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はじめに 

「地方公共団体における教育行政は、教育基本法の趣旨にのっとり、教育の機会均等、教育水

準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相

互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。」これは、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１条の２に定められた基本理念です。一般的に「教育」とは、家庭教育、学校教

育、社会教育の３領域と解されており、大津町教育基本構想もまた、その３領域から成り立って

います。 

 教育基本法第１条には、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者

として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」と

「教育」の目的が示されています。大津町教育委員会では、教育基本法第１条の目的達成のため

に、社会情勢、国民的な課題、大津町の喫緊の教育的課題等を思料しながら、大津町教育基本構

想を定め、平成２８年度においては、主要な施策として８９の事業を実施しました。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により実施した今回の点検・評価で

すが、評価の低かった施策については改善を、的確であると評価された施策にあっても、更なる

工夫を図りながら、今後ともＰＤＣＡの評価サイクル構築に努め、社会が求める「質の高い教育」

の実現に向けて取り組んでいきたいと考えています。 

 熊本県教育委員会では、平成２８年熊本地震により被災した児童生徒の心と学力への影響を最

小化するための支援の充実を図るとともに、次代につながる創造的復興に向けた取組を促進する

としています。大津町教育委員会においても、引き続き児童生徒の心のケアに努め、防災教育の

推進等に取り組んでいきたいと考えています。学校・家庭・地域が連携して子どもたちの「生き

る力」を育み、子どもたちが熊本地震を乗り越え、自分の夢の実現に向かって挑戦し続けること

を願い、町民の皆様のお力添えをいただければ幸いです。 

 結びとなりますが、本年度の点検・評価をいただきました大津町教育委員会外部評価委員会委

員の皆様のご協力と的確な評価に対し、厚くお礼を申し上げ、平成２９年度点検・評価にあたっ

てのごあいさつとさせていただきます。 

平成２９年１２月１日 

大津町教育委員会 

委員長        首藤 誠治 

                 委員長職務代理者   中尾 精一 

                 委員         本田 みちよ 

                 委員         斎藤 陽子 

                 教育長        齊藤 公拓 
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大津町振興総合計画について 

① 大津町の概況 

 大津町は、熊本市の東方約１９キロメートル、阿蘇との中間に位置し、東西１３キロメートル、

南北１１キロメートル、周囲５４キロメートルのほぼ長方形をなし、９９．０９平方メートルの

面積を有している。 

 また、町の全域が阿蘇山の一部で、阿蘇を源として東西に貫流する白川流域平野を中心に山地

も台地も南北に分かれている。 

 地理的条件に恵まれている本町は、古代から人が住み着き、江戸時代は参勤交代の一番目の宿

場町として、近郷の政治･経済・文化の中心として発展してきた。 

 昭和３１年に近隣６ヶ町村が合併し現在の大津町が誕生した。その後は高度経済成長期に急激

な労働力の流失があり、合併当時の 24,000 人近い人口から 18,000 人になるなど一時過疎化

にみまわれた。 

 しかし、もともと交通の条件等に恵まれている本町は、昭和４５年から積極的に企業誘致を進

め、昭和５１年に本田技研工業㈱熊本製作所が操業を開始してから人口も増加に転じ、さらに平

成２年に熊本中核工業団地が分譲を開始するなど、現在では県下トップレベルの工業集積を図る

ことができた。 

 その結果現在では、全国的な少子化の中、総人口はもちろん子どもたちの数も増え続けている

活気ある町として発展し続けている。 

② 人口予測 

 第５次大津町基本構想では、平成１２年と平成１７年の国勢調査の数値をもとに、平成２８年

度の将来目標人口を31,000人と推計していたが、子育て支援策の充実や民間による住宅分譲の

急増もあり、平成２３年８月には３２，０００人をすでに達成した。 

 そこで町は見直しを行い、平成２３年度からの５年間においては、全国的な課題となっている

少子高齢化の影響は本町でも予想されるものの、豊かな自然環境とＪＲ肥後大津駅や阿蘇くまも

と空港を中心とした交通条件に恵まれ、さらに住民ニーズを反映した行政サービスを展開してい

くことにより、今後も微増傾向で推移するものと予測され、平成２８年度の人口を32,700人と

推計した。 

（将来推計人口） 
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3４,２０１人となっている。 
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③ めざすべき町の姿 

大津町は、古くは宿場町として栄え、近年では企業を誘致し産業を興し豊かで活力ある町とし

て発展しています。これからも企業はもちろんすべての人々や地域が元気あふれる町をめざしま

す。 

人とひととの関係や道路などの施設、情報の提供そして町を訪れる人へのもてなしなどすべて

が人にやさしい町をみんなでめざします。 

豊かな水資源や山林は、私たちの生活と産業を支えています。かけがえのない郷土（ふるさと）

の自然や生態系をまもり、共に生活できる自然にやさしい町をめざします。 

私たちは、さまざまな人とのふれあいの中で生活をしています。相手の心を思いやることので

きる、心と心が響きあうそんな心かよいあう町をめざします。 

みんなでつくろう 元気 大津人と自然にやさしい 心かよいあうまち 

④ 基本目標（基本理念やめざすべき町の姿からまちづくりの基本目標を定めます。） 

１）環境との共生（ともに生活をすること）を町民一人ひとりの取り組みから始めることによ

り、「人と自然が共に生きるまち」 

２）地域社会と企業の共生をまちづくりの土台として、「人も企業も共に元気のでる町」 

３）地域のことは地域で考え、話し合い、実行できるような「人と地域が共に支えあう町」

を基本目標としてまちづくりを推進します。 

⑤施策の大綱（やるべき対策の根本的な事がら） 

1） 地域社会とともに進める安心と安らぎのまちづくり "福祉・保健・医療の充実" 

