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■は じめに

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162号)第 26条第 1項の

規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成 し、市議会に提出するとともに市民

に公表することとされてお ります。

本報告書は、法の趣旨にのつとり、各事業の取組や成果を分析するとともに、項 目ごと

の評価を踏まえて総合評価を行い、今後の方向性について検討を行つたものです。

本市教育委員会では、平成 24年 3月 に策定 した教育基本計画 (平成 24年度か ら平成 29

年度までの 6か年計画)を 中間時点である平成 27年 3月 に見直 し、「志高く 豊かな心と

生き抜 く力を育む」を基本 目標 とする新たな教育基本計画を策定いた しました。

そ して、市の将来を担 う子供たちの健やかな成長を願い、変革の時代、国際化の時代を

生き抜 く力を備えた子供を育てていくとともに、市民が ,い豊かで生きがいのある人生を送

ることができるよう、義務教育における夢 と愛 と力を育む教育実践の推進や社会教育の充

実を図るための様々な事業を実施 しています。

今後におきましても、時代に適 した教育施策を実施 してまい りますので、市民の皆様方

におかれましては、本報告書を御高覧の上、多くの御意見をお寄せいただきますよう、ま

た、今後の教育行政の充実・発展に対 し、御理解・御協力を賜 りますようお願い申し上げ

ます。

■第 1章 教育委員会会議及び教育委員の活動

1 教育委員会会議 の開催状況

教育委員会会議は、原則、毎月 1回の定例会を開催するとともに、必要に応 じて臨時

会を開催することとしており、平成 27年度は、次のとおり開催しましたど

(1)教育委員会会議定例会・・・・・ 12回

例 教育委員会会議臨時会・・・・・ 3回

2 教 育委員会会議 での審議 状況

教育委員会会議では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21条に定める教

育委員会の職務権限のうち、教育長に委任された事務を除いたものに係る議案等の審議

を行ってお り、平成 27年度においては、次の案件について審議を行いました。

(1)議案 平成 27年 4月 から同年 12月 まで

平成 26年度決算認定について

1

番 号 議決 日 件 名

20 5月 18日 不動産の取得について

21 7月 21日 平成 26年度教育委員会の点検及び評価について

22 7月 21日 岩国市い じめ問題調査委員の任命について

23 7月 28日 平成 28年度岩国市立中学校において使用する学校教育法第 49条

に規定する教科用図書の採択について

24 8月 18日



25 8月 18日 平成 27年度教育費 9月 補正予算の見積 りについて

26 8月 18日 平成 27年度前期岩国市児童生徒善行表彰について

27 8月 18日 平成 28年度岩国市立小学校及び中学校において使用する学校教

育法附則第 9条に規定する教科用図書の採択について

28 11月 18日 岩国シロヘ ビの館条例について

29 11月 18日 平成 27年度教育費 12月 補正予算の見積 りについて

30 12月  17 日 平成 27年度岩国市社会教育功労賞の表彰について

12)議案 平成 28年 1月 から同年 3月 まで

俗)報告 平成 27年 4月 から同年 12月 まで

14)報告 平成 28年 1月 から同年 3月 まで

番 号 議決 日 件 名

1 2月 16日 平成 27年度教育費 3月 補正予算の見積 りについて

2 2月 16日 平成 28年度教育費予算の見積 りについて

3 2月 16日 岩国市小中学校タブ レット端末等維持管理基金条例について

4 2月 16日 重複地番解消のための山地番の変更に伴 う関係条例の整理に関

する条例について

5 2月 16日 指定管理者の指定について

6 2月 16日 指定管理者の指定について

7 2月 16日 平成 27年度後期岩国市児童生徒善行表彰について

8 3月 16日 平成 28年度岩国市立小学校及び中学校教職員人事について

9 3月 25日 岩国市職員人事について

番 号 幸Rを:日 件 名

4 4月 23日 行事予定及び行事報告について

5 5月 18日 行事予定及び行事報告について

6 6月 26日 行事予定及び行事報告について

7 7月 21日 行事予定及び行事報告について

8 8月 18日 行事予定及び行事報告について

9 9月 25日 行事予定及び行事報告について

10 10月 20日 行事予定及び行事報告について

11月 18日 行事予定及び行事報告について

12 12月  17 日 行事予定及び行事報告について

番 号 報告 日 件名

1 1月 22日 行事予定及び行事報告について

2 2月 16日 行事予定及び行事報告について

3 3月 17日 行事予定及び行事報告について

4 3月 17日 岩国市立中田小学校の体校について
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3 教 育 委 員 の活 動 状 況

教育委員は、市長が招集する総合教育会議への出席のほか、小・中学校の訪問や研修

への参加などの活動を行つてお り、平成 27年度の活動は次のとお りです。

(1)総合教育会議への出席

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1条の 4の規定に基づき、市長 と教育

委員会が十分な意思疎通を図 り、同じ方向性の下に連携 して効果的に教育行政を推進

していくため、新たに総合教育会議が設置 されました。市長 と教育委員会が今後の会

議運営及び市の教育大綱について協議 し、平成 27年 8月 に 「岩国市教育大綱」を策

定 しました。

。平成 27年 5月 13日 (水) 市役所 2階特別会議室

第 1回岩国市総合教育会議 委員 5人出席

。平成 27年 7月 8日 (水) 市役所 6階議会会議室

第 2回岩国市総合教育会議 委員 5人出席

。平成 27年 8月 18日 (火) 市役所 6階議会会議室

第 3回岩国市総合教育会議 委員 5人出席

12)学校訪問

・平成 27年 5月 24日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 1人出席

。平成 27年 5月 30日 (土) 各小学校

運動会 委員 2人出席

・平成 27年 5月 31日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 5人出席

・平成 27年 6月 6日 (土) 川上小学校

運動会 委員 1人出席

・平成 27年 9月 8日 (火) 各中学校

体育祭 委員 3人出席

。平成 27年 9月 10日 (本) 通津中学校

体育祭 委員 1人出席

。平成 27年 9月 13日 (日 ) 各小・中学校

運動会・体育祭 委員 2人出席

・平成 27年 9月 19日 (土) 中洋小学校

運動会 委員 1人出席

・平成 27年 9月 20日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 4人出席

・平成 27年 9月 27日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 2人出席

・平成 27年 10月 4日 (日 ) 玖珂幼稚園

運動会 委員 1人出席

・平成 27年 10月 20日 (火) 高森小学校

研究指定校発表会 委員 3人出席
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・平成 27年 10月 28日 (水) 川下小学校

