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Ⅰ 砥部町教育大綱 

誇りある地域、そして住み続けたいと思う魅力的なまちづくりを進めるためには、人づ

くりが大切です。本町に暮らす住民が、まちの現在と未来を担う大切な「力」であり、教

育はその「力」を育む最も重要な営みです。 

砥部町では、「まちづくり」は「人づくり」であるという理念に基づき、本町に暮らす

住民一人ひとりが様々な学習や活動、交流を通じてお互いの基本的人権を尊重し、互いに

学び合い高め合うまちを目指し、平成 30 年度から 5 年間の教育行政の方向を示す『第 2 次

砥部町教育大綱』を策定しています。 

大綱では、分野別に目標を設定し、目標実現に向けた政策方針、主要施策を次のとおり

定め、学校・家庭・地域の連携体制を構築し、地域の文化や歴史、施設、人材など、地域

の資源を最大限に活用した、生涯にわたり学び続けることのできる学習環境の整備を進め

ます。 

 

子ども・教育分野 

 

目標 1.未来を担う子どもたちが、たくましく健やかに育まれるまちを実現します。 

 

■政策１ 子育て家庭を支援し、子どもを産み育てやすいまちづくりを推進します。 

子どもの健やかな成長を第一に考え、乳児保育、延長保育及び一時保育など、子育て

支援事業の実施により、多様なニーズに対応できる保育サービスの充実を図り、子ども

を産み育てやすい環境を整備します。 

 

■政策２ 学校・家庭・地域が連携し、子どもの生きる力を育む環境づくりを推進します。 

子どもたちが自らの力で未来へはばたくことができるよう、豊かな人間性や確かな学

力、健やかな体などを育む教育を進めます。 

 

主要施策 

 ① 子どもを産み育てやすい環境整備 

 ② 子どもの健やかな成長支援の充実 

 ③ 生きる力を育む教育の推進 

 ④ 教育力の向上 

 ⑤ 安全・安心の充実した教育環境の整備 
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 生涯学習分野 

 

目標 2.身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。 

 

■政策１ 地域で学ぶ生涯学習環境の整備を推進します。 

生涯にわたって学び自己啓発を続けようとする意識の高まりに応じて、学ぶことがで

きる生涯学習推進体制の整備を推進します。 

 

■政策２ 多様な主体が活躍できる社会を推進します。 

住民一人ひとりの人権が尊重され、差別のない誰もが暮らしやすい社会を実現するた

め、お互いの人権を尊重し、様々な人が地域で活躍できる地域づくりを目指します。 

 

■政策３ 郷土の歴史や伝統文化が受け継がれる環境づくりを推進します。 

歴史及び文化を次世代に継承するため、伝統芸能や文化の保存、継承及び創造を図る

とともに、本町が誇る文化財や歴史を積極的に発信し、文化的交流を進めます。 

 

主要施策 

 ① ニーズに合わせた学習機会の充実 

 ② 活動の場づくりと担い手の充実 

 ③ 互いの人権を尊重する社会の構築 

 ④ 男女共同参画の推進 

 ⑤ 文化財保護と継承 

 ⑥ 文化財の活用 

 ⑦ 地域伝統文化の継承 
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文化・スポーツ分野 

 

目標 3.文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します。 

 

■政策１ 文化・芸術を楽しむ機会の拡大を推進します。 

住民主体の文化・芸術活動の活発化を一層促進するため、一流指導者の確保や、文化

協会をはじめとする各種文化・芸術団体及び地域における指導者の育成を図ります。 

 

■政策２ スポーツを楽しむための支援を推進します。 

生涯スポーツの振興と競技スポーツの向上など、住民一人ひとりが豊かな人生を送れ

るよう、スポーツを楽しむ機会の充実を図ります。 

 

主要施策 

 ① 文化・芸術活動への参加促進 

 ② 文化・芸術活動を通じた交流の推進 

 ③ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

 ④ 地域における指導者の確保及び育成 

 ⑤ スポーツを通じた交流の拡大 
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Ⅱ 教育委員会の事務の点検・評価制度の概要 

1.趣旨 

砥部町教育委員会では、「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

基づき、その権限に属する事務の管理・執行状況について、毎年、点検・評価を行い、報

告書を作成しています。 

点検・評価の実施により、効果的・効率的な教育行政の推進を図り、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図ります。 

なお、点検・評価の実施にあたり、外部の学識経験者の知見を活用するとともに、報告

書を議会に提出、公表することにより、町民への説明責任を果たし、信頼関係を確保する

こととしています。 

 

≪地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）≫ 

  (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任

された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委任さ

れた事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に

関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとする。 

 

2.点検・評価の対象 

平成 30 年度の事務事業を対象とし、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、或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 30 年度の事務事業を点検・

評価したもので、「砥部町教育大綱」に掲げる主要施策ごとに分類しています。 
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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、その妥当性、有効性及び効率

性を総合的に判断し、事業の評価及び次年度以降の方向性について、次のとおり自己

評価を行いました。 

評
価 

S 目標とする成果を大きく上回った。 

A 目標とする成果をやや上回った。 

B 概ね目標とする成果であった。 

C 目標とする成果をやや下回った。 

D 目標とする成果を大きく下回った。 

 

方
向
性 

拡大 施策上の必要性や住民ニーズにより、さらに拡大・充実を図るもの 

維持 現状どおり事業を継続させることが妥当なもの 

改善 実施方法・内容などを見直して事業成果の向上を図るもの 

縮小 サービスの供給又は費用が課題となっており、適正化を図るもの 

廃止 施策上の必要性や住民ニーズが減少し、廃止が妥当なもの 

 

(2) 外部有識者による点検・評価 

自己評価実施後、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、主要施策別にご意見をいただきました。 
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Ⅲ 教育委員会の活動 

1.教育委員会の構成 

 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 31 年 3 月 31 日現在) 

職 名 氏 名 任 期 期 数 

教育長 武智 省三 
平成 29 年 2 月 17 日就任 

令和 2 年 2 月 16 日満了 
2 期 

委 員 

(教育長職務代理者) 
 

平成 31 年 2 月 17 日就任 

令和 5 年 2 月 16 日満了 
3 期 

委 員 影浦 弥生 
平成 28 年 2 月 17 日就任 

令和 2 年 2 月 16 日満了 
2 期 

委 員 丸本 正和 
平成 29 年 2 月 17 日就任 

令和 3 年 2 月 16 日満了 
1 期 

委 員 篠原 弘康 
平成 30 年 2 月 17 日就任 

令和 4 年 2 月 16 日満了 
1 期 

 

2.教育委員会会議の運営状況 

教育委員会会議（定例会、臨時会）の平成 30 年度における運営状況は次のとおりです。 

 

(1)開催回数 13 回（定例会 12 回/臨時会 1 回） 

(2)議案件数 54 件 

開催日 種別 審議された議案等 

4月25日 定例 議案 ・平成 30 年度教育費一般会計補正予算について 

・平成 30 年度砥部町教育支援委員会委員の委嘱について 

・平成 30 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 30 年度準要保護児童生徒の追加認定について 

 協議 ・砥部町教育大綱について 

・平成 30 年度学校閉庁日について 

・中央公民館耐震・大規模改修事業の進捗状況について 
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5月25日 定例 議案 ・砥部町立学校修学旅行実施要領の制定について 

・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 30 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 30 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 30 年度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 30 年度準要保護児童生徒の追加認定について 

 協議 ・学校給食異物混入事案について 

・砥部町教育大綱について 

6月25日 定例 議案 ・平成 30 年度教育費一般会計補正予算について 

・平成 30 年度準要保護児童生徒の追加認定について 

 協議 ・平成 30 年度【平成 29 年度事業】砥部町教育委員会点検評価報告

書について 

7月25日 定例 議案 ・平成 30 年度教育費一般会計補正予算について 

・平成 30 年度【平成 29 年度事業】砥部町教育委員会点検評価報告

書について 

・砥部町就学援助事業実施要綱の一部改正について 

・平成 30 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 

・坂村真民記念館運営協議会委員の委嘱について 

・平成 30 年度準要保護児童生徒の追加認定について 

 協議 ・学校施設ブロック塀調査結果及び対応方針について 

8月22日 定例 議案 ・平成 31 年度使用中学校教科用図書の採択について 

・平成 31 年度使用小学校教科用図書の採択について 

 協議 ・小学校エアコン整備方針について 

9月26日 定例 議案 ・平成 31 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 

・砥部町立中学校における運動部活動の方針について 

 協議 ・2 学期終業式の日程変更について 

・平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果について 
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10月22日 定例 議案 ・平成 30 年度教育費一般会計補正予算について 

11月26日 定例 議案 ・平成 31 年度教育費一般会計予算について 

 協議 ・平成 29 年度教育費一般会計決算報告について 

12月21日 定例 協議 ・小学校エアコン整備等に係る国庫補助の内定状況について 

・給食センター運営状況について 

・小学校 5.6 年の 35 人学級編制について 

1月25日 定例 議案 ・平成 30 年度教育費一般会計補正予算について 

・砥部町陶街道ゆとり公園及び砥部町田ノ浦町民広場条例の一部改

正について 

・砥部町教育委員会事務局組織規則及び砥部町立幼稚園管理規則の

一部改正について 

・砥部町学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則の制定につ

いて 

・砥部町学校事務の共同実施に関する規程の廃止について 

 協議 ・愛媛県指定無形文化財「砥部焼」保持者の追加認定申請について 

・平成 30 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

2月25日 定例 議案 ・平成30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 31 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 31 年度砥部町外国語指導助手の委嘱について 

・平成 31 年度砥部町山村留学センター長の委嘱について 

・平成 31 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 31 年度砥部町ハートなんでも相談員の委嘱について 

・平成 31 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 31 年度砥部町社会教育指導員の委嘱について 

・平成 31 年度砥部町青少年補導員の委嘱について 

・平成 31 年度坂村真民記念館長の委嘱について 

・平成 31 年度砥部町広域隣保活動相談員の委嘱について 

・平成 31 年度砥部町地区公民館長の委嘱について 

 協議 ・平成 31 年度教育方針（案）について 
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3月8日 臨時 議案 ・平成 31 年度教職員人事異動原案について 

 協議 ・平成 31 年度教育方針（案）について 

・砥部町いじめ防止基本方針（案）について 

3月25日 定例 議案 ・平成 31 年度教育方針について 

・平成 31 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 

・砥部町立図書館条例施行規則の一部改正について 

・平成 31 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 31 年度砥部町放課後子ども教室実施要綱の制定について 

・砥部町通学バス住民利用実施要綱の一部改正について 

・砥部町スクールガード・リーダー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における公募委員の選考に関

する要領の一部改正について 

・平成 31 年度砥部町家庭教育支援員の委嘱について 

・平成 31 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 

・砥部町文化財保護審議会委員の委嘱について 

・平成 31 年度準要保護児童生徒の認定について 

 協議 ・砥部町いじめ防止基本方針（案）について 

・中央公民館耐震・大規模改修工事について 

(3)傍聴人 8 人（累計） 

 

3.学校・幼稚園訪問 

(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。 
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(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 5 日 宮内小学校 6 月 11 日 砥部小学校 

6 月 7 日 広田小学校 6 月 12 日 麻生小学校 

6 月 8 日 砥部中学校 11 月 12 日 幼稚園・こども園 

 

4.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 4 日 ・新任教職員挨拶会【役場庁舎】 

4 月 8 日 ・山村留学センター入所式 

4 月 9 日 ・小学校入学式 

4 月 10 日 ・中学校入学式 

4 月 11 日 ・幼稚園・こども園入園式 

5 月 3 日 ・こどもの日まつり【高市町民グラウンド】 

5 月 12 日 ・愛媛県植樹祭【陶街道ゆとり公園】 

5 月 21 日 ・愛媛県市町教育委員会連合会理事会【松山市】 

6 月 1 日 ・伊予地区教育委員会連絡協議会総会【松前町】 

6 月 16 日 ・砥部町教友会総会【中央公民館】 

6 月 23 日 ・砥部町各種団体親睦球技大会【中央公民館】 

7 月 3 日 ・砥部町小学校水泳大会【宮内小学校】 

7 月 12 日 ・愛媛県市町教育委員会連合会総会【松前町】 

7 月 18 日 ・社会を明るくする運動「砥部の集い」【文化会館】 

7 月 26 日 ・茨城県立大洗高等学校マーチングバンド部演奏会【文化会館】 

8 月 10 日 ・砥部町いじめ防止子ども会議【中央公民館】 

9 月 16 日 ・砥部中学校運動会 

9 月 23 日 ・町内小学校運動会 

9 月 29 日 ・砥部こども園運動会 

10 月 3 日 ・砥部町小学校陸上競技大会【ニンジニアスタジアム】 

10 月 8 日 ・麻生・宮内幼稚園運動会 

10 月 14 日 ・スポーツまつり in とべ 2018【陶街道ゆとり公園】 

11 月 12 日 ・地区別教育懇談会【中央公民館】 
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11 月 16 日 ・全国人権・同和教育研究大会【滋賀県大津市】 

11 月 19 日 ・伊予地区教育委員会連絡協議会研修【香川県高松市】 

11 月 21 日 ・砥部町教育研究大会【宮内小学校】 

11 月 24 日 ・みなくる芸能発表会（～25 日）【文化会館】 

12 月 1 日 ・人権教育参観日【砥部中学校】 

12 月 8 日 ・砥部町「人権の町づくり集会」【文化会館】 

12 月 15 日 ・いじめ STOP 笑顔あふれる地域フォーラム【町文化会館】 

12 月 21 日 ・砥部町総合教育会議【役場庁舎】 

1 月 4 日 ・砥部町年賀交換会【中央公民館】 

1 月 13 日 ・砥部町成人式【中央公民館】 

2 月 7 日 ・如月忌・井上正夫会総会【中央公民館】 

2 月 17 日 ・第 70 回如月忌記念行事【文化会館】 

3 月 10 日 ・広田地域芸能発表会【ひろた交流センター】 

3 月 15 日 ・砥部中学校卒業式 

3 月 20 日 ・幼稚園・こども園卒園式 

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 27 日 ・教職員離任式【役場庁舎】 
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Ⅳ 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、各施策別評価の「自己評価」を掲載しています。 

