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教育委員会の点検・評価について 

はじめに 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、教育委員会は

毎年、その権限に属する事務の管理・執行状況について点検・評価を行い、その結

果に関する報告書を議会に提出するとともに公表しなければなりません。 

 また、点検・評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図ることになっています。 

 そこで、教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資すると

ともに、住民への説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施し、

報告書にまとめました。 

 

１ 点検・評価取組みの趣旨 

 ⑴ 教育委員会が管理・執行する事業の取組状況について、点検・評価を実施す

ることにより、より効果的・効率的な教育行政の推進を図ります。 

 ⑵ 毎年、点検・評価を実施することで、変化する社会経済情勢への対応が的確

になされ、職員の意識改革の向上を促進します。 

 ⑶ 報告書を議会へ提出し、町民へ公表することにより、町民への説明責任を果

たし、町民との信頼関係を確保します。 

 

２ 点検・評価の対象事業 

  平成２８年度事業を対象とし、大きく次の２区分とします。 

 ⑴ 教育委員が直接に関与している事業あるいは活動している事業を「教育委員

会の活動状況」とします。 

 ⑵ 教育委員会が管理・執行している事務事業及び教育長に委任している事務を

「教育委員会における事務の管理・執行状況」とします。 

   なお、「教育委員会における事務の管理・執行状況」は、平成２８年度の事

務事業を点検・評価したもので、構成は、平成２８年度砥部町一般会計歳入歳

出決算認定において添付している「主要施策の成果説明書」の内容を、「砥部

町総合計画」の基本構想における事務事業評価の施策の体系に分類して表記し

ています。 

 

３ 点検・評価の方法 

 ⑴ 教育委員会による点検・評価 

   対象となる事業の実施状況、成果、課題等をまとめ、自己評価をします。 

 ⑵ 外部による点検・評価 

   「教育委員会における事務の管理・執行状況」について、その客観性を確保

するために、教育に関し学識経験を有する二神和德氏（元愛媛県中予教育事務

所教職員課長）に、基本施策別にご意見をいただきました。 
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４ 教育方針 

 砥部町教育委員会では、砥部町民憲章の精神を基調とした生涯学習の理念に基づ

き、人や文化が明るく伸び伸びと躍動する町、新しい文化の創造と限りない発展に

寄与する町民の育成を目指し、『笑顔であいさつ』を実践スローガンに教育のあら

ゆる分野において、人間力向上の教育を推進します。 

 学校教育では、子どもたち一人一人に「豊かな心」や、「確かな学力」、「健や

かな体」などの『生きる力』を育ませるとともに、家庭・地域と連携し、地域に開

かれた「信頼される学校づくり」を進めます。 

 社会教育では、町民が生涯にわたり自己実現を図ることができるよう、生涯学習

の環境整備を進めるとともに、主体的に選択できる学習の場や発表の場・交流の場

を充実するなど、地域の教育力の一層の向上を図る多様な機会を提供します。 

 

５ 教育目標 

（学校教育） 

 次代を担う子どもたちには、教育基本法の理念に基づき、責任ある社会の一員と

して自立して生きていくための基礎を育てていくことが重要であり、そのためには、

社会全体で教育の向上に取り組み、子どもたちの安全・安心を確保するとともに、

質の高い教育環境を整備することが求められます。 

 特に、変化の激しい今日の社会では、『心豊かでたくましく生き抜く人間』を育

てることが必要です。 

 砥部町では、新しい文化を創造し、限りない発展を図り、たくましく生きるため

に、豊かな心、確かな学力、健やかな体など「生きる力」を育み、「徳・知・体」

の調和のとれた子どもの育成に努めます。 

 また、個性や創造性を尊重した教育を展開しながら、幼児期から「心の教育」を

推進し、正義感や倫理観の確立に努めます。 

 そこで、学校においては、集団生活を通して、豊かな人間性や社会性を培うとと

もに、一人一人を大切にする人間尊重の教育の具現化を図り、『人間性豊かな砥部

の子どもの育成』に努めます。 

 さらに、具体的な『目指す子ども像』を次のように考え、実現に向けた教育を推

進します。 

 

◎ 豊かな心をもち、たくましく生きる子ども 

◎ 基礎・基本を身に付け、個性と創造性を伸ばす子ども 

◎ 自ら学ぶ意欲をもち、社会の変化に主体的に対応できる子ども 

◎ 郷土や我が国の伝統・文化を大切にし、世界に目を向ける子ども 
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（社会教育） 

近年の社会環境は、高度情報化や国際化等により、急激に進展しています。そし

て、人々の価値観は多様化し、生涯学習に対する意欲も高まり、社会教育に求めら

れる役割は、複雑化し多岐に及んでいます。 

 そのため、本町では「町づくりは人づくりから」を基本理念として、町民のニー

ズの把握に努め、町民一人一人が生涯にわたり、生きがいを持って暮らしていける

よう、様々な学習の機会と場の充実を図っているところです。 

 このような中、平成２７年度に「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」が施行されました。この改正に伴い策定された『砥部町教育大

綱』に沿って「心豊かな人づくりのまち」を目指し、町民の皆様とともに生涯学

習・文化・スポーツの振興に次のとおり取り組んでいきます。 

◎ 生涯を通じて、より充実した余暇活動が行えるまちをつくるために、生涯学習

環境を整備します。 

◎ 先人から受け継がれている地域の伝統文化を誇り、次世代へつなぐために、伝

統文化の掘り起こしや、保存継承を積極的に行います。 

◎ 健康で生きがいをもって暮らすために、自主的なスポーツ・レクリエーション

活動を支援します。 

 さらに、この生涯学習が、学ぶ人自身の生きがいとなるだけでなく、すべての町

民が、基本的人権を尊重しながら、家庭や職場、地域において共に学び、協力し合

い、住み続けたい魅力的な町づくりに繋がるよう「社会の変化に対応できる人間性

豊かな町民の育成」に努めます。 
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 教育委員会は、人格が温厚誠実で、学校、生涯学習及び文化等の教育に関し識見

を有するもののうち、町長が町議会の同意を得て任命した教育長及び４人の教育委

員により構成されています。 

 なお、平成 29 年 2 月 17 日からは、「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（平成 27 年 4 月 1 日施行）」に基づき、教育委員長と教育長

を一本化した教育委員会を代表する新たな教育長を任命しています。 

 

 砥部町教育委員会委員(平成 29年 3月 31日現在) 

職 名 氏 名 任 期 

教育長 武智 省三 平成 29年 2月 17日～平成 32年 2月 16日 

教育長職務代理者 森永とめ子 平成 26年 2月 17日～平成 30年 2月 16日 

委 員 美和子 平成 27年 2月 17日～平成 31年 2月 16日 

委 員 影浦 弥生 平成 28年 2月 17日～平成 32年 2月 16日 

委 員 丸本 正和 平成 29年 2月 17日～平成 33年 2月 16日 

 

 

 

 

 

１ 教育委員会会議の運営状況 

 定例会、臨時会など、平成 28年度における主な活動状況は、次のとおりです。 

開催日 審議された議案等 

 4月 25日 ・砥部町社会教育委員兼砥部町公民館運営審議会委員の委嘱について 

・平成 28年度砥部町教育支援委員会委員の委嘱について 

・砥部町スポーツ推進委員の委嘱について 

・新規採用職員インストラクター設置要綱の制定について 

・砥部町立麻生小学校評議員の委嘱について 

・平成 28年度教育費一般会計補正予算について 

・平成 28年度準要保護児童生徒の追加認定について 

 5月 25日 ・平成 28年度砥部町特別支援連携協議会委員の委嘱について 

・平成 28 年度砥部町内小・中学校及び幼稚園評議員の委嘱について（麻生

小学校を除く） 

・平成 28年度砥部町山村留学センター運営協議会委員の委嘱について 

○ 教育委員について 

（１）教育委員会の活動状況について 
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 6月 27日 ・広田地区小学校統合に伴う関連規則の改正について 

・平成 28 年度砥部学校給食センター及び広田学校給食センター運営委員会

委員の委嘱について 

・平成 28年度砥部町学力向上推進委員会委員の委嘱について 

・砥部町就学援助事業実施要綱の一部改正について 

 7月 25日 ・平成 28 年度（平成 27 年度事業）砥部町教育委員会点検評価報告書につ

いて 

・坂村真民記念館運営協議会委員の委嘱について 

・平成 28年度教育費一般会計補正予算について 

・伊予地区教育委員会連絡協議会研修先について 

・各種団体球技大会について 

 8月 29日 ・砥部町特別支援教育就学奨励事業実施要綱の一部改正について 

・砥部町山村留学センター居住費徴収条例の一部改正について 

・平成 28年度準要保護児童生徒の認定について 

・広田地区小学校統合に伴う廃校施設の利用について 

・伊予地区教育委員会連絡協議会研修先及び日程について 

・各種団体球技大会について 

・教育委員会点検評価の外部評価意見について 

 9月 26日 ・平成 29 年度使用学校教育法附則第９条の規定による一般図書の採択につ

いて 

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の公表について 

10月 17日 ・平成 28年度砥部町社会教育指導員の委嘱について 

・全国学力テストについて 

・砥部町総合教育会議の議事について 

11月 21日 ・平成 28年度砥部町教育支援委員会委員変更に伴う委嘱について 

・平成 28年度教育費一般会計補正予算について 

・平成 29年度砥部町教育費一般会計当初予算について 

・平成 28年度準要保護児童生徒の追加認定について 

・平成 29年度行政組織機構の一部見直しについて 

12月 22日 ・砥部町学校給食センター条例の一部改正について 

・教育財産の処分について 

・砥部町社会体育施設条例の一部改正について 

・平成 28年度準要保護児童生徒の追加認定について 

・砥部町柔道教室について 

 1月 25日 ・平成 28年度教育費一般会計補正予算について 

・給食費の徴収金額について 

・平成 28年度準要保護児童生徒の追加認定について 
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・全国体力・運動能力、運動習慣調査結果について 

・平成 29年度広田小学校給食（1学期分）について 

 2月 17日 

（臨時会） 

・砥部町教育委員会教育長職務代理者の指名について 

 

 2月 27日 ・砥部町奨学資金奨学生選考委員会規程の一部改正について 

・平成 29年度砥部町山村留学センター長の委嘱について 

・平成 29年度砥部町スクールソーシャルワーカーの委嘱について 

・平成 29年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

・平成 29年度砥部町外国語指導助手の委嘱について 

・平成 29年度砥部町特別支援教育巡回相談員の委嘱について 

・平成 29年度愛媛県ハートなんでも相談員の委嘱について 

・平成 29年度砥部町スクールガード・リーダーの委嘱について 

・平成 28年度砥部町奨学資金奨学生選考委員会委員の委嘱について 

・平成 29年度砥部町社会教育指導員の委嘱について 

・平成 29年度砥部町青少年補導員の委嘱について 

・平成 29年度坂村真民記念館長の委嘱について 

・平成 29年度砥部町地区公民館長の任命について 

・平成 29年度砥部町広域隣保活動相談員の委嘱について 

・平成 29年度教育方針について 

 3月 7日 

(臨時会) 

・平成 29年度教職員人事異動原案について 

 3月 27日 ・砥部町教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

・砥部町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改

正について 

・砥部町特別支援連携協議会設置要綱の一部改正について 

・砥部町教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

・砥部町教育委員会公印規程の一部改正について 

・砥部町学校事務の共同実施に関する規程の一部改正について 

・砥部町通学バス運行管理規程の一部改正について 

・砥部町大南町民広場及び砥部町ひろた町民グラウンド管理規則の一部改

正について 

・平成 29年度砥部町家庭教育支援事業実施要綱の制定について 

・平成 29年度砥部町放課後子ども教室実施要綱の制定について 

・とべっ子志縁倶楽部規約の制定について 

・砥部町文化財保護審議会委員の委嘱について 

・砥部町家庭教育支援員の委嘱について 

・砥部町放課後子ども教室運営委員会委員の委嘱について 
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・平成 28 年度準要保護児童生徒の追加認定及び平成 29 年度準要保護児童

生徒の認定について 

・平成 28年度砥部町奨学資金奨学生選考委員会委員の委嘱について 

・まつやま圏域図書館の連携に係る協定について 

１．開 催 回 数  14回（定例会 12回、臨時会 2回） 

２．議 案 件 数  議案 66件 

３．教育長報告  12回（233件） 

 

 

２ 学校・保育所・幼稚園訪問 

 ⑴ 学校訪問 

   各学校の教育方針や学校経営の実情をもとに、学校教育推進上の諸問題につ

いて話し合い、これからの学校教育の推進を図るため、学校施設の状況視察及

び全ての教諭の授業を参観しました。 

  〈訪問内容〉 

  ① 教育方針及び学校教育推進に伴う課題・問題（施設の管理・危機管理・服

務など）について、説明を受け協議しました。 

  ② 具体的な教育活動（児童生徒指導の実情と問題点）や特色ある教育活動な

どについて協議しました。 

 

 ⑵ 保育所・幼稚園訪問 

   保育所・幼稚園の運営を協議するため、施設訪問を実施しました。 

 

  〈学校訪問、保育所・幼稚園訪問の状況〉 

訪問日 施設名 

 6月  1日  広田小学校、玉谷小学校 

 6月 21日  高市小学校 

 6月 22日  砥部小学校 

 6月 24日  麻生小学校 

 7月  4日  砥部中学校 

10月 11日  各保育所・各幼稚園 

11月  1日  宮内小学校 
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３ その他の活動状況 

 小・中学校や町関係行事などへ積極的に参加しています。 

 

開催日 行  事  名  等 

4月  5日 新任教職員挨拶会 

4月  7日 山村留学センター入所式 

4月  8日 小学校入学式 

4月  8日 松山南高校砥部分校入学式 

4月 11日 中学校入学式 

4月 12日 幼稚園入園式 

4月 12日 伊予地区校長会 

4月 13日 愛育幼稚園入園式 

4月 30日 高市小学校タイムカプセル開封式 

5月  2日 放課後子ども教室運営委員会 

5月  3日 こどもの日まつり（高市小） 

5月 10日 県人権教育協議会定期総会（松山市） 

5月 10日 県企業連合会定期総会（松山市） 

5月 10日 町人権対策協議会・企業連合会砥部支部合同総会 

5月 10日 松山地区租税教室推進協議会総会 

5月 12日 全国町村教育長会（東京都） 

5月 22日 砥部中学校運動会 

5月 23日 伊予地区教育委員会連絡協議会総会（伊予市） 

5月 25日 町人権教育協議会総会 

5月 26日 町文化協会定期総会 

5月 27日 県市町教育委員会連合会理事会（松山市） 

5月 28日 町ＰＴＡ連絡協議会総会・研修会 

5月 29日 麻生小学校運動会 

5月 31日 県市町教育長会議（松山市） 

6月  2日 伊予地区中学校総合体育大会 

6月 18日 町教友会総会 

7月  5日 町内小学校水泳大会 

7月 14日 社会を明るくする運動「砥部の集い」 

7月 14日 広田地区小学校統合準備委員会（第 4回） 

7月 15日 県市町教育委員会連合会総会（今治市） 

7月 25日 伊予地区小学校水泳大会 

8月  4日 大洗高校マーチングバンド部演奏会 

8月 22日 町いじめ防止子ども会議 
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8月 26日 四国ブロック町村教育長協議会（松山市） 

