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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 81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 旨にのっとり、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・発展に姑 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 28年度は、次のとおり開催しました。

(1)教育委員会会議定例会 12回

121 教育委員会会議臨時会・・・ う。 2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

を行つており、平成 28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 28年 4月 から同年 12月 まで

平成 27年度決算認定について
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番 号 議決 日 件名

10 6月 22日 岩国市視聴覚機器貸出規則について

6月 22日 岩国市社会教育委員の委嘱について

12 6月 22日 岩国市文化財審議会委員の委嘱について

13 6月 28日 岩国市職員人事について

14 7月 20日 平成 27年度教育委員会の点検及び評価について

15 8月 22日



16 8月 22日 平成 28年度教育費 9月 補正予算の見積 りについて

17 8月 22日 平成 28年度前期岩国市児童生徒善行表彰について

18 8月 22日 平成 29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

19 8月 26日 岩国市職員人事について

20 10月 25日 岩国市社会教育委員の委嘱について

21 10月 27日 岩国市職員人事について

22 11月  21 日 平成 28年度教育費 12月 補正予算の見積 りについて

23 12/月  16 日 岩国市教育委員会事務局等の組織 に関する規則の一部を改正す

る規則について

24 12月 16日 岩国市教育委員会の権限に属す る事務の補助執行に関する規則

の一部を改正する規則について

25 12月 16日 岩国市教育委員会職員職名規程の下部を改正する訓令について

26 12ノ月 16 日 岩国市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について

12)議案 平成 29年 1月 か ら同年 3月 まで

13)報告 平成 28年 4月 から同年 12月 まで

市有地における災害に伴 う事故に関す る専決処分の報告につい

て
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番 号 議決 日 件 名

1 2月 15日 岩国市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について

2 2月 15日 岩国市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改

正する規則について

3 2月 15日 平成 28年度教育費 3月 補正予算の見積 りについて

4 2月 15日 平成 29年度教育費予算の見積 りについて

5 2月 15日 岩国市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例及び岩国市立

小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例を廃止する条例について

6 2月 15日 平成 28年度後期岩国市児童生徒善行表彰について

7 3月 15日 平成 29年度岩国市立小学校及び中学校教職員人事について

8 3月 21日 岩国市教育支援教室の設置に関す る規則の一部を改正する規則

について

9 3月 24日 岩国市職員人事について

番 号 報告 日 件名

5 4月 21日 行事予定及び行事報告について

6 5月 18日 行事予定及び行事報告について

7 5月 18日 公務上の事故に関する専決処分の報告について

8 6月 22日 行事予定及び行事報告について

9 7月 20日 行事予定及び行事報告について

10 8月 22日 行事予定及び行事報告について

8月 22日



12 9月 27日 行事予定及び行事報告について

13 10フ月 25 日 行事予定及び行事報告について

14 11月  21 日 行事予定及び行事報告について

15 12月  16 日 行事予定及び行事報告について

但)報告 平成 29年 1月 か ら同年 3月 まで

番 号 報告 日 件名

1 1月 20日 行事予定及び行事報告について

2 2月 15日 行事予定及び行事報告について

3 2月 15日 岩国市立美川中学校の体校について

4 3月 21日 行事予定及び行事報告について

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 28年度の活動は次のとお りです。

但)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、総合教育会議が設置 されています。会議では、平成 28年度及び平成

29年度の教育関係施策の主な取組について協議 しま した。
。平成 28年 7月 12日 (火) 市役所 6階議会会議室

第 1回岩国市総合教育会議 委員 4人出席

・平成 29年 3月 21日 (火) 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

9)学校訪問

・平成 28年 5月 22日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 2人出席

・平成 28年 5月 28日 (土) 各小学校

運動会 委員 1人出席

・平成 28年 5月 29日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 3人出席

。平成 28年 5月 30日 (月 ) 各小学校

運動会 委員 2人出席

・平成 28年 6月 4日 (上) 各小学校

運動会 委員 2人出席

・平成 28年 6月 5日 (日 ) 周北小学校

運動会 委員 1人出席

。平成 28年 9月 10日 (土) 各中学校

体育祭 委員 5人出席
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・平成 28年 9月 11日 (日 ) 各中学校