市教研研究授業 委員 3人出席

。平成 27年 10月 30日 (金) 美和中学校

研究指定校発表会 委員 1人出席

・平成 27年 11月 5日 (木) 東小学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

・平成 27年 11月 10日 (火) 愛宕小学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

。平成 27年 11月 11日 (水) 東中学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

。平成 27年 11月 16日 (月 ) 岩国中学校

研究指定校発表会 委員 4人出席

・平成 27年 ■ 月 18日 (水) そお小学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

・平成 27年 11月 20日 (金) 麻里布中学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

・平成 27年 11月 26日 (木) 通津中学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

・平成 28年 3月 10日 (木) 各中学校

卒業証書授与式 委員 5人出席

・平成 28年 3月 18日 (金) 各小学校

卒業証書授与式 委員 4人出席

・平成 28年 3月 23日 (水) 玖珂幼稚園

卒園式 委員 1人 出席

。平成 28年 3月 24日 (木) ちどり幼稚園

卒園式 委員 1人 出席

。平成 28年 3月 26日 (土) 中四小学校

体校式 委員 2人出席

13)その他の活動

。平成 27年 4月 15日 (水) 山口市

県市町教育委員会委員研修会議 委員 5人出席

・平成 27年 4月 17日 (金) 岩国国際観光ホテル

岩国市立小・中学校長・園長会議 委員 5人 出席

・平成 27年 7月 2日 (本) 周東勤労青少年ホーム

岩国市立小 。中学校長・園長会議 委員 5人 出席

・平成 27年 7月 3日 (金) 市民会館

岩国市青少年育成市民会議総会 委員 1人 出席

・平成 27年 7月 23日 (木 )、 7月 24日 (金) 倉敷市   ,
第 10回 中国地区市町村教育委員会連合会研修大会 委員 5人出席
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。平成 27年 10月 29日 (木) 市民会館

やまぐち型地域連携教育研修会 (兼地域 とともにある学校づ くり研修会 )

委員 1人出席

・平成 27年 11月 3日 (火) 市民会館

岩国市文化功労賞等表彰式典 委員 5人出席

。平成 27年 11月 12日 (木) 光市

山口県市教育委員会協議会研修会 委員 1人出席

C平成 27年 11月 12日 (本 )、 11月 13日 (金) 奈良市

市町村教育委員会研究協議会 (第 2ブ ロック) 委員 4人出席

・平成 27年 11月 20日 (金)福 祉会館

岩国市 PTA連 合会教育懇話会 委員 4人出席

・平成 27年 11月 24日 (火) 周東勤労青少年ホーム

岩国市立小・中学校長・園長会議 委員 5人 出席

・平成 28年 1月 10日 (日 ) 市民会館

岩国市成人式 委員 4人出席

・平成 28年 1月 18日 (月 ) 川下中学校、市役所 4階会議室 41

大竹市・和木町・岩国市教育委員協議会及び教育懇話会 委員 5人出席

・平成 28年 2月 2日 (火) 市役所 6階議会会議室

岩国市社会教育功労賞表彰式 委員 5人出席

・平成 28年 2月 4日 (本) 灘中学校

灘地区 「立志の 日」記念式典 委員 1人出席

・平成 28年 3月 1日 (火) 市内高等学校

卒業証書授与式 委員 5人出席
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■第 2章 点検・評価の実施

1 姑象事業

点検・評価の対象範囲は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21条の規定

により「教育委員会の職務権限」となる事務をはじめ、市長の事務委任及び補助執行と

して行っている事務を含む、本市教育委員会が執行する全ての事務とします。

これらの事務のうち、対象とする事業については、「教育基本計画」に基づく「施策

概要」に掲げる事業の中から主たる事業を選定したものです。

2 対象期 間

平成 27年度

3 意見聴 取

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条第 2項に規定する「学識経験を有

する者の知見の活用」については、本市の教育関係団体の代表等に御意見を賜り、今後

の教育行政の施策等に資することとしました。

■第 3章 点検・評価の構成

1 点検・ 評 価 シー トの構 成

(1)対象事業

「教育基本計画」の 「施策概要」の中から選定 した事業

12)事業の 目的 。現状 。実績

各施策の目標達成に向け、具体的に取 り組んだ事業ごとの 「目的」、「現状 (内容 )」

及び 「実績」を示す もの

(制 事業費

人件費相当額を除いた事業の直接経費を「決算額」で示すもの

阻)点検・評価

事業の 「達成度 (4点 )」 、「有効性 。必要性 (3点 )」 及び 「効率性 (3点 )」 を評

価するとともに、その成果、課題等を示す。また、この 3項 目の評価をもつて、「総

合評価」を行 うもの

総合評価 内容 各項 目の合計点数 (10点満点 )

S 非常に良い 9-10
A 良い 7～ 8

B おおむね良い 5～ 6

C 悪 い 3～ 4

D 非常に悪い 1～ 2

151 今後の方向性

点検・評価結果に基づき、事業を客観的に検証 し、課題・改善点を次の事業展開に

いかすもの

2 教育関係団体代表等の意見聴取

点検・評価について、教育関係団体代表等の意見を聴取し、反映
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3 教育委員 会会議 での議決

(1)姑象事業や評価・点検項目のヒアリング

回 事務局で実施 した内部評価に基づき、各施策 。事業を最終評価

4 市議 会へ の提 出及 び市民へ の公 表

教育委員会会議での議決を経て、点検・評価報告書を市議会に提出するとともに、ホ

ームページ等において公表

点検・評価実施のフロー図

岩 国 市 総 合 計 画

施策を構成する各 事:業

長期的な施策の方針

中期的な施策の方針

岩 国 市 教 育 大 綱

岩 国市教 育基本 計画

点検

評価

提 出

意 見

教 育 委 員 会

点検・評価の実施

公 表

教 育 関係

団 体 代 表 等

底揆・評価シート
についての意見聴取

市 議 会

(点検・評価報告書の提出) (ホームページ等による公表 )

市  民
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■第 4章 事業の点検・評価

事業評価一覧表

担  当 課 事 業 名
総 合
評 価

ページ

教 育 政 策 課

学校配置計画推進事業 A 9

小中学校・幼稚園施設耐震化推進事業 A 10

学 校 教 育 課

地域とともにある学校づくりを進めるコミュニティ・ス
クールの整備推進

S 11

確かな学力推進事業 A 12

青 少 年 課 青少年問題に係る関係機関・団体との連携強化事業 S 13

教 育 セ ン タ ー 教育専門職 としての知識・指導技術の向上を図る教職員
研修推進事業

A 14

生 涯 学 習 課

学習情報・学習機会提供事業 B 15

家庭教育支援基盤形成事業 A 16

文 化 財 保 護 課 文化財の次世代への継承 A 17

岩 国 徴 古 館 研究活動と展示会等の充実 A 18

中 央 図 書 館

子供の読書活動推進事業 A 19

インターネットによるサービス強化事業 A 20

科 学 セ ン タ ー

科学振興展覧会開催事業 B 21

青少年のための科学の祭典開催事業 A 22

中 央 公 民 館 学習グループ、クラブ活動の育成支援事業 A 23
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施策名 学校規模・配置の適正化

事業名

(担曽口果)