町民の皆さんが、いつまでも健康で安心して暮らしていくために、保健や医療の充実

に努め、地域社会と協働（協力して働くこと）して、町民福祉の充実を推進します。 

2） 力強く自立した農工商併進のまちづくり "産業の振興" 

町民の皆さんの生活と町財政の基盤である産業活動の振興は、力強く自立したまちづ

くりのためには欠かせません。そのため、農業、工業、商業がそれぞれつりあいの取れ

た発展をする「農工商併進の活力あるまちづくり」を推進します。 

3） 未来を拓くふるさとづくり "教育・文化の振興" 

明日の大津を担う子どもたちが、ふるさとに誇りを持ち、豊かな創造力や感性に優れ

るとともに、地域に根ざした文化を受け継ぐ人間として育つよう、地域社会とともに、

教育や文化の振興を推進します。 

基本計画（教育委員会関係抜粋） 

(4)児童福祉と次世代育成支援の充実 

 子育てすることが楽しく子育てに気配りがされた地域社会を作るため様々な子育

てを支援するサービスを充実します。また、子育てに不安や負担を感じる親を、見守

り支援する輪を、地域全体に広げていきます。 

5年間で取り組む目標 

  きめ細かな子育て支援サービスを提供するためのネットワークを構築します。 

  子育てに関する不安や負担を感じる人の割合を30％（現在48.5％）にします。
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基本計画（教育委員会関係抜粋） 
(1)就学前教育の振興 
本町でも、少子化が進んでいます。幼稚園及び保育所は準義務教育的状況になり
つつあります。 
基本的な生活習慣の育成に力を入れ、生きる力の基礎を育成します。また、子ど
もたちが心身ともに健康で人間性豊かに育つことを願い、幼稚園、保育所、学校と
の緊密な連携のもと、子育て支援を強化します。 

5年間で取り組む目標 
幼稚園、保育所、学校との連絡会を年3回、研修会を年2回開催します。 

(2)学校教育の振興 
前期・後期制度の導入や各学校での特色ある学校づくりに向けて取組んでいま
す。しかし、基本的生活習慣の確立や基礎学力の習熟等については、十分に達成さ
れているとはいえません。児童・生徒一人ひとりに応じた指導方法の工夫改善に取
り組み、学校長を中心とした指導体制を確立します。信頼と活気に満ちた学校づく
りを目指します。 

5年間で取り組む目標 
町内全校区の通学区域の見直しを実施します。 
ALT等（外国語指導助手）を配置し、英会話学習を充実します。 

(3)生涯学習の振興 
個性的でいろいろな生き方が尊重され、人生の各時期における学習要求を踏まえ
た多様な学習機会が提供され、「いつでも、どこでも、だれでも、なんでも」自由に
学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が社会に生かされる生涯学習社会の
実現を目指します。 

5年間で取り組む目標 
  人材バンクを整備し、活用します。登録者数を100人にします。 
  各種講座の参加者数を1,100人(現在 876人)にします。 

(4)文化の振興 
本町には豊かな自然・風土の中で培われた地域文化が数多く残されています。文
化活動や文化団体を支援し、伝統文化を守りながら文化を活かしたまちづくりを推
進していきます。また、「宿場町大津」として貴重な文化財も数多く残されていま
す。地域に残る文化遺産の保護とそれらを活用した地域づくりを進めます。 

5年間で取り組む目標 
国指定文化財江藤家住宅の見学者数を1,500人（現在693人）にします。 
文化ホールの利用者を28,000人（現在22,328人）にします。 

(5)スポーツ・レクリエーションの振興 
健康及び体力を保持・増進し、生涯にわたり健康で豊かな生活を送るため、スポ
ーツを気軽に親しむ環境を整備し、生活の一部として取り組む「生活スポーツ」（健
康と楽しみのスポーツ）を推進します。スポーツを観戦することで町民に夢と感動
を与える「見るスポーツ」（夢と感動スポーツ）の振興を図ります。 

5年間で取り組む目標 
健康づくり教室などを開催し、高齢者のスポーツ参加者数を5%増加させます 
九州大会規模以上の大会やキャンプ等を年間5回（平均3回）誘致します。 
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4） 魅力的で快適な生活環境づくり "生活環境基盤の整備" 

まちが継続的に発展していくためには、道路をはじめ上下水道や公共施設などの生活

環境基盤の整備が必要です。厳しい財政事情のなかで、基盤整備をする時は、事業の優

先度、必要性を地域とともに検討しながら推進します。 

5） 改革と分権の時代の新たな行財政運営 "行財政運営" 

地方自治は、大きな変革期にあり、まちづくりを進める段階で、行財政改革は欠かせ

ません。そのため、すべての事業を見直し、適正な財政規模での計画性のある行財政運

営を推進します。 
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平成２８年度大津町教育基本構想について 

