
令和２年度　教育委員会の点検・評価（案）に対する意見と対応方針　一覧

〇政策１に関する意見と対応方針

委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

笠原　委員 P.8 総括

政策１の各指標を見ると、前年度と比較するとほぼ横ば
い、または減少している指標もありますが、おおむね各事
業が効果的に実施されており、学校教育の充実が図られて
いると考えます。

政策１の各施策指標を見ると、前年度と比較するとほぼ
横ばい、または減少している指標もありますが、経年で
みると一定の成果を維持しており、学校教育の充実が図
られていると考えます。

教育政策課

松永　委員 P.10

特色のある
教育課程の
創造推進事

業

ー ー
学校教育指導

課

笠原　委員 P.11
児童・生徒
指導推進事

業

飯田　委員 P.11
児童・生徒
指導推進事

業

意見

「特色のある教育課程の創造推進事業」について、今
後の取り組みとして「教科の専門性の育成」を加える
必要性を感じています。（小学校）

　本事業については、学校の実践的な取り組みに対して、各学校が掲げたテーマに
沿った研究が推進できるよう指導・助言を実施しています。各学校においては、これ
まで「特別の教科　道徳」や「小学校外国語」をテーマとするなど、それぞれの実態
に即した研究に取り組んでいます。

（事業実績）の半ばの「～児童・生徒指導担当教員の
資質向上が図られていることから～」において、何を
もって資質向上が図られたと判断したのかが表現とし
て伝わってこず、初めて読む・見る者にとっては、実
績３回に対して評価「S」になっていることも含め、
もう少しだけ「○○のような資質向上が図られてい
る」という表現にした方がわかりやすいと思いまし
た。

施策１の総括　下から3行目の段落の記載：「ほぼ横
ばい」と「または減少」を総括して「概ね効果があっ
た」とまとめるのは少し強引な印象を受ける。

担当課からの回答

　いただいたご意見を参考に次のように修正しました。
「政策１の各施策指標を見ると、前年度と比較するとほぼ横ばい、または減少してい
る指標もありますが、経年でみると一定の成果を維持しており、学校教育の充実が図
られていると考えます。」

事業実績：　上から10行目の記載「児童・生徒指導担
当教員の資質向上が図られていることから」とありま
すが、その根拠が示されていない。併せて、資質向上
と会議の回数を減らすこととは質の異なるレベルでは
ないか。

　研修会以外にも、日常から各学校の児童・生徒指導担当教員とスクールソーシャル
ワーカーや弁護士有資格職員が、連携を密に図ることで、各事業において専門的な知
識や対応力等、適時適切な対応が行えるようになってきていると認識しています。
　いただいたご意見を参考に次のように修正しました。

　「・・・これまで年間４回開催してきましたが、スクールソーシャルワーカーや弁
護士有資格職員との連携を深めることにより、児童・生徒指導担当教員の資質向上が
図られていることから・・・」

【事業実績】2段落目
児童・生徒指導担当教員の資質向上を図るために、関係機
関との連携を図りながら情報交換や研究協議を行う、児
童・生徒指導担当教員研究会をこれまで年間４回開催して
きましたが、児童・生徒指導担当教員の資質向上が図られ
ていることから、令和元（2019）年度より年間３回の開
催としました。

【事業実績】2段落目
児童・生徒指導担当教員の資質向上を図るために、関係
機関との連携を図りながら情報交換や研究協議を行う、
児童・生徒指導担当教員研究会をこれまで年間４回開催
してきましたが、スクールソーシャルワーカーや弁護士
有資格職員との連携を深めることにより、児童・生徒指
導担当教員の資質向上が図られていることから、令和元
（2019）年度より年間３回の開催としました。

学校教育指導
課
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委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

松永　委員 P.11
児童・生徒
指導推進事

業
ー ー

学校教育指導
課

梨本　委員 P.11
児童・生徒
指導推進事

業
ー ー

学校教育指導
課

松永　委員 P.12
学校支援・
地域連携事

業

学校教育指導
課

稲川　委員 P.12
学校支援・
地域連携事

業

学校教育指導
課

「児童・生徒指導推進事業」について、SSWの「課
題」への直接の介入及び担当教員の専任化を視野に入
れていただきたいと思います。

　令和元年度に実施された「不登校児童・生徒に係る調査（令和元年度神奈川県児
童・生徒の問題行動等に関する短期調査）」において、年間90日以上欠席している不
登校児童・生徒のうち、小学校では17.6％、中学校では30.3％の児童・生徒が、学校
内外での専門的な相談・指導等に至っていないことが判明いたしました。そのため、
全ての児童・生徒が適切な相談・指導を受けられるよう、市ＳＳＷと各学校の児童・
生徒指導担当教員や教育相談コーディネーターと今まで以上に連携を深めることが必
要であることから、2年度より間接支援を中心に、必要に応じて直接支援を含めた対
応もしています。
　また、小学校に学級担任を持たない「児童支援担当教諭」を配置することについて
は、市の財政状況を鑑み、今後、関係各課とも連携を図りながら、実施の可否につい
て研究してまいります。

「学校支援・地域連携事業」について、地域コーディ
ネーターの全校配置はもとより、コミュニティスクー
ルの設置にかかる計画も盛り込む必要があると思いま
す。

「児童・生徒指導推進事業」の事業概要にある「弁護
士有資格職員」は、施策２「いじめ防止対策推進事
業」の「弁護士有資格職員」と同じ職員であるという
理解でよろしいでしょうか。

　ご指摘のとおり、同一の職員となります。

意見 担当課からの回答

「学校支援・地域連携事業」について、コミュニ
ティ･スクール（学校運営協議会制度）へと移行して
いくための流れを具体的に示すことが重要です。

【課題・今後の取り組み】
－

【課題・今後の取り組み】
　コミュニティ･スクール（学校運営協議会制度）の導
入については、近隣自治体における取り組みを踏まえ、
実践推進校における令和３年度の本格導入に向け、学校
と地域で協議を重ねていきます。その後、実践推進校に
おける導入プロセスの検証を基に、全小・中学校におけ
る導入計画を検討します。

　本事業については、実践推進校を指定し、令和３年度のコミュニティ・スクール
（学校運営協議会）の設置に向けて準備を進めております。令和2年度中に、先進自
治体への学校視察や講師を招聘した講演等を行い、既存の学校評議員会からの移行に
向けた準備を進めております。
　いただいたご意見を参考に【課題・今後の取り組み】に次のように追記いたしま
す。

　「コミュニティ･スクール（学校運営協議会制度）の導入については、近隣自治体
における取り組みを踏まえ、実践推進校における令和３年度の本格導入に向け、学校
と地域で協議を重ねていきます。その後、実践推進校における導入プロセスの検証を
基に、全小・中学校における導入計画を検討します。」



委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

笠原　委員 P.12
学校支援・
地域連携事

業

【取り組みの成果】
ー

【取り組みの成果】
　地域連携について、先進的な取り組みを行っている実
践研究校２校及び各学校の取り組み状況等について情報
共有を行うとともに、各学校が地域コーディネーターと
連携しながら、地域全体で児童・生徒を育てていく意識
の醸成に取り組むことができた。