施策 № 評価対象事業名 担当係 評価 方向性 頁 

【目標】未来を担う子どもたちが、たくましく健やかに育まれるまちを実現します。  

 【主要施策】子どもを産み育てやすい環境整備 

 

1 就学援助事業 学校教育係 A 維持 14 

2 教育活動支援事業 学校教育係 B 維持 15 

3 奨学資金貸与事業 総務係 B 維持 16 

4 幼児教育推進事業 保育幼稚園係 B 維持 17 

5 私立幼稚園就園奨励事業 保育幼稚園係 B 廃止 18 

【主要施策】子どもの健やかな成長支援の充実 

 

6 保健対策事業 学校教育係 B 維持 19 

7 特別支援教育推進事業 学校教育係 B 維持 20 

8 運動・体力向上推進事業 学校教育係 B 維持 21 

9 地域の特性を生かす教育推進事業 学校教育係 B 維持 22 

【主要施策】生きる力を育む教育の推進 

 
10 キャリア教育推進事業 学校教育係 A 維持 23 

11 学校給食運営事業 給食センター係 B 維持 24 

【主要施策】教育力の向上 

 

12 校務支援・業務改善事業 総務係 A 拡大 25 

13 教職員研修事業 総務係 B 維持 26 

14 学力向上推進事業 学校教育係 B 維持 27 

15 情報教育推進事業 学校教育係 B 改善 28 

16 外国語教育推進事業 学校教育係 B 維持 29 

17 いじめ・不登校等対策事業 学校教育係 B 拡大 30 

18 山村留学センター運営事業 総務係 A 維持 31 

19 学校間連携推進事業 総務係 A 拡大 32 

【主要施策】安全・安心の充実した教育環境の整備 

 

20 学校施設整備・維持管理 総務係 A 維持 33 

21 学校安全対策事業 総務係 B 維持 34 

22 遠距離通学対策事業 総務係 B 維持 35 
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施策 № 評価対象事業名 担当係 評価 方向性 頁 

【目標】身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。 

 【主要施策】ニーズに合わせた学習機会の充実 

 
23 社会教育推進事業 社会教育係 B 改善 36 

24 公民館活動事業 公民館係 B 改善 37 

【主要施策】活動の場づくりと担い手の充実 

 

25 文化会館・図書館管理運営 文化スポーツ係 A 維持 38 

26 公民館施設管理 公民館係 C 改善 39 

27 青少年育成事業 社会教育係 A 維持 40 

【主要施策】互いの人権を尊重する社会の構築 

 
28 人権教育推進事業 社会教育係 B 維持 41 

29 人権対策推進事業 社会教育係 B 維持 42 

【主要施策】男女共同参画の推進 

 30 女性団体育成支援事業 社会教育係 B 維持 43 

【主要施策】文化財保護と継承 

 31 文化財保護事業 文化スポーツ係 A 維持 44 

【主要施策】文化財の活用 

 

32 文化財の活用 文化スポーツ係 A 維持 45 

33 井上正夫顕彰事業 文化スポーツ係 A 維持 46 

34 坂村真民記念館 文化スポーツ係 B 改善 47 

【主要施策】地域伝統文化の継承 

 35 伝統芸能保存伝承事業 文化スポーツ係 B 維持 48 

【目標】文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します。 

 

【主要施策】文化・芸術活動への参加促進 

 36 文化行政推進事業 文化スポーツ係 B 維持 49 

【主要施策】文化・芸術活動を通じた交流の推進 

 37 芸能発表会等事業 公民館係 B 改善 50 

【主要施策】ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

 
38 社会体育推進事業 文化スポーツ係 B 維持 51 

39 体育施設管理 文化スポーツ係 B 維持 52 

【主要施策】地域における指導者の確保及び育成 

 40 スポーツ指導者確保及び育成 文化スポーツ係 B 維持 53 

【主要施策】スポーツを通じた交流の拡大 

 
41 レクリエーションスポーツ推進事業 文化スポーツ係 B 維持 54 

42 マレーシアバドミントンキャンプ招致 文化スポーツ係 A 維持 55 
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1.要保護・準要保護児童生徒援助費補助金

■対象者数等 ※援助率＝（要保護+準要保護）/全児童生徒数

■補助対象品目：

2.特別支援教育就学奨励費

■支給総額

■対象者数等（特別支援学級在籍児童生徒）

小学校：13人　　中学校：2人

■補助対象品目： 学用品・通学用品購入費、校外活動等参加費、修学旅行費、学校給食費

通学・職場実習・交流・共同学習に要する交通費

■支給総額

学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費

主要施策 子どもを産み育てやすい環境整備

事業№ 1 事業名 就学援助事業 決算額 17,816,718円

年度

小学校

中学校

30年度

29年度

1,142人

1,135人

12.0%

11.6%

小学校： 8,326,118円 中学校：

種別

28年度

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

課

題

　全児童生徒数が減少する一方、就学援助の支給対象者数は年々増加してお

り、予算確保が課題となっている。

評価 A

方向性 維持

事業目的
　経済的な事由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学に必要な経費を助成し、負担

軽減を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　就学援助事業について、入学説明会や在籍児童生徒への「お知らせ」の配布を通じ、全保護者に申

請希望の意向を確認したことで、周知徹底が図られた。

　30年度から、準要保護児童生徒に対する新入学児童生徒学用品費の入学前支給を開始し、保護者の

負担軽減に繋がった。

　■新入学児童生徒学用品費入学前支給対象者数　【小学校】8人　【中学校】15人

532,417円 （

要保護 準要保護

30年度

29年度

小学校： 404,997円 中学校： 127,420円

8,958,183円17,284,301円 （

4人

2人

3人

2人

3人

）

通学費、体育実技用具費、学校給食費、医療費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費

605人 10.2%

全児童等数

1,163人

565人

588人

60人 55件2人

28年度

）

65人 58件

84人 63件

66人 60件

110人 88件

84人 66件

認定件数援助率

10.0%

7.6%

7.5%
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1.少年自然の家利用補助金 ■補助金総額

※小学校は第5学年、中学校は第1学年で実施。

2.選手派遣費補助金 ■補助金総額

　各種大会の参加に要する旅費等の経費に対し、補助金を交付した。

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

主要施策 子どもを産み育てやすい環境整備

事業№ 2 事業名 教育活動支援事業 決算額 3,051,234円

事業目的
　小中学校が校外で実施する各種教育活動に要する経費に対し、補助金を交付し、もって砥部

町の教育振興、心豊かで潤いのある充実した生活の創造を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　集団宿泊体験活動の実施により、児童生徒間の結束が強まり、豊かな人間性の育成に寄与するとと

もに、当該経費の助成により保護者の負担軽減が図られた。

　県内各地で実施される総合体育大会、新人体育大会等への旅費に対する補助金交付により、部活動

の活性化、保護者の負担軽減が図られた。

0人 332,319円

0人 406,984円

　少年自然の家等を利用して行う集団宿泊体験活動に要する経費につき、一般、要・準要保護、特

別支援教育就学奨励費対象児童生徒の区分に応じ補助金を交付した。

特支奨励対象要・準要保護

969,135円

976,858円

年度 補助金額

課

題

　年度によっては、四国大会、全国大会への出場もあり得ることから、見通し

をもった予算確保の必要がある。

評価 B

方向性 維持

1人

201人 15人 4人

17人

29年度 163人 21人

小学校

地区予選、県大会114,480円

一般

30年度

29年度

193人 20人

全日本アンサンブルコンテスト

大会名

中学校総合体育大会

全日本吹奏楽コンクール

中学校新人体育大会

愛媛県中学校駅伝競走大会

地区大会、県大会

県大会

種別

中学校
30年度 160人

補助金額

609,540円

92,880円

864,840円

68,040円

1,301,454円

1,749,780円

備考

地区大会、県大会、四国大会

県大会
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(1)学校教育法に規定する高等学校又は高等専門学校第3学年までに在学する者

(2)学業・人物ともに優れ、かつ、健康な者

(3)学資の支弁が困難であると認められる者

(4)保護者が砥部町に居住する者

(5)未成年者

■貸与実績 ■償還実績

■基金運用状況

期首

貸与金

償還金

利息

期末

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 総務係

主要施策 子どもを産み育てやすい環境整備

事業№ 3 事業名 奨学資金貸与事業 決算額 792円

事業目的 　経済的理由により就学が困難な者の就学を支援し、有用な人材を育成する。

事

業

概

要

事

業

成

果

　無利息の奨学金の貸与により、教育機会均等の実現と有用な人材育成に繋がり、長期の償還期間設

定により、負担軽減が図られた。

20,000円

25,000円

2人

計

通帳残高

1,405,500円

30,814,511円 （ 通帳残高 18,579,511円 未償還額

評価 B

方向性 維持

課

題

　高校授業料の無償化が実施され、本制度の在り方を検討する必要があるが、

例年一定数の希望がある。

　次に掲げる要件を備え、砥部町奨学資金奨学生選考委員会で採用された者に対し、奨学金を貸与し

た。奨学金は、貸与終了後6月経過後から10年以内において毎月返還する。

区分

公立

私立

480,000円

3人

貸与月額

1,380,000円

1,405,500円

792円

30,815,303円 （ 18,605,803円 未償還額 12,209,500円 ）

900,000円

貸与年額 償還者数 償還額

12,235,000円 ）

19人
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【幼稚園費内訳】 単位：円

※授業料7,232,200円、子ども子育て支援交付金2,792,000円、その他268,600円を充当

△ 26,573 0 474,270 292,065増減 9,095,784 10,605,023 △ 2,098,378 △ 150,623

832,354 3,854,24930年度 79,048,422 61,691,157 8,440,182 2,142,461

29年度 69,952,638 51,086,134 10,538,560 2,293,084 1,712,268 402,324 358,084 3,562,184

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 子育て支援課 担当係 保育幼稚園係

主要施策 子どもを産み育てやすい環境整備

事業№ 4 事業名 幼児教育推進事業 決算額 79,048,422円

事業目的
　町立幼稚園において、義務教育及びその後の教育の基礎を培い、幼児を保育し、幼児の健や

かな成長のために適当な環境を与えてその心身の発達を助長する。

事

業

概

要
運営費

内　　　　　訳

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

1,087,464 168,264 734,702 2,250,051麻生幼

事

業

成

果

　各種幼稚園行事・園外保育を通して、多様な体験や知的発達を促し、体力づくりにも成果をあげ

た。

　預かり保育では、宮内幼稚園登録12人（延べ236人）、麻生幼稚園登録14人（延べ735人）の利用

があった。

　心豊かで、たくましい砥部の子どもの育成を目標に、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た。

　■園児数　麻生58人　/　宮内　50人　　計108人（前年比▲5人）

　■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・砥部幼稚園を「認定こども園砥部こども園」と

し、父母の就労等のため、14時以降も保育が必要な児童を対象に預かり保育を実施した。

課

題

　麻生幼稚園は空き教室が２室あり、保育の受け皿拡大を踏まえた活用方法を

検討する必要がある。預かり保育は、幼児教育保育無償化の対象事業となるた

め、利用増が見込まれる。

評価 B

方向性 維持

39,880,093 29,640,019 4,723,608 1,275,985

宮内幼 39,168,329 32,051,138 3,716,574 866,476 598,231 234,060 97,652 1,604,198

1,685,695 402,324
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0人

0人

3人目以降

種別

1人目

2人目

3人目以降

1人目

2人目

生活保護世帯

町民税非課税世帯

所得割非課税世帯

所得割77,100円以下世帯

所得割211,200円以下世帯

1人目

2人目

3人目以降

1人目

2人目

3人目以降

1人目

2人目

3人目以降

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 子育て支援課 担当係 保育幼稚園係

主要施策 子どもを産み育てやすい環境整備

事業№ 5 事業名 私立幼稚園就園奨励事業 決算額 680,700円

事業目的
　私立幼稚園の入園料及び授業料の助成を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減し、

もって公私立間の授業料格差の是正と幼児教育の機会の均等を図る。

事

業

概

要

62,000円

95,000円

63,000円

72,000円

82,000円

36,000円

80,000円

87,000円

95,000円

80,000円

87,000円

助成単価 園児数

0人

0人

事

業

成

果

　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、入園料及び授業料を

免除することにより、保護者の負担軽減に繋がった。

　子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園入園児のうち町民税所得割額211,200円以

下の世帯を対象とし、授業料の一部に対して施設設置者に補助金を交付した。

　■対象園児数　2園　17人

　■補助金　680,700円（うち国庫補助金充当額226,000円）　※内訳は下表

課

題
　幼児教育保育の無償化により、令和元年9月30日をもって制度を廃止する。

評価 B

方向性 廃止

0人

49,000円

62,000円

36,000円

49,000円 3人

0人

0人

3人

3人

0人

7人

0人

1人

0人
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1.児童生徒健康診断業務

■費用 学校医・学校薬剤師報酬 出向料・技術料（検診）

児童生徒健康診断委託料 健康手帳印刷費

伊予地区結核対策委員会 学校保健消耗品費

■検査項目 尿、心電図、モアレ検査、小児生活習慣病予防健診、胸部X線検査、食事・生活調査

2.各種教室の開催

■費用 薬物乱用防止教室講師謝礼 （広田小学校）

思春期教室講師謝礼 （小・中学校）

3.教職員健康診断業務

■費用 教職員健診委託料 ストレスチェック委託料

■検査項目 健康診断、尿、心電図、血液、眼底、胃がん、大腸がん、ストレスチェック

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

主要施策 子どもの健やかな成長支援の充実

事業№ 6 事業名 保健対策事業 決算額 7,668,475円

事業目的
　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。

事

業

概

要

事

業

成

果

　健康診断及び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

導が行えた。

　教職員に対しストレスチェックを実施し、自身の状況把握を促すとともに、職場環境の改善に繋げ

た。

304,560円

29,500円

　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

期教室を開催した。

　教職員に対し、健康診断を実施するとともに、29年度に引き続き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った。

