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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ったものです。

本市教育委員会では、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。

本市において平成 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 中間時点である本年 3月 に見直 し、「志高 く 豊かな心 と生き抜 く力

を育む」ことを基本 目標 とした新たな教育基本計画を策定いた しました。

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、本軒告書を御高覧の上、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 26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・・・・・ 6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 26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 26年 4月 から同年 12月 まで

岩国市文化財審議会委員の委嘱について

1

番 号 議決 日 件名

18 5月 20日 岩国市青少年育成センター補導員表彰について

19 6月 27日 岩国市美川 コミュニティセンターの管理及び運営に関す る規則

を廃止する規則について

20 6月 27日 岩国市社会教育委員の委嘱について

21 6月 27日



22 6月 28日 岩国市教育委員会教育長の任命について

23 6月 26日 岩国市職員人事について

24 7月 18日 小学校の毅科書採択について

25 7月 25日 平成 25年度教育委員会の点検及び評価について

26 8月 22日 平成 25年度決算認定について

27 8月 22日 平成 26年度教育費 9月 補正予算の見積 りについて

28 8月 22日 平成 26年度前期岩国市児童生徒善行表彰について

29 8月 22日 平成 27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

30 9月 26日 岩国市職員人事について

31 11月 17日 平成 26年度教育費 12月 補正予算の見積 りについて

12)議案 平成 27年 1月 から同年 3月 まで

岩国市い じめ防止基本方針 (案)について

2

番 号 議決 日 件名

1 2月 20日 平成 26年度後期岩国市児童生徒善行表彰について

2 2月 20日 地方教育行政の組織及び運営に関す る法律の一部を改正する法

律の施行に伴 う関係条例の整備に関する条例について

3 2月 20日 岩 国市教育長の職務 に専念す る義務の特例 に関す る条例 につい

て

4 2月 20日 岩 国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正す る条例につ

いて

5 2月 20日 岩国市幼稚園条例の一部を改正する条例について

6 2月 20日 岩国市い じめ問題調査委員会及び岩国市い じめ調査検証委員会

条例について

7 2月 20日 平成 26年度教育費 3月 補正予算の見積 りについて

8 2月 20日 平成 27年度教育費予算の見積 りについて

9 3月 13日 平成 27年度岩国市立小学校及び中学校教職員人事について

10 3月 20日 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴 う関係規則の整備に関する規則について