学校教育指導
課

笠原　委員 P.13
健康教育推

進事業
ー ー

学校教育指導
課

工藤　委員 P.15 施策指標① ー
＜指標の説明＞
「～使用しています。この指標の対象は児童（小学校６
年生）と生徒（中学校３年生）です。」

教育政策課

工藤　委員 P.1５ 施策指標③ ー ー 教育政策課

表の題名が「全国平均比」とあるので、国・県の数値
と茅ヶ崎の平均値が上下で分けられているのではな
く、対比にした表、又はグラフになっている方がよい
かと感じました。

　ご意見のとおり、対比しやすいように表のレイアウトを変更いたしました。

学校支援・地域連携事業
事業実績：　下から５～６行目に記載のある「継続し
ての配置を希望する学校がある」ことが事業の効果で
あると記載されているが、これも捉えが事務局よりに
なっている印象。配置が必要な状況が学校にあること
が課題なのでは。
取組みの成果：下から３行目の記載「活用における意
識の向上を図る」とあるが、どのような意味合いか伝
わらない。

　本事業につきましては、学校・家庭・地域社会の望ましい連携のあり方について、
各学校において地域と協議・実践することを目的としています。継続配置を希望して
いる学校については、地域との連携が図れている事業成果の一つと捉えています。ま
た、地域との連携は継続実施していくことで、より効果的な成果が見込まれるものと
考えています。
　また、地域コーディネーターをはじめとする地域教育力を活用することで、学校だ
けではなく、学校を取り巻く地域全体で児童・生徒を育てていく意識を醸成すること
ができ、各学校の教育活動の発展につながるものと考えています。

　いただいたご意見を参考に、【取り組みの成果】を次のとおり修正しました。
　地域連携について、先進的な取り組みを行っている実践研究校２校及び各学校の取
り組み状況等について情報共有を行うとともに、各学校が地域コーディネーターと連
携しながら、地域全体で児童・生徒を育てていく意識の醸成に取り組むことができ
た。

「施策の主な事業」健康教育推進事業
事業内容：ポスターを全校配布することが目的のよう
に読みとれる。あくまでも配布は方法であり、そこか
ら何らかの具体的な活動が記載される必要があるので
は。

　ご意見いただきました食育啓発等ポスターの配付については、ポスターを全校配
付・掲示することにより、児童・生徒が、主体的に食について考える機会とするとと
もに、日頃から健康に対する意識の向上を図ることを目的としています。
　また、食育啓発等ポスターの作成においては、児童・生徒が、より多くの視点から
食について考えられるよう、食事の重要性や心身の健康、食品選択の能力など、様々
なテーマを設定しています。

表について、児童と生徒を分けている定義がわかりま
せん。分けている意図など、もう少し説明が欲しいで
す。（どこかの資料、もしくは文章で説明があるとし
ても、この表をみただけでわからないと、表にしてわ
かりやすくしている意味がないかと思われます。）

　児童・生徒の表記につきましては、学校教育法に基づき、児童は小学生を、生徒は
中学生を表しています。施策指標①では、基礎調査となる「茅ヶ崎市立小中学校児童
生徒意識調査」から、本指標の対象を小学校６年生と中学校３年生としているため、
いただいたご意見を参考に、次の内容を指標の説明に追記しました。
　なお、点検・評価シートに記載されている施策指標や目標値については、令和２年
度までを計画期間とする教育基本計画（改訂版）において定めているものです。

「～使用しています。この指標の対象は児童（小学校６年生）と生徒（中学校３年
生）です。」

意見 担当課からの回答



委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

工藤　委員 P.17
特別支援教
育巡回相談

事業

【課題・今後の取り組み】
　本事業への学校からの期待は大きく、訪問時間や回数の
拡大を望む声が寄せられていますが、要請に応じて適時対
応できていない点が課題です。
　各学校との連携をさらに深め、特別な配慮を必要とする
児童・生徒の個々のニーズに対応できる支援体制の充実を
図っていきます。

【課題・今後の取り組み】
　本事業への学校からの期待は大きく、訪問時間や回数
の拡大を望む声が寄せられていますが、要請に応じて適
時対応できていない点が課題です。要因は、学校からの
相談ニーズが増加する中、相談員の人数が足りていない
ことがあります。
　各学校との連携をさらに深め、特別な配慮を必要とす
る児童・生徒の個々のニーズに対応できる支援体制の充
実を図っていきます。

学校教育指導
課

笠原　委員 P.17
特別支援教
育巡回相談

事業
ー ー

学校教育指導
課

梨本　委員 P.17
特別支援教
育巡回相談

事業
ー ー

学校教育指導
課

笠原　委員 P.18
ふれあい補
助員派遣事

業

学校教育指導
課

工藤　委員 P.18
ふれあい補
助員派遣事

業

学校教育指導
課

　ご指摘いただきました特別支援教育巡回相談につきましては、増加する相談に的確
に対応するため、学校での対応が望ましいか、巡回方式が効果的かなど、案件に応じ
て精査し、対応しています。また、観察時間を短縮することにより、多くの相談に対
応できる体制づくりに取り組んでおりますが、過去2か年において相談件数が600件を
超えており、相談件数の増加に対する相談員の確保が課題と捉えております。
　なお、点検・評価シートに記載されている施策指標や目標値については、令和２年
度までを計画期間とする教育基本計画（改訂版）において定めているものです。
　いただいたご意見を参考に【課題・今後の取り組み】に次のように追記いたしま
す。

「要因は、学校からの相談ニーズが増加する中、相談員の人数が足りていないことが
あります。」

　近年、児童・生徒一人一人の態様は、複雑化・多様化しており、学校においては、
保護者への対応を含め、よりきめ細かな指導や支援が求められております。ふれあい
補助員につきましては、学習指導や生活指導等の教員の補助業務が主な役割であり、
保護者への直接的な対応は行わず、担任等と緊密な連携を図りながら、子ども一人一
人の状況に応じた指導・支援を行っています。
　いただいたご意見を参考に次のように修正いたします。

「ふれあい補助員の業務における課題を的確に把握し、教員の補助的役割として、児
童・生徒に適切な指導や支援を行えるよう、ふれあい補助員の資質向上を図るための
研修会を実施します。」

【課題・今後の取り組み】
指導主事が、ふれあい補助員自身の困り事を的確に把握
し、ふれあい補助員が、児童・生徒に適切な支援と関わり
ができるよう、資質向上のための研修会を実施します。

【課題・今後の取り組み】
　近年、児童・生徒一人一人の態様は、複雑化・多様化
しており、学校においては、保護者への対応を含め、よ
りきめ細かな指導や支援が求められております。ふれあ
い補助員につきましては、学習指導や生活指導等の教員
の補助業務が主な役割であり、保護者への直接的な対応
は行わず、担任等と緊密な連携を図りながら、子ども一
人一人の状況に応じた指導・支援を行っています。
　ふれあい補助員の業務における課題を的確に把握し、
教員の補助的役割として、児童・生徒に適切な指導や支
援を行える、ふれあい補助員の資質向上を図るための研
修会を実施します。

担当課からの回答意見

「課題・今後の取り組み」の中の適時適応できていな
い点の要因は何でしょうか？人員不足？要因が記載さ
れた方が今後の改善に良いと思います。

特別支援教育巡回相談事業
課題・今後の取組：上から4～5行目に記載の「適時対
応できていない点が課題」というのはその根本に相談
件数の増加を見込んだ配置ができていないことが挙げ
られる。従って指標の相談件数が増加していることを
もってＳ評価としている点についても要検討か。
昨年度の議論であった「指標」の見直しに繋がる内容