学校配置計画推進事業 (教育政策課)

目的

少子化の進行が避けられない状況の中で、最小の経費で最大の教育効果を生み出すため
には、行財政面も考慮 し、将来にわた り安定的かつ適正な教育基盤を築 く必要がある。こ
のため、安全で充実 した学校施設の中で、子供たちが健やかに、そして切磋琢磨 しながら

是基糧藍雪會ぢェす冒望e系ネξぞ豪暮臭憂喜櫂笠事ちダ

々な経験を通 じて豊かな人間J嘩や

現 状

学校数は、平成 18年 3月 の市町村合併により、小学校は39校、中学校については16校、
合計55校 でスター トした。

その後、人口減少や少子化の波を受けて、体校、廃校、統合を行い、平成27年度におい
ては、河ヽ学校は34校、中学校については15校、合計49校 となっている。

実績

明治21年に創立され、127年にわたる歴史と伝統のある周束支所管内の中田小学校を平
成27年度をもつて休校 とし、平成28年度からは、残った児童 4人を高森小学校ヘスクール
タクシーにて送迎することとした。

事業費 平成27年度決算額 千 円

点検

評価

総合評価

A

項 目 点数 評価の視点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

21世紀を担 う子供たちが、社会変革や国際競争時代下にあっても主体的に対応
できる資質や能力を備え、豊かな心を育むことができるよう、 「岩国市総合計
画」や 「岩国市教育基本計画」を踏まえつつ、質の高い教育の提供や安心 して子
供を託すことができる学校整備につながる施策・事業を展開している。

有効性
必要性

2 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

学校の適正な規模や配置については、学校規模による長所 。短所、子供たちの
良好な教育環境の確保、地域との関わ りなどを考慮 し、子供たちの学習指導面・
生活指導面 。学校運営面及び行財政面も含め総合的に判断する必要がある。

効率性

2 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

厳 しい財政状況の下、未来の子供たちに負担を残 さないよう、行財政面も考慮
し、学校施設の効果的かつ有効な活用を図る。

今後の
方向性

「岩国市立学校適正規模適正配置に関する基本方針」に基づき、保護者や地域住民、学
校関係者等の理解 と協力を得ながら、市民全体で子供たちの安全で充実 した教育環境の確
保 と確かな学力の習得や健全な成長の実現を目指す。
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施策名 学校施設の整備促進

事業名

(担当課 )

小中学校・幼稚園施設耐震化推進事業 (教育政策課 )

目的
小中学校・幼稚園施設の耐震化の実施により、子供たちの安心・安全を確保するととも

に、地域の避難所 としての役割を果たす。

現 状

平成20年度から実施 している当事業において、平成23年度までに全施設の耐震診断を終
え、年次計画を毎年定め、耐震性の低い施設から優先的に耐震化工事を進めている。
平成28年度までに既存施設の耐震化工事を完了させる計画としてお り、平成27年度末で

の耐震化率は87.5パ ーセン トとなった。

実績

年次計画のとお り、平成27年度においては、 7校 9棟の耐震補強工事及び 7校 8棟 (平
成28年度工事予定)についての補強計画及び実施設計業務を行つた。

また、耐震補強工事に併せて全 7校で、外壁や天丼など非構造部材の大規模な補修工事
を行い、学校施設の更なる安心・安全を確保 した。

事業費 平成27年度決算額   412,546   千円

点検

評価

総合評価

A

項 目 点数 評価の視ヶ点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

年次計画により工事を執行 し、着実に学校施設の耐震化を進めてはいるが、学
校における子供たちの安心・安全を確保するためには耐震補強工事の早期完了が
望まれる。 しかしながら、多大な財政負担や工事実施に係る人材の確保が困難な
こと等により、年間に耐震補強工事を実施できる学校数が限られてお り、大幅な
耐震化率向上は見込めない状況である。

有効性
必要性

3 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合つているか。

耐震補強工事を行 うことで、児童生徒、教職員等の安全を確保 し、災害発生時
における地域住民の避難場所としての機能強化にもつながり、有効性、必要性は
非常に高い。                   .

効率性

2 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

近年の地震災害発生の多発等による危機感から、耐震化の実施が強く求められ
てお り、多大な財政負担を伴 う事業ではあるが、有利な財源を確保するととも
に、技術職員の人材確保に努め、事業の早期完了を目指す。

今後の

方向性

東 日本大震災発生時の甚大な被害の状況から、天丼等の非構造部材の耐震対策の必要性
が強く求められてきている。校舎本体の耐震化を推進するとともに非構造部材の耐震対策
に取 り組み、今後においては、学校配置計画等との整合性を図 りながら、改築を含め、学
校施設全体の計画的な整備を進めていく。
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施策名 学校経営の基盤 となる学校力

事業名

(担当課)

地域とともにある学校づくりを進めるコミュニティ・スクールの整備
推進 (学校教育課)

目的

児童生徒のコミュニケーション能力の育成、学校教育の活性化、地域教育力の向上を目
指 したコミュニティ・スクール (学校運営協議会)を各学校で整備 し、家庭・学校・地域
との協働体制による教育活動を推進する。

現 状

これまで、文部科学省のコミュニティ・スクール推進事業に取 り組み、美和中学校、由
宇中学校において、学校運営協議会の設置に向けた準備を進めてきた。両校の取組 と情報
発信を通 して、平成21年度に美和中学校、平成23年度に岩国中学校、高森小学校をコミュ
ニティ・スクールに指定 し、学校運営協議会の設置が始まった。そして、平成24年度から
の 3年間で、市内中学校を順次コミュニティ・スクールに指定 し、平成27年度において
は、これまでの中学校の取組を基に全ての小学校をコミュニティ・スクールに指定すると
ともに、更なる家庭・学校。地域の協働による教育活動の充実を目指 してきた。
現在も、生涯学習課 と連携 しながら、中学校区を単位 として、幼児期から中学校卒業程

度までの子供の育ちや学びを地域ぐるみで見守 り、支援する仕組み (地域協育ネ ット)を
充実させ、小中連携の体制づくりを推進 している。

実績

文部科学省の補助により、通津中学校区 (通津小学校)においてコミュニティ・スクー
ルの活動を充実・深化することができた。また、市費により、周東町の 6小学校 (そお
小、中田小、川上小、米川小、修成小、周北小)に地域コーディネーターを配置 した。

これらにより、平成27年度、岩国市内の全ての小中学校についてコミュニティ・スクー
ルの指定を終え、岩国市内全小中学校で学校運営協議会を設置することができた。

事業費 平成27年度決算額 628 千 円

点検

評価

項 目 点数 評価の視点と理由

達成度

8 実績により、事業本来の目的の達成度か ら、どの程度の成果が得 られたか。

市内全小中学校をコミュニティ・スクールに指定 した。各中学校においては、
校区内の小学校区とのうながりを意識 した学校運営協議会が設置され、コミュニ
ティ・スクールコンダクターも加わり、中学校区全体での協働体制が進んでい
る。

