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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、教育に関する学識経験者の知見の活用を図る  

こととされています。 

そこで、砥部町教育委員会では、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.点検及び評価取組の趣旨 

(1) 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。 

(2) 毎年、点検・評価を実施することで、変化する社会経済情勢に適確に対応するととも

に、職員の意識改革の向上を促進します。 

(3) 報告書を議会に提出し、公表することにより、町民への説明責任を果たし、信頼関係

を確保します。 

 

2.点検・評価の対象事業 

平成 29 年度事業を対象とし、大きく次の２区分とします。 

(1) 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。 

(2) 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 29 年度の事務事業を点検・

評価したもので、構成は、平成 29 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。 
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3.点検・評価の方法 

(1) 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、自己評価を行いました。 

(2) 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 小田正志氏（元愛媛県中予教育事務所長） に、

基本施策別にご意見をいただきました。 

 

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。 
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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 

 

 

【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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○教育委員について 

 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。 

 

 砥部町教育委員会委員(平成 30 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  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 

委 員 篠原 弘康 平成 30 年 2 月 17 日～平成 34 年 2 月 16 日 

 

 

○教育委員会の活動状況について 

 

1.教育委員会会議の運営状況 

定例会、臨時会など、平成 29 年度における主な活動状況は次のとおりです。 

開催日 種別 審議された議案等 

4月 26日 定例 議案 ・平成 29年度教育費一般会計補正予算について 

・平成 29年度砥部町教育支援委員会委員の委嘱について 

・平成 29年度準要保護児童生徒の追加認定について 

 協議 ・給食センター改築事業の変更契約について 

5月 26日 定例 議案 ・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 29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 29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 

・平成 29年度砥部町学力向上推進委員会委員の委嘱について 

・平成 29年度準要保護児童生徒の追加認定について 

 協議 ・砥部小学校放課後児童クラブの増設について 
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6月 26日 定例 議案 ・砥部町山村留学センター運営協議会設置要綱の制定について 

・砥部町学力向上推進委員会設置要綱の一部改正について 

・砥部町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

・平成 29年度準要保護児童生徒の追加認定について 

 協議 ・幼保一元化の推進について 

7月 26日 定例 議案 ・平成 29年度教育費一般会計補正予算について 

・砥部町就学援助実施要綱の一部改正について 

8月 23日 臨時 議案 ・平成 30年度使用教科用図書の採択について 

8月 23日 定例 議案 ・砥部町教職員住宅条例の一部改正について 

・平成 29年度(平成 28年度事業)砥部町教育委員会点検評価報告書に

ついて 

・平成 29年度準要保護児童生徒の追加認定について 

9月 25日 定例 議案 ・平成 30年度使用中学校特別支援学級教科用図書の採択について 

 協議 ・麻生小学校用地の財産処分について 

10月 20日 定例 議案 ・平成 29年度教育費一般会計補正予算について 

 協議 ・教育委員の費用弁償について 

11月 24日 定例 議案 ・砥部町認定こども園条例の制定について 

・平成 30年度教育費一般会計予算について 

 協議 ・平成 28年度教育費一般会計決算報告について 

12月 22日 定例 議案 ・砥部町認定こども園条例施行規則の制定について 

・砥部町立認定こども園の設置に伴う関係規則の整理に関する規則

の制定について 

・砥部町立幼稚園の通園区域に関する規則の廃止について 

・砥部町立幼稚園管理規則の一部改正について 

・砥部町立幼稚園預かり保育に関する規則の制定について 

・平成 29年度準要保護児童生徒の追加認定について 

1月 26日 定例 議案 ・砥部町教職員住宅条例の一部改正について 

・砥部町通学路安全推進会議設置要綱の一部改正について 

・平成 29年度準要保護児童生徒の追加認定について 

2月 17日 臨時 協議 ・砥部町教育委員会教育長職務代理者の指名について 

・議席の決定について 
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2月 26日 定例 議案 ・砥部町教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

・砥部町公立学校管理規則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 

・平成 29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 30 年度砥部町学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につ

いて 

・平成 30年度砥部町外国語指導助手の委嘱について 

・平成 30年度砥部町山村留学センター長の委嘱について 

・平成 30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 30年度砥部町ハートなんでも相談員の委嘱について 

・平成 30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 30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 30年度砥部町社会教育指導員の委嘱について 

・平成 30年度砥部町青少年補導員の委嘱について 

・平成 30年度坂村真民記念館長の委嘱について 

・平成 30年度砥部町広域隣保活動相談員の委嘱について 

・平成 30年度砥部町地区公民館長の委嘱について 

 協議 ・平成 30年度教育方針について 

3月 8日 臨時 議案 ・平成 30年度教職員人事異動原案について 

3月 26日 定例 議案 ・砥部町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償に関する条例の一部改正について 

・平成 30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 30年度砥部町放課後子ども教室実施要綱の制定について 

・砥部町教育委員会後援名義等使用承認取扱規程の一部改正につい

て 

・砥部町スポーツ推進委員の委嘱について 

・平成 30年度砥部町家庭教育支援員の委嘱について 

・平成 30 年度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 

・平成 30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 30年度準要保護児童生徒の認定について 

・砥部町学校給食センター運営委員会における公募委員の選考に 

関する要領の制定について 

 協議 ・平成 30年度教育方針について 

・平成 30年度繰越明許について 
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1.開催回数  15回（定例会 12回、臨時会 3回） 

2.議案件数  58件 

3.教育長報告 12回（207件） 

 

2.学校・幼稚園・保育所訪問 

(1) 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。 

 

(2) 幼稚園訪問 

幼稚園の運営を協議するため、施設訪問を実施しました。 

 

訪問日 施設名 訪問日 施設名 

6 月 19 日 砥部中学校 7 月 6 日 宮内小学校 

6 月 21 日 砥部小学校 11 月 6 日 麻生･宮内幼稚園 

6 月 22 日 麻生小学校 11 月 24 日 砥部幼稚園 

6 月 28 日 広田小学校   

 

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 9 日 ・山村留学センター入所式 

・広田小学校開校式 

4 月 10 日 ・小学校入学式 

・松山南高等学校砥部分校入学式 

4 月 11 日 ・砥部中学校入学式 

4 月 12 日 ・幼稚園入園式 
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4 月 19 日 ・愛媛県人権教育協議会委員会【松山市】 

5 月 3 日 ・こどもの日まつり【高市町民グラウンド】 

5 月 10 日 ・愛媛県人権教育協議会定期総会【松山市】 

・愛媛県企業連合会定期総会【松山市】 

・人権対策、企業連合会砥部支部合同定期総会 

5 月 11 日 ・全国町村教育長会【東京都】 

5 月 13 日 ・伊予郡市ＰＴＡ連合会総会【伊予市】 

5 月 17 日 ・愛媛県へき地教育振興会総会【松山市】 

5 月 20 日 ・砥部町ＰＴＡ連絡協議会総会 

5 月 22 日 ・愛媛県市町教育委員会連合会理事会【松山市】 

5 月 25 日 ・砥部町人権教育協議会総会 

・砥部町文化協会定期総会 

5 月 26 日 ・砥部町体育協会総会 

5 月 28 日 ・愛媛県障がい者スポーツ大会 

5 月 31 日 ・伊予地区中学校総合体育大会 

・愛媛県町教育長会議【松山市】 

・愛媛県市町教育委員会教育長会議【松山市】 

6 月 6 日 ・伊予地区教育委員会連絡協議会総会 

6 月 17 日 ・砥部町教友会総会 

7 月 4 日 ・町内小学校水泳大会【宮内小学校】 

7 月 13 日 ・四国人権教育研究大会【松山市】 

7 月 15 日 ・“新”砥部町学校給食センター竣工式 

7 月 19 日 ・愛媛県市町教育委員会連合会総会【八幡浜市】 

・社会を明るくする運動「砥部の集い」 

7 月 24 日 ・伊予地区小学校水泳大会 

7 月 29 日 ・町民ミュージカル公演（～30 日） 

8 月 7 日 ・茨城県立大洗高等学校マーチングバンド部演奏会 

8 月 25 日 ・四国ブロック町村教育長協議会【徳島市】 

9 月 10 日 ・砥部中学校運動会 

・松山南高等学校砥部分校運動会 

9 月 17 日 ・宮内、砥部、広田小学校運動会 

9 月 18 日 ・麻生小学校運動会 

9 月 23 日 ・愛育幼稚園運動会 

9 月 30 日 ・えひめ国体開会式 

10 月 5 日 ・えひめ国体バドミントン競技会開始式 
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10 月 12 日 ・砥部町小学校陸上競技大会【砥部中学校】 