8月 26日 全国史跡整備市町村協議会愛媛県支部第 21回総会・研修会（砥部町） 

9月 11日 松山南高校砥部分校運動会 

9月 18日 小学校運動会 

9月 24日 各種団体親睦球技大会 

10月  1日 岩手国民体育大会 

10月  1日 保育所運動会 

10月  2日 幼稚園運動会 

10月  4日 町内小学校陸上競技大会 

10月  9日 スポーツまつり inとべ 

10月 19日 愛媛県市町教育委員会教育長会研修会（松前町） 

10月 23日 伊予地区小学校陸上大会 

10月 25日 中予地区人権・同和教育研究協議会（砥部町） 

10月 29日 陶街道文化まつり 芸術文化フェスタ 

10月 30日 ショパンビレッジフェスティバル in砥部町 

11月  1日 指定道徳研究大会（宮内小学校） 

11月  2日 指定森の幼稚園発表会（宮内幼稚園） 

11月  8日 県社会教育研究大会 

11月 10日 県人権・同和教育研究大会（松山市） 

11月 12日 県ＰＴＡ大会（砥部町） 

11月 14日 伊予地区教育委員会連絡協議会研修会（高知県） 

11月 18日 えひめ国体リハーサル大会 

11月 24日 町教育研究大会（砥部小学校） 

11月 26日 全国人権・同和教育研究大会（大阪府） 

11月 28日 広田地区小学校統合準備委員会（第 5回） 

11月 28日 町総合教育会議 

11月 30日 町青少年健全育成集会 

12月 10日 町人権の町づくり集会 

12月 22日 平成 29年度教育費予算の申し出（町長室） 

1月  4日 町年賀交歓会 

1月  8日 町成人式 

1月 11日 伊予地区教育長会（砥部町） 

2月  7日 如月忌・井上正夫会総会 

3月  1日 松山南高校砥部分校卒業式 

3月  3日 町奨学資金奨学生選考委員会 

3月  4日 坂村真民記念館 特別企画展「東日本大震災と坂村真民の詩」開展式 

3月 16日 中学校卒業式 
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3月 17日 愛育幼稚園卒園式 

3月 19日 玉谷小学校閉校記念式典 

3月 22日 幼稚園卒園式 

3月 23日 小学校卒業式（高市小除く） 

3月 24日 山村留学センター退所式 

3月 25日 保育所お別れ会 

3月 26日 高市小学校閉校記念式典 

3月 27日 社会教育委員と教育委員の教育懇談会 

3月 29日 教職員離任式 

 

 

４ 教育委員会会議の公開 

  砥部町教育委員会傍聴人規則の規定に基づき、会議は許可を得て傍聴すること

ができます。 

  傍聴人 なし 

 



上 位 施 策 基 本 施 策 個 別 事 業 施 策 名 担 当 係 等 事業番号 ページ 評 価

教職員研修事業 学校教育係 1 14 2

校長会等の開催 総務係 2 15 1

保健対策事業 学校教育係 3 16 1

ハートなんでも相談事業 学校教育係 4 17 2

スクールカウンセラー活用事業 学校教育係 5 18 2

外国語指導助手配置事業 学校教育係 6 19 1

教育活動支援事業 学校教育係 7 20 1

情報教育推進事業 学校教育係 8 21 2

学力向上支援事業 学校教育係 9 22 2

Q-Uアンケート調査の実施 学校教育係 10 23 2

特色ある道徳教育推進事業 学校教育係 11 24 1

小・中学校教育振興備品購入事
業

学校教育係 12 25 2

小学校水泳・陸上記録会 学校教育係 13 26 1

特別支援教育推進事業 学校教育係 14 27 2

就学援助事業 学校教育係 15 28 2

特別支援教育就学奨励事業 学校教育係 16 29 2

砥部町奨学資金貸与事業 総務係 17 30 2

通学路安全対策事業 総務係 18 31 2

防犯対策事業 総務係 19 32 2

学校遊具等安全対策事業 総務係 20 33 2

教職員宿舎管理事業 総務係 21 34 2

遠距離通学費補助及びスクール
バス運行事業

学校教育係 22 35 2

小中学校施設整備・維持管理業
務

総務係 23 36,37 2

学校開放事業 総務係 24 38 2

校務支援（校務用PC更新） 総務係 25 39 2

広田地区小学校統合 総務係 26 40 1

スクールソーシャルワーカー活用
事業

学校教育係 27 41 2

学校教育の充実

安心して就学でき、安
全に教育を受けること
ができる教育環境が
整っている。

（２）教育委員会における事務の管理・執行状況

目　　　次  （評価欄には、各事業別評価の自己評価を掲載しています。）

学校教育の充実

安心して就学でき、安
全に教育を受けること
ができる教育環境が
整っている。
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上 位 施 策 基 本 施 策 個 別 事 業 施 策 名 担 当 係 等 事業番号 ページ 評 価

目　　　次  （評価欄には、各事業別評価の自己評価を掲載しています。）

茨城県立大洗高等学校マーチン
グバンド部演奏会　【新規事業】

学校教育係 28 42 1

学校防災力強化　【新規事業】 学校教育係 29 43 2

学校防災教育実践モデル地域研
究事業　【新規事業】

学校教育係 30 44 2

山村留学センター運営事業 山村留学センター 31 45 2

砥部町学校給食センター改築事
業

給食センター係 32 46 3

学校給食運営事業
（砥部学校給食センター）

給食センター係 33 47 2

学校給食運営事業
（広田学校給食センター）

給食センター係 34 48 2

地域の特性を生かす推進事業 学校教育係 35 49 2

幼児教育の推進及び施設管理業
務

保育幼稚園係 36 50,51 2

私立幼稚園就園奨励事業 保育幼稚園係 37 52,53 2

社会教育推進事業 社会教育係 38 54 2

砥部町少年少女発明クラブ 社会教育係 39 55 1

キラリと輝るまちづくりアシスト事業 社会教育係 40 56 2

文化会館図書館管理運営 文化スポーツ係 41 57 2

公民館施設管理事業 公民館係 42 58 2

公民館活動事業 公民館係 43 59 2

勤労青少年ホーム事業 公民館係 44 60 2

青少年育成 社会教育係 45 61,62 1

成人式 社会教育係 46 63 2

学校・家庭・地域連携推進事業 社会教育係 47 64 2

人権教育推進事業 社会教育係 48 65 1

人権対策推進事業 社会教育係 49 66 1

人権相談事業 社会教育係 50 67 2

文化財保護事業 文化スポーツ係 51 68 2

埋蔵文化財保護事業 文化スポーツ係 52 69 2

文化行政推進事業 文化スポーツ係 53 70 2

坂村真民記念館運営事業 文化スポーツ係 54 71 3

学校教育の充実

地域で学ぶ生涯
学習環境の整備・
充実

地域や保護者の参画と
協力により、透明な学
校運営と地域の独自性
を活用した教育活動が
行われている。

住民が本町の歴史・文
化に関する知識、情報
を求めに応じて得ること
ができる環境が整備さ
れている。

地域と織りなす文
化の振興

保護者が安心して子ど
もをあずけることができ
る幼児教育環境が整っ
ている。

子どもたちが確かな学
力を身につけ、豊かな
心と健やかな体を育み
生きる力を備えている。

住民一人ひとりが求め
に応じた手段で学びを
享受するとともに、学び
を通じて得た知識・技
能を地域に還元してい
る。
※「読書活動などを通
じて住民の様々な知的
欲求を満たし、地域の
情報拠点としての暮ら
しを豊かにしている。」
を含む。

住民一人ひとりが、基
本的人権を尊重するこ
との重要性を正しく認
識し人権を尊重する態
度や行動が日常生活
に根づいている。

本町固有の文化財、文
化遺産が活かされるとと
もに、住民の文化意識
が高揚している。

児童、生徒及び青少年
が地域の中で健全に
育っている。
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上 位 施 策 基 本 施 策 個 別 事 業 施 策 名 担 当 係 等 事業番号 ページ 評 価

目　　　次  （評価欄には、各事業別評価の自己評価を掲載しています。）
住民が本町の歴史・文
化に関する知識、情報
を求めに応じて得ること
ができる環境が整備さ
れている。

地域と織りなす文
化の振興
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上 位 施 策 基 本 施 策 個 別 事 業 施 策 名 担 当 係 等 事業番号 ページ 評 価

目　　　次  （評価欄には、各事業別評価の自己評価を掲載しています。）

社会体育推進事業 文化スポーツ係 55 72 2

社会体育施設管理 文化スポーツ係 56 73 2

町主催スポーツ・レクリエーション
事業

文化スポーツ係 57 74 2

女性団体育成 社会教育係 58 75 2

76

スポーツ・レクリ
エーションの振興

学識経験者意見

住民の生涯スポーツへ
の意識が高揚し、ス
ポーツ活動が定着して
いる。

住民が施設等を活用し
ながら安心、安全にス
ポーツ・レクリエーション
活動を行っている。

住民一人ひとりが自分
に合ったスポーツ・レク
リエーション活動に参
加し、住民同士の交流
を深めながら健康的に
暮らしている。

住民自らがまちづ
くりへと参画できる
仕組みづくり

男女共同参画が実現
し、社会のあらゆる分野
に共に参画している。
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学校教育係 ＮＯ．１

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

―
 14 ―

学校教育の充実

担当係等　：

　砥部町教育研究大会（公開授業、講演）を開催し、教職員の指導力向上及び指導体制の確立を図りました。
　　○日　時　　11月24日　13時45分～
　　○会　場　　砥部小学校
　　○研究主題　「人間性豊かな砥部の子どもの育成」
  　○参加者　　町内小中学校、幼稚園教職員、教育委員会職員

　教職員の資質向上を図る。

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

教職員研修事業

12,550円

教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

事業の実施状況

町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他

事務局費

　 国及び愛媛県が実施する各種研修事業のほか、本町独自において教育研究大会を開催し、学校間の連携強化を図るととも
に、それぞれの課題・問題点などを共有することで、教育指導者としての能力向上を図りました。

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事業の成果

個別事業施策名

事業区分

【課題・問題点】
　教員については、県による各種研修も受けており、過度な負担とならない範囲で、町による研修を引き続き実施
していく必要があります。



総務係 ＮＯ．２

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　小中学校の現状について、情報共有、問題等の共通理解を図り、よりよい学校経営を目指すため、適宜校長会を開催しまし
た。
　また、各学校施設間の行事など、教頭による打合せ会を毎月実施しました。

事業の成果

　健全な学校経営を図るため、学校間で問題点等を共有し、問題行動等の事前防止及びその解決を図る。

　学校ごとに問題事項等は異なりますが、問題行動などの解決事例や防止策について情報交換をすることで、児童生徒の適切
な指導に結びつきました。

【課題・問題点】
　教育に関する意思統一や、情報交換、問題解決のため今後も継続し、適宜開催します。

―
 15 ―

教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 校長会等の開催

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

―

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 ―

事業の実施状況



学校教育係 ＮＯ．３

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1

―
 16 ―

教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 保健対策事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事務局費・学校管理費
教育振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 8,642,748円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　学校保健安全法に基づき、定期健康診断、学校医による検診(内科・歯科・眼科・耳鼻咽喉科)を実施しました。また、学校保健委員会を
組織し、児童・生徒の健康の保持、増進を図りました。教職員についても胃検診などの健康診断を実施しました。
　伊予地区（伊予市・松前町・砥部町）で設置した伊予地区結核対策委員会において、各学校で実施する結核検診の内容を審査し、結核
予防を図りました。
  心身ともに健康で安全な生活態度や生活習慣の形成・確立を目指して、薬物乱用防止教室、思春期教室を開催しました。
　■費　　　用　○学校医・学校薬剤師報酬　780,000円    ○出向料、技術料　2,640,600円　　○健康手帳印刷　269,989円
　　　　　　　　　 ○児童生徒検診委託料等　2,686,935円（内バス委託）20,736円　　○教職員検診委託料　2,133,624円
　　　　　　　　　 ○伊予地区結核対策委員会　30,600円　○思春期教室　80,000円
　　　　　　　　　 ○薬物乱用防止教室　21,000円
　■検査項目　○児童生徒　　尿、心電図、小児成人病予防検査、結核検査、脊柱側わん症検査
　　　　　　　　　 ○教職員　　　健康診断、胃検診、尿、結核検診

事業の成果

　児童生徒及び教職員が健康で健やかに学校生活を送ることができるよう、健康診断により病気等の早期発見・予防につなげ
る。

  健康診断や検診の実施により病気等の早期発見を図るとともに、児童生徒に対し継続的な健康指導が図られました。
　また、伊予地区結核対策委員会は、専門医による審査があり、高度な判断が可能で結核予防を十分に図ることができました。

【課題・問題点】
　児童・生徒、教職員の健康診断等については、現状どおり引き続き実施します。



ＮＯ．４

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

―
 17 ―

教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 ハートなんでも相談事業 事務局費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 560,000円

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

 　児童、保護者、教員等に対して相談活動を行うハートなんでも相談員を小学校に派遣し、問題行動、不登校等の未然防止と
早期発見及び解決を目的に相談事業を実施しました。
　○　相談員2人配置、年間勤務日数141日、勤務時間560時間
　○　年間相談件数　381件（友人関係、生活・性格問題等）
　○　延べ来談者数　451人
　○　指導謝金　560,000円
 
 ※　ハートなんでも相談員設置事業費補助金（県補助）186,000円を充当しています。

事業の成果

　児童の健全育成に努める。

　児童及び保護者などへの相談事業の実施により、ストレスや不安を軽減させるとともに、教職員等への指導・助言を行うことに
よって、暴力行為、いじめ、不登校等の早期発見や未然防止に成果を上げました。

【課題・問題点】
　派遣日数、時間数が限られているため、相談件数の増加状況によっては、学校ごとの配置日数の見直しや中学校配
置のスクールカウンセラーの活用を含め、相談件数に応じた日数の確保等を検討する必要があります。相談内容の多
様化により、関係者との事前の情報交換や、専門機関との連携を推進します。



ＮＯ．５

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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学校教育の充実

スクールカウンセラー活用事業

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

全額県費

　生徒の健全育成を図る。

　生徒及び保護者などへの相談事業の実施により、ストレスや不安を軽減させるとともに、教職員等への指導・助言を行うことに
よって、暴力行為、いじめ、不登校等の早期発見や未然防止に成果を上げました。

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事業の成果

個別事業施策名

教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

事業の実施状況

学校教育係担当係等　：

【課題・問題点】
　派遣日数、時間数が限られており、相談件数等の増加について対応していく必要があります。相談事業を円滑に実
施するため、関係機関との情報交換など連携を一層推進していく必要もあります。また、相談内容が多様化していること
から、福祉的な視点で支援を実施する「スクールソーシャルワーカー」を配置しています。

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他

―

　臨床心理に関して高度で専門的な知識及び経験を有する者を中学校にスクールカウンセラーとして県より派遣を受け、いじめ
問題、家庭問題及びその他学校生活における諸問題について相談体制を整備しています。　（※ 1日当たり４時間勤務）

事業区分

平成２５年度 平成２６年度

３０日 ３９日

１３８人 １５０人

勤務日数

相談人数

平成２４年度

２７日

１４１人

平成２７年度

３９日

１４７人

平成２８年度

３９日

１７２人



学校教育係 ＮＯ．６

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1

―
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 事務局費

事業区分

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事業の実施状況

　児童・生徒が外国語に対する興味・関心を持ち、国際理解を深めるとともに、生きた英語に接する機会を充実するため、外国
語指導助手2人を配置しています。
　また、公民館活動の英会話教室への協力も行いました。

　小学校　週3日　9:00～16:00
　中学校　週2日　9:00～16:00
　幼稚園　月3日　8:30～14:00
　保育所　年1回　9:00～13:00

事業の成果

　外国語教育の充実及びコミュニケーション能力の育成に努める。

　小・中学校での授業や英語活動の指導補助を中心に英語教育、国際理解教育の充実に寄与しました。
　また、幼・小・中の連携が図られ、英語を身近に感じるとともに、国際感覚を身につける素地の育成につながりました。

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

【課題・問題点】
　 外国語指導助手の人選については、町の直接雇用としているため、日本語が堪能で有能な外国人を迎え、学
校等とのコミニュケーションが十分図れています。今後も継続して実施します。

町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 7,920,000円

外国語指導助手配置事業



学校教育係 ＮＯ．７

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 小・中学校教育振興費

事業区分

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事業の実施状況

　本町の教育を振興し、心豊かで潤いのある充実した生活の創造を図るため、小・中学校が実施する各種教育活動に要する経
費に対して交付金を交付しました。
　
　○小学校　少年自然の家活動費補助金787,821円（交通費の1/2の額、施設利用料の全額）
　