有効性
必要性

a 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合つているか。

地域の声を学校運営に反映させるとい う社会のユーズに合った学校づくりにつ
いては、保護者や地域の関心は高く、学校の取組改善のためにも有効である。

効率性

3 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

家庭。学校・地域の連携を支援する「コミュニティ・スクールコーディネー
ター」の委嘱により、学校の教育活動への保護者や地域の参画が進んでいる。

コーディネータとの活動例を幅広く提示することで、学校や地域の特性をいか
した取組の一層の強化が図られるものと考える。

S

総合評価

今後の

方向性

岩国市においても県の施策である「やまぐち型地域連携教育」において、中学校とその
校区内にある小学校での合同運営協議会を開催 していくことで、小中連携を基盤 としたコ
ミュニティ・スクール同士の連携、協働を進めていく。そして、 3年間で15の 中学校区を
5校ずつ指定 し、その取組を市内全域に広げていく。さらには、取組を共有する協議会を
設置 し、市内どの中学校区においても、コミュヽニティ・スクールの機能が発揮されるよう
に推進 していく。
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施策名 学力の向上・健やかな体の育成

事業名

(担当課 )

確かな学力推進事業 (学校教育課 )

目的

基礎的・基本的な知識及び技能 を確実に習得 させ、これ らを活用 して課題 を解決す るた
めに必要な思考力・判断力・表現力、そ して主体的に学習に取 り組む態度 を育むために、
学力向上推進校 を設け、その成果 を広 く公開 し、全小 中学校の学力の水準を高める。ま
た、特色ある取組に対 しては、公募により学力充実校 として支援 し、 さらに、全ての子供
に学びを保障す る 「かかわ りのある授業」を推進す るため、教師の資質の向上に努める。

※ 「かかわりのある授業」とは、児童生徒がH果題に主体的に関わり、自分で考えたり、友達と話
し合つたりする中で、課題を解決し、確かな学力を身につけるための授業のこと。

現 状

市内の全小中学校において、年 2回の検証改善サイクルを確立させ、学校課題や児童生
徒の実態に合わせた学力向上プランを作成 し、学力向上に向けて授業改善に取 り組んでい
る。具体的には、基本的な授業の流れを示 した 「岩国市授業スタンダー ド」を基に授業づ
くりをした り、 「岩国プラン」を具現化 した 「授業アイディア例」を学力向上推進委員会
で作成 し、各校に配付 した りすることで、授業改善に向けての意識付けを行っている。ま
た、確かな学力推進事業研究指定校の成果を広く公開し、授業改善を推進するなど、授業
の質の向上に努めている。

実績

学力定着に向けて、学習プリン トの印刷を各学校の実態に応 じて進めていった。
確かな学力推進事業研究指定校では、先進校視察などを行いながら、全校体制で研修を

進め、通津中学校 と高森小学校が研究大会を開催 した。また、周東中学校においては、平
成28年度発表に向けて研修を重ねている。

文部科学省初等中等教育局教科調査官の直山木綿子氏を講師に迎え、 「グローバル化に
対応 した英語教育」について市内小中学校の教諭に講話を行った。

学力向上推進委員会では、岩国市の教育の特色である「英語教育の充実」のため、 「外
国語活動」 「英語科」の授業について取 り上げ、授業改善に向けての 「授業アイディア例
外国語活動・英語編」を作成 し、全教職員に公開 した。

事業費 平成27年度決算額    2,964   千円

点検

評価

総合評価

A

項 目 点数 評価の視点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

児童生徒の学力定着を図るため、全ての学校で 「やまぐち学習支援プログラ
ム」を活用 した学習プリン トを印刷 して教室に常備 し、繰 り返 し学習 している。

「岩国市授業スタンダー ド」を示 し、全教職員が 「分かる喜び・できる喜び」
を味わえる授業を展開できるようにした。また、授業力の向上に向け学力向上推
進 ジーダー及び推進教員 と連携 し、各校の実態を把握 しながら、一層の校内研修
の活性化を図つた。さらに、年 2回の検証改善サイクル確立のために組織体制の
整備 も図られている。

有効性
必要性

3 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

児童生徒の学力向上と教員の授業力向上を図る上で大変重要な事業であり、学
校現場でのニーズも高い。

研究発表に参加 した教員が、 「かかわ りのある授業Jを 自校で実践 してお り、
研究成果が市内に波及 している。

効率性

2 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

学校からの要請に応 じるための支援体制を強化するため、指導主事の訪問を計
画的かつ弾力的に実施 していく。岩国市の課題に沿つた講演の工夫も進めてい
く。

今後の

方向性

「岩国プランJに基づいた授業展開事例集 として小学校編 。中学校編に続き、学力向上
に向けた 「授業アイディア例 (算数・数学編、国語編、外国語活動 。英語編)Jを作成 し
たところであるが、市内への活用を更に進めていく必要がある。併せて学力向上担当者会
議等を活用 し、校内研修・授業改善の充実を図つていく。また、指導主事の担当校訪問や
各種の要請訪問等を利用 して、 「岩国市授業スタンダー ド」の徹底を図るとともに、更な
る授業改善を進め、各校の校内研修が充実 。深化するように支援を行 う。
今後も引き続き、小学校の英語教育へのアプローチを行っていく。
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施策名 青少年健全育成活動の推進

事業名

(担当課)

青少年問題に係る関係機関・団体 との連携強化事業 (青少年課 )

目的 学校、家庭、地域、関係機関及び諸団体との連携を強化 し、子供の健全育成を図る。

現 状

昨今の青少年を取 り巻 く環境は、いじめや不登校、インターネット等を介 した問題行
動、少年犯罪の深刻化等、多様化 している状況にある。こうした中、青少年の健やかな成
長を図るには、学校、家庭、地域との一層の結び付きを深め、県、他市町、警察や青少年
健全育成団体などの関係機関との、情報の交換や共有を進めるとともに、協働 して対応 し
ていくことが、より重要となっている。

実績

生徒指導主任研修会や補導連絡協議会等、青少年問題に関する会合を年間48回開催又は
参加 して、学校、家庭、地域、関係機関及び諸団体との情報の交換・共有を行い、関係の
緊密化を図つた。

事業費 平成27年度決算額 千 円

点検

評価

項 目 点 評価の視点 と理由

実績により、事業本来の目的の達成度か ら、どの程度の成果が得 られたか。

達成度

関係機関及び諸団体との連携及び支援体制の確立により、岩国市内小中高児童
生徒の補導人数は、平成20年以降は毎年1,000件前後で推移 していた。平成27年

から活動スローガンを「愛の声かけ2,000人 」と定め、街頭で出会 う子供たち
てに温かい声かけをしていくことで問題行動の未然防止を図り、平成27年度は

1,984件 の声かけを実施 した。

委員会が実施する必要性。市民ニーバや社会情勢に合っているか。

有効性
必要性

近年、少子高齢化や情報化社会の急速な進展等により、青少年を取 り巻く環境
は大きく変化 している。こうした変化に迅速かつ的確に対応するためにも、各種
団体との連携をより緊密にしていく必要がある。