体育祭 委員 1人 出席

・平成 28年 9月 18日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 2人出席

・平成 28年 9月 24日 (土) 錦清流小学校

運動会 委員 1人 出席

・平成 28年 9月 25日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 4人出席

・平成 28年 9月 30日 (金) 東小学校

岩国市英語授業力向上セ ミナー 委員 4人出席

・平成 28年 10月 21日 (金) 柱野小学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

・平成 28年 11月 21日 (月 ) 周東中学校

研究指定校発表会 委員 4人出席

・平成 28年 12月 13日 (火) 麻里布中学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

・平成 29年 1月 25日 (水) 中洋小学校

研究指定校発表会 委員 1人 出席

・平成 29年 3月 9日 (木) 各中学校

卒業証書授与式 委員 5人出席

・平成 29年 3月 11日 (土) 美川中学校

卒業証書授与式・休校式 委員 2人出席

・平成 29年 3月 17日 (金) 各小学校

卒業証書授与式 委員 4人出席

・平成 29年 3月 18日 (土) 通津小学校

卒業証書授与式 委員 1人出席
。平成 29年 3月 18日 (土) 玖珂中央小学校

閉校式 委員 2人出席

・平成 29年 3月 22日 (水) 玖珂幼稚園

卒園式 委員 1人出席

・平成 29年 3月 23日 (木) ちどり幼稚園

卒園式 委員 1人出席

俗)その他の活動

。平成 28年 4月 15日 (金)福 社会館

岩国市立小・中学校長・園長会議 委員 5人出席

・平成 28年 4月 20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 28年 4月 28日 (木) 周東中学校

岩国市・和木町中学校教育研究会総会 委員 5人出席
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・平成 28年 5月 2日 (月 ) 市民会館         
｀

岩国市・和木町小学校教育研究会総会 委員 4人出席
・

・平成 28年 7月 5日 (火) 福社会館

岩国市立小 。中学校長・園長会議 委員 2人出席

・平成 28年 7月 8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 28年 10月 7日 (金)和 木町文化会館

やまぐち地域連携教育の集い (岩国地域) 委員 1人出席

・平成 28年 10月 18日 (火) 長門市

山口県市教育委員会協議会研修会 委員 5人出席

・平成 28年 11月 3日 (木) 市民会館

岩国市文化功労賞等表彰式典 委員 4人出席

。平成 28年 11月 17日 (ヽ木 )、 11月 18日 (金) 高知市

市町村教育委員会研究協議会 (第 2ブ ロック) 委員 5人出席
。平成 28年 11月 24日 (木)福 社会館

岩国市立小 。中学校長・園長会議 委員 3人出席

。平成 28年 11月 25日 (金) 大竹中学校

岩国・和木 。大竹教育委員協議会及び教育懇話会 委員 5人出席

・平成 29年 1月 8日 (日 ) シンフォニア岩国

岩国市成人式 委員 4人出席

・平成 29年 2月 2日 (木) 灘中学校

灘地区 「立志の 日」記念式典 委員 1人出席

・平成 29年 3月 1日 (水) 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 対象 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」となる事務を始め、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、姑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 28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

13)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

惚)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 目の合計点教 (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

15)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)対象事業や評価 。点検項目のヒアリング

12)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 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

施策を構成する 各 事 業

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
点検。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

7



■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 B 18

研究会、講座等の開催 A 19

中 央 図 書 館

子供の読書活動推進事業 A 20

インターネットによるサービス強化事業 A 21

科 学 セ ン タ ー

科学振興展覧会開催事業 A 22

青少年のための科学の祭典開催事業 A 23

中 央 公 民 館 各種学級・講座開催事業 A 24
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施策名 学校規模・配置の適正化

事業名

(担 当課)

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 しながら互いに認
め合い、高め合 うことができる学習の場や、様々な経験を通 じて豊かな人間性や社会性を
身に付けることができる生活の場となる教育環境を確立する。

現状

学校数は、平成 18年 3月 の市町村合併時には、小学校39校、中学校 16校、合計55校 で
あつたが、その後、人口減少や少子化の状況を踏まえつつ、休校、廃校、統合を行い、平
成29年度からは、小学校32校、中学校 14校 、合計46校 となつている。

