
導面についての助言指導を
実施した。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

（評価をふまえた改善点）
　各校に授業改善委員を位
置付け，アクティブラーニ
ングについて校内の研修体
制や研究体制の整備を行っ
たほか，指導主事による授
業改善・学校支援を実施
し，指導案や指導方法の検
討を助言した。
　市内各小中学校における
カリキュラム・マネジメン
トの更なる充実に努めるよ
う指導した。

個別事業実績評価点：

[課題]
　テスト結果では数学の通
過率が低い中学校が数校あ
る。また,数学の勉強が好き
と答える市内中学生の割合
は61.9%と下がっている。
数学嫌いや数学離れを克服
するために授業の更なる改
善が必要である。

[課題]
　児童生徒アンケートの結
果は概ね良好で，学校の予
習に取り組めていると考え
ている児童生徒は50％を下
回っていたが，学校の復習
に取組めていると考えてい
る児童生徒は60％を上回っ
た。
　自ら見出した学習課題を
解決するために，家庭学習
も活用したいと思えるよう
な知的な興味関心を喚起で
きる学習環境を整える。

個別事業実績評価点：

　学校教育の専門的事項を指
導する職務にあたる指導主事
を４名配置し，教職員の研修
指導や助言，相談を行う。こ
れらにより，学校運営の進展
や教職員の資質向上に資す
る。
・授業改善プロジェクト研修
８回実施
・授業改善プロジェクトは，
全教科，全領域を対象として
進める。
・授業改善に伴うカリキュラ
ム・マネジメントの充実

　児童生徒それぞれの発達
段階に応じて学習に対する
目的意識を持たせ，教える
場面と，思考・判断・表現
させる場面を意識した学習
計画づくりと学習課題づく
りを実施する。各学年層で
のアクティブラーニングを
用いた授業運営により，主
体的な学び等を育てること
を目指す。

事業実施に直接関連する指標

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　研究授業を中心とした研修の推進により，教職員の授業力は格段に向上している。今後も一人一人の児童生徒がアクティブに思考し，表現
する授業を目指して指導力を更に高めていけるようにしたい。

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

　小学校３～６年生，中学校
１～３年生に対し，茨城県学
力診断テストを実施するとと
もに結果分析を行うことによ
り，市内児童生徒の習熟度を
明らかにしながら実態を把握
する。そして見出した課題克
服のための授業改善を図る。
調査対象は全学年とし，茨城
県平均を超えることを目標と
する。

　茨城県学力診断テストを
分析し，強み弱みを明確に
し各校に応じた支援を実施
するとともに，授業改善プ
ロジェクトを生かした主体
的・協働的学びの学習を進
めていく。

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

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　平成28年度全国学力・
学習状況調査結果（国語
A・B，算数数学A・Bの合
計ポイント）において，初
めて全国と県の平均を上回
る。
　小6：259.4Ｐ
　全国：255.5P
　県：257.8P
　中3：254.4Ｐ
　全国：248.4P
　県：251.7P

　テスト結果は，小５・小
６・中３において県平均を
上回り，小３・中１は県平
均と同等，小４・中２は県
平均をやや下回った。全体
としては，平成27年度と
ほぼ同じ結果となった。

に係る評価　※何を行ったか

　市内の小中学校に11校
（※）の研究指定校を設置
し，アクティブラーニング
の充実を図った授業改善に
ついて，鹿嶋市学力向上
スーパーバイザーからの適
切な指導を実施した。
※豊郷小・豊津小・平井
小・三笠小・鉢形小・中野
東小・中野西小・鹿島中・
高松中・鹿野中・平井中

　各校で作成された，前年
度の課題に対し必要な対策
案について，その実効性が
上がるための支援訪問を
行った。（計画訪問17
回，要請訪問66回）



○

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・小中学校全校への英語指導助手（ALT）の配置。
・次期学習指導要領改訂に向け，指導法についての研修会や研究協議会を定期的に実施する。
・教員の指導力向上のため，各中学校区ごとに英語訪問を実施する。
・モジュール学習など先進的な取り組みを実施している機関や学校を視察し，カリキュラム作成に役
立てる。

肯定的回答
81％

肯定的回答
88％

肯定的回答
88.5％

肯定的回答
89％

英検３級程度
32％

英検３級程度
35％

英検３級程度
45％

31年度

　一般財源

全体計画

小学校英語活動意識調査

中学校英語能力判定テスト

％

％

確かな学力の保証

小中学校での英語教育の充実

体系項目 (4)

個別施策

学び高め合い，生きる力を育む学校教育
の推進

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

肯定的回答
89.5％

英検３級程度
50％

英検３級程度
50％

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

豊かな人を育むまち

単位目標内容

担当課名 教育指導課

　情報技術や交通機関の急速な発展などにより，国際化が著しく進展している昨今において，世界で幅広く使用
されている英語に触れる機会を通じた「英語によるコミュニケーション能力の育成」や「異文化教育を推進する
こと」が求められている。国際社会の中で通用する英語でのコミュニケーション能力を養うとともに，異文化理
解を推進し，国際化に対応した人材を育成・輩出するため，平成19年度に小学校英語特区の認定を受け，小学
校の英語教育の充実を図ってきている。

需用費（英語指導用教材等）

30年度２9年度２8年度

主要事業名

学校教育の充実

基本目標

小学校英語科導入を見据えた指導法の展開
作　成　日 H29.6.23

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 1 2

⑤

数
値
目
標

役務費（英語能力判定テスト受験料等）

２　事業概要（Plan）

　国においては，平成32年度から，小学校における英語教科化を完全実施する方針を示し
ている。本市においては，平成30年度からの小学校英語教科化先行実施を掲げ，英語教育
の更なる推進を図る。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

委託料（英語指導業務委託料）
投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

1,708

31年度 ３2年度
（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）

1,037 1,037 1,037 1,037
784 818 818 818 818

76,257 76,257 76,257 76,257 76,257

78,11278,749 78,112 78,112合　計
　国県支出金
　地方債

78,112

財
源
内
訳 78,112

３

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
78,749 78,112 78,112

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

２ ３ ３

市民サービス

年度繰返し 期間限定 年度から

３
78,112

平成２8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

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

22

【比率： 25 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ａ

25

【比率： 25 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

25

【比率： 25 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

19

【比率： 25 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

　英語を話せるようになりた
いと思う児童の割合90％以
上。アトリスによる生徒のコ
ミュニケーションに関する関
心・意欲・態度ランク平均Ｂ
以上。

　平成32年度から完全実施の次
期学習指導要領改訂に向けて，
ALT主導から学級担任主導型の英
語活動の授業を展開する。平成
30年度から先行実施する小学校
英語教科化の準備を進める。

　英語を話すことが楽しいと
思う児童の割合80％以上。児
童英検(シルバー)正答率80％
以上。
　小学生イングリッシュラウ
ンジの実施。

　小学校英語活動で培ったコミュ
ニケーション能力の基礎をさらに
育成するために，全中学校におい
て週１時間英会話を中心とした
「コミュニケーション英語」を実
施する。

主要事業名：小学校英語科導入を見据えた指導法の展開

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　アトリスにおける生徒のコ
ミュニケーションに対する関
心，意欲，態度ランキング市
内平均Ｂ⁺。

　年間指導計画において，全
小学校で指導時数を確保する
ことができた。英語で話すこ
とが楽しいと思う児童の割合
81％，児童英検(シルバー)正
答率83.6%

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか
　市内全小学校（12校），市
内全中学校（5校）に対し
て，計画通り全校にALTを配
置した。
・ALT人数15人（小学校10
人・中学校５人）

　市独自のカリキュラムをも
とに，全小学校が年間指導計
画に基づき完全実施した。
　イングリッシュラウンジ22
回実施（前期13回，後期9
回）

　英語圏のネイティブスピーカー
との会話を通して，自ら進んで英
語を話したり聞いたりできる基本
的コミュニケーション能力を育成
することを目的に市内全小中学校
にALTを配置する。

個別事業実績評価

合計
点数

　平成30年度からの小学校英語教科化先行実施及び英語教育の更なる充実のため。

　小学校：指導主事による指
導訪問12校，公開授業35学
級実施。教科化実施に向け支
援をする。
　中学校：指導主事による指
導訪問5校，公開授業18学級
実施。

　全中学校において，コミュ
ニケーション英語の年間指導
計画を作成し，計画通り完全
実施した。
　鹿島学園留学生英語交流授
業において，市内中学校5校
27学級に延べ98人の留学生
を派遣。

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　英語に対する興味・関心を高め
るとともに英語に関する素地を培
うため，全市立幼稚園に各学期2回
ずつALTの派遣を行った。英語の
歌，絵本，あいさつや基本的な会
話等を実施した。

　ｶﾘｷｭﾗﾑが計画通り遂行されてい
るかどうか，指導主事による学校
訪問を実施。ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾗｳﾝｼﾞでは児
童がALTと英語でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図
り，主体的に英語を学ぶ意識を高
めていった。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

　中学校３年生対象に実施す
る英語能力判定テストで，英
検３級レベル以上が全体の
30％以上。
　鹿島学園留学生英語交流授
業の実施。

個別事業実績評価点：

個別事業実績評価点：

Ｃ：合計点数が５０点以下

A
総合評価
方法

　小中学校英語教育研究協議会に
おいて鳴門教育大学より准教授を
招聘。講義では小学校英語活動で
の「文字」指導と，中学校での
「読み書き」向上につなげるため
の指導法を学び，ライティングに
関する要点，指導のポイント，及
び評価のポイントなどについて，
理解を深めた。

　全小中学校を対象に，英語
活動訪問指導，英語科訪問指
導の実施。児童生徒のコミュ
ニケーション活動の場面を増
やす取り組みを支援する。

個別事業実績評価点：

[課題]
　コミュニケーション能力を高め
るとともに，英語能力判定テスト
の成績の向上が図れるよう次期学
習指導要領の改訂に向けたカリ
キュラムの研究に努める。

[課題]
　これまでの外国語活動では，
「読む・聞く・話す」といった事
に重点を置いていたが，教科化と
なると「書く」ことも評価の対象
となるため，教科化に向けた評価
の方法について検討を行う。

[課題]
　ALTの役割がT1からT2に変わ
ることで，小学校学級担任の不安
が見られた。（児童を前に英会話
で間違うことへの抵抗と不安）

個別事業実績評価点：

　週４時間の英語科の授業の
うち，１時間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語実
施。中学校３年生において英
語能力判定テスト英検３級レ
ベル以上が全体の32％。鹿島
学園留学生英語交流授業に参
加した中学生のｱﾝｹｰﾄにて肯定
的な意見94.6%（回答500
人）

改善策

課題

実績

　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。

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。

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。

　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。

理由

90.4

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

　小中連携を踏まえ，指導力向
上を図るため，英語活動及びｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝ英語の授業公開を全校で
実施したほか，研究協議会を小
中学校１校ずつ実施。またALT
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを毎月１回実施した。

[課題]
　訪問指導の内容及び全体会の
工夫・改善を図る。

　全小中学校とも，英語活動及び
コミュニケーション英語に関する
訪問指導を行う。またALTミー
ティングを毎月行い，指導力向上
のための研鑽を深める。

④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

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

①小学校全校・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，小学校外国語活動の
教科科を踏まえた市独自
の英語カリキュラムで英
語活動を実施

　ALT対象のﾐｰﾃｨﾝｸﾞを毎月定期的
に実施し，指導力の向上を図っ
た。
　また中学生が同年代の外国人留
学生と英語でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取れる機
会を創ることで，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意識の高ま
りが見られた。

　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。

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



○
○

平成２8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

根拠法令等 公立学校施設環境改善交付金の活用（施設整備）

事業の性質

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

０．５ ０．5 ０．５ ０．５
２，７

187,168

０．５

法定受託
事務

自治事務
（義務）

2，７ ２，７ ２，７

市民サービス

２，７

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
383,202 87,695 325,812

0
52,400 700,800 1,045,000 373,450 277,500

546,898

財
源
内
訳

39,572 260,218 310,440 160,800

139,398

130,000

0

475,174 1,048,713 1,681,252

46,898
137,730 45,520

721,418

46,021 46,898 46,898 46,898

50,000 50,000 50,000
2,636 35,640 668,624

（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

966,175 778,000 579,000 450,000

31年度 ３2年度

272,702

69,970

（決算額：千円） （予算額：千円）

83,845
大野区域屋内温水プール整備事業

公民館施設整備事業（旧高松公民館解体）

市費負担教職員の適正配置

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

2

②
⑦

数
値
目
標

中学校体育館改修事業

２　事業概要（Plan）

　大規模改造事業の実施にあたっては国庫補助金の活用が不可欠であるが，国の予算に対
して要望額（統廃合による新施設整備や改修事業）が上回っており，要望した事業の一部
で補助金が採択されない状況となっている。

２8年度 ２9年度

小中学校大規模改造事業（ｴｱｺﾝ整備含む）

30年度２9年度２8年度

主要事業名

学校教育の充実

基本目標

教育環境の整備
作　成　日 H29.6.30

豊かな人を育むまち

単位目標内容

担当課名 教育総務課

①平成27年度までに小中学校施設の耐震化が完了し，今後は，体育館の非構造部材の落下防止対策
並びに学校施設の校舎の老朽化対策が不可欠となる。
②平成２０年度から市費負担教職員を適正に配置し，児童の基礎学力の定着を図っている。

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

1

7 7

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

基本政策
安心・安全・快適に学べる教育環境の整
備

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

体系項目 (1)

個別施策

豊かな学びを支える教育環境づくり重点目標 2

7 7 7

31年度

　一般財源

全体計画

小中学校大規模改造工事の実施

市費負担教職員の配置

校

人

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

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小中学校施設，社会教育施設及び社会体育施設の老朽改修工事を計画的に進める。
②目的に応じて適正に市費負担教職員を配置する。

1 2 1 1



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

23

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

15

【比率： 20 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

9.8

【比率： 15 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

13

【比率： 15 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

20

【比率： 20 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

改善策

課題

実績

個別事業実績評価点：

　少人数学級編制にすること
により，児童に寄り添った学
習や生活指導ができ，小学校
入学時に起こる小１プロブレ
ムを回避することができた。

個別事業実績評価点：

　継続的にきめ細やかな教育を
推進するために，小学３年生か
ら６年生までのクラスにおいて
の少人数学級によるクラス編成
を検討する必要がある。

[課題]
　来年度工事発注に向けて，関
係機関，庁内各部署との協議を
行い，平成２９年８月の設計完
了を目指す。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