11 3月 20日 岩国市毅育長の勤務時間、休暇等に関する規則について

12 3月 20日 岩国市心身障害児就学指導委員会規則等の一部を改正す る規則

について

13 3月 20日 岩 国市立小学校及び中学校管理規則の一部 を改正す る規則 につ

いて

14 3月 20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

15 3月 20日 岩国市教育長の権限に属す る事務の委任に関す る規程の一部を

改正する訓令について   イ

16 3月 20日 岩国市教育基本計画 (案)について

17 3月 20日



番 号 報告 日 件名

5 4月 25日 行事予定及び行事報告について

6 5月 20日 行事予定及び行事報告について

7 6月 27日 行事予定及び行事報告について

8 7月 25日 行事予定及び行事報告について

9 8月 22日 行事予定及び行事報告について

10 9月 26日 行事予定及び行事報告について

11 10ッ月 23 日 行事予定及び行事報告について

12 11月  17 日 行事予定及び行事報告について

13 12月 18日 行事予定及び行事報告について

18 3月 20日 岩国市学校施設整備方針 (案)について

19 3月 24日 岩国市職員人事について

偲)報告 平成 26年 4月 から同年 12月 まで

惚)報告 平成 27年 1月 から同年 3月 まで

脩)協議 平成 27年 1月 から同年 3月 まで

番 号 協議 日 件名

1 1月 23日 岩国市教育基本計画見直 し案について

3 教 育 委 員 の活 動 状 況

教育委員は、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 26年
度の活動は、次のとお りです。

(1)学校訪問

・平成 26年 5月 31日 (土) 各小学校

運動会 委員 1人出席

・平成 26年 6月 1日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 4人出席

・平成 26年 6月 7日 (土) 各小学校

運動会 委員 1人 出席

・平成 26年 9月 7日 (日 ) 各中学校

体育祭 委員 5人出席

・平成 26年 9月 14日 (日 ) 各小・中学校

運動会・体育祭 委員 2人出席

3

番 号 報告 日 件名

1 1月 23日 行事予定及び行事報告について

2 2月 20日 行事予定及び行事報告について

3 3月 20日 行事予定及び行事報告について



。平成 26年 9月 20日 (土)御 庄小学校

運動会 委員 1人 出席

・平成 26年 9月 21日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 5人出席

。平成 26年 9月 27日 (上) ちどり幼稚園

運動会 委員 1人出席

。平成 26年 9月 28日 (日 ) 各小学校

運動会 委員 4人出席

・平成 26年 10月 5日 (日 ) 玖珂幼稚園

運動会 委員 1人 出席

。平成 26年 10月 24日 (金) 中田小学校

研究指定校発表会 委員 3人出席

。平成 26年 10月 28日 (火) 灘小学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

i平成 26年 10月 30日 (木) 灘中学校

研究指定校発表会 委員 1人出席

・平成 26年 11月 11日 (火) 愛宕小学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

。平成 26年 11月 12日 (水)岩 国小学校

研究指定校発表会 委員 1人出席

。平成 26年 11月 13日 (木) 川下中学校

研究指定校発表会 委員 5人出席

。平成 26年 11月 19日 (水) 由宇中学校

研究指定校発表会 委員 1人出席

・平成 26年 11月 20日 (本) 平田中学校

研究指定校発表会 委員 3人出席

。平成 26年 11月 21日 (金) 東中学校

研究指定校発表会 委員 5人出席

。平成 26年 ■ 月 26日 (水)岩 国中学校

研究指定校発表会 委員 3人出席

・平成 26年 11月 27日 (本) 錦清流小学校

研究指定校発表会 委員 2人出席

。平成 26年 12月 4日 (木) 麻里布小学校

研究指定校発表会 委員 4人出席

。平成 27年 3月 12日 (本)各 中学校

卒業証書授与式 委員 5人出席

・平成 27年 3月 20日 (金) 各小学校

卒業証書授与式 委員 5人出席

4



12)その他の活動

。平成 26年 4月 16日 (水) 山口市

県市町教育委員会委員研修会議 委員 4人出席

。平成 26年 4月 18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 3人出席

・平成 26年 5月 25日 (日 ) シンフォニア岩国

岩国市文化協会創立 60周年記念式典 (文化功績賞表彰を含む。

・平成 26年 7月 4日 (金) 福社会館

岩国市立小・中学校長・園長会議 委員 4人出席

・平成 26年 7月 4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 26年 10月 14日 (火 )、 10月 15日 (水) 別府市

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 26年 10月 23日 (木) 市役所 6階議会会議室

岩国市文化功労賞表彰式 委員 5人出席

。平成 26年 10月 29日 (水) 下関市

山口県市教育委員会協議会研修会 委員 5人出席

・平成 26年 ■ 月 3日 (月 ) 岩国国際観光ホテル

岩国市文化協会文化功労賞等表彰式典 委員 4人出席

・平成 26年 11月 21日 (金) 福社会館

岩国市 PTA連 合会教育懇話会 委員 4人出席

・平成 26年 11月 25日 (火) 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 27年 1月 11日 (日 ) 市民会館

岩国市成人式 委員 5人出席 ・

・平成 27年 2月 2日 (月 ) 市民会館

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 2月 5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 27年 3月 1日 (日 ) 市内高等学校

卒業証書授与式 委員 5人出席

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」となる事務をはじめ、市長の事務委任及び補助執行と

して行つている事務を含む、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、改訂前の「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 26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

改訂前の 「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

131 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

に)点検・評価

事業の 「達成度」、「有効性・必要性」及び 「効率性」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

(団 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駁

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

3 教育委員会会議での議決

6



(1)対象事業や評価 。点検項 目のヒア リング

(2)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 の報告及 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

岩 国市教育基本計画

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

点

評価

提 出

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

教育委員会事務局の組織の見直し 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 せ 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