実績

昭和54年に開校 した玖珂中央小学校を、学校規模・配置の適正化及び学校施設の耐震化
の観点から、保護者や地域の理解 と協力を得て、平成28年度末に廃校 とし、平成29年度か
ら玖珂小学校 と統合することとした。
昭和61年に開校 した美川中学校を、平成29年 4月 1日 に休校 とし、岩国西中学校へは錦

川清流線で通学、錦中学校へはスクールバスにて送迎することとした。

事業費 平成28年度決算額 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。

学校規模による長所 。短所、子供たちの良好な荻育環境の確保、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 した上で実施することができた。

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つているか。

学校の適正な規模や配置については、総合的な判断が求められるため、計画ど
お りに進まない面もあるが、保護者や地域住民、学校関係者等の理解 と協力を得
ながら取 り組んでお り、一定の市民ニーズに対応 していると言える。

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。

統合によリー次的にコス トは増加 したが、長期的にはコス ト削減につながる。

A

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年度末での耐震化率は96.4パ ーセン トとなった。

実績

年次計画のとお り、平成28年度においては、 8校 9棟の耐震補強工事を行つた。
また、耐震補強工事に併せて、外壁や天丼など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28年度決算額   289,412   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。

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化工事の早期完了が
望まれた。この事業に関しては、多大な財政負担や工事実施に係る人材の確保が
困難なこと等もあり、年間に耐震化工事を実施できる学校数が限られる状況で
あったが、おおむね完了へ近づいている。

有
必

効性
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。

耐震化工事を行 うことで、児童生徒、教職員等の安心安全を確保 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
は非常に高いものである。

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。

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災害の状況から、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完了させ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
との連携・協働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、市内全小中学校
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・地域の連携・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、各中学校区を一つのまとまりとして、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、小中連倖ヵの体制づくりを推進 している。

実績

平成28年度は、モデル中学校区として 5中学校区 (岩国中。東中・岩国西中・美川中・美和
中)を指定し、学校運営協議会に参加 した り、熟議等を実施 した りした。そして、その取
組を他校の学校運営協議会に紹介するとともに 「CSだより」により周知を図つた。ま
た、岩国市CS・ 協育ネ ット推進協議会において、全県の施策への共通認識を形成 した
り、地域ごとの課題を把握 して共有 した りするために熟議を行った。終了後は地域ごとに
復伝 してもらうことにより、取組の活性化につながった。

事業費 平成28年度決算額 305 千 円

点検

評価

総合評価

S

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。

市内全小中学校をコミュニティ・スクールに指定している。各中学校において
は、校区内の小学校区とのつなが 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、中学校区全体での連携・協働が進
んでいる。

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 う社会のニーズに合つた学校づくりにつ
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 イ・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住民の参画が進んでい
る。

コーディネーター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ている。

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、取組を共有する岩国市C
S・ 地域協育ネット推進協議会を設置し、市内どの中学校区においても、コミュニティ 。

スクールの機能が十分に発揮 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

(担章課)

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、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 し、具体的な指導法を提
示 し、教師の授業力の向上に努める。

※「かかわりのある授業」とは、児童生徒が課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、確かな学力を身に付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するなど、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、周東中学校 と中洋小学校において研究大会を開催 した。通津小学校においては、平
成29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、これからの英語教
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」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」を作成 し、全教職員に公開 した。

事業費 平成28年度決算額    2,884   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。

児重生徒の学力疋
~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。市民ニーパや社会情勢に合つているか。

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
校現場でのユーズも高い。

研究発表に参加 した教員が、 「かかわりのある授業」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」に基づく授業展開事例集である「授業アイディア例」について、市内ヘ

の活用を更に進めていくとともに、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 りながら、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。

今後は、確かな学力推進校における研修の成果を広 く市内に公開 し、 「主体的、対話的
で深い学びJの視点からの授業改善が図られるよう更なる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、青少年問題に関わる会合を年間41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28年度決算額 千 円