 町教育基本構想は、「夢を持ち、夢を育み、夢を叶える教育実践～生きる力を身につけ、よき社

会の形成者として未来を拓く子どもの育成～」を基本理念に、教育目標を「人権尊重の精神を基

調とし、子どもたちが心身ともに健康で、豊かな知性と感性に富み、行動力と社会性を身につけ、

よりよい社会の創造を目指す人間性豊かな大津町民として成長することを願い、幼保小中高及び

家庭･地域との連携のもとに生涯学習社会の実現をめざした教育を推進する」と定めている。 

 この基本構想は、「育ちの連続・接続」を踏まえた学校教育を主軸に、家庭教育と地域社会教育

の３領域が互いに連携し合い、「地域とともにある学校づくり」を推進し、子どもたちの確かな成

長を図ると同時に、大津町全体の教育力の向上を目指すものである。 

 「学校教育」では、学校・園を中心として家庭や地域と連携・協力しながら、子どもたちそれぞ

れの個性を伸ばし、「豊かな人間性」「確かな学力」「健康・体力」などの社会人としての基礎的な

資質や能力を育み、夢を育てることを基本的目標に、子どもたちを主役とした愛情と信頼と活気

に満ちた学校・園づくりを推進するために、「１）豊かな心の育成」「２）確かな学力の育成」など

７項目の重点努力事項を定めて取り組んだ。 

【学校教育の重点努力事項】※青文字は共通実践事項

項  目 平成２８年度事務事業等 重点努力事項 

１）豊かな心の育成

教育相談事業、小中学校運営事業、学

校図書システム運営事業、学校教育推

進事業補助金、水俣に学ぶ肥後っ子教

室補助金

◆体験活動との関連や教材開発、ゲス

トティーチャー活用等による道徳の時

間の充実◆いろいろな人とコミュニケ

ーションを図り、交流や体験を通した

豊かな人間関係づくり◆読書に親しむ

環境づくり 

２）確かな学力の育

成 

学習･特別支援指導員・学校生活支援補

助員雇用事業、奨学資金貸付、研究開

発学校事業、小中学校教育振興費（教

材備品）、小中学校理科教育振興費、小

中学校要保護・準要保護児童生徒援助

費、学校教育推進事業補助金、学校教

育人材育成事業補助金、研究指定校補

助金、特色ある学校づくり補助金

◆学習意欲の喚起（自信と意欲につな

がる成功体験の積み重ね、ＩＣＴの積

極的な活用）◆熊本型授業への工夫・

改善（校内授業モデルの確立）（めあて

とまとめの明示、評価の工夫）◆基礎・

基本的な知識技能の習得（１単位時間

における習得・定着のチェックと活用

問題の工夫）◆言語活動を通した思考

力・判断力・表現力・コミュニケーシ

ョン力の育成（ＮＩＥの推進） 

３）就学前教育の充

  実 

教育相談事業、保育給付費、保育園管

理運営事業、幼稚園管理費、幼稚園就

園奨励費

◆幼保小中学校との連携推進（「そろえ

る・続ける」の推進、育ちのステップ

の活用）

４）体育･健康教育・

食育の推進 

給食センター管理運営事業、学校教育

推進事業補助金、中体連及び九州大会

出場補助金

◆体育学習における運動量の確保（体

力向上対策）◆交通安全、防犯・防災

教育の徹底◆適正な運動部活動の推進

（大津町部活動の指針） 
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５）特別支援教育の

充実 
小中学校特別支援教育就学奨励費

◆「個別の教育支援計画」、「個別の指

導計画」に基づく指導の充実及び適正

な教育課程の編成

６）特色ある取り組

み 

学校教育推進事業補助金、学校教育人

材育成事業補助金

◆キャリア教育の推進（職場体験、職

業講話、立志式、１／２成人式、夢作

文）◆環境教育の推進（環境保全のた

めの実践的な態度の育成）◆伝統と文

化を尊重する地域学習の推進（副読本

「わたしたちの大津町」）◆教員の資質

向上のための研修の充実（春夏の一斉

研修）（経験５年以下研修、先輩に学ぶ

研修）◆教育の日の活性化◆学社融合

による人、もの、ことの活用推進◆県

立学校との連携 

７）学校改革の推進
小中学校施設管理事業、小中学校運営

事業（校務・教務支援システム） 

◆子どもと向き合う時間の確保（ノー

部活動デー、地域人材活用、校務・教

務事務の効率化）

※学校教育の根幹 

に据えた人権教 

育の充実 

学校教育推進事業補助金 

◆自尊感情を高め、思いやりの心を育

む教育の創造と、「三つの約束」の定着

◆教職員の様々な人権問題への基本的

認識を深め、実践的指導力を高める効

果的な研修の充実◆いじめ・不登校防

止対策（①未然防止②初期対応）（コミ

ュニケーションによる人間関係づく

り） 

 地域社会教育では、町民一人一人が生涯にわたり自ら進んで学習し、それぞれの夢の実現と豊

かな人生を送るために、その成果を活用することを基本的目標に、地域ボランティアの発掘に努

め、地域の子どもたちとの交流や支援によって生き甲斐づくりと地域活性化を推進するために、

「１）生涯学習推進体制の強化と活動内容の充実」「２）文化芸術の振興と文化財の保護」など８

項目の重点努力事項を定めて取り組んだ。 

【地域社会教育の重点努力事項】※青文字は共通実践事項

項  目 平成２８年度事務事業等 重点努力事項 

１）生涯学習推進体

制の強化と活

動内容の充実 

生涯学習推進事業、社会教育指導員設