1,611,144円 71,820円

課

題

　診断結果を今後の健康維持に生かせるよう、異常があった場合は確実に通知

し、フォローアップしていく必要がある。

評価 B

方向性 維持

　学校保健安全法に基づき、定期健康診断、学校医による各種検診（内科・歯科・眼科・耳鼻咽喉

科）を実施した。また、学校保健委員会を組織し、児童生徒の健康保持、増進を図った。

2,349,000円780,000円

2,425,345円

21,000円

72,000円

4,106円
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1.教育支援委員会

■開催回数　4回 ■審議対象者数　延べ56人 ■費用 委員報酬

■教育相談開催回数　3回 ■相談者数　延べ44人 ■費用 相談員謝礼等

2.巡回相談の実施

■巡回相談員派遣日数　28日 ■対象者数　延べ82人 ■費用 相談員謝礼

3.特別支援連携協議会

■開催回数　6回（全体会、研修会） ■費用 委員謝礼等

4.学校生活支援員配置　※（　）は対象児童生徒数

■費用 支援員賃金等

主要施策 子どもの健やかな成長支援の充実

事業№ 7 事業名 特別支援教育推進事業

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

年度

(59人)

決算額 29,022,268円

事業目的
　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れるように具体的な支援を行な

う。

事

業

概

要

(52人)

20,000円

小学校 中学校

30人

2人 (4人)

課

題

　支援を要する児童等のニーズの多様化により、学校生活支援員の配置要望が

高まっているが、人材確保が困難となっている。通常学級への支援員配置につ

いては、在籍による効果を見極める必要があり、保護者の理解が重要となる。

評価 B

方向性 維持

　学校等における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への効果的な支援及

び指導の在り方について、特別支援教育士等による巡回相談を実施した。

30年度

29年度 24人 (43人) 2人

合計

4人 (5人)

325,000円

幼稚園

27人 (51人) 3人 (4人) 32人

(4人)

80,939円

事

業

成

果

　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、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繋がっている。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・

支援が進んでいる。

28,533,329円

　特別支援学級への入級、学校生活支援員配置、通級指導の要否等の就学に必要な事項を審議する

ため、教育相談を実施するとともに、教育支援委員会を開催した。

63,000円

　特別支援教育に関し、関係機関の連携、研修会の実施による教職員の資質向上、保護者理解の促

進を図るため、特別支援連携協議会を開催した。
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1.小学校水泳大会、陸上競技大会の開催

　町内小学校児童の親睦と体力づくりを目的に開催

■水泳大会(6年生) 開催日：7月4日 場所：宮内小学校

■陸上競技大会(5.6年生) 開催日：10月3日 場所：ニンジニアスタジアム

■標準記録突破者数 ■費用

記念品(メダル)、消耗品

会場使用料、自動車借上料

■上位大会の結果

伊予地区水泳大会 入賞者：1人 リレー入賞：3チーム

伊予地区陸上大会 入賞者：21人 リレー入賞：2チーム

県陸上大会(伊予地区4位以上) 出場者：14人 リレー：1チーム

2.中学校運動部活動

■運動部数（部員数） 13部（366人　男子:221人/女子:145人）

種別 軟式野球、ソフトボール、ソフトテニス、バスケットボール、バレーボール

卓球、剣道、柔道、陸上競技、バドミントン

■砥部町立中学校における運動部活動の方針策定

　生徒及び教職員双方の負担を考慮し、持続可能な運動部活動の方針を策定した。

休養日：週2日（平日1日、土日曜1日）以上 活動時間：平日2時間、休業日3時間程度

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

30年度

29年度

陸上(5年) 陸上(6年)水泳年度

24人 7人 34人

23人 26人

（

主要施策

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

子どもの健やかな成長支援の充実

事業№ 8 事業名 運動・体力向上推進事業 決算額 585,978円

事業目的
　子どもの心身の健康や体力の向上を図り、楽しさや喜びを味わうことのできる体育の授業や

クラブ活動、運動部活動の充実を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　小学校においては、水泳・陸上大会を全員参加としており、練習を通じて体力の向上が図られると

もに、自己ベスト更新による達成感がスポーツに親しむ基礎を培うことに繋がっている。

　中学校については、運動部活動の方針を定め、休養日の設定、活動時間の制限を示すことで、過度

な練習による生徒の怪我、教職員の長時間勤務の抑制が図られた。

）

585,978円

課

題

　成長段階に応じた適切な運動を促すとともに、限られた時間でより効果的な

指導方法を取り入れる必要がある。生徒の多様なニーズを踏まえ、状況に応じ

た柔軟な対応が課題となる。

評価 B

方向性 維持
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　砥部町立小中学校が行う地域の実態を生かした特色ある教育活動に対し、交付金を交付した。

1.交付対象事業

■地域の歴史、文化、自然を生かす活動

■地域に根ざした勤労、奉仕を体験する活動

■交流の輪を広げる活動

■学校、地域の伝統を築く活動

■その他学校、地域の特性を生かす活動

2.交付額

■砥部地域小学校　各200,000円 ■広田小学校　100,000円

■砥部中学校　250,000円

3.学校別事業内容

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

環境学習、校区探検、福祉学習、お年寄りとの交流、田植え

昔の遊び体験、点字・手話体験、環境学習、七折梅収穫体験・梅干し作り

お年寄りとの交流、野菜作り、砥部焼作り、50年前の大先輩との交流

麻生小

宮内小

砥部小

校名 内容

主要施策 子どもの健やかな成長支援の充実

事業№ 9 事業名 地域の特性を生かす教育推進事業

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

決算額 950,000円

事業目的
　自然、歴史、文化などの地域の特性を生かした特色ある教育活動を推進し、心豊かで潤いの

ある充実した生活の創造を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　多様な体験を通じて郷土に対する関心を高め、ふるさとの良さを再認識できた。

　それぞれの地域の特性を生かし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

が図られた。

野菜・米作り、砥部焼作り、俳句活動、伝統芸能（太鼓・万歳）

総合的な学習（地域巡り、職場体験学習、歴史講座、文化活動発表会）

広田小

砥部中

課

題

　小学校における英語の教科化など、授業時数の増加に伴う時間の確保に課題

がある。

評価 B

方向性 維持
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◇えひめジョブチャレンジU-15事業

■実施日 8月20日～8月26日の間で5日間

■参加人数 中学校2年生　179人（不参加6人）

■協力事業所 56社

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

主要施策 生きる力を育む教育の推進

事業№ 10 事業名 キャリア教育推進事業 決算額 －

事業目的
　地域での職場体験学習を通じ、郷土への理解を深めるとともに、生徒のコミュニケーション

能力や勤労観を育み、社会性を涵養する。

事

業

概

要

事

業

成

果

　従来の2日間から5日間に延長したことで、密度の濃い体験となり、仕事の大変さを実感するととも

に、多くの地元企業の協力により、地場産業への理解を深め、地元で働く魅力を感じることができ

た。

　愛媛県が推進し、2019年度に県下全域での実施を目指す「えひめジョブチャレンジU-15事業」

を先行実施し、中学2年生を対象に、地域で5日間の職場体験学習を行った。

業種

流通小売

サービス業

製造業

建設不動産業

公務員他

参加者数

13人

68人

28人

課

題

　授業時数への影響を考慮し、夏季休業期間中に実施したが、学校外の行事等

についても情報収集に努め、実施日程を調整する必要がある。

評価 A

方向性 維持

　事業実施後（11月16日）、砥部中学校において、職場体験発表会を実施した。保護者及び協力事

業所も招待し、2年生から1年生へ、職場体験で感じた仕事や郷土への思いを伝えた。

　愛媛県主催の「えひめジョブチャレンジU-15フェスタ（2月9日：ひめぎんホール）」に生徒10

人が参加し、モデル校として取り組み発表を行った。

消防署、役場、県関連施設、学校（幼・保・小）

備考

スーパー、専門店

外食産業、ホテル、銀行、介護・福祉施設

印刷業、砥部焼

設計事務所5人

65人

事業所数

6社

23社

9社

1社

17社
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1.学校給食センター運営委員会

2.給食調理

■実施回数　195回/年 ■調理食数　2,087食/日

■給食費（学校給食材料負担金） 円/年　※賄材料費に充当

※平成29年4月改定

3.運営経費 単位：円

■補修工事　防鳥ネット設置工事　1,563,840円(再掲)

4.地産地消の推進（町内産物資の状況）

■購入額合計　4,309,655円 ■納入業者数　22業者 ■納品回数　125回

■物資種類　20種類（ほうれん草、キャベツ、干しシイタケ、米、玉ねぎ　など）

1食あたり

年度

97,080,850

幼稚園 小学校 中学校

235円 250円 290円

30年度

29年度

177,661,256

45,175,263

21,454,452 97,080,853 2,793,751 8,722,001

4,669,840 17,694,124 97,359,098 770,272 5,472,292

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 給食センター係

主要施策 生きる力を育む教育の推進

事業№ 11 事業名 学校給食運営事業 決算額 177,661,256円

事業目的
　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。

事

業

概

要

事

業

成

果

　平成29年9月から本稼働した新学校給食センターを通年運営し、幼稚園から中学校までの成長期の

子供たちに対し、発育段階に応じた栄養豊かな給食を提供することができた。

　施設完成後の1年点検において、不具合箇所等の改善を行い、効率的な施設運営を行った。

　学期ごとに学校給食センター運営委員会を開催し、学校給食の取組状況を報告するとともに、物

資の価格や地産地消の推進について協議を行った。

賃金 消耗品費 燃料/光熱水費 賄材料費 修繕/工事費 その他 計

44,492,460

171,140,889

3,117,739

課

題

　健康被害発生の恐れがあると定義されるレベル3の異物混入(金属片）事案が1

件発生した。製造及び納品業者への指導並びに衛生管理の徹底に努める。

評価 B

方向性 維持
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課

題

　更なる業務の効率化を図るため、成績処理や時数管理などの教務系、指導要

録等の学籍系及びグループウェアによる情報共有を含めた統合型校務支援シス

テムの導入及び人的支援が求められている。

評価 A

方向性 拡大

事業目的
　教職員一人ひとりに校務用PCが配備され、セキュリティの確保された校務環境を提供すると

ともに、社会問題化している教職員の長時間勤務の改善を図る。

事

業

概

要

1.校務用PCの配備　　小学校78台/中学校54台

　■リース期間　H27.8～R2.7（5年間リース）

　■支払総額　38,556,000円（うち30年度分7,711,200円）

2.愛媛スクールネット（ES-net）の整備

　　県下の小中学校等を結ぶ愛媛の教育専用ネットワークに参画し、学校HPの一括管理、教職員

　へのメールアドレス付与等を行った。将来的な校務支援システム導入に備え、ファイルサーバの

　共有化を図った。

　■整備費用　校務用PC接続切替 3,834,000円 / 回線構築 64,800円

3.学校閉庁日の設定

　　学校業務閑散期となる8月中旬に学校閉庁日を設け、教職員の休暇取得を促し、心身の健康増

　進、地域活動等へ参画しやすい体制整備、省エネルギー推進を図った。

　■実施期間　平成30年8月13日(月)～15日(水)

4.タイムカードの導入

　　小中学校へタイムカードを導入し、出退勤時刻を記録・管理することで、仕事量を可視化し、

　教職員の意識改革を図るとともに、管理職による個別指導に繋げた。

5.中学校部活動方針の策定

　　「砥部町立中学校における運動部活動の方針」を策定し、休養日と活動時間を定め、顧問と

　なる教職員の負担軽減を図った。

事

業

成

果

　愛媛スクールネットへの参画により、県下の教育情報が共有化され、教職員の校務環境が向上し

た。また、今年度よりタイムカードを導入し、勤務時間の管理を徹底するとともに、学校閉庁日や部

活動方針の策定による休養日の設定により、長時間勤務が常態化している教職員の休暇取得を促し、

意識改革に繋がった。

主要施策 教育力の向上

事業№ 12 事業名 校務支援・業務改善事業 決算額 11,610,000円

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 総務係
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例）救命救急研修、教育センター出前講座、道徳教科指導研修

2回 4回 6回

3.先進地視察　※新規

　　学校における様々な課題に先進的に取り組む自治体に教職員を派遣する。平成30年度は、全国

　学力学習状況調査で例年上位に位置する秋田県でのフォーラムに参加、小・中学校の公開授業の

　視察を行った。

　　■視察先　秋田県大館市（秋田県学力向上フォーラム）

　　■視察日時　平成30年11月8日～11月10日

3回

100人 47人 80人 46人 108人

課

題

　上記研修のほか、県主催による職階級研修が行われており、特に長期休業中

に集中する傾向がある。授業時数の増加、教職員の長時間労働が課題となって

おり、効率的な実施が求められている。

評価 B

方向性 維持

事業目的
　町又は学校独自に研究授業や研修を実施し、教職員の指導力向上、綱紀保持及び服務規律の

徹底を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　町教育研究大会をはじめとする授業公開により、主体的な学びに向けた指導力の研鑽、授業改善が

図られた。各校で全教職員が参加する校内研修会を適宜開催することにより、課題等を共有し、

「チーム学校」として世代を超えフォローし合える体制を構築している。

　新たに、先進地への教職員派遣事業を行い、県外の取り組み事例を参考・共有することで学校経営

基盤の強化を図った。

1.砥部町教育研究大会の開催

　　人間性豊かな砥部の子どもの育成を目指し、教科ごとの授業公開を行うとともに、マラソンで

　オリンピック出場経験のある土佐礼子氏を講師に招き、活躍の影の苦労、人との出会いなど、現

　役時代の経験を伺い、今後の指導の在り方を共有した。

　　■開催日時　平成30年11月21日　　■会場校　宮内小学校

　　■参加者　教育委員、教育委員会事務局、町内小・中学校及び幼稚園教職員ほか　127人

2.校内研修会の実施

　　自校教職員相互での授業研究など、各校において校内研修を実施している。外部講師を招いた

　校内研修・他校への授業公開の実施状況は下記のとおり。

麻生小 宮内小 砥部小 広田小 砥部中

開催回数

延べ参加者数

種別

4回

主要施策 教育力の向上

事業№ 13 事業名 教職員研修事業 決算額 138,500円

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 総務係
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1.砥部町学力向上推進委員会