かけがえのない文化遺産の次世代への継承 A 17

研究活動 と展示会等の充実 B 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 B 23
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施策名 教育委員会組織の見直 し

事業名

(担当課)

教育委員会事務局の組織の見直し (教育政策課)

目的

教育支所の統合と合わせ、今後の口果題として市全体で取 り組むべきものについては、
より効率的で機動的な組織の中で取り組んでいくこととするため、教育委員会事務局の

組織の見直しを行 う。

現状

教育活動の推進及び市民ニーズを的確に捉えた施策の推進を図るため、法令等に基づ

いて設置 している教育委員会組織について、国際化や社会情勢の変化等により、これま
で以上にきめ細かで迅速な対応が求められていることから、組織の見直しを行つた。

また、合併後 8年が経過 し、行財政改革に伴 う岩国市職員の削減とともに、平成26年

度から総合支所が統合されることに伴い、教育委員会においても、より効率的な組織と

するため、教育支所を統合 した。

実績

スポーツ、「文化に関する事務については市全体で取 り組んでいくものとし、平成26年

度から市長部局へ移管した。
また、総合支所の統合再編に合わせて、教育支所における錦支所と美川支所及び美和

支所と本郷支所の統合を行い、各教育支所において、効率的に事務事業を実施 していく
体制を整備 し、教育行政の推進に取り組んでいる。

事業費 平成26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。

平成26年度当初か ら、スポーツ及び文化の振興に関わる部署を市長部局に移

管 し、同時に教育支所 を統合 して新 しい体制を整備 し、教育行政の推進に努め

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。

教育委員会組織の根拠 となる法律 「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律Jにおいて、平成20年にスポーツ、文化に関する教育委員会の権限について
の改正があ り、岩国市においても社会情勢の変化に迅速に対応する必要があ

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。

岩国市の行財政改革を推進する中で、教育委員会事務局においても効果的な

行政運営に努め、なお一層の効率化を図る。

今後の

方向性

国、県、市長部局の組織 との連携を強化 し、教育委員会事務局全体の効率的な組織運

営を行い、効果的な事業の推進を図る。
また、平成26年度か ら、市長部局において市全体 として取 り組むこととしたスポーツ

及び文化の振興に関 し、今後 も市長部局 との連携を密に して共に取 り組んでい く。
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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、年久計画を毎年定め、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26年度末
での耐震化率は80.6パーセン トとなつた。

実績

年次計画のとおり、平成26年度においては、 8校 12棟の耐震補強工事並びに 7校 9棟
(平成27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 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26年度決算額   725,281   千円

点検

評価

項 目 点数 評価の視′くと理由

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
いる。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。

A

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

文部科学省のコミュニテ ィ・スクール推進事業に取 り組んでお り、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を進めている。平成24年度か ら平成26年度までの 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 した。
また、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)

の充実、小中連携の体制づ くりの推進に取 り組んでいる。

実績

平成25年度までに 3小学校 12中 学校をコミュニティ・スクールに指定 した ところであ

るが、平成26年度はさらに17小学校 3中学校を指定 し、全中学校をコミュニティ・ス

クールとこ指定 した。
指定 した学校では学校運営協議会が設置 され、学校や地域の特性に応 じた取組を通 し

て、家庭 。学校・地域の協働 による学校行事や地域行事が実施 されている。 コミュニ

ティ・スクールの取組 を客観的に評価するため、文部科学省委託事業 「学校の総合マネ
ジメン トカの強化に関す る調査研究」の調査対象地域に 2中学校区を指定 し、地域住民

や教職員の意識状況をアンケー ト調査するとともに他地域 との比較を行い、意識調査を

学校運営にいかす取組を行つた。

事業費 平成26年度決算額 628 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15中 学校全校をコミュニティ・スクールに指定 し、計画に沿つた取組を

行 うことができた。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、中学校区全体での協働体制が進んでいる。

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Jの委嘱により、学校の教育活動へのイ呆護者や地域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る。