置、町民交流施設維持管理運営、矢護

川コミュニティセンター・野外活動等

研修センター維持管理等、地域生涯学

習施設改修等整備補助金、 

◆家庭・学校・地域・行政連携の推進

強化◆生涯学習情報提供の充実◆社

会教育関係機関、団体との連携強化

◆人材の発掘、育成と活動の場の提供
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２）文化芸術の振興

と文化財の保

護 

文化財保存整備、埋蔵文化財試掘調

査・発掘調査、江藤家住宅活用事業、

文化施設運営事業（文化財学習センタ

ー・歴史文化伝承館等）、文化芸術振興

事業（文化遺産育成補助金、肥後大津

民芸造花保存会・不知火光右衛門顕彰

会・文化協会）、江藤家住宅管理・整備

事業補助、文化事業助成金 

◆伝統文化の継承と後継者の育成◆ 

文化事業や各種教室等の充実◆文化 

財の調査、保護、啓発活動の充実 

３）生涯スポーツ活

動の充実 

スポーツやイベントを通じた交流の

推進、スポーツ基盤の整備、競技スポ

ーツ「夢と感動のスポーツ」の推進、

生活スポーツ「健康と楽しみのスポー

ツ」の推進、スポーツレクリエーショ

ン施設の整備・充実、各種団体育成補

助金、校区スポーツ振興会補助金、総

合型地域スポーツクラブ育成補助金、

町体育協会補助金 

◆生活スポーツ「健康と楽しみのスポ

ーツ」の推進◆競技スポーツ「夢と感

動のスポーツ」の推進◆スポーツ基盤

の整備（団体育成・施設整備・指導者

育成） 

４）公民館活動の推

進 

公民館分館管理・施設整備費、公民館

運営・活動推進事業、生涯学習センタ

ー管理運営・施設改修費 

◆各種学級、講座の拡充◆公民館分館

及び地区公民館等の活動充実 

５）図書館活動の充

実 

図書館運営事業、図書館図書備品等購

入事業、ブックスタート事業 

◆家庭読書の推進◆子ども読書活動

の推進と学校図書館への支援◆図書

館利用の促進（利用者の求めに対応で

きる「レファレンスサービス」の充実

６）地域ボランティ

ア活用による

活動の推進 

学校教育推進事業補助金 

◆地域コーディネーターの配置と基

礎学力向上のための学習支援活動の

充実◆放課後子ども教室、コミュニテ

ィ・スクール（熊本版コミュニティ・

スクール）の推進 

７）関係機関・団体・

組織との連携

強化及び町施

設の利活用 

社会教育関係団体育成事業（大津町Ｐ

ＴＡ連絡協議会・大津町子ども会連絡

協議会・大津町青少年育成町民会議）、

◆「家庭・学校・地域・行政連携活動

推進部会」を核とした事業展開◆人・

自然・文化・歴史との出会いとふれあ

い体験（ふるさと大好き地域学習の推

進） 

８）学校からの地域

行事・活動への

参加の推進 

◆地域の人・もの・ことを知り、学校

と地域とが一体化した地域・社会貢献

※社会教育におけ 

る人権教育・啓 

発の充実 

◆効果的な手法による人権教育・啓発

（参加体験型学習プログラムの活用

など）◆人権問題に関する深い認識と

実践力を持った指導者の育成 
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家庭教育においては、保護者が、子どもの教育について第一義的な責任を有する家庭教育を基

盤とし、学校・園などとともに、子どもたちの基本的な生活習慣や態度、身の周りの人や出来事

などへの興味・関心、豊かな感性などを育み、夢の芽生えを促すことを基本的目標として、子ど

もの基本的生活習慣の形成や自立への芽生えを促すような家庭教育支援・子育て支援を関係機関

との連携により推進するため、「１）基本的生活習慣の形成･確立」など３項目の重点努力事項を

定めて取り組んだ。 

【家庭教育の重点努力事項】※青文字は共通実践事項

項  目 平成２８年度事務事業等 重点努力事項 

１）基本的生活習慣

の形成･確立 
生涯学習推進事業 

◆大津町「三つの約束」の定着◆「早

寝・早起き・朝ごはん」運動の推進◆

「ノーテレビ・ノーゲームデー」の推

進

２）青少年の健全育

成体制の整備

と、親力・家庭

力の向上 

社会教育関係団体育成事業（大津町Ｐ

ＴＡ連絡協議会・大津町子ども会連絡

協議会・大津町青少年育成町民会議）

◆青少年健全育成町民会議の体制充実

と活性化◆社会体験活動の実践◆関係

機関との連携協力及び支援体制の確立

◆携帯、スマホ等取扱ルールの遵守 

◆くまもと家庭教育１０ヶ条の推進 

◆「育ちのステップ」の活用◆保護者

研修の充実（町ＰＴＡ連絡協議会・各

園保護者会との連携・協力） 

３）深い愛情と信頼

で結ばれた家

庭づくりの推

進 

生涯学習推進事業、図書館運営事業、

ブックスタート事業、文化事業助成金

◆家族団らんの場の確保◆やる気を育

てる「あいうえお」の実践◆親子夢対

話の推進（夢作文）や家庭学習の支援

◆親子ふれあい教室の開催（親子の対

話推進 乗馬教室、お茶の入れ方、門

松づくり、星座観察等） 

※家庭教育から始 

まる人権教育の 

充実 

生涯学習推進事業 ◆人権を大切にする心の育成 
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３ 大津町教育委員会の状況について 