10 月 15 日 ・幼稚園運動会 

10 月 28 日 ・えひめ大会(全国障害者スポーツ大会)開会式 

11 月 4 日 ・陶街道文化まつり 芸術文化フェスタ 

11 月 5 日 ・ショパンビレッジコンサート 

11 月 7 日 ・愛媛県人権・同和教育研究大会 

11 月 8 日 ・愛媛県社会教育研究大会 

11 月 9 日 ・四国地区市町村教育委員会協議会【松山市】 

11 月 10 日 ・松山南高等学校砥部分校 70 周年記念式 

11 月 15 日 ・愛媛教育の日推進大会【松山市】 

11 月 16 日 ・愛媛県町教育長会議研修会 

11 月 21 日 ・中予地区人権・同和教育研究協議会【松山市】 

11 月 29 日 ・伊予地区教育委員会連絡協議会研修【鬼北町・松野町】 

・砥部町いじめ防止子ども会議 

12 月 2 日 ・全国人権同和教育研究大会【島根県】 

12 月 9 日 ・砥部町人権のまちづくり集会 

12 月 16 日 ・いじめストップ愛媛の子どもフォーラム 

12 月 22 日 ・砥部町総合教育会議 

1 月 4 日 ・砥部町年賀交換会 

1 月 7 日 ・砥部町成人式 

1 月 10 日 ・伊予地区教育長会議【松前町】 

1 月 18 日 ・砥部町防災教育推進連絡協議会 

2 月 6 日 ・愛媛県人権教育協議会支部長会【松山市】 

3 月 1 日 ・松山南高等学校砥部分校卒業式 

3 月 16 日 ・砥部中学校卒業式 

3 月 20 日 ・幼稚園卒園式 

3 月 22 日 ・砥部地域小学校卒業式 

3 月 23 日 ・広田小学校卒業式 

・山村留学センター退所式 

3 月 28 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 1 人  
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○教育委員会における事務の管理・執行状況 

目  次 

注 1）評価欄には、各事業別評価の「自己評価」を掲載しています。 

注 2）評価欄に網掛けされているのは、前回評価と異なる箇所です。 

施

策 
個別事業施策 担当係等 評価 

前回

評価 
頁 

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。 

  1. 教職員研修事業 学校教育係 2 2 13 

  2. 校長会等の開催 総務係 1 1 14 

  3. 保健対策事業 学校教育係 1 1 15 

  4. ハートなんでも相談事業 学校教育係 2 2 16 

  5. スクールカウンセラー活用事業 学校教育係 2 2 17 

  6. 外国語指導助手配置事業 学校教育係 1 1 18 

  7. 教育活動支援事業 学校教育係 1 1 19 

  8. 情報教育推進事業 学校教育係 2 2 20 

  9. 学力向上支援事業 学校教育係 2 2 21 

  10. Ｑ-Ｕアンケート調査の実施 学校教育係 2 2 22 

  11. 小・中学校教育振興備品購入事業 学校教育係 2 2 23 

  12. 小学校水泳・陸上記録会 学校教育係 1 1 24 

  13. 特別支援教育推進事業 学校教育係 2 2 25 

  14. 就学援助事業 学校教育係 2 2 26 

  15. 特別支援教育就学奨励事業 学校教育係 2 2 27 

  16. 砥部町奨学資金貸与事業 総務係 2 2 28 

  17. 通学路安全対策事業 総務係 2 2 29 

  18. 防犯対策事業 総務係 2 2 30 

  19. 学校遊具等安全対策事業 総務係 2 2 31 

  20. 教職員宿舎管理事業 総務係 2 2 32 

  21. 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 2 2 33 

  22. 小中学校施設整備・維持管理業務 総務係 2 2 34 

  23. 学校開放事業 総務係 3 2 36 

  24 校務支援（校務用ＰＣ更新） 総務係 2 2 37 

  25. 広田地区小学校統合 総務係 1 1 38 
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施

策 
個別事業施策 担当係等 評価 

前回

評価 
頁 

  26. スクールソーシャルワーカー活用事業 学校教育係 2 2 39 

  27. 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド部演奏会 総務係 1 1 40 

  28. 学校防災力強化 学校教育係 2 2 41 

 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。 

  29. 山村留学センター運営事業 山村留学センター 2 2 42 

  30. 学校給食センター改築事業（新センター建設） 給食センター係 1 3 43 

  31. 学校給食センター改築事業（旧センター解体） 給食センター係 1 － 44 

  32. 学校給食運営事業 給食センター係 1 2 45 

 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かした教育活動が行われている。 

  33. 地域の特性を生かす推進事業 学校教育係 2 2 46 

 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。 

  34. 幼児教育の推進及び施設管理業務 保育幼稚園係 2 2 47 

  35. 私立幼稚園就園奨励事業 保育幼稚園係 2 2 49 

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。」を含む。 

  36. 社会教育推進事業 社会教育係 2 2 51 

 37. 砥部町少年少女発明クラブ 社会教育係 1 1 52 

 38. キラリと輝るまちづくりアシスト事業 社会教育係 3 2 53 

  39. 文化会館図書館管理運営 文化スポーツ係 2 2 54 

  40. 公民館施設管理事業 公民館係 2 2 55 

  41. 公民館活動事業 公民館係 2 2 56 

  42. 勤労青少年ホーム事業 公民館係 2 2 57 

 児童、生徒及び青少年が地域のなかで健全に育っている。 

  43. 青少年育成 社会教育係 1 1 58 

  44. 成人式 社会教育係 2 2 60 

  45. 学校・家庭・地域連携推進事業 社会教育係 2 2 61 

 住民一人ひとりが、「性別」、「年齢」、「障害の有無」、「国籍」などにかかわらず、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的に根づいている。 

  46. 人権教育推進事業 社会教育係 1 1 62 

  47. 人権対策推進事業 社会教育係 1 1 63 

  48. 人権相談事業 社会教育係 2 2 64 
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施

策 
個別事業施策 担当係等 評価 

前回

評価 
頁 

地域と織り成す文化の振興 

 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。 

  49. 文化財保護事業 文化スポーツ係 2 2 65 

  50. 埋蔵文化財保護事業 文化スポーツ係 2 2 66 

 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。 

  51. 文化行政推進事業 文化スポーツ係 2 2 67 

  52. 坂村真民記念館運営事業 文化スポーツ係 3 3 68 

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。 

  53. 社会体育推進事業 文化スポーツ係 2 2 69 

 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。 

  54. 社会体育施設管理 文化スポーツ係 2 2 70 

 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。 

  55. 町主催スポーツ・レクリエーション事業 文化スポーツ係 2 2 71 

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で共に参画している。 

  56. 女性団体育成 社会教育係 2 2 72 

学識経験者意見 73 

 

 



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

―
 1

3
 ―

学校教育の充実

担当係等　：

　各校において、所属教員間での校内研修を実施する他、外部人材を招いた授業研究や救急救命講習等の研修を開
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。
【研修事例】
　麻生小：救命救急法講習会(25人）
　宮内小：特別支援教育講演会(20人)、スクールカウンセラー講話(20人）、情報モラル講演会(18人)
　砥部小:道徳研修(20人)、生活科研修(20人)
　広田小:タブレット端末活用等研修(8人)
　砥部中:主体的・対話的で深い学びを目指す特別活動(40人)、体力向上実技講習会(20人)

　※砥部町教育研究大会（公開授業、講演）については、国体開催のため平成29年度は実施を見送りました。

　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

－

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

－

　 平成29年度は、国体開催のため、本町独自開催の教育研究大会を実施できませんでしたが、各校の校内研修により、教職
員の指導力向上及び指導体制の確立を図りました。

※　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】
　教職員の負担軽減のため、県教委においても研修のあり方の見直しが進んでいます。町の研修についても精査
しながら必要な研修を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。
　29年度より、中予教育事務所（管理主事）も参画し、管内情報の共有・連携を図りました。

　　○開催回数　５回

　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。
　中予教育事務所の参画により、県教委との情報共有が進み、学校経営の向上につながっています。

【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。

―
 1

4
 ―

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

―
 1

5
 ―

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 8,009,375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。教職員においては、胃検診などの健康診断に加え、29年
度より新たに『ストレスチェック』を実施し、教職員のメンタルヘルス不調の未然防止等を図りました。
  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　  2,456,900円　○健康手帳印刷　291,589円
　　　　　　 ○児童生徒検診委託料等　2,623,743円  ○教職員検診委託料　1,668,003円
　　　　　　 ○伊予地区結核対策委員会　 36,500円　○思春期教室　         84,000円
             ○薬物乱用防止教室　        6,000円　○ストレスチェック     62,640円【新規事業】
　■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、ストレスチェック

事業の成果

　児童生徒及び教職員が、心身ともに健康で学校生活を送ることができるよう、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。
　なお、教職員に対し、ストレスチェックを実施し、メンタルヘルス不調の未然防止等を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、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

―
 1

6
 ―

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 570,000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143日、勤務時間570時間
　○　年間相談件数　450件（友人関係、生活・性格問題等）　※昨年度より69件増
　○　延べ来談者数　500人　※昨年度より49人増
　○　指導謝金　570,000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、スクールソーシャルワーカーの活用を図る必要があります。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

―
 1

7
 ―

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】
　相談件数は緩やかではあるが増加傾向にあり、内容も多様化しています。派遣日数、時間数が限られる中、ス
クールソーシャルワーカーや関係機関との連携を一層推進していく必要があります。

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として、県よりスクールカウンセラーの派遣を受け、中学校を拠点
に、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

平成２６年度 平成２７年度

３９日 ３９日

１５０人 １４７人

勤務日数

相談人数

平成２５年度

３０日

１３８人

平成２８年度

３９日

１７２人

平成２９年度

３９日

１６３人
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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】
　 外国語指導助手は、町が直接雇用しています。人選については、日本語が堪能で有能な外国人を迎えており、
学校等とのコミニュケーションは十分図れています。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 7,888,560円

外国語指導助手配置事業
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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　　　976,858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　　406,984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　　　　　　2,252,446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 3,636,288円