今後の

方向性

平成27年度においては、中学校に続いて全ての小学校をコミュニティ・スクールに指
定し、更なる家庭・学校・地域の協働による教育活動を一層推進 していく。

また、平成27年度以降、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。
具体的には、 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

くとともに、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。



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 (学校教育瞬果)

目的

基礎的・基本的な知識及び技能を児童生徒に確実に習得 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 として支援す

る。 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J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、児童生徒が課題に主体的に関わり、自分で考えたり、友達と

話し合ったりする中で、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

市内の小中学校49校では、学校課題や児童生徒の実態に合わせた学力向上ブランをイ年

成 し、 PDCAサ イクルにより学力向上に向けて取 り組んでいる。特に 「岩国プラン」

を基に、かかわ りのある授業の展開や校内研修の活性化に取 り組んでいる。

学力向上推進委員による学力向上に向けた授業アイデ ィア例や学力向上推進教員によ

る岩国市授業スタンダー ドを作成 し、授業改善に向けての意識付けを行 うとともに、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、東中学校 と錦清流小学校が、研究大会を開催 した。特に東中学校では、学力向

上の取組が生徒会を中心に生徒 レベルまで浸透 して くるなど、取組が充実 されてきた。

また、兵庫教育大学竹西亜古氏 。日渡円氏を講師に迎え、学校マネジメン トの面か ら

の学力向上へのアプローチについて管理職等に講話を行つた。

学力向上推進委員会では、岩国市の児童生徒の課題を分析 し、学力向上に向けての授

業アイデ ィア例国語編を作成 し、岩国市授業スタンダー ドとともに、市内全教員に配付

を行つた。

事業費 平成26年度決算額    3,033    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。
分かる喜びやできる喜びが味わえる授業を展開す るための指導法について、

「岩国市授業スタンダー ド」を作成 し、全教員の授業力の向上に向け学力向上

推進教員 と連携 し、一層の校内研修の活性化を図つた。

また、全教職員が授業研究に取 り組むなど、組織体制の整備を図 つ

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。

児童生徒の学力向上 と教員の授業力向上を図る上で重要な事業であ 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」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。

指導主事の担当校訪問等による授業研究・校内研修をはじめ、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)を作成 したところであるが、市

内への活用をさらに進めなが ら研修主任会や学力向上担当者会議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の機会を活用 し、岩国市授業スタン

ダー ドの徹底を図るとともに、各校の校内研修の充実・強化を進め、授業改善が学校主

体で 日常的に推進するように支援を行 う。

来年度は、小学校の英語へのアプローチを行つていく。
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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、インターネツ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つきを深め、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、より重要となつている。

実績

生徒指導主任会議や補導連絡協議会等、青少年問題に関する会合を年間45回 開催又は

参加 して、学校、家庭、地域、関係機関・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26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。

関係機関 。団体 との連携及び支援体制の確立を図つた結果、岩国市内小中高

児童生徒の補導人数は、平成20年以降は1,000件 前後で推移 している。補導活

動を通 じて 「愛の声かけ運動Jを継続す ることにより、犯罪行為の未然防止に

寄与 している。

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、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

地域や子供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、教職員の各段階に応 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 じ開催 した。市内小中学校49校 の全ての学校か ら、多数の教職員が研修会に出席、

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間を通 じ、授業評価
の実施方法やいか し方を個別指導 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539人 の教職員が参加、専門職 としての知識・技術の向上

に努めた。

事業費 平成26年度決算額    1,263    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。

教職員の要望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

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。

教育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

抱える様々な問題の解決を図るためにも、教職員の資質向上のための専門的な
研修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向上、ベテラン教職員の ICT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、全学校のコミュニティ・スクールヘの移

行を考え、地域の特色をいか した研修を行いたい。
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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 を行つている。

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 目以降は

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5,000部発行 した。
121 出前講座 (イ カルス)については35回 開講 され、689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15回で371人、ボランティア講師の講座は20回