① 教育委員一覧（平成２９年３月３１日現在） 

② 教育委員会会議開催状況 

   会議回数１５回（会議公開規程に基づく傍聴人無し） 

  （議題の分類別内訳） 

（議事録公開に係るホームページアクセス件数）      ※アクセス件数はＨ29.8.31現在 

役職 氏名 任期 備考 

委員長 首藤 誠治 H27.9.25～H31.9.24 ２期目 

委員長職務代理者 河北 理恵 H28.9.25～H32.9.24 〃 

委員 農守 典子 H26.3.27～H30.3.26 １期目 

委員 中尾 精一 H28.10.1～H30.9.30 〃 

委員（教育長） 齊藤 公拓 H26.1.12～H30.1.11 〃 

議題分類 件数 議題分類 件数 

教育委員会規則等の制定・改廃 7 教育委員会人事に関すること 9 

議会一般質問・補正議案等の協議 10 教育財産に関すること 0 

委員等の任免及び委嘱等 8 その他（外部評価関係を含む） 10 

学校教育に関すること 8   

準要保護児童生徒の認定 8 合計 6０議案

会議開催日 ページタイトル 会議録公開日 
アクセス

件数 

平成2８年４月２８日 平成 2８年第6回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年５月３１日 1５３ 

平成 2８年５月１９日 平成 2８年第7回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年６月１０日 １５７ 

平成2８年6月９日 平成 2８年第8回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年６月２７日 １４８ 

平成2８年６月２０日 平成 2８年第9回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年８月２日 １１３ 

平成2８年７月２１日 平成 2８年第10回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年９月５日 ９８ 

平成 2８年８月２２日 平成 2８年第1１回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年９月２７日 １１２ 

平成2８年９月１３日 平成 2８年第1２回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年１０月６日 １４２ 

平成2８年1０月３日 平成 2８年第1３回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年１１月９日 １０４ 

平成2８年1０月３１日 平成 2８年第1４回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年１２月７日 １０９ 

平成2８年1２月１日 平成 2８年第1５回教育委員会会議録の公表について 平成 2９年１月２６日 １４９ 

平成2９年1月６日 平成 2９年第１回教育委員会会議録の公表について 平成 2９年２月２０日 ８９ 

平成 2９年２月１６日 平成 2９年第２回教育委員会会議録の公表について 平成 2９年３月３日 ９３ 

平成 2９年3月１日 平成 2９年第３回教育委員会会議録の公表について 平成 2９年４月７日 １０６ 

平成2９年3月１４日 平成 2９年第4回教育委員会会議録の公表について 平成 2９年４月７日 １１３ 

平成2９年3月３１日 平成 2９年第５回教育委員会会議録の公表について 平成 2９年５月２日 ３４ 
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③ 大津町教育委員会学校訪問実施要綱に基づく学校訪問の状況 

   町内小中学校及び町立幼稚園に対し、原則として小中学校は年間３回、幼稚園は年２回の訪問を 

行った。 

④ 大津町教育委員会事務局職員の状況（平成２８年4月１日現在※常勤のみ） 

   部長１人  次長１人 

訪問種別 実施時期 訪問の目的 備考 

経営訪問 ６月～７月 学校経営案の説明及び質疑、授業参観  

教科等訪問 １２月 授業参観、諸表簿閲覧、分科会（協力者要請） 小中学校のみ

評価訪問 ２月～３月 年間のまとめの説明、校内視察  

学校教育課
学校給食 
センター 

中学校 
（２校） 

生涯学習課 
公民館・図書館

子育て 
支援課 

保育園 
（１園） 

幼稚園 
（２園） 

課長・審議員 １ ２ １ １ １ 

所属長 １ ２  １ 

係長 ２ ２ １ １ １ 

係員（保育士等含む） ２ １ ６ ２ ８ ８ 

司書・学芸員 ２ １ 

調理師等 ６ ３ 
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教育委員会のコメント 
 教育委員会の活動は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第２項各号に規定す
る事項の他、喫緊の教育課題に対する対応や地域の多様な意向を教育行政に反映させるなど、学
校教育のみならず、住民生活にも大いに関係する活動である。 
 教育委員会の会議は、個人情報に配慮する議案等を除き、原則公開としているため、会議の開
催予告を大津町ホームページに掲載しているものの、平成２８年度中は傍聴者も無く、ホームペ
ージによる議事録の公開へのアクセスについても、平均で１１５人と前年度よりも減少してお
り、教育委員会活動への関心が低いことが課題である。 
 小中学校・幼稚園における参観者は、平成２７年度には３万人を超え「大津町教育の日」が定
着しつつある。平成２８年度は熊本地震の影響による学校行事の見直し等のため、小学校では参
観者数が大幅に減少した。毎月メール（からいもくん便り）で教育の日の周知を行っており、保
護者だけでなく、地域住民にも教育に関心をもってもらえるよう、引き続き「地域に開かれた学
校づくり」に取り組んでいく。 
 また、子どもたちの発達段階に応じた育ちの姿を示した「育ちのステップ」は、学校、家庭、
地域が連携して子どもたちを育てていくものさしとなるものであり、より一層の周知と活用を図
っていきたい。 