教育活動支援事業
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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。
　また、広田小学校をモデル校として、タブレット端末を導入して、少人数を生かした特色のある教育の実践を行いました。
○コンピュータ1台当たりの児童生徒数（H29.3月現在文部科学省調べ)
　　【全国平均】小学校6.7人/台　中学校5.9人/台　　【愛媛県平均】小学校5.6人/台　中学校5.3人/台
　　【砥部町】　小学校5.3人/台　中学校9.5人/台
○小学校の設置状況　計214台　　○中学校の設置状況　計64台
○機器等借上費用【教育用パソコン】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)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29年度分　21,967,200円(小学校17,930,160円/中学校 4,037,040円)
○少人数教育支援【タブレット端末】H29.8～H34.7　5年総額　　6,577,200円(広田小学校)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29年度分　 　876,960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。
　また、広田小学校においては、タブレット端末を教室内外の授業に活用することで理解力を高めるとともに、タッチパネルの操
作など技能の向上も図ることができました。

【課題・問題点】
　情報モラル教育の推進に引き続き取り組むとともに、広田小学校に導入したタブレット学習の向上、効果検証を
進めます。

―
 2

0
 ―

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 22,844,160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
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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 1,682,853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
引き続き実施し、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）　　　　　　円
　町内、児童生徒の教育内容及び学力の向上を目指し、砥部町単独予算での学力診断テストを、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　　539,048円　　 対象：３～４学年（４教科：国語、算数、社会、理科）
　中学校　1,143,805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。
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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 408,305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　408,305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。

　教員が、学級内の生徒について、客観的なデータを基に分析し、実態を把握することで、円滑な学級運営を図ることができま
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。
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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

5,756,835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（４校）
　　　教材備品　1,174,808円　　図書備品　2,218,161円　　計　3,392,969円
　○中学校（１校）
　　　教材備品　　904,616円　　図書備品　1,459,250円　　計　2,363,866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
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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 287,400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(6年生)
　　　※国体の影響により、会場（ﾆﾝｼﾞﾆｱｽﾀｼﾞｱﾑ）が確保できず、H29年度は、6年生のみとし砥部中で開催。

　【費用】バス等借上げ料　　　224,630円　※伊予地区大会等含む。
　　　　　需用費（賞状など） 　50,102円
　　　　　記念品　　　　　　　　2,268円
　　　　　運転謝礼、運転委託 　10,400円

事業の成果

　全小学校の児童（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、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。
　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おり、今後も継続して開催し
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　：

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31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117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64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　470,325円
　　　○学校生活支援員賃金等　25,914,728円（26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。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います。

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 26,385,053円
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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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6
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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 14,271,645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)を助成しました。
　
　
　 【対象者数等】　小学校86人、5,966,362円・中学校68人、8,305,283円

　※要保護児童生徒援助費補助金（国補助）26,000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】
　就学援助を行うことは、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す。今後も、国の
法律などに準じて実施していくとともに、事業の周知に努めます。
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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)　を助成しました。
　
　対象者数等　　小学校10人、286,803円・中学校4人、183,104円
　
　※特別支援教育就学奨励費補助金（国補助）234,000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。

―
 2

7
 ―

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 469,907円

事業の実施状況
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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 1,472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。

　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。

―
 2

8
 ―

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、希望者数の推移によっては、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。

・29年度貸与金 2,640,000円

内訳：公立高校生（月20,000円） 1,440,000円

1年生：1人 2年生：1人 3年生：4人

私立高校生（月25,000円） 1,200,000円

1年生：1人 2年生：2人 3年生：1人

・償還金返還（20人） 1,932,000円

・利息 1,472円

・基金 期首 30,813,039円

期末 30,814,511円

・運用実績

内訳 期首 未償還額 11,527,000円

期末 未償還額 12,235,000円

期首 基金通帳残高 19,286,039円

期末 基金通帳残高 18,579,511円

（うち定期預金 6,764,797円）
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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28年度に抽出した小学校通学路上の危険箇所について、安全確保のための対策を実施しました。

　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）【対策実施率】42％
　　　　　　　　　　　 　 対策例：止まれマーク設置、通用門の設置、バス停看板移動他
　　　　29年度実施　    5箇所（ 8対策）【対策実施率】67％（累計）
                    　　　対策例：横断歩道引き直し、ガードパイプの設置、ドットラインの設置
　　　　翌年度以降実施　8箇所（11対策）
　　　　　　　　　　　　　対策例：防犯灯の設置・修理、Ｔ字マークの舗装、外側線・中央線の引き直し　外

事業の成果
　2ヵ年の対策の実施率は67％にとどまりましたが、早期対策が困難な場所以外は改善され、通学路の安全確保が図れました。

―
 2

9
 ―

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 －

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

【課題・問題点】
　通学路安全プログラムに基づき、30年度に新たな危険箇所の抽出、合同点検を予定しています。早期対応が困難で実施
が見送られている箇所については、関係機関と調整しながら実施を促すとともに、代替案の検討を行います。
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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　　　　　　　　　22,800円
　○防犯ブザー配布　　　　　　　　　　 124,324円
　○スクールガード養成講習会(38人)
　○スクールガード・リーダー委嘱(2人)　120,000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）80,000円を充当しています。
　○不審者情報配信事業（21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、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。

―
 3

0
 ―

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 267,124円
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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　　　　 183,600円
　　　　　○遊具周辺整備工事　 212,220円（麻生小学校）
　　　　　○ブランコ等修繕工事　87,804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。

―
 3

1
 ―

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 483,624円
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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)
　　広田教職員住宅　　　　1室 / 　3室
　　玉谷教職員住宅　　　　0室 /   4室
　　高市教職員住宅　　　　1室 /　 8室
 
　※教職員宿舎使用料等154,765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。

　統合に伴い利用が見込めない玉谷教職員住宅は、用途廃止の上、企画財政課に移管しました。30年度以降、利用が見込め
ない高市教職員住宅も同様の方針です。

【課題・問題点】
  道路改良による通勤圏内の拡大により、教職員住宅のニーズは減少しています。用途廃止した住宅の活用方法につ
いて、幅広い検討が必要です。

―
 3

2
 ―

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 189,451円
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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4人）　　　 533,842円（運行回数　441回）
　○旧玉谷・高市小学校区児童通学バス運行費（対象者26人）　　  3,961,518円（運行回数　544回）
　○広田地域中学校生徒通学バス運行費（対象者13人）　　　　　　4,939,490円（運行回数　802回）
　　　　※中学校スクールバス住民利用（砥部行き、延べ520人、広田行き、延べ218人）

　○麻生幼稚園通園バス運行費（対象者最多21人）　　　　　　　　841,628円
　　　　※通園バス利用収入171,000円を充当しています。

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。
　小学校の統廃合により、新たに広田小学校でスクールバス運行を開始し、旧玉谷・高市小校区児童の通学手段を確保しました。

【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。

―
 3

3
 ―

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 9,434,850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．２2

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　  166,939,022円(内訳は、Ｐ35①)　　　　 中学校管理費　　35,398,188円(内訳は、Ｐ35②)

　○砥部小学校校舎改修工事　74,146,000円（再掲）
　　　公共施設長寿命化指針に基づき、予防保全の観点から、屋上防水シートの劣化が進む砥部小学校校舎棟について、
　　防水改修工事を行うとともに、非構造部材の落下が懸念される内部天井裏について、落下防止措置を行いました。

　○麻生小学校東側用地購入　27,261,810円（再掲）
　　　来客用駐車場及び大型車両進入路として、学校用地に隣接する用地（約410㎡）を購入しました。

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。砥部小改修工事の実施により、同校の安全性が向上しました。

【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おり、予防保全の観点に立った改修を計
画的に実施する必要があります。また、施設の状況を適確に判断する為、建築士等による定期的な施設点検が求めら
れます。

―
 3

4
 ―

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 202,337,210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

46,331,673 1,958,566 2,349,127 4,768,042 3,310,513 3,756,978 30,188,447

15,189,002 1,958,400 1,751,860 3,343,139 2,314,182 2,717,211 3,104,210

89,635,813 1,958,400 1,724,783 3,187,319 3,860,324 75,754,289 3,150,698

15,782,534 2,081,692 1,017,384 1,824,011 4,515,800 3,511,474 2,832,173

166,939,022 7,957,058 6,843,154 13,122,511 14,000,819 85,739,952 39,275,528

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

68,698,648 △ 3,539,531 △ 635,083 △ 834,108 △ 4,613,465 55,793,676 22,527,159

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

35,398,188 1,951,600 3,595,169 9,753,959 9,732,465 3,893,810 6,471,185

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

50,354 64,000 △ 251,353 1,368,839 △ 800,539 793,275 △ 1,123,868

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 1,247,400
グラウンド及びテニスコート日除け設置工事
（夏場の熱中症対策のため、28年度施工のグラウンド東側に続き、
グラウンド及びテニスコート南側に屋根を設置。）

宮内小学校
屋上防水補修工事
（補修箇所：3階校舎西棟屋上）

1,058,400

28年度計

広田小学校

校舎東側舗装等工事 1,122,000

校舎前池ろ過装置設置工事 510,300

校旗収納ケース購入 428,760

学校運営費
内訳

29年度計

砥部小学校

校舎改修工事監理委託業務
（下記工事に伴う監理業務）

864,000

校舎改修工事
（校舎棟の屋上防水等改修工事）

74,146,000

施　設　名 主な内容 金額

麻生小学校

屋外放送設備改修工事
（屋外用アンプ、チューナーユニット等の設置）

1,209,600

給食配膳室温水器更新工事 496,800

東側用地購入　　※鑑定料含む。

（駐車場用地として隣接地410㎡を購入）
27,261,810

校内電話設備改修工事
（老朽化により支障が出ている校内電話設備の改修）

648,000

学校運営費
内訳

麻生小学校

宮内小学校

砥部小学校

29年度計

28年度計

増　　　　　減

広田小学校

― 35 ―



ＮＯ．２3

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

　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
見守りを実施しました。

　【実績】　麻生小15日113人　宮内小16日192人　砥部小13日131人　　延44日436人　　※（前年比125人減）
　【費用】　学校開放指導員謝礼　440,000円(5,000円/人･日×2人×延44日)