A

個別事業実績評価点：

[課題]
　老朽化する他公民館施設の改
修も計画的に進めなければなら
ない。

・基本実施設計委託の発注
・地質調査実施

　児童の基礎学力の定着を図り，
豊かな人間性を育むため，鹿嶋市
独自のきめ細やかな教育を推進す
る。

　次年度の準備として，アン
ケート内容の検討，関係者説
明会の準備を進めた。

80.9

　解体工事から駐車場整備ま
で一括して発注することによ
り工期短縮，発注額の圧縮が
図れた。

　同一業者に発注することに
より，工種の切換えが円滑に
できた。

　児童一人一人の個人差に対
応した指導につながり，学習
指導及び生徒指導が充実し
た。

現状維持

①小中学校大規模改造事
業

②中学校体育館天井改修
工事

理由

　大野区域の４小１中のプール機
能の集約と，市民の健康づくりを
目的とする市民プールを整備する
ため，基本実施設計並びに地質調
査を実施する。

配置目的：
①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。
②複式学級の解消
③市が重点的に取組む研究活
動
④生活指導上において特に必
要と認める学級支援
⑤県費負担教職員未補充の対
応

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。

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。

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。

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。
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。

④公民館整備事業

⑤市費負担教職員の適正
配置

　引続き，大規模改造事業を実施するとともに，市費負担教職員の適正配置を行う。

総合評価
方法

　平成２７年度，新高松公民館施
設の整備が完了した。平成２８年
度は旧施設の解体及び外構工事を
行う。

　市費負担教職員として７名
を６校の小学校へ配置した。
・波野小１名・・配置目的①
・豊津小１名・・配置目的②
・高松小１名・・配置目的①
・平井小１名・・配置目的①
・三笠小２名・・配置目的①
・鉢形小１名・・配置目的④
（配置目的③，⑤について
は，平成２８年度該当な
し。）

[課題]
　引き続き，体育館の照明等の
落下防止対策も必要である。

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

個別事業実績評価点：

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

③大野区域屋内温水プー
ル整備事業

合計
点数

　工事を一括して発注したこ
とにより，事務処理も一度で
済み事務量の削減につながっ
た。

　地震発生時の生徒の安全確保及
び避難所機能の確保のため，天井
材等の落下防止対策を実施する。
・鹿野中体育館天井改修工事

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　児童クラブや部活動など工
事の影響を受ける事案につい
て協議調整を行い，工事が円
滑に進められた。

（評価をふまえた改善点）
　児童クラブや部活動など工
事の影響を受ける事案につい
て協議調整を行った。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

　12月補正で委託料を予算化
し，１月に発注。
・地質調査を実施
・関係団体との検討会を２回
開催
・排水放流先について施設管
理課と協議

　検討会において出された意
見を，基本設計をまとめる際
の参考とすることができた。

・旧施設の解体完了
・跡地に駐車場を整備

主要事業名：教育環境の整備

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか
　工事については，契約工期どお
り完了し，教育環境が向上した。
設計委託についても，次度早々に
発注できるよう年度内に終了でき
た。

　落下の危険性がある天井材
等の改修が済み，安全性が高
まった。老朽改修工事を一括
して発注し，効率よく施工す
ることができた。

鹿野中：８月契約１月完了

個別事業実績評価
事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか
鹿島小：H27.3月契約10月完了
鹿野中：８月契約１月完了
鹿野中設計：11月契約3月完了
鉢形小設計：11月契約3月完了
鹿島小設計：１月契約３月完了

[課題]
　今後も，補助制度を活用しな
がら小中学校の老朽改修工事を
計画的に進めなければならな
い。

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
　小中学校施設の老朽改修を実施し，
建物の長寿命化を図る。
・鹿島小大規模改造工事
・鹿野中体育館老朽改修工事
・鉢形小大規模改造工事設計
・鹿野中校舎大規模改造工事実施設計
・鹿島小エアコン整備工事設計

・鹿島小大規模改造工事及び
鹿野中体育館老朽改修工事の
年度内完成
・鉢形小大規模改造，鹿野中
校舎大規模改造及び鹿島小エ
アコン工事の設計完了

・鹿野中体育館天井改修工事
の年度内完成

個別事業実績評価点：



○

400

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・就学相談員（鹿嶋市教育センター）による就学相談の充実
・個別の教育支援計画の作成
・個別の指導計画の作成
・園→小学校，小学校→中学校，中学校→高校へのリレーファイルの引継ぎ

373 400

全体計画

就学相談の充実

個別の指導計画の作成

件

%

一人ひとりの特性に目を向けた特別支援
教育の充実

特別支援教育の推進のための指導・支援
体制の充実　他

体系項目 (2)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

400

100 100

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

学校教育の充実

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

担当課名 教育指導課

　鹿嶋市において特別な支援を必要とする幼児・児童生徒に対する教育的支援の充実と支
援体制の整備を促進する。

報酬（就学相談員）

30年度２9年度２8年度

主要事業名 特別支援教育事業の充実
作　成　日 H29.6.27

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

①

年度繰返し

２　事業概要（Plan）

　身体に障害があるために，小中学校の通級指導教室における指導では，十分な教育的効
果を期待することが困難な子どもがいる。このような教育上特別な配慮が必要と思われる
子どもに対しては，その障害の状況や発達段階，特性などに応じて，よりよい環境を整
え，その可能性を最大限に伸ばすインクルーシブ教育の視点から支援する必要がある。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度
単位目標内容

目的達成のため
の手順

旅費（相談業務，研修会等）

需用費（消耗品費等）

備品購入費

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

4,320

0 25

数
値
目
標

共済費（社会保険料負担金）

400

100 100 100

31年度 ３2年度
（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）

4,320 4,320 4,320
647 650 650 650 650

4,250

25 25 25

39 39 39
73 288

39
288 288 288

5,3224,969 5,322 5,322 5,322

財
源
内
訳 5,322

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
4,969 5,322 5,322

3

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
市民サービス

期間限定 年度から

2 2 3 3

5,322

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 6

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

24

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ

63

【比率： 70 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

　年３回特別支援教育コー
ディネーター研修会を実施す
る。

・就学相談票，就学先変更
資料等の作成について
・幼保小中高の連携，個別
の教育支援計画の引き継
ぎ・有効活用

　特別な支援を要する児童生
徒一人ひとりのニーズを長期
的な視点で把握し，就学前か
ら卒業後まで一貫して的確な
教育支援を行うことを目的と
して作成する。作成率100％
を目指す。

　特別支援学級在籍児童生
徒のみならず，通級指導教
室や通常学級に在籍する児
童生徒の中でも配慮を要す
る子に関して作成する。

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

　特別支援教育コーディ
ネーター研修会を実施し
た。
　第１回： ４月12日
　第２回：10月12日
　第３回： ２月20日

　市内小中学校に対し，作
成率・活用状況の調査を
行った。

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
「気づきから支援へ」をモッ
トーに，日頃の活動における
気づきから把握が始まり，特
別支援教育コーディネーター
が児童生徒や保護者，教職員
の架け橋となって支援につな
げていく。

　教育支援計画の中身は，
個別面談等を通して，本
人・保護者の願いを聞き取
りながら，児童生徒が１年
後に目指す姿を考え，保護
者と共に話し合って決めて
いく。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

主要事業名：特別支援教育事業の充実

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　幼保小中における連携が
充実し，さらに28年度は
９名の生徒について高校と
連携，初めて個別の教育支
援計画の引き継ぎをするこ
とができた。

　特別支援学級及び通級指
導教室では，100％の作成
率を達成した。
　また，通常学級において
も配慮を要する児童生徒に
ついて保護者の同意のもと
全体の９％の児童生徒につ
いて作成した。

[課題]
　個別の指導計画と共に中
学校卒業以降も高校・就労
先等につないでいけるよ
う，理解促進に努める。

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　特別な支援を要する児童生徒は増加傾向にあり，教職員の資質向上・教育環境の整備の観点からも必要である。

具体的施策名

個別事業実績評価点：

[課題]

④

個別事業実績評価点：

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

A

[課題]
　まずは，校内の関係職員
に対して特別支援教育コー
ディネーターの活動への理
解を深め，学校全体で児童
生徒の支援体制を整える。

個別事業実績評価点：

③

改善策

課題

実績

　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。

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。

個別事業実績評価点：

[課題]

86.4

①特別支援コーディ
ネーター研修会の実施

②教育支援計画ファイ
ルの作成および活用

　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。

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。

　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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果



○

○

数
値
目
標

2

（予定･見込） （予定･見込）（実績）
31年度

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

　一般財源

全体計画

体系項目 (3)

個別施策

３　数値目標と実績（Do）

基本政策

③

目的（事業の目
指すところ）

　上記の課題等の解決のため，「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。

4

2

事務事業の
概要・背景

目的達成のため
の手順

・現状と課題の把握
・現状と課題から見る通学区域再編成の検討及び方向性の決定
・具体的な課題解決のための（エリアや項目別での）検討
・本検討委員会での通学区域再編成（案）の作成
・市民への公表及び意見や要望の収集（パブリックコメントや住民説明会等を想定）
・通学区域の再編成の決定

（予定･見込）

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

学校教育の充実基本施策

30年度

鹿嶋っ子育成課

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

主要事業名 通学区再編成の検討
作　成　日 H29.7.4

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

基本目標

担当課名

旅費（費用弁償及び普通旅費）

２　事業概要（Plan）

・国の動向としては学校規模の適正化及び小中一貫教育を同時に推進していく傾向にあ
る。
・児童，保護者ともに同じ小学校から同じ中学校への就学希望が強い傾向にある。
・行政区を分断することは望ましくない。

　鹿嶋市では，「鹿嶋市児童生徒等の就学に関する規則」に基づき，現住所を通学区域とする学校を
指定学校としている。
　鹿嶋市の通学区域は，小学校区は昭和５８年，中学校区は昭和６１年を最後に変更しておらず，当
時の状況と比べ，市全体の児童生徒の減少や道路の形状，宅地の造成など，取り巻く環境が変わって
いる。
　その中で，一つの小学校から複数の中学校への就学（一部の児童のみが就学）や同じ行政区から複
数の中学校への就学のほか，通学距離の問題などから指定学校変更の申請により指定学校以外への就
学が課題とされいるため，通学区域の見直しを検討する必要がある。

報酬（検討委員会委員）

2

重点目標 2 2

4

（予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

地域の実情に配慮した特色ある学校づく
りの推進

通学区検討委員会による通学区の見直し

２8年度

回検討委員会の開催

２9年度 30年度

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

41

２9年度２8年度
（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

単位目標内容

2 4

102 51 51

31年度

３2年度

102
11 22 11 11 22

３2年度
（決算額：千円） （予算額：千円）

52 124 62合　計
　国県支出金

62

　地方債

124

財
源
内
訳 124

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
52 124 62

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
市民サービス

年度繰返し 期間限定 年度から

62

平成２8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

根拠法令等 学校教育法施行令第5条の２，鹿嶋市生徒児童等の就学に関する規則

事業の性質

事業期間 単年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

40

【比率： 70 ％】 評価： Ｃ 評価： Ｂ 評価： Ｂ
20

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

事業実施に直接関連する指標
事業実施に直接関連する指標

　通学区域の課題による指
定学校変更の傾向を分析
し，検討委員会での検討材
料として説明を行う。

成果に関する指標

主要事業名：通学区再編成の検討

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　通学区域の再編成にあた
り，現状の課題を把握し，
委員会としての再編成に対
する方向性を決定した。

　課題をまとめたものを検
討委員会で資料として提
示・説明することができ
た。

個別事業実績評価

　現状における課題の抽出及
びその原因の解明，課題解決
のための通学区域再編成検討
委員会を４回開催。

　平成２７年に委嘱，任命
した委員による検討委員会
を開催し，再編成に向けた
委員会としての方向性を決
定する。

　市内に数カ所ある通学区域
の課題を抱える地域の近年の
動向等を明確にし，検討委員
会への検討資料として提示す
る。

[課題]
・通学区域の見直しは児童
生徒や保護者のみではな
く，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。

合計
点数

　今後，再編成（案）を早急に策定し，市民に対して広く計画的に周知していくことが重要。

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　検討委員に現状の課題や
その解決案など，わかりや
すく説明できるよう（資料
作成の段階から）心掛け
た。

　課題箇所を図面におとす
など，よりわかりやすい資
料作成に心掛けた。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

個別事業実績評価点：
に係る評価　※何を行ったか

総合評価
方法

B

　年２回（11/7,３/30)の
検討委員会の開催。

　課題である行政区と通学
区域が異なるエリアの抽出
及び中学校進学時の指定学
校の変更理由等の近年の傾
向をまとめ，検討委員会の
資料として提示した。

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

③

個別事業実績評価点：

[課題]

[課題]
　検討委員会がスムーズに
開催できるよう調査を計画
的に進める。

個別事業実績評価点：

　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。

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。

59.8

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

総合評価結果

　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。

理由

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。

　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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①小中学校通学区域再
編成検討委員会による
事案の検討

②現状の課題解決のた
め調査

改善策

課題

実績



○

○

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 8

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30

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 平成27 年度から

128

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○
市民サービス自治事務

（任意）
管理経費

建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
55 128 128

128

財
源
内
訳 128

12855 128 128

80 80 80
10 48 48 48 48
45

３2年度
（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）

4

4 4 4

80

数
値
目
標

旅費（費用弁償）

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

年度繰返し

２　事業概要（Plan）

・全国的に小中一貫教育の導入が推進されているが，効果や課題については，その地域や
進め方によってさまざまであるため，地域の特徴を踏まえた導入が重要。
・パイロット地区である高松地区の方々からは肯定的な意見が多い。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度
単位

小中一貫教育の導入の推進
作　成　日 H29.7.4

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

（予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

担当課名 鹿嶋っ子育成課

　少子化や核家族化等による子どもを取り巻く環境変化が進み，地域コミュニティの希薄化や児童生
徒の人間関係を築く力の低下などが全国的な問題として言われる中，本市では小学校と中学校の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導入に
向け準備を進めている。これを推進するにあたり地域性やこれまでの小中連携の取り組み，立地条件
等を鑑み，高松地区をパイロット地区として選定し，その効果を検証したうえで，市内全体への拡充
のあり方（各校にあった方法等）について検討していく。

報酬

30年度２9年度２8年度

主要事業名

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

学校教育の充実

基本目標

基本政策

基本施策

4

4 4

（実績）

4

2

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

地域の実情に配慮した特色ある学校づく
りの推進

通学区検討委員会による通学区の見直し

体系項目 (3)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

③

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・高松小中一貫校開校（平成30年4月）に向けた検討（検討委員会等の開催及び先進地視察の実
施）
・高松小中一貫校の効果や課題を検証したうえで，全市への拡充の検討