外部評価委員のコメント 

 学校教育・幼児教育・保育・生涯学習に関して非常によく取り組まれている。未曾有の地震を

経験したにも関わらず、大きな支障もなく事業を終わられたということは大変素晴らしい。生涯

学習については大変立派な情報誌を発行し、町民に大津町の教育行政の一端が届いていること

は、教育委員会活動の成果として評価できる。また、地域とのつながりを大事にしていること

や、毎年、町ＰＴＡ連絡協議会と教育委員会との意見交換会を行っていることも非常に評価でき

る。今後も引き続き学校や社会教育の充実を図るとともに、さらに教育委員会の活動を、保護者

だけでなく多くの地域住民に周知し、関心を持ってもらえるような工夫を検討していただきた

い。 
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４ 大津町学校教育の状況について 

① 小中学校の児童生徒数 

   平成２８年５月１日現在の小学校児童数は２，３１９人、中学校生徒数は１，０１１人で、前年

に比べて１２０人の増加となっている。大津小・室小校区での宅地造成やマンション建設が活発な

ことから、同校区内での児童生徒数は更に伸びていくと思われる。また、美咲野小の児童数も増加

しているが、３年後からは減少に転じると予測される。北部・南部・東部の小規模校４校は児童数

の増加が見られず、大津東小にあっては、平成２７年度と２８年度は複式学級が２学級となってい

る。中学校においては、大津中はしばらく減少するが３年後には増加に転じ、大津北中は美咲野小・

室小の増加状況を受けて平成３６年まで増加し、その後は減少していくものと予測される。 

  （児童生徒数）小学校2,319人 中学校1,011人 

  ※１ 児童数上段の（ ）書きは、前年からの増減を示す。 
  ※２ 学級数上段の（ ）書きは、特別支援学級を外書きで示したもの。 

② 小中学校・幼稚園における参観者 

   「大津町教育の日」の定着が進むとともに、それぞれの学校が「地域に開かれた学校づくり」を

進め、平成２７年度には小中学校・幼稚園における参観者が３万人を超えた。しかし、平成２８年

度は熊本地震の影響による学校行事の見直し等のため、小学校では参観者数が大幅に減少した。一

方、幼稚園では、地震後にボランティアによる訪問イベント等が行われたことにより参観者数が増

加した。 

  （町立小中学校・幼稚園の参観者数） 

学校名 大津小 美咲野 室小 南小 東小 北小 護川小 大津中 大津北中

児童 
(生徒)数

(5) 
631 

(53) 
712 

(0) 
487 

(0) 
168 

(4) 
47 

(2) 
84 

(12) 
190 

(9) 
463 

(35) 
548 

学級数 
(5) 
20 

(6) 
20 

(6) 
15 

(2) 
6 

(1) 
4 

(1) 
6 

(3) 
6 

(2) 
12 

(4) 
15 

学校等名 
参観者数 
（人） 

前年度からの増減 
（人） 

児童生徒１人あたりの参
観者数（人） 

備考（前年度の児童生徒１
人あたりの参観者数（人）

大津小学校 3,382 △762 5.36 6.62

美咲野小学校 4,204 △1,809 5.90 9.12

室小学校 3,066 △396 6.30 7.11

大津南小学校 765 △795 4.55 9.29

大津東小学校 732 △197 15.57 21.60

大津北小学校 729 △30 8.68 9.26

護川小学校 2,249 △4,687 11.84 38.97

大津中学校 2,261 77 4.88 4.81

大津北中学校 3,870 729 7.06 6.12

大津幼稚園 3,099 1,381 20.25 10.05

陣内幼稚園 2,065 1,162 29.50 10.88

合計 26,422 △5,327 平均7.44 平均 9.17
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③ 小中学校における「平成２８年度大津町教育基本構想」共通実践事項の評価 

   町教育委員会では、町教育基本構想における共通実践事項の取り組み状況について、学校ごとに

評価したものを集約し、その達成度について検証している。平成２６年度までは共通実践事項を  

２６項目で評価していたが、平成２７年度からは、評価・検証をしやすくするため、評価項目の見

直しを行い１０項目に集約した。そのうち平成２８年度における上昇項目は２項目、下落項目は４

項目となった。上昇項目は、「良好な教育環境の整備」と「地域ボランティア活用による活動の推進」

であった。また、下落項目を見ると、「豊かな心の育成」「就学前教育の充実」「基本的生活習慣の形

成・確立」となっている。「豊かな心の育成」は２７年度に引き続き下落しているため、その背景を

分析し、工夫・改善することが必要である。また、「基本的生活習慣の形成・確立」は、２７年度は

上昇したものの２８年度は再度下落しており、学校と家庭が連携して継続的に取り組む必要がある。 

◆参考資料 「就学前教育振興・充実に係る実態調査（熊本県教育委員会実施）」より 
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大津小 美咲野小 室小 南小 東小 北小 護川小 全体

発達段階に応じたあいさつができる子どもの割合（小１～３）
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0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

大津小 美咲野小 室小 南小 東小 北小 護川小 全体

朝食を食べる習慣の無い子どもの割合（小１～３）
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学校平均評価値（４・・よくできた、３・・できた、２・・もう少し、１・・できなかった） 
項目 