 主要な事業である「特別支援教育巡回相談事業」の
指標の要請訪問相談件数は、昨年度実績値が672件
で、目標値のほぼ1.5倍となっています。「課題・今
後の取り組み」では「要請に応じて適時対応できな
い」点が課題とありますが、今後の取り組みの記載が
十分に見受けられないように思われます。支援体制の
充実は、具体的にはどのように検討されているので
しょうか。

ふれあい補助員派遣事業
課題：文章の構成上の問題「資質向上のための研修
会」にかかる主語は？

「課題・今後の取り組み」の中のふれあい補助員自身
の困り事とあります。令和元年の同枠内も同じような
コメントでしたが、どのような困り事なのでしょう
か？２年続けての課題で困り事・・・心配になりま
す。書き方の問題でしょうか？
派遣事業なので、なんとなくわかりますが、文字だけ
読むとそんな取り方になります。



委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

飯田　委員 P.19
心の教育相

談事業

【事業実績】
－

【事業実績】
　心の教育相談員は、スクールカウンセラーのように公
認心理師や臨床心理士の専門的な資格を必要としており
ませんが、児童・生徒が気軽に相談できる第三者的な存
在として、全小・中学校合わせて計32名配置しており
ます。児童・生徒の悩み事などの話し相手となること
で、ストレスの軽減を図り、心の安らぎを与えるように
取り組んでいます。

教育センター

工藤　委員 P.21
いじめ防止
対策推進事

業

【課題・今後の取り組み】
2段落目
　教育委員会、学校、家庭、地域、関係機関・団体、市長
部局が連携し、市全体が一丸となって、いじめ防止等の取
り組みを推進できるよう、方針の内容を広く周知していく
ことが重要です。

【課題・今後の取り組み】
2段落目
　教育委員会、学校、家庭、地域、関係機関・団体、市
長部局が連携し、市全体が一丸となって、いじめ防止等
の取り組みを推進できるよう、方針内容の周知・啓発に
取り組みます。

学校教育指導
課

学校教育指導
課

担当課からの回答

　心の教育相談員は、ご指摘いただきましたように、スクールカウンセラーのように
公認心理師や臨床心理士の専門的な資格を必要としておりませんが、児童・生徒が気
軽に相談できる第三者的な存在として、全小・中学校合わせて計32名配置しておりま
す。児童・生徒の悩み事などの話し相手となることで、ストレスの軽減を図り、心の
安らぎを与えるように取り組んでいます。

　いただいたご意見を参考に次のように修正しました。
「～方針内容の周知・啓発に取り組みます」

笠原　委員
いじめ防止
対策推進事

業
P.21

いじめ防止対策推進事業
事業実績：三段落目の最後の行記載の「学校における
いじめの記録の取り方～」という記載は特に必要か。
四段落目の最後の行「周知しました」の記載、昨年度
の意見でにもありましたが「周知」が目的ではなく具
体的に何をしたかが重要であることから、次の段落と
繋がる文章に修正。

　事業実績に記載している「いじめの記録の取り方に係る調査」については、学識経
験者をはじめ法律や心理など様々な分野の専門家で構成される「茅ヶ崎市いじめ防止
対策調査会」において、過去の事例からいじめに関する適時的確な記録方法が課題で
あると指摘されたため、各学校における現状及び課題を把握するために実施したもの
です。
　また、いじめ防止等の取り組みの周知につきましては、各小・中学校に対し、いじ
め防止対策の推進を周知するとともに、「茅ヶ崎市いじめ防止サミット」を開催し、
学校におけるいじめ防止に係る児童・生徒の主体的な取り組みの共有に取り組んでい
ます。
　
　いただいたご意見を参考に【事業実績】の「茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会」に関
する記述を次のように修正いたしました。
　「茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会」では、定例会を年2回開催し、本市におけるい
じめ問題の現状について情報共有及び共通理解を図るとともに、今後のいじめ防止対
策等について協議を実施しました。その中で、過去の事例からいじめに関する適時的
確な記録方法が課題であると指摘があり、各学校における現状及び課題を把握するた
め、学校におけるいじめの記録の取り方に係る調査を実施しました。
　また、令和元（2019）年12月に「茅ヶ崎いじめ防止サミット」を開催し、児童・
生徒をはじめ教職員や保護者など多くの参加者において、学校におけるいじめ防止等
に係る児童・生徒の主体的な取り組み事例の共有を図るとともに、令和2（2020）年
3月に「茅ヶ崎市いじめ防止基本方針」を改定・公表し、各小・中学校においていじ
め防止対策の推進に取り組みました。

ー

【事業実績】3段落目
　「茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会」では、定例会を年
2回開催し、本市におけるいじめ問題の現状について情
報共有及び共通理解を図るとともに、今後のいじめ防止
対策等について協議を実施しました。その中で、過去の
事例からいじめに関する適時的確な記録方法が課題であ
ると指摘があり、各学校における現状及び課題を把握す
るため、学校におけるいじめの記録の取り方に係る調査
を実施しました。
　また、令和元（2019）年12月に「茅ヶ崎市いじめ防
止サミット」を開催し、児童・生徒をはじめ教職員や保
護者など多くの参加者において、学校におけるいじめ防
止等に係る児童・生徒の主体的な取り組み事例の共有を
図るとともに、令和2（2020）年3月に「茅ヶ崎市いじ
め防止基本方針」を改定・公表し、各小・中学校におい
ていじめ防止対策の推進に取り組みました。

意見

（課題・今後の取り組み）の「心の教育相談員は、公
認心理師・臨床心理士のような心理の専門家ではない
ことを踏まえ～」より、親としても初めて「心の教育
相談員」が専門家でないと知った。決して専門家でな
いといけないことはもちろん全く無いのだが、では誰
なのか？という疑問が出てきたため、例えば「事業概
要」にある「～に心の教育相談員（相談や○○の経験
が豊富な児童・生徒に寄り添う者）」等の何者かを表
す表現を記載する方が、スクールカウンセラーとの違
いをきちんと出すことにつながると感じた。子が学校
から持ち帰る相談日の紙からも、いつも心の教育相談
員とスクールカウンセラーは何の違いがあるのかわか
りにくいと思っていたためもある。

「課題・今後の取り組み」の最後の、方針の内容を広
く周知していく事が重要です。ですが、重要だからど
うしていくのか、という今後の取り組みが欲しいで
す。詳しい内容が現時点でないなら、広く周知してい
きます。の方がよいと思います。



委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

梨本　委員 P.22

みんなの教
室運営に伴
う教育活動
整備事業

ー ー
学校教育指導

課

工藤　委員 P.21~22 - ー ー
学校教育指導

課

工藤　委員 P.24
政策１

施策指標②
ー ー 教育政策課

笠原　委員 P.26
市費教員任

用事業

【事業実績】2段落目
　各学校から報告のあった課題について、学校の現状を確
認し、年度途中からの任用も含め、小学校17人、中学校７
人を採用し、配置校の教員と協力して課題解決に向け取り
組みました。また、管理職（校長）を務めた方を任用し、
経験年数の短い教員への指導員的な役割も担ってもらって
います。

【事業実績】2段落目
各学校から報告のあった課題について、学校の現状を確
認し、年度途中からの任用も含め、小学校17人、中学
校７人を採用し、配置校の教員と協力して課題解決に向
け取り組みました。また、管理職（校長）を務めた方を
任用し、経験年数の短い教員への指導・助言等も行って
います。

