
○

○

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