4 4

全体計画

検討委員会の開催

専門部会の開催

回

回

4

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目標内容

31年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

33

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

20

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

13

【比率： 20 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

継続する場合，現状認識を踏まえた課題について記入してください。

　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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①検討委員会による事案
の検討

②専門部会による事案の
検討

改善策

課題

実績

　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。

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。

65.0

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

　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。

Ｃ：合計点数が５０点以下

B

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

個別事業実績評価点：

[課題]

総合評価
方法

個別事業実績評価点：

　立地的条件は類似するも
のの，周辺の環境が若干異
なることから，高松地区に
あった一貫校の導入につい
て，検討が必要。

個別事業実績評価点：

（評価をふまえた改善点）
　基本方針，目標に続き，
整備計画を早期に策定する
必要がある。

　専門的な視点からより活
発に開催できた。

個別事業実績評価点：

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　平成29年度は，平成30年4月の高松小中一貫校の開校に向け，最終的なまとめに入り，スムーズなスタートが切れるよう努める必要があ
る。

　高松小・中学校教職員及
び教育委員会事務局担当者
による，立地が類似する千
葉県市川市塩浜学園への先
進地視察の実施（7/29）

　視察校における一貫校開
校までの取り組みや開校後
の成果，課題を確認するこ
とにより，高松地区の一貫
校導入への参考となった。

[課題]
　小中一貫教育の成果が確
認できたとともに課題も見
られたことから，学校現場
と事務局職員との連携がさ
らに必要。

[課題]
　アンケート結果などから
教員及び保護者への理解が
まだ不十分なところが見ら
れた。

事業実施に直接関連する指標

主要事業名：小中一貫教育の導入の推進

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　基本方針について,検討を
重ね教育委員会会議を経て
9月に策定完了。その後，
高松小中一貫教育の目標に
ついても検討を重ね，決定
した。
　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。

　高松小・中学校でそれぞ
れ行ったアンケート調査の
分析などから目標や今後の
進め方などを協議できた。

[課題]
　小中一貫校への取り組み
に対して，細かい部分の理
解が得られていないところ
もあるため，今後も周知等
に力を注いでいく。

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

③先進地視察

　鹿嶋市小中一貫教育に関
する基本方針及び高松小中
一貫教育の目標の決定，整
備計画の策定を行う。

　専門部会（教育課程部会，
調査部会）による専門的な検
討を必要に応じて開催する。

　検討委員会で検討する内
容をより専門的な角度から
協議し，検討委員会への提
案を行う。

　必要に応じて先進地視察を
実施する。

　高松小・中学校教職員及
び教育委員会事務局担当職
員での先進地視察による情
報収集。

具体的施策名
達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

に係る評価　※何を行ったか

・検討委員会の開催
（9/21，11/21，
2/28）
・学校現場及び地区，議会
への進捗状況の説明
（2/22，2/23，2/24，
3/3，3/7）

検討委員会の開催
（10/21，11/10，１
/31）

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　鹿嶋市小中一貫教育（高松
小中一貫校の開校を含む）の
導入に向けた検討委員会を4
回程度開催する。
　あわせて，学校や地域へ進
捗状況を伝える。



○

○

平成２8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

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

2 2 2 2
2

780

2

法定受託
事務

自治事務
（義務）

2 2 2

市民サービス

2

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
442 780 780

780

財
源
内
訳 780

780442 780 780

600 600 600
42 180 180 180 180

31年度 ３2年度
（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）

400 600

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

数
値
目
標

日本語指導ボランティア（謝礼）

２　事業概要（Plan）

・地域住民が学校と連携・協働して子どもの成長を支えるなどの「地域学校協働本部」の
取り組みが文科省ホームページでも示されている。今後は，本市でも学校・公民館を核と
した地域の創生につながる事業の充実を目指していく必要がある。
・外国人児童生徒も，環境教育や情報教育などと同じように学校教育の一環として取り組
むべきである。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

H29.6.27

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

⑥

年度繰返し

担当課名 社会教育課・教育指導課

  学校と地域が連携し，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て，地域の
方々をボランティアとして派遣する事業である。

学校支援ボランティア（謝礼）

30年度２9年度２8年度

主要事業名 家庭・学校・地域の連携
作　成　日

学校教育の充実

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

130

3 3

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

全体計画

学校支援ボランティアの登録者数

日本語指導ボランティア協力者数

人

人

地域の実情に配慮した特色ある学校づく
りの推進

学校活動における社会人ボランティアの
活用

体系項目 (3)

個別施策

単位目標内容

130

1 3 3

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

・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

・学校支援コーディネーターの配置(地域活動支援員)
・学校と公民館・教育委員会の円滑な連携
・日本語の支援が必要な児童生徒へ日本語ボランティアの派遣

84 110 120



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

33

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

45

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

①学校支援ボランティ
アの活用

②日本語指導ボラン
ティアの派遣

B

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

課題

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。
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。

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。

理由

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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

①学校支援ボランティア活動の活性化を図ることで，地域の教育力の向上や学校と地域が一体となって子どもを育てていくという気運を高めていきたい。
②学校現場だけでは対応が難しい場合にも支援ができるため。

改善策

現状維持

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。

③

77.3

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

総合評価
方法

合計
点数

[課題]
　公立学校に就学する外国
籍の児童生徒は確実に増え
てきており，日本語指導ボ
ランティアの人材確保と情
報共有が求められている。

[課題]
　各学校によって活用機会
に差があるので，前年より
活用が図られるようにす
る。

個別事業実績評価点：

個別事業実績評価点：

[課題]

（評価をふまえた改善点）
・各学校には，学期ごとに
社会人ボランティアの活用
の計画を提出してもらい前
年度の実績内容等を参考
に，予算の配分を決定し
た。
・学校独自のボランティア
制度の登録者を学校支援ボ
ランティア制度に移行する
ことで，地域との結びつき
をより強め，保険加入の経
費の削減なども可能となっ
た。
・活動は原則ボランティア
としているが，経費のかか
る内容等に関して薄謝を用
意した。

　外国籍の児童生徒のみな
らず，受け入れる側の児童
生徒への指導を大切にする
ことで，自然に関わり合い
ながら共に学校生活を過ご
す姿が見られた。

　就学前は日本語が全く理
解できなかったが，自信を
つけ友人や先生たちと積極
的にコミュニケーションを
取れるようになった。

主要事業名：家庭・学校・地域の連携

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　読み聞かせ，手話体験，
昔遊び，そろばん教室，合
唱指導，中学校では職業人
の話，福祉体験，環境整備
などを実施。年間のボラン
ティアの登録数８４名　活
用数６１１名。
　各幼稚園・学校からは家
庭・地域との連携につい
て，約８５％の教員から
「日頃の教育活動に，家庭
や地域の協力を得る機会を
設けている。」との評価が
あり，前年を３ポイント上
回る結果となった。

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
事業実施に直接関連する指標

個別事業実績評価
に係る評価　※何を行ったか

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

　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
携体制の構築を図った。
　学校運営連絡協議会(年
３回)での学校支援ボラン
ティアについての意見交
換。

　外国籍の中学校３年生
（英語）の支援に日本語指
導ボランティア１名を週１
回１時間，合計28日派遣
した。

具体的施策名

個別事業実績評価点：

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

　全公民館に配置されている
地域活動支援員が学校支援
コーディネーターの役割を担
うとともに，学校にもボラン
ティア担当となる教員を位置
づけ，学校と地域が連携・協
働する体制の構築を目指す。

　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，他者
への温かな心情，判断力，
実践意欲などの道徳性，豊
かな心を育成する。ボラン
ティア登録を１００名，年
間のべ活用人数を４００名
に設定。

　日本語の支援が必要な児童
生徒へ日本語指導ボランティ
アを配置する。

　教科書や補助教材を用い
た読み書きができるよう
に，個に応じた指導をして
いく。
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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

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 年度から

10 12 13 13
1

36,682

13

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

1 1 1

市民サービス

1

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
48,958 36,682 36,682

36,682

財
源
内
訳 36,682

36,682

0
3,995 3,780 3,780 3,780 3,780

48,958 36,682 36,682

0 0 0

2,248
0

2,248 2,248 2,248
0 0 0

2,512 0 0 0
9,814

29,760 29,760 29,760

0 108 108 108 108

22,179

5,791

委託料（資料整備・人材派遣）

使用料及び賃借料（電算借上）

目標内容

29,760

1,827 0

10 12

（決算額：千円） （予算額：千円）

工事費
備品（管理・施設用備品）

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

役務費

　一般財源

備品（図書：一括，リクエスト）

２　事業概要（Plan）

　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。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

基本目標

作　成　日 H29.7.4

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標

年度繰返し 期間限定

学校教育の充実

担当課名 鹿嶋っ子育成課

報酬・共済費等

30年度２9年度２8年度

主要事業名 学校図書館の整備

2

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）数
値
目
標

単位

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

0

13 13

（実績）

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

豊かな学びを支える教育環境づくり2 未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

子どもの読書活動の推進に関する法律，学校図書館法

　学校図書館の充実を図るため，平成19年度の波野小学校を皮切りに学校図書館の環境整備（改修工事等や図
書情報のデータベース化など）及び司書の配置を順次行ってきた。平成28年度には，鹿島中学校，大野中学校
の図書館が整備され，全小中学校の整備が完了した。翌年度には司書配置（兼務も含む）もされ，全学校図書館
が稼働する見込みである。
※平成28年度は，市内小中学校15校（鹿島中・大野中を除く）に10名の図書館司書（嘱託職員）を配置。

全体計画

学校図書館の環境整備

学校図書館司書の配置

校

人

31年度

0

31年度

体系項目 読書活動の推進

学校図書館と中央図書館の連携による読
書活動の推進

(5)

①

4

2

基本政策

基本施策個別施策

0

需用費（消耗，印刷・修繕） 2,840 786786786786

（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

13

３2年度

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・学校図書館の環境整備
・蔵書図書の充実
・中央図書館との連携

2
（17/17）

0



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

30

【比率： 40 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

39

【比率： 60 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

①鹿島中，大野中学校図
書館の整備

②市内１５校の小中学校
図書館の運営

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

改善策

課題

実績

・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。

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。

　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。

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。

・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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

個別事業実績評価点：

69.2

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

B
総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　全小中学校の図書館が整備され，円滑な運営を図る必要があるため。

具体的施策名

個別事業実績評価点：

[課題]

[課題]
　司書教諭や図書委員の協
力により，より多くの図書
館開館日を確保し，児童生
徒が図書と触れ合う機会を
設ける。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

主要事業名：学校図書館の整備

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・学校の要望（床色・模様
等）を反映した床改修工事
の実施。
・現代的で，子どもが図書
に触れやすくなる図書館備
品を導入。
・蔵書の整理等は完了でき
なかったが，次年度の開館
に向けての整備はおおむね
達成。

・一人あたりの貸出冊数の増
加　小学校　43.4冊　中学校
6.6冊
・鹿島中，大野中の学校図書
館整備に学校図書館司書が派
遣されて作業にあたったこと
から，開館日数等に影響があ
り，小学校の1人当たりの貸
出冊数が低下してしまった。
・イベント等の催しにより，
前年同月比で貸出冊数が増加
した学校もあった。

[課題]
・施設運営の段階で起こり
うる新たな物品や図書の整
備対応。
・図書館司書による図書管
理や貸出体制等ソフト面で
の整備。

個別事業実績評価点：

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか
・施設改修工事完了
・ローカウンター，展示型書
架等の購入
・図書購入　鹿島中：632冊
大野中：585冊
・学校図書館司書による施設
整備および蔵書整理作業を，
年間で156日実施した。
4月：4日　5月：6日
6月：1日　7月：5日
8月：7日　9月：13日
10月：20日　11月：20日
12月：19日　1月：19日
2月：20日　3月：22日

・学校図書館司書定例会
議：3回実施
・各校での学校図書館主催
イベント：2～3回/校（巨
大パズル，クイズ大会，読
み聞かせ等）

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　各校の学校図書館司書が
持ち回りで作業にあたっ
た。また必要に応じて全学
校図書館司書を派遣して作
業にあたらせることで，連
携を図りつつ効率的に作業
を行うことができた。

　学校図書館司書定例会等
での情報交換等を行うこと
で，円滑な学校図書館運営
を行うことができた。

・施設改修工事発注
・書架，図書等備品の購入
・学校図書館司書による施設
整備および蔵書整理作業
　月10日×12か月=120日

　学校の実情や希望を踏ま
えた施設（床・壁等）や備
品（机・椅子・書架等），
図書等のハード面の整備を
完了する。

・学校図書館司書定例会議を
年間で3回以上実施する。
・各校で，年間2回以上のイ
ベント等を開催する。

　前年度比での1人当たり
の貸出冊数の増加。

H27年度の一人あたりの
貸出冊数
・小学校：47.7冊
・中学校：3.8冊



○

○

平成２8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

根拠法令等 図書館法,　学校図書館法

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

１７ １７ １７ １７
４

19,122

１７

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

４ ４ ４

市民サービス

４

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
8,511 15,935 19,122

19,122

財
源
内
訳 19,122

19,1228,511 15,935 19,122

19,122 19,122 19,1228,511

３2年度
（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）

1,100

15,935

数
値
目
標

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

年度繰返し

２　事業概要（Plan）

 本市では，他市に先駆けて学校図書館のサービスに着手してきた。今回，図書館のシステムをプロ
ポーザル方式で実施し，１７校の学校図書館と中央・大野の公共図書館を一括して新たなシステムを
導入する運びとなった。
 学校図書館法が改正され，学校司書の立場も明確されたことにより，今以上の公共図書館と学校図書
館の連携が求められる。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度
単位

図書館活動の充実
作　成　日 H29.6.21

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

（予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

担当課名 中央図書館

  中央図書館は，開館後30年を経過し，社会の急激な変化に伴い図書館を取り巻く環境も大きく変
化した。加えて市民のニーズも多様化，施設の経年劣化等の課題に直面している。それらを踏まえ，
これからの鹿嶋市の図書館として方針を策定し，推進するもの。

図書館システムの更新(H28は既存システム)

30年度２9年度２8年度

主要事業名

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創る人づくり・まちづくり

学び・楽しみ，地域がつながるまち

生涯学習の推進

基本目標

基本政策

基本施策

1,100

（実績）

5

2

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

読書活動の推進

図書館基本計画等の推進

体系項目 (5)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

②

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・図書館基本計画の策定
・図書館システムの更新
・学校図書館との連携

1,056 1,100

全体計画

図書館利用カード新規登録者 人 1,100

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目標内容

31年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

39

【比率： 60 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

16

【比率： 40 ％】 評価： Ｃ 評価： Ｃ 評価： Ｃ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

③

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

充実

①図書館基本計画の策
定

②学校図書館との連携

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

改善策

総合評価
方法

　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。

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。

　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。

継続する場合，現状を踏まえた課題について記入してください。
　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。