業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

効率性
事業コス トの点においても適切である。

‥

鰯

今後の
方向性

次世代を担 う青少年の健全な育成を図るには、家庭、学校はもちろん(地域や関係機関
が連携を密にし、青少年一人一人の理解を深め、共同実践することが重要であることか
ら、今後も情報交換を充実 して、効率的な健全育成活動の推進を図る。
地域 ぐるみの健全育成運動の推進、家庭の日 (毎月第 3日 曜 日)の普及、広報啓発活動

の推進、環境美化運動の推進の 4項 目を重J点的に取 り組んでいく。
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施策名 社会の変化に対応 した研修の企画 。運営

事業名

(担当課)

教育専門職としての知識・指導技
(教育センター)

術の向上を図る教職員研修推進事業

目的

地域や学校、子供たちの実態や新学習指導要領の主旨を踏まえ、岩国ならではの特色あ
る教育活動を展開するため、教職員のキャリアステージに応 じた研修の企画・運営により
識見や指導技術の向上を図るとともに、授業評価をいか した授業改善を推進する。

現 状

教職員の専門職 としての個々のスキルアップを図る研修会を、夏季休業中を中心に年間
を通 じて開催 した。市内小中学校49校全ての学校から、多数の教職員が研修会に参加 し、
知識 。指導技術の向上を図つている。

また、指導主事による学校訪問を通 じ、授業評価の実施方法や活用方法、岩国市授業ス
タンダー ドの趣旨を個別に指導 している。

実績

夏季休業中を中心に、授業力向上や IcT教 育、生徒指導、特別支援教育等、年間26回
の研修講座を開催 し、延べ約1,000人の教職員が参加 し、専門職 としての知識・技術の向
上に努めた。

事業費 平成27年度決算額 303 千 円

点検

評価

総合評価

A

項 目 点 数 評価の視点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の目的の達成度から、 どの程度の成果が得 られたか。

平成27年度は、夏季休業中の世界スカウ トジャンボリーの実施 (各小中学校の
参加)に より、研修講座数を削減 したが、教職員のニーズや現代の教育課題に
沿つた実践的な研修講座を企画・運営 したことで、教職員の関心も高く、多くの
教職員が研修に参加 した。

有効性
必要′性

2 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

教育力、指導技術、学級経営力の向上はもちろん、いじめや不登校
対応等、現在の学校が抱える問題は多様化 している。市の教育研究会等で自主的
に研修を行ってはいるが、市教育委員会主催による教職員の専門的な研修実施は
必要不可欠である。

・ ク レーム

効率性

2 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

市内小中学校の管理職や専門性の高い教職員に講師を依頼することで、コス ト
削減を図るとともに、実効力の高い研修会としている。

今後の

方向性

若手教職員の大量採用による授業力や学級経営力の向上、ベテラン教職員の ICT活用
(タ ブレッ ト活用)等、岩国市の現状 と課題を見据えた研修を計画する。
また、平成27年度において全学校がコミュニティ・スクールとなったことから、多くの

教職員にその趣旨や重要性が浸透できるよう研修を工夫 したい。
今後実施に向か う「道徳」や 「外国語活動」の教科化、いじめ問題に対応する研修等、

現代の教育口果題に応 じた研修講座を企画 していく必要がある。
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施策名 豊かな心を育む生涯学習の推進

事業名

(担当口果)

学習情報 。学習機会提供事業 (生涯学習課 )

目的
新 しい時代をひらく生涯学習推進のために、学習情報の提供や出前講座の開講により、

市民の自立した活動を支援する。

現 状

(1) 学習情報の提供については、出前講座 (イ カルス)、 生涯学習関係施設、学習グ
ループなどを紹介する全市民向け情報誌を発行 し、各施設に備え置くとともに、各種
講座や集会時に配布を行っている。

出前講座 (イ カルス)については、 5人以上のグループからの受講要請があれば、
受講希望者 と講師の仲介役 となりお試 しの講座を開設 している。 2回 日以降は自主的
に開講 してもらう。

(2)

実績

(1)生涯学習情報誌については、 5月 に4,700部発行 した。
2)出前講座 (イ カルス)については34回 開講され、1,050人の受講者があった。

内訳としては、行政職員が講師の講座は22回で592人、ボランティア講師の講座は
12回で458人 (う ち、子供対象講座は 6回で378人 )。 また、ボランティア講師による
講座の充実のため、101の 団体・個人に対 して 2月 に研修会を開催 し、28人が参加 し
た。

事業費 平成27年度決算額 680 千 円

点検

評価

総合評価

B

項 目 点 数 評価の視点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の 目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

出前講座 (イ カルス)については、情報誌発行時期を昨年から繰 り上げたこと
により、各種団体の総会等での利用が増え、年間の受講者数が減少傾向から増加
傾向となった。出前講座 (イ カルス)は市民に根強く定着 してお り、リピーター
も多いことから、今後はいかに新規利用者・団体の拡充をしていくかが課題であ
る。

有効性
必要性

2 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

社会教育法第 5条第16号 「社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関す
ること。」の義務付けにより実施 している。情報誌や出前講座に関する問合せ等
は多くあり、生涯学習に対する市民の興味・関心度は高い。今後は、市民ニーズ
を把握 し、新たな講座・講師等の確保が必要である。

効率性

1 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

情報誌について、これまでの発行内容を見直し、平成28年度から「生涯学習施
設ガイ ド」と「生涯学習情報ガイ ド」として発行できるよう、 リニューアルを検
討 している。イカルスの利用を増加 させるため、市民がより活用 しやす く、情報
誌の誌面など内容を充実させていく必要がある。

今後の
方向性

生涯学習に対する関心の高さは、特に高齢者の間で顕著であり、個々の人が必要とする
学習情報を提供 し、満足度が高く自立した活動ができるよう引き続き支援する必要があ
る。情報誌については、平成28年度からリニューアルを予定 してお り、今後も市民が必要
とする情報を把握 し、興味の持てる内容になるよう工夫 したい。また、出前講座 (イ カル
ス)については、講師の新規登録者の確保や利用者の増加に向けて、ホームページやチラ
シの配布などで周知・ PRを行っていきたい。
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施策名 豊かな心を育む生涯学習の推進

事業名

(担当口果)
家庭教育支援基盤形成事業 (生涯学習課)