■開催回数 5回（委員会1回、実践活動部会4回）

2.放課後わくわくクラブの実施（平成28年度より）

■対象期間 小学校2年生(3学期)～3年生(学年末) ■活動日 週1回

■スタッフ 教員OB他（登録者）25人

■参加児童

3.学力診断テストの実施（小学校は平成23年度より、中学校は平成24年度より）

　町内児童生徒の学習定着状況を判断するため、町単独予算での学力診断テストを実施した。

■対象学年 小学校：3～4年（4教科：国語、算数、社会、理科）

中学校：全学年（5教科：国語、数学、社会、理科、英語）

■経費 小学校 中学校

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

主要施策 教育力の向上

事業№ 14 事業名 学力向上推進事業 決算額 1,624,518円

事業目的 　教育・学習指導の課題を明らかにし、今後の教育内容の改善及び学力の向上を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　学力向上推進委員会が策定した「学力向上推進3か年計画（平成29年度-令和元年度）」に基づき、

成果と課題の検証がなされるとともに、学力診断テストの実施により、個々の学習到達度に応じた指

導方法の確立に繋がっている。

　町内児童生徒の学力向上を目的に、全国学力・学習状況調査等の調査結果及び各校が実施する学

校評価の分析を行い、具体的な施策等の立案を行った。

　算数科の基礎的・基本的な学力の定着と学習意欲の向上を目的に、課題を抱える児童に対し補充

学習を実施した。

30年度

29年度

麻生小 宮内小 砥部小 広田小 計年度

11人

課

題

　「全国学力・学習状況調査の各教科で、平均正答率が全国平均以上であ

る。」という3か年計画最終年度の成果指標に届いておらず、引き続き課題の検

証と効果的な授業改善が求められる。

評価 B

方向性 維持

479,616円 1,144,902円

13人 10人 9人 0人 32人

11人 10人 0人 32人
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1.教育用パソコンの整備（パソコン教室）

■設置台数　小学校　214台　/　中学校　64台

■1台当たりの児童生徒数　6.2人/台（全国平均5.6人/台、県平均5.1人/台）

■整備費用（賃貸借契約：5年）

5年総額 （平成26年8月～令和元年7月）

・内訳 小学校 中学校

30年度分 （小学校 中学校 ）

2.タブレットパソコンの整備（少人数教育支援　モデル校：広田小学校）

■整備台数　15台（児童用　13台　/　教師用　2台）

■整備費用（賃貸借契約：5年）

5年総額 （平成29年8月～令和4年7月） 30年度分

3.情報モラル教育の推進

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

主要施策 教育力の向上

事業№ 15 事業名 情報教育推進事業 決算額 23,282,640円

　パソコン教室、普通教室等に設置した教育用パソコンの活用により、情報機器に関する関心を高め

るとともに、機器に対する知識及び技能の向上が図られた。

　広田小学校では、様々な科目においてタブレットパソコンを活用し、授業の理解を深め、特色ある

教育が実践された。

109,836,000円

89,650,800円 20,185,200円

21,967,200円 17,930,160円 4,037,040円

6,577,200円 1,315,440円

　情報社会において、適正な活動を行うための基本となる考え方・態度を育成するため、各校にお

いて授業や全体会、警察官による学習会を行った。

課

題

　教育用パソコン更新時期となる来年度には、新学習指導要領の改訂に伴うプ

ログラミング教育への対応が求められている。また、情報モラル教育の充実に

際し、家庭でのルール作りなど保護者の理解が不可欠となっている。

評価 B

方向性 改善

事業目的
　コンピューターに慣れ親しみ、情報や情報収集手段を主体的に選択し活用していくために必

要な情報活用能力を育成し、児童生徒の確かな学力の定着向上を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果
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1.外国語指導助手の配置

■配置人数 2人 ■報酬（2人分）

■派遣状況 【小学校】週3日　9:00～16:00 【中学校】週2日　9:00～16:00

【幼稚園】月1日　8:30～14:00 ※認定こども園含む。

2.小学校外国語指導研修会

■開催回数　1回 ■参加者数　13人 ■研修委託料

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

主要施策 教育力の向上

事業№ 16 事業名 外国語教育推進事業 決算額 7,922,444円

　小・中学校での授業や外国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

に繋がった。

　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

機会を提供するため、外国語指導助手を配置した。

7,889,544円

　小学校高学年における英語の教科化、中学年への外国語活動の導入など、新学習指導要領の全面

実施に向け、小学校教職員を対象に専門家による研修会を開催した。

32,900円

課

題

　令和2年4月の新学習指導要領の全面実施（英語の教科化、小学校中学年への

外国語活動導入）に向け、ネイティブスピーカーである外国語指導助手のニー

ズが高まっている。

評価 B

方向性 維持

事業目的 　外国語教育の充実及びコミュニケーション能力を育成する。

事

業

概

要

事

業

成

果
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1.ハートなんでも相談員の配置 ■謝礼　560,000円

　児童、保護者及び教職員の相談に対応するため、元教諭(2人)を相談員として小学校へ派遣

■派遣日数　140日

■勤務時間　560時間

※4校巡回

2.スクールカウンセラーの配置

　高度で専門的な知識及び経験を有する臨床心理士を中学校へ拠点配置

■配置日数　39日

■勤務時間　156時間

3.スクールソーシャルワーカーの配置 ■謝礼等　793,144円

　不登校等の背景にある学校外の要因などに対応するため、社会福祉士を中学校に拠点配置

■配置日数　97日

■勤務時間　360時間

※　スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（県補助）204,000円を充当

4.Q-Uアンケート調査の実施 ■委託料　391,773円

　標準化された心理検査「Q-Uアンケート」を実施し、諸問題の予防、生徒への理解を深める。

30年度 29年度 増減

支援対象者数 17人 11人 6人

▲ 118件

30年度 29年度 増減

年間相談人数 507人 163人 344人

課

題

　不登校等の対策は、未然防止と初期対応が重要であり、専門的な視点をもっ

たスクールカウンセラーやソーシャルワーカーといった専門家の、小学校への

派遣が求められている。

評価 B

方向性 拡大

事業目的
　いじめ、不登校等の諸問題に対応するため、相談員等の体制整備を図り、児童生徒の健全育

成を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　児童・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

果を上げた。特に中学校については、相談体制の周知が広がり、相談者が大幅に増加した。

　■いじめ認知件数　小学校36件（28件）　中学校7件（13件）

　■いじめ解消率　　小学校77.8％（71.4％）　中学校100％（92.3％）

　■不登校児童生徒数　小学校8人（4人）　中学校15人（17人）　　　　※（　）は前年

424人 500人 ▲ 76人

年間相談件数

30年度

延来談者数

29年度 増減

332件 450件

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

 ※　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

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 学校教育係

主要施策 教育力の向上

事業№ 17 事業名 いじめ・不登校等対策事業 決算額 1,744,917円
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1.留学生の状況 【出身地別内訳】

2.収支決算額 ※正職員人件費除く

3.山村留学センター運営協議会

■第1回　平成30年8月27日（月） 委嘱状交付、役員選出、現状報告等

■第2回　平成31年2月28日（木） 事業報告、次年度受入れ状況報告

主要施策 教育力の向上

事業№ 18 事業名 山村留学センター運営事業 決算額 17,154,511円

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 総務係

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

課

題

　安全面から現在の人員体制では、最大20人の受入限度となるが、男女の部屋

割を考慮すると目標人数は15人前後となる。立地面でスタッフの確保が困難と

なっている点、施設の老朽化が進んでいる点が課題となっている。

評価 A

方向性 維持

事業目的
　固定化する人間関係など、小規模校が抱える課題の解消を図るとともに、豊かな自然環境の

中での共同生活、体験活動を通じて「心豊かでたくましい子ども」の育成を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　前年度より留学児童数は減少したものの、過去5年間の平均を上回っており、目標人数に達してい

る。年度途中での退所者や、留学期間中の大きな事故等もなく、適切な運営が行えた。

　運営協議会を定例的に開催したことにより、町、地域、地元・留学生保護者、学校等がそれぞれの

の意見を確認する機会ができ、次年度以降の運営改善に繋がった。

計

男子 2人 1人

　小学生を対象に、県内外から留学児童を受け入れ、山村留学センターでの集団生活、地域住民との

交流のほか、様々な自然・勤労体験を行った。就学先は、29年度から広田小学校となっている。

学年 3年 4年 5年 6年

6,394,370円歳入

歳出

年度 30年度

17,154,511円

前年比

▲6人

3人

▲3人計 5人 3人 3人 5人 16人

2人 5人 10人

女子 3人 2人 1人 0人

29年度

17,371,565円

7,564,286円

差引増減

▲ 217,054円

▲ 1,169,916円

兵庫県2人

岡山県1人

愛媛県9人

計　16人

茨城県1人

埼玉県1人

千葉県1人

大阪府1人

6人

　山村留学事業の円滑な実施及び振興充実を図るため、地域、PTA、学校関係者等で構成する協議

会を開催した。
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事

業

成

果

決算額

　産休等の人事情報について、学校＝町教委＝教育事務所間での迅速な情報共

有を徹底するため、校長会の開催回数を増やす必要がある。

主要施策 教育力の向上

課

題

評価

方向性

A

拡大

事

業

概

要

事業目的
　健全な学校経営を図るため、校長会等を通じ、学校間及び教育委員会で各種情報を共有し、

問題等の未然防止、解決を図る。

1.校長会の開催

　　町内はもとより管内における諸問題の情報を共有し、共通認識の下、学校経営にあたるため、

　中予教育事務所（管理主事）を含めた校長会を適宜開催した。

　　■開催頻度　4回/年

2.行事打合せ会

　　町内諸行事と学校行事の確認のため、夏季休業期間中を除き、毎月開催した。

　　■開催頻度　11回/年

3.共同学校事務室の運営

　　学校事務の平準化・効率化を図るとともに、適切な業務分担により事務職員の資質向上を図る

　ため、共同学校事務室において事務の共同実施を行った。

　　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、共同学校事務室が制度化されたこと

　に伴い、新たに教育委員会規則を制定し、共同事務の具体的内容、範囲等を定め、責任・権限関

　係を明確化した。

　　■砥部町学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則の制定

　県内外において教職員の不祥事が問題となる中、校長会等を通じた情報共有、毎月の重点取組事項

の徹底により、町内で問題事案の発生はなかった。

　共同学校事務室については、業務分担制を進めることで、事務職員としての専門的知識の習得に繋

がり、拠点校での積極的な情報共有により、事務処理の平準化が図れた。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

学校教育課

事業№ 19 事業名 学校間連携推進事業

担当係 総務係

－

所管課名

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。
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1.小中学校管理費 単位：円

2.主要事業（再掲）　※工事費には監理委託費含む。

■空調整備工事設計（全小学校）　10,293千円（校舎各教室への空調整備に係る設計業務）

■学校施設状況調査（宮内・広田小）　702千円（建築基準法第12条に準ずる建築物状況調査）

■駐車場用地舗装工事（麻生小）　15,947千円（東側購入地等の舗装、擁壁及び防護柵工）

■校舎等改修工事設計（麻生小）　  5,994千円（屋上防水、外壁補修、トイレ改修等に係る設計業務）

■グラウンド南側フェンス等改修工事（宮内小）　476千円（金網張替）

■校舎大規模改修工事（砥部小）　55,901千円（校舎外壁及び給排水金具改修）

■屋内運動場石綿除去工事設計（砥部小）　594千円（内壁石綿除去に係る設計業務）

■校舎網戸設置工事（広田小）　375千円（スズメバチ侵入防止対策）

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 総務係

主要施策 安全・安心の充実した教育環境の整備

事業№ 20 事業名 学校施設整備・維持管理 決算額 173,082,024円

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

課

題

　小学校空調整備については、全国的に工事が集中することから、早期実施に

向けた業者の確保が課題となる。多額の工事費を要するため、国庫補助の活用

を図るとともに、大規模改修工事への影響を最小限に抑える必要がある。

評価 A

方向性 維持

事業目的 　校舎等の学校施設を適切に管理し、安全・安心な学習環境を整備する。

事

業

概

要

事

業

成

果

　従来の対症療法的な対策から予防保全の観点に立った対策に転換し、計画的に工事が行えた。当面

の間、改修工事の予定の無い宮内及び広田小学校については、専門家による調査を行い、施設の現状

を把握し、安全を確認した。

　熱中症による児童の死亡事故（愛知県）を受け、全小学校への早期空調導入に向け設計業務を完了

した。

砥部中

賃金

消耗品

光熱/燃料費

2,094,400 2,094,400 2,249,200 8,556,400 2,094,400

1,820,156 1,725,771 928,907 6,744,044 3,515,179

3,425,849

麻生小 宮内小 砥部小 広田小 小学校計

21,543,772 9,318,729委託料

工事/修繕料

その他

30年度計

2,118,400

2,269,210

4,888,934

17,384,403

2,803,969

38,142,153 15,392,136 71,724,165 12,553,185 137,811,639 35,270,385

3,103,562 3,138,954 1,911,241 10,957,726 6,571,325

2,052,503 55,920,958 1,003,180 76,361,044 3,905,196

3,497,998 1,835,872 13,648,653 9,865,556

8,677,237 2,895,666 5,346,084 4,624,785
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1.通学路安全対策事業

■対策必要箇所　28箇所 ■対策実施状況　完了14箇所　/　一部完了6箇所

■対策実施率　71％（一部完了箇所含む。） ■対策例　停止線等引き直し、通学路シール

2.防犯対策事業

　凶悪犯罪から子どもを守るため、児童生徒の見守り活動を中心とした防犯活動を実施した。

■青色防犯パトロール　各校2～4回/月　16:30～17:30　　自動車借上料　36,000円

■防犯ブザー配布(小学校新1年生）　130,409円 ■スクールガード養成講習会　42人参加

■スクールガード・リーダー派遣　2人　謝礼等　133,500円

3.学校防災力強化事業

■砥部町防災教育推進連絡協議会　参加者（教頭他）16人

■防災士養成（教職員）

　学校における災害、避難所対応の強化のため、2人（麻生小・砥部中）を養成した。

【配置状況】

(年度末時点)

　効果的な避難訓練の実施方法を協議するとともに、避難所運営ゲーム(HUG)を実施した。

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 総務係

主要施策 安全・安心の充実した教育環境の整備

事業№ 21 事業名 学校安全対策事業 決算額 323,204円

事業目的
 　子どもが安心して、学校生活等を営む環境を確保するために、登下校時の安全確保・防犯対

策・学校遊具等安全対策・学校防災体制の充実を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　通学路安全対策について、プログラムに基づき2年に1回の合同点検を行い、年度内に7割の箇所で