学務課

松永　委員 P.26
市費教員任

用事業
ー ー 学務課

工藤　委員 P.28

施策指標①
校内におけ
る教員間の
授業公開数

ー ー
学校教育指導

課

意見

「施策の主な事業」である「みんなの教室運営に伴う
教育活動整備事業」は、「みんなの教室の設置校数」
の目標値１校に対する実績値が０校で、「A」評価で
す。これは、既に導入・実施されている「みんなの教
室」の整備が取り組まれたことに対する評価という理
解でよろしいでしょうか。

教育関係者ならわかるのでしょうが、やはり児童と生
徒の定義がわかりません。

「学校へ行こう週間」及び授業参観の来校者の表で
は、指標にそぐわないと思います。来校者数の推移と
いう事ならよいのですが、指標に合わせた表にするの
なら、全保護者数等の分母が必要だと思います。又は
割合の表などにしないと評価に値しないかと思いま
す。

市費教員任用事業
事業実績：一番最後の段落の記載「担ってもらってい
ます」という表現☞修正

「市費教員任用事業」について「課題」の中に記載の
とおり「人材の確保が困難」であることが、どの学校
においても大変大きな問題となっています。本事業の
拡大と柔軟な運用を期待します。

校内における教員間の授業公開数について、平成21年
基準値が170回のところ、平成29、30年度が140回台
とガクンと減っていますが、評価シートとしての表な
ので、なぜ減ったのか、理由または要因について記載
があっても良いのではと思います。

　ご指摘のとおり、「みんなの教室」設置の成果が他校に広がっていることからＡ評
価としたものです。
　みんなの教室の整備につきましては、国や県のモデル事業として、通常の学級・特
別支援学級にかかわらず、全ての生徒を学校全体で支え、多様で柔軟な支援体制づく
りに取り組んできました。モデル事業としては、平成３０（2018）年度で終了してお
りますが、設置校（１校）では、独自の支援体制を構築し、「みんなの教室」を維
持・継続しております。事業としては終了しておりますが、支援体制の充実など取り
組みの成果が他校に広がっています。

　児童・生徒の表記につきましては、学校教育法に基づき、児童は小学生を、生徒は
中学生を表しています

　点検・評価シートに記載されている施策指標や目標値については、令和２年度まで
を計画期間とする教育基本計画（改訂版）において定めているものであり、経年変化
を考慮し、評価することとしております。
　指標として「学校へ行こう週間」を設定した目的は、保護者だけでなく、家族や地
域の方々も参加できる教育活動の推進を測るものであるため、分母や割合等を示すこ
とができるものではないと考えております。

担当課からの回答

　いただいたご意見を参考に次のように修正しました。
「～経験年数の短い教員への指導・助言等も行っています。」

　市費教員の任用については、ご指摘いただきましたように人材確保が従前より大き
な課題であると認識しております。今後も引き続き、関係機関と連携を図りながら人
材確保に努めるとともに、学校現場の課題等に応じた適切な配置に取り組みます。

　ご指摘いただきました指標の減少につきましては、初任者に対する校内研修とし
て、授業公開を基にした研修を初任者1人につき６０回実施しておりますが、対象と
なる初任者の人数が減少していることが大きな要因と捉えております。
　なお、この点検・評価シートに記載されている施策指標・目標値等につきまして
は、令和２年度までを計画期間とする教育基本計画（改訂版）において定めており、
経年変化を評価するものとなっております。今回のいただいたご意見については、次
期教育基本計画における点検・評価を実施する際の検討事項とさせていただきます。

【初任者人数の推移】
平成27年度：38名、28年度：42名、29年度：29名、30年：26名、令和元年：42名



委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

工藤　委員 P.29

施策指標②
研修・講座
に参加して
効果がある
と感じ、実
践しようと
思う教職員

の割合

ー ー 教育センター

松永　委員 P.31
施設整備事
業(小・中学

校）
ー ー 教育施設課

工藤　委員 P.35

施策指標②
児童一人あ
たりの給食

残食率

ー ー 教育政策課

意見

研修、講座に参加して効果があると感じ、実践しよう
と思う教職員の割合について、この表自体はこのまま
でよいのですが、研修・講座に参加した教員が全体の
何割なのか、補助資料的な者があるとよいと思いま
す。割合がもし低ければ、より研修・講座の必要性が
上がります。高ければ、それはそれで意識の高さにつ
ながります。

「施設整備事業」について、全教室への空調設備の計
画的な整備を盛り込んでいただきたいと思います。

児童一人あたりの給食残食率について
施策指標②対して、この内容の表は必要あるのでしょ
うか？給食残食率は給食センター等には必要だと思い
ますが、残食率のこの表の内容は教育基本計画には必
要ないのでは？と思います。それよりもP.27の就学援
助の【事業実績】に記載されている申請・認定数の推
移の方が、格段に必要かと思われます。令和元年の同
枠にも数が記載されています。各年度の資料を見比べ
る事はあまりないので、表にした方がよいと思いま
す。

担当課からの回答

　　全教室への空調設備につきましては、現在、普通教室をはじめ図書室やパソコン
ルーム、音楽室など特別教室の一部に整備していますが、学校環境衛生基準に基づ
き、神奈川県、近隣市の動向を注視しつつ、全教室への整備について検討してまいり
ます。

　点検・評価シートに記載されている施策指標や目標値については、令和２年度まで
を計画期間とする教育基本計画（改訂版）において定めているものであり、経年変化
を考慮し、評価することとしております。
　教育基本計画（改訂版）では、食育の推進も含め、学校給食の充実を目指してお
り、施策４の施策の方向④に「安全で安心できる学校給食の充実」を位置づけており
ます。今回ご意見いただきました「児童一人あたりの給食残食率」については、教育
基本計画の政策実現の方向性および三つの政策の達成状況を確認するために設定した
ものとなります。
　なお、就学援助の申請・認定数については、就学援助の件数等の増減が施策目標を
達成しているかを測るものとして適さないと考えております。

　教育センタ―が主催・実施した研修・講座（学習指導講座全３１回、調査研究発表
会）に対し、全教員1010人のうち、延べ1054名の教員が参加しています。



〇政策２に関する意見と対応方針

委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

笠原　委員 - - ー ー 各課かい

笠原　委員 P.37 総括

梨本　委員 P.37 総括

工藤　委員 P.40
社会教育講
座の実施

社会教育課

梨本　委員 P.40
社会教育講
座の実施

社会教育課

教育政策課

「「政策２」の総括」は、最終段落の次の文について
申し上げます。
［横ばい、という表現を受けて］「しかし、一部減少
しているものも見受けられますが、働き方の見直し等
で事業の整理が行われている結果であり、実績や取り
組みの成果をみると社会教育の充実を図られていると
考えます。」
→「［「しかし」「が」の重複、助詞「も」の存在な
どから］昨年度の実績値と比べて一部減少した事項が
見受けられますが、働き方の・・・、実績や・・・社
会教育の充実［を］が図られていると考えます。」な
どではいかがでしょうか。
また、細かいのですが、「施策６」の最後の文につい
ても申し上げます。
「児童数が目標に達しませんでした。」
→「児童数が目標値に達しませんでした。」

　政策２の各施策の施策指標はほぼ横ばいの結果となって
います。しかし、一部減少しているものも見受けられます
が、働き方の見直し等で事業の整理が行われている結果で
あり、実績や取り組みの成果をみると社会教育の充実を図
られていると考えます。