課題

実績

理由

55.0

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

B

個別事業実績評価点：

[課題]

個別事業実績評価

合計
点数

H28からH37までの10年計画なので，年度ごとに計画を進めていきたい。

具体的施策名

個別事業実績評価点：

[課題]
　年３回の合同研修会で，
情報交換や研修を実施して
きたが，テーマ別の研修会
など，持ち方の工夫が考え
られる。

図書館基本計画の策定
基本目標１
　資料・情報の提供を基本
としたサービスの充実
（電子図書館の開設）
基本目標２
　図書館・学校図書館・公
民館をつなげるサービスの
展開
（公民館１館の整備）
基本目標３
　図書館施設の整備・充実
　（レファレンス室の整
備）

個別事業実績評価点：

主要事業名：図書館活動の充実

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　図書館基本計画を策定
後，図書館情報システムを
提案を重視した※公募型プ
ロポーザルで選定し，その
なかで一部図書館基本計画
が実施できる見通しとなっ
た。

※公募型プロポーザル：公
募により技術提案書の提出
を求め，技術的に最適な者
を選定する手続き

　合同司書研修会で情報交
換を実施。図書館情報シス
テムの研修を実施してスキ
ルアップを図った。

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

合同司書研修会：年３回
　（２６人参加）
資料提供数：２６人

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
計画はH２８年から３７年
の１０年間のため，進捗状
況を図書館協議会で管理し
ていく。

　合同研修会が開催できる
のが，公共図書館が休館日
の資料整理日に限られるの
で，回数を増やすことが難
しく，評価に結び付くのが
難しい状況である。

 図書館基本計画の策定
～地域の知の拠点として，市
民と共に成長を続ける図書館
を目指して～
①資料・情報の提供を基本と
したサービスの充実
②図書館・学校図書館・公民
館をつなげるサービスの展開
③図書館施設の整備・充実

　図書館情報システムの提案
を重視した※プロポーザル選
定（H29.１.26契約）によ
り，計画の一部が平成29年度
から開始される運びになっ
た。
①ハイブリッド図書館(紙媒体
と電子媒体両方に対応した図
書館)の構築
（電子図書館の開設）
②学校図書館の整備終了
③図書館ボランティアの育成
（月２回・４人）

※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

①図書館情報システムの一括
更新
　１７校
②合同司書研修会
③資料の提供

①図書館情報システムの更
新により新たなサービスの
展開が見込まれる
②情報交換を主にお互いの
スキルアップを図る。
③学校図書館からの要請に
基づき，資料提供

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

①図書館アンケート１回
（図書館２館，各まちづく
りセンター１１館）
②図書館協議会２回
③図書館基本計画パブリッ
クコメント
④教育委員会議にて承認



○

平成２8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

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

13 13 13 13
2

33,890

13

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

2 2 2

市民サービス

2

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
33,817 33,890 33,890

33,890

財
源
内
訳 33,890

33,89033,817 33,890 33,890

495
3,626

495 495 495
35 35 35

4,120 3,626 3,626 3,626

25,920 25,920 25,920
3,793 3,814 3,814 3,814 3,814

31年度 ３2年度
（決算額：千円） （予算額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

25,610

294

25,920

0 35

目的達成のため
の手順

旅費

需用費

教育センター管理費

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

数
値
目
標

共済費

２　事業概要（Plan）

　社会環境の変化にともなう教育課題が山積するなか，学校教育を巡るさまざまな課題へ
対応するために，教職員一人ひとりの資質・能力の向上と支援体制の機能充実が望まれ
る。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

H29.6.26

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 2 2

①

年度繰返し

担当課名 教育指導課

　鹿嶋市教育行政の拠点となる施設として平成27年10月に鹿嶋市教育センターを開設。平成28年
度体制は所長以下，教育指導員４名，適応指導教室相談員６名，就学相談員２名の計13名の体制。
教職員の研修や研究・カリキュラム開発支援の機能のほか，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，関係機関と連携した支援機能をあわせ持つ。

報酬

30年度２9年度２8年度

主要事業名 幼保小中連携型教育相談活動の充実
作　成　日

学校教育の充実

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

豊かな学びを支える教育環境づくり

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

5,300

30 30

（実績）

4

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

豊かな人を育むまち

全体計画

教育センター利用者数

不登校含む長期欠席児童生徒数

人

人

教育センター機能の充実

幼児，児童・生徒，保護者，教職員の相
談・支援活動の充実　他

体系項目 (6)

個別施策

単位目標内容

5,300

64 40 30

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・教育指導員，就学相談員，適応指導教室相談員の配置
・教育センター講座，各種研修の実施
・不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援の実施
・子ども達や保護者の相談及び支援活動の実施

5,235 5,300 5,300



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

40

【比率： 40 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

34

【比率： 40 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ａ

18

【比率： 20 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ｂ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）
具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①幼児，児童・生徒，保
護者，教職員の相談・支
援活動の充実

②不登校，長欠対策の支
援

改善策

課題

実績

　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。

個別事業実績評価点：

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　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。

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。

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

③教職員研修・研究の充
実

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　教育センターの利用者数及び相談件数の増加がみられるため。

　学校経営研修，初任者研
修，生徒指導研修，各教科
指導法研修のほか発達障害
に係る研修など計20講座
を実施。

具体的施策名

総合評価結果

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。

92.3

個別事業実績評価点：

[課題]
　年度当初計画では28講座
を実施予定であったが，調
整がつかず中止となった研
修講座もあった。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

主要事業名：幼保小中連携型教育相談活動の充実

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　専門的な知識・経験を
もった就学相談員が，幼児
教育施設，小中学校を訪問
して実態の的確な把握に努
めるとともに，保護者との
就学相談，教育相談を行
い，より良い支援について
の合意形成を図っている。

　不登校を含む長期欠席児童
生徒数。
　前年度比で減少したが，中
学校では3％を切ることがで
きなかった。
　・小学校　12人　0.34%
（前年度-0.01％）
　・中学校　52人　3.12%
（前年度-0.64％）

（評価をふまえた改善点）
　早期からの教育相談や就
学相談を行うことにより，
本人・保護者に十分な情報
を提供するとともに，幼稚
園等において関係者が教育
的ニーズと必要な支援につ
いて共通理解を深めた。

　ゆうゆう広場に通級した
児童生徒12人のうち，4人
が中学校卒業，4人が学校
復帰した。残りの4人につ
いても，ゆうゆう広場での
活動で気持ちの改善が見ら
れ，前向きに学習に励んで
いる。

A

[課題]
　茨城県内でも鹿行地域は
不登校率が高く，地域とし
て支援と対策が課題であ
る。不登校原因別にみると
「無気力型」と「不安など
情緒混乱型」が多数を占め
る。

[課題]
　学校との情報連携と支援
体制は構築されているが，
家庭に直接支援を働きかけ
る支援体制に改善の余地あ
り。

個別事業実績評価点：

　研修講座は20講座を延
べ108回実施し，延べ
1,813人が参加した。「学
校生活アンケート」では
「楽しい」と答えた児童生
徒が91％と肯定的な回答
が増え，「授業改善プロ
ジェクト」と併せて教職員
の指導力向上に一定の成果
が出ている。

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか
　各種相談を実施。
　・教育相談 628件
　・就学相談 373件
　・特別支援教育相談 343件

　ゆうゆう広場
　・通級12人，延べ777回
　・不登校，長欠相談，
　　カウンセリング 120件
　・巡回相談 1441件

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

　学校管理職や教職員を対
象にした研修講座のほかに
も，「子育て相談・懇談
会」など保護者を対象とし
た研修講座を実施し，市全
体の教育力向上を図った。

　鹿嶋市教育センターの設置
及び管理に関する条例に基づ
き，教育指導員，就学相談
員，適応指導教室相談員を配
置し，相談・支援体制の充実
に努める。

　就学相談，学校訪問相
談，電話相談を柱に，不登
校や発達障害等で困ってい
る児童生徒，保護者，教職
員に対する相談・支援を行
い，課題解決に努める。

　鹿嶋市内の小・中学校にお
ける不登校児童生徒対策の充
実を図り，学校生活への復帰
などを支援するため，教育セ
ンター内に適応指導教室（ゆ
うゆう広場）を設置する。

　ゆうゆう広場において不
登校解消までの活動計画を
立案し，学校復帰を支援す
る。また適応指導教室相談
員が小中学校を巡回し，児
童生徒の相談を行い不登
校・長欠の芽を摘む。

　教育センター研修講座の実
施。

　理論と技術を体系的に学
べる研修講座を企画運営
し，市立幼稚園，小学校及
び中学校の教職員の指導力
向上を図る。
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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

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

4 3 3 3
6

11,400

3

法定受託
事務

自治事務
（義務）

7 6 6

市民サービス

6

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
11,200 11,300 11,400

11,400

財
源
内
訳 11,400

11,200 11,300 11,400 11,400

500 500 500

（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

10,900 10,900 10,900 10,900

31年度 ３2年度30年度２9年度２8年度
（決算額：千円） （予算額：千円）

400 400

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

まちづくり委員会事業
まちづくり支援(まちづくり連絡協議会)事業

２　事業概要（Plan）

　これからの公民館に求められる基本的な方向性 ※(公)全国公民館連合会
　それぞれの地域で人々が求める活動が積極的に展開されることが求められている。地域
に住む人々の願いや思いが，具体的に実現できる公民館活動が展開されて，初めて公民館
の必要性を実感することができる。社会から公民館に求められているものは，「公民館
力」の向上であり，いつでも，どんな時でも，地域の方々にとって必要不可欠の存在とな
るよう次のようなことが求められている。①誰もが，ちょっと立ち寄ってみたくなる，魅
力ある公民館②自己向上の願いが叶う，学びを大事にする公民館③人づくり・地域づくり
に貢献できる，リーダーが育つ公民館④人の温かさと心配りが滲み，地域の絆をつくる公
民館
　ナンバーワンではなく，オンリーワンの公民館が求められている。

２8年度 ２9年度

10,800

基本目標

公民館活動（まちづくりセンター）と運営体制の充実
作　成　日 H29.6.20

地域が結び，笑顔あふれるまち

市民と共に創るまちづくり

基本政策
学校・公民館を核とした地域コミュニ
ティの形成

4

年度繰返し

担当課名 中央公民館

　地域におけるまちづくり事業（公民館事業）を，各地区まちづくり委員会へ委託することで，地域
住民が求める地域活動を自ら，企画から実践まで主体的に実施することが期待される。また各地区ま
ちづくり委員会委員と公民館職員で組織する「まちづくり連絡協議会」において，各地区まちづくり
委員会間の情報交換や関係者向けの研修会を開催する。

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

基本施策

主要事業名

コミュニティ活動の活性化

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

30年度 ３2年度
単位目標内容

数
値
目
標

目的達成のため
の手順

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

42

247,000 247,500

（実績）

9

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

まちづくり委員会活動の支援
公民館まつり等の実施

体系項目 (2)

個別施策

様々な学びを通した地域づくりと地域の
教育力の向上

重点目標 4

①
④

246,086 246,000 246,500

31年度

　一般財源

全体計画

研修会等の機会

地区公民館来館者数

回

人

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・コミュニティ意識の啓発
・コミュニティ活動の支援
・活動拠点の充実

37 40 42 42



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

71.6

【比率： 80 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ
15.8

【比率： 20 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

充実

①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）

②各地区まちづくりセ
ンターでの事業の実施

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４割）・執行工
夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

改善策

課題

実績

・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。

社会情勢や財政，他市での取り組みなどを考慮し，事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

・地域の課題に寄り添い，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。

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。

・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。

87.4
Ａ：合計点数が８０点超　
Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下
Ｃ：合計点数が５０点以下

A
総合評

価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　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を，地域に還元するための事業展開が必要です。その取り組みを支援することで，地域住民が自らの手で課題解決に取り組みやすくな
り，共創のまちづくりを推進し，まちづくり活動(地域づくり・人づくり活動）の充実が期待できます。

具体的施策名

個別事業実績評価点：

[課題]
　社会の変化の中で地域連帯感
意識が希薄化し，日常生活にお
いて地域社会とのつながりが少
なくなっています。こうした状
況の中で，公民館には地域活動
の拠点として地域連帯感意識の
形成に資する積極的な役割が期
待されることから，地域住民が
気軽に立ち寄ってくつろぎ，情
報収集，意見交換，アイディア
交換などができる自由な交流の
場として位置づくこと，また青
少年の地域における自発的な活
動などを支援し，地域の特色を
つくり出し，地域の人づくり，
まちづくりの拠点となりうるよ
う努めていく必要がある。

[課題]
　支援員の役割の実質化を図る
ために，ことさら地域課題発掘
および解決を強調せず，一職員
として機能するように働きかけ
る必要がある。

個別事業実績評価点：

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

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・地区まちづくり委員会及び公民
館職員により構成されるまちづく
り連絡協議会を設立し，役員会
（対象：委員長及び館長）を計画
どおり開催することができた。
・公民館の運営や地域課題につい
て公民館関係者間の情報交換や研
究(学習)機会を提供できた。

・多様な学習機会の提供が行われ
た。
・自発的な学習活動の援助が行わ
れた。
・学習成果を活用した場の提供が
行われた。
・地域活動の拠点としての役割を
担うことができた。
・地区公民館利用者数246,086人
（前年比：98.8％）
　鹿島：21,705人（112.4%）
　高松：15,742人（111%）
　平井：18,362人（96.9%）
　豊津：11,272人（79.9%）
　豊郷：13,507人（81.8%）
　波野：15,196人（129.9%）
　鉢形：13,425人（107.6%）
　三笠：26,098人（101.5%）
　大野：86,519人（94.8%）
　はま：24,260人（97.8%）

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

・第1回役員会5月14(土)を経て，
平成２８年度まちづくり連絡協議
会を設置。計4回開催
・まちづくり研修会5月29日(日)
・センター長会議10回
・地域活動支援員会議11回
・主事研修会9回
・まちづくり講座3回
・公民館長等研修会への参加※県
主催
・関東甲信越静公民館研究大会へ
の参加※(公)全国公民館連合会

・4月下旬から5月上旬にかけて，
地区まちづくり委員会（10地区）
と委託契約を締結
・役員会及び専門部会議毎月開催
・住民体育祭実行委員会開催
・公民館まつり実行委員会開催
・敬老会実行委員会へ参画し，連
携事業実施にあたる。
・広報紙発行4回
・夏まつり，住民体育祭，公民館
まつり等，公益的なまちづくり事
業を実施
■特徴的な事業
　・北浦一周歩く会（豊郷）
　・みんなで子育て（鹿島）
　・はちっこもちつき大会（鉢
形）
　・お話会とお楽しみ会（高松）
　・三世代ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会（平
井）
　・はまなす塩づくり体験
　　（はまなす）　　　　　など