目的
子育てに関する情報や学習機会を提供 し、さらには、家庭教育を支える人材を養成する

ことにより、地域全体で家庭教育を支援する。

現 状

(1)親子対象の行事や学習機会を掲載 した家庭教育支援のためのリーフレット「いわく
にっこ」を年 4回発行 している。

(動 家庭の教育力の向上を目的として、小学校就学前の子の保護者を対象とした 「子育
て学習会Jの開催や、中学校在校生徒の保護者を対象 とした 「家庭教育学習講座」を
開催 している。

実績

(1)家庭教育支援のための親子向けリーフレット「いわくにつこJについては、 7月 ・
10月 ,12月 。3月 に7,500部 、計 3万部、年 4回発行 した。

(劾 小学校就学前の子の保護者を対象 とした 「子育て学習会」は市内38小学校で、中学
校在校生徒の保護者を対象 とした 「家庭教育学習講座」は市内全15中学校で実施 し
た。

事業費 平成27年度決算額 1,219    千円

点検

評価

総合評価

A

項 目 点数 評価の視点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得られたか。

平成26年度から中学校在校生徒の保護者を対象とした 「家庭教育学習講座Jを
実施 してお り、平成27年度は市内全15中学校において648人 (児童・生徒を含め
て3,208人 )の保護者が参加 した。

有効性
必要性

2 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

核家族化や共働き世代の増加、家庭をめぐる問題がイ(宴雑化する中で、家庭教育
に関する学習機会の確保や情報の提供等、社会全体での家庭教育支援の必要性が
高まっている。

効率性

2 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

平成24年度から家庭教育支援チームが、親子向けリーフレット「いわくにつ
こ」に掲載する情報の編集を行つている。今後も、子育てに必要な情報の内容を
充実させ、家庭で子供 と一緒に読む誌面づくりに努めていく。

今後の
方向性

「子育て学習会」 「家庭教育学習講座」等の学習機会の提供や、情報誌による家庭教育
の意識啓発・情報提供を更に充実させていく必要がある。

また、地域 ぐるみで子供たちを支援するための仕組みである「地域協育ネ ット」におい
て、教育支援活動と連携 した家庭教育支援の体制を強化するため、学校や関係機関との連
携を図つていく。平成28年度からは、家庭教育支援チーム等による訪問型支援等の幅広い
支援を行 う家庭教育支援体制を構築する新事業を実施する予定としている。
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施策名 文化財の保護保存 と活用の推進

事業名

(担 当臣果)

文化財の次世代への継承 (文化財保護課 )

目的
長い歴史の中で生まれ育まれてきた岩国市の貴重な財産である文化財を守 り、久世代に

継承するために、子供たちへの普及啓発や後継者育成に対する様々な支援に取 り組む。

現 状

現在、岩国市内には179件の指定文化財、H件の登録文化財が存在 している。様々な文
化財は市内全城にわたって存在するが、特に山村地域を中心として過疎化や高齢化が進
み、無形民俗文化財においては後継者問題が、その他についても文化財の保護・保存を担
う人材の不足が危惧されている。

実績

国指定天然記念物 「岩国のシロヘ ビ」の見学をはじめ、資料や模型の展示、イメージ映
像、グームや体験展示でシロヘ ビのことを楽 しみながら学べる 「岩国シロヘ ビの館」を建
設 し、 3月 24日 に開館 した。平成27年度は 8日 間の開館で、合計8,444人 の来館があら
た。

「岩国のシロヘ ビ」の飼育や触れ合いを通 じて、子供たちに文化財について考えてもら
い、その大切 さを理解 してもらう機会として、シロヘビ親子教室を夏休みの 7月 21日 に開
催 し、91人の参加者を受け入れ、また、 4月 から10月 までシロヘ ビこども飼育員事業を行
い、12人 の児童にシロヘビの世話をしてもらった。

また、 「岩国民俗芸能まつ り」を錦ふるさとセンターで開催 し、約600人の観客に神楽
や太鼓、踊 り等の無形民俗文化財を楽 しんでもらうとともに、岩国市の貴重な文化財であ
ることを再認識 してもらつた。

事業費 平成27年度決算額   219,242   千円

点検

評価

総合評価

A

項 目 点数 評価の視点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

「岩国シロヘ ビの館Jは、開館以来ほぼ想定どお りの来館者でにぎわってお
り、好調な滑 り出しである。
子供を対象 とした 2事業は、両方 とも毎年大変好評を得てお り、募集人員を超

えた応募があって、手応えが感 じられる。
また、 「岩国民俗芸能まつ りJについても、好評を得てお り、問合せ等も多

い。会場は市内全域を持ち回 りで開催 してお り、市の内外から来場者がある。

有効性
必要性

2 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

文化財の保護、継承、普及啓発等は、教育委員会が行 うべき業
実施者は想定 しづらい。

シロヘ ビに関する事業と「岩国民俗芸能まつ り」は共に人気を博 してお り、
ニーズがあるものと考えられる。

効率性

2 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

「岩国シロヘ ビの館」は、建築・維持 とも多額の費用が掛かつているが、入館
料によつて館の運営費とシロヘ ビ保護・保存のための経費の多くを賄 うことがで
きるようになった。

シロヘ ビこども飼育員事業やシロヘ ビ親子教室は、一般財団法人岩国白蛇保存
会と協働 して実施 し、市の事業費負担は軽減されている。

また、 「岩国民俗芸能まつ り」に関 しては、限られた予算で最大の効果を上げ
るよう努力 している。

今後の

方向性

文化財の保護・保存と活用は今後とも必要であり、引き続き行いたいと考える。
また、現在の事業については、ますますの充実を図り、より広く市民に文化財の価値を

普及啓発できる方法についても考えていきたい。
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施策名 博物館、資料館共通の取組

事業名

(担当課 )

研究活動 と展示会等の充実 (岩国徴古館 )

目的

岩国徴古館、岩国学校教育資料館、歴史民俗資料館 ともそれぞれの特徴をいかした企画
を考え、また、収蔵資料の充実を図るとともに資料のみにとどまらず地域の歴史や文化も
併せた調査研究に努め、地域に根ざした博物館、資料館 として、成果を市民に還元できる
館づくりを目指す。

現 状

展示会は、博物館等の活動において収蔵資料管理や調査研究等とともに重要な博物館業
務であり、常設展のみでは来館を望みにくいことから、定期的な展示替えが望ましい。岩
国徴古館では、年に 7～ 8回の企画展を行い、由宇歴史民俗資料館では、年 1～ 2回の特
別展を開催 しているが、他の館では常設展のみの開催 となつている。

実績

岩国徴古館の常設展示を幕末維新記念コーナーに改修 し、岩国の幕末について描いた映
像の上映や、タッチパネルで自由に検索できる幕末維新データベース、パネルによる解説
などを行っている。

同時に、幕末維新期に活躍 した赤祠武人と藤岡市助に関する冊子を発行 した。
岩国徴古館では、平成27年度に 6回の企画展を開催 し、 2万 8,000人 弱の来館者があつ