点検

評価

総合評価

S

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
う子供たち全てに温かい声掛けをしていくことで問題行動の未然防止を図つてい
る。平成28年度は1,909件 の声掛けを実施するなど、関係機関及び諸団体との連
携に努めている。

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つているか。

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。

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。

事業コス トの点においても適切である。

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・推進、広報啓

発活動の推進、環境美化運動の推進の 4項 目を重点的に取 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 。指導技術の向上を図る教職員研修推進事業
(教育センター)

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、教職員のキャノアステージに応 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、授業評価を生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。市内の全小中学校から、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c

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44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28年度決算額 257 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。

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 も高ま り、多 くの教職員を研修 に参加 させ ることができ
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つているか。

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・ クレーム
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。

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を実施することができている。

今後の
方向性

若手教職員の大量採用に伴い、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、現在、全学校がコミュニティ・スクール となつているが、多くの教職員にその趣
旨や重要性が浸透するよう研修を工夫 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、

現代の教育課題に応 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

(担当課)

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。

(動 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。

実績

(1)生涯学習情報誌については、平成28年度から、手に取 り活用 しやすいA5判に変更
した。生涯学習施設ガイ ド (4,000冊)と 生涯学習情報ガイ ド (1,000冊 )に分冊 し、
5月 に発行 した。

(2 出前講座 (イ カルス)については、32回 開講 され、738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 9回で237人 、ボランティア講師の講座は

23回で501人 (う ち、子供対象講座は12回で301人 )。 また、ボランティア講師による
講座の充実のため、98の 団体・個人に対 して 6月 に研修会を開催 し、30人が参加 し
た。

事業費 平成28年度決算額 924 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、各種団体の利用は横ばいであるものの50～
100人単位の受講者が集まった講座が昨年より少なかったため、年間受講者数が
減少傾向となつた。 しかし、利用者からのアンケー トでは講座に満足 している意
見が大変多く、講座実施の役割は果たしている。 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つているか。

社会教育法第 5条第16号 1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。

生涯学習情報誌を平成28年度からリニューアル し、 「生涯学習施設ガイ ド (隔

年発行)」 と「生涯学習情報ガイ ド (毎年発行)」 に分冊し発行 したc情報誌の

見やすさを念頭に、イカルスの講座内容をわか りやす く記載 した。また、情報誌
とともにイカルスのチラシを公民館等に備え置き、利用増加に努めていく。

今後の

方向性

生涯学習に対する関心の高さは、高齢者 と子育て世代の間で顕著であり、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年度からのリニューアルに加え、市民が必要とする
情報を少 しでも把握できるよう、平成29年度は情報ガイ ドの巻末にアンケー ト誌面を取 り
入れる予定であり、市民のニーズに応え、興味の持てる情報誌になるよう工夫したい。ま
た、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、引き続き、
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
につこ」を年 4回発行 している。

(舛 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」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。

131 平田中学校区に訪問型家庭教育支援チームを立ち上げ、家庭訪問や学習支援を行 う
「とどける家庭教育支援事業」を実施 している。親同士のつなが りの場 「ほつこり」
の開設、家庭環境の実態に応 じてスクール ツーシャルワーカーや行政機関その他専門
機関との連携などにより、家庭や子供の安定を図つている。

実績

(1)家庭教育支援のための親子向けジーフレット「いわくにつこJについては、 7月 ・

10月 ,12月 ・ 3月 に7,200部 、計 2万 8,800部 、年 4回発行 した。
② 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32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」は休校 となる美川中を除く14

中学校で実施 した。
(9 4人の支援員により、朝の挨拶運動や教室での学習支援を行った。これまで関わっ

たほとんどの家庭や子供に改善の傾向が見られ、家庭の孤立化解消や、学校課題の改
善に寄与 した。

事業費 平成28年度決算額    2,519 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」を
実施 してお り、平成28年度は市内14中学校において608人 (児童 。生徒を含めて
3,867人 )の保護者が参加 した。

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。

核家族化や共働き世代の増加、家庭をめぐる問題が複雑化する中で、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。また、孤立化 した家庭や子育てで悩みを抱える家庭への 「とどけ
る支援」により課題の改善がみ られた (10件の うち 9件 )。