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
・センター長会議，地域活動支援
員会議，主事研修会は定期的に開
催した。支援員が取り組む地域支
援事業の進捗状況を毎月点検し，
効果的推進を督励した。
・まちづくり講座を開催し，地域
の現状や課題を取り上げ，解決を
図るために必要な市民や行政の取
り組みのあり方をさぐるととも
に，関係者の情報共有を図ること
ができた。

・公民館は，多様な学習機会や
集会の場の提供など地域におけ
る住民の学習ニーズに総合的に
応える社会教育施設である。地
域社会の形成や地域文化の振興
に大いに貢献し，地域に寄り添
う公民館となるよう地域住民の
ニーズに対応した情報収集・整
理・提供などの機能の充実を図
りたい。

・まちづくり活動並びにまちづくりセ
ンターの管理運営についての研究協議
会を組織する。
・まちづくりセンター職員及び関係者
の研修会を開催する。
・まちづくり活動における連絡調整，
その他まちづくり活動の目的達成に必
要な事業を実施する。

・まちづくり連絡協議会の設置
・まちづくり研修会の開催
・センター長会議の開催（毎月第2金
曜日）
・支援員会議の開催（毎月第3木曜
日）
・主事研修会の開催（毎月第4木曜
日）
・地域の現状や課題を取り上げ，解決
を図るための研究（学習）機会
・県主催研修会への参加
・関東甲信越静公民館研究大会への参
加

　当該地区の課題把握と解決，地区住
民の絆づくりのための事業等，公益的
なまちづくり事業を地域の特性・実情
を反映した取り組みを各地区まちづく
り委員会へ委託し，事業の企画，立
案，運営，実施等を地区まちづくり委
員会（地域住民）により実施する。

○地域住民が主体的に取り組むまちづ
くり事業の企画運営，調査研究等を担
う地区まちづくり委員会活動を円滑に
推進するための会議，研修会等の開催
　・地区まちづくり委員会全
　　体会の開催
　・地区まちづくり委員会役
　　員会の開催
　・専門部会議の開催
　・地区まちづくり委員会委
　　員の研修会等の開催
○当該地区の課題把握と解決，地区住
民の絆づくりのための事業等，公益的
なまちづくり事業の実施
　・市民のｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
　　健康づくり事業
　・地域文化向上のための事業
　・青少年の健全育成事業
　・市民の生きがいづくり
　　事業
　・地域課題の把握・解決，
　　地域福祉向上のための事業
　・その他，地区まちづくり
　　に効果的な事業

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定



○

○

　　　　　　　　（賃貸料） 0 875 875 875 875

　　　　　　　　（修繕，工事費他） 4,120 4,549 4,549 4,549 4,549

休日子ども教室（運営委託料） 1,846 2,540 2,540 2,540 2,540
　　　　　　　　（携帯電話料） 143 227 227 227 227

平成２8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

根拠法令等 -

事業の性質

事業期間 単年度 年度繰返し 期間限定 年度から

2 2 2 2
2

72,165

2

法定受託
事務

自治事務
（義務）

１ ２ 2

市民サービス

2

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他（児童クラブ保護者負担金） 41,222
64,260 68,816 72,165
41,415 41,222 41,222 41,222

　地方債

182,049

財
源
内
訳

77,933 109,884 109,884 109,884

72,165

109,884

249249

9,155 11,351 11,351 11,351

182,049142,193 178,700 182,049

11,351

158,142 161,491 161,491 161,491

593 767 767 767 767

３2年度
（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）

253 280 280

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

126,225

全体計画

放課後児童クラブ利用者数

放課後子ども教室（平日）利用者数

111

合　計
　国県支出金

　全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため，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，全ての小学校区で放課後児童クラブ及び
放課後子ども教室を一体的に又は連携して実施すること等を国全体の目標として掲げてい
る。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

放課後子ども総合プランの推進と充実
作　成　日 H29.6.28

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 4 2

担当課名 社会教育課

　文部科学省及び厚生労働省による連携の下，平成１９年度から，総合的な放課後対策として「放課
後子どもプラン事業」が開始された。平成２６年度には「放課後子ども総合プラン」に改められ，共
働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに次代を担う人材を育成を図ることをねらいとしてい
る。

放課後児童クラブ（運営委託料）

30年度２9年度２8年度

主要事業名

子育て支援の充実

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

子どもを生み育てやすいまち
学校・公民館を核とした地域コミュニ
ティの形成

子どもたちの居場所づくり事業の実施

様々な学びを通した地域づくりと地域の
教育力の向上

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

1,000

280 280

（実績）

3

2

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

体系項目 (2)

個別施策

単位目標内容

②

数
値
目
標

２　事業概要（Plan）

31年度

　一般財源

人

人

　　　　　　　（消防・警備・清掃委託）

放課後子ども教室（運営委託料）

放課後子ども総合プラン運営委員会経費
（報酬・報償・費用弁償）

31年度

249 249

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・『鹿嶋市放課後子どもプラン運営委員会』の開催
・放課後児童クラブ事業の安全確保のため，参加児童の状況を把握し，指導員の配置等関係機関と協
議する
・放課後子ども教室事業の安全確保のため，参加児童の状況を把握し，指導員の配置等関係機関と協
議する

797 898 915 928



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

50

【比率： 50 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ
38

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　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。

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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①放課後児童クラブ事
業

②放課後子ども教室事
業

改善策

課題

実績

　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。

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。

87.8

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

A

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

個別事業実績評価点：

[課題]
　放課後児童クラブとの連
携に当たって，実施場所が
異なり，連携が難しいなど
の状況が発生している。

[課題]
　空き教室等を利用して放
課後児童クラブを実施して
いるが，平成２７年度から
申込者が増加している背景
もあり，利用者数に対して
実施場所がせまくなる等，
空き教室の利用についても
難しくなっている。

個別事業実績評価点：

・市報とＨＰへの募集告知
　通年と夏休み利用の２回
・児童クラブの環境充実
　定員：８７０人
　児童クラブ数：２２クラ
ブ
・待機児童数：０人

　平日の放課後に，低学年の
児童を高学年が下校する時間
まで預かることで，一人で下
校する低学年児童の安全を図
る。
　また、休日に子ども教室を
実施することで，地域社会と
児童との関り合いを深める。

・低学年の児童の一人での
下校率の減少。
・休日子ども教室の開催回
数の維持。

　開催箇所数
　　平日9箇所
　　休日11箇所
・待機児童数：0人

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　安心して子どもを預けられる環境づくりは，非常に重要であり，今後も環境変化やニーズに出来る限り対応しながら整備する必要がある。

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　委託先と学校が連携を取
れるような体制作り，学校
施設の使用計画や活用状況
等についての協議などを行
い，適切な体制づくりに努
めた。
　また，次年度以降のクラ
ブ増設の為の調整に取り組
み，待機児童発生の回避に
努めた。

　子ども教室を実施してい
ない小学校において，子供
教室の利用希望のアンケー
ト調査を実施し，次年度以
降の教室増設の調整に取り
組んだ。
　児童クラブと子ども教室
の一体化を推進するため
に，児童クラブの児童が参
加できるように子ども教室
の活動プログラムを検討し
た。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

主要事業名：放課後子ども総合プランの推進と充実

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか
　市報とＨＰへ通年と夏休み利用
の２回において，募集の告知を実
施した。
　また，児童クラブを２クラブ増
設することにより，大幅な待機児
童の発生の回避へとつながり，保
護者が，安心して子どもを預けら
れる環境づくりができた。
『放課後児童クラブ』
平成２７年度　２１クラブ
平成２８年度　２３クラブ
 
待機児童数：0人

・平日子ども教室の利用に
よって，一人での下校率が
減少し児童の安全性が高
まった。
・休日子ども教室では，地
域の歴史を学んだり，お祭
りに参加するなど，地域の
特色に合わせた活動に参加
することができた。

待機児童数：0人

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

『放課後児童クラブ』
設置概要
２３クラブ（１２小学校）
定員：９０９人
　　（前年862人）
　　（前年比105.5%）
利用数：７９７人
 　　　（前年737人）
　　　 （前年比108％）
（入会審査基準に満たない
場合は除く）

『放課後子ども教室』
　9教室（９小学校）
　利用数　２５３人
　　　　　前年比108％
『休日子ども教室』１１ヵ
所
　開催回数　　１０４回
　参加人数　5,２４４人
※地区まちづくりセンター
（１０か所）及びミニ博物
館ココシカ
※ミニ博物館ココシカで
は，土曜塾と休日子ども教
室の２事業を開催

　放課後や長期休暇の際に，
保護者が子どもを安心して預
けられる適切な居場所づくり
を推進する，
・募集に関する周知広報
・児童クラブの環境充実



○

○

①学校との共催事業として実施，実行委員会，推進委員会の実施，推進委員と事務局による現地視察
や体験プログラムの検討，リーダー，サブリーダー，看護師などの合同研修会とサブリーダー研修会
の実施，保護者説明会の実施
②『鹿嶋市青少年相談員連絡会』において，各関係機関と連携し，夜間巡回及び各小学校での「あい
さつ声かけ運動」及び店舗訪問等の実施について協議する。

６年生52人
５年生18人

６年生52人
５年生18人

６年生60人
５年生10人

目標内容

全体計画

フロンティア・アドベンチャー応募
人数（募集人数７０人）

フロンティア・アドベンチャー事業
全体の満足度

人

％

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

豊かな人を育むまち

２　事業概要（Plan）

　当市のフロンティア・アドベンチャー事業が四半世紀を超えるほど継続されているの
は，全国的にもあまり例がないことから，平成２９年度に茨城大学で実施される「関東近
県生涯学習・社会教育実践研究交流会」での発表を依頼された。

６年生60人
５年生10人

80.0 80.0 80.0

目的（事業の目
指すところ）

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。

市民ぐるみで行う青少年健全育成の推進

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

体系項目 (4)

個別施策 ②

基本目標

基本政策

基本施策

2

６年生60人
５年生10人

4

3

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込）

青少年の健全育成

社会教育課

１　事業の位置づけ
②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

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 4

主要事業名 子どもの体験活動・学習の充実
作　成　日 H29.6.28

事務事業の
概要・背景

様々な学びを通した地域づくりと地域の
教育力の向上

担当課名
市民サービス

期間限定

２９年度 ３０年度 ３２年度
単位

（実績） （予定･見込）

３１年度２８年度

目的達成のため
の手順

（報酬，費用弁償，消耗品費，負担金
メディア教育講演会（講師謝礼）投

入
コ
ス
ト

事
業
経
費

数
値
目
標

青少年センター活動経費
フロンティア・アドベンチャー事業（委託料）

61

２９年度

（予定･見込）

80.0 80.0

（予定･見込）

３１年度 ３２年度
（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）

３０年度２８年度

2,500
2,703 2,700 2,700 2,700 2,700
2,500 2,500 2,500 2,500

7070 70 70

財
源
内
訳

42 39 39 39
5,2705,264

　一般財源

合　計
　国県支出金
　地方債

29 2929
5,202

5,270

　その他（青少年相談員店舗訪問業務補助金） 29
5,193 5,202 5,202 5,202

29

３

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

39

年度繰返し

２

法定受託
事務

自治事務
（義務）

3 ３ ３

単年度 年度から

２ ２ ２ ２
3

5,270 5,270

平成28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

根拠法令等 『鹿嶋市青少年センター設置条例』（昭和43年６月11日）

事業の性質

事業期間

①フロンティア・アドベンチャー事業…文科省が青少年の心の豊かさやたくましさなどを育むことを目的とし
て，昭和63年から開始した事業である。当市でも，平成３年度から青少年の健全育成と自然の中での原生活体
験を通し，自立心・忍耐力・協調性・生きる力などを育むことをことをねらいとして，26年間継続して実施。
②青少年の健全育成事業…関係機関及び団体と緊密な連携を保ち，効果的に活動を推進するため青少年センター
を設置する。



３　具体的施策評価（Check)
※比率計を１００％に！ 「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

10.0

【比率： 10 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

70

【比率： 70 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

7.9

【比率： 10 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ

6.5

【比率： 10 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

個別事業実績評価点：

③鹿嶋市青少年センター
の活動

・青少年相談員による巡回活動を
実施し，青少年に対する声かけや
相談を通して青少年の健全育成を
図る。
・青少年相談員の資質の向上を図
るとともに活動の充実を目指す。

・青少年センター運営協議会
の開催
・青少年相談員による巡回活
動やあいさつ声かけ運動の実
施
・青少年の健全育成に協力す
る店の登録活動
・有害広告物や白ポストによ
る有害図書の回収活動
・青少年相談員の研修会の実
施

・街頭での定期巡回
・地域行事開催時の特別巡回
（年4回）
・青少年の健全育成に協力す
る店の登録活動（10月）
・有害広告物や白ポストによ
る有害図書の回収活動
・小学校でのあいさつ声かけ
活動（年２回×12校）

・市内２箇所（３台）の白ポ
ストを設置し，青少年相談員
による巡回や有害図書の回収
を実施した。（年4回×７
班）
・青少年相談員の研修会の実
施
・青少年相談員の班長副班長
会議を実施し，連絡調整や意
見交換を行った（年６回）

・警察と連携した研修会の実
施により県内・市内の状況を
把握し，必要に応じて学校運
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。

[課題]
　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。

・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，
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，子どもたちの健全育成
を図る。
◇フロンティア・アドベンチャー
事業の実施
・期間：７月２６日～８月５日
・募集人数：70人
・場所：福島県　那須甲子少年自
然の家ほか

・小学校５～６年生を対象
に，10泊１１日の長期集団宿
泊体験を実施する。
・実施後に保護者アンケート
を実施し，事業全体の満足度
８０％以上を目指す。

・茨城県メディア教育指導員
の活用
・保護者対象のアンケートを
実施し，結果を中学校に報告
することで次年度のメディア
教育に生かしてもらう。

　推進委員会を組織し，事務局と
学校との連携を図るとともに事業
の円滑な実施を目指す。

　小学校の教職員の中から推
進委員を選出する。
・事業プログラムの検討
・班編制

　中学校入学説明会の機会を
利用しメディア教育講演会を
実施し，情報モラルやフィル
タリングサービスの啓発活動
を実施する。

　青少年が安心してインターネッ
トを利用できる環境やインター
ネットを適切に活用する能力を習
得することができるよう，情報モ
ラル教育の推進を図る。

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか
推進委員会の開催
・第１回(6/1)事業の概要説
明
・第２回(6/8)事業プログラ
ムの検討
・第３回(6/15)参加児童，指
導者の班編制