　○中学校　青少年交流の家活動費補助金401,104円（交通費の1/2の額、施設利用料の全額）
               　 選手派遣費補助金1,892,961円（予算の範囲内で対象となる経費の全額）
　
  

事業の成果

　各種の体験活動により、児童生徒の豊かな人間性を育成する。

　児童生徒の豊かな人間性の育成に寄与するとともに、砥部町教育活動補助金交付要綱に基づき、活動費や派遣費の一部を
助成することにより、保護者の負担軽減が図れました。

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

【課題・問題点】
　保護者については経済的負担が軽減され、児童・生徒については集団宿泊体験、部活動における各種大会への参
加を通じ、他者との交流による人間関係の醸成、よりよい教育効果を得ることができるため、今後も継続します。

町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 3,081,886円

教育活動支援事業



ＮＯ．８

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事業の実施状況

　小・中学校のコンピュータ教室に設置した教育用パソコンを活用し、情報機器に対する興味、関心を養成するとともに、機器
に対する知識及び技能の向上を図り、日々進化する情報化社会に対応できる教育を推進しました。
　○コンピュータ1台当たりの児童生徒数（H28.3月現在文部科学省調べ)
　　　　　　　　　全国平均        小学校7.0人/台　中学校6.2人/台
　　　　　　　 　 愛媛県平均     小学校6.0人/台　中学校5.6人/台
                    砥部町           小学校5.3人/台　中学校9.0人/台
　○砥部町立小学校の状況　　　コンピュータ教室14７台、特別教室等26台、普通教室51台【計22４台整備】
　　　　　　　　 中学校の状況　　　コンピュータ教室41台 、普通教室等用23台【計64台整備】
　○機器等借上費用(H26.8～H31.7)　5年総額　　109,836,000円(小学校　89,650,800円　/　中学校　20,185,200円)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28年度分　　21,967,200円(小学校　17,930,160円　/　中学校　  4,037,040円)

事業の成果

　コンピュータに慣れ親しみ、児童生徒の確かな学力の定着向上を図る。

　小・中学校のコンピュータ教室、普通教室等に設置した教育用パソコンを活用することにより、情報機器に対する興味、関心
を養成するとともに機器に対する知識、技能の向上を図ることができました。

【課題・問題点】
　情報機器に対する知識、技能の向上と併せ、情報モラルに関する教育の必要性が高まっており、児童生徒のほか、
保護者も含めた情報モラル教育の推進が求められています。

―
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 情報教育推進事業 小・中学校教育振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 21,967,200円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない



ＮＯ．９

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 学力向上支援事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事務局費
小・中学校教育振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 1,802,900円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　児童・生徒の学力向上を推進するため、砥部町学力向上推進委員会を設置し、全国学力・学習状況調査等の学力調査及び
各校が実施する学校評価の分析等を行い、具体的な施策及び取組の立案を行いました。
　各小学校で小学2年生（2年生の3学期から3年生まで）を対象に、算数科の補充学習「放課後わくわくクラブ」を開始し、学力
の基礎・基本の定着に努めました。
　・学力向上推進消耗品（問題用紙等）　73,952円

　町内、児童生徒の教育内容及び学力の向上を目指し、砥部町単独で学力診断テストを、小学校は平成２３年度から中学校は
平成２４年度から実施しています。
　小学校　572,398円　　 対象：３～４学年　（４教科：国語、算数、社会、理科）
　中学校　1,156,550円　   対象： １～３学年　（５教科：国語、数学、社会、理科、英語）

事業の成果

　教育・学習指導の課題を明らかにし、今後の教育内容及び学力の向上に資する。

　学力診断テストを実施することにより、客観的に個々の学習到達度を測ることができ、学習指導方法の確立に資することがで
きました。

【課題・問題点】
　今後も教育・学習指導の課題を明らかにし、教育内容及び学力の向上に資するため、学力診断テストを継続して
いく必要があります。



ＮＯ．１０

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 Q-Uアンケート調査の実施

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

中学校教育振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 413,523円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　いじめ、不登校及び学級崩壊の予防に活用し、生徒への理解を深めるため、標準化された心理検査である「Q-U（楽しい学
校生活を送るためのアンケート・よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート）」を実施しました。
 
　中学校　413,523円
　　　対象：１～３学年
　　　実施回数：2回（6月、11月）

事業の成果

　いじめ、不登校及び学級崩壊の未然防止に努める。

　調査結果について、学年又は学校全体で検討することにより、いじめの未然防止につながる集団づくりや授業改善に取り組
むことができました。

【課題・問題点】
　今後も、いじめ、不登校及び学級崩壊の予防に活用し、生徒への理解を深めるため、アンケート調査を継続して
いく必要があります。



ＮＯ．１１

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　道徳教育において学校が当面する課題を解決し、創意工夫を生かした道徳教育を推進するため、宮内小学校において特色
ある道徳教育推進事業を実施しました。
　
　○研究主題　　自己を見つめ、よりよく生きようとする児童の育成～考えを深める道徳の時間を要として～
　○平成28年11月1日(火）　　研究発表会

　※特色ある道徳教育推進事業委託金（県委託）600,000円を充当しています。
　※平成27年度・28年度継続事業

事業の成果

　自己の生き方に迫る道徳の授業の指導過程や指導方法を工夫するとともに、児童の心に響く地域との連携を図った体験活
動を充実させることにより、よりよく生きようとする道徳的実践力のある児童を育成する。

　道徳教育全体計画等の見直しや、考えを深める道徳の時間の授業改善、さらに体験活動の充実と家庭・地域の連携につい
て研究を進めました。　その結果、諸計画に従い、ねらいを明確化した各指導過程において工夫をした授業実践ができ、家庭・
地域との連携が進んできました。

【課題・問題点】
　授業改善に努めるとともに、言語活動の充実や家庭･地域との連携を図っていきます。

―
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 特色ある道徳教育推進事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

【新規事業】 小学校教育振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 600,000円



ＮＯ．１２

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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学校教育の充実

小・中学校教育振興備品購入事業

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

8,209,375円

  学校における教育活動の円滑な推進に努める。

  学校からの要望に基づき、授業等で必要な備品を購入、活用することで、授業の質の向上及び指導方法改善の一助となって
います。

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事業の成果

個別事業施策名

教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

事業の実施状況

学校教育係担当係等　：

【課題・問題点】
　教育振興備品について、これまでの配備状況を踏まえ、新たに必要となるもの、老朽化による更新等について審
査し、優先順位の設定により、真に必要なものから整備、更新していきます。

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他

小・中学校教育振興費

　学校より要望のあった教材備品を審査のうえ整備し、授業の効率化を図りました。

　○小学校（６校）
　　　教材備品　2,005,368円　　図書備品　2,862,856円　　計　4,868,224円
　○中学校 （１校）
　　　教材備品　1,535,760円　　図書備品　1,805,391円　　計　3,341,151円

　※理科教育設備費補助金（国補助）561,000円を充当しています。

事業区分



ＮＯ．１３

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 小学校水泳・陸上記録会 事務局費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 322,254円

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　 一人ひとりの児童が、日頃の練習の成果の発表の場として、自己記録更新の目標をもって、体力の向上に取り組みました。ま
た、各学校の親睦を深めました。
　 ○ 水泳大会(6年生)
 　○ 陸上競技大会(5・6年生)

　　　費用　○バス等借上げ料(伊予地区大会含む。)199,290円　○会場使用料27,530円　○需用費(賞状用紙など)38,541円
　　　　　　　○記念品　8,468円　○運転謝礼、運転委託48,425円

事業の成果

　全小学校の児童（5・6年生）が自己の記録向上を目指し、努力することにより心身の鍛練を図る。

　町内の記録会での自己記録更新を目指し、また、伊予地区大会への出場を目指し、各小学校児童が一致団結して取り組む
ことができました。また、本大会に向けて日々練習に取り組むことにより、体力向上と精神力の育成につながりました。

【課題・問題点】
　記録会への参加を通して体力向上や精神力の育成、学校間交流の促進が図られているため、今後も継続して
開催します。



学校教育係 ＮＯ．１４

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 特別支援教育推進事業

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事業の実施状況

　特別支援連携協議会で関係機関相互の情報交換を行うことにより、町立幼稚園、小・中学校における支援を要する子どもたち一人一人
の教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進しました。
①　教育相談事業　県総合教育センターや特別支援学校の協力により、延べ41人の相談希望者に、学習面・生活面、就学、言葉の発達
　　　　　　　　　　　　などについて教育相談を実施しました。
②　巡回相談事業　特別支援教育士等が、学校等において日常の授業等を観察し、発達の遅れや、その心配のある対象者延べ102人へ
　　　　　　　　　　　　の効果的な支援及び指導のあり方について、教員や保護者に対し、助言等を行いました。
③　就学指導事業　延べ76人の幼児・児童・生徒を対象に、特別支援学級への入級、特別支援学校への入学、通級指導の要否など就学
　　　　　　　　　　　　に必要な事項を検討しました。

　　　○講師謝礼・費用弁償・消耗品費等　463,482円
　　　○学校生活支援員賃金等　29,034,201円（28人）

事業の成果

　支援を要する全ての幼児及び児童生徒が豊かに学校生活を送る。

　学校生活支援員の配置により、支援を要する児童等のサポートが可能となり、児童(園児)が安全かつ安心して学校生活を送ることができるとともに教職員の負
担軽減につながっています。また、今年度も引き続き通常学級への支援員配置について、学校・保護者に配慮し、柔軟な対応を行いました。
　全ての幼稚園、小・中学校において校内体制が整備され、必要に応じて愛媛県や町の巡回相談を利用し、個々のニーズに応じた指導・支援が進んでいま
す。砥部町特別支援連携協議会の設置により、関係機関の連携促進、研修会等の実施による教職員の資質向上、保護者の理解促進を図ることができました。

【課題・問題点】
　支援を要する児童生徒のニーズの多様化により生活支援員の人材確保が困難な状況になりつつあります。通常学級への
支援員配置については、児童生徒の発達状況に十分留意し、通常学級在籍により、効果的な指導が見込まれることを前提
に判断する必要があり、これまで以上に、保護者の理解が重要となってきます。

事務局費
小・中学校教育振興費
幼稚園費・保育所費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 29,497,683円



ＮＯ．１５

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名  就学援助事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

小・中学校教育振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 12,650,474円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、負担を軽減するため就学に必要な経費(給食費、学用品費、修
学旅行費、医療費等)の助成をしました。
　
　
　 【対象者数等】　小学校87人、5,607,335円・中学校62人、7,043,139円

　※要保護児童生徒援助費補助金（国補助）17,000円を充当しています。
　
  

事業の成果

　
　経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、負担を軽減するため就学に必要な経費を支援する。
　

　砥部町就学援助事業実施要綱により適切に対応しており、保護者の経済的負担軽減を図ることができました。

【課題・問題点】
　援助を行うことは、教育の機会均等、義務教育の円滑な実施を図るために必要不可欠であり、国の法律などに準
じて実施していく必要があります。



学校教育係 ＮＯ．１６

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　特別支援学級在籍児童生徒の保護者に対し、経済的負担を軽減するため就学に必要な経費　(給食費、学用品費、修学旅
行費等)　の助成をしました。
　
　対象者数等　　小学校10人、285,405円・中学校5人、266,315円
　
　※特別支援教育就学奨励費補助金（国補助）267,000円を充当しています。

事業の成果

  障害のある児童生徒の就学を支援する。

　砥部町特別支援教育就学奨励事業実施要綱により適切に対応しており、保護者の経済的負担を軽減し特別支援教育の振
興を図ることができました。

【課題・問題点】
　引き続き、国の補助を受けながら、特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減する必要
があります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 特別支援教育就学奨励事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

小・中学校教育振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 551,720円

事業の実施状況



ＮＯ．１７

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

　経済的な理由を有する学生・生徒の適切な就学を支援する。

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 1,822円

  　優秀な学生又は生徒であって、経済的理由により就学困難な者に対し、有用な人材育成を目的に、奨学金の貸与を行うとともに、償還
金徴収事務を行いました。
  この事業は、基金運用で従来どおり貸付及び償還事務を行っています。
　・公立高校生への貸与金(月20,000円)                                            ・期首　30,811,217円（平成27年度末）
　　１年生　1人　2年生　4人　3年生　1人　　　　1,440,000円                ・期末　30,813,039円（平成28年度末）
　・私立高校生への貸与金(月25,000円)                                           　 (基金運用実績)
　　1年生　2人　2年生　1人　3年生　2人　　　　1,500,000円                 　　内訳　  期首未償還額　　  　 　10,381,000円
　    　　　　                                        合計   2,940,000円                                期末未償還額　　   　　11,527,000円
　・償還金返還　17人　　　　　　　　　　　　　　　  1,794,000円                                期首基金通帳残高      20,430,217円
　・利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,822円                                期末基金通帳残高      19,286,039円
                                                                                                                  　 うち、定期預金　　　    6,763,325円

　無利息の奨学金貸与により、教育機会均等の実現と有用な人材育成につながるとともに、償還時の負担軽減が図られていま
す。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 総務係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 砥部町奨学資金貸与事業

事業の実施状況

事業の成果

事務局費

【課題・問題点】
　平成24年度より対象地域を広田地域から町内全域に拡大し、対象者は高校生としています。授業料の無償化が実施
される中、町独自で行う奨学金制度のあり方について、近隣市町の実施状況を踏まえ、検討していく必要があります。

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。



ＮＯ．１８

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

　児童の登下校時の安全を確保する。

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　平成26年度に策定した「砥部町通学路安全対策プログラム」に基づき、隔年で実施する道路管理者、警察との『通学路合同
点検』を実施しました。各校が新たに抽出した危険箇所について、安全対策を実施しています。

　危険箇所：21箇所について、道路管理者、警察、学校等による33の安全対策を計画
　　うち28年度実施　　　　12箇所(14対策)　　止まれマーク設置、通用門の設置、バス停看板移動　他　　　対策実施率42％
　　　　 翌年度以降実施　14箇所(19対策)　　ガードパイプの設置、外側線引き直し、横断歩道引き直し

　教育委員会が実施した対策：（麻生小学校）防犯灯新設、通用門設置

事業の成果

　年度内の対策実施率は42％にとどまりましたが、通学路安全推進会議の開催により、危険箇所の認識を共有し、早期の対策
実施について関係機関の連携が図られました。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 総務係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 通学路安全対策事業 学校管理費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 388,400円

【課題・問題点】
　翌年度以降に見送った箇所について、関係機関に速やかな対策実施を働きかけます。
　また、前回抽出した26箇所の危険箇所については、概ね効果が現れていますが、2箇所については、今回調査でも追加対
策が望まれました。引き続き、プログラムに基づいた「計画」「実行」「確認」「改善」により安全性の向上を図ります。



ＮＯ．１９

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

  子どもを狙う凶悪犯罪が頻発しており、子どもの安全確保を図るため、各校区内において子どもたちの見守り活動を中心とし
た巡回パトロール等を実施することにより、児童の登下校時の安全確保を図りました。
　○　青色防犯パトロール　54,000円
　○　防犯ブザー配布　141,312円
　○　スクールガード養成講習会(40人)
　○　スクールガード・リーダー委嘱(2人)　168,000円
　　　　※地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金（県補助）112,000円を充当しています。
　○　不審者情報配信事業（44件配信)

事業の成果

　子どもが安心して、学校生活等を営む環境を確保するとともに、地域住民に対して防犯意識を啓発する。

　地域住民及びスクールガード・リーダーなどの協力を得て、見守り活動を実施しており、地域においても年々防犯意識が高
まっています。

【課題・問題点】
　活動の成果もあり、町内で大きな事件、事故等は起こっていませんが、全国各地での重大事件事案を受け、今後も地
域や関係機関との連携を強化し、継続的な防犯対策を行っていく必要があります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 総務係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 防犯対策事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事務局費
小・中学校管理費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 363,312円



ＮＯ．２０

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　児童生徒が安心して学校遊具、体育備品等を利用できるよう、専門業者による安全点検を行い、不良箇所の改修を実施しま
した。
　
　費用　　○点検委託料　  205,200円
　　　　　　○遊具改修費　　 21,600円（宮内小学校）