対策を講じることができた。スクールガードリーダー及び地域住民による見守り活動の実施と合わ

せ、児童の登下校時における安全確保が図られた。

　避難所となる学校について、各校2人以上の防災士配置の目標を達成するとともに、臨場感のある

図上訓練の実施等により、災害時における学校防災力の強化が図られた。

　砥部町通学路安全対策プログラムに基づき、道路管理者、警察等との合同点検を実施し、危険個

所への安全対策を実施した。

麻生小 宮内小 砥部小 広田小 砥部中

13人

30年度

29年度

年度

4人

課

題

　通学路対策未実施個所について、来年度早期の完了を目指し、関係機関への

働きかけを行う。防災士については、人事異動に対応するとともに、市町間格

差が生じないよう県レベルでの養成を引き続き求める。

評価 B

方向性 維持

3人 3人 1人 2人

計

15人5人 3人 3人 1人 3人
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1.砥部中学校スクールバス運行（旧広田中学校区）

■対象者 ■住民利用（年間延べ利用者数)

■運行経費 （委託料、燃料費、修繕費、保険料等含む。） ■運行回数　846回

2.広田小学校スクールバス運行（旧玉谷・高市小学校区）

■対象者 ※校区別内訳(30年度)

旧玉谷　8人

旧高市　1人

留学セ　16人

■運行経費 （委託料、燃料費、修繕費、保険料等含む。） ■運行回数　514回

3.砥部小学校通学タクシー運行（旧千里小学校区）

■対象者

※タクシー2台借上

■運行経費 （委託料） ■運行回数　689回

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 学校教育課 担当係 総務係

主要施策 安全・安心の充実した教育環境の整備

事業№ 22 事業名 遠距離通学対策事業 決算額 9,822,340円

目標 未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します。

課

題

　中学校のスクールバス利用者が減少しており、更新時には普通車（10人乗）

への変更を検討する。変更に伴い、住民利用への活用を中止する必要があるた

め、関係課との協議を行う。

評価 B

方向性 維持

事業目的
　学校統廃合に伴い就学先が変更となった旧校区児童生徒に対し、スクールバス等の通学手段

を確保することにより負担軽減を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　通学手段の確保により、児童生徒の負担軽減が図られるとともに、事故等もなく運行ができた。ス

クールバスについては、登下校時に限らず、学校行事等での有効活用を図った。

　砥部中学校のスクールバスは、住民利用にも活用し、地域交通の利便性が向上した。

5,114,486円

砥部行 広田行

148人 42人

325人 19人

年度 1年生 2年生 3年生 計

年度 1年生 2年生 3年生 5年生 6年生

30年度

29年度

2人 2人 4人 8人

2人 5人 6人 13人

3,907,084円

30年度 2人 0人 8人

29年度 0人 4人 5人

計

25人

26人

6人 5人

12人 3人 2人

4年生

4人

5年生 6年生 計

30年度 1人 1人 3人 0人 0人 0人 5人

年度 1年生 2年生 3年生 4年生

0人 0人 4人

800,770円

29年度 1人 3人 0人 0人
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目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 社会教育係

主要施策 ニーズに合わせた学習機会の充実

事業№ 23 事業名 社会教育推進事業 決算額 2,200,000円

事業目的 　海外の一流音楽や様々な国の文化や違いにふれることで国際感覚豊かな人材育成を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　サマーキャンプでは、町内外の小学生と各国の留学生たちが、大自然の中での遊びや、寝食を共に

する中で、言葉や文化の違いを超えた広い視野をもった子どもの育成に取組むことができた。

　ショパンビレッジフェスティバルin砥部町ではポーランドのピアニスト　マグダレナ・ズックさん

らの奏でる澄んだピアノの音色が響き渡り、世界の一流の文化を体感することができた。

1.国際交流サマーキャンプ

　■開催日　　平成30年8月4日（土）～6日（月）旧高市小学校で開催

　■参加者　　町内の小学生22人を含む44人と愛媛大学の留学生9人

　　　　　　　（フィリピン、南アフリカ、ドイツなど）

　■事業費　　補助金700,000円

　■主催者　　郷土愛媛を考える会（会長　松下文治）

　■事業内容　・オープニングセレモニー（ザンビアより元大統領補佐官を招き、留学生らの自己

　　　　　　　　紹介や演技、踊りなどのパフォーマンスを観覧）

　　　　　　　・ワークショップ（ポスターワークショップや木工作で椅子作り）

　　　　　　　・川遊び（トム・ソーヤーの大冒険）・食事作り（バーベキュー体験やピザ作り）

　　　　　　　・化学実験（企業協力を得て動力を利用したペットボトル戦車作り）

　　　　　　　・花火大会、肝試しなどにて交流を深めた。

2.ショパンビレッジフェスティバルin砥部町

　■開催日　平成30年11月4日（日）

　■参加者　町内の中学生６１０人、一般参加者約120人

　■事業費　補助金1,500,000円

　■主催者　ＮＰＯ法人国際交流支援協会

　■事業内容　・オープニングセレモニー　　・ジャグリングパフォーマンス

　　　　　　　・海外派遣事業の報告会　　　・ショパンピアノコンサート&パフォーマンス

　　　　　　　・野外でのワールドキッチン、テントブース、もちまきなど

課

題

　事業開始から令和元年度で5回目となる。事業内容を見直し、ピアノに特化す

るのではなく多方面で国際文化に触れる事業を考えていく必要がある。

評価 B

方向性 改善
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目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 公民館係

主要施策 ニーズに合わせた学習機会の充実

事業№ 24 事業名 公民館活動事業 決算額 5,824,480円

事業目的
　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。

事

業

概

要

1.中央公民館の事業

　■とべっ子文化の広場教室（21教室：受講生278人）

　■つくり育てる花教室（年3回：延べ64人）

　■ふれあい国際交流デイキャンプ（年3回：延べ130人）

　■陶街道五十三次めぐり（2日間：延べ37人）

　■ふるさと探訪（3日間：延べ51人）　　　■新春囲碁・将棋大会（2日間：30人）

　■生き生きシルバークラブ（年8回：延べ301人）

　■国際教養講座（年20回：延べ536人）　　■ポーランド語講座（年10回：延べ70人）

　■しめ飾りづくり教室（年1回：21人）　　■英会話教室（年30回：延べ295人）

　■分館長研修会（年1回：42人）　　　　　■芸術ふれあい事業（年1回：10人）

2.千里地区公民館の事業

　■千里地区公民館夏祭り（年1回：130人）

3.ひろた交流センターの事業

　■交流センター文化教室（6教室：受講生46人）

　■サタデースマイルinひろた（年5回：延べ107人）

　■ワクワク家庭円満教室（年2回：23人）　■ファミリースポーツ選手権（年1回：延べ158人）

　■秋季大運動会（広小・広保・ひろた交流センター合同）（年1回：78人）

　■交流センター料理教室（年1回：19人）　■ペタンクリーグ（年1回：26人）

事

業

成

果

　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に努めるとともに、住民

の出合いの拠点として、世代を超えた交流の場としての活性化を図った。

　また、各地区館では地域に溶け込む学習施設となるよう、各種事業に取り組んだ。

課

題

　町民のニーズは多様化しており、全てに対応するのは困難となっている。ア

ンケート調査等の実施により、事業を精選する必要がある。

評価 B

方向性 改善
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目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 活動の場づくりと担い手の充実

事業№ 25 事業名 文化会館・図書館管理運営 決算額 80,139,355円

事業目的
　各種事業を企画実施するほか、芸術文化の創造と生涯学習の推進を図る。また図書館は、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。

事

業

概

要

　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、指定管理者であるアクティオ株式会社に

よって適正に管理運営され、運営に必要な修繕等を行った。

1.文化会館

　■指定管理者　アクティオ株式会社

　■ふれあいホール稼働率　55.5％（利用日数192日／開館日数346日）

　■主要経費　・文化会館図書館指定管理委託料　64,220,000円

　　　　　　　・文化会館図書館雨漏調査委託料　1,728,000円

　　　　　　　・文化会館誘導灯火災通報装置修繕　594,000円

　　　　　　　・文化会館１階ロビー空調設備修繕　299,160円

　　　　　　　・文化会館浄化槽修繕　810,000円

　　　　　　　・文化会館防火設備点検委託料　292,680円

2.図書館

　■図書館利用者数　48,524人

　■図書館貸出冊数　177,314冊（１日あたり利用者数171人／開館日数283日）

　■主要経費　・図書館床下ダクト漏水修繕　216,000円

　　　　　　　・図書館空調機更新工事　8,460,720円

　　　　　　　・図書館コンピューターシステム賃借料　2,137,440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

事

業

成

果

　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る。また、図書館

司書を学校に派遣し、本を読む楽しさを子どもたちに伝えている。

課

題

　開館18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る必要がある。

評価 A

方向性 維持
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⇒393,820,000円は翌年度へ繰越

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 公民館係

主要施策 活動の場づくりと担い手の充実

事業№ 26 事業名 公民館施設管理 決算額 17,857,887円

目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

課

題

　安全で利便性ある学習環境を整えるため、今後も計画的に施設設備の充実に

取り組んでいく。また、令和元年度から公民館本館、体育館及び講堂の耐震・

大規模改修工事に着手する。

評価 C

方向性 改善

事業目的 　安全・快適に利用できる学習環境の維持に努める。

事

業

概

要

事

業

成

果

　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、施設整備や修繕を計画的に取り組んだ。

　中央公民館耐震・大規模改修について、着工時期が大幅に遅れたが、当初計画どおり2020年2月末

の完成を見込んでいる。

1.中央公民館（体育館含む）

年度

30

29

電話等の通信費 その他 施設管理費計

2,691,288円 5,120,822円 665,168円 125,424円 1,954,055円 10,556,757円

管理委託費 光熱・燃料費 修繕・改修費

3,500,448円 5,929,513円 3,786,468円

2.千里地区公民館

年度 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

139,015円 2,441,581円 15,797,025円

550,769円 1,726,726円

29 614,520円 316,727円 0円 36,845円 685,893円 1,653,985円

30 614,520円 323,906円 200,880円 36,651円

　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た。

4.中央公民館耐震・改修工事

2,867,491円 5,574,404円

29 1,006,128円 1,123,425円 168,567円 235,037円 1,671,158円 4,204,315円

30 1,189,728円 1,096,153円 181,483円 239,549円

3.ひろた交流センター

年度 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

29 31,946,400円 0円 31,946,400円

年度 管理委託費 建設工事費 施設管理費計

30 6,446,000円 387,374,000円 393,820,000円
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1.青少年育成センター

■定例補導委員会　12回　 ■補導委員数　34人（砥部32人・広田2人）

■登校指導（町内14カ所）　延100回 ■街頭補導（19時30分～21時00分 ）47回

■特別補導（催時の巡回指導）5回 ■啓発活動（リーフレット発行）　2,500部

2.砥部っ子志縁倶楽部

■会員数　43人

■放課後学習講座　・砥部中学校　2回/週　　・麻生・宮内・砥部小学校　1回/週

■図書館運営（中学校）　毎日13:00～13:15の間

■登下校見守り活動　最寄りの場所又は中学校指定の場所で随時

主要施策 活動の場づくりと担い手の充実

事業№ 27 事業名 青少年育成事業（志縁倶楽部含む） 決算額 2,458,430円

目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 社会教育係

事業目的  　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。

事

業

概

要

事

業

成

果

　 街頭補導などの実施により、青少年の健全育成が図られた。補導委員が、県内外の様々な研修会

等へ参加し、意見交換を深め、他地域の現状を知ることで、非行防止のための活動強化につながっ

た。

　砥部っ子志縁倶楽部ではそれぞれの活動において地域が連携し子どもたちに関わることにより児童

の学力向上や地域住民との交流にもつながった。

　■街頭補導の出動回数　147回　　　■出動した補導委員数　延411人

　■声かけや指導した件数　８件

　 教育委員会に事務局を置き、青少年に関する相談事業や補導委員を中心に、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している。

　平成25年に発足し、教育委員会に事務局を置き、小・中学校放課後の学習ボランティアや登下校

の見守り活動、砥部中学校での昼休みの図書館運営を行っている。

課

題

　 健全な社会環境づくりや非行を防止するためには、街頭補導などの地道な活

動と、学校、関係団体及び地域との連携が重要であることから、今後も引き続

き事業を実施する。

評価 A

方向性 維持
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目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 社会教育係

主要施策 互いの人権を尊重する社会の構築

事業№ 28 事業名 人権教育推進事業 決算額 4,299,781円

事業目的
　町民一人ひとりが様々な人権問題に対する理解を深め、人権意識の高揚を図ることを目的と

して、あらゆる人権問題の解消に努める。

事

業

概

要

1.人権学習会

　町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、研修会や講座などの事業を実施した。

　■人権教育基礎講座：7月～9月に計5回の講座を開催　受講者数316人（前年413人）

　■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

　　　　　　　　　　　　14地区、215人参加（前年17地区、265人参加）

　■人権の町づくり集会：12月8日に実践報告や人権劇、人権啓発ポスター展、

　　　　　　　　　　　　人権啓発講演などを実施　　約400人参加（前年約400人）

　■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

　■人権・同和教育主任担当者会（年2回）

2.人権相談

　町内より選ばれた人権擁護委員が、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

して実施した。

　■人権擁護委員　7人

　■人権相談開催場所・時間・相談件数

　　・中央公民館　毎月1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8件）

事

業

成

果

　人権教育巡回学習会では、地域住民の人権について考えるきっかけとなり、参加者によるアンケー

トからも前向きな意見が得られた。

　人権の町づくり集会では、サンドアーティストや沖縄民謡歌手の記念講演を行い、趣向を凝らした

講演を通じ参加者に人権の大切さを啓発することができた。また、同日、人権啓発ポスター展示を行

い、町民の人権問題に対する理解を深めることができた。

　人権相談では、相談者の手助けをすることができた。

課

題

　参加者は主に関係団体や地域役員、また、小・中学校等の参加協力によって

確保できている。広く周知を行い、参加者の拡充に努めるとともに、気軽に参

加できるよう学習内容の見直しに努める。

評価 B

方向性 維持
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1.人権対策活動

■相談件数　222件（前年230件）

2.人権関係研修会等への参加

　様々な人権に関わる研修や研究大会へ参加し、学習の機会を得ている。

■研究大会

■その他

・差別をなくする県民の集い ・人権・同和教育実践交流会

・加盟団体実践交流学習会 ・人権啓発土曜講座（年7回）

中予地区人権・同和教育研究協議会

愛媛県人権・同和教育研究大会

四国地区人権教育研究大会

参加者数

34人

目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 社会教育係

主要施策 互いの人権を尊重する社会の構築

事業№ 29 事業名 人権対策推進事業 決算額 2,885,620円

事業目的 　同和問題をはじめとする様々な人権課題に関わる差別意識の解消を図る。

事

業

概

要

事

業

成

果

　地域住民の生活面、体調面、教育又は就労などの相談に対し、広域隣保活動相談員が適切な指導・

助言を行うことで、福祉の充実を図ることができた。

　また、人権教育を各種団体と連携して行うことで、地域全体での広い世代に向けた差別解消にむけ

た活動が展開できた。

30人

15人

15人全国人権・同和教育研究大会

開催地

伊予市

松山市

香川県

滋賀県

　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

めるための活動を行っている。また、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・助言を行っている。

大会名

課

題

　愛媛県人権対策協議会砥部支部では、会員の高齢化等が懸念される。活動に

ついては、地域に限定するのでなく、幅広く行っていけるよう努める。

評価 B

方向性 維持
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目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 社会教育係