応募：９８人
（6年生61人，5年生37人）
参加：70人
（6年生52人，5年生18人）
・現地視察（１回）
・企画運営会議
・実行委員会
・合同研修会
・サブリーダー研修会
・保護者説明会

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　勤務時間外にあたる午後６
時から行ったが，ほぼ100%
の出席率であった。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

主要事業名：子どもの体験活動・学習の充実

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・市内全１２校から児童の参
加があり，推進委員は全学校
からの選出になった。
※推進委員２０人

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

①募集人員の拡大の意見もあるが，施設の規模から児童７０人の参加が適正であると考える。
②青少年の健全育成を推進するため，継続して活動を行う必要がある。

　事業実施後に保護者を対象
にアンケートを実施し，47人
から回答を得た。
・参加前に比べ子どもの生活
などに変化が見られたかにつ
いて，85.1%が「変化があっ
た」と回答
・事業全体に対する満足度
は，100%が「満足してい
る」と回答

具体的施策名

個別事業実績評価点：

　学校の共催事業として２年
目の実施となり，児童の参加
した全ての学校から教職員の
支援を得ることができた。

個別事業実績評価点：

[課題]
 　今回は，サブリーダーの参加が
例年に比べ少なかったため活動班に
１名しか配置できないことが生じて
しまった。次年度は早めに募集をか
けて対応する必要がある。

［課題］
　参加経験のある推進委員の数が少
なかった。

個別事業実績評価点：

[課題]
　地域の教育力の向上を目指すうえ
でも，メディア教育指導員の養成な
ども図っていく必要がある。

　事業実施後に保護者を対象
にアンケートを実施し，47人
から回答を得た。
・事業全体に対する満足度は
73%が「満足している」と回
答

④メディア教育講演会

　学校の実態や講演する内容
の希望をメディア教育指導員
に伝え実施をしている。

94.4

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

A

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

②鹿嶋市フロンティア・
アドベンチャー事業

改善策

課題

実績

①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。

社会情勢や財政，他市での取り組みなどを考慮し，事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

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。

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。
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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①鹿嶋市フロンティア・
アドベンチャー推進委員
会の実施



○

○

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 16-①

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

4 4 3 3
6

590

3

法定受託
事務

自治事務
（義務）

7 6 6

市民サービス

6

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
574 590 590

590

財
源
内
訳 590

590574 590 590

400 400 400
174 190 190 190 190

31年度 ３2年度
（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）

400 400

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

数
値
目
標

芸術祭

２　事業概要（Plan）

　市民や関連団体と共創することで，更なる芸術・文化活動にふれる機会や充実した文化活
動が行うことができる施設の充実などが求められている。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

H29.6.20

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 5 2

②

年度繰返し

担当課名 中央公民館

　市民の日頃の芸術・文化創作活動の成果を発表する機会を提供する。また，今後の創作意欲の醸成
を図るとともに芸術・文化を身近に親しむ機会とする。

市美術展覧会

30年度２9年度２8年度

主要事業名 芸術文化に親しむ機会の提供
作　成　日

芸術活動の活性化

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

伝統文化・芸術の振興

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

3,200

196 198

（実績）

5

3

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

学び・楽しみ，地域のつながるまち
づくり

全体計画

来館者数
（市美展，芸術祭，フェスティバル）

市美展出品者数

人

人

豊かな感性を育む芸術文化に親しむ機会
の提供

学校や様々な場所で芸術に親しむ機会の
提供

体系項目 (1)

個別施策

単位目標内容

3,150

183 192 194

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・市民が気軽に多様な芸術・文化にふれ合い，また自分の作品を発表する機会の充実を図るととも
に，文化活動をとおした市民間交流の場の提供に努める。
・芸術・文化団体間の連携を図り，団体活動の活性化が図れるよう支援する。

3,006 3,050 3,100



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

43

【比率： 50 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ａ

43

【比率： 50 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ａ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

主要事業名：芸術文化に親しむ機会の提供

成果に関する指標に係る評価
※どれだけの成果が上がったか

・出品点数183点
　絵画：47／書：39
　写真：39／工芸：58
・鑑賞者数927人
・審査を経て，表彰者38人
　絵画：最優秀賞1人，優秀賞2人，
奨励賞5人，会員賞1人
　書：最優秀賞1人，優秀賞2人，奨
励賞5人，会員賞1人
　写真：最優秀賞1人，優秀賞2人，
奨励賞5人，会員賞1人
　工芸：最優秀賞1人，優秀賞2人，
奨励賞6人，会員賞1人
・運営委員会委員8人，実行委員会委
員56人の協力を得て，怪我人等もな
く円滑に実施することができた。
・広報活動
　広報鹿嶋5月15日号，7月15日号
掲載，かなめーる配信5月16日配
信，市民ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載，市民ｾﾝﾀｰ
広報紙6月15日号掲載，FMかしまｽ
ﾎﾟｯﾄ放送，かわら版6月26日号掲
載，毎日新聞6月29日掲載，茨城新
聞7月2日，16日掲載

・出品点数278点
　絵画：39　書：41
　写真：35　工芸：37
　洋裁：0　  編物：3
　手芸：53　華道：30
　和紙絵：40　自由創作：0
・鑑賞者数985人
・代表者7人，実行委員会委員61人
の協力を得て，予定どおり円滑に実施
することができた。
・広報活動
　広報かしま9月15日号掲載，かな
めーる配信9月19日，市民ｾﾝﾀｰﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ掲載，市民ｾﾝﾀｰ広報紙9月15日
号掲載，FMかしまｽﾎﾟｯﾄ放送，毎日新
聞10月27日掲載，NHK10月25日
掲載

事業実施に直接関連する指標
に係る評価　※何を行ったか

・第1回運営委員会6月27日
・第1回実行委員会5月11日
・第2回運営委員会6月8日
・審査員会議6月25日
・表彰式7月3日
・第2回実行委員会7月29日
・申込期間を5月31日（火）～6
月5日（日）6日間とり，土・日曜
日に申込ができるようにした。
・申込場所は市内公民館11館で
行った。
・広報活動（掲載依頼等）
　広報鹿嶋，かなめーる配信，市
民ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ，市民ｾﾝﾀｰ広報
紙，FMかしま，かわら版，記者ｸﾗ
ﾌﾞへの情報提供

・第1回代表者会議8月26日
・第1回実行委員会9月9日
・第2回代表者会議9月28日
・作品搬入10月23日
・華道生けこみ10月24日，27日
・作品搬出10月30日
・第2回実行委員会11月10日
・申込期間を9月20日（火）～25
日（日）6日間とり，土・日曜日に
申込ができるようにした。
・申込場所は市内公民館11館で
行った。
・広報活動（掲載依頼等）
　広報鹿嶋，かなめーる配信，市
民ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ，市民ｾﾝﾀｰ広報
紙，FMかしま，記者ｸﾗﾌﾞへの情報
提供

　運営委員会，実行委員会を組
織することで，事業の円滑な実
施を図る。

第20回鹿嶋市美術展覧会 開催
期間：6月28日（火）～7月3
日
　　　（日）
会場：まちづくり市民センター
　　　体育館
公募展：絵画／書／写真／工芸

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　市内で最大規模を誇る市美術展覧会と市芸術祭は，市民が気軽に多様な芸術・文化にふれる大切な場となっていること，そして市内の芸術家の創作活動（意欲）を高める機会
となっており，ゆとりと潤いを実感できる心豊かな市民生活を実現するためには，必要な事業である。

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
・運営委員会，実行委員会を組織
し，運営していることにより，作
品の搬入，展示レイアウト，搬出
に至るまで出品者と協働して催す
ことができたことは今後も継続す
べき内容である。
・特別展として「熊本地震災害支
援作品展・募金」を行い，出展数
88点（343,000円），募金
（39,901円）計382,901円の義
援金を募ることができたことは，
業務を文化協会に委託し，市民の
発想と行動力が伴って実施できた
ことである。

・代表者会議，実行委員会を組織
し，運営していることにより，作
品の搬入，展示レイアウト，搬出
に至るまで出品者と協働して催す
ことができた。また，鹿嶋市文化
協会との連携は，本事業を実施す
るうえで不可欠な存在となってい
る。今後も引き続き，文化団体
（文化協会）への支援は必要であ
る。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４割）・執行工夫・日常業
務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

個別事業実績評価点：

[課題]
・代表者会議，実行委員会
委員の新しい人材の発掘及
び育成が必要である。
・洋裁，自由創作の部門の
出品がなかった。事前の周
知活動の徹底に努める必要
がある。

[課題]
・運営委員会，実行委員会
委員の新しい人材の発掘及
び育成が必要である。

個別事業実績評価点：

・文化に関する専門的な知識，技
術を有する指導者やボランティア
で運営委員会，実行委員会を組織
する。
・申込期間に土・日曜日を入れ
る。
・部門ごとに「最優秀賞」「優秀
賞」「奨励賞」「会員賞」を表彰
する。
・申込場所を市内公共施設で行
い，申込者の利便性を図る。
・広報については，新聞社等マス
メディアを活用し，周知を図る。
・出品点数目標値：190点
・鑑賞者数：1,000人

第15回鹿嶋市芸術祭 開催
期間：10月25日（火）～30日
　　　（日）
会場：まちづくり市民センター
　　　体育館
公募展：
絵画/書/写真/工芸/洋裁/編物/
手芸/華道/ちぎり絵/自由創作

・文化に関する専門的な知識，技
術を有する指導者やボランティア
で代表者会議，実行委員会を組織
する。
・申込期間に土・日曜日を入れ
る。
・申込場所を市内公共施設で行
い，利便性を図る。
・広報については，新聞社等マス
メディアを活用し，周知を図る。
・出品点数目標値：300点
　※10部門×30点
・鑑賞者数：1,000人

改善策

課題

実績

　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。

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。

86.0

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

A

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　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。

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。

　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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①市美術展覧会の開催

②芸術祭の開催



○

○

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・語り部の会による出前講座や語り部養成講座の開催
・舞踏連盟による祭り等での市民音頭の普及活動，市民音頭のＣＤ・カセット等の販売
・郷土検定の問題作成，大会への参加

2,015 2,300 2,400

単位目標内容

2,500

３1年度

全体計画

鹿嶋の民話語り事業参加者数 人

豊かな感性を育む芸術文化に親しむ機会
の提供

学校や様々な場所で芸術に親しむ機会の
提供

体系項目 (1)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

2,600

（実績）

5

1

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

学び・楽しみ，地域がつながるまち

郷土教育の推進

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

伝統文化・芸術の振興

担当課名 社会教育課

　鹿嶋市には多くの歴史遺産が残り，鹿島神宮をはじめ，古くから伝統が伝わる地域である。「鹿嶋
の民話」や指定文化財，史跡などから先代の守り伝えるものを次世代に継承し，本市に移転してきた
市民にも愛着がもてるような，郷土の歴史・文化・伝統を大切にしたまちづくりの推進につなげる。

鹿嶋の民話普及事業（謝礼）

30年度２９年度２８年度

主要事業名 芸術文化に親しむ機会の提供
作　成　日 H29.6.27

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 5 2

②

数
値
目
標

市民音頭普及事業（謝礼）

２　事業概要（Plan）

　昨年度に引続き，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。鹿嶋市では予選大会を市内中学校で一斉に行い，代表校として高松中学校が
県大会に出場し準決勝まで進出した。また，鹿嶋まつりや桜まつりにおいて市民音頭を披
露し，普及活動を行った。

２８年度 ２９年度 30年度 32年度

目的達成のため
の手順

いばらきっ子郷土検定事業
投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

60

3１年度 ３２年度
（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）

60 60 60 60
40 40 40 40 40

7 6 6 6 6

106107 106 106合　計
　国県支出金
　地方債

106

財
源
内
訳 100

5 6 6 6

2

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他（雑入）売払収入等 6
102 100 100

1

法定受託
事務

自治事務
（義務）

2 2 2

市民サービス

年度繰返し 期間限定 年度から

1 1 1 1
2

100

平成28年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 16-②

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等 　教育基本法　教育の目標（２条）

事業の性質

事業期間 単年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

33

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ
38

【比率： 50 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

主要事業名：芸術文化に親しむ機会の提供

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・児童クラブや市内幼稚園・
保育園等でをはじめ，そのほ
かさまざまな施設等に出向い
て，語り部を実施し，より多
くの人に伝承を伝えることが
できた。
・語り部養成講座を開催し，
人材の育成を行った。
・鹿嶋まつり等のイベントに
参加し，市民音頭を通して地
域交流をすることができた。

　子どもたちが郷土の歴史文
化や風土について理解，関心
を深める機会になった。ま
た，高松中学校が県大会へ出
場し，敗者復活で準決勝進出
を果たした。

②いばらきっ子郷土検
定事業

個別事業実績評価

個別事業実績評価点：

事業実施に直接関連する指標

・郷土検定の問題を５０問作
成した。
・市町村大会（鹿嶋市５校参
加）を開催し，高松中学校が
鹿嶋市の代表校として県大会
（４５校参加）に出場した。

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
・地元の言葉で地元の民話
を語り，鹿嶋市の文化を伝
えた。また語り部養成講座
を開き，方言で語れる後継
者の育成も図った。
・イベントに参加すること
により，市民音頭の普及を
図った。

　子どもたちが鹿嶋の歴史
や風土について関心が高ま
り，学んでいけるような問
題作成に努めた。また，高
松中学校の県大会の成果を
告知し，他の中学校の意欲
向上を図った。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

近隣

　郷土検定（市大会・県
大会）への参加をとおし
て，子どもたちの郷土の
歴史文化や風土への理解
関心の向上を図る。

・検定問題の作成（50
問）
・市大会の実施
・県大会出場

事業実施に直接関連する指標 ・

・語り部の活動を６６回開催
・出前講座で54回，児童ク
ラブで１２回開催
・語り部養成講座を実施（全
６回）
※参加人数８名
※民話の地めぐりを２月に開
催
・民音頭普及のため，桜まつ
り，鹿嶋まつりのイベントに
参加

・出前講座による普及活
動を行う。
・語り部出前講座の開催
を行う。
・語り部養成講座を実施
し，次世代に継承する。
・祭りやイベントなど
で，市民音頭の普及活動
を行う

[課題]
・語り部養成講座の受講
人数をどう増やすか。語
り部活動を広く伝えるた
めの活動場所を設置す
る。
・イベントのほかに，市
民音頭に触れる機会をふ
やすため，地域の行事等
での活用も検討する。

個別事業実績評価点：

成果に関する指標

理由現状維持

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関
する指標（４割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそ
れぞれの判定による率（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果
合計
点数