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 と一緒に読むことができる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29年度は 5人の支援員により、学校の要請を受けて支援を要する家庭の訪問活動を

行つている。 さらに、家庭の孤立化や悩みを抱える家庭に対 して、地域の支援員が積極的
に関わ り、学校や関係機関とつなげる支援を継続的に届けることで、家庭教育力の向上と
コミュニティの場づくりを充実させている。他の中学校区の地域協育ネットでチーム立上
げの支援を進める。
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施策名 文化財の保護保存と活用の推進

事業名

(担当口果)

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、次世代に

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、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
は市内全域にわたつて存在するが、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Jについては、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 22日 に開催 し、■0人 の参加者を受け入れた。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。平成
28年 3月 開館の 「岩国シロヘ ビの館」では、シロヘ ビの生体展示、体験展示等で子供たち
にシロヘ ビのことを楽 しみながら学んでもらい、総計約 18万 3,500人の来館があった。

国指定特別天然記念物 「オオサンショウウオ」については、文化財及び環境学習の一環
として、科学の祭典、環境フェスタ等の 6つのイベン トに参加 して生体展示を行い、延べ
1,000人 を超える参加者に啓発を行つた。また、新規事業として、夜間観察会を夏休みの
8月 16日 に宇佐川において開催 し、18人の参加者を受け入れた。

「岩国民俗芸能まつ り」については、30周年記念大会 として、11月 12日 、13日 の 2日 間
にわた り、錦帯橋鵜飼広場の野外ステージで実施 し、約2,000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、市の貴重な文化財であることを再認識
してもらった。
平成28年度から柱島群島の民俗調査を開始 してお り、郷土の文化の貴重な記録 となると

考えている。

事業費 平成28年度決算額    65,287   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。

「岩国シロヘ ビの館」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。
シロヘ ビにおいて子供を対象とした 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つて、手応えが感 じられる。オオサンショウウオ
においても、科学の祭典、環境フェスタ等で生体展示に取 り組むとともに、新規
に夜間観察会を開催 した。

また、 「岩国民俗芸能まつ り」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 うべき業務であり、他の
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J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
きるようになつた。

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」に関しても、限られた予算で最大の効果を上げ
るよう努力 している。

A

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、デ見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

(1)

(2)

(3)

展示の基本 となる常設展示の充実に努めている。
岩国徴古館においては、年に 6～ 7回の企画展を開催するとともに、企画展の開催

に合わせ、参考図書の刊行やギャラリー トーク等の関連行事を行っている。由宇歴史
民俗資料館においては、年 1～ 2回の特別展を開催 している。

郷土に関する史料等を調査研究 して、史料集を刊行 している。

実績

(1)平成30年に明治150年を迎えるに当た り、岩国徴古館では、常設展示を幕末維新記
念コーナーに改修 し、岩国を中心とした明治維新に関する映像の上映や、タンチパネ
ルで自由に検索できる幕末維新データベース、パネルによる解説等を行っている。ま
た、展示資料についても随時入替えを行っている。

(劾 岩国徴古館については、企画展を 6回開催 し、約 2万 5,000人 の来館者があった。
また、企画展 と併せてギャラリー トークを実施 し、来館者から好評を得た。加えて、
企画展における調査研究成果を残すため、赤爾武人の生涯について史料を基に紹介す
る小冊子を刊行 した。

(31 市民等の郷土史研究に寄与するため、岩国徴古館収蔵資料 「坂本家文書」を翻刻
し、史料集 として刊行 した。

事業費 平成28年度決算額    2,820 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。

明治維新に関する展示、岩国ゆか りの芸術家の作品展、民俗芸能の展示等、幅
広い分野の企画展を行 うことにより、安定した来館者があつた。また、企画展と
併せたギャラノー トーク等は、来館者に好評を得ている。調査・研究についても
史料集を刊行することにより、一定の成果があつたといえる。