事業の成果

　児童が安全に遊べる場所を確保する。

　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しています。

【課題・問題点】
　現状は「場」の提供にとどまり、利用者数も減少しています。来年度事業は廃止し、体力の向上等を目的とした
「機会」の提供等について、関係部署を含めて検討する必要があります。

―
 3

6
 ―

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 440,000円



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

　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29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

　教職員一人一人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】
　県内各市町が参画する「ES-net(愛媛スクールネットワーク）」へ来年度加入し、更なる校務向上を図ります。

―
 3

7
 ―

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．２5

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月に多くの関係者出席のもと、広田小学校開校記念式典が開催されました。
　　【開校式】平成29年4月9日（日）　154人参加
　　　　　　　　　和太鼓演奏、統合記念碑除幕、記念式典、満穂万歳

　教育用タブレットを導入し、少人数学級でのICTを活用した学習支援を進めました。

　　【費用】開校記念式典　バス運転謝礼　　　1,950円
　　　　　　教育用タブレット賃借料　　　　876,960円（※再掲・評価票№8）
　　　　　　開校記念遊具設置　　　　　　1,047,600円
　　　　　　閉校施設情報機器(PC)移転　　1,004,400円

事業の成果

　適正な学校施設の配置

　広田地域住民の協力の下、円滑に小学校を統合し、新広田小学校がスタートしました。統合を契機に、教育用タブレットを導
入し、児童の学習意欲の向上を図ることができました。

【課題・問題点】
　今後も学校と地域が共存していくために、地域コミュニティの核としての役割を果たすことが求められるとともに、小規模校と
しての魅力を高め、学校規模を維持する必要があります。

―
 3

8
 ―

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
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 2,930,910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 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　85日（年間勤務時間　330時間）
　従事謝金　660,000円（@2,000円×330時間)、携帯電話使用料38,714円

　※スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（県補助）179,000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】
　学校外の問題を抱える児童生徒は増加傾向にあり、スクールソーシャルワーカーのニーズは高まっています。指導・
助言による教職員のスキルアップとともに、相談体制の周知を図り、児童生徒の支援充実に努めます。

―
 3

9
 ―

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 698,714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 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。

　公演：8月7日（町文化会館ふれあいホール）　観覧者787人
　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。

　児童生徒の観覧者が213人おり、豊かな心の育成、音楽文化の振興が図られました。継続開催を求める声も多く、住民の文化
振興に寄与しています。

【課題・問題点】
　入場無料ということもあり、多くの方が観覧し、好評を得ています。今後も演奏会の継続実施を図りますが、同校
の遠征計画、周辺市町の開催状況により連続開催は行えない場合があります。

―
 4

0
 ―

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。

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 810,000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 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
　　町内の保育所、幼稚園、小中学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、
　避難所開設時の施設利用計画等について協議しました。（参加者19名）
〇防災士養成（教職員）
　　学校の防災力向上を目指し、新たに宮内小学校及び砥部小学校について、防災士の養成を行いました。（各校１人）

　29年度末配置状況　麻生小学校４人　宮内小学校３人　砥部小学校３人　広田小学校１人　砥部中学校２人

事業の成果

　学校防災体制の充実

　連絡協議会の開催により、災害時における施設利用計画、教職員協力体制を確認するとともに、防災士の新規養成により、
学校防災力の向上を図ることができました。

【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。29年度末時点では、全校に配置が
出来ましたが、未配置校や市町村間格差が生じないよう、県レベルでの養成を求めます。

―
 4

1
 ―

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。

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 28,800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

※　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

　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　19人（茨城県2人、埼玉県１人、東京都１人、神奈川県1人、京都府1人、大阪府１人、兵庫県１人
　　　　　　　　　広島県１人、福岡県1人、愛媛県9人）

　※留学センター使用料7,302,581円、職員給食費負担金等261,705円を財源としています。

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。

山村留学センター

―
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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。

事業区分 町単独事業　　・　　国県補助事業　　・　　国県委託事業　　・　　その他 17,371,565円

個別事業施策名 山村留学センター運営事業

　居住費の見直しにより、就学先の変更にもかかわらず、多くの留学生を受け入れ、広田小学校における多様な教育環境を確保
するとともに、地域行事等への積極的な参加により地域活性化に繋がりました。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みました。

【課題・問題点】
　広田小学校の地元児童は15人であり、増加の見込は少ないことから留学生の確保が最重要課題であり、留学生募集に際して
は幅広く効果的な広報活動が必要です。また、施設の老朽化対策や、指導員、寮母及び調理員などスタッフの確保が課題とな
ります。
　

山村留学センター費



  給食センター係 ＮＯ．30

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 1

　新センターは、ドライシステムの導入、非汚染作業区域と汚染作業区域の明確な区分、アレルギー対策として専用のアレルギー
対応調理室を設置するなど、安全・安心に配慮したセンターとして稼動しています。また、災害時の炊き出しに対応できるよう自家
発電設備を設置し、大規模発災時に対する設備も備えています。

【課題・問題点】
　供用開始に伴う施設の不具合箇所改善に努めるとともに、設備等の適正管理による長寿命化を図ります。

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 1,023,593,621円

―
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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 　砥部町学校給食センター改築事業【新センター建設工事】

※　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

　旧町村区域にそれぞれ設置されていた既存給食センターを統合し、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が
平成29年6月に完成し、9月（2学期）より本稼動しました。

【施設概要】所在地：岩谷口460、構造：鉄骨造2階建、延床面積：2,380㎡、特色：ドライシステム・オール電化・非常用電源
【改築事業費】（旧センター解体工事分を除く。）
　○29年度改築事業費（繰越分含む。）1,023,594千円　※学校施設環境改善交付金（国）137,661千円を財源としています。
　　・主な事業費　工事請負費(本体･電気･機械)　683,665千円、厨房設備機器　268,920千円、工事監理委託　14,580千円
　　　　　　　　　食器･食缶等　40,697千円、給食運搬車（3ｔ車2台、軽2台）　13,260千円
　○総事業費（26～29年度）　1,612,149千円

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。



  給食センター係 ＮＯ．31

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

  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【旧センター解体工事】

※　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 35,059,800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

　新センター稼動に伴い、旧砥部学校給食センター（川井）の解体工事を実施し、跡地を近接する宮内幼稚園・保育所
の駐車場として整備しました。また、新センター稼動に先立ち、4月より休止していた旧広田学校給食センター（総津）
について、地域団体の活用を予定しており、所管替えを行いました。

　○旧センター（川井）解体工事　35,060千円　※学校施設環境改善交付金（国）11,635千円を財源としています。
　　【事業費内訳】　解体工事費　　　　　　　30,345,000円
　　　　　　　　　　設計委託費　　　　　　　 2,862,000円
　　　　　　　　　　アスベスト調査委託費　　　 118,800円
　　　　　　　　　　周辺建物影響調査委託費　 1,734,000円

事業の成果

　旧センター解体工事を安全に実施し、跡地等の有効活用を進める。

　旧砥部学校給食センター（川井）の解体工事を計画どおり実施し、約60台分の駐車場として整備のうえ、子育て支援課へ移管し
ました。旧広田学校給食センター施設については、地域団体の加工施設としての活用を予定しており、企画財政課へ移管しまし
た。

【課題・問題点】



  給食センター係 ＮＯ．32

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

  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 　学校給食運営事業 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 171,140,889円

事業の実施状況

○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。　報酬　174,000円

○給食調理　　　 　実施回数　　　197回/年　　　　　給食人員　　　　　　2,070人
　　　　　　　　　　　　費用　　賃金  　　　45,175,263円　　　消耗品費　 4,669,840円　　　燃料費　1,271,091円
　　　　　　　　　　　　　　　　　光熱水費　16,423,033円　　　賄材料費　97,359,098円　  　その他　1,552,982円
　　　　　　　　　　　　　　　　　※学校給食材料負担金96,339,043円を財源としています。

○施設管理　　 　 2学期より新センターの運用を開始し、円滑な給食づくりを実施しました。
　　　　                 費用　　　修繕料　770,272円　　　　委託料　3,745,310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。

事業の成果

  施設・設備の適正管理に努め、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心で安全な給食を提供する。

 新センターの稼働により衛生的に調理を行い、園児・児童・生徒に栄養バランスのとれた安心安全な給食を提供することができ
た。

【課題・問題点】
　安心安全で、美味しい学校給食を提供するため、日々の点検業務に努めます。

※　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



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

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広田小学校　100,000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 950,000円



子育て支援課 保育幼稚園係 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

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との交流や外部委託による英会話学習の実施
　○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、幼稚園への入園希望者が減少するなか、待機児
童対策として砥部保育所・砥部幼稚園の認定こども園化に向けた準備や、幼稚園児数確保のため、預かり保育の開始に向け
た準備に取り組みました。
　　※幼稚園費の内訳はP48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みました。また、平成29
年度には麻生小学校区で幼・保・小教育連携訪問事業を実施し、新たな教育要領での幼・保・小接続に向け、公開保育授業
や研究協議を行うことで、より一層の連携を深めました。

【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。
　幼稚園入園者が減少し、保育所入所希望者が増加しているため、3歳以上児での待機児童が懸念されます。預
かり保育の実施により、幼稚園入園希望者の増加を期待しています。