個別事業実績評価点：

[課題]
・問題の修正，関心のも
てる新しい問題の作成。
・今後も子どもたちの郷
土への興味理解を伸ば
し，楽しく学びかつ成績
を残すための方策の検
討。

実績

①鹿嶋の民話・市民音
頭の普及

　郷土に残る伝統文化
や，行事歴史などを次世
代に継承する。
・多くの市民に伝承をす
るため，鹿島の民話の普
及活動を行う
・市民音頭の普及活動を
行う

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。

70.3

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

B

　鹿嶋市の貴重な歴史文化の周知を通じて，郷土への理解と郷土愛，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。

③

改善策

課題

総合評価
方法

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。
　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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

　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。



○

○
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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

根拠法令等 　文化財保護法

事業の性質

事業期間 単年度
その他

２　事業概要（Plan）

　鹿島郡家跡は，奈良時代に編纂された『常陸国風土記』に記載された古代鹿島郡役所跡
であり，鹿島神宮とその摂社である沼尾神社，坂戸神社とともに，「鹿島神宮境内附郡家
跡」として国の史跡に指定されている。その重要性の周知，公開並びに，用地の効果的な
活用が求められている。また近年，史跡に隣接している斜面地の崩壊が進んでおり，早急
な対応が必要となっている。また，どきどきセンターの休日開館や，ミニ博物館ココシカ
で実施している土曜塾，休日子ども教室の開催日や定員の増加を検討する必要がある。

伝統文化・芸術の振興

担当課名 社会教育課

　史跡整備事業は，『常陸国風土記』にも記載されている古代の鹿島郡の郡役所跡である鹿島郡家跡
（昭和６１年８月４日に国の史跡に指定）を史跡公園として整備し，体験学習や社会教育的な場所と
して活用しながら，歴史的遺産として後世に残すために保存整備及び活用を図る。
　収集資料や出土品の保存・活用事業は，鹿嶋市内の文化財を後世に伝え残すために，市民や一般の
人たちに周知できるよう展示や体験活動を行う。

主要事業名
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

作　成　日 H29.6.27

１　事業の位置づけ

３

法定受託
事務

自治事務
（義務）

2 2 2

市民サービス

年度繰返し 期間限定 年度から

３ ３ ３ ３
2

43,992
2

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業

38,216 38,635 39,912

49,492

財
源
内
訳

2,835 3,672 6,380 500

48,742

750
44,492

　一般財源

41,051 42,307 46,292

　その他

547547 547 547投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

6,392

496

（決算額：千円） （予算額：千円）

8,097
27,945 27,945

6,218 5,718

合　計
　国県支出金
　地方債

28年度

27,945 27,945 27,945
6,000

史跡整備事業費

30年度29年度28年度

6,000 6,000

31年度 ３2年度
（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

11,800 10,000 15,000

重点目標 5 2

①

数
値
目
標

歴史・文化遺産（有形・無形）の保存・
保全と継承

国・市指定の史跡の整備

体系項目 (2)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

1,900

10,000 10,000

（実績）

5

1

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

29年度

学び・楽しみ，地域がつながるまち

郷土教育の推進

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

事務事業の
概要・背景

30年度 32年度

目的達成のため
の手順

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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もの。

・遺跡の保存・整備のための公有化
・鹿島神宮を含めた保存活用計画の策定
・出前講座の実施
・子どもたちが体験し，学べる場の提供

1,599 1,700 1,800

単位目標内容

1,900

8,731 9,000 9,500

31年度

全体計画

どきどきセンター入館者数

ミニ博物館ココシカ入館者数

人

人

どきどきセンター施設管理（指定管理）

　　　　　　　　　　　（展示替業務委託）

ミニ博物館ココシカ事業（運営委託料）



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

55

【比率： 55 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

34

【比率： 45 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

　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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

[課題]

現状維持

改善策

課題

実績

　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。

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。

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。

理由

総合評価
方法

　史跡整備は，保存活用していくため，収集資料や出土品の保存・活用事業は郷土の歴史を伝えるため事業を継続していく必要がある。

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

89.0

個別事業実績評価点：

A総合評価結果

・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，出前講座などを行
い，ミニ博物館ココシカに
おいては，神宮の歴史や郷
土の歴史を展示し，観光客
に周知活動を行った

[課題]
・どきどきセンターは，平
日開館となっているが，土
日開館の要望もあり，今後
検討していく必要がある。
・ミニ博物館は，立地条件
が良い場所であるが，施設
が小規模のため団体客の見
学等が難しいところであ
る。また，市内小学校との
連携なども検討する必要が
ある。

・HP，新聞，FMかしま，
情報誌などのメディアを活
用したり，鹿島神宮へチラ
シを置くなど，展示やイベ
ントの情報を広く発信し
た。
・ミニ博物館ココシカで
は，土曜塾や休日子ども教
室を開催し，子ども達へ郷
土の歴史などを体験して学
べるように務めた。

合計
点数

主要事業名：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

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・坂戸神社・沼尾神社（縮
尺1,000分の1）及び鹿島
神宮（縮尺2,500分の1）
の地形図を作成した。
・２件の土地所有者と話し
合いを実施し，どちらも買
上げ希望の意向を確認し
た。
（郡家跡土地公有化は，
H28現在で71665.01㎡
で97.36％まで進んでい
る）

・どきどきセンター入館者
数
　1,599人（前年1,571
人）
・ミニ博物館ココシカ入館
者数
　8,731人（前年8,456
人）

事業実施に直接関連する指標

[課題]
・基本計画を進めるにあた
り保存活用計画の策定が必
要となり，平成28年度から
3か年計画で策定を行う。
28年度は測量調査を行い，
29年度からコンサルタント
委託を行い策定をする。
・地権者の要望にどのよう
に応えていけるか，県や国
とも協議を進めていく必要
がある。

個別事業実績評価点：

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

成果に関する指標
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
・国・県と協議を行い，当
初２か年計画であった保存
活用計画策定事業を３か年
に見直した。
・地権者の自宅へ訪問し，
地権者の要望を聞き，柔軟
な対応を心がけた。
・公有化を進めるため，遺
跡保護の必要性のある箇所
について追加指定の同意を
得るようにした。

個別事業実績評価点：

個別事業実績評価

①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

　国指定史跡鹿島神宮境内附
郡家跡の史跡整備計画の推進
を図る
・史跡指定面積：
469,955．24㎡
　鹿島神宮：375,034．00
㎡
　坂戸神社：10,904．71㎡
　沼尾神社：10,409．52㎡
　郡家跡：73,607．01㎡
・史跡内の土地の公有化

に係る評価　※何を行ったか事業実施に直接関連する指標

　鹿嶋市内の文化財を収集
し，保存・活用を行い，市民
に公開する。

・史跡整備のための保存活
用計画を平成28～30年度
において策定する。
・郡家跡の史跡内で未買地
の土地の公有化を進める。

・どきどきセンターにおい
て市内出土品の埋蔵文化財
の展示や講演会の開催を行
い，歴史の知識を深めても
らう。
・ミニ博物館ココシカにお
いて常設・企画展示や土曜
塾などの体験事業を行い，
鹿嶋の歴史や伝統文化に触
れてもらう。

・史跡整備検討委員会を３
回開催し，史跡整備保存活
用計画の内容を精査し，平
成28年度は測量調査を行
い，平成29・30年度で保
存活用計画策定のための業
務委託を行う。

具体的施策名

③

②収集資料や出土品の保
存・活用事業
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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

根拠法令等 スポーツ基本法，第三次スポーツ推進計画

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

３ ２ 3 3
９

89,064

40

２

法定受託
事務

自治事務
（義務）

○

５ ９ ９

市民サービス

７

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(スポーツ振興くじ助成金) 5,044
10,832 13,864 51,064

5,044 5,044 5,044

16,108

財
源
内
訳

20,000 62,000

11,064
6,306

156,108

5,200
150 150 150 150 150

17,138 18,908 76,108

5,200 5,200 5,200

2,606
5,452

2,606 2,606 2,606
1,800 1,800 1,800

5,452 5,452 5,452 5,452

60,000 140,000 0
900 900 900 900 900

31年度 ３2年度
（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成人スポーツ実施率 ％ －

1,030

2,606

健康づくりスポーツ教室

2,800

1,800 1,800

5,200

目的達成のため
の手順

サッカーフェスティバル大会
ビーチサッカー大会

駅伝大会

スポーツ振興事業補助金

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

数
値
目
標

卜伝武道（柔道・剣道）大会

２　事業概要（Plan）

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催決定を契機として，国
を始め，国民、団体、企業等が「スポーツ」への関心が高まっている。
・茨城県では，平成３１年茨城国体を契機として，スポーツに対する関心意欲を更に高揚
させ、健康・体力の保持増進と競技力向上に取り組んでいる。
・市民からスポーツ環境（施設・事業）の充実についての要望が多い。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

H29.6.30

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 6 1

①

年度繰返し

担当課名 スポーツ推進課

　シンボルスポーツを中心にしたスポーツコンベンション事業を開催するとともに，情報提供や既存
大会の規模拡大，大規模な大会の誘致を図り，スポーツを体験する機会を多く設け，スポーツを通し
た健康づくりの推進を図る。

茨城国体開催経費

30年度２9年度２8年度

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
作　成　日

スポーツ交流の推進
スポーツ活動の推進

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

565,000

（実績）

１
２

１
１

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

スポーツでつながるまちづくり

笑顔あつまるスポーツのまち
健康で活気みなぎるまち

550,000

31年度

全体計画

スポーツ実践者数（施設利用者） 人

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

スポーツ事業の開催と体験する機会の提
供

体系項目 (1)

個別施策

単位目標内容

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

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）

・(国体)実行委員会内に専門委員会を設置し，実施計画の策定などの準備にあたる
・各スポーツ大会，教室等の開催
・スポーツ団体に対する支援
・健康づくり（障がい者）スポーツの開催，支援
・スポーツ関連情報の提供

515,858 520,000 535,000



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

26

【比率： 40 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

20

【比率： 20 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

18

【比率： 20 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

3

【比率： 5 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

10

【比率： 10 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

5

【比率： 5 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

改善策

総合評価結果

成果に関する指標

　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。

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。
　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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

充実

①茨城国体開催事業

　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。

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。

個別事業実績評価点：

[課題]
　新しい情報の更新をスピー
ド感をもって行う。

Ｃ：合計点数が５０点以下

A

[課題]
　地区によって活動の回数に
開きがある。

[課題]
　夏休み期間中の大会開催の
ため，他事業と重複する可能
性が高い。

②広域大会の開催

　今回改善された。スポーツ
種目別の検索がダイレクトに
できる，スポーツ団体から書
き込みが出来る，SNS活用で
広がりができる。

課題

実績

個別事業実績評価点：

[課題]
　 指導者等の高齢化

　１０地区公民館　平均で年
4.5回健康スポーツ教室を開催

[課題]
　大会へのリピーター獲得の
ためのイメージアップへ向け
た取り組み。

[課題]
　本大会はもとより，平成３
０年度開催のリハーサル大会
に向け，詳細な事業計画策定
が必要となる。

　活動向上のため，スポーツ
推進連絡協議会の中で情報交
換をし，地区活動につなげ
た。

　アマチュアスポーツの経済
的負担軽減を目的に補助金支
援と施設利用料の減免を合わ
せ団体の支援を行った。

個別事業実績評価点：

・鹿嶋市体育協会補助金交付
・鹿嶋市硬式野球（リトル，リ
トルシニア）協会補助金交付

個別事業実績評価点：

総合評価
方法

・サッカーフェスティバル
　93ﾁｰﾑ以上の参加
・剣道　76ﾁｰﾑ以上の参加
・柔道　81ﾁｰﾑ以上の参加

・鹿嶋市体育協会補助金交付
・鹿嶋市硬式野球（リトル・リト
ルシニア）協会補助金交付

・鹿嶋市体育協会補助金　支援団
体数　３００団体以上
・鹿嶋市硬式野球協会補助金　支
援団体数　３団体７０名以上

・１０地区公民館（各種健康づく
りスポーツ）　年随時開催
・スポーツセンター前「ふれあい
広場」（グラウンドゴルフなど利
用）を新規開放

⑥スポーツ情報の発信
（スポーツホームペー
ジ）

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４割）・執行工夫・日
常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

③シンボルスポーツの推
進

④スポーツ団体の支援

⑤健康づくりスポーツ

理由

・サッカーフェスティバル　年１
回開催（実行委員会２回，監督者
会議２回）
・卜伝杯武道大会　年１回（剣
道・柔道種）開催

・１０地区５０回1,000名以上
の参加者

・スポーツ関連情報を提供する
ホームページ開設、運営（ＪＶ共
同事業体と連携した各スポーツ情
報の発信）

・スポーツ専用ホームページの充
実，市民のスポーツ対する関心を
高める。
（閲覧件数：H27
　　　　　　約21,000件）

個別事業実績評価

合計
点数

　スポーツは，健康増進，地域コミュニティの形成・活性化などに様々な効果が期待されており，今後もニーズが高いと考えられる。また，東京オリンピック等
の決定や茨城国体（鹿嶋市サッカー競技会場）を契機としてスポーツへの関心が高まってきている。

・鹿嶋市体育協会補助金　支援団体
数　３３８団体
・鹿嶋市硬式野球協会補助金　支援
団体数　支援団体３団体７０名
以上団体の運営支援ができた。

　１０地区５６回１，０２９人
の多くの参加があり，健康増進
を図ることができた。

82.2

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

・実行委員会（１回）
・大会ＰＲイベント（講演会や
カウントダウンボード披露な
ど）（３回）

・ビーチサッカー大会　年１回（小
学生・一般の部開催，実行委員会１
回）
・駅伝大会　年１回開催（実行委員
会3回，監督者会議１回）
・ビーチランに向け、名称公募，参
加者募集

・各スポーツ大会情報及び市民
スポーツや健康づくり事業の推
進を図るための情報提供
・情報更新の適正化

・スポーツ別閲覧や絵，表など
を使い感覚的に見やすくなっ
た。
（閲覧件数：約2７,000件）
　約２０％増加

・サッカーフェスティバル年１
回開催（実行委員会２回，監督
者会議２回）
・卜伝杯武道大会（剣道・柔
道）年１回開催（実行委員会４
回）

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
　茨城県，県サッカー協会と
の連携，鹿行５市連絡会議な
どを開催，情報の共有化や事
業連携を図った。

　ビーチサッカーと他のイベント
とを組み合わせることで相乗効果
がもたらされ活性化が図られた。
また，新たなビーチスポーツ
（ビーチラン）の取り入れ，広域
大会の充実を図ることが出来た。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