　政策２の各施策の施策指標はほぼ横ばいの結果となっ
ています。昨年度の実績値と比べて一部減少した事項が
見受けられますが、働き方の見直し等で事業の整理が行
われている結果であり、身近な課題を捉えたり、市民を
巻き込んだ事業や青少年育成の推進を図る事業の実績や
取り組みの成果をみると社会教育の充実が図られている
と考えます。

総括の表記に関して、具体的な例示が一つでも二つで
も入ると理解しやすくなると同時に、事務局が判断し
た理由も理解できる。

　いただいたご意見を参考に次のように修正しました。
「政策２の各施策の施策指標はほぼ横ばいの結果となっています。昨年度の実績値と
比べて一部減少した事項が見受けられますが、働き方の見直し等で事業の整理が行わ
れている結果であり、身近な課題を捉えたり、市民を巻き込んだ事業や青少年育成の
推進を図る事業の実績や取り組みの成果をみると社会教育の充実が図られていると考
えます。」

　本市では、令和２年２月21日に「新型コロナウイルス市内感染のまん延に係る取り
組み方針」を示したこともあり、主に年度末である2月・3月に開催予定としていた講
座やイベント開催などについて影響を受けています。
　各事業の評価シートにおける事業実績等において、講座やイベントの中止、施設の
休館対応など新型コロナウイルス感染拡大防止対策について記載していますが、影響
を受けた期間としては、元年度においては２か月間と限定的であるため、令和２年度
実施の点検・評価の際に、新型コロナウイルスの影響が実績として顕著に出てくるも
のと推測しています。

政策２　全体に言えることですが、コロナウイルス関
係で事業の実施ができなかったことが、今回の点検評
価を判断する上でどの程度の影響を受けているのか。
「コロナウイルスによる影響も考えられる」といった
記載が見られる箇所において、それ以外の要因が大き
いと思われる事業も散見される。

意見

社会教育講座の実施について
施策の方向①の大人と子どもの・・・とありますが、
割合というかが不明である事、少子高齢化についての
解決など、内容が不明瞭です。現代的課題と地域課題
という事業概要に合わせて、１「編み物教室」だった
ら、現代的課題（未病対策・地域人材活用）と、講座
毎の課題、対象とする世代などをわかりやすくした方
がよいと思います。

「社会教育講座の実施」の表記についてです。事業実
績の１「編み物初心者教室」内の「未病対策の一貫と
しました」の「一貫」は、「一環」が適切ではないで
しょうか。
同様に、「客室乗務員や通訳等で」は、「客室乗務員
や通訳等の業務により」等の表現が誤解を招かないよ
うに思われます（講師が複数いるように読めるの
で）。また同じ文は、「講義により、・・・学ぶため
に実施しました。」となっていますが、文法上、よろ
しいでしょうか。

　いただいたご意見を参考に、次のとおり追記・修正いたします。
・追記事項：講座ごとに対象課題を明記します。
（対象課題：未病対策・地域人材活用）、（対象課題：グローバル化）
・修正事項：「一貫」→「一環」
　「～増加することが予測されます。客室乗務員や通訳等の業務により、20か国以上
の海外渡航経験がある講師による初級英会話、異文化コミュニケーションの方法や国
際マナーなど、国際的なおもてなしについての講座を実施しました。」

１「編み物初心者教室」（全９回）
　編み物を通じて手先を動かしたり、参加者および講師が
交流を行ったりすることにより、未病対策の一貫としまし
た。また、昨年度と同様、地域の方々を講師とし、地域の
人材活用を図りながら、駅周辺エリアの市民の方が参加し
やすいよう、駅周辺の商業施設にて開催しました。

２「英語でおもてなし～楽しく異文化コミュニケーション
法を学ぼう～」（全２回）
　茅ヶ崎市が「東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会」における北マケドニア共和国のホストタウンに
登録されるなど、今後、外国人旅行者等と接する機会が増
加することが予測されることから、客室乗務員や通訳等
で、20か国以上の海外渡航経験がある講師の初級英会話、
異文化コミュニケーション方法、国際マナーの講義によ
り、国際的なおもてなしについて学ぶために実施しまし
た。

１「編み物初心者教室」（全９回）（対象課題：未病対
策・地域人材活用）
　編み物を通じて手先を動かしたり、参加者および講師
が交流を行ったりすることにより、未病対策の一環とし
ました。また、昨年度と同様、地域の方々を講師とし、
地域の人材活用を図りながら、駅周辺エリアの市民の方
が参加しやすいよう、駅周辺の商業施設にて開催しまし
た。

２「英語でおもてなし～楽しく異文化コミュニケーショ
ン法を学ぼう～」（全２回）（対象課題：グローバル
化）
茅ヶ崎市が「東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会」における北マケドニア共和国のホストタウン
に登録されるなど、今後、外国人旅行者等と接する機会
が増加することが予測されます。客室乗務員や通訳等の
業務により、20か国以上の海外渡航経験がある講師に
よる初級英会話、異文化コミュニケーションの方法や国
際マナーなど、国際的なおもてなしについての講座を実
施しました。

担当課からの回答



委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

工藤　委員 P.42

子ども事業
（公民館）

及び
家庭教育支
援関連事業
（公民館）

【事業実績】
●●事業　●●人（事業の参加者数）

子ども事業（公民館）
　62事業 6050人（事業の参加者数）

家庭教育支援関連事業（公民館）
　43事業 3755人（事業の参加者数）

公民館

梨本　委員 P.44~45
PTA研修会

の開催
ー ー 社会教育課

梨本　委員 P.45
公民館利用
者活動支援

事業
ー ー 公民館

梨本　委員 P.47-48

図書館自主
事業（本

館・分館）
及び子ども
読書活動推

進事業

・図書館自主事業（本館・分館）：事業概要
　・「～事業実施します。」
　・「アンケートによる参加者のニーズ把握します。」
・子ども読書活動推進事業：事業概要
　・「～わらべうた等講習会）開催します。」
　・「～学校教職員研修受入れます。」

・図書館自主事業（本館・分館）：事業概要
　・「～事業を実施します。」
　・「アンケートにより参加者ニーズを把握します。」
・子ども読書活動推進事業：事業概要
　・「～わらべうた等講習会）を開催します。」
　・「～学校教職員研修を受け入れます。」

図書館

工藤　委員 P.44~45
政策２の施

策指標
ー ー 教育政策課

「図書館自主事業」、「子ども読書活動推進事業」の
「事業概要」の助詞の記載が気になりました。例えば
「まなびの市民講師を中心とした事業実施します。」
は、「・・・事業を実施します」ではないでしょう
か。

（施策指標③図書館～をのぞく）事業数だけでなく、
参加人数も表に組み込めばより結果がわかりやすい評
価となる。

　いただいたご意見を参考に次のとおり修正します。
・図書館自主事業（本館・分館）：事業概要
　・「～事業を実施します。」
　・「アンケートにより参加者ニーズを把握します。」
・子ども読書活動推進事業：事業概要
　・「～わらべうた等講習会）を開催します。」
　・「～学校教職員研修を受け入れます。」

　この点検・評価シートに記載されている施策指標・目標値等については、教育基本
計画（改訂版）に定められており、経年の変化を評価するものとなっております。い
ただいた今回のご意見については、次期教育基本計画における点検・評価を実施する
際の検討事項とさせていただきます。