（項目は年度間比較のため平
成２５年度の項目を記載） 

共通実践事項 
学校平均評価値 

Ｈ2６ Ｈ2７ Ｈ2８

学

校

教

育

１ 豊かな心の育成 

1 いろいろな人との交流や体験を通した豊かな人間関 

係づくり 
3.2→ 3.1↓ 3.0↓

2 読書に親しむ環境づくり 3.3↑

２ 確かな学力の育成 

3 学習意欲の喚起（成功体験の積み重ね・ＩＣＴの積

極的な活用） 
 3.0 3.0→

4 熊本型授業への工夫・改善(校内授業モデルの確立) 3.1→ 3.0↓ 3.0→

5 基礎的・基本的な知識技能の習得とその活用  3.1↓

6 言語活動を通した思考力・判断力・表現力の育成 

（NIE の取組） 
2.9↓

３ 人権教育の充実 

7 自尊感情を高め、思いやりの心を育む教育の創造 3.2↑

8 教職員の様々な人権問題への基本的認識を深め、実 

践的指導力を高める。 
3.2↑

9 いじめ不登校防止対策（教育相談の充実） 3.1→

４ 体育・健康教育の推進
10 体育学習における運動量の確保（体力向上対策） 3.1→

11 交通安全、防犯・防災教育の徹底  3.1↑

５ 食育の推進 12 食農体験学習 3.1→

６ 就学前教育の充実 
13 幼保小中学校との連携推進（連携基本構想、連携カ

リキュラム、育ちのステップの活用） 
2.9→ 2.9→ 2.8↓

７ 特別支援教育の充実 
14 「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」に基づ

く指導の充実 
3.1↑

８ キャリア教育の推進 
15 夢を育む教育内容の創造（立志式、１/２成人式、

「伝え合おう夢を」作文） 
3.1↑

９ 良好な教育環境の整備
16 子どもと向き合う時間の確保（ノー部活動日設定、

地域人材活用、校務分掌を生かした役割分担） 
2.9↑ 2.8↓ 2.9↑

10 特色ある学校づくりの

推進 

17 伝統と文化を尊重する地域学習の推進 3.1↑

18 学社融合による人・もの・ことの活用推進 3.4↑

19 教育の日の活性化 3.1↑

家

庭

教

育

11 基本的生活習慣の形

成・確立 

20 三つの約束の形成 3.1↑ 3.0↓ 3.0→

21 「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進 2.9→ 3.0↑ 2.9↓

22 「ノーテレビ・ノーゲームデー」（週１回）の推進 2.3↓ 2.5↑ 2.3↓

12  親力・家庭力の向上 23 「育ちのステップ」の活用 2.7↑

地

域

社

会

教

育

13  地域ボランティア活用 

による活動の推進 

24 地域コーディネーターの配置（学校の求めと地域の

力をマッチングし、教育効果を高める。） 
3.0↑ 3.0→ 3.2↑

25 基礎学力向上のための学習支援活動 3.1↓ 3.2↑ 3.2→

14  関係機関・団体・組織 

との連携強化 

26 「家庭・学校・地域の連携活動推進部会」を核とし

た事業展開 
2.9↓

15  学校の地域行事・活動

への参加の推進 

27 地域の人・もの・ことを知り、地域との一体感を持

つ 
3.0→

学
校
平
均
評
価
値

共通実践事項Ｎｏ 
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④ 学校教育における新たな取り組み 

   平成２８年度は、大津小学校が研究開発学校の指定（文部科学省指定）を受け、新教科「生活数

理」を特設した場合の教育課程、指導方法及び評価方法の在り方についての研究開発に着手して３

年目となり、実生活に生かすことができる思考力・判断力・表現力を育成する授業の創造をテーマ

に研究を行っている。また、大津中学校も平成２７年度から２年間、熊本県指定の「学校体育研究

推進事業」を実施し、平成２８年度は主体的に運動に親しみ、体力を高める学校体育のあり方につ

いて研究発表を行った。さらに、大津北中学校は平成２８年度から２年間、文部科学省及び熊本県

指定の「人権教育研究推進事業」に取り組み、部落差別をはじめあらゆる差別に気付き、行動し、

被差別状況のなかまと手を携えてともに伸びようとする生徒の育成をテーマに研究を行っている。 

   また、平成２８年度は、台湾高雄市の小学生が大津町を訪れ、教育交流を行った。６月には美咲

野小学校と光栄国民小学校が姉妹校締結をし、伝統芸能や合唱の披露による交流を行った。９月に

は大津小学校と福山国民小学校が交流授業やホームステイを行い、ともに異文化を体験する良い機

会となった。 

◆参考資料 『「平成２７年度全国学力・学習状況調査」の結果について（町ＨＰ）』より抜粋 

大津町と熊本県、全国の平均正答率の比較 

《小学校》 

６年生 

大津町 熊本県 全 国 

Ａ問題 Ｂ問題 Ａ問題 Ｂ問題 Ａ問題 Ｂ問題 

国 語 ７２．５ ６７．０ ７０．２ ６４．０ ７０．０ ６５．４

算 数 ７８．９ ４９．１ ７５．５ ４５．６ ７５．２ ４５．０

○ 小学校６年生では、２教科ともにＡ問題・Ｂ問題の平均正答率が熊本県・全国を上回っ

ている。 

《中学校》 

３年生 

大津町 熊本県 全 国 

Ａ問題 Ｂ問題 Ａ問題 Ｂ問題 Ａ問題 Ｂ問題 

国 語 ７４．１ ６７．０ ７５．２ ６６．２ ７５．８ ６５．８

数 学 ６１．５ ４２．２ ６４．０ ４１．６ ６４．４ ４１．６

○ 中学校３年生では、２教科ともにＢ問題の平均正答率が熊本県・全国を上回っている。

しかし、数学のＡ問題の定着に課題が見られる。 

大津町と熊本県の比較（児童生徒の質問紙調査結果）

【良好な結果であった項目】 
① 小学校では、｢授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が示されている」が8ポイン
ト、「授業の最後に、学習内容を振り返る活動をよく行っている」が4ポイントと、両質
問とも全国平均を上回っており、「めあて」と「まとめ」を明示した授業スタイルが定
着していることがわかる。 