事業実施に直接関連する指標

・実行委員会の設置
・大会ＰＲ
・岩手国体視察
・各種事業計画案の策定

・実行委員会の設置
・大会ＰＲ
・岩手国体視察
・各種事業計画案の策定

・ビーチサッカー大会　年１回
（一般の部，小学生の部新設）開
催
・駅伝大会　年１回開催
・鹿嶋シーサイドビーチラン

・ビーチサッカー
　一般２０ﾁｰﾑ
　小学生12ﾁｰﾑ以上
・駅伝大会　１８０ﾁｰﾑ以上
・ビーチラン大会
　参加者　5００人以上

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

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・実行委員会を設置し，大会開
催に向けた準備が本格化した。

･ビーチサッカー　一般20ﾁｰﾑ，
小学生12チーム参加
・駅伝大会　187ﾁｰﾑ参加
・ビーチラン大会の開催に向け
て，各関係団体と連携した運営
体制の整備を行った。

・サッカーフェスティバル
　４部門　101ﾁｰﾑ参加
・剣道　91ﾁｰﾑ参加
・柔道　69ﾁｰﾑ参加
昨年度以上の参加チームがあ
り、市外チームとの交流が出来
た。

個別事業実績評価点：

　各実行委員会（団体）と連
絡を密にするなど連携を強化
し，参加チームの増加に努め
た。

個別事業実績評価点：



○
○

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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）

・施設管理，大会運営，工事施工等について担当課との調整及び近隣住民，関係者等への説明
・設計業務委託の発注
・工事発注及び工事監督，工事監理業務の発注
・付帯施設の改修，修繕

1 1 1 0

31年度

　一般財源

全体計画

市内国体施設の整備会場数 箇所

スポーツ環境の整備・充実

広域的な大会に対応できる施設整備

体系項目 (3)

個別施策

ライフステージに応じたスポーツ活動の
推進

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

0

（実績）

2

1

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

スポーツでつながるまちづくり

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

健康で活気みなぎるまち

単位目標内容

担当課名 教育総務課

　平成３１年に茨城県で開催される国内最大のスポーツの祭典である国民体育大会において，本市は
サッカー競技（成年男子・少年男子）の開催地となる。このため，国民体育大会サッカー競技施設ガ
イドラインに基づき，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
球技場を整備する。

実施設計業務委託費

30年度２9年度２8年度

主要事業名

スポーツ活動の推進

基本目標

平成３１年度茨城国体の開催準備
作　成　日 H29.6.27

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 6 1

①

数
値
目
標

工事監理業務委託料

２　事業概要（Plan）

　茨城県では国体による地方スポーツの普及・振興と地方文化の発展を目指して，県民総
参加の国体開催を推進しており，県内の自治体は，平成３１年第７４回国民体育大会の開
催に向けて，施設整備等の準備を進めている。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

工事請負費（北海浜多目的球技場）

工事請負費（卜伝の郷多目的球技場）

工事請負費（高松緑地多目的球技場）

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

10,347

0

31年度 ３2年度
（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）

0 0 0 0
0 13,231 0 0 0

211,778 0 2,000 1,000 0

0 220,644 8,000 4,000
0
0

849,067 10,000 5,000

10,000222,125 1,082,942 20,000合　計
　国県支出金
　地方債 0

0

財
源
内
訳

37,009 428,440 0 0

0

0

62,784 137,211 0 0
92,200 434,300 0 0

1

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金) 0
30,132 82,991 20,000

0

法定受託
事務

自治事務
（義務）

3 3 1

市民サービス

年度繰返し 期間限定 平成28 年度から

1 1 0 0
1

10,000

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 19

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31

根拠法令等 スポーツ基本法

事業の性質

事業期間 単年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

26

【比率： 35 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

49

【比率： 65 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

　国体整備に係る全体的な
工程を踏まえ，密に関係課
と調整し，準備を進めた。
説明会を開催し，地域の方
の意見を聴くことができ
た。

　施工者と積極的に工程会
議や現場打合せを実施し，
工法を見直すことで，工期
どおりに施工することがで
きた。
　屋外トイレは，打合せの
中で細部の設計を見直すこ
とでコストを抑えた。

　日本サッカー協会公認の人
工芝グラウンドの整備
（40,000㎡　サッカーコー
ト2面）
　観覧席並びにＬＥＤ照明設
備の整備（新設2基＋改修2
基）の設計業務

・設計請負業者の入札によ
る選定
・改修内容の調整，検討，
協議
・設計図書の完成
・住民説明会の実施

・天然芝のサッカーグラウン
ドの整備（サッカーコート1
面）
・駐車場整備（舗装駐車場＋
砕石駐車場）
・屋外トイレ整備の実施設計
業務

・設計書の単価を見直し，
工事の発注
・工事，工程の監督
・週1回の工程会議の実施
・天然芝グラウンド及び舗
装，砕石駐車場の整備
・設計図書の作成
・確認申請書（確認済証）

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

・補助対象工事や改修内容
の確認及び調整，先進地視
察の実施（2回15か所）
・設計者との定期的な打合
せ（月4回程度）
・住民説明会の開催（1回
3月）

主要事業名：平成３１年度茨城国体の開催準備

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　工事を発注するための設
計図書（設計図面，設計内
訳書，工事仕様書）が完成
し，工事発注の準備が整っ
た。

・天然芝グラウンド
（10,350㎡　1面），舗
装駐車場（3,146㎡　普通
者５１台，大型６台，車い
す用４台），
砕石駐車場（2,130㎡　９
０台）の工事完了により，
国体対応のグラウンドが整
備された。
・屋外トイレの実施設計
木造平屋建（築面積97.92
㎡）

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

・工程会議の実施（週１
回）
・定期的な施工状況の確認
（随時），材料搬入時の立
会い検査，施工状況の検
査，完成時の現場，書類検
査
・設計内容の協議，調整，
内容確認

個別事業実績評価

合計
点数

　平成３１年の第７４回国民体育大会までは整備を継続して進めていくため

具体的施策名

個別事業実績評価点：

　関係課や施工者と綿密に
調整を行ってきたため，工
法を見直し，工期内の完成
をすることができた。
　屋外トイレは，当初の二
次製品の使用案を見直し，
設計を行うことで工事金額
を下げ，担当課の要望を取
り入れた設計ができた。

　関係課と調整しながら設
計を組むことができた。ま
た，先進地を参考に適切な
材料等を選定することがで
きた。

個別事業実績評価点：

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

B

個別事業実績評価点：

[課題]

総合評価
方法

　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。

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。

　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ます。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ます。

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。

課題

実績

理由

75.5

③

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①卜伝の郷多目的球技
場改修工事

②北海浜多目的球技場
整備工事

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

総合評価結果

改善策



〇

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 20-①

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

２
165

法定受託
事務

自治事務
（義務）

〇

２ ２ ２

市民サービス

２

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

高塚奨学基金
117 165 165

165

財
源
内
訳 165

165117 165 165

165 165 165

31年度 ３2年度
（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）

117 165

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

数
値
目
標

２　事業概要（Plan）

　国は教育基本法に示された理念の実現と教育の進行に関する施策の総合的・計画的な推
進を図るため教育振興基本計画を策定。
　茨城県は茨城県教育大綱を，茨城県教育委員会は茨城県教育振興基本計画（いばらき教
育プラン）を策定。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

H29.6.20

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標

年度繰返し

担当課名 教育総務課

　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（計画年度平成２８年度～平成３７年
度）の進行管理を実施し，計画的な教育行政の推進を図る。

報酬，費用弁償（教育行政評価委員会）

30年度２9年度２8年度

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

作　成　日

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

７５％

（実績）

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

全体計画

各主要事業総合評価Ａの割合 ％

体系項目

個別施策

単位目標内容

７０％

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・平成２８年度教育行政運営方針の策定
・教育行政評価の実施

５４．５％ ６０％ ６５％



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

20

【比率： 30 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ
53

【比率： 70 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

①教育行政運営方針
の策定

②教育行政評価委員
会の開催

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

改善策

課題

実績

・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。

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。

個別事業実績評価点：

72.4

Ａ：合計点数が８０点超　

　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。

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。

　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

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

総合評価
方法

理由 　第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画の進行管理を実施し，計画的な教育行政の推進を図ることは不可欠である。

B総合評価結果

現状維持

具体的施策名

個別事業実績評価点：

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

に係る評価　※何を行ったか成果に関する指標事業実施に直接関連する指標
事業実施に直接関連する指標

合計
点数

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

　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」の進捗状況の進
行管理を行う。

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

　各課の主要事業を取
りまとめ，平成２８年
度教育行政運営方針を
策定した。

　教育行政評価委員会
を３回開催し，各事業
の評価を実施した。
・教育行政評価委員会
の答申を受けて，教育
行政評価報告書を作成
し，市議会へを提出し
た。

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）

　第Ⅱ期鹿嶋市教育振
興基本計画の初年度と
なるため教育行政運営
方針について，主要事
業の決定，実行を促し
た。

　教育行政評価委員会
の開催期日を３日と
し，時間短縮のため，
評価シート作成時間を
充分に確保しながら，
記入方法について担当
課の理解を得た。

個別事業実績評価
成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

　策定した平成２８年
度教育行政運営方針を
教育委員へ報告すると
ともに，市ホームペー
ジに掲載し，広く市民
に公表した。

　第Ⅱ期鹿嶋市教育振
興基本計画に基づき毎
年度教育行政運営方針
を策定し，計画的に各
種事業を実施する。

　「第Ⅱ期鹿嶋市教育振興
基本計画」を推進するため
教育委員会各種事業を効率
的に実施する。

　前年度の実施事業に
ついて自己評価を行
い，教育行政評価委員
会の答申に基づき，次
年度の事業に反映させ
るとともに，教育振興
基本計画の推進を図
る。
　各主要事業につい
て，教育行政評価（総
合評価結果）Ａの割合
75％を目指す。

　教育行政評価報告書
を市議会へ提出すると
ともに，市ホームペー
ジに掲載し，広く市民
に公表した。

　前年度の課題に対する
改善策を着実に実行して
いくために各課の状況を
把握し，改善点を明確化
する必要がある。

[課題]
　第Ⅱ期鹿嶋市教育振興
基本計画を進行管理を行
うにあたっては，目標管
理の重点事業と連関さ
せ，毎年度計画的に教育
行政運営方針を策定して
いく必要がある。

個別事業実績評価点：



〇

〇

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 20-②

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等 鹿嶋市高塚奨学基金条例，鹿嶋市奨学金貸与条例

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

１ １ １ １
２

30,000

１

法定受託
事務

自治事務
（義務）

〇

２ ２ ２

市民サービス

２

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

高塚奨学基金 30,00030,000 30,000

30,000

財
源
内
訳

29,520

30,00029,520 30,000 30,000

30,000 30,000 30,00029,520

３2年度
（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）

30

85 90 90

30,000

数
値
目
標

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

年度繰返し

２　事業概要（Plan）

　奨学金制度については，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
城県教育委員会においても，継続的に就学が困難な優れた学生に対して奨学金の貸与を
行っている。近年は，貸与型に加えて給付型の奨学金に対するニーズが高まっており，国
の給付型奨学金制度が低所得者世帯の一部について始まった。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度
単位

高塚奨学金制度の充実
作　成　日 H29.6.20

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 7

（予定･見込）

教育における今日的な課題への対応

担当課名 教育総務課

　平成７年に高塚正義氏からの寄付金の一部（３億円）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ている。

年度貸与額

30年度２9年度２8年度

主要事業名

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

基本目標

基本政策

基本施策

30

90 90

（実績）

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

教育と福祉が連携した子どもたちへの支
援

学びを支える経済的支援の充実

体系項目 (1)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

②

目的（事業の目
指すところ）

　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。

・高塚奨学資金制度の周知
・奨学生決定の公平，公正な審査及び適切な管理

29 30

全体計画

新規奨学生決定

年度貸与者

人

人

30

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目標内容

31年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

39

【比率： 60 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ
32

【比率： 40 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

①平成２９年度新規
奨学生の募集

②奨学金返還滞納者
対策

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）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。

改善策

課題

実績

・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。

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。

70.6

Ａ：合計点数が８０点超　

・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2９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。

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。

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。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

総合評価
方法

理由 　経済的理由により修学が困難な生徒・学生に対する奨学金貸与により，教育の機会を保障し，有為な人材育成を図ることは必要である。

B総合評価結果

現状維持

具体的施策名

個別事業実績評価点：

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

に係る評価　※何を行ったか成果に関する指標事業実施に直接関連する指標
事業実施に直接関連する指標

合計
点数

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

　経済的理由により修学が
困難な生徒の教育の機会を
継続的に確保するため，次
年度の新規奨学生を，平成
２８年度中に募集し，有為
な人材の育成を推進する。
・新規募集にかかる周知広
報
・選考審査会により内定者
を選定
・教育委員会会議における
奨学生の決定

主要事業名：高塚奨学金制度の充実

　10月1日募集周知。
10月３日から願書を配
付し，12月1日～１６
日まで受付。
・願書配付44人中，出
願者34人
・平成２9年2月8日選
考審査会実施⇒33人の
内定者を決定

　滞納者宅を個別訪問
し，返還を促した。訪
問後，一定期間連絡が
ない者については，電
話による督促を行っ
た。

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
・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。
・募集要項を定員に満
たなかった場合の追加
募集を含めた内容とし
た。
・募集周知を早めたこ
とにより，出願者数が
微増した。

　今年度は督促通知の
文面を変更し，滞納対
策を強化することを明
記した。現年度，残高
不足により口座引落が
できなかった者につい
ては，早期に納付書を
発送し滞納対策に努め
た。

個別事業実績評価
成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・前年度（内定者2８
人）と同様，一定の奨
学生を確保できた。
・前年度同様に募集の
周知を1カ月早めたた
め，前年度と比べ願書
配付件数は４４件，出
願者数は５人増となっ
た。

・平成２９年度奨学生
の新規募集の広報紙，
ホームページ等の掲載
・新規奨学生の決定
※内定者が30人に満た
ない場合は，次年度に
おいて追加募集を行
う。

　滞納者に対して対策を行
い，安定した奨学基金の運
用に努める。
・滞納者への督促通知を行
う。
・その他の滞納対策の実施

・返還が滞っている者
へ，督促通知を年３回
実施
・過年度分の滞納者に
は，電話や訪問により
状況を聞き取り，個別
対応を行っていく。

平成２７年度末滞納残
高
6,224,000円
平成２８年度末滞納残
高
5,458,000円
前年度比較766,000円
減

[課題]
　大学卒業後に安定した
収入が見込めず返還が困
難になっている者が大半
であり，督促通知では納
付が見込めない複数年度
に渡る滞納者への対策が
課題である。

[課題]
　前年度と比較し，出願
者数は増えている。今後
も周知の時期，方法等の
工夫が必要となる。

個別事業実績評価点：