　いただいたご意見を参考に、「（事業の参加者数）」を加筆します。

　いただいたご意見のとおり、ＰＴＡ本部役員研修が新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から中止としたものです。
（参考）
①ＰＴＡ広報研修
②「茅ヶ崎市ＰＴＡ連絡協議会」研修会
③ＰＴＡ本部役員研修⇒中止

　ご指摘のありました評価の整合性につきまして、新型コロナウイルスの影響による
講座の中止や施設の閉館等がありますが、目標値の達成状況や成果が表れているかを
判断基準とし、各事業において評価を実施したものです。
　「公民館利用者活動支援事業」につきましては、評価基準である指標の８０％を達
成し、貸館業務や施設環境の整備等を適切に実施し、地域団体やサークル等の円滑な
運営に資することができたため「S」評価としています。また、公民館が実施してい
る「子ども事業（公民館）」や「家庭教育支援関連事業（公民館）」の講座につきま
しても、施設の閉館がありましたが、目標値を達成していることから「S」評価とし
ています
　「社会教育講座の実施」につきましては、新型コロナウイルスの影響による講座の
中止により目標値に達成しておりませんが、課題解決となる学習機会の提供について
は成果がでていることから、「Ａ」評価としたものです。
　なお、新たに活動を開始する団体・サークルについては、会員の高齢化による活動
の停滞や休止が課題となっているなか、令和元年度における新規登録団体・サークル
数は２９団体（５館合計）となっています。

意見 担当課からの回答

【事業実績】の最後にある、事業数の後の人数です
が、何に人数か不明瞭です。参加人数なのか、事業に
携わった人数なのか、総数なのか、せっかくの資料数
なので記載があったほうがよいと思います。

「PTA研修会の実施」は、目標値の「年２回」は一昨
年度と同様の「PTA広報研修」と「PTA本部役員研
修」が予定されていたが、昨年度は「茅ヶ崎市PTA連
絡協議会」が加わった、コロナウィルスの影響が無け
れば実績値は年３回が見込まれた、という理解でよろ
しいでしょうか。

「公民館利用者活動支援事業」の指標の実績値が目標
値の８割強になっていますが、「Ｓ」評価です。「取
り組みの成果」で記載されたとおり、コロナ禍による
公民館休館の影響があると拝察されますが、例えば
「社会教育講座の実施」（33頁）の「Ａ」評価との整
合性が取れているかが気になっております。また同事
業で、新しい団体の登録や利用はあったのか、うかが
いたいと思いました。



委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

飯田　委員 P.55

インター
ネット有害
情報監視事

業

【取り組みの成果】
　 悩んでいる様子が見受けられたり、個人やクラスが特
定できる書き込みやSNS利用時に注意すべき事案等につい
て、関係機関へ情報提供しました。本人への指導や保護者
との相談により課題解決の糸口となったり、SNS利用時の
注意点を全校へ周知する等により、生徒への啓発につな
がっています。

【課題・今後の取り組み】
　FacebookやLINEなどの検索不可能なツールや、匿名の
やりとりが可能なツール（Peing-質問箱）等、利用する
SNSツールの多様化等により、書き込みの監視がしにくく
なっています。
　学校等との連携を密にすることで、早期対応に努めま
す。

【取り組みの成果】
　 悩んでいる様子が見受けられたり、個人やクラスが
特定できる書き込みやSNS利用時に注意すべき事案等
について、関係機関へ情報提供しました。本人への指導
や保護者との相談により課題解決の糸口となったり、
SNS利用時の注意点を全校集会や学校だより等をとお
して周知する等により、児童・生徒等への啓発につなげ
ています。

【課題・今後の取り組み】
　FacebookやLINEなどの検索不可能なツールや、匿名
のやりとりが可能なツール（Peing-質問箱）等、利用
するSNSツールの多様化等により、書き込みの監視が
しにくくなっています。
　学校等との連携を密にすることで、早期対応に努める
とともに、学校で実施している情報モラル教育につい
て、学校の実情に応じた内容で実施してまいります。

青少年課

梨本　委員 P.55

インター
ネット有害
情報監視事

業

ー ー 青少年課

笠原　委員 P.56
小学校ふれ
あいプラザ

事業
ー ー 青少年課

梨本　委員 P.56
小学校ふれ
あいプラザ

事業
ー ー 青少年課

笠原　委員 P.57
子ども育成

事業
ー ー 青少年課

　いただいたご意見を参考に次のとおり修正しました。
【取り組みの成果】
～、SNS利用時の注意点を全校集会や学校だより等をとおして周知する等により、児
童・生徒等への啓発につなげています。
【課題・今後の取り組み】
～。学校等との連携を密にすることで、早期対応に努めるとともに、各学校で実施し
ている情報モラル教育について、学校の実情に応じた内容で実施できるよう支援して
まいります。

（取り組みの成果）の「SNS利用時の注意点を全校へ
周知する等により、生徒への啓発につながっていま
す。」の表現、具体的に何をしたのか表現が乏しいと
感じられる。実際は「注意点の紙を全生徒・児童に配
布」や「学校において生徒・児童及び希望保護者への
啓発講座」等実施されたことと思うのだが、具体的記
載が望ましいと考える。
又、（課題・今後の取り組み）の「学校等との連携を
密にすることで、早期対応に努めます。」も時代に即
して、もっと具体的に表現することが良いのではない
かと感じた。例えば、「学校等の連携により、情報提
供や課題解決への早期対応、今後も増加することが考
えられるインターネットによる阪大から子どもたちを
守る啓発講座の実施に努めます。」等。

「インターネット有害情報監視事業」について質問が
ございます。「事業実績」内で具体的な件数が挙げら
れていますが、「サイト管理者への削除依頼」は何件
あったのでしょうか。

小学校ふれあいプラザ事業
評価はＳ評価となっているが、「課題」の部分には目
標値が達成できていないことからという表記があり齟
齬が見られる

意見 担当課からの回答

「小学校ふれあいプラザ事業」の実績値が、目標値の
８割強となっていますが、コロナウィルスの影響と考
えてよろしいでしょうか。

子ども育成事業
評価：Ｃ　子ども会の現状を踏まえた時、そもそも目
標値として掲げている25単子170人という数値が妥当
なのか

　ご意見いただきました「サイト管理者への削除依頼」につきましては、平成30年度
及び令和元年度において実績はありませんが、引き続き、有害情報の監視に取り組み
ます。

　点検・評価における評価基準として、指標の概ね80％を達成し、成果があがった場
合を「S評価」としており、ご指摘をいただきました小学校ふれあいプラザ事業につ
きましては、目標値には届いていないものの、目標値の83％を達成しており、一定の
成果があったことからS評価としたものです。

　ご意見をいただきました小学校ふれあいプラザの参加者数の減少につきましては、
前年に比べ２月の利用者が減少しているため、新型コロナウイルスの影響があったと
考えております。
　なお、新型コロナウイルス感染症まん延防止のため事業を中止とした３月につきま
しては、例年卒業式等により開催場所の確保が困難であるため、開催日数は少なく
なっております。

　子ども会育成事業につきましては、市子ども会連絡協議会に加入する子ども会や子
ども会に入会する子どもの数が減少する中、平成２８年度実績値である２７単子１６
５人を基準値として、２５単子１７０人の維持を目標に、子ども会交流事業などに取
り組んでおります。
　なお、この点検・評価シートに記載されている施策指標・目標値等につきまして
は、令和２年度までを計画期間とする教育基本計画第4次実施計画において定めたも
のです。いただいたご意見については、次期教育基本計画における点検・評価を実施
する際の検討事項とさせていただきます。