で318人 (う ち、子供対象講座は10回で139人 )。 また、ボランティア講師による

講座の充実のため、104の団体・個人に対 して 3月 に研修会を開催 し、30人が参加

した。

事業費 平成26年度決算額 655 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

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。

出前講座 (イ カルス)については、 リピーターが定着 しているものの、学習

グループの高齢化により、ここ数年は減少傾向にある。 しか し、利用者からの

アンケー トでは講座に満足 している意見も多 く、講座実施の役割は果た してい

る。今後は、新規利用者・団体の拡充をどのようにしてい 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
ニーズのある新たな講座・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、誌面等の構成は市民に定着 してきているものの、内容が単

調になつている。新たな情報の発掘に努め、内容を精査するなど、効果的に活

用できるような工夫が必要である。

今後の

方向性

長寿高齢化、定年退職後のライフスタイルの変化に伴い、特に高齢者の間で学ぶこと
への意欲が高まっている。個々の人が必要 とす る学習情報を提供 し、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、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、周知・ PRを行つていきたい。
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施策名 豊かな心を育む生涯学習の推進

事業名

(担当課 )

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①
121 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。

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」については、 7月
・ 10月 に7,600吉Ь、 12月 ・ 3月 に7,500吉Б、計 8万 200吉卜、年 4回発行 した。

小学校就学前の保護者を対象 とした 「子育て学習会」は市内33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。

(2)

事業費 平成26年度決算額 1,228 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年度から新たに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 した。市内全15中 学校において536人 (児童 。生徒を含めて3,142

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

性が高まつている。

効率性

2 事業
“
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おり、常に新 しい視野で親子に必要な情報
を発信できるよう努めている。

今後の

方向性

全ての保護者が安心して家庭教育を行えるよう「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
の連携を図っていく。
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施策名 文化財の保護保存 と活用の推進

事業名

(担当課 )

かけがえのない文化遺産の次世代への継承 (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養成 に対す る様 々な支援 に取 り組

竜コ砕。

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 。イ呆存

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、106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つ

た。
また、 「岩国民俗芸能まつ り」を玖珂こどもの館で開催 し、約700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26年度決算額    1,173    千円

点検

評価

総合評組

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。

子供を対象 としたシロヘ ビの 2事業は、双方 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 り、手応えが感 じられる。
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 らの来場者があ

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つているか。

文化財の保護、継承、普及啓発等は、毅育委員会が行 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」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。

「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

国白蛇イ呆存会 と協働 して実施 し、市の事業費負担は軽減 されてお り、配分は適

切 と思われ る。
また、 「岩国民俗芸能まつ り」に関 しても、非常に厳 しい予算で賄つてお

り、削減等は難 しいと思われる。

今後の

方向性

文化財保護・保存 と活用は今後 ともあ要であ りこ号|き 続き行いたいと考えている。

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 (文化財保護課)

目的

岩国徴古館、岩国学校教育資料館、歴史民俗資料館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、常設展のみでは再度の来館 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

岩国徴古館では、平成26年 に 7回 の企画展を開催 し、 2万 5,000人余 りの来館者が

あつた (前年 2万6,000人 )。

来館者数では、前年度より若干減少 しているが、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等に努め、来館者か ら好評を得ている。

事業費 平成26年度決算額 693 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。

企画展 と併せたギャラジー 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つているか。

郷土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

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

較 しても予算が少なく、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①
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施策名 子供の読書活動の推進

事業 ¬々

(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

環境を整備する。

現状

(1) 関係各課 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J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 ンクスタ~卜 事業は、年間25回 、1,070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、 「わらべ

うたであそば」を4回実施 した。
② 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」

や人形濠1公演等を開催 した。
① 平成26年 4月 に「岩国市子どもの読書活動推進計画策定委員会」を設置 し、平成

27年 3月 に「岩国市子どもの読書活動推進計画 (第二次)Jを策定した。
平成26年 9月 に「子どもの読書活動推進事業パネル展」を市役所 (展示ホール)

と中央図書館で開催 した。

事業費 平成26年度決算額 1,925 千 円

点検

評価

総合評価

A

項 目 点数 評価の祝点 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
必

効性
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。

ブッスクスター 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

してお り、効率′陛は高いと考える。

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。

(劾  「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。

(31 関係機関 。関係団体・ボランティアとよリー層連携・協働 し、図書館の活性化に

取 り組む。
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施策妬 インターネ ッ トによるサー ビスの推進