事業の成果

　学校設備の安全を確保する。

  定期的(毎年)に点検し、結果をもとに、不良箇所を修繕することにより遊具等の安全性を確保できました。

【課題・問題点】
　子どもたちが安心して学校遊具等を利用できるよう、今後も専門業者による安全点検を継続していく必要がありま
す。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 総務係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 学校遊具等安全対策事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

小･中学校管理費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 226,800円



ＮＯ．２1

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　教職員に対し安全で地域に根ざした生活を送ってもらうため、広田地域において教職員住宅を提供しました。また、家賃収入
を利用し、宿舎を補修するなど環境改善に努めました。
　
教職員住宅入居状況（入居室数/利用可能室数)
　　広田小学校　　　　1室 / 11室
　　玉谷小学校　　　　2室 /   4室　※別途1室を児童ｸﾗﾌﾞとして活用
　　高市小学校　　　　5室 /　 8室
 
　※教職員宿舎使用料等710,825円（うち421,367円）を充当しています。

事業の成果

　適切な施設の維持管理に努める。

　教職員宿舎に入居することで、日常生活においても、児童に目が届きやすく、また地域一体となった活動も可能であり、教育
環境の充実が図られています。

【課題・問題点】
  各校区に教職員が居住し、児童の見守り、地域との関係構築に努めましたが、小学校統合により平成29年4月以降は
利用者が減少、若しくはいなくなる可能性があります。玉谷及び高市教職員住宅の有効利用、老朽化の著しい建物の
取り壊し等について、全庁的に検討する必要があります。

―
 34 ―

教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 総務係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 教職員宿舎管理事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

教職員宿舎管理費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 421,367円



ＮＯ．２２

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事業の実施状況

　遠距離から幼稚園及び小・中学校へ通学する園児、児童生徒の負担軽減を図るため、スクールバス及びタクシーを運行しま
した。
　○　川上・万年区小学校児童通学タクシー運行費（対象者3人）　　  466,070円（運行回数　384回）
　○　広田地域中学校生徒通学バス運行費（対象者16人）　　　　　　5,352,370円（運行日数　333日）
　※仙波地区児童のタクシー運行は、対象者がいなかったため実施していません。
 
　○　麻生幼稚園通園バス運行費（対象者最多20人）　　　　　　　　725,815円
　　　　※　通園バス利用収入155,000円を充当しています。

　■　中学校スクールバス住民利用（砥部行き、延べ296人、広田行き、延べ98人）

事業の成果

　園児・児童生徒の通学安全及び保護者の負担軽減を図る。

　遠距離から通学（園）する園児、児童生徒を安全に送迎することで、子どもたちや保護者の負担軽減を図っています。
　また、スクールバスを規定の範囲内で有効活用し、学校行事の円滑な実施につなげるとともに、中学校のスクールバスにおい
ては、利用可能な住民に対し、予約制で送迎をする等、地域交通への利便性に貢献しています。

【課題・問題点】
　園児、児童生徒を安全に送迎することで、子どもたちや保護者の負担軽減を図っていることから、今後も継続し
ていく必要があります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 遠距離通学費補助及びスクールバス運行事業
小中学校管理費

幼稚園費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 6,544,255円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない



ＮＯ．２３

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　児童生徒が安全で快適な学習環境のもとで学べるよう校舎等学校施設の整備を行い、教育環境の向上を図りました。
　※小学校管理費及び中学校管理費の内訳は、次のとおりです。(人件費は含まれていません。)
          小学校管理費　  98,240,374円(内訳は、Ｐ37①)　　　　 中学校管理費　　35,347,834円(内訳は、Ｐ37②)

　○砥部小学校校舎改修工事設計委託業務　6,804,000円
　　　劣化が進んでいる校舎棟の屋上防水、外壁等の改修工事に係る設計を行いました。調査段階において、内部天井の
　　非構造部材の爆裂、落下が認められたため、緊急性の高い屋上防水、天井裏改修を29年度に、外壁補修は30年度に
　　施工することとしています。

事業の成果

  教育環境の整備を図る。

　学校から要望のあった事項について、審査により優先順位を設け、計画的な整備により教育環境の向上を図り、児童・生徒が
安全・安心に学校生活を送ることができています。

【課題・問題点】
　小学校施設については、耐震性は確保されているものの老朽化が進行しています。安全を確保しつつ長寿命化を図
るためには、これまでの対症療法的な対策から予防保全の観点に立った対策への転換が必要です。また、施設の状況
を適確に判断する為には、建築士等による定期的な施設点検が求められます。

―
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 総務係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 小中学校施設整備・維持管理業務

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

小・中学校管理費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 133,588,208円



①小学校管理費

賃金 消耗品費 光熱・燃料費 管理委託費 工事・修繕費 その他

22,347,132 1,908,803 1,970,875 4,466,146 3,647,490 6,604,199 3,749,619

15,239,063 1,887,600 1,647,383 3,009,497 2,387,708 2,267,820 4,039,055

21,656,253 1,887,600 1,756,587 2,966,706 9,521,332 1,388,686 4,135,342

6,552,211 2,050,586 629,829 921,690 783,187 389,944 1,776,975

6,246,832 1,887,600 573,143 1,134,577 595,351 490,276 1,565,885

26,198,883 1,874,400 900,420 1,458,003 1,679,216 18,805,351 1,481,493

98,240,374 11,496,589 7,478,237 13,956,619 18,614,284 29,946,276 16,748,369

87,816,338 11,467,988 8,401,922 13,694,678 11,345,587 28,414,397 14,491,766

10,424,036 28,601 △ 923,685 261,941 7,268,697 1,531,879 2,256,603

各小学校の主な施設整備等

②中学校管理費

賃金 消耗品費 光熱・燃料費 管理委託費 工事・修繕費 その他

35,347,834 1,887,600 3,846,522 8,385,120 10,533,004 3,100,535 7,595,053

30,572,600 1,887,600 3,411,913 8,121,218 9,774,515 1,346,086 6,031,268

4,775,234 0 434,609 263,902 758,489 1,754,449 1,563,785

中学校の主な施設整備等

増　　　　　減

施設名 主な内容 金額

砥部中学校

グラウンド日除け設置工事
（体育活動での熱中症対策として、グラウンド東側に休息箇所を設
置）

653,000

吊り下げ式スクリーン購入 186,840

27年度計

広田小学校

プール改修工事設計委託業務
（下記工事に伴う設計業務）

702,000

プール改修工事
（経年劣化により塗膜剥離が進んでいたプール内の防水シート新
設及び更衣室棟の塗装改修)

14,580,000

校舎屋根樋改修工事
（2階内部への雨漏り等に伴う屋根樋部の防水改修）

3,779,989

冷凍冷蔵庫購入 116,640

施　設　名 学校運営費
内訳

28年度計

宮内小学校

正門門扉改修工事
（老朽化により開閉に支障のあったアコーディオン門扉の更新）

831,600

体育館玄関扉改修工事
（老朽化により開閉に支障のあった玄関扉の改修）

626,400

砥部小学校

砥部小学校校舎改修工事設計委託業務
（平成29年度に予定している校舎棟の屋上防水等改修工事に伴
う設計業務）

6,804,000

オージオメーター購入（聴覚検査機器） 127,440

施　設　名 主な内容 金額

麻生小学校

普通教室床塗装改修工事
（経年劣化が進行していた5.6年生の3教室床のシミ抜き及び塗
装）

1,423,008

プールサイド改修工事
（プールサイドに遮熱・防滑シートを新設）

4,075,000

アルミ製折りたたみリヤカー購入 102,384

施　設　名 学校運営費
内訳

麻生小学校

宮内小学校

砥部小学校

28年度計

27年度計

増　　　　　減

玉谷小学校

広田小学校

高市小学校
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ＮＯ．２４

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　児童の安全な遊び場を確保するために、砥部地区の小学校において学校開放日を指定(第２、第４土曜日)し、指導員による
監視や指導を実施しました。

　【実績】　麻生小14日155人　宮内小1７日232人　砥部小14日174人　　延45日561人
　【費用】　学校開放指導員謝礼　450,000円(5,000円/人･日×2人×延45日)

事業の成果

　児童が安全に遊べる場所を確保する。

　近年、屋外で遊ぶ子供達の姿が減少しつつある中、小学校の運動場及び屋内運動場に指導員を配置し、安全な遊び場とし
て開放することにより、元気でたくましい児童の育成を図っています。

【課題・問題点】
　児童の安全な遊び場を確保するために、今後も継続していく必要があります。

―
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 総務係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 学校開放事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事務局費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 450,000円



ＮＯ．２５

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　教職員の校務向上のため、平成27年度より5年間の賃貸借契約を締結し、小学校へ78台、中学校へ54台の校務用パソコンを
導入しています。

　〇機器等借上費用　5年総額　38,556,000円（小学校　25,997,760円　/　中学校　12,558,240円）
　　　　　　　　　　　　　　　うち28年度分　7,711,200円（小学校　5,199,552円　/　中学校　2,511,648円

事業の成果

　教職員一人ひとりに校務用パソコンが配備され、セキュリティを確保した環境で適正な学校運営に資する。

　各校情報担当教職員との協議に基づき、仕様及び導入ソフト等を決定、配備しています。更新に伴いセキュリティの厳格化に
より、情報漏洩等の未然防止を図っています。

【課題・問題点】
　更なる校務向上のため、県内各市町が参画する「ES-net(愛媛スクールネットワーク）」への加入が求められています。
県内外で情報漏洩事案が頻発する中、「ES-net」についてもネットワークの強靭化に向けた対策を検討しており、動向
を注視し、可能な限り早期の加入に努める必要があります。

―
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 総務係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 校務支援（校務用PC）

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

小･中学校管理費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 7,711,200円



ＮＯ．２６

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　平成29年4月の広田地区小学校の統合に向け、統合準備委員会をはじめとした関係機関と協議を行うとともに、閉校する玉
谷・高市小学校の閉校記念事業について支援を行いました。

　広田地区小学校統合準備委員会（2回）
　広田地区小学校閉校記念事業　2,205,689円（玉谷小学校閉校記念事業/高市小学校閉校記念事業）
　統合校スクールバス購入　8,329,604円　同車庫整備　6,376,000円

　※へき地児童生徒援助費補助金（国補助・スクールバス購入）3,770,000円を充当しています。

事業の成果

　適正な学校施設の配置

　閉校記念事業について、それぞれの校区で、保護者、地域及び学校による実行委員会が組織され、主体的な取り組みが行
われました。また、統合校となる広田小学校についても、開校記念事業や統合後の学校運営方法が検討され、円滑な統合準
備が進みました。

【課題・問題点】
　統合後も引き続き小規模校となる広田小学校において、よりよい教育環境を維持する為には、山村留学制度の充実、先進
的教育活動の実施による魅力の向上が求められます。同時に地域コミュニティの核として、学校と地域が共存していくために
は、これまで以上に保護者や地域と密接に関わりを持つ必要があります。また、閉校施設の有効活用が課題となります。

―
 40 ―

教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 総務係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 広田地区小学校統合

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事務局費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 16,911,293円



ＮＯ．２７

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

 　児童生徒が抱える諸問題（いじめ、不登校、暴力行為又は児童虐待など）の背景に、学校外の環境（家庭・地域）が要因とな
る場合があり、教育分野の視点だけでなく、社会福祉等の専門的な知識を用いて支援を行うスクールソーシャルワーカーを設
置しています。
　砥部中学校を拠点校として、必要に応じて小学校へ派遣し、児童生徒、保護者との相談業務を行うとともに、教職員研修、町
内外の福祉機関との連携体制の構築を図っています。
　年間勤務日数　57日（年間勤務時間　373時間）
　従事謝金　746,000円（@2,000円×373時間)、携帯電話使用料37,333円、携帯電話購入費32,400円

　※スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（県補助）220,000円を充当しています。

事業の成果

　児童生徒の健全育成を図る。

　家庭訪問により不登校児童生徒又は保護者と独自の関係を構築し、学校とは別の視点で、相談業務に従事しています。
　福祉機関のケース会議に参画し、情報を共有することで、連携した支援体制を構築しています。

【課題・問題点】
　勤務日数等時間的制約がある中では、個別の関わりより、識見を活かした指導助言等により、教職員のスキルアップ
を目指すことが効果的と思われます。現行体制においては、各校での教職員研修や、定期的な学校訪問により教職員
の支援体制を構築することが必要です。

―
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 スクールソーシャルワーカー活用事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事務局費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 815,733円



ＮＯ．２８

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　児童生徒の豊かな心の育成、音楽文化の振興を目的に、高校生ながら全国屈指の実力と知名度を誇る大洗高校マーチング
バンド部「BLUE-HAWKS」演奏会を開催しました。

　プレ演奏会：8月2日（広田小学校体育館）
　本公演　　　：8月4日（町文化会館ふれあいホール）
　入場無料：事前に小中学校に募集をかけ、取りまとめ後、一般住民へ周知（整理券配布）

事業の成果

　児童生徒の豊かな心の育成及び音楽文化の振興を図る。

　生徒の宿泊先が、広田「研修の宿」であったことから、本公演に先立ち広田小学校体育館でプレ演奏会が行われました。プレ
演奏会には150人、本公演には637人が観覧に訪れ、開催後のアンケートでは、次年度以降の継続を求める声が多数寄せられ
ました。

【課題・問題点】
　入場無料ということもあり、多くの方が訪れ、好評を博しました。同校の招致にあたっては、日本マーチングバンド
協会四国支部が県内の開催計画を担っていることから、同会と連携し、演奏会の継続実施を図ります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド部演奏会

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

【新規事業】 事務局費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 498,000円



ＮＯ．２９

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　大規模災害時において学校が果たすべき役割を踏まえ、学校防災力の強化を図りました。
〇砥部町防災教育推進連絡協議会
　　町内の幼稚園、小中学校、高校の防災担当者が一堂に会し、愛媛大学から派遣された防災アドバイザーの助言の下、避難
　所運営を想定した防災マニュアルの見直しについて協議しました。（参加者23名）
〇防災士養成（教職員）
　　災害時に備え、防災士資格者のいない麻生小学校及び広田小学校について、防災士の養成を行いました。（各校１名）
〇防災世界地図配布
　　全小中学生に防災世界地図（2,000枚）を配布し、防災意識の啓発に努めました。

事業の成果

　学校防災体制の充実

　砥部町避難所運営マニュアルの改訂に伴い、各校における避難所開設の課題等について共有しました。2人の防災士養成
により、小中学校7校中6校が防災士を確保できました。

【課題・問題点】
　学校への防災士配置については、人事異動等により毎年見直す必要があります。学校規模に応じて複数名配置され
ていることが望ましく、継続して養成を行いますが、市町村間で格差が出ないよう、他市町と足並みを揃える必要があり
ます。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 学校防災力強化

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

【新規事業】 事務局費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 414,720円



ＮＯ．３０

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　大規模災害時において「自助」「共助」「公助」の考え方が求められる中、次代を担う子どもたちに対する発達段階に応じた防
災教育を研究実践しました。
　実践校：砥部小学校
　内容：〇砥部町学校防災教育実践委員会の開催　3回
　　　　　〇松山市防災センター見学、ＰＴＡ親子防災キャンプ、防災マップ作成　他
　　　　　〇避難所運営校視察研修　（熊本地震関連　大分市立上人小学校・境川小学校・別府市立由布院小学校）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広島土砂災害関連　広島市立梅林小学校）

　※学校防災教育実践モデル地域研究事業委託金（県委託）700,000円を充当しています。

事業の成果

　児童生徒の発達段階に応じた防災教育の研究

　防災マップの作成や避難所生活を想定した防災キャンプを通じ、児童が自ら考え行動するアクティブラーニングが実践され、
自助・共助の意識が高まりました。また、教職員による避難所運営校への視察では、被災状況の違いによる児童への接し方、
学校再開までの課題等について認識を深めました。