委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

梨本　委員 P.59

（仮称）
茅ヶ崎公園
体験学習施
設整備事業

【事業実績】4段落目
－

【取り組みの成果】2段落目
－

【課題・今後の取り組み】
今後も近隣地域の方々にご理解をいただく中で本センター
の安全な運営管理に努めていきたいと考えています。

【事業実績】
　施設利用としては、主催事業・利用登録団体・開放事
業を合わせて約85,000名の利用があったほか、自主
的・自発的に学び、活動する青少年の育成とともに、高
齢者・障害者の健康・いきがいづくりに寄与する事業と
して４４事業を実施しました。

【取り組みの成果】
　施設運営については、体験学習施設という新しい形態
ということもあり、管理面や事業展開などにおいて、地
域の方々の連携・協力の基、取り組むことができまし
た。

【課題・今後の取り組み】
　今後も近隣地域の方々にご理解をいただく中で本セン
ターの安全な運営管理に努め、引き続き、幅広い世代に
参加いただける事業実施に取り組みます。

青少年課

笠原　委員 P.60
子ども大会

の実施

【事業実績】
　19小学校区の青少年育成推進協議会（以下「推進協」と
いう。）が企画・運営しています。
　年齢の異なる子どもたちが集い、様々な遊びや体験を通
して交流を深めるとともに、地域の方々の協力により事業
が実施され、地域で子どもたちを育成する機会となりまし
た。おまつりや歳時にあわせたイベント、手作り体験等、
各推進協が工夫をこらした事業を年に１～２回実施してい
ます。

【事業実績】2段落目
　年齢の異なる子どもたちが集い、様々な遊びや体験を
通して交流を深めるとともに、地域の方々の協力により
事業が実施され、地域で子どもたちを育成する機会とな
りました。各推進協において、昭和から平成、令和の遊
びをテーマにしたおまつりや、地域におけるクリスマス
会でのレクリエーション、凧作り・お正月遊び体験、エ
コバッグやうちわの手作り教室など工夫をこらした事業
を年に１～２回実施しています。

青少年課

笠原　委員 P.61
子どもの家
の管理業務

委託

【評価】
Ｓ

【評価】
Ａ

青少年課

梨本　委員 P.62
業名

冒険遊び場
事業

ー ー 青少年課

笠原　委員 P.70

施策指標①
市民と協働
で実施した
地域の歴史
（考古・民
俗）、自

然、文化等
地域資源調

査回数

ー ー 社会教育課

　本指標につきましては、令和２年度に閉館を予定している文化資料館での調査活動
回数を記載しております。現在、整備を進めている（仮称）歴史文化交流館の整備状
況を踏まえ、いただいたご意見につきましては、次期教育基本計画における点検・評
価を実施する際の検討事項とさせていただきます。

郷土に学び未来を拓く社会教育の充実
政策指標①として取り上げられている調査回数が1回
という状況が連続しているし、ここ数年の回数を見て
も、この指標以外に指標として適切なものがないのか

　子どもの家の管理業務委託については、平日の午前中における利用者の増加に向
け、未就学児向け事業の充実等に取り組んでいますが、新型コロナウイルス感染症ま
ん延防止対策として３月から閉館したことにより、来館者数が昨年度に比べ減少して
います。
　事業評価につきましては、ご指摘のとおり、目標値の８０％を達成していないこと
からA評価に修正します。

　「冒険遊び場事業」の実施回数につきましては、茅ヶ崎公園体験学習センターの開
館に伴い、隣接の茅ヶ崎公園での開催を再開したことにより、実績値が増えたもので
す。

「（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業」につい
てですが、「事業実績」、「取り組みの成果」は、
ハード面の観点に止まっています。「事業実施の意
図」などをふまえ、市民の利用状況や青少年の活動に
関する記載が必要ではないでしょうか。

子ども大会
事業実績：3行目「様々な遊びや体験」とだけ記載。
具体的な例示を入れることで活動の中身が見えてくる
し、最後の段落にある「工夫をこらし」という文章に
たいし説得力となる。

　いただいたご意見を参考に次のとおり追記・修正しました。
【事業実績】
　～不良評価はありませんでした。
　施設利用としては、主催事業・利用登録団体・開放事業を合わせて約85,000名の利
用があったほか、自主的・自発的に学び・活動する青少年の育成とともに、高齢者・
障害者の健康・いきがいづくりに寄与する事業として４４事業を実施しました。
【取り組みの成果】
　～得ることができました。
　施設運営については、体験学習施設という新しい形態ということもあり、管理面や
事業展開などにおいて、地域の方々の連携・協力の基、取り組むことできました。
【課題・今後の取り組み】
～運営・管理に努め、引き続き、幅広い世代に参加いただける事業実施に取り組みま
す。

　いただいたご意見を参考に次のとおり修正しました。

【事業実績】
　～が企画・運営しています。
　年齢の異なる子どもたちが集い、様々な遊びや体験を通して交流を深めるととも
に、地域の方々の協力により事業が実施され、地域で子どもたちを育成する機会とな
りました。各推進協において、昭和から平成、令和の遊びをテーマにしたおまつり
や、地域におけるクリスマス会でのレクリエーション、凧作り・お正月遊び体験、エ
コバッグやうちわの手作り教室など工夫をこらした事業を年に１～２回実施していま
す。

意見 担当課からの回答

子どもの家の管理業務委託
利用者数が前年度を下回り、目標値も下回っているに
もかかわらず評価が「Ｓ」とは？

「冒険遊び場事業」は、目標値12回に対し実績値が
32回で、一昨年度の実績値に対し急増しています。有
益な取り組みや特別な事情があったのでしょうか。



〇政策３に関する意見と対応方針

委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

笠原　委員 P.73 総括

梨本　委員 P.73 総括

笠原　委員 P.75
地域教育講
演会・懇談

会事務
ー ー 教育政策課

工藤　委員 P.75
地域教育講
演会・懇談

会事務
ー ー 教育政策課

工藤　委員 P.79

「子どもの
教育」講

座・講演事
業

教育政策課

工藤　委員 P.79

「子どもの
教育」講

座・講演事
業

教育政策課

ー ー

総括の記載が、実績値の微減、減少を取り上げ、その
ことについての事務局の捉えが中心になっている印象
がある。具体的に取り組んだ内容を示し、それでも
尚、減少という状況になっていることについて原因と
結果の関係で明確に示すことが必要か。 　政策３については、働き方改革の推進等による業務の見直しの結果、実績値が減少

しているものであり、いただいたご意見を参考に次のように修正するとともに、文言
の整理をいたしました。

　「政策３では、各施策指標において参加者数や開催回数を設定しており、実績値だ
けで見ると働き方改革の推進等により減少傾向にあるように見受けられますが、実際
に参加した方のアンケート等の結果では、満足している割合が多いことから、事業内
容を工夫して教育行政の効率的・効果的運営の着実な実施が図られ、成果があがって
いると考えます。」

教育政策課

総括（63頁）の最後の段落の２行目以降の表記につい
て申し上げます。
「減少傾向に見られます。」は、「減少傾向にあるよ
うに見受けられます。」などの表現がよいように思わ
れました。