事業名

(担彗課)

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)中 央図書館に利用者用インターネ ッ ト端末を 2台設置 し、情報提供を行つてい

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)利用者用インターネ ッ ト端末 2台 は、 日々、利用 されている状況である。

(2)図 書館ホームページヘのアクセス件数は287万4,910件、インターネ ッ ト経由の予

約件数は 8万 2,253件で、共に前年度 より伸びている。

事業費 平成26年度決算額 5,346 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。

館内における電子情報の提供が可能になつた。
図書館ホームページヘのアクセスが増え、予約促進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つているか。

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

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。

インターネットによる図書館サービスの強化は、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。
今後、図書館ホームページの内容の充実を図ることで、効率性をより高める

ことができると考える。

A

今後の
方向性

(1) ホームページの内容充実を図 り、インターネ ッ トによる資料検索や予約の利用促

進につなげる。
全館に利用者用インターネ ッ ト端末を設置する。
新システムの導入について検討する。

(2)

(3)
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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

横ばいで推移 している。

実績

平成26年度は、創造の部163点、自然の部329点の出展があ り、創造の部54点 、 自然の

部102点 が入賞 となつた。 9月 28日 か ら10月 5日 まで展覧会を開催 し、期間中の来場者
は370人であうた。入賞作品の うち、創造の部 5点、自然の部18点を県の展覧会へ出品
した。

事業費 平成26年度決算額 170 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

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23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、創作のきっかけ作 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。

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力日や作品の内容
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 。中高生ポランティアを中心 としたスタッフで 「青少年のための科学の祭典」を
8月 3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 2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13ブース、岩国会場20ブースの出展で開催 し、由宇会場650人、岩国会場869

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26年度決算額 851 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。

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。

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
性共に高いイベン 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 り祭典 (出展)方式を採 る。来場者へ楽 しさを提供 し

啓発に努める中で、新 しく参加 した先生には理科実験や工作の楽 しみ方を体験
し、知見を広げていただくことで、科学教育の リーダー育成 もできる効率性の

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運営 している。広 く科学教育に携わっ

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。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 )

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。その中核が、公民館が共催 して定期的な利用の許可をし、 自主的に学習活

動を行つているグループ (共催 クラブ)であるが、指導者を含め構成員の高齢化や個人

の学習意識の変化等により減少傾向が表れ始めている。

実績

平成26年度に市内各公民館で活動を行つた共催 クラブは、平成25年度 と比較 して22団

体減少 し、構成員は537人減少 した。公民館の取組 としては、共催 クラブに対 して、定

期的な場所の確保、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つ

た。

事業費 平成26年度決算額 329 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

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。

実績からクラブ数、構成人数 とも減少傾向と判断されるが、団体数減による

人数減であって、活動中のグループ構成人数は増加 しているものが多い。既存
のグループに初心者が参加 しやすいよう今後も積極的に広報を行 う。また、新

規クラブの参入についても、参入基準について今後再検討 していく。

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。

公民館を利用す る一定の基準に達 した団体を公民館が支援することは、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。

市の広報の活用、クラブ員の手作 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。

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学習 と活動の場であ り、地域づ

くりの主体を形成する学びの拠点である。共催 クラブは、公民館 を単なる貸館 としての

み利用するのではなく、公民館の役割 を支える団体 となるよう育成 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、本年 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 26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 目を改訂前の教育基本計画の施策概要の中から選定 し、平成 26年度に取 り組んだ主

要な事業の点検・評価 を実施いた しました。

教育委員会組織の見直 しにより、平成 26年度から文化 とスポーンの部門が市長部局の所

管 とな りましたので、点検事業の項 目につきま しても、文化 とスポーツの部門に係る項 目

を除外 し、15事業について点検・評価を実施 してお ります。

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 9事業 (60.0パ ーセン ト)、 B評価 4事業

(26.7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 73.3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 となつてお 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 27年 7月 21日

岩国市教育委員会

委員長 西 村 宏

24