【課題・問題点】
　本事業の実践前の保護者アンケートでは、地域の避難所を知っている人が17％しかおらず、防災意識が十分に浸透していない現状が浮き彫
りとなりました。今回の取組後、８８％に改善しましたが、改めて保護者を含めた防災教育の必要性を感じます。また、災害時においては、教職
員に求められる役割が高まりますが、学校再開に向けた活動に注力できるよう、学校・地域・行政の役割を相互理解しておく必要があります。

―
 44 ―

教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 学校教育係

学校教育の充実

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整っている。

個別事業施策名 学校防災教育実践モデル地域研究事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

【新規事業】 小学校教育振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 700,000円



ＮＯ．３１

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　山村留学センターでは異年齢集団生活、地域住民との交流、都会では味わえない自然体験や勤労体験といった異文化交流
を通じて、心豊かなたくましい子どもの育成を図るとともに、高市地域の活性化にも貢献できる教育の振興に努めました。
　
　○留学生　定員25人　受入児童16人（茨城県1人、神奈川県1人、香川県1人、福岡県1人、愛媛県12人）

　※留学センター使用料9,300,000円、職員給食費負担金等222,650円を充当しています。

事業の成果

　心豊かなたくましい子どもの育成及び地域の活性化に努める。

　山村留学生にとっては、親元を離れ集団生活をすることにより、自立心と基本的生活習慣や協調性を育む効果がありました。地元児童に
とっても、地元児童だけでは出来ない集団活動が可能になり、競い合う精神が育まれるなど、たくましい子どもの育成を図りました。
　また、山村留学生の地域行事への参加や地域住民との交流により、伝統行事が継承されるなど地域の活性化にもつながっています。

【課題・問題点】
　留学生においては、親元を離れ集団生活を通して、着実にたくましく成長しています。
　教育に係る多様性の確保及び地域活性化の観点から、留学センターの重要性は依然として高く、留学生の募集にあたっ
ては、幅広く効果的な広報活動が必要です。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 山村留学センター

学校教育の充実

子どもたちが確かな学力を身につけ、豊かな心と健やかな体を育み生きる力を備えている。

個別事業施策名 山村留学センター運営事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

山村留学センター費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 15,600,846円



ＮＯ．３２

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 3

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　旧町村区域にそれぞれ設置されている既存給食センターの老朽化に伴い、両センターを統合改築し、現在の学校給食衛生
管理基準を満たした学校給食センターを新設します。28年度は、本体の建築に着手しています。

〇建築主体工事　契約額　539,460,000円（うち前払金210,000,000円）　※平成29年度へ繰越
〇機械設備工事　契約額　354,240,000円（うち前払金140,000,000円）　※平成29年度へ繰越
〇電気設備工事　契約額　134,892,000円　　　　　　　　　　　　　　  　　 　※平成29年度へ繰越
〇工事監理委託　契約額　  14,580,000円　　 　　　　　　　　　　　　　　　　※平成29年度へ繰越
〇排水処理施設設置に係る環境影響評価委託料　1,263,600円
〇砥部焼（洗面鉢等）原材料費ほか　2,620,080円

事業の成果

　砥部町学校給食センター改築事業計画に沿って事業を進める。

　29年度2学期の稼動に向け、本体工事に着手し、条例整備等の必要な手続きを進めています。

【課題・問題点】
　地盤改良時の調査の結果、設計強度に達しない場所があり、再試験による強度確認に不測の日数を要したことから、
年度内の完成が困難となり、工期を延長しました。平成29年9月からの円滑な稼動に向け、適正な工事監理とともに、諸
準備を進めていく必要があります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 給食センター係

学校教育の充実

子どもたちが確かな学力を身につけ、豊かな心と健やかな体を育み生きる力を備えている。

個別事業施策名 砥部町学校給食センター改築事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

学校給食費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 353,883,680円



  学校給食センター ＮＯ．３３

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：

  学校教育の充実

  子どもたちが確かな学力を身につけ、豊かな心と健やかな体を育み生きる力を備えている。

個別事業施策名 砥部学校給食センター管理

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

学校給食費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 126,003,874円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

○運営委員会　　学期ごとに年3回運営委員会を開催し、前年度の実績報告・事業計画や学期ごとの実績を報告し、 物資の
　　　　　　　　　　価格や地産池消の推進についても協議を行い、安全、安心な給食づくりに努めました。
　　　　　　　　　　　費用　　　報酬　　174,000円
○給食調理　　実施回数　　　193回/年　　　　　給食人員　　　2,070人
　　　　　　　　　　　費用　　　賃金　21,005,788円　　　消耗品費　2,269,667円　　　燃料費　2,477,102円
　　　　　　　　　　　　　　　　　光熱水費　4,869,327円　　　賄材料費　89,144,312円
○施設管理　　定期的な施設・設備の点検の実施や夏休みに業者による施設内の清掃を実施して維持管理を行いました。
　　　　　　　　　 また、調理機器等の修繕を行い、円滑な給食づくりを実施しました。
　　　　　　　　　　　費用　　　修繕料　1,251,990円　　　手数料　746,960円　　　委託料　2,800,906円　　　その他　1,263,822円

事業の成果

  衛生管理や施設・設備の維持管理に努め、調理業務を衛生的かつ円滑、効果的に実施し、栄養バランスのとれた安全で安
心な給食を提供する。

  現状の施設・設備の清掃、保守点検の徹底により、安全維持管理を図り、園児・児童・生徒にバランスのとれた安全で安心な
給食が提供できました。

【課題・問題点】
　現在の砥部学校給食センターは築３５年が経過し、施設・設備も老朽化しており、維持管理にかかる費用が増加
しています。



  学校給食センター ＮＯ．３４

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：

  学校教育の充実

  子どもたちが確かな学力を身につけ、豊かな心と健やかな体を育み生きる力を備えている。

個別事業施策名 広田学校給食センター管理

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

学校給食費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 9,765,040円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

○運営委員会　　学期ごとに年3回運営委員会を開催し、前年度の実績報告・事業計画や学期ごとの実績を報告し、 物資の
　　　　　　　　　　価格や地産池消の推進についても協議を行い、安全、安心な給食づくりに努めました。
　　　　　　　　　　　費用　　　報酬　87,000円
○給食調理　　実施回数　　　189回/年　　　　　給食人員　　　60人
　　　　　　　　　　　費用　　　賃金　5,337,606円　　　消耗品費　206,764円　　　燃料費　193,817円
　　　　　　　　　　　　　　　　　光熱水費　747,792円　　　賄材料費　2,633,394円
○施設管理　  定期的な施設・設備の点検を実施して維持管理を行いました。
　　　　　　　　　 また、調理機器等の修繕を行い、円滑な給食づくりを実施しました。
　　　　　　　　　　　費用　　　修繕料　46,197円　　　委託料　299,322円　　　その他　213,148円

事業の成果

  衛生管理や施設・設備の維持管理に努め、調理業務を衛生的かつ円滑、効果的に実施し、栄養バランスのとれた安全で安
心な給食を提供する。

  現状の施設・設備の清掃、保守点検の徹底により、安全維持管理を図り、園児・児童・生徒にバランスのとれた安全で安心な
給食が提供できました。

【課題・問題点】
　児童数が減少しており、児童１人あたりの施設管理等にかかる費用が増加しています。



ＮＯ．３５

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

事業の実施状況

　地域の特性を生かし、児童生徒が興味、関心をもって学習する特色ある教育を推進するため、小中学校が実施する事業に対
して助成金を交付しました。
　　【対象事業】
　　　　①地域の歴史、文化、自然を生かす活動　②地域に根ざした勤労、奉仕を体験する活動　③交流の輪を広げる活動
　　　　④学校、地域の伝統を築く活動　など

　　【交付額】
　　　　①砥部地域小学校　各200,000円　②広田地域小学校　各50,000円  ③中学校　250,000円

学校教育係

事業の成果

  地域の特性を生かした教育を推進する。

  ふるさとの良さを再認識するとともに、それぞれの地域の特性をもった教育を推進することにより、心豊かで地域を思う児童生
徒の育成が図れました。

【課題・問題点】
　地域の特性を生かし、児童生徒が興味、関心をもって学習する特色ある教育を推進するため、今後も継続して事
業を行っていく必要があります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：

学校教育の充実

地域や保護者の参画と協力により、透明な学校運営と地域の独自性を活用した教育活動が行われている。

個別事業施策名 地域の特性を生かす推進事業

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事務局費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 1,000,000円



子育て支援課 保育幼稚園係 ＮＯ．３６

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

事業の実施状況

　心豊かで、たくましい砥部の子どもを育てることを目標に、楽しい遊びや仲間づくりを通して豊かな人間性の芽生えを培う教育
を実践しました。
　○幼稚園行事・園外保育の実施（保育所・小学校との交流、養護老人ホーム入所者との交流、七夕などの各種行事）
　○ALTとの交流
　○就学前教育の充実
　○幼児教育研修会の実施
　教職員間の連携を深め、教育専門職として資質向上に努めました。また、夏休み期間を利用し、不足する保育士の応援を兼
ねて、保育所での保育の実践にも取り組みました。
　　※幼稚園費の内訳は別紙のとおりです。

事業の成果

　遊びを通してともに生きる力と豊かな人間性の基礎づくりを行うなど幼児教育の充実を図る。

　各種幼稚園行事・園外保育を通して、園児に多様な体験や知的発達を促す活動、体力づくりに取り組むとともに、保育所・小
学校との交流推進など、幼保小で連携をとりあい、就学前教育の充実に努めました。

【課題・問題点】
　教職員が各種研修を積極的に受講しており、幼児教育の資質向上の成果は上がっています。
　保育士不足の中、幼稚園教諭についても人材確保に努める必要があります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：   

学校教育の充実

保護者が安心して子どもをあずけることができる幼児教育環境が整っている

個別事業施策名

町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 104,973,330円

　幼児教育の推進及び施設管理業務 幼稚園費

事業区分

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。



幼稚園管理費の状況

給与等 賃金 消耗品費 光熱水・燃料費 管理委託費 工事・修繕費 その他

麻生幼稚園 35,247,853 25,419,549 4,668,942 1,203,882 1,029,517 168,264 896,526 1,861,173 61

宮内幼稚園 34,346,209 24,159,199 5,963,186 1,123,560 624,924 237,950 227,556 2,009,834 51

砥部幼稚園 35,379,268 25,120,511 5,543,433 934,108 561,743 159,192 1,367,280 1,693,001 49

Ｈ28年度　計 104,973,330 74,699,259 16,175,561 3,261,550 2,216,184 565,406 2,491,362 5,564,008 8,519,140 161

Ｈ27年度　計 106,295,528 73,968,111 16,721,057 1,490,504 2,279,395 463,036 4,135,324 7,238,101 8,992,430 175

増　減 △ 1,322,198 731,148 △ 545,496 1,771,046 △ 63,211 102,370 △ 1,643,962 △ 1,674,093 △ 473,290 △ 14

○特定財源（内訳）

　　幼稚園授業料　 7,957,600円

　　広域受託市町村教育保育給付費 74,540円

　　スポーツ振興センター保護者負担金　 32,000円

　　通園バス利用収入 155,000円

　　愛媛県「森のようちえん」推進事業費補助金 300,000円

―
 5

1
 ―

単位：円，人

運営費
内　　　　　訳

特定財源
園児数

(28年度末)

※麻生幼稚園には、園児通園バス運行経費　725,815円を含む。



子育て支援課 保育幼稚園係 ＮＯ．３７

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　公・私立幼稚園間の保護者負担の格差是正と所得状況に応じた保護者の経済的負担の軽減を目的に、私立幼稚園の設置
者に対して補助金を交付しました。
　○対象園児数                            53人
　○私立幼稚園就園奨励費補助金　2,032,000円

　※私立幼稚園就園奨励費補助金（国補助）621,000円を充当しています。
　　 対象園児数内訳は別紙のとおりです。

事業の成果

　公・私立幼稚園間の保護者負担の格差是正を図り、幼児教育の振興に資する。

　私立幼稚園の設置者に補助金を交付し、私立幼稚園の設置者が保護者に対し、入園料及び保育料を減免することにより、
保護者の負担軽減につながりました。

【課題・問題点】
　今後も保護者の負担軽減のため、継続して事業を行っていく必要があります。新制度の適用を受けた幼稚園では、利
用者負担額の軽減が大きくなっており、負担の格差が大きくなっているため、さらなる格差是正が課題となります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　：   

学校教育の充実

保護者が安心して子どもをあずけることができる幼児教育環境が整っている

個別事業施策名 　私立幼稚園就園奨励事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

幼稚園費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 2,032,000円

事業の実施状況



私立幼稚園就園奨励費補助対象園児数

対象園児数
1人あたり
助成額

1人目 0 80,000

2人目 0 87,000

3人目以降 0 95,000

1人目 1 80,000

2人目 1 87,000

3人目以降 0 95,000

1人目 2 63,000

2人目 1 72,000

3人目以降 0 82,000

1人目 9 36,000

2人目 3 49,000

3人目以降 0 62,000

1人目 25 36,000

2人目 11 49,000

3人目以降 0 62,000

―
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（単位：人、円）

区　　　　分

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

　　　〃　　　所得割非課税世帯

　　　〃　　　所得割課税77,100円以下の世帯

　　　〃　　　所得割課税211,200円以下の世帯



ＮＯ．３８

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

住民一人ひとりが求めに応じた手段で学びを享受するとともに、学びを通じて得た知識・技能を地域に還元している

個別事業施策名 　社会教育推進事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

社会教育総務費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 ３，０９１，０１８円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　多種多様な要望に対応できる学習機会や生涯学習情報の提供に努めました。
　社会教育関係団体の活動を支援し、組織の活性化を図りました。
　「ショパン・ビレッジ・フェスティバルin砥部町」を開催し、町内中学生にポーランドを代表する一流ピアニストの演奏を聞く機会
を与えるとともに、音楽による国際交流を目指しました。
　－主な事業費－
　○社会教育関係団体育成補助事業　3団体　280,000円（補助金）
　○子育て支援交流事業　300,000円（委託料）
　○社会教育委員報酬　 270,000円
　○ショパンビレッジフェスティバルin砥部町　1,500,000円（補助金）

事業の成果

　町民一人ひとりが、「いつでも、どこでも、だれでも」生涯学習活動に取り組み、充実した人生を送ることができる「生涯学習社
会」の実現に努める。

　社会教育関係団体の活動を支援し、今年度も有意義な活動ができました。子育て支援交流事業として今年度も「おしゃべり恐竜クラブ」
を支援しました。ポーランド特命全権大使代理も来町し、ポーランドの世界的なピアニストを招いてピアノコンサートを開催したショパン・ビ
レッジ・フェスティバルin砥部町では、砥部中学生全員が一流の音楽に触れました。また、屋外にワールドキッチンブースを設置するととも
に、国際交流イベントも開催し、まつりを盛り上げました。

【課題・問題点】
　 社会教育関係団体育成補助対象の3団体（少年少女発明クラブ、ボーイスカウト、町PTA連合会）は、それぞれ補助金を有効に活用し
て、活発に活動しています。子育て支援交流事業は、参加人数が減少傾向にあることから、周知（PR)方法を見直す必要があります。ま
た、ショパンビレッジフェスティバルは、陶街道文化まつりと同日開催し、盛況であったため、今後も継続します。



ＮＯ．３９

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

住民一人ひとりが求めに応じた手段で学びを享受するとともに、学びを通じて得た知識・技能を地域に還元している

個別事業施策名 　砥部町少年少女発明クラブ

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

社会教育総務費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他
（社会教育関係団体育成補助）

２００，０００円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　社会教育係が事務局となり、町教育委員会と（公社）発明協会との共同主催による事業です。
　工作活動を通じ、完成する喜びを体得させ科学的な発想を育成するとともに、創造性豊かな人間形成を図ることを目的に、町
内の小学4年生から6年生を対象として、原則月２回土曜日の午前中（10時～12時）に宮内小学校で活動しています。28年度は
21人のクラブ員と町内の３小学校からご協力をいただいた学校指導員8人を含む15人の指導員で、年間21回活動しました。
　木工作・電子工作の基礎工作から始まり、前期は「愛媛県児童生徒発明工夫展」、後期は発明週間イベントの「後期作品展」
に展示する作品づくりや、夏休みには施設見学も実施しました。
　【財源予算】発明協会助成金300,000円、町補助金200,000円、クラブ員会費63,000円、寄附金90,000円など　合計1,031,908
円