施策８は、縦割りになりがちである教育に係る行政運営を
改善することを目標としています。施策指標の実績値には
前年度に比べて微減傾向にありますが、新型コロナウイル
ス感染防止対策や事務改善の影響であると考えます。
　「地域教育講演会・懇談会事務」については、次期教育
大綱および次期教育基本計画についての説明会および懇談
会を開催し、参加者同士や事務局と様々な意見交換ができ
たが、より効果を上げるためにも周知方法等に検討が必要
であると考えます。

施策９は、教育課題を明らかにする調査・研究の推進を目
標としています。過年度からの実績値だけの推移を見比べ
ると減少傾向が窺えます。前年度の知見でもいただいてい
るように、事業継続に向けて講演内容や会場や日程の市民
ニーズの把握を引き続き検討し、調査・研究の成果を還元
できるよう図っていくことが必要だと考えます。

政策３では、すべての事業が指標をおおむね達成し、成果
があがっている評価であるが、各施策指標が参加者数や開
催回数であり、数値だけで見ると減少傾向に見られます。
しかし、実際に参加した方のアンケート等の結果では、満
足している割合が多いことから、教育行政の効率的・効果
的運営の着実な実施が図られていると考えます。

施策８は、縦割りになりがちである教育に係る行政運営
を改善することを目標としています。施策指標の実績値
には前年度に比べて減少傾向にありますが、新型コロナ
ウイルス感染防止対策や事務改善の影響であると考えま
す。
　「地域教育講演会・懇談会事務」については、次期教
育大綱および次期教育基本計画に関する説明会および懇
談会を開催し、参加者同士や事務局と様々な意見交換が
できたが、より効果を上げるためにも周知方法等に検討
が必要であると考えます。

施策９は、教育課題を明らかにする調査・研究の推進を
目標としています。過年度からの実績値の推移を見ると
減少傾向にあります。前年度の知見でもいただいている
ように、事業継続に向けて、引き続き講演内容や日程な
ど市民ニーズの把握を行い、調査・研究の成果を学校教
育や社会教育へ還元していくことが重要と考えます。

政策３では、各施策指標において参加者数や開催回数を
設定しており、実績値だけで見ると働き方改革の推進等
により減少傾向にあるように見受けられますが、実際に
参加した方のアンケート等の結果では、満足している割
合が多いことから、事業内容を工夫して教育行政の効率
的・効果的運営の着実な実施が図られ、成果があがって
いると考えます。

　この点検・評価シートに記載されている施策指標・目標値等については、教育基本
計画（改訂版）に定めているもので、経年変化を評価するものとなっております。今
回いただいたご意見については、次期教育基本計画における点検・評価を実施する際
の検討事項とさせていただきます。

指標の結果を表すためには分母が必要だと思います。
難しい場合は研修の回数もないし、同人物の参加数は
差し引き、指標に対する数値である必要があると思い
ます。指標がなく、ただの推移表なら良いと思います
が、指標に対して評価シートとする表なら必要と思わ
れます。

「子どもの教育」～の表も、指標に対する評価とする
なら、開催回数が必要だと思います。

担当課からの回答

　ご意見いただきました「地域教育懇談会」については、大規模イベントで実施して
いた教育委員会の事務事業照会パネル展での、市民アンケートを事務事業の見直しの
視点により令和元年度は実施しなかったことが、参加者数の大幅な減少につながって
いると捉えています。
　しかしながら、「地域教育講演会・懇談会事務」については、指標が開催回数とし
た目標値の８割を達成していることに加え、懇談会等の参加者アンケート結果による
と、満足した方が9割以上いたことから、成果があがったものとしてS評価としたもの
です。

　この点検・評価シートに記載されている施策指標・目標値等については、教育基本
計画（改訂版）に定めているもので、経年変化を評価するものとなっております。今
回いただいたご意見については、次期教育基本計画がはじまった際の点検・評価にて
検討をさせていただきます。

地域教育懇談会の評価はｓ、ｐ６６の参加者数の大幅
減少、この整合性に無理は？

地域教育懇談会の参加者数について、P.63の総括最後
の政策３についての意見にある、アンケート結果の満
足度も、表に組み込んだ方が評価シートとしては良い
のではないか。催し等についての結果や評価は、一種
類の数値だけでははかれない質の事柄である。

意見



〇その他

委員名 ﾍﾟｰｼﾞ 修正前 修正後 担当課

梨本　委員 - 教育政策課

工藤　委員 - 教育政策課

工藤　委員 - 教育政策課

工藤　委員 - 教育政策課

担当課からの回答

　いただいたご意見を参考に、令和元年度教育委員会の点検・評価（平成30年度事業
対象）のP.9やP.16等の施策に対しての施策の方向の説明文を追記・修正するととも
に、レイアウトについても修正しました。

《例として政策１の施策１で説明》
・政策１の説明のあとに、施策１の施策目標および施策の方向の説明文を追加
・「点検・評価用施策評価シート」については、教育基本計画の「政策実現の方向
性」および「三つの政策」の達成状況の経年変化を表すものであるため、項目名を
「点検・評価用施策評価シート（関連指標の推移）」に修正しました。

意見

「点検・評価」全体の構成について申し上げます。施策１-９の記
述が始まる頁が分かりづらいように思います。施策１であれば、13
頁の冒頭にある「施策１」「目標」「施策の方向」が書かれた部分
を、９頁に示されると、分かりやすくなるかと思われました。レイ
アウトが困難であれば、13、14頁を現在の９頁の前に移動させる、
あるいは各施策の前に中扉となる頁を挿入しても良いかと思われま
す。

「政策」や「施策」が多くて、資料がわかりにくいです。
平成30年度のP.9やP.16といった政策についての頁の後に、施策につ
いての頁があった方がわかりやすいです。

また、細かい所ですが、「政策」「施策」の差をさらに際立たせる
のならば、P.8「教育委員会事務局による「政策１」の総括」の枠
が、「施策１学び続ける意欲と確かな学力を育てる学校教育の推
進」（令和元年度P.9）の枠寄りなので、政策寄りの枠を使用した方
が見やすいと思われます。
令和２年度は（令和元年p.9）の「施策」の頁がなくなりました
が、今度はＰ．９の事業名とかの枠にひっぱられる感じがするの
で、枠等の方が見やすいです。

体系というか、くくりがわかりにくいです。
P.8で「政策」についての頁があり、次頁から事業の詳細頁が始ま
り、P.13で政策～施策の方向の枠が続いて評価シートが入り、次の
頁から施策が２へ変わる。事業詳細頁の上部に政策番号と施策番号
はありますが、やはりわかりずらいと思われます。
むしろ、政策の頁の次にP.13にある「政策１」～「施策の方向」ま
での４頁目を入れて、それ以降の頁にはP.14にあるような「政策
１」「施策」の２つを施策２となるP.15までの全頁に、ヘッダーの
ようにして入れる方がわやりやすいかと思います。

【点検・評価用施策評価シート】という項目ですが、事業について
の詳細の後にまとめて表記すると、繋がりがわかりづらいかと思い
ます。
例えば、P.48のプラザ事業の後にP.55のプラザのパートナー数の評
価シートの表を入れるといった様に、関係する事業の後に評価シー
トを入れる方がわかりやすいです。
施策指標ごとに並べていると思いますが、指標No.は記載されてい
るし、各項のフォーマットも決まっているので、事業別、評価別よ
りわかりやすいです。
　もしくは、「政策」説明頁のあとにP.13のような「施策」～「施
策の方向」までの項目枠を入れて『施策指標別評価シート（仮）』
等の項名を入れて評価シートを表記後、事業詳細頁でもよいかと思
います。
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