た (前年 2万5,000人 )。

展示と併せたギャラリー トークや講演会等の関連行事の開催に努め、来館者から好評を
得ている。

岩国学校教育資料館の藤岡市助コーナーをノニューアル し、より分か りやすい展示にし
た。

事業費 平成27年度決算額    19,787   千円

点検

評価

総合評価

A

頂 日 点数 評価の視点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

常設展示等の改修は年度末に行ったため、来館者数等への反映はないが、映像
やパネルを多用 して、より広い年代の来館者にとって分か りやすい展示内容に
なつた。

企画展 と併せたギャラリー トークの開催や、企画展に関連する講演会等は、来
館者に好評を得てお り、 リピーターなど来館者増につながるものである。

有効性
必要性

2 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

郷上の歴史や文化を伝え続けることは、教育委員会としての必須の業務と考え
られ、今後も進めていく。

効率性

2 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

岩国徴古館については、入館料が無料であることからも、他市の公立館 と比べ
ても予算が少なく、質の向上のためには予算の確保が必須である。

今後の

方向性
引き続き、企画展の充実を図 り、来館者の増加につながるよう努力をしていく。
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施策名 子供の読書活動の推進

事業名

(担当課)

子供の読書活動推進事業 (中央図書館 )

目的
子供の想像力 と知的好奇心を刺激 し、豊かな心を育み、生涯の学びの基礎 となる読書活

動を推進する。

現 状

(1) 関連各課 との連携により、ブックスター ト事業を実施 している。中央図書館では、
事業のフォローアップとして、毎月 2回 「乳幼児の日」を設け、おはなし会等の行事
を開催 している。
子供 と本を結ぶための活動として、全館でおはなし会を実施 している。
関係機関や関係団体と連携を図 り、様々な取組を実施 している。

(2)

(3)

実績

(1) ブ ックスター ト事業は、年間26回、933組の対象者に実施 した。中央図書館では
「乳幼児の日」を24回、 「ちいさい子のためのおはなし会」を12回、 「こぐまちゃん
のおはなし会」を 6回、 「わらべ うたであそぼ」を4回実施 した。

(劾 全館でおはなし会を実施 した。中央図書館では、絵本作家による「絵本ライブ」を
開催 した。

団 平成27年 10月 ～11月 に 「岩国市子どもの読書活動推進計画 (第二次)Jに基づき
「子 どもの読書活動推進パネル展」を市役所と中央図書館で開催 した。また、中央図
書館では、岩国市中央図書館ボランタィア連絡会を開催 した。

事業費 平成27年度決算額    1,914   千円

点検

評価

総合評価

A

項 目 点数 評価の視点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の 目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

関係各課や関係機関 。関係団体 との連携により、全市的な取組の推進が実現 し
ている。

有効性
必要性

2 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

家庭、地域、学校、図書館、行政を通じた社会全体での取組が不可欠であるこ
とから、責任ある行政運営が求められる。

効率′性

3 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

ブックスター ト事業やおはなし会等は、職員とボランティアの協働で実施 して
いる。今後もボランティア、関係団体と連携・協働 し、図書館運営の活性化に取
り組む必要がある。

今後の

方向性

ブックスター ト事業のフォローアップを充実させる。
「岩国市子どもの読書活動推進計画 (第二次)」 に基づき、事業を実施する。
関係機関・関係団体・ボランティアと連携・協働 し、図書館の活性化に取 り組む。

(1)

(2)

(3)
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施策名 インターネットによるサービスの推進

事業名

(担当課)

インターネットによるサービス強化事業 (中央図書館 )

目的 高度情報化に対応 し、インターネットによるサービスを強化 し、利用促進を図るc

現状

(1)中央図書館・岩国図書館・ 由宇図書館・周東図書館・玖珂図書館に、利用者用イン
ターネ ット端末を設置 し、情報提供を行っている。

121 図書館ホームページから、様々な情報を発信 している。また、パソコンだけでな
く、各館内設置のOPAC機 器やモバイル端末からも資料の検索・予約ができるシス
テム環境を整備 している。

実績

(1)平成27年度は、岩国図書館・由宇図書館・周東図書館・玖珂図書館に利用者用イン
ターネット端末を設置した。

② 図書館ホームページヘのアクセス件数は300万2,602件 、インターネット経由の予約
件数は 8万8,183件 で、共に前年度より伸びている。

事業費 平成27年度決算額 801 千 円

点検

評価

項 目 評価の視点と理由

実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

達成度 館内における電子情報の提供が可能になったと
図書館ホームページ今のアクセスが増え、予約促進を図ることができた。

教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

有効性
必要性

情報化の進展に伴い、紙媒体だけでなく、電子媒体による情報提供も求められ
ている。

図書館は、教育機関として、責任ある行政運営が求められる。

事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

効率性 インターネットによるサービス強化は、利用者の利便性を高めるとともに、非
来館者への利用促進を図るため、効果的で有効的な事業である。

‥ |

鰯

今後の

方向性
新システムを導入 し、Webサ ービスの利便性の向上と検索機能等の充実を図る。
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施策名 科学への興味を育む環境づくり

事業名

(担 当課)

科学振興展覧会開催事業 (科学センター)

目的
児童生徒の優れた科学的研究や創意工夫に基づく研究物・作品を表彰 し、展示すること

により、科学への関心と研究の意欲を高める。

現 状

市内小中学校の児童生徒の夏休み自由研究作品 (科学研究や研究物・作品)の 中から、
優秀な作品を展示する 「岩国市 。和木町科学振興展覧会」を開催 し、表彰を行つている。

出展数は、児童生徒数の減少、スポーツ系のクラブとの競合などの要因により近年は横
ばいである。

実績

平成27年度は、創造の部167点、自然の部279点の出展があり、創造の部48′点、自然の部
98点が入賞となった。 9月 27日 から10月 4日 まで展覧会を開催 し、期間中の来場者は171
人であつた。入賞作品の うち、創造の部 5点、自然の部15点 を県の展覧会へ出品した。

事業費 平成27年度決算額 182 千 円

点検

評価

項 目 点数 評価の視点と理由

達成度

2 実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

山口県の展覧会に出品した20点のうち 8点が表彰を受けた。児童生徒の科学に
対する関心を高めることや、創作のきつかけ作 りなどに成果を得ている。

有効性
必要′性

2 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

小中学生の夏休みの課題の一つとして定着 している。児童生徒の優れた科学的
研究を賞 し、広く科学に対する関心と研究の意欲を醸成することは、これからの
科学を担 う人材育成事業 として有効である。

効率性

2 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

制作への意欲向上には夏休み中の科学工作 。実験などの機会を増やす ことが考
えられ、作品展の来場者数の増加 には展示会場の整備 と展示の工夫が考えられ
る。

B

総合評価

今後の

方向性

小学校教育研究会及び中学校教育研究会の理科部会 と連携強化 して保護者の理解 を深め
るとともに、科学センターにおける科学教室の充実によ り出展数の増加や作品の内容充実
を図る。
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施策名 暮らしの中の科学や道具についての学びの推進