事業の成果

　少年少女の科学に関する興味、関心を追及できる場を提供し、工作活動を通じ、完成する喜びを体得させ、科学的な発想を
育成するとともに、創造性豊かな人間形成を図る。

　28年度は、21人のクラブ員で活動しました。先生方の熱心な指導のおかげで、愛媛県児童生徒発明工夫展においては、特
賞3作品、優秀賞3作品、努力賞4作品の合計10作品が入賞しました。10月以降作成した後期作品は、今年も教育長、会長、課
長賞を設け、公民館ロビーで作品展を開催しました。

【課題・問題点】
　28年度は、7人の指導員の先生が主となって指導をし、怪我をする児童もいなく、皆すばらしいアイデア作品を完成させることができました。また、１年間の活動を通して、「発想する
力」、「創意工夫する力」、「ものを大切にする心」が養われました。現在、指導員が高齢化していることから、中学生や高校生の発明クラブＯＢにもボランティアとして指導に参加してもら
いました。
　活動場所について、小学校ではボランティアを含む一般の方の出入りが制約されるため、中央公民館の大規模改修（平成31年以降）に合わせて、発明クラブの部屋を設置する予定
です。



ＮＯ．４０

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

住民一人ひとりが求めに応じた手段で学びを享受するとともに、学びを通じて得た知識・技能を地域に還元している

個別事業施策名 　キラリと輝るまちづくりアシスト事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

社会教育総務費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 １０，５００円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　町内各区・地域が自主的に地域課題や生活課題をテーマに学習や行事を行うことができるよう、様々な知識や技能を持った
講師等の派遣や事業のコーディネイトを行うことにより地域活動の活性化を図り、地域住民による生涯学習のまちづくりを推進
する事業です。
　相談内容に応じ、講師の派遣、事業のコーディネート、連絡調整・情報提供等を行い、住民と行政との協働による生涯学習の
まちづくりを促進しました。
　【事業相談件数　3件】
・上野区・・・ミニ文化祭、「うたごえ広場　in　うえのだんち」の実施
・さかえ区・・・敬老会

事業の成果

　地域・団体の活動の活性化を図り、住民と行政との協働による生涯学習のまちづくりを促進し、自治能力の向上を図る。

　分館長会や社会教育委員会など、参加する会の中で、PRを行い、今年度は3件の申請がありました。

【課題・問題点】
　上野区から、公民館の活性化をしたい、サークル活動の発端となるようなイベントを企画したいとの相談があり、「ミニ文化祭」や「うたごえ広場　in うえのだんち」を実施しま
した。さかえ区からは高齢者の生きがいづくりの一端になるものをと考え、敬老会で三味線演奏者を講師に迎えました。どちらも地域住民による盛況ぶりで、１日公民館がに
ぎわっていました。件数は少ないですが、今後も相談があった際に丁寧に対応して力になることで、生涯学習のまちづくりを促進します。また、参加する他の会でも、積極的
に事業のPRをします。



ＮＯ．４１

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 文化スポーツ係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

住民一人ひとりが求めに応じた手段で学びを享受するとともに、学びを通じて得た知識・技能を地域に還元している。
読書活動などを通じて住民の様々な知的欲求を満たし、地域の情報拠点として人々の暮らしを豊かにしている。

個別事業施策名 　文化会館図書館管理運営 文化会館図書館費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 72,043,014円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

事業の実施状況

　砥部町文化会館条例及び砥部町立図書館条例等に基づき、適正に管理運営されました。（指定管理者：アクティオ株式会社）
　　　※　ふれあいホール稼働率　53.3％（利用日数184日／開館日数345日）
　　　※　図書館利用者数　50,559人、図書館貸出冊数　186,600冊
　文化会館・図書館設備の修繕・取替工事等を行いました。
　図書館書庫増築工事設計委託業務：図書館書庫を平成29年度に増築するため、設計を行いました。
費用　　　○指定管理委託料        　                            　64,220,000円   ○図書館コンピューターシステム賃貸借料　　 　2,885,400円
　　　　　　○図書館コンピューターシステム保守管理委託料 　764,640円　 ○建物災害共済分担金　　　              　　　 　　　281,050円
　　　　　　○図書館書庫増築工事設計委託業務費               826,200円　 ○特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料　313,200円
　　　　　　○図書館設備修繕費合計　　　　　　　　　  　　　　　　318,600円　　○文化会館設備修繕費合計         　　  　　　　 2,103,624円
　　　　　　○文化会館楽屋３空調機取替工事　　　　　　　　　　 291,600円　 　○コピー機賃貸料 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,300円

事業の成果

　各種事業を企画実施するほか、広く住民の利用に供することにより、住民の芸術文化の創造と生涯学習の推進を図る。また図書館は地
域住民の身近な生涯学習施設であるため、高度化・多様化する知的欲求に対応するとともに、子どもの読書活動の支援に努める。

　文化会館においては、各種事業等を行い利用者が快適かつ安全に利用できる施設運営ができました。図書館についても「お
はなし会」「にこにこほっぺのおはなし会」「ぬいぐるみ図書館おとまりかい」等の子ども対象の各種事業が好評を得ており、子ど
もの読書活動に貢献しています。　また、図書館司書を学校に派遣し、本を読む楽しさをこどもたちに伝えています。

【課題・問題点】
　開館16年を経過し、機器等の部品の劣化や機械の摩耗が進行してきているので、今後は計画的な修繕等を実
施します。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 中央公民館

　地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

　住民一人ひとりが求めに応じた手段で学びを享受するとともに、学びを通じて得た知識・技能を地域に還元している。

個別事業施策名

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

　公民館施設管理事業 公民館費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 58,936,026円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　施設の老朽化に伴い必要な改修・修繕工事を実施し、生涯学習の拠点としての学習環境を整えました。

　　　　　　　　　　　 　　　　　　 管理委託費　 光熱・燃料費　  修繕・改修費 　電話等の通信費　         その他　   施設管理費計
　中央公民館（体育館含む）  3,825,960円　　 5,539,312円　  25,937,590円　 　        73,821円　   2,818,597円　    38,195,280円
　千里地区公民館　　　　　 2,416,920円　　　 306,523円　　13,837,014円　　         36,767円　      239,979円      16,837,203円
　ひろた交流センター　　 　1,006,128円 　  1,066,340円　　    169,668円　　        233,520円　   1,427,887円       3,903,543円

事業の成果

　安全・快適に利用できる学習環境の維持に努める。

　安全性・緊急性を考慮しながら、施設整備や施設の改善に取り組みました。

【課題・問題点】
　平成23年度に中央公民館の耐震診断を実施した結果、耐震化が必要と診断されました。平成29年度より、安全
な学習環境を整えるため、耐震改修工事の設計及び工事を実施するよう進めます。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 中央公民館

　地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

　住民一人ひとりが求めに応じた手段で学びを享受するとともに、学びを通じて得た知識・技能を地域に還元している。

個別事業施策名

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

　公民館活動事業 公民館費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 6,987,242円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　町民ニーズへの対応や、町民自らが自発的に学習に取り組める機会や場の提供をするとともに、住民の出逢いの拠点である公民館として、世代を超えた交流の場として
の活性化を図りました。また、各地区館では地域に溶け込む学習施設となるよう、各種事業に取り組みました。
　【中央公民館】
　　○とべっ子文化の広場教室（25教室：受講生321人）　 　　○生き生きシルバークラブ（年6回：延べ119人）　        　　○つくり育てる花教室（年5回：延べ68人）
　　○花いっぱい運動（参加者178人）　　　　　　　　　　　　　　　○ふれあい国際交流デイキャンプ（年3回：延べ110人）　 ○国際教養講座(年20回：延べ448人)
　　○砥部陶街道文化まつり芸術文化フェスタ（大会部門：707人　・　展示部門：延べ688人より903点の出品）         　　○陶街道五十三次めぐり（2日間：延べ32人）
　　○しめ飾りづくり教室(年1回：23人)　　　　　　　　　　　　　　　○ふるさと探訪(3日間：延べ71人)　　　　　　　　　　　 　　　　○英会話教室（年30回：延べ277人）
　　○新春囲碁・将棋大会(2日間：32人)　　　　　　　　　　　 　　○分館長研修会(年1回：45人)
　【千里地区公民館】
　　○千里地区公民館夏祭り（年１回：100人）
　【ひろた交流センター】
　　○ひろた交流センター文化教室（5教室：受講生41人） 　○ファミリースポーツ選手権（年2回：延べ237人）
　　○ワクワク家庭円満教室（年1回：延べ18人）　　　　 　　　　○広田地区芸能発表会（年1回：78人）

事業の成果

　近年多様化・高度化している住民の学習意欲に対応するため、子ども・成人・高齢者などそれぞれを対象とした講座・教室等
を開催して、社会教育の活性化を図る。

　新事業の「国際教養講座」では、多くの子ども達が国際感覚を養い視野を広げるとともに、英会話に触れる機会となりました。
また、「花いっぱい運動」では、平成29年度の国体開催に向け、町民に国体推奨花の種・プランターを配付し、国体への機運を
高めることができました。

【課題・問題点】
　住みよい町づくりのために、各種事業を行い、今後一層住民の自治能力と地域連帯を高めていきます。また、高
齢化・少子化と人口減少に耐えうる地域づくりを目指す公民館活動が必要となります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 中央公民館

　地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

　住民一人ひとりが求めに応じた手段で学びを享受するとともに、学びを通じて得た知識・技能を地域に還元している。

個別事業施策名

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

　勤労青少年ホーム事業 公民館費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 436,689円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　茶道教室・料理教室・生花教室の3教室(受講生延べ481人)を開催しました。また、「砥部陶街道文化まつり芸術文化フェスタ」
に作品の出展、お茶席の開催、及びバザーに参加するなどして、若者の仲間づくりや余暇活動の充実に努めました。

　【指導者謝礼】　380,000円（120,000円×2人＝240,000円、140,000円×1人＝140,000円）
　【電話代】　49,539円
　【保険料】　7,150円

事業の成果

　働く若者の余暇活動・文化活動のサポートに努める。

　働く若者の余暇活動の充実・文化活動として、茶道教室・料理教室・生花教室の3教室を開催しました。

【課題・問題点】
　今後も教室を開催することにより、人と人とのコミュニケーションづくりや余暇活動の活性化を図ります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

児童、生徒及び青少年が地域の中で健全に育っている。

個別事業施策名 　青少年育成

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

社会教育総務費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 ２，４８０，３６４円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　 教育委員会事務局内に青少年育成センターを置いています。同センターは、青少年に関する相談事業や補導委員会（委員
37人）を中心に、地域の環境浄化、青少年の健全育成、非行防止のための活動を展開しています。
○定例補導委員会　　　　　　　　　　　　 12回
○登校指導（町内16カ所）　　　　　　　 116回
○街頭補導（19時30分～21時30分）     48回
○特別補導（催時の巡回指導）  　　　　　8回

事業の成果

　 街頭・特別補導活動や登校指導等を通じて、青少年の非行防止や健全育成に努める。

　 青少年の健全育成を図るための街頭補導などの活動を実施することができました。
　 ○不良行為及び刑法犯で検挙・補導された町内の少年(該当者数/6～19歳人口)
　　Ｈ22：277人/2,933人(9.4％)　H23：83人/2,866人(2.9％)　H24：23人/2,828人（0.8%）　H25：30人/2,846人（1.1%） H26：21人/2,810人（0.7%）
    H27：23人/2,760人（0.8%）　H28：22人/2,729人（0.8%）     ※同一人の補導が多数含まれています。

【課題・問題点】
　 不良行為及び刑法犯で検挙・補導された町内の少年は、平成24年度以降低水準を維持しています。健全な社会環境づ
くりや非行を防止するため、関係機関･団体･地域社会との連携や街頭補導などの活動が重要であることから、今後も引き続
き事業を実施します。　また、今後は、不登校などの問題にも関わっていかなければならないかとも考えています。



年度 補導された少年

Ｈ２２ 277 2,933 　(H23.3.31現在・6～19歳の人口数)

Ｈ２３ 83 2,866 　(H24.3.31現在・6～19歳の人口数)

H２４ 23 2,828 　(H25.3.31現在・6～19歳の人口数)

H２５ 30 2,846 　(H26.3.31現在・6～19歳の人口数)

H２６ 21 2,810 　(H27.3.31現在・6～19歳の人口数)

H２７ 23 2,760   (H28.3.31現在・6～19歳の人口数)

H２８ 22 2,729   (H29.3.31現在・6～19歳の人口数) 0.8%

―
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不良行為及び刑法犯で検挙・補導された町内の少年

補導された少年の割合

9.4%

2.9%

0.8%

1.1%

0.7%

0.8%

町内の少年数
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

児童、生徒及び青少年が地域の中で健全に育っている。

個別事業施策名 　成人式

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

社会教育総務費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 ８８１，１０６円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　明日の砥部町を担う新成人の門出を祝うとともに、成人の日を機に、社会人としての権利・義務・責任を自覚してもらうため、記
念式典と記念講演を開催しました。

　開催日時　　平成29年1月8日　9:00～12:00
　出席者数　　162人（対象者数207人　出席率78.3％）
　記念講演　　演題　「新人、若者に贈る言葉エール」
　　　　　　　　　講師　シンガーソングライター　松本　隆博

事業の成果

　新成人に社会人としての権利・義務・責任の自覚を促す。

　成人式を開催することは住民に定着しており、参加率も高く、和やかに行なわれました。また、オープニング前や式典から講演会までの
間に写真DVDを会場で流すようにしたところ、好評でした。また、28年度もオープニングを岩谷口獅子舞保存会にお願いしたところ、はつ
らつとした成人式らしいオープニングとなりました。町外転出者の参加も認めており、同級生の交流の場として定着しています。一部地域で
問題となっているような新成人の問題行動もなく、和やかなうちに終了しました。

【課題・問題点】
　全国的に問題になっている式典中に私語や騒がしいといった新成人は見受けられませんでした。講演会講師の選考につ
いては、平成28年度から講演料を考慮せず新成人にとって良い思われる内容を重視した選考方法にしました。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

児童、生徒及び青少年が地域の中で健全に育っている。

個別事業施策名 　学校・家庭・地域連携推進事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

社会教育総務費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 １，５７９，１１６円

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

事業の実施状況

　放課後に小学校の教室等を利用して、安心・安全な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちが様々な体験活
動を通して地域社会の中で心豊かに育まれる環境づくりを推進する放課後子ども教室は、麻生小と砥部小学校で開催しまし
た。登校日の毎週水曜日の放課後、15:15～16:30、麻生小（1年生～5年生、児童30人、5月～3月）と砥部小（１年生～4年生、
児童19人、6月～3月）で、コーディネーターの村上明子さんが中心となり、スタッフやボランティアの協力を得ながら楽しく開催し
ました。
　家庭教育支援事業は、子育てに関係する様々な資格を持った５人に家庭教育支援員を委嘱し、家庭教育支援員が中心と
なって全5回の子育て学習会を開催するほか、子育て相談事業を実施しました。また、子育て学習支援事業を小中学校PTAに
委託し、学習会には家庭教育支援員も参加し、相談窓口を設けました。

事業の成果

学校・家庭・地域が連携協力し、未来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、地域全体で子どもたちを育む体制をつくる

　子ども教室は、麻生小（年間35回、のべ948人）、砥部小（年間31回、のべ552人）で実施しました。気になる様子の子については、学校や
児童クラブとも連携をとり、情報共有をしながら、縦割り班による様々な体験教室を実施しました。また、家庭教育支援事業については、全5
回の子育て学習会を開催し、毎回１時間程度の茶話会の時間を持つことで、リラックスして日頃抱えている子育てに関する不安や不満に
ついても話す場ができました。子育て世代の率直な意見を聞くことができる貴重な場となりました。