―
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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 103,319,575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 35,225,925 25,745,975 4,747,014 1,298,971 1,072,772 168,264 175,158 2,017,771 61

宮内幼稚園 34,726,713 25,340,159 5,791,546 994,113 639,496 234,060 182,926 1,544,413 52

砥部幼稚園 33,366,937 28,745,775 844,990 908,288 582,175 159,192 826,554 1,299,963 40

Ｈ29年度　計 103,319,575 79,831,909 11,383,550 3,201,372 2,294,443 561,516 1,184,638 4,862,147 8,923,200 153

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

増　減 △ 1,653,755 5,132,650 △ 4,792,011 △ 60,178 78,259 △ 3,890 △ 1,306,724 △ 701,861 404,060 △ 8

○特定財源（内訳）

　　幼稚園授業料　 8,722,000円

　　スポーツ振興センター保護者負担金　 30,200円

　　通園バス利用収入 171,000円

―
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 ―

単位：円，人

運営費
内　　　　　訳

特定財源
園児数

(29年度末)

※麻生幼稚園には、園児通園バス運行経費　841,628円を含む。



子育て支援課 保育幼稚園係 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

※　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　43人（内訳は、P50）
　○私立幼稚園就園奨励費補助金　1,757,000円

　※私立幼稚園就園奨励費補助金（国補助）558,000円を充当しています。

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 1,757,000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 0 87,000

3人目以降 0 95,000

1人目 0 63,000

2人目 0 72,000

3人目以降 0 82,000

1人目 6 36,000

2人目 2 49,000

3人目以降 0 62,000

1人目 21 36,000

2人目 13 49,000

3人目以降 0 62,000

―
 50 ―

（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．36

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

　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
トの演奏を聴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）
　○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）
　○社会教育委員報酬　 　　　　　　　　　　　 270,000円
　○女性団体連絡協議会支援　                   53,200円

事業の成果

　町民一人ひとりが豊かで充実した人生を送り、生涯にわたり「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に学ぶことのできる生涯学習
の環境づくりの推進

　社会教育関係団体の活動を支援しました。
　ポーランドの世界的なピアニストを招いて開催したショパン・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。

―
 5

1
 ―

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 ８，７１３，４６５円

事業の実施状況



ＮＯ．３7

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

　平成２年の発足から２５年以上継続している事業です。
　町内の小学4～6年生１９名が、月２回土曜日に年２０回の活動を行いました。
　木工作や電子工作などの基礎を学び、愛媛県児童生徒発明工夫展に出展しました。夏休み中には施設見学や一日作品づ
くりを実施しました。

事業の成果

発案した作品を完成する喜びを体得させ、創造性豊かな人間形成を図る。

　２９年度は、愛媛県児童生徒発明工夫展においては、特賞3点、優秀賞5点、努力賞３点と優良団体賞に入賞しました。
参加率は９２％程度（約１７．５人）、１年間皆勤が５名でした。

【課題・問題点】

　アイデアにあふれた作品を完成させることができました。活動を通して、クラブの目標である①楽しみながら創作
する②新しい考えを取り入れ完成の喜びを味わう③基礎的、基本的技能を身に付ける　活動を行うことができまし
た。また、中学生や高校生のクラブＯＢもボランティア参加するなど、世代交流にも繋がりの場にもなっています。

―
 5

2
 ―

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



ＮＯ．38

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

　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。
　
　【　事業相談件数　２件　　　実施件数　０件　】
・さかえ区  ・・・ 未実施
・戎　　 区  ・・・ 敬老会イベント（実施予定でしたが警報発令により中止）

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でPRを行いましたが、実施に繋がりませんでした。

【課題・問題点】

　
　積極的にPRを行い、事業計画への相談件数につなげていく必要があります。

―
 5

3
 ―

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 ０円

事業の実施状況



ＮＯ．39

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

―
 5

4
 ―

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

※　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 84,934,032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

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）
　※文化会館ふれあいホール稼働率　56.6％（利用日数196日／開館日数346日）
　※図書館利用者数　47,416人、図書館貸出冊数　173,645冊（１日あたり利用者数166人／開館日数286日）
文化会館・図書館設備の修繕等を行い、施設運営に必要な維持管理を行いました。
　○文化会館図書館指定管理委託料　　　　　　　64,220,000円
　○図書館コンピュータシステム保守管理委託料　　 764,640円
　○図書館コンピュータシステム賃貸借料　　　　 2,885,400円
　○図書館書庫増築工事　　　　　　　　　　　　13,553,000円　○図書館書庫増築工事監理業務　　　　491,400円
　○文化会館設備修繕費合計　　　　　　　　　　 1,820,664円　○図書館設備修繕費合計　　　　　　　669,492円
　○文化会館備品購入　　　　　　　　　　　　　　 183,384円  ○図書館備品購入　　　　　　　　　 　51,931円
　○文化会館デジタルフルカラー複合機賃貸料　　　 　6,300円　○文化会館図書館建物災害共済分担金　287,821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17年を経過し、設備の劣化や機器の摩耗が進行しているため、計画的な修繕及び更新に努めます。



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

※　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）  3,500,448円　 　 5,929,513円　   3,786,468円　 　     139,015円　    2,441,581円　    15,797,025円
　千里地区公民館　　　　  　　614,520円　　　　316,727円　　　　　　 　0円　　      　36,845円　       685,893円     　1,653,985円
　ひろた交流センター　　 　1,006,128円 　   1,123,425円　　   168,567円　　      235,037円　     1,671,158円       4,204,315円

　　　　　　　　　　　 　　　　　　 管理委託費　 施設管理費計
　中央公耐震・改修工事　31,946,400円　　31,946,400円
　　　（実施設計委託）

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。

　充実した公民館運営に努め、より快適な環境を住民に提供するため、安全性・緊急性を考慮しながら、施設整備や修繕に取
り組みました。

【課題・問題点】
　安全で利便性ある学習環境を整えるため、実施設計に取り組みました。平成30年度から公民館本館及び体育
館、講堂の耐震・大規模改修工事に着手します。

―
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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 53,601,725円



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

※　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296人）　　　○生き生きシルバークラブ（年8回：延べ266人）
　　○つくり育てる花教室（年6回：延べ73人）　  　　　　　　　　○国際教養講座(年20回：延べ525人)
　　○ふれあい国際交流デイキャンプ（年3回：延べ154人）　 ○ポーランド語講座(年10回：延べ38人)
　　○砥部陶街道文化まつり芸術文化フェスタ（大会部門：793人　・　展示部門：延べ687人より1,054点の出品）
　　○陶街道五十三次めぐり（2日間：延べ55人）　　　　　　　　○しめ飾りづくり教室(年1回：32人)
　　○ふるさと探訪(3日間：延べ50人)　　　　　　　　　　　　　　　○英会話教室（年30回：延べ266人）
　　○新春囲碁・将棋大会(2日間：34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39人） 　○ファミリースポーツ選手権（年2回：延べ217人）
 　 ○サタデースマイルinひろた（年５回：延べ152人）
　　○ワクワク家庭円満教室（年2回：延べ45人）　　　　 　　　　○広田地区芸能発表会（年1回：59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「ポーランド語講座」では、子どもから社会人まで幅広い年代の受講生がポーランド語を学び、国際感覚を養いました。公民館
自主事業に関しては、ポスターの掲示や広報掲載などの周知方法や受講生アンケート結果の反映等により、参加者の増加に努めました。

【課題・問題点】
　住民がさまざまな知識を深める機会として、多様な公民館活動を提供しています。今後も生涯学習の拠点(環境の充実の
核)として、学びの場の提供を続けていきます。

―
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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　： 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 10,341,932円



ＮＯ．42

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

　茶道教室・料理教室・生花教室の3教室(受講生21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】　360,000円（120,000円×3人＝360,000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。普段の成果を発表す
る芸術文化フェスタの場では、日頃学んだ作法や技術を披露しました。

【課題・問題点】
　勤労青少年の生涯学習環境の提供により、茶道・料理・生花の専門的知識に長けた人員を育成します。また、町
内の社会人同士の交流による新たなコミュニティの確立を図ります。

―
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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　： 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 360,000円



ＮＯ．43

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

　 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）　　　　 　 102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）  　  　　5回
○啓発活動（リーフレット配布１１月）

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。
　 ○町内の少年非行の概況（刑法犯＋不良行為の数）
　　   平成29年度 12人（平成22年度からの推移は、Ｐ59）

【課題・問題点】
　 健全な社会環境づくりや非行を防止するためには、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係機関がより一層の連携を強め
取組んでいく必要があります。

―
 5

8
 ―

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 ２，４３６，６６０円

事業の実施状況



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)

H２９ 12 2,708   (H30.3.31現在・6～19歳の人口数)

0.8%

―
 59 ―

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

0.4%
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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

　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３０年１月７日（日）　9:00～12:00
　対象者数　　男性１０２人　女性９５人　合計１９７人
　出席者数　　男性　９６人　女性７７人　合計１７３人
　出席率　　　　８７．８１％
　記念講演　　講師　北京・ロンドンパラリンピック　競泳日本代表　伊藤真波
　　　　　　　　　演題　「あきらめない心」

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。

　例年より参加者率も高く、和やかに行なわれました。また、オープニングと休憩に小・中学校時の卒業アルバムから作成した写真DVDを
会場で上映し、好評でした。また、地元の文化継承として岩谷口獅子舞保存会にお願いし、華やかな式典となりました。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。