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。

岩国市の歴史や文化を調査研究するとともに、展示を通して広 く伝えていくこ
とは、教育機関である博物館・資料館の重要な役割である。

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。

岩国市内の博物館・資料館は、他市の公立館 と比較 しても予算が少なく、質の
向上が困難な状況にある。また、専任の職員がいないことから、あらゆる面での

質の低下が懸念される。特に岩国徴古館については、岩国市の博物館の拠点とな
るべき施設であることから、予算 と人員の確保が必須である。

今後の

方向性

1)展示を常に見直すことにより、魅力的な常設展となるよう努める。
動 企画展の内容充実を図り、来館者の増加につながるよう努める。
9 調査研究を継続し、市民などの郷土史研究に寄与するよう努める。
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施策名 岩国徴古館の取組

事業名

(担当課)

研究会、講座等の開催 (岩国徴古館 )

目的
岩国徴古館において郷土史研究会、古文書講座等を開催することにより、郷土の歴史に

対する市民の関心を高めるとともに、市民に学習の場を提供するよ

現 状
1)主催事業として、月 1回の郷土史研究会 と古文書講座を開催 している。
劾 学校や公民館等に外部講師として学芸員を派遣 している。

実績

(1)郷土史研究会を年間12回開催 し、延べ478人 の参加があった。また、古文書講座を
年間12回開催 し、延べ288人の参加があった。

(動 外部講師として市内の学校に 4回、公民館に 3回、学芸員を派遣 した。そのほか、
関係課、関係団体等の依頼により、F辻有時、学芸員を派遣 した。

事業費 平成28年度決算額 359 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。

郷土史研究会は、岩国徴古館学芸員や市内の郷土史家だけではなく、市外の大
学教員や学芸員等も講師として迎えることによつて、幅広い分野の話が聞けるこ
とから、 リピーターも多く、好評を得ている。

有効性
必要性

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。

研究会や講座の開催は、教育普及事業として、展示 と並ぶ博物館の重要な事業
であり、博物館が担 うべき重要な役割である。

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。

限 られた予算の中で、現在 も十分な効果 を上げているが、外部講師 と岩国徴古
館学芸員の役割分担を再検討す ることによ り、より充実 させ ることも可能 とな
る。

1総合評価|

今後の
方向性

(1)引 き続き、講師・テーマを工夫し利用実績増に努める。
12)学校や公民館などが利用 しやすい仕組みを検討 し、積極的な講師派遣に努める。
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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

動の環境を整備する。

現状

(1)関連各課及びボランティアとの協働により、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。

(動 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。
俗)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。

実績

(1)ブ ックスター ト事業は、年間26回、968組 の対象者に実施 した。中央図書館では、
「乳幼児の日」に合わせ、 「ちいさい子のためのおはなし会」を 8回、 「こぐまちゃ
んのおはなし会」を 7回、 「わらべ うたであそば」を 3回開催 した。

(2)全館でおはなし会を開催 した。中央図書館では、人形劇団プークによる人形劇を開
催 したc

13)「岩国市子 どもの読書活動推進計画 (第二次)」 に基づき実施 した読書活動のパネ
ル展を市役所 (10月 )と 中央図書館 (3月 )で開催 した。

事業費 平成28年度決算額 1,846 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。

関連各課や関係機関・関係団体 との連携 により、全市的な取組の推進が実ア見し
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つているか。

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、図書館の活性化に取 り組
む必要がある。

A

1総
合評価

|

今後の
方向性

(1)ブ ックスター ト事業のフォローアップを充実させる。
例  「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。
0 関係機関・関係団体 。ボランフ

~ィ
アと連携・協働し、図書館の活性化に取り組む。
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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。

現 状

(1)全館 (麻里布分室を除く。)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。

(動 図書館ホームページから情報発信を行い、利用促進を図つている。また、パソコン
だけでなく、スマー トフォンや携帯、各館内設置のOPAC(利 用者用検索機)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

但) 全館 (麻里布分室を除く。)に設置 した利用者用インターネ ット端末により情報提
供を行つた。

図書館ホームページヘのアクセス件数は363万4,531件 と前年度より増えている。
図書館システムの更新を行い、利用者の利便性の向上と検索機能の充実を図つた。

(2)

(3)