主要施策 男女共同参画の推進

事業№ 30 事業名 女性団体育成支援事業 決算額 25,900円

事業目的 　女性団体の連携推進により、男女共同参画推進への意識を高める。

事

業

概

要

事

業

成

果

　各種研修会に参加することにより、女性の学習機会を拡充することができた。また各所属団体同士

の交流にもなり町内の女性活躍の推進となる活動ができた。

　女性活躍の推進を図るため、砥部町内の７つの女性専門部が連絡協議会を組織し活動している。

　5月開催の役員会にて年間事業計画を立て、議会傍聴や各種研修会、県内・町内行事への参加を行

い、各所属団体との交流を通じ、連携を図った。

　■所属団体　・砥部町商工会女性部　・母子寡婦福祉協議会　・交番レディース連絡協議会

　　　　　　　・砥部日赤奉仕団　　　・更生保護女性会　　　・老人クラブ女性部

　　　　　　　・砥部町食生活改善推進協議会

　■主な活動　・役員会　13人　　・県男女共同参画研修　9人　　・人権学習参加　8人

　　　　　　　・文化財巡り（松山市道後地区）20人　　　　　   　・料理講習会 30人

　■その他研修会への参加

　　・地域女性リーダー育成研修会　　・一日食品衛生監視員事業

　　・社会を明るくする運動　　　　　・人権の町づくり集会　など

課

題

　役員を中心に活動を展開しているが、各団体とも高齢化が進み、シニア世代

が中心となっている。各事業にも幅広い世代の参画を進めていく必要がある。

評価 B

方向性 維持
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目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 文化財保護と継承

事業№ 31 事業名 文化財保護事業 決算額 400,872円

事業目的
　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。

事

業

概

要

1.文化財保護審議会

　 　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

　を行った。

　　■文化財保護審議会委員報酬（9人）270,000円　　■会議開催及び視察経費　25,672円

　　■全国史跡整備市町村協議会愛媛県支部負担金　5,000円

2.文化財保存顕彰事業補助金

　　指定文化財の保存、伝承のため、文化財保存顕彰事業費補助金を交付した。

　　■文化財保存顕彰事業費補助金（1件）50,000円

3.文化財冊子

　　冊子「砥部の文化財」及び「広田地区の文化財」の内容を見直すとともに、１冊に統合する

　ため、町文化財保護審議会委員を中心に編集委員会を組織し、原稿作成や画像撮影など、冊子

　作成に向けた編集に着手した。（完成は令和元年度を予定）

　　■砥部の文化財冊子編集委員報償費（9人）45,000円

4.町文化財巡り

　　町の歴史や文化に触れながら、町の魅力を再発見してもらうため、町文化財保護審議委員から

　当時の発掘調査の様子など詳しい説明も交えながら文化財を巡った。

　　■開催日　12月15日　　■参加者　21人　　■経費　5,200円

　　■場　所　大下田古墳群（県総合運動公園）、水満田古墳公園

事

業

成

果

　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ける工事等について記録保

存等適切な措置をとった。

　「砥部の文化財」、「広田地区の文化財」、「とべの物語」、「民話の里ひろた物語」などの冊子

を活用するとともに、文化財めぐりを開催し、参加者には実際に現地を訪れることによって、ふるさ

と砥部の歴史を肌で感じてもらうことができた。

課

題

　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、町の文化を語る上で貴重な財産となる文化財を適切に保護するため、引き

続き適切に記録保存を行う。

評価 A

方向性 維持
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1.歴史講座の開催

　■講師謝礼　15,000円

2.町学芸員出張講演

　町文化の魅力を広く伝えるため、町学芸員による出張講演を実施した。

　砥部の文化や歴史を学んでもらうため、町文化会館視聴覚室で町民を対象とした歴史講座を開催

した。

11月15日 21人 岡田敏彦 砥部の歴史　～古墳時代～

15人

2月23日 約20人 県歴史文化講座古文書講座「麻生村文書を読む①」 県歴史文化博物館

3月16日 約20人 県歴史文化講座古文書講座「麻生村文書を読む②」 県歴史文化博物館

9月30日 約20人 近代の演劇史と井上正夫の周辺 県美術館（企画展関連講演）

第70回如月忌記念行事2月17日 約80人 大尉の娘について

9月13日 約100人 井上正夫の生涯と砥部 町老人クラブ連合会

9月21日 約170人 学芸員の仕事と砥部町 松山大学（法学部リレー講座）

5月16日 約100人 井上正夫の生涯と砥部 宮内地区老人クラブ連合会

12月6日 23人 長井數秋 砥部の歴史　～飛鳥・奈良・平安時代～

目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 文化財の活用

事業№ 32 事業名 文化財の活用 決算額 15,000円

事業目的 　砥部の文化や歴史を学ぶとともに町文化の魅力を広く伝える。

事

業

概

要

事

業

成

果

　埋蔵文化財から見る砥部、また、町の名優　井上正夫について、講座に参加してもらうことで、砥

部の歴史を学び、親しんでもらうことができた。

タイトル

砥部の歴史　～旧石器・縄文・弥生時代～

開催日

開催日 参加者数 タイトル 主催・イベント

講師

長井數秋10月25日

参加者数

課

題

　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る。

評価 A

方向性 維持
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目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 文化財の活用

事業№ 33 事業名 井上正夫顕彰事業 決算額 774,743円

事業目的 　砥部の文化や歴史を学ぶとともに町文化の魅力を広く伝える。

事

業

概

要

1.井上正夫資料室（町文化会館）

　　年間を通じて、町の名優井上正夫の資料収集や文化会館資料室で収蔵品展示(展示替え2回)を

　行った。

　　「狸図」の掛軸の購入や資料室所蔵のテープについてデジタル化を実施した。

　　■経費　・消耗品費　119,043円　　　　　　・デジタル化手数料99,900円

　　　　　　・掛軸ほか備品購入費　210,680円

2.井上正夫70回忌記念事業

　　平成31年2月17日、井上正夫の70回忌を記念して、文化会館ふれあいホールで映画「大尉の娘」

　を上映し250人が鑑賞した。

　　合わせて、学芸員による講演、演劇発表、「ふるさと砥部 井上正夫 絵手紙コンクール」表彰

　式、劇団文化座主宰佐々木愛さんの手紙の朗読を実施した。

　　■絵手紙コンクール応募点数　208点

　　■経費　・ポスター及びチラシ作成費　99,900円　　・映画上映経費　184,120円

　　　　　　・会場使用料　61,100円

事

業

成

果

　砥部の歴史とともに町の名優井上正夫について学び親しんでもらうことができた。第70回如月忌記

念行事の開催により、井上正夫について例年に比べ高い周知を行うことができた。

課

題

　井上正夫について、さらに知名度を上げるため周知方法等を検討し充実させ

る必要がある。

評価 A

方向性 維持
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1.企画展・特別企画展

■坂村真民詩集の扉書き　 平成30年6月23日～10月14日

■坂村真民が愛した草花と木 平成30年10月20日～平成31年2月24日

■真民詩とともに生きてゆく 平成31年3月2日～令和元年6月16日 ※特別企画展

2.入館者数

3.運営経費

■歳出 単位：円

■歳入 単位：円

※交付金＝愛媛県市町振興協会交付金

1,973,440 178,000 1,574,210 2,000,000

計

29年度 9,286,623 3,255,759

5,726,925

629,490 2,844,420 1,303,780 17,320,072

年度

30年度

29年度

入館料 寄付金 売店収入 交付金 その他 計

2,087,660 98,500 1,258,813 3,000,000 868 6,445,841

委託料 その他役務費

677,391

年度

30年度 9,261,146 3,492,085 3,128,380 984,543

賃金

目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 文化財の活用

事業№ 34 事業名 坂村真民記念館 決算額 17,543,545円

事業目的
　坂村真民氏の業績を永く後世に伝えるとともに、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、活力のある地域を形成、活性化を図る。

事

業

概

要

29年度

30年度 4,596人

4,494人

有料年度 無料 計

1,827人 6,423人

2,096人 6,590人

1,275

需用費

17,543,545

事

業

成

果

　開館7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た。また、坂村真民についての講演会の開催、

ボランティアガイド養成講座(全9回)の実施により、真民詩への理解と認識を深めることができた。

課

題

　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、知名度は低く、

来館者数が減少傾向にある。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る。

評価 B

方向性 改善
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目標 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 地域伝統文化の継承

事業№ 35 事業名 伝統芸能保存伝承事業 決算額 78,726円

事業目的 　伝統芸能の保存団体等が行う保存伝承活動を支援する。

事

業

概

要

　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、補助金を交付した。

1.岩谷口獅子舞保存会

　■補助金額　20,000円

　■活動内容　とべ動物園開園30周年イベント、春の砥部焼祭、砥部児童館50周年祭

　　　　　　　久保田区・オレンジ荘合同納涼会、砥部地区秋祭り、広田地区秋祭り

　　　　　　　秋の砥部焼祭、みなくる芸能発表会、えひめこどもの城新春獅子舞演舞会

　　　　　　　成人式

2.北川毛伝統芸能保存会

　■補助金額　18,726円

　■活動内容　商工会祭、大宮八幡宮大祭、北川毛夏祭り、れんこん祭、地方祭、秋の砥部焼祭

　　　　　　　みなくる芸能発表会

3.総津獅子舞保存会

　■補助金額　20,000円

　■活動内容　総津三島神社清掃、広田地区秋祭り（宵祭り・本番）、広田ふるさとフェスタ

4.満穂万歳保存会

　■補助金額　20,000円

　■活動内容　広田小三世代交流会、広田地区芸能発表会

事

業

成

果

　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った。

課

題

　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

く必要がある。

評価 B

方向性 維持
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目標 文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 文化・芸術活動への参加促進

事業№ 36 事業名 文化行政推進事業（文化協会含む） 決算額 1,213,900円

事業目的
　本町における文化の向上発展のため、功績著しい個人等を顕彰し、様々な文化振興事業を展

開。文化協会においては、団体相互に交流を図り地方文化の向上発展を目的とし活動する。

事

業

概

要

1.文化功労賞表彰　文化功労賞推薦委員会で審議・選考を行い、4名を表彰した。

　　■表彰者　平松雄二郎氏、松﨑治氏、原田修氏、安岡史朗氏

2.文化協会　42団体で構成する町文化協会総会を開催し、会員13人による視察研修を行った。

　　■視察日　12 月１日　　■旅費　4,400円

　　■視察先　香川県高松市（四国村、イサム・ノグチ庭園美術館）

3.昔の夜着展　「とべむかしのくらし館」所蔵の夜着76点を展示。

　　■開催期間　4月28日～5月6日　　■来場者　1,030人

4.石本藤雄展　世界で活躍する本町出身の石本藤雄氏による作品展を開催。

　　■開催期間　10月26日～12月16日

　　■会場　県美術館（本展会場）、町文化会館（サテライト展示会場）

　　　　　　県立松山南高校砥部分校（10/30ワークショップ実施）

　　■来場者　14,513人（県美術館）　■石本藤雄展実行委員会負担金　1,080,000円

5.コミュニケーション能力向上ワークショップ

　　劇作の稽古を通じ、自己表現が苦手な方にも新しい自分を発見しながら表現することを学んで

　もらい、日常生活で活かしてもらえるよう実施。

　　■開催日　平成31年1月20日（日）、1月27日（日）、2月10日（日）、2月16日（土）

　　■参加者　13人　　■委託先　㈱みずほプロダクション

　　■経費　129,500円（消耗品費、委託料）

事

業

成

果

　文化協会団体の活動の拠点となる中央公民館の耐震・大規模改修により各団体の活動が制限される

なか、各団体が各所で工夫しながら活動を維持・展開した。

　文化の向上発展のため、町内の関係者との連携により例年になく様々な事業を展開することがで

き、本町の文化向上発展のための効果は高かった。

　文化功労賞表彰者は過去最多規模となる4名を顕彰した。

課

題

　文化協会においては、加入者数が減少傾向にあるため、加入団体数及び加入者数を増

やすための魅力ある方策の検討が必要である。文化向上発展のための事業実施につい

て、限られた予算の中で工夫しながら事業実施に努める必要がある。

評価 B

方向性 維持
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目標 文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 公民館係

主要施策 文化・芸術活動を通じた交流の推進

事業№ 37 事業名 芸能発表会等 決算額 4,298,325円

事業目的
　公民館の教室生や団体が発表会を行い、団体の連携や交流を図る。またこれらの文化活動に

接する機会を地域住民へ提供し、保存・継承の気運を高め、ふるさとを愛する心を育む。

事

業

概

要

1.みなくる芸能発表会　～場所：文化会館ふれあいホールほか～　　事業費：726,142円

　■吟詠大会

　　開催日：平成30年11月11日　　来場者：174人(参加者：54人　来場者：120人)

　■芸能発表会部門

　　開催日：平成30年11月24日～25日

　　来場者：730人(参加者：250人　来場者：480人)

　　内　容：「とべっ子」文化の広場教室生による芸能発表会(一般参加者を含む )