【課題・問題点】
　 放課後子ども教室については、H２７年度は麻生小学校、H２８年度は砥部小学校でも実施し、H２９年度は宮内小学校へと、拡大していく計
画となっていますが、スタッフ不足が考えられ、臨時の長時間プログラムのときなどに手伝ってもらえるボランティアの確保が今後の課題となって
くると思われます。また、家庭教育支援事業の子育て学習会は、興味深いテーマで設定するものの、参加者数が伸びなかったので、今後は毎
回チラシを配付するようにします。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

住民一人ひとりが、基本的人権を尊重することの重要性を正しく認識し人権を尊重する態度や行動が日常生活に根づいている。

個別事業施策名 　人権教育推進事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

人権対策・教育費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 4,045,996円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　 様々な人権問題に対する町民の理解を深めるとともに、一人ひとりの人権意識の高揚を図ることを目的として、研修会や講座
などの事業を実施しました。

○人権教育基礎講座：7月～9月に計6回の講座を開催　受講者数470名　（前年比　+98名）
○人権教育巡回学習会：8月～２月に集会所などで行政区のグループ学習会を開催（18地区、238名参加　前年比　-18名）
○人権の町づくり集会：実践報告や人権劇、人権啓発ポスター展、人権啓発講演などを実施（12/10実施　約400名参加）
○広報とべ、パンフレット、人権カレンダー等による人権啓発など

事業の成果

　町民一人ひとりが人権教育の推進者であるという自覚を持ち、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解消に努める。

 人権教育基礎講座は昨年度より参加者が大幅に増加しました。巡回学習会は実施予定２０区中、１８区で実施することができました。
人権の町づくり集会ではダニエル・カール氏による記念講演や愛育幼稚園児による人権劇などを行いました。また、ロビーでは障がい者就
労支援施設の授産製品バザーや人権啓発ポスター展示など行い、住民の人権問題に対する理解を深めることができました。

【課題・問題点】
　参加者はおもに各種団体や小・中学校等の参加協力によって確保できています。今後も、幅広く周知するため
の創意工夫に努め、住民が人権問題を身近にとらえ、研修や学習会に気軽に参加できるよう学習機会の拡充に
努めます。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

住民一人ひとりが、基本的人権を尊重することの重要性を正しく認識し人権を尊重する態度や行動が日常生活に根づいている。

個別事業施策名 　人権対策推進事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

人権対策・教育費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 2,781,322円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

 県人権対策協議会砥部支部の活動を中心に、同和問題をはじめとする人権問題に対する理解を深めるため活動しています。
砥部町には隣保館がないため、広域隣保活動相談員による地域住民の様々な生活上の相談に応じ、行政や関係機関等と連
携を図りながら必要な指導・助言を行っています。

○相談員による相談件数230件

　※広域隣保活動事業補助金（県補助）980,000円を充当しています。

事業の成果

　同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決や差別意識の解消をめざす。

　 広域隣保活動相談員が地域住民や行政と連携し、地域住民の生活相談・教育相談・職業相談などに応じるなどして、福祉
の充実を図ることができました。

【課題・問題点】
　今後も、行政・学校・地域の連携に務め、福祉の充実や差別意識の解消・啓発に努めます。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実

住民一人ひとりが、基本的人権を尊重することの重要性を正しく認識し人権を尊重する態度や行動が日常生活に根づいている。

個別事業施策名 　人権相談事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

人権対策・教育費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 152,000円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　人権擁護委員６名が、家庭の問題・近隣トラブルなど人権に関する身近な相談窓口として実施しました。
　人権の町づくり集会では人権啓発物品の配布や、人権擁護委員の活動内容のＰＲも行いました。
○人権相談開催日時
　 ・中央公民館　毎月1回（12回） 10時～15時
　 ・ひろた支所　年3回　　　　　      9時～12時
○相談件数　　２件（前年比　-6件）

事業の成果

　地域の住民が人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったり、地域の皆さんからの人権相談に適切な指導・助
言を行う。

　子育てフェスタなど、町内イベントや、愛媛FCホームゲームなどでの啓発活動により、人権擁護委員活動や役割についての
周知については効果があったと思われます。

【課題・問題点】
　昨年度と比較して相談件数が6件減少しています。相談日や開催場所、また人権擁護委員の活動や役割を広く
住民に周知し、気軽に相談しやすい窓口になるよう努めます。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 文化スポーツ係

地域と織りなす文化の振興

本町固有の文化財、文化遺産が活かされるとともに、住民の文化意識が高揚している。

個別事業施策名 　文化財保護事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

文化振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 21,893,127円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

① 町内にある文化財の保存と活用を図るため、文化財保護審議会による指定文化財の現地調査等を行いました。
② 地域において、伝統芸能の保存団体等が行う保存伝承活動に対し、伝統芸能保存伝承事業費補助金を交付しました。
③ 水満田古墳公園再現施設（竪穴式住居、高床式倉庫）が経年劣化により修繕が必要となったため、修繕工事を行いました。
 
　　　費用　　○文化財保護審議会委員報酬　210,000円　　　○伝統芸能保存伝承事業費補助金　60,000円
　　　　　　　　○臨時職員賃金（1人分）  2,397,903円   　　　  ○全国史跡整備市町村協議会愛媛県支部負担金　5,000円
　　　　　　　  ○水満田古墳公園再現施設修繕工事（設計業務委託費1,026,000円　、修繕工事費17,355,000円）　ほか

事業の成果

　文化財保護意識の啓発に努めるとともに、指定文化財や候補物件の調査研究を行い、必要に応じて指定を行う。また、伝統
芸能の保存伝承及び育成に努める。

　伝統芸能の保存団体等へ補助を行うことにより、保存伝承活動の一助となりました。　（補助団体：岩谷口獅子舞保存会、北川毛伝統芸
能保存会、総津獅子舞保存会）
　水満田古墳公園再現施設を修繕しましたので、小中学校などの遠足、社会見学等に活用できるようになりました。また、文化財保護事業
で学芸員資格を有する臨時職員1人を雇用しました。

【課題・問題点】
　保存団体等による活動は、後継者不足の問題もあって年々縮小しており、貴重な文化遺産である伝統芸能を後
世に確実に継承するため、記録保存をしていく必要があります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 文化スポーツ係

地域と織りなす文化の振興

本町固有の文化財、文化遺産が活かされるとともに、住民の文化意識が高揚している。

個別事業施策名 　埋蔵文化財保護事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

文化振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 110,400円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　埋蔵文化財の保護と開発事業の調整を図るとともに、記録保存を行うため工事立会、試掘、踏査等の確認調査を実施しまし
た。
　　（確認調査5箇所　　対象面積6093.73㎡）

　　　費用　　○試掘調査調査員謝礼　24,000円　　○試掘用重機借上料　86,400円

事業の成果

　埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れのある各種開発事業について早期把握に努めるとともに、埋蔵文化財保護との調整を図
る。

　開発事業に係る関係各課の協力もあり、周知の埋蔵文化財包蔵地内において無届で工事等を行ったケースはなく、記録保
存等適切な措置をしました。

【課題・問題点】
　町にとって貴重な埋蔵文化財の調査研究の水準を高めるためにも、できるだけ早い時期に学芸員等専門職員の
配置が必要があります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 文化スポーツ係

地域と織りなす文化の振興

住民が本町の歴史・文化に関する知識、情報を求めに応じて得ることができる環境が整備されている。

個別事業施策名 　文化行政推進事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

文化振興費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 3,099,594円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

［文化功労賞］
　町長が委嘱した推薦委員4人による文化功労賞推薦委員会で審議を行い、社会教育課長が功労賞授与候補者を町長に推薦しました。
その後、町長が受賞者を大西光氏に決定し、砥部陶街道文化まつり表彰式の席上で、功労賞を贈呈し、その功績を顕彰しました。

［砥部町民ミュージカル］
　平成29年に砥部焼磁器創業240年を迎えることから、砥部町民ミュージカル　シンパシーライジング～砥部焼物語～を公演することとし、
坊っちゃん劇場を運営している(株)ジョイ・アートと業務委託契約を結びました。オーデションを勝ち抜いた約40名の出演者が平成29年7月
29日（土）・30日（日）の本番に向け稽古を行っています。

　　費用　　○文化功労賞推薦委員報酬　28,000円　　○功労賞表彰額（1個）　10,285円　　○砥部町民ミュージカル運営委託費
2,844,200円　　ほか

事業の成果

　本町における文化の向上発展のため、伝統文化の継承、芸術文化・生活文化の向上、学術研究、文化団体の育成指導など、特に功績
著しい個人又は団体を顕彰する。また、国・県・町が主催する文化振興事業の円滑な実施のため、連絡調整を行う。

　本町の文化の発展に特に功績のあった者の栄誉を顕彰することにより、本町のさらなる文化の向上発展につなげました。

【課題・問題点】
　本町における文化の向上発展のため、引き続き事業を進めます。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 文化スポーツ係

地域と織りなす文化の振興

住民が本町の歴史・文化に関する知識、情報を求めに応じて得ることができる環境が整備されている。

個別事業施策名

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

坂村真民記念館費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 20,358,269

事業の実施状況

　開館5年目となり、特別企画展「東日本大震災と坂村真民の詩」29年3/4～6/11、企画展「坂村真民と二人の母」28年6/11～
10/16、企画展「祈りの詩人　坂村真民の原点を求めて」28年10/22～29年2/26を開催し、多くの来館者があり、県内外へ情報
発信をしました。
　○入館者　8,406人
　○収入　4,403,282円　（入館料　2,589,535円、寄附金　336,700円、販売手数料　1,477,047円）
　○支出　20,358,269円（報酬　105,000円、賃金　8,696,635円、需用費　6,046,257円、役務費　895,277円、
                             　　  委託料　3,600,280円、使用料及び賃借料　57,205円、積立金　468,345円、
　　　　　　　　　　　　　　　　その他　489,270円）
　※愛媛県市町振興協会交付金（県市町振興協会交付金）　2,813,728円を充当しています。

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

　坂村真民記念館運営事業

事業の成果

　坂村真民氏の作品(遺品)を管理し、展示することにより同氏の業績を永く後世に伝える。また、真民詩への親しみと理解を深め、真民詩を砥部町の文
化として定着させ、住民が様々な機会を通じて文化や芸術に親しむ環境を整備することにより、住民生活の質を高め活力のある地域を形成する。また、
砥部町の文化を全国に発信することにより、砥部町の交流人口を増やし活性化を図る。

　開館5年目となり常設展示と同時に、毎年工夫した特別企画展を1回と企画展を2回開催し、多くの来館者に喜んでいただきま
した。また各企画展ごとに報道機関等を通じて、記念館のPRに努め、県内外へ情報を発信することができました。坂村真民に
ついての講演会の開催やボランティアガイド養成講座(全9回)を実施し、真民詩への理解を深めてもらいました。

【課題・問題点】
　来館者アンケートからは、非常に高い評価を受けているが、まだまだ坂村真民記念館の知名度は低く、来館者数が減少傾
向にあります。来館者数の増加のために魅力ある企画展を開催し、より効果的で効率的な記念館からの情報発信、県内外
の広報活動と将来の来館者となる青少年への教育普及活動を充実させていく必要があります。
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 文化スポーツ係

スポーツ・レクリエーションの振興

住民の生涯スポーツへの意識が高揚し、スポーツ活動が定着している。

個別事業施策名 　社会体育推進事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

保健体育総務費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 4,748,993円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

○各種スポーツ大会を砥部町体育協会に委託して開催しました。
　　・砥部町体育協会・・・ソフトボール大会、ソフトテニス大会、バレーボール大会、軟式野球大会、インディアカ大会、レクリ
エーションバレーボール大会、バドミントン大会、テニス大会、卓球大会
○スポーツ推進委員会を運営し、スポーツ振興・推進に関し研究、実践しました。
○少年スポーツ団体等の育成を目的に補助し、団体育成を図りました。

　　費用　　○砥部町スポーツ推進委員報酬（12人）　624,000円　　　○砥部町社会体育事業委託料　2,502,000円
　　　　　　　○砥部町スポーツ少年団等育成補助金　750,000円　ほか

事業の成果

　住民の生涯スポーツへの意識が高揚し、スポーツ活動の定着を図る。

　平成28年度の体育協会委託の各種スポーツ大会には、延べ約2,500人で町民の1割程度が参加しました。

【課題・問題点】
　地域住民がスポーツを通じて健康への関心を持ち、体力づくりを習慣化するために、さらに広く参加を呼び掛け
る必要があります。



ＮＯ．５６

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 文化スポーツ係

スポーツ・レクリエーションの振興

住民が施設等を活用しながら安心、安全にスポーツ・レクリエーション活動を行っている。

個別事業施策名 　社会体育施設管理

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

体育施設費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 77,051,978円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

○直営施設の貸出の管理、利用料金の収受、利用実績の管理、照明施設等体育施設の維持、点検、修理を行いました。
　　　直営施設：（全部管理）砥部小・宮内小・麻生小・砥部中夜間照明、大南町民広場、ひろた町民グラウンド夜間照明
　　　　　　　　　 （一部管理）砥部小・宮内小・麻生小・砥部中・玉谷小・広田小・高市小体育館、砥部中武道場
○指定管理者との契約、運営上の協議、指示、利用実績の管理を行いました。
   　 指定管理者管理施設：砥部町陶街道ゆとり公園、田ノ浦町民広場
○施設の整備及び老朽化等に伴う改修工事を行いました。
　  　費用　　○指定管理委託料　1,920,000円

    　　[新設] ○陶街道ゆとり公園屋外障害者トイレ新築工事　　10,581,000円　　○陶街道ゆとり公園グラウンドゴルフ場スロープ建設工事　12,371,000円
                  ○陶街道ゆとり公園グラウンドゴルフ場東屋建設工事　972,000円　○陶街道ゆとり公園駐輪場設置工事　1,663,200円
　　　　  [改修]○陶街道ゆとり公園園地内・駐車場・進入路舗装工事　40,779,000円　　ほか

事業の成果

　日常のスポーツ活動が快適に展開できるように、スポーツ施設の管理を行う。

　直営施設については、年間115,008人の利用があり、対前年比4.2％減少しました。一方、指定管理者管理施設については、年間
118,040人の利用があり、同3.5％増加しました。ハード面では、陶街道ゆとり公園に障害者トイレ、グラウンドゴルフ場のスロープ・東屋の建
設を行うなど、施設環境整備を行いました。また、施設を安全、安心に利用してもらうために公園遊具安全点検、遊具の修繕などを計画的
に行いました。

【課題・問題点】
　今後も多くの利用者に快適に利用していただけるような管理運営を図っていきます。また、施設の老朽化により
修繕箇所が増えてきており、施設全体において長寿命化計画を作成する必要が生じています。



ＮＯ．５７

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 文化スポーツ係

スポーツ・レクリエーションの振興

住民一人ひとりが自分に合ったスポーツ・レクリエーション活動に参加し、住民同士の交流を深めながら健康的に暮らしている。

個別事業施策名 　町主催スポーツ・レクリエーション事業

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

保健体育総務費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 1,177,989円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

○町民の健康増進を図るため平成28年6月12日、クロッケー大会を実施しました。
○町民のスポーツ精神の高揚と体力の向上を図り、併せてコミュニティーづくりを推進するとともに、地域住民の交流を深め明るい
  町づくりを推進することを目的に、平成28年10月9日、スポーツまつりinとべを開催しました。
○児童・生徒への陸上競技の普及を目指し、駅伝大会に参加することにより他校との交流を深めるとともにチームワークの大切さ
  を体感させることを目的に、平成29年1月28日、ジュニア駅伝大会を開催しました。
○歩いて楽しむウオークラリーを広く町民に普及するとともに、体力づくり及びグループ・親子の対話を図ることを目的に、平成29
  年2月26日、ウ オークラリー大会を実施しました。
○愛媛サイクリングの日関連イベントとして、平成28年11月13日に『陶街道まるごとスタンプラリー　自転車でGO！』を開催しました。
○砥部町出身で2016リオオリンピック日本代表女子選手団監督の南條充寿夫妻と女子78ｋｇ超級で銅メダリストの山部佳苗さんの3人を招き、平成29年3
月12日に陶街道ゆとり公園武道場で柔道教室を開催しました。
　　費用　　○クロッケー大会　39,446円　○スポーツまつりinとべ　103,347円　　○ジュニア駅伝大会　71,242円
　　　　　　　○ウオークラリー大会　48,000円　○サイクリング大会　127,652円　　○砥部町柔道教室　662,096円
　※(公財)県市町振興協会イベント助成金　520,000円を充当しています。