事業費 平成28年度決算額    26,630   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。

図書館システムの更新により、Webサ ービスの充実と利便性の向上を図るこ
とができた。

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。

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。

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。

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。

A

今後の
方向性

図書館ホームページの内容の充実とともに情報発信に努め、利用促進を図る。
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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 (科学的研究や研究物・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28年度は、創造の部147点、自然の部284′点の出展があり、創造の部52′点、自然の部
95点が入賞となった。 9月 24日 から10月 9日 まで展覧会を開催 し、期間中の来場者は547

人であつた。入賞作品のうち、創造の部 8点、自然の部 15サ点を県の展覧会へ出品した。

事業費 平成28年度決算額 158 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。

山口県の展覧会に出品した23点の うち 7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っかけづく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。効果をあげるための改善の余地はないか。

制作への意欲向上には、夏体み中の科学工作 。実験など機会を増やすことが考
えられる。また、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。

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を強化 して、保護者の理解を
深める。また、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 学校では取 り組みにくい体験活動の充実

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ンフで「青少年のための科学の祭典」を8
月 7日 に由宇会場 (山 口県ふれあいパーク :由宇町銭壺山)で、11月 6日 に岩国会場 (市
役所多目的ホール)で開催 した。

実績
由宇会場 14ブース、岩国会場16ブースの出展で開催 し、由宇会場657人、岩国会場929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28年度決算額 835 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。

理科の先生や生徒を始め、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。

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つているか。

子供を始め、運営に参加 した市民、学生に向け自然科学の面白さ・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 とい う意味においては、有効性・
必要性 ともに高いイベン トである。

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。

実行委員会による手作 りの祭典 (出展)であり、来場者へ楽しさを提供 し啓発
に努める中で、新 しく参加 した先生にとつては、理科実験や工作の楽 しみ方を体
験 し、知見を広げることで、科学教育のリーダー育成につながる効率性の高い事
業である。

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、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ちであるため出
展、運営スタン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

(担当課)

各種学級・講座開催事業 (中央公民館 )

目的
様々な年齢層に対応 した今 日的・社会的な課題について学習の機会を提供する。また、

地域や学校 とも連携 して効果的に学級や講座を開催する。

現状

公民館事業を「高齢者対象」 「子供対象」 「成人対象」 「子育て世代対象」と年齢層ご
とに分け、趣味的なものから市の啓発的課題等、地域ごとに特色ある講座を企画 。開催 し
ている。また、地域で活動する諸団体や学校等とも協力 し、事業展開をしているc

実績

高齢者を対象 とした事業 :交通安全、健康増進、消費生活等の内容 132件
子供を対象 とした事業 :体験、制作活動 82件
成人を対象 とした事業 :一般教養、趣味的講座 186件
子育て世代を対象 とした事業 :親子触れ合い、家庭教育講座 80件

うち、小中学校 と連携 した事業 :40件

事業費 平成28年度決算額    3,902    千円

点検

評価

凍燕口 闘「 1lH

A

項 目 点数 評価の視点と理由

達成度

4 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。

あらゆる年齢層に幅広 く学習機会を提供 した。地域で活動する団体や小中学校
と連携する等工夫を凝 らし、事業数増加へつなげることができた。

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。

公民館講座をはじめとした生涯学習への市民の関心は高く、講座の問合せや相
談も多い。需要に応え、幅広 く学習機会を提供 してお り有効である。

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。

公民館 とい う性質上、講師には趣旨を説明し謝礼は低めに設定 している。ま
た、公共的な団体等から指導者を招 くことも積極的に行つてお り、事業コス ト削
減に努めている。

今後の
方向性

地域の活性化や子供たちの健やかな成長を育む上で、公民館に求められる役割は増加傾
向にある。公民館は、個人の学習要求を満たすだけでなく、種々の関係団体と協力 しなが
ら地域の発展に結び付 く学習機会の提供を目指す必要がある。

24



■おわりに

この度作成 しま した平成 28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 28年度に取 り組んだ主要な 16

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 (12.5パ ーセン ト)、 A評価 12事業 (75,0パ ーセン ト)、 B評価 2事

業 (12.5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 87.5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・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提えて広 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進に努めてい 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 29年 7月 19日

岩国市教育委員会

委員長 西 村 宏
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