【課題・問題点】
　講師についても出席者の感想などからも感動する講演であったようです。式典もスムーズに行うことができまし
た。

―
 6

0
 ―

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 ７５１，７５９円

事業の実施状況



ＮＯ．45

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

○子育て学習支援事業
　　より多くの保護者に子育てやしつけなどの家庭教育のあり方を見つめ直してもらうため、学校での就学時検診や学習講座
　を開設し、学習機会を提供できるよう支援しています。
○放課後こども教室
　　放課後に小学校施設等を活用して子どもたちの安心・安全な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、様々な体験活動
　や交流活動を実施することで子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを目的とし
　ています。
　　　※実施校（定員）　砥部小学校（20人）・宮内小学校（20人）・麻生小学校（30人）
　　　※実施日　毎週水曜日の放課後15:10～16:30
○家庭教育支援事業
　　子育てに関係する様々な資格を持った5人の家庭教育支援員を中心に、全5回の子育て学習会や相談事業を開催しました。

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　回数・延べ参加者数・・・砥部小３６回・６１０人、宮内小３０回・５５０人、　麻生小３４回・９４７人
活動内容抜粋・・・ミニ運動会、木育、ネイチャーゲーム、砥部焼き絵付け、タグラグビーなど。
・家庭教育支援事業・・・全5回の子育て学習会を開催し、毎回３０分程度の茶話会の時間を持つことで、子育てに関する不安や不満につ
いても話しやすい場となりました。

【課題・問題点】

　放課後子ども教室・・・麻生小学校のみ 、安心、安全を優先することからもH３０年度は定員２５名としました。スタッフ不足が
考えられ、今後はボランティアの確保なども課題です。
　家庭教育支援事業・・・参加者数が少ないもののテーマに沿った悩みを抱える参加者にはよい相談の場となりました。

―
 6

1
 ―

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 ２，５２９，２０２円



ＮＯ．46

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

　 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413名　（前年470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（17地区、265名参加　前年18区238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（12/９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、あらゆる人権問題の解消に努める。

 人権教育基礎講座は前年より参加者が57名減となりました。巡回学習会は27名増となりました。
人権の町づくり集会では歌手大島花子氏による記念講演や宮内保育所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、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】
　参加者はおもに関係機関や小・中学校等の参加協力によって確保できています。今後も、幅広く周知を行い参
加者の拡充に努めます。また、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。

―
 6

2
 ―

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 ４，３０５，６６３円

事業の実施状況



ＮＯ．47

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

　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　２２２件（前年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

　同和問題をはじめ様々な人権課題に関わる差別意識の解消を図る

　 広域隣保活動相談員が地域住民や行政と連携し、地域住民の生活面、体調面、教育、就労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。

―
 6

3
 ―

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 ２，７００，９８８円

事業の実施状況
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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

　町内より選ばれた人権擁護委員７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　8件（前年度　2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。

　人権の花運動、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への参加により、人権擁護委員
活動の役割や人権啓発PRについて効果がありました。

【課題・問題点】
　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。

―
 6

4
 ―

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 １５０，０００円

事業の実施状況
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上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

―
 6

5
 ―

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 1,644,496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 指定文化財の保存、伝承、修理及び周知活用のため、文化財保存顕彰事業費補助金を交付しました。
④ ふるさとの伝承を学び伝えるため、「民話の里ひろた物語」の姉妹本、「とべの物語」を発刊しました。

　○文化財保護審議会委員報酬（9人分）　　　 270,000円　○会議開催及び視察経費　　　　　　　　19,664円
　○伝統芸能保存伝承事業費補助金（4団体）　　80,000円　○文化財保存顕彰事業費補助金（3件）　848,000円
　○全国史跡整備市町村協議会愛媛県支部負担金　5,000円　○砥部四国霊場案内石補修（1件）　　 　41,040円
　○井上正夫資料室消耗品　　　　　　　　　　 80,793円　○とべの民話物語冊子印刷製本費　　　 299,999円

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、満穂万歳保存会）
　「とべの物語」を発刊し、町内の小学生（高学年）を対象に配布することにより、ふるさとの歴史を学び親しむ機会となりました。

【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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上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

―
 6

6
 ―

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 38,987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10箇所　　対象面積7049.83㎡）

　○試掘調査員謝礼　 8,000円
　○試掘用消耗品　　30,987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、研修への参加や研究を積み重ねることにより、
専門職員の知識等の充実を図る必要があります。
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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　： 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 5,473,177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

【文化功労賞表彰】
　町長が委嘱した推薦委員５人による文化功労賞推薦委員会で審議を行い、２名の候補者（太田由美子氏、中野文利氏）を選定しました。
受賞者には、砥部陶街道文化まつり表彰式の席上で、功労賞を贈呈し功績を顕彰しました。
【砥部町民ミュージカル】
　平成29年7月29日（土）・30日（日）に文化会館ふれあいホールにて、砥部焼磁器創業240年記念「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～」を公演しました。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、オーディションで選ばれ
た39人の出演者を含む総勢51人のキャストが熱演しました。二日間の観覧者数は、1，380人でした。
【映画「海すずめ」上映会】
本町出身の映画監督、大森研一氏を招き、映画「海すずめ」の上映会を行いました。
　　○文化功労賞推薦委員報酬（5人）　35,000円　　○功労賞表彰額（2個）　20,571円　　○海すずめ上映会経費　309,218円
　　○町民ミュージカル制作委託料　4,708,000円　　○町民ミュージカルポスター等作製　234,424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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※　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、砥部町の文化として
定着させることにより、住民生活の質を高め活力のある地域を形成し、砥部町の交流人口を増やし活性化を図る。

　開館6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、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。また、坂村真民についての講演会を開催したりボランティアガイド養成講座(全9回)を実施し、真
民詩への理解と認識を深めることができました。

【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。今後、魅力ある記念館づくりを目指して、より一層の情報発信と県内外への広報活動を進
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　： 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 17,320,072

事業の実施状況

　開館6年目となり、企画展「坂村真民の世界　すべての人に真民詩を　第1部」(29年6/17～11/12)、企画展「坂村
真民の世界　すべての人に真民詩を　第2部」(29年11/18～30年2/25)、特別企画展「坂村真民という生き方」(30年
3/3～6/17)を開催し、記念館のＰＲに努め、県内外へ町の文化を情報発信をしました。

　○入館者　　　 6,590人（H28年度 8,406人、H27年度 9,372人）
　○収　入 　3,725,650円（入館料 1,973,440円、寄附金 178,000円、販売手数料 1,574,210円）
　○支　出　17,320,072円（報酬 98,000円、賃金 9,286,623円、需用費 3,255,759円、役務費 629,490円
　　　　　　　　　    　　委託料 2,844,420円、使用料及び賃借料 57,205円、積立金 178,835円
          　              その他 969,740円）
　※愛媛県市町振興協会交付金　2,000,000円を充当しています。
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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　： 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 5,896,057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。
○オリンピック事前合宿誘致を目指して、バドミントンマレーシア遠征に対する補助を行いました。

　○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（15団体） 750,000円　○砥部町スポーツ少年団武道場利用補助金　　399,500円
　○バドミントンマレーシア遠征事業費補助金　 1,000,000円　○バドミントンマレーシア遠征随行旅費　　　275,818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29年度の体育協会委託の各種スポーツ大会には、延べ約2,100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．54

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

―
 7

0
 ―

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 10,160,265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・広田小・玉谷町民・高市町民体育館、砥部中武道場
○指定管理者である芙蓉メンテナンス株式会社と運営上の協議及び指示、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
○施設整備及び老朽化等に伴う改修工事を行いました。

　○指定管理委託料　1,920,000円　　○体育施設光熱水費　2,722,736円　　○体育施設修繕料　1,104,732円
　○ゆとり公園屋外電波時計取替工事　　　　　1,380,672円
　○ゆとり公園体育館男子トイレ便器改修工事　　716,040円
　○ゆとり公園あすなろ山支障木伐採工事　　　　216,000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118,369人の利用があり、対前年比2.9％増加しました。一方、指定管理者管理施設については、年間
120,914人の利用があり、同1.0％減少しました。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】
　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ります。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．55

上位施策

基本施策

支出目

決算額

目　　　標

成　　　果

自己評価 2

―
 7

1
 ―

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 454,448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

○平成29年6月4日、町民の健康増進を図るため、クロッケー大会を実施しました。
○平成30年1月27日、児童・生徒への陸上競技の普及と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、ジュニア駅伝大会
　を実施しました。
○平成30年3月4日、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、ウオークラリー
　大会を実施しました。
○平成29年11月12日、愛媛サイクリングの日関連イベントとして、『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。
※えひめ国体・えひめ大会の開催により、スポーツまつりinとべの開催はありませんでした。平成29年10月6日～9日までの4日間、陶街道ゆとり公園体育館
　でえひめ国体バドミントン競技会、10月28日～30日までの3日間、陶街道ゆとり公園多目的広場でえひめ大会グランドソフトボール競技会が開催されまし
　た。
　　○クロッケー大会　　　62,494円（２８チーム　９４人参加）
　　○ジュニア駅伝大会　　80,272円（駅伝の部：６３チーム　３１５人参加、マラソンの部：１６６人参加）
　　○ウオークラリー大会　82,755円（３６チーム　１５８人参加）
　　○サイクリング大会 　226,335円（４２人参加）　　　　　　○その他、体育事業費　2,592円

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。

　各大会に参加した住民の相互交流の機会を提供することができ、充実した大会となりました。
　今後も実施要項等を見直しながら各大会運営の実施を継続します。

【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。
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※　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