事業の成果

住民一人ひとりが自分に合ったスポーツ・レクリエーション活動に参加し、住民同士の交流を深める機会を提供する。

　クロッケー大会28チーム97人、スポーツまつりinとべ612人（綱引き合戦　34チーム、ペタンク大会　40チーム、グラウンドゴルフ
大会　16チーム）、ジュニア駅伝大会460人（駅伝の部　63チーム310人、マラソンの部　150人）ウオークラリー大会23チーム99
人、の参加がありました。住民同士の交流の機会を提供することができ、今後も実施要項等を見直しながら継続していきます。

【課題・問題点】
　地域住民がスポーツを通じて健康への関心を持ち、体力づくりを習慣化するために、さらに広く参加を呼び掛け
る必要があります。



ＮＯ．５８

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2
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教育委員会における事務の管理・執行状況　　　事業別評価票（自己評価）

担当係等　： 社会教育係

住民自らがまちづくりへと参画できる仕組みづくり

男女共同参画が実現し、社会のあらゆる分野に共に参画している。

個別事業施策名 　女性団体育成

※　評価が３及び４の場合は、課題問題点を明らかにすること。

社会教育総務費

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 ５０，０８０円

事業の実施状況

※　自己評価　　　1 順調　  2 概ね順調　　3 やや順調でない　　　4 順調でない

① 女性団体連絡協議会主催の事業を実施しました。
　・文化財めぐり（11月28日実施　1７人参加）
　・「ふるさと愛媛学」出前講座　地域の人々が語る昭和の砥部（1月19日　44人参加）　・調理実習「生活習慣病を予防するために食生活を
見直そう」（2月27日　26人参加）　・行政勉強会「児童福祉」（3月10日　20人参加）
② 研修会にも積極的に参加しました。（※抜粋）
　・男女共同参画社会づくり推進県民大会（6月21日　2人参加）
　・地域女性リーダー育成研修会（9月9・16日、全2回　のべ6人参加）
③その他
　・定例議会傍聴（２月22日本会議・議案審議　のべ１2人参加）

事業の成果

　女性団体の意識向上を図り、各団体の交流を図る。

　各種研修会に参加することにより、自己啓発に努めました。また、女性ならではの視点や立場で、考える機会や場を提供するため、合同
で研修や講演会を開催しました。28年度は、愛媛県教育委員会生涯学習課教育専門員　竹井賢二さんを講師に迎え「ふるさと愛媛学」出
前講座　地域の人々が語る昭和の砥部と題して講演会を開催しました。また、行政勉強会として、28年度は児童福祉について学びました。
砥部町の児童福祉の現状と題しての講義や、松山市南部児童センターの視察研修を実施しました。

【課題・問題点】
　魅力ある活動ができるよう、会員のニーズを把握し、組織と活動の充実を図っていくことが必要ですが、会長のリーダーシッ
プも大切です。女性団体のリーダー育成に向けた様々な事業を展開していますが、参加者はほぼ固定しており、高齢化して
いることもあり、今後は、若年層の参加者を増やしていくことが課題となっています。



【学識経験者意見】 No.１

　

いる。

・ 子どもたちの確かな学力の向上に向けた取り組みでは、個に応じたきめ細かな指

導と学習・生活習慣の確立が大切である。学力診断テストの実施や学力向上推進

　委員会を中心とした取り組みにより、成果をあげている。

　かな指導に努めてもらいたい。

果をあげている。ハート何でも相談の年間相談件数、来談者数が昨年度比、大幅

　に増加しており、これが解決につながることを期待したい。

・ 今年３月公示された新学習指導要領では、2年間の移行期間の後、2020年度から

小学校英語を５・６年において教科化、３・4年では外国語活動として実施される。

　入れて考えていただきたい。

安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整って

「平成29年度（28年度事業）砥部町教育委員会点検評価報告書」に対する外部評価意見

平 成 29 年 8 月 14 日

氏 名 二 神 和 德

基本施策

・ 教職員の研究は実践に始まり、実践により実証され、日々の教育活動に生かされ

る。これまで成果をあげている砥部町教育研究大会を「砥部はひとつ」という共通意

　識のもと、今後とも取り組んでもらいたい。

意　　　見

・ 日々進化する情報化社会において、情報教育の果たす役割は大きい。コン

ピュータ教室の充実等によく努めているが、タブレットを活用した教育実践で成果

をあげている学校がふえており、砥部町においてもタブレット端末の導入も視野に

みよい結果が出ている。道徳教育では生きる上での責任と義務をどう認識するか、

地域の歴史や人材の教材化、実践事例集の活用等身近に感じながらの授業を

　心掛けたい。

・ いじめ・不登校をはじめ学校への不適応児童生徒が増加傾向にある昨今、砥部

・ 広田地区の学校が広田小学校に統合され、新しい広田小学校が力強くスタートし

・ 特色ある道徳教育推進事業では、体験活動の充実と家庭・地域との連携に取り組

町で取り組んでいるハート何でも相談、スクールカウンセラー活用事業等一定の成

専科教員の確保やＡＬＴの活用をはじめ、現場の教員のスキルアップ等対応が必

　要である。

・ 通学路の安全や防犯対策は関係機関や地域住民の協力を得て取り組み、成果

をあげている。通学時の自転車通学生（高校生も含め）の安全には特に留意すると

・ 小学校水泳・陸上記録会は自己の記録更新、体力向上に大きい効果がある。砥

　ともに下校時における交通安全、不審者対策等にも配慮したい。

　部町の同学年の子どもが集い、学校間の交流も促進される。ぜひ継続したい。

・ 特別支援教育は、就学前からの充実した教育相談、早期の段階からのキャリア

教育を通して自立と社会参加の促進を目指している。児童と保護者を含めた教育

相談を定期的に実施し、保護者の理解を深めるとともに、支援員を活用したきめ細

－76－



【学識経験者意見】 No.2

　

いる。

　

　

用した教育活動が行われている。

　

ふるさと砥部の新しい一面に触れることでき、地域の人々との交流も始まるなど、心

基本施策
地域や保護者の参画と協力により、透明な学校運営と地域の独自性を活

基本施策

意　　　見

いる。

多様な活動を提供している。また、幼保小の交流など就学前教育にも努め、成果を

保護者が安心して子どもをあずけることができる幼児教育環境が整って

・ 事業の実施状況をみると、季節的な行事を始め園外保育、ＡＬＴなど子どもたちに

　豊かな子どもの育成が期待される。

倶楽部も事務局ができ、小中学校での学校支援活動が実施されている。これが学

　校と地域の連携・協働の起点となることを期待したい。

・ 地域の特性を生かす推進事業は、各校独自の特色ある教育の推進を支えてお

・ 開かれた学校づくりのために始まった学校評議員制度、学校関係者評価委員会

も定着し、透明性のある学校運営ができている。地域人材を活用したとべっ子志縁

り、ぜひ継続していただきたい。この活動を通して、子どもたちが日頃生活している

意　　　見 　あげている。今後、質の向上とともに、人材確保にも努めていただきたい。

・ 子育て支援の環境が変わる中にあって、子どもや保護者の身近な場所で、教育、

　保育等の相談対応、情報対応など関係機関と連携した取り組みが求められる。

基本施策
子どもたちが確かな学力を身につけ、豊かな心と健やかな体を育み生きる力

・ 山村留学は多様なニーズを抱える子どもたちに、少人数の中で体験を重視した

　一人一人が主役になることができる教育環境を提供している。高市から広田小学校

ターでの給食が始まる。砥部町ならではの地域性を生かした運営に取り組んでい

を備えている。

へマイクロバスで通学しているが、広田地区の子どもと留学生が互いに刺激し合っ

意　　　見
　て成長していくことを期待したい。

・ 砥部町学校給食センターの改築工事も無事終わり、９月から新しい学校給食セン

ただきたい。また、給食センターと学校が連携して安心、安全な学校給食を提供す

　るとともに食育の充実を図り、子どもの健やかな成長を目指し努めていただきたい。

　ンプでも生かされるなど、広がりができていることは評価したい。

意　　見

基本施策
安心して就学でき、安全に教育を受けることができる教育環境が整って

　た。この広田小学校が、広田地区における地域活性化の拠点となることを期待したい。

・ 防災教育の必要性が増す中、学校防災教育実践モデル地域実践事業が実施さ

れ、ＰＴＡ防災キャンプが行われたが、このノウハウが社協主催のこども防災キャ

－77－



【学識経験者意見】 　 No.3

　

じて得た知識・技能を地域に還元している。

　

　

権を尊重する態度や行動が日常生活に根づいている。
基本施策

住民一人ひとりが、基本的人権を尊重することの重要性を正しく認識し人

意　　　見

・ 行政、学校、地域が連携して人権教育推進事業、人権対策推進事業に取組み、

成果をあげている。人権教育基礎講座は毎回の講師も多彩で、受講者数も増加し

　ている。今後とも、差別の解消に向けた啓発活動が望まれる。

・ 人権の町づくり集会、人権劇、啓発ポスターなどよく取り組まれている。今後とも、

いじめ、不登校等の解消を目指し、家族や地域の絆を深め、教育力の向上を目指

　し、継続した取り組みを期待したい。

・ 青少年育成センターを設置し、登校指導、街頭補導等に取り組むことで、青少年

の非行防止や健全育成に成果をあげている。今後とも、少年の支援と同時に保護

基本施策 　児童、生徒及び青少年が地域の中で健全に育っている。

意　　　見

　者のサポートも学校、関係機関が連携し、情報共有しながら取り組む必要がある。

・ 成人式は地域の欠かせない事業であり工夫されて実施されているが、企画運営

　に成人や若者等を活用するなど、地域の人的交流の場としての活用を図りたい。

・ 放課後子ども教室が砥部地区３校区でスタートしたことは喜ばしい。また、とべっ

子志縁倶楽部の学習支援活動も実施され、子どもたちの学びの支援となってい

る。これらの活動は、ボランティアスタッフに支えられている。広く町民に広報し、社

　会総がかりで取り組む教育の推進につながることを願いたい。

基本施策
住民一人ひとりが求めに応じた手段で学びを享受するとともに、学びを通

・ 住民と行政の協働によるまちづくりをねらいとする、キラリと輝るまちづくりアシスト

　地域住民の図書館として、創意あふれる事業が展開されることを期待したい。

意　　　見

　部町の音楽による国際交流も子どもたちにとってよい学びの場となっている。

は子ども対象の各種事業が興味深く、本に親しむ子どもの育成に成果をあげてい

　参加するなど活動が広がっている。

る。長期休業中は多くの子どもが利用しており、町外からの利用者もいる。今後とも

・ 砥部町少年少女発明クラブの活動内容は充実しており、子どもの作品を展示し

一般公開するなど意欲づけを図っている。指導者の高齢化に伴い中高生も指導に

　事業が低調であるのは残念である。ニーズの掘起しといっそうのＰＲが求められる。

・ 文化会館図書館管理運営については、適切に実施されている。図書館において

・ 生涯学習環境の充実の核となる公民館活動は、新規の国際教養講座をはじめ

様々な活動を実施し成果をあげている。また、ショパンビレッジフェスティバルin砥
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高揚している。

　

できる環境が整備されている。

　

　
基本施策

住民が施設等を活用しながら安心、安全にスポーツ・レクリェション活動を

行っている。

意　　　見

・ ライフステージに応じたスポーツ機会を創り出していくためにも、スポーツ施設の

整備活用は大切である。住民の施設利用状況をみると、直営、指定管理者とも昨

　年に比べ若干の増減はあるもののよく利用されている。

・ 公園遊具や施設の点検・修繕についてもよく取り組まれているが、施設の老朽化

　を考えると、より一層の安全確認や対策に取り組んでいただきたい。

・ 小中学校施設の夜間開放と同時に、小学校の校庭を月2回土曜日に開放してい

るが、幼・小期の子どもにとって遊び場の確保が大切である。広い運動場で走り回

　ることのできる学校開放を継続させたい。

　が必要となり、スポーツへの関心を高めることができ、健全育成が期待できる。

意　　　見

　住民の生涯スポーツへの意識が高揚し、スポーツ活動が定着している。

・ 生涯スポーツへの意識高揚、スポーツ活動の定着は、町民が参加し互いに交流

することから始まる。各種スポーツ大会に町民１割程度が参加しているが、少しでも

・ スポーツ少年団の活動は、子どもだけでなく指導者や保護者を含めた活動・運営

・　体育協会による各種スポーツ大会の運営は実効性があり、スポーツ推進委員会の

　運営、研究・実践は、課題把握や検証のためにも意義がある。

　多くの町民が参加できる方策を考える必要がある。

基本施策

基本施策
本町固有の文化財、文化遺産が活かされるとともに、住民の文化意識が

・ 文化財は地域の貴重な財産である。その文化財の保存・活用を進めるためにも、

　思うが、活用してもらいたい。今後、できれば正規職員の採用を望みたい。

　で触れることができ、教育効果も期待できる。

・ 臨時でも学芸資格を有する職員がいることは大変好ましい。限られた勤務だと

を集中管理し、一般公開するなど広く砥部町の歴史、文化を発信できるような取り

　組みが望まれる。
意　　　見

意　　　見

・ 伝統文化の継承、芸術文化等の向上、学術研究、文化団体の育成などに功績の

基本施策
住民が本町の歴史・文化に関する知識、情報を求めに応じて得ることが

文化・芸術活動の拠点となる施設がほしい。町内各地に散らばっている文化財

・ 水満田古墳公園再現施設の修繕は評価できる。子どもたちにとって直接、等身大

　生かしたり、近くの砥部焼窯元めぐりと真民記念館がコラボするなど工夫が望まれる。

・ 砥部町民ミュージカル事業は、出演者、観客ともに砥部町のよさを共有できるもの

　で住民の意識高揚や連帯感につながるものであり評価したい。

・ 坂村真民記念館の工夫した企画展などの取り組みは評価できるが、入館者数の

増に結びつかないのは残念である。真民の生まれ故郷である熊本とのつながりを

あった人に文化功労賞を授与し表彰することは、町の歴史・文化を顕彰することに

　なりその意義は大きく、継続していきたい。
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民同士の交流を深めながら健康的に暮らしている。

　

　の活性化を図ることができる。防災や減災に向けた地域コミュニティにおける活動な

　多様な働き方ができる社会の実現に向けた取組が必要である。

基本施策
住民一人ひとりが自分に合ったスポーツ・レクリェション活動に参加し、住

意　　　見

・ 女性団体連絡協議会主催の事業開催、各種研修会への参加、定例議会の傍聴

・ 男女が共に地域活動やボランティア活動に参画する機会を提供することで、地域

基本施策 　男女共同参画が実現し、社会のあらゆる分野に共に参画している。

意　　　見

・ 団塊の世代が70歳を迎える超高齢化社会にあって、世代間の交流や相互理解に

果たすスポーツの役割は大きい。町としては、陶街道まるごとスタンプラリー等新し

　の運営ボランティアへの参加を募るなどの手立ても考えたい。

　ども、男女共同参画の視点から考えてみたい。

参加者が減少しているのは残念である。いつでも、だれでも参加できるものにして

　いくためのさらなる手立てを工夫する必要がある。

・ スポーツに関わるボランティア活動、選手だけでなくスポーツ・レクレーション事業

いイベントをはじめ多くのスポーツ・レクレーション事業を提供しているが、全体的に

など多岐にわたる活動を展開し、自己啓発に努めているが、参加者が固定してい

る。若年層にも広げたいが、若年層の参加を増やすには、子育て支援をはじめ
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