　■展示部門

　　開催日：平成30年11月24日～25日　　来場者：251人(参加者：88人　来場者：163人)

　■将棋・囲碁大会

　　開催日：平成30年11月4日(日)　　参加者：28人

2.広田ふるさとフェスタ

　　開催日：平成30年11月4日　9時～16時　　事業費：3,572,183円

　　来場者：3,600人　　内　容：郷土芸能発表、仮面ライダーショー　ほか

〈広田地区芸能発表会〉

　　開催日：平成31年3月10日　13時～15時30分　　来場者：250人(参加者：90人　来場者160人)

　　内　容：万歳、カラオケ　ほか

事

業

成

果

　みなくる芸能発表会では、芸能部門、展示部門他、「とべっ子」文化の広場教室生を中心に教室で

学んだ成果を披露する場を提供した。

　広田ふるさとフェスタでは、砥部陶街道文化まつりの一環として、広田地域の活性化や地域住民及

び周辺市町住民との交流を図り、山村地域ならではの特色あるイベントを開催した。

　広田地区芸能発表会では、ひろた交流センターの文化教室生や広田地域の文化活動団体及び広田小

学校児童による芸能発表会を開催することで、日頃の練習の成果を披露した。

課

題

　2つの芸能発表会では、参加者数が減少、また高齢化しているため、周知方法

を見直しつつ、後継者育成を図りたい。広田フェスタでは、観光施設周遊で地

域活性化を図りたい。

評価 B

方向性 改善

-50-



　各種スポーツ大会を、砥部町スポーツ協会に委託し開催した。

■各種大会参加者数

34チーム 543人

17チーム 149人

25チーム

23チーム

20チーム

16チーム

83人14チーム

17チーム

93人

162人

185人

461人

421人

279人

335人

531人

171人

12チーム

29年度

25チーム 286人

33チーム 294人

38チーム 312人

13チーム 110人

18チーム 168人

27チーム 404人

開催日

4月29日

5月20日

6月10日

7月22日

30年度

31チーム

39チーム

33チーム

目標 文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

事業№ 38 事業名 社会体育推進事業 決算額 2,502,000円

事業目的 　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。

事

業

概

要

バレーボール大会

レクバレー大会

バドミントン大会

ソフトボール大会

テニス大会

大会名

インディアカ大会

ソフトテニス大会

卓球大会

軟式野球大会

8月24日

9月2日

10月21日

11月11日

12月2日

事

業

成

果

　平成30年度のスポーツ協会委託の大会には、前年度を約300人上回る延べ2,638人の参加があり、

参加した住民の相互交流の機会を提供することができた。

　今後も大会種目の追加や見直しを行いながら委託実施を継続する。

計 216チーム 2,638人 219チーム 2,349人

課

題

　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る。

評価 B

方向性 維持
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目標 文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

事業№ 39 事業名 体育施設管理 決算額 19,732,536円

事業目的 　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。

事

業

概

要

1.町管理施設

　　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、修理を行った。

　■全部管理　大南町民広場、岩谷口プール、ひろた町民グラウンド、高市町民グラウンド

　　　　　　　玉谷町民グラウンド、高市町民体育館、玉谷町民体育館

　　　　　　　夜間照明(砥部小・宮内小・麻生小・砥部中)

　■一部管理　砥部小体育館・宮内小体育館・麻生小体育館・広田小体育館・砥部中体育館

　　　　　　　砥部中武道場

　■経費　　　体育施設光熱水費　2,668,695円　　体育施設修繕料　921,360円

2.指定管理者管理施設

　　指定管理者である芙蓉メンテナンス株式会社によって適正に管理運営された。

　■指定管理　砥部町陶街道ゆとり公園、田ノ浦町民広場

　■指定管理委託料　1,920,000円

3.主な施設整備及び改修等

　■陶街道ゆとり公園２番テニスコート人工芝張替工事　5,709,211円

　■陶街道ゆとり公園あすなろ山複合遊具修繕工事　5,562,000円

　■陶街道ゆとり公園屋外トイレ人感照明取替工事　339,120円

　■陶街道ゆとり公園馬とび撤去工事　81,000円

　■陶街道ゆとり公園遊具安全点検委託料　110,160円

事

業

成

果

　直営施設は、年間118,261人の利用があり、対前年108人減少（0.1％減少）した。

　指定管理者管理施設は、年間115,350人の利用があり、対前年3,950人増加（3.5％増加）した。

　ハード面では、陶街道ゆとり公園の施設環境整備を行った。また、施設を安全、安心に利用しても

らうために公園遊具の安全点検、修繕などを計画的に行った。

課

題

　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る。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る。

評価 B

方向性 維持
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目標 文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 地域における指導者の確保及び育成

事業№ 40 事業名 スポーツ指導者確保及び育成 決算額 692,667円

事業目的 　スポーツの推進を図るため、住民に対するスポーツの指導及び助言を行う。

事

業

概

要

1.町スポーツ推進委員

　　スポーツ基本法に基づき、町民の体育・スポーツ振興に関し、その分担する地域又は事項につ

　いて、次の職務を行った。

　■職　　務　・町民の求めに応じてスポーツの実技指導

　　　　　　　・体育、スポーツ振興事業の企画参画及び推進

　　　　　　　・スポーツに関する行事又は事業の推進

　　　　　　　・スポーツ団体等の行うスポーツに関する行事又は事業への協力

　　　　　　　・町民の体育、スポーツ活動の促進と振興のための指導助言

　■関連経費　・委員報酬（12人）　 624,000円

　　　　　　　・全国スポーツ推進委員連合会会費　6,000円

　　　　　　　・県スポーツ推進委員協議会会費・負担金　32,000円

　　　　　　　・県スポーツ振興会市町負担金　30,667円

2.町スポーツ協会

　　各大会を通じ参加者らに対し指導及び助言が行われ、指導者の確保及び育成に努めた。

　■町委託スポーツ大会参加者　2,638人

　■砥部町スポーツ少年団等　15団体

事

業

成

果

　県スポーツ推進委員協議会への参加や教育委員会が運営する大会等の運営補助を行うなど町と連携

し活動を行った。また、春季スポーツまつりなど町スポーツ協会自主事業の運営補助を行うなど町ス

ポーツ協会と連携し活動を行った。

　新たな競技種目を町イベントとして採用できないか検討するなど、ニュースポーツの導入に向けた

研究を行った。

課

題

　新たな競技種目の導入など、スポーツイベントの充実を図るためには、ス

ポーツ推進委員等の指導者の育成が必要である。

評価 B

方向性 維持
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1.レクリエーションスポーツ大会等の開催

2.バドミントンの普及・促進

■砥部地区小学校バドミントンクラブ講師派遣事業　192,500円

（麻生小11回　　宮内小13回　　砥部小15回）

■バドミントン教室　284,300円　全6回開催（延110人参加）

ウォークラリー大会 2月24日 25チーム 107人 83,478円

駅伝の部

マラソンの部

平成31年

1月26日
74,791円

－ 157人

46チーム 230人

ジュニア駅伝大会

自転車でGO! 11月11日 － 35人 222,948円

スポーツまつりinとべ

綱引き

ペタンク 10月14日

50人

20チーム 112人

34チーム 102人

22チーム 242人

グラウンドゴルフ

吹矢体験会

目標 文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 スポーツを通じた交流の拡大

事業№ 41 事業名 レクリエーションスポーツ推進事業 決算額 1,093,110円

事業目的
　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。

事

業

概

要

事

業

成

果

　各大会に参加した住民に対し相互交流の機会を提供することができ、充実した大会となった。

　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する。

大会名 開催日 参加者 事業費

クロッケー大会 6月3日 27チーム 98人 52,987円

182,106円

－

課

題

　住民同士の交流をさらに深めるため、より多くの住民の参加を促すととも

に、事業の見直しを図る必要がある。

評価 B

方向性 維持
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目標 文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します。

教育委員会における事務の管理・執行状況　－事業別評価表－

所管課名 社会教育課 担当係 文化スポーツ係

主要施策 スポーツを通じた交流の拡大

事業№ 42 事業名 マレーシアバドミントンキャンプ招致事業 決算額 3,658,521円

事業目的 　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。

事

業

概

要

　2020年に開催される東京オリンピックのマレーシア代表バドミントン競技出場候補選手らの合宿

について、平成30年５月、マレーシアバドミントン協会が愛媛県(松山市内・砥部町内)で行うことを

決定したため、同年７月、マレーシア国を訪問し、事前合宿基本合意書への調印を行った。

　同年８月には、愛媛での合宿が実現し、マレーシア選手団23人(選手18人、コーチ等5人)が８日間

滞在した。

　■選手団宿舎：松山中央公園競輪場宿舎

　■練習会場：愛媛県武道館、愛媛県総合運動公園体育館

　■経費

　　・オリンピック合宿基本合意書調印式典出席旅費等（4人）　1,805,840円

　　・マレーシア愛媛合宿県実行委員会負担金　1,835,000円

　　・マレーシア愛媛合宿歓迎セレモニー開催費等　17,681円

事

業

成

果

　愛媛合宿来県初日、砥部町で歓迎セレモニーを行い、参加した町民はマレーシア選手団との交流を

楽しんだ。また、選手団は、砥部町陶芸創作館でのロクロや砥部焼絵付け体験により、町の産業・文

化への理解が深まった。

　マレーシアとの合宿連携をきっかけに、砥部町とマレーシアとの間に観光、経済・文化交流振興を

図るため、愛媛県と連携し、クアラルンプールの日本人経営者による砥部焼など町産品採用の実現に

向け今後交渉を行っていくきっかけを探った。価格面などいくつかの条件が整えば採用の可能性も有

り得ることが確認できた。

課

題

　スポーツを通じた文化交流によって、スポーツへの関心をより高めることが

できるため、今後もこのような町民参加の交流イベントを企画する必要があ

る。

評価 A

方向性 維持
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令和元年度【平成 30 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－ 

令和元年 7 月 19 日 

評価者：小田 正志 

 

◆未来を担う子どもたちが、たくましく健やかに育まれるまちを実現します。 

主要施策 子どもを産み育てやすい環境整備 

【意見】 

○砥部町では、経済的な事由によって就学困難な児童・生徒や、特別支援学級に在籍する児童・

生徒の保護者に対する就学援助が充実しており、負担軽減が図られている。特に、平成 30年

度から開始した要保護・準要保護児童生徒に対する新入学児童生徒学用品費の入学前支給は、

入学時の経済的負担の軽減につながっている。就学援助の支給対象者数が年々増えているの

で、予算確保に努めていただきたい。 

○小学校の少年自然の家や中学校の青少年交流の家での集団宿泊体験活動に要する経費や、中

学校の部活動における選手派遣に要する経費が適宜助成されており、保護者の経済的負担の

軽減が図られるとともに、利用活動の充実や部活動の活性化につながっている。 

○砥部町独自の奨学資金貸与事業は、経済的理由によって就学が困難な学生・生徒にとっては、

安心して就学できるかけがえのない制度である。高校授業料の無償化により、本制度の在り

方について検討する必要があるものの、例年一定数の希望者があることから、近隣市町の実

施状況も勘案しながら、ぜひ継続していただきたい。 

○町内各幼稚園では、各種行事や園外保育、ＡＬＴとの交流、外部委託による英会話学習など

地域に根ざした多様な活動の場を設定し、豊かな人間性や社会性の芽生えを培うための充実

した幼児教育が推進できている。また、待機児童対策として、「認定こども園砥部こども園」

での預かり保育を開始し、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を整えた

ことで、働きながら幼稚園・認定こども園へ通わせたい保護者や、保育所以外に預けられる

ところがない保護者の利用増につながるものと思われる。 

○幼児教育・保育の無償化のスタートに伴い、私立幼稚園就園奨励事業は廃止されることとな

るが、子どもを私立幼稚園に通わせる家庭の経済的負担を軽減するという目的を十分に果た

すことができたと思われる。 

 

主要施策 子どもの健やかな成長支援の充実 

【意見】 

○学校現場で自分の仕事に不安を抱き、メンタルヘルスに問題を抱える教職員が依然として高
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水準にあり、メンタルヘルス対策の充実・推進を図ることが急務である。そうした状況の中

で、教職員を対象にした「ストレスチェック」を平成 29年度に引き続き実施したことで、メ

ンタルヘルス不調の早期発見や深刻化防止を図ることができた。今後も、継続して実施して

いただきたい。薬物乱用防止教室や思春期教室についても、児童・生徒が命の大切さを知り、

心身ともに健康で安全な学校生活を送ることができるよう、今後も継続していただきたい。 

○特別な教育的支援を必要とする園児、児童、生徒数は増加傾向にあり、ニーズも多様化して

きている。こういった幼児・児童・生徒の「生きる力」を育むためには、各学校・園と関係

機関が連携して、より適切な指導や必要な支援の在り方について共通理解し、共通実践して

いくことが大切であり、教育支援委員会、巡回相談、特別支援連携協議会の果たしている役

割は大きい。また、学校生活支援員を一人一人の教育的ニーズに応じて配置することで、支

援を必要とする子どもたちへのサポートが充実し、保護者の不安解消や教職員の負担軽減に

つながっている。今後も、適切な人材確保に努めていただきたい。特別支援学級への入級に

おいては、特別支援学級における教育の成果等について保護者や家族の十分な理解を得る必

要がある。 

○小学校水泳大会や陸上競技大会は、児童にとっては自己記録の更新、体力の向上、強い心の

育成、町内小学校間の交流促進、教職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。砥部中学校における運動部活動の方針が策定されたことで、生徒にとっては過度な

練習による心身の負担軽減やけがの防止、教職員にとっては長時間労働の抑制が図られ、策

定された意義は大きい。 

○子どもたちは、次代のふるさと砥部を担う存在であり、地域の宝である。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・生徒を育成するためには、それぞれの地

域に根ざした特色ある教育を推進していかなければならない。そうした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、助成金の交付を継続していただきたい。 

 