【主な活動】
　文化財巡り（松山市北条地区の文化財研修）１０月２０日　１５名
　議会と町づくりを語ろう　　　　　　　　　１１月１０日　１２名
　認知症予防笑いヨガ　　　　　　　　　　　　１月２５日　１３名
　料理講習会「やさしい在宅介護食」　　　　　２月１４日　３０名

【その他研修会への参加】
　・男女共同参画社会づくり推進県民大会　・中予地域婦人教育研修会　・地域女性リーダー育成研修会
　・人権教育基礎講座　・一日食品衛生監視員事業

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、考える学習の場となりました。

【課題・問題点】
　役員会を中心に会員のニーズにあった活動を計画をしていますが、参加者が固定化・高齢化しています。今後は、
若年層の参加者を増やしていくことが課題となります。

―
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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　： 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 ５３，２００円

事業の実施状況
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平成 30年度【29年度事業】砥部町教育委員会点検評価報告書 

－外部評価意見－ 

平成 30年 7月 20日 

評価者：小田 正志 

◆学校教育の充実 

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いる。 

【意見】 

・平成 29年度は、えひめ国体開催のため砥部町教育研究大会の開催は見送られたが、町内各小・

中学校、幼稚園教職員、教育委員会職員が一堂に会し、「人間性豊かな砥部の子どもの育成」に

向けて具現化を図る本研究大会の意義はとても大きい。学校現場は多忙を極め、教職員の負担

軽減（教員の働き方改革、部活動のあり方、研修の見直し等）が検討、実施されているが、平

成 30年度は是非開催していただき、更なる成果を上げていっていただきたい。また、新学習指

導要領の全面実施に備え、今後も各学校・園で校内研修を活性化し、教員一人一人の日々の授

業改善に向けた意識改革と実現化のための実践力の向上に取り組んでいただきたい。 

・町内校長会に担当の中予教育事務所（管理主事）も参画していただくことで、管内の情報共有

が一層図られ、より充実した円滑な学校経営につながる。是非継続していただきたい。 

・学校現場で自分の仕事に対して不安を抱き、メンタルヘルスに問題を抱える教職員が増えてき

ている。そうした状況のなかで、教育委員会が教職員のメンタルヘルスに留意し、平成 29年度

に教職員を対象にした「ストレスチェック」を実施し、不調の深刻化に対策を講じたことは、

学校や教職員を支援し、教職員が持てる力を発揮できる環境を整備するという点で、とても意

義深いことである。 

・昨今、いじめ・不登校をはじめ学校への不適応児童・生徒が増加している。ハートなんでも相

談の年間相談件数、延べ来談者数は、昨年度に比べ大幅に増加している。また、スクールカウ

ンセラー活用事業における相談件数も多く、児童・生徒や保護者のストレスや不安の軽減に多

くの成果を上げている。相談内容が多様化し、派遣日数や時間数も限られているため、スクー

ルソーシャルワーカーや関係機関との連携を一層推進していく必要がある。 

・小学校 3年生から外国語活動が開始され、小学校 5・6年生が教科となるなど、英語教育が大き

く変わろうとしている。小学校で英語が教科となると、中学校などから専科教員を導入すると

か、ＡＬＴや外部人材に特別免許を与えるという形で、学級担任とのティームティーチングが

必要となってくる。そこで、日本語が堪能なＡＬＴの確保はもとより、小学校教員が安心して

対応できるように、英語力と指導技術の向上のための研修の機会をつくる体制をつくり、支援

の具体的手立てを進めていただきたい。 
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・次期学習指導要領では、「見方・考え方」をすべての教科等にわたって改めて定義し、それを軸

として授業改善の取組を活性化しようとしている。そうしたなかで、ＩＣＴの果たす役割は大

きい。平成 29年度に広田小学校に導入されたタブレットは、教師が教える従来型の指導から、

子どもが学ぶ「主体的・対話的で深い学び」の授業づくりの実現を図るためのツールの一つで

ある。タブレット等の端末を整備・活用し、成果を上げた教育実践（児童・生徒の取り組み状

況や課題等の視覚化、話し合う媒体、手軽で質の高い表現活動、授業の質的転換など）が数多

く報告されてきている。今後，各学校においても、タブレットやデジタル教科書の導入を図り、

広田小学校の実践をモデルに情報教育の推進、授業改善を図っていただきたい。 

・継続して学力診断テストを実施し、町内児童・生徒の学力実態を的確に把握・分析し、具体的

に取り組むことにより、各小・中学校や砥部町全体の学力向上につながっている。また、小学

校、中学校で算数科の補充学習「放課後わくわくクラブ」を実施することで、基礎的・基本的

な学習内容の定着が図られてきている。 

・「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）」は、円滑な学級運営を図るための客観的なデータとして活用することができる。今

後、小学校のいずれかの学年においても実施することで、児童理解が深まり、よりよい学級づ

くりに役立てることができると思われる。 

・小学校水泳・陸上記録会は、これまでも児童にとっては自己の記録更新、体力の向上、強い心

の育成、学校間の交流促進、また、教員にとっては指導力の向上に大きな役割を果たしてきて

いる。平成 29 年度の陸上記録会は、えひめ国体開催のため 6 年生のみの開催であったが、平

成 30年度は、是非 5・6年生の開催としていただきたい。 

・支援を要する園児、児童・生徒やその保護者、教員を対象にきめ細やかな教育相談や助言を行

う教育相談事業、巡回相談事業、就学指導事業などの相談体制が確立されており、子どもが安

心して就学し、豊かに学校生活を送ることができている。また、学校生活支援員を配置し、適

切なサポートも行うことができている。今後、児童・生徒指導や保護者支援を必要とするケー

スの増加や多様化が予想されるが、支援する人材の確保に努め、子どもや保護者の不安解消、

教職員の負担軽減を図っていただきたい。 

・平成 28 年度に抽出された小学校通学路上の危険箇所についての安全対策を計画的に実施し、

成果を上げている。今後も、定期的に保護者や地域住民、関係機関と連携して、子ども目線で

の安全点検を実施し、新たな危険箇所（地震に伴うブロック塀の倒壊等）を抽出するとともに、

安全対策を講じ、子どもたちが安全に登下校できるよう努めていただきたい。また、不審者情

報の配信や青色防犯パトロールなどによる各校区内での見守り活動を充実させ、子どもたちの

安全確保を図っていただきたい。 

・各幼稚園、小・中学校では、定期的に遊具等の安全点検・不良箇所の改修を行っているが、不
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良箇所の発見は専門業者によらなければ、難しいものもある。今後も、専門業者による点検を

計画的、継続的に行っていただきたい。 

・平成 29 年度に広田小学校に統廃合された玉谷小学校、高市小学校校区の児童のためにスクー

ルバスを運行し、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が図ら

れている。今後も、継続してほしい。 

・どの小学校も、施設の老朽化が進んでおり、計画的な改修が必要となっている。また、夏季の

暑さ対策の一環として、エアコンの設置を行っている市町もあり、砥部町の小学校においても、

教室等へのエアコンの設置を検討する時期に来ていると考える。 

・日常生活への週休 2 日制の浸透は進んできている。学校開放事業の利用者数も減少しており、

本事業の所期の目的は十分に達成したものと思われる。児童が安全に遊ぶことのできる場や機

会の確保という点では今後検討していく必要があるが、来年度、本事業を廃止することはやむ

を得ない。 

・教職員一人一人に校務用パソコンが配備され、校務処理に有効に活用されている。「ＥＳ－net

（えひめスクールネットワーク）」は、県内各市町が参画しており、加入が急がれる。また、「統

合型校務支援システム」を導入することにより、業務の効率化を進めることができる。 

・平成 29 年度に新広田小学校がスタートし、広田地区における地域コミュニティの核としての

役割を果たしつつある。また、教育用タブレットを導入し、少人数の学級でのＩＣＴを活用し

た学習改善、学習支援を行ったことにより、児童の学習意欲の向上につながり、小規模校とし

ての魅力も高めた。今後も、小規模校ならではの教育の推進、魅力化に力を注いでいただきた

い。 

・学校外の環境要因による問題を抱える児童・生徒数は、増加傾向にある。社会福祉等の専門的

な知識を有し、支援を行うスクールソーシャルワーカーの果たす役割が期待されているなかで、

児童・生徒、保護者への相談業務が充実できている。 

・政府の地震調査委員会が公表した 2018年版「全国地震動予測地図」によると、南海トラフ巨大

地震の発生確率が上昇し、各学校の防災力向上が急務である。砥部町では、防災士の養成を行

い、各小・中学校に 1 名以上の防災士が配置されるなど、学校防災力の強化が図られている。

今後も、教職員の異動を考慮し、継続して防災士の養成を行い、更なる強化を図っていただき

たい。 
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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を備え

ている。 

【意見】 

・山村留学センターは、親元を離れての集団生活や自然体験、地域住民との交流など、広田地区

ならではの教育環境を提供し、健全育成や高市地域の活性化に貢献している。県内外から多く

の留学生を受け入れることで、子どもたちへの支援や学ぶ機会の提供などの大変さはあると思

われるが、今後も、幅広い効果的な広報活動を行い、留学生の確保に努めていただきたい。 

・砥部町学校給食センターは、平成 29 年 9 月より本稼働した。現在の学校給食衛生管理基準を

満たした最新の施設・設備を有するとともに、専用のアレルギー対応調理室も設置しており、

安全・安心に配慮した給食センターである。今後も、給食センターと学校が連携し、栄養バラ

ンスのとれた安心・安全な学校給食を提供するとともに、地産地消の推進や食育の充実を図っ

ていただきたい。 

 