事業名

(担当課)
青少年のための科学の祭典開催事業 (科学センター)

目的
科学に対する子供たちの興味や関心を高めることを目的に開催する。会場では、実験

コーナーなどを設けた展示を行い、科学の面白さや楽 しさを体験する機会を提供する。

現状

一般 。中高生ボランティアを中心としたスタッフで 「青少年のための科学の祭典」を8
月 9日 に由宇会場 (山 口県ふれあいパーク :由宇町銭壷山)で、11月 8日 に岩国会場 (市
役所多目的ホール)で開催 した。

実績
由学会場13ブース、岩国会場17ブースの出展で開催 し、由宇会場673人、岩国会場 1,292

人と多くの方々の参加 。来場を得ることができた。

事業費 平成27年度決算額 868 千 円

点検

評価

項 目 評価の視点と理由

実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

理科の先生や生徒をはじめ科学に関心のある市民が運営に加わり、来場 した子
供たちは、身近で科学の驚きや不思議 さなどを体感することができた。

教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

有効性
必要性

子供をはじめ、運営に参加 した市民、学生に向けて自然科学の面白さ・不思議
さを短時間で伝えることができ、科学の普及や啓発においては有効性・必要性 と
もに高いイベン トである。

事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

効率′性 発に努める中で、新 しく参加 した先生には理科実験や工作の楽 しみ方を体験 し、
知見を広げてもらうことで、科学教育のリーダ▼育成もできる効率性の高い事業
である。

イこ る を る。来出り

磯 |

‖

今後の

方向性

科学の楽 しさを子供たちに伝えることを目的に運営 している。広く科学教育に携わつた
り関心を持つ者が一堂に会するイベン トであるが、年を経て出展内容が単調になりがらで
ある。出展、運営スタッフなどの裾野を広げていきたい。
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施策名 公民館活動の推進

事業名

(担道課)

学習グループ、クラブ活動の育成支援事業 (中央公民館 )

目的 公民館活動の中核である学習グループ、クラブ活動の育成 と援助を継続的に行 う。

現 状

公民館は、地域住民の最も身近な生涯学習施設 として、様々な会合・学習活動に利用さ
れている。公民館を長年にわたって継続的に利用 している団体に対 しては、公民館が共催
して定期的な利用を許可 し活動を支援 しているが、学習意識の変化や団体構成員の高齢化
によリグループ数・構成員数 とも減少傾向にある。

実績

平成27年度に市内各公民館で活動する団体を共催 した件数は、平成26年度 と比較 して46
団体減少 し、構成員は114人減少 した。減少の大きな理由としては、 1施設について耐震
化工事があり利用団体の活動拠点が変更したためと考える。公民館 としては、共催 した団
体に対 し、定期的な場所の確保 と使用料免除、公民館機材の貸出し、クラブ紹介用チラシ
の作成、ホームページヘの掲載等の援助を行った。

事業費 平成27年度決算額 281 千 円

点検

評価

項 目 点数 評価の視点と理由

達成度

3 実績により、事業本来の目的の達成度から、どの程度の成果が得 られたか。

初心者が既存の団体に参加 しやすいよう積極的に広報するとともに、団体を共
催する基準についても見直しを行った。また、各団体に公民館まつ り等学習発表
会の参加、施設への慰問や地域活動の紹介等をして、活動に目的意識が持てるよ
うな試みをした。

有効性
必要性

2 教育委員会が実施する必要性。市民ニーズや社会情勢に合っているか。

公民館がそこを利用する一定の基準に達 した団体を支援することは、その団体
の活動が活発化するだけでなく公民館全体が活性化 し、さらには、活動の成果が
地域へも還元されることから地域の活性化につながるため、有効である。

効率性

2 事業コス ト (予算、人員)等の配分が適切か。効果を上げるための改善の余地はないか。

団体数及び構成員数の減少を抑えるための市の広報の活用、クラブ員手作 りに
よるポスターの掲示、チラシの作成等、事業コス トは適切である。

A

総合評価

今後の

方向性

公民館の基本的な役割は、住民の自己形成を実現するための学びと活動の場であると同
時に、住民同士が主体となつて地域づくりを行つていくための学びの拠点となることであ
る。そのためには、公民館活動の中核である共催 しているクラブを、地域づ くりの主体と
なつて活動できる団体へと育成 していく必要がある。
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■おわ りに

本市教育委員会においては、これまでの教育活動の進捗状況などを踏まえて、平成 27

年 3月 に教育基本計画の見直 しを行い、平成 27年度から平成 29年度までの新たな教育基

本計画を策定いた しま した。

この基本計画では、「志高く 豊かな心 と生き抜 く力を育む」ことを基本 目標 とし、少子

高齢化や高度情報化の進展に伴って価値観の多様化する現代社会を生き抜き、新 しい時代

を切 り開いていく力を有する人材を育成するため、義務教育や社会教育に関する施策に取

り組んでい くこととしてお ります。

この度作成 しました平成 27年度の岩国市教育委員会点検・評価報告書につきましては、

点検項 目を教育基本計画の施策概要の中から選定 し、平成 27年度に取 り組んだ主要な 15

事業の点検・評価を実施いたしました。

各事業の目的に照 らした現状、実績等の分析結果による 「達成度」、「有効性・必要性」

及び 「効率性」の 3項 目を基にした総合評価 (Sか らDま での 5段階)の結果につきまし

ては、 S評価 2事業 (13.3パ ーセン ト)、 A評価 11事業 (73.4パ ーセン ト)、 B評価 2事

業 (13.3パ ーセン ト)と なり、C評価 とD評価はあ りません。なお、 S評価 とA評価の合

計は 86.7パーセン トとな りま した。

点検・評価を実施 しま した事業の うち、「地域 とともにある学校づ くりを進めるコミュニ

ティ・スクールの整備推進」及び 「青少年問題に係 る関係機関・団体 との連携強化事業」

につきま しては、前年度に引き続き S評価 となってお り、内容の充実が図られているとこ

ろです。

全体を見ましても、限られた予算の中で取 り組んでまい りました諸事業は、着実に成果

を上げているものと考えてお りますが、今後におきましても、教育環境の整備、教育活動

の推進についてなお一層の努力をしてまい りたいと考えてお ります。

今回の点検 i評価の結果を踏まえ、教育委員会会議その他あらゆる機会を捉えて広 く議

論を重ね、課題や改善点を十分に検討 して岩国市の教育行政の推逢に努めていく所存です

が、本報告書について、皆様の率直な御意見を賜 り、今後の教育行政の課題解決等に役立

てていきたいと考えてお りますので、何 とぞよろしくお願いいた します。

平成 28年 7月 20日

岩国市教育委員会

委員長 西 村 宏
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