主要施策 生きる力を育む教育の推進 

【意見】 

○キャリア教育の重要性が叫ばれ、一層の推進を図ることが求められている。中学校では、「え

ひめジョブチャレンジＵ-15 事業」を先行実施し、中学 2年生を対象に町内の 56事業所で 5

日間の職場体験を行った意義はとても大きい。実施期間を 5日間に延長したことで、望まし

い勤労観、職業観を育成するとともに、地場産業への理解をより深め、地元で働く魅力をよ

り強く感じることができたものと思われる。授業時数や協力事業所の確保、学校外行事等の

関係で、5日間の実施に課題もあるとは思われるが、ぜひ継続していただきたい。 

○平成 29 年 9 月から本稼働した新学校給食センターは、最新の施設・設備を有し、安全・安



- 58 - 

心に配慮した給食センターであり、成長期の子どもたちに栄養バランスのとれた給食を提供

できている。今後も、安全・安心な給食の提供を第一にして、食育の充実や食物アレルギー

への対応、地産地消の推進に一層努めていただきたい。 

 

主要施策 教育力の向上 

【意見】 

○愛媛スクールネット（ＥＳ-net ）への参画は、以前から町内小・中学校が切望していたもの

で、今後、県下の教育情報の共有化、教職員の校務環境や指導力の向上に大いに寄与するも

のと思われる。統合型校務支援システムの導入についても、更なる業務の効率化を図る観点

から、ぜひ進めていただきたい。タイムカードが導入されたことで、教職員の勤務時間の管

理が徹底され、長時間労働が深刻な教員の働き方改革を進めていく一助となると思われる。 

○町内各小・中学校、幼稚園教職員、教育委員会が一堂に会し、教科ごとの授業公開、協議を

通して、「人間性豊かな子どもの育成」の具現化を図るとともに、新学習指導要領が目指す「学

びの改革」に向けた取組を周知徹底する上で、砥部町教育研究大会の果たす意義は大きい。

今後、小・中学校間での授業研究を一層進めていただきたい。秋田県の学力向上フォーラム

への参加や小・中学校の公開授業の視察は、町内児童・生徒の学力向上に向けて多くの示唆

を得ることができたものと思われる。今後も、福井県などの教育先進県への視察を引き続き

実施していただきたい。 

○町内児童・生徒の学力が砥部町学力向上推進委員会の策定した「学力向上推進 3 か年計画」

の最終年度の成果指標に届かなかったのは残念である。成果や課題を分析するとともに、先

進地における取組も参考にしながら、更なる学力向上に向けた具体的な施策（「主体的・対話

的で深い学び」の視点に立った授業改善等）の策定、実施に取り組んでいただきたい。 

○タブレットＰＣは、授業において活用することで、グループ活動に効果が見られるという実

践事例が数多くあり、これからの学習指導に役立てられるものとして期待している。また、

デジタル教科書を活用することで、学習意欲を高めるとともに、理解を深めるなど多くの成

果が得られている。ぜひ整備を検討していただきたい。小学校におけるプログラミング教育

の本格始動まであとわずかである。整備する教材・教具（タブレット端末、プログラミング

ソフトなど）の検討をはじめ、プログラミング教育に対して抱いている不安を解消し、安心

して取り組めるよう、具体的な授業実践例を提供する教員研修を積み重ね、教育内容に学校

間格差が生じないようにしていただきたい。 

○2020年度から小学校で外国語科（5・6年生）及び外国語活動（3・4 年生）が始まるのに伴

い、外国語指導助手のニーズが高まっている。生きた英語に接する機会を充実させ、教員の
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心理的ハードルを低くするためにも、外国語指導助手や外部人材の確保・充実をお願いした

い。また、外国語の指導や評価に対する負担感や不安を解消するための研修会も、継続して

開催していただきたい。 

○ハートなんでも相談員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談事

業を実施することで、いじめや不登校などの問題を抱える児童・生徒のストレスや不安の軽

減、問題の早期発見や未然防止に多くの成果を上げている。特に、中学校における相談者数

が大幅に増加したことは評価すべきである。また、「Ｑ－Ｕ」アンケートは、生徒理解を深め、

よりよい学級づくりに役立てることができる客観的なデータを得ることができるため、ぜひ

継続実施していただきたい。 

○山村留学センターは、県内外から多くの児童を受け入れ、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大きく貢献している。毎年留学児童数を確保できてい

ることは、本事業の意義が広く認められているという証である。施設の老朽化への対応やス

タッフの確保という課題が見られるけれども、本事業を継続していくことは、大きな意義が

あると思われる。 

○学校事務の平準化・効率化、学校事務職員の専門的知識の習得を図る上で、共同学校事務室

の果たす役割は大きい。新たに砥部町学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則を制定

し、共同事務の具体的内容、範囲、責任・権限等を明確化したことで、より充実した学校事

務、人材育成が図られるものと思われる。 

 

主要施策 安全・安心の充実した教育環境の整備 

【意見】 

○学校は、子どもたちにとっても保護者にとっても安心・安全な場所でなければならない。砥

部町では、従前から計画的に学校施設の状況を調査し、改修工事等をしており、さらに、対

症療法的な対策から予防保全の観点に立った対策へと転換したことは、より安全で快適な環

境整備に資するものと思われる。特に、全小学校の空調設備の整備は、熱中症対策はもとよ

り、快適な学習環境の整備につながるものと思われる。 

○通学路の安全対策事業や防犯対策事業が適切に実施されており、登下校時はもとより地域に

おける児童・生徒の安全確保が図られている。また、学校防災力強化事業として、防災教育

推進連絡協議会を開催したり、防災士を計画的に養成したりすることが、学校における災害、

避難所対応の強化等につながる。ぜひ継続していただきたい。 

○砥部中学校、広田小学校のスクールバス運行や砥部小学校のタクシー運行によって、児童・

生徒の通学手段を確保し、保護者の経済的負担を軽減している。中学校のスクールバス利用
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者の減少により、スクールバスを普通車へ変更することはやむを得ないことと考える。 

 

 

◆身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します。 

主要施策 ニーズに合わせた学習機会の充実 

【意見】 

○「国際交流サマーキャンプ」は、町内外の小学生が異なる文化、習慣、言葉をもつ世界各国

からの留学生と出会い、触れ合い、様々な体験をすることで、日本の文化のよさを再認識し

たり、他国の文化のよさを理解したりできるだけでなく、新しい自分を発見できる貴重な場

となっている。「ショパン・ビレッジ・フェスティバル in 砥部町」は、中学生をはじめ町民

が気軽に海外の一流の音楽に親しむことができる事業となっている。今後、事業の内容を検

討していく必要はあると思われるが、ぜひ継続していただきたい。 

○町民一人一人が生涯にわたり「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に学ぶことができる地

域の拠点は、公民館であると考える。中央公民館、千里地区公民館、ひろた交流センターで

は、地域住民の意見を反映した様々な学びの場・交流の場を提供し、どの事業への参加者も

多い。今後も、地域住民のニーズを的確に把握しながら、地域に広く開かれた事業を企画・

実施し、豊かなコミュニティづくりの拠点としての機能も高めていっていただきたい。 

 

主要施策 活動の場づくりと担い手の充実 

【意見】 

○砥部町文化会館は、適正に管理運営されているが、施設・設備の劣化が見られることから、

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としての機能を維持し

ていただきたい。図書館は、図書館利用者数や図書の貸し出し冊数も増加し、地域住民が気

軽に読書活動できる身近な施設として定着している。また、子ども対象の各種事業や図書館

司書の学校への派遣が好評を得ており、活字離れが進んできている子どもたちにとって本に

親しみながら、表現力や想像力を豊かにできる事業となっている。 

○中央公民館の耐震・大規模改修は、当初の計画よりやや遅れたとのことであるが、千里地区

公民館、ひろた交流センターにおいては、平成 30 年度の施設管理費が増加していることか

ら、施設管理が適正かつ計画的に行われていると思われる。今後も、公民館が生涯学習の拠

点としての役割を果たすため、安全性や緊急性を勘案しながら、施設・設備の充実に取り組

んでいただきたい。 

○青少年育成センターの活動（登校指導、街頭補導、リーフレット発行など）が活発に行われ、
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町内の青少年の非行防止や健全育成に成果を上げている。今後も、学校と地域社会、関係機

関との連携を密にしながら、活動を強化していっていただきたい。また、「とべっ子志縁倶楽

部」のメンバーによる放課後の学習支援活動や登下校時の見守り活動は、子どもたちの学力

の定着と向上、安全確保に貢献している。引き続きボランティアスタッフの募集・充実をお

願いしたい。 

 

主要施策 互いの人権を尊重する社会の構築 

【意見】 

○町民一人一人の人権意識を高め、あらゆる人権問題の解消に取り組んでいく社会を構築して

いくためには、人権に関する学習会や啓発活動などの事業を地道に積み重ねていくことが大

切である。今後も、町民一人一人が気軽に参加できるよう、人権教育基礎講座、人権教育巡

回学習会、人権の町づくり集会等の内容を検討し、参加者数の拡充につなげていっていただ

きたい。 

○県人権対策協議会砥部支部の人権対策活動の実施や人権に関わる様々な研修会への参加、広

域隣保活動相談員による相談活動の実施など、人権問題の理解や差別の解消に向けた活動が

展開できている。今後も、行政や関係機関との連携を図りながら活動を展開し、互いの人権

を尊重する社会の実現に努めていっていただきたい。 

 

主要施策 男女共同参画の推進 

【意見】 

○町内の 7つの関係団体が交流し、女性専門部の活動を連携し、県内・町内で開催される各種

研修会や行事等へ参加することによって、女性ならではの視点や立場で考える学習機会が拡

充し、男女共同参画に関する意識の高揚が図られてきている。今後も、男女がともに夢や希

望を実現できる基盤づくり、男性も女性も意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会の

実現に向けて、若年層の参加者の増加に努めていただきたい。 

 

主要施策 文化財保護と継承 

【意見】 

○町内に現存する文化財は、ふるさと砥部の貴重な財産である。それらの文化財を確実に保存・

活用していくために、これまで以上に調査研究や記録保存に力を注いでいっていただきたい。 

○文化財冊子の再編纂や町文化財巡りの実施は、ふるさと砥部の歴史や文化に触れ、ふるさと

の魅力を再発見することができる貴重な資料や機会となるものと思われる。 



- 62 - 

主要施策 文化財の活用 

【意見】 

○歴史講座の開催や学芸員による出張講演は、町内外の住民が砥部町の文化や歴史、魅力を学

ぶことができるよい機会となっている。町民を対象とした歴史講座への参加者数は、回を追

うごとに増加しており、今後も継続して開催していただきたい。 

○井上正夫資料室では、砥部町出身の名優井上正夫に関する資料の収集・展示を行っているが、

資料についてはデータ化していくことが貴重な資料の確実な保存・活用につながると考える。

井上正夫 70回忌記念事業では、映画「大尉の娘」の上映、学芸員の講演、「ふるさと砥部井

上正夫絵手紙コンクール」の募集・表彰などを行い、好評を博した。特に、絵手紙コンクー

ルは、小学生、中学生、高校生にも、井上正夫について学ぶよい機会となった。今後も、井

上正夫に関する資料の収集や展示、絵手紙コンクールの実施などを継続していただきたい。 

○坂村真民記念館では、定期的に魅力ある特別企画展や企画展、日曜講座、ボランティア養成

講座を企画・開催するとともに、記念館のＰＲに努めているものの、入館者数が減少傾向に

あるのは残念である。今後も、入館者数の増加を目指して、真民詩への理解と認識を深める、

魅力ある記念館づくりをお願いしたい。 

 

主要施策 地域伝統文化の継承 

【意見】 

○地域に伝わる獅子舞、伝統芸能、万歳などの伝統芸能の保存・伝承を行っている団体への補

助金の交付が、伝統芸能の継承や活性化につながっている。今後も、様々な発表の場を通し

て、地域に伝わる伝統芸能の素晴らしさや楽しさを地域住民に伝えるとともに、演技や練習

の様子を録画するなどして記録保存していくことが、後継者不足の解消や伝統芸能の確実な

継承につながるものと思われる。 

 

 

◆文化・スポーツ活動により感性が育まれるまちを実現します 

主要施策 文化・芸術活動への参加促進 

【意見】 

○町内の関係者が連携して、文化功労賞表彰、視察研修、作品展の開催などの様々な文化振興

事業を展開したことが、本町の文化向上・発展に大きく貢献したものと思われる。また、コ

ミュニケーション能力向上ワークショップは、自己表現が苦手な人にとっては自信をもって

自己表現する楽しさを体感できるまたとない機会となった。 
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主要施策 文化・芸術活動を通じた交流の推進 

【意見】 

○みなくる伝統発表会や広田ふるさとフェスタへの参加者数の減少、高齢化などの課題がある

ものの、伝統芸能や教室で学んだ成果を披露できる貴重な場、地域住民が文化活動に触れる

ことができる場として定着しているとともに、文化・芸術活動を行っている団体相互の交流

の場となっていることから、ぜひ継続していただきたい。 

 

主要施策 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

【意見】 

○砥部町スポーツ協会委託の各種大会には、平成 29 年度を上回る延べ 2,638 人の参加があっ

たなど、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が図られている。今

後も、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

形成や活性化を図っていただきたい。 

○直営施設や指定管理者施設は、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

を行うことができるように、適正に管理運営（施設の点検、修理など）されており、施設の

利用者も多い。しかし、施設の老朽化による修繕箇所が増加していることから、今後も、施

設の整備・改修を計画的に行っていく必要がある。 

 

主要施策 地域における指導者の確保及び育成 

【意見】 

○町民の体育・スポーツの振興を図るためには、指導者を確保・育成していくことが大切であ

る。砥部町では、町スポーツ推進委員を中心に大会参加者に対する指導・助言を適切に行っ

ており、指導者の確保・育成に努めている。 

 

主要施策 スポーツを通じた交流の拡大 

【意見】 

○砥部町では、クロッケー大会、スポーツまつり in とべ、自転車でＧＯ!などの各種レクリエ

ーションスポーツ大会に多くの住民が参加し、住民同士のよき交流の場ともなっている。ま

た、砥部地区小学校のバドミントンクラブへの講師派遣やバドミントン教室の開催が、バド

ミントンの普及、競技力の向上に大きく貢献している。ぜひ継続していただきたい。 

○マレーシア代表バドミントン競技出場候補者のキャンプ招致事業によって、町民のバドミン
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トン競技への関心をより高めるとともに、砥部町とマレーシアとの観光、経済・文化の交流

にもつなげることができたことが大きな成果である。 

 