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かした教育

活動が行われている。 

【意見】 

・町内各小・中学校では、それぞれの地域ならではの特色ある教育の推進し、ふるさと砥部のよ

さを再認識し、ふるさとを愛し、誇りに思う児童・生徒の育成に努めている。その教育を推進

していくためには、助成金の交付が不可欠である。今後も、助成金の交付を是非継続していた

だきたい。 

 

基本施策 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。 

【意見】 

・平成 29年度に幼・保・小教育連携訪問事業を実施し、新たな教育要領での幼・保・小接続に向

けた理解を深め、教職員の資質向上に成果を上げている。今後とも、幼・保・小の連携を大切

にした取組を進めていただきたい。また、それぞれの幼稚園では、各種行事や園外保育、ＡＬ

Ｔとの交流等など多様な活動を提供し、充実した豊かな人間性の芽生えを培う幼児教育が推進

できている。 

・砥部保育所・砥部幼稚園の認定こども園化は、預かり保育を希望する保護者にとって朗報であ

り、保護者が安心して子どもを預けることができる教育環境づくり、幼稚園入園希望者数の増

加につながるものと思われる。 
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◆地域で学ぶ生涯学習環境の整備・充実 

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。」を含む。 

【意見】 

・「ショパン・ビレッジ・フェスティバル in 砥部町」では、中学生をはじめ町民一人一人が一流

のピアニストの音楽に触れることができるよい機会となっている。今後とも、気軽に学ぶこと

のできる場として、是非継続していただきたい。 

・砥部町少年少女発明クラブの活動はとても充実しており、平成 29 年度の愛媛県児童生徒発明

工夫展においても、素晴らしい成績を収めている。また、中学生や高校生のクラブＯＢがボラ

ンティア参加するシステムを構築するなど、指導者の確保や高齢化に対応する体制づくりも進

みつつある。 

・地域コミュニティの大切さが話題となっている。「キラリと輝くまちづくりアシスト事業」は、

地域活動の活性化を図り、地域住民による生涯学習の町づくりを推進するためのかけがえのな

い事業であるにもかかわらず、平成 29年度も低調であったのは残念である。ＰＲに努め、地域

コミュニティづくりの一助としていただきたい。 

・文化会館の管理運営は、適正かつ充実したものとなっている。今後とも、計画的な修繕・更新

に努め、利用者が快適かつ安全に利用できる施設運営を心掛けていただきたい。図書館は、地

域住民が気軽に読書活動できる身近な施設としての役割を果たしている。また、子ども対象の

各種事業が好評を得ており、活字離れが進んできている子どもたちが本を読む楽しさを味わう

ことのできるよい事業となっている。 

・公民館は、地域住民の生涯学習の拠点である。今後とも、地域住民が安全・快適に利用できるよう、

計画的に施設の改修・修繕を行っていただきたい。また、公民館が提供する学びの場・交流の場の

提供については、新事業「ポーランド語講座」を計画・実施するなど、町民のニーズに対応したり、

広報活動に努めたりした成果として、多くの事業で昨年度に比べ、参加者数が増加している。 

 

基本施策 児童、生徒及び青少年が地域のなかで健全に育っている。 

【意見】 

・青少年育成センターにおける相談事業や、補導委員会を中心とした活動（登校指導、街頭補導

など）を熱心に展開したことにより、町内の少年非行数が平成 28年度に比べ半減している。今

後も、学校と地域社会、関係機関との連携を一層密にしながら、青少年の非行防止や健全育成

に取り組んでいただきたい。 
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・成人式は、新成人にとって心に残る華やかな式典でありたい。小・中学校時代の写真ＤＶＤ上

映や岩谷口獅子舞保存会の演舞など、内容に工夫を凝らして開催できており、同級生の交流の

場ともなっている。記念講演については、今後も、新成人の心に響く話ができる講師の人選を

お願いしたい。 

・「放課後こども教室」の活動には、様々な体験や地域の人々との触れ合いを通して、豊かな心や

地域への愛着等が育まれるとともに、地域全体で子どもを育てようとする風土が育つなどの成

果がある。砥部町においても、平成 29 年度からは町内 3 小学校で開設されており、年々充実

した活動が展開されている。安全で充実した活動を展開するために、ボランティアスタッフの

確保に努めるとともに、活動内容がマンネリ化しないよう検討を重ねていっていただきたい。

併せて、幼稚園、小・中学校で子どもたちの学習支援活動を展開している「とべっ子志縁倶楽

部」のボランティアスタッフを充実させるための募集もお願いしたい。 

 

基本施策 

住民一人ひとりが、「性別」、「年齢」、「障害の有無」、「国籍」などにかかわらず、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

常的に根づいている。 

【意見】 

・私たちは、一人一人が同和問題をはじめとする人権問題に対する理解を深め、あらゆる人権問

題の解消に努めなければならない。砥部町では、様々な人権教育推進事業や人権対策推進事業、

人権相談事業に取り組み、成果を上げている。人権教育基礎講座の参加者数は、平成 28年度に

比べやや減少したものの、人権教育巡回学習会の参加者数は増加している。こうした地道な積

み重ねが人権問題の解消につながるものと思われる。今後とも、これらの活動の充実を図って

いただきたい。 

・学校においては、人権啓発ポスターや人権標語を制作したり、人権に関わる集会を実施したり

するなどして、人権意識の高揚を図っている。今後も、いじめ、不登校等の解消を目指した取

組が充実していくことを期待したい。 

 

 

◆地域と織り成す文化の振興 

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、住民の文化意識が高揚している。 

【意見】 

・町内にある文化財は、ふるさと砥部の貴重な財産であり、地域に伝わる獅子舞や万歳などの伝

統芸能や地域に現存する文化財などを確実に保存・伝承していかなければならない。そのため

に、文化財の調査研究、保存・活用を図る補助事業を継続していただきたい。 
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・「とべの物語」を発刊し、町内の小学生（高学年）を対象に配布したことは、子どもたちがふる

さとの歴史を学ぶことができるすばらしい資料、機会となった。 

 

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できる環境

が整備されている。 

【意見】 

・「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～」の公演は、地域住民が砥部町

の歴史や文化を再認識できる学びの場になるとともに、出演者がミュージカルを創り上げてい

く過程を通して、成就感や連帯感を味わう貴重な経験になったことと思われる。 

・坂村真民記念館では、毎年魅力ある特別展や企画展を企画・開催しているものの、ここ数年入

館者数の増加につながらず、入館者数が減少傾向にあるのが残念である。今後も、魅力ある特

別企画展や企画展を企画したり、他の観光施設（窯元巡りなど）との関連を図ったりするなど

して、訪れる人の心を惹きつける記念館づくりに努めるとともに、町内、県内外への広報活動

もより一層進めていただきたい。 

 

 

◆スポーツ・レクリエーションの振興 

基本施策 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。 

【意見】 

・砥部町では、ソフトボール大会やソフトテニス大会などの各種スポーツ大会を開始し、町民の

1 割程度が参加するなど、地域住民の生涯スポーツへの意識の高揚やスポーツ活動の定着に成

果を上げている。今後も、スポーツ振興・推進に関する研究を深め、より多くの町民が参加す

ることのできるスポーツ大会を開催し、地域コミュニティの形成や活性化にもつなげていって

いただきたい。 

 

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・レクリエーション活動を行っ

ている。 

【意見】 

・平成 28年度に比べ若干の増減はあるものの、直営施設や指定管理者管理施設の利用者は多い。

地域住民が安全かつ快適にスポーツ・レクリエーション活動を行うためには、施設の安全管理

を適切に行っていかなければならない。公園遊具や施設・設備の安全点検、修繕などが計画的

に行われているが、施設の老朽化による修繕箇所が増えていることから、今後も、施設の安全

管理に努めていただきたい。 
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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。 

【意見】 

・平成 29年度は、えひめ国体の開催のため「スポーツまつり inとべ」が開催できなかったのは

残念であるが、陶街道ゆとり公園で開催された国体バドミントン競技会やえひめ大会グランド

ソフトボール競技会を参観できたことは、住民のスポーツに対する関心を高めるとともに、地

域住民同士の交流を深める貴重な機会となったと思われる。 

・クロッケー大会、ウォークラリー大会、サイクリング大会など、様々なスポーツ・レクリエー

ション事業を実施し、平成 28年度に比べ参加者が増加している。今後も、地域住民に広く参加

を呼びかけ、いつでも、誰でも気軽に参加できる大会にしていただきたい。 

 

 

◆住民自らがまちづくりへ参画できる仕組みづくり 

基本施策 男女共同参画が実現し、社会のあらゆる分野で共に参画している。 

【意見】 

・文化財巡り、議会と町づくりを語ろう、料理講習会などの活動の開催や研修会への参加など、

女性ならではの視点や立場で学習する機会を提供しているものの、参加者が少ないことや固定

化しているのが課題である。「認知症予防笑いヨガ」など、会員のニーズに応じた活動を計画・

実施していくことが、若年層の参加者を増やしていくことにつながるのではないかと思われる。 

・男女共同参画社会は、「女性」や「男性」というイメージに当てはめてしまうことなく、一人一

人が持っている個性や能力を十分に発揮できる社会である。男女がともに仕事、家庭、地域生

活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で展開できるようにすることで、職場の活性化、

家庭生活の充実、地域力の向上が期待できる。今後も、男女がともに夢や希望を実現できる基

盤づくりに向けて取り組んでいただきたい。 