② 中学校では、「家で学校の授業の復習をしていますか」の問いで、「している・どち
らかといえばしている」が全国平均を15ポイント上回っており、家庭での学習習慣の定
着と学習意欲の高まりを感じる。 

【大津町で重点的に取り組んでいる項目】 
①小・中学校ともに「将来の夢や目標を持っていますか」の問いに、小学校では88.2％、
中学校では72.3％の児童・生徒が「あてはまる・どちらかといえばあてはまる」と答え
ており、いずれも全国・県の平均を上回っている。大津町の教育基本理念の浸透がうか
がえる。 

②大津町「三つの約束」の一つである「人の話を聞く」について 
「友達と話し合うとき、友達の話や意見を最後まで聞くことができますか」の質問で、
「あてはまる・どちらかといえばあてはまる」の回答率が小学校で90.0％で全国・県平
均をやや下回っているが、中学校では94.8％で全国・県平均を上回っており、昨年度か



22 

ら改善が見られた。今後も「あいさつをする」「時間を守る」も含めて「三つの約束」
を、学校教育をはじめ様々な機会や場で周知・徹底し、さらに全町挙げて気運を高めて
いく必要がある。 
③「早寝・早起き・朝ごはん」運動の中の「朝ごはん」について 
 「朝食を毎日食べていますか」の質問で、「している・どちかといえばしている」の回
答率が、小学校で96.2％、中学校で94.0％である。中学校は全国・県平均とほぼ同じで
あるが、小学校では全国・県平均を若干上回っており昨年度からやや改善が見られた。 
④スマホ・携帯の使用時間について 
  「普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、携帯電話やスマートフォンで
通話やメール、インターネットをしますか」の質問で、中学校における使用時間「２時
間以上」が、全国・県平均を下回っており、昨年度から改善が見られた。学校での指導
と家庭における大津町ＰＴＡ連絡協議会「大津町家庭教育宣言」の継続した取組が浸透
してきたことがうかがえる。 

◆参考 平成２８年度学校図書の貸出冊数 

大津小 美咲野小 室小 大津南小 大津東小 護川小 大津北小 大津中 大津北中

Ｈ２４ 5.5 0 6.1 6.7 8.9 6.3 10 2.9 2.1

Ｈ２５ 5.4 7.1 5.2 5.9 7.4 7 10.8 2.6 2.7

Ｈ２６ 6.2 6.4 6.7 6.5 6.7 5.2 13 3.3 2.2

Ｈ２７ 6.4 6.1 6 6.8 6.1 6.3 10.6 4.2 2.7

Ｈ２８ 6.3 6.8 5.5 6.8 6 6.1 14.2 3.2 1.6
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16
児童生徒１人あたりの年間貸出冊数
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教育委員会のコメント 
 平成２８年度の標準学力検査（ＮＲＴ）の結果では、小学校、中学校ともに全国平均を上回
っており、特に小学校においては、前年度と比較しても伸びがみられる。また、平成２８年度
の熊本県学力調査（小学３～６年生、中学１～２年生）の結果では、小学校は国語・算数とも
に県平均を上回ったが、中学1年生の国語・理科・英語、中学２年生の数学が県平均を下回っ
た。「確かな学力の育成」については、ＩＣＴ機器の積極的な活用等による学習意欲の喚起
や、熊本型授業への工夫・改善等、様々な学力向上対策による取り組みが必要である。 
 「平成２８年度大津町教育基本構想」共通実践事項の評価では、「子どもと向き合う時間の
確保」と「地域コーディネーターの配置」が上昇しており、地域人材の活用が推進されてきた
ことがうかがえる。また、２７年度に上昇した「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進と「ノ
ーテレビ・ノーゲームデー」の推進が再び下落しており、学校と家庭が連携して、継続的に基
本的生活習慣の形成・確立に取り組まなければならない。 
 平成２８年度の学校教育における取り組みとしては、大津小学校が「生活数理」の研究開発
に着手して３年目となったほか、大津中学校が２７年度から２８年度にかけて熊本県指定の
「学校体育研究推進事業」を実施し、大津北中学校が２８年度から２年間、文部科学省及び熊
本県指定の「人権教育研究推進事業」に取り組んでいる。この成果を町全体で共有し、学力の
向上につなげたい。 
また、美咲野小学校と大津小学校が台湾高雄市との交流を実施し、今年度も小学校、中学校
各１校がホームステイ等による交流を行う予定であり、国際理解・異文化体験の促進に努めた
い。 

外部評価委員のコメント 

 平成２８年度標準学力検査の結果では、小学校、中学校ともに全国平均を上回っているが、

熊本県学力調査では、中学校は県平均を下回っており課題となった。原因を分析し、学力向上

に向けた取り組みが望まれる。台湾との交流については、お互いに良い経験になったと思う。

大津町の児童生徒の意識の変化等も検証しながら、次年度へつなげていってほしい。また、各

学校の研究推進事業等の様々な取り組みが、町全体の教育の向上につながり、良い方向に進む

ことを期待したい。 
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５ 生涯学習の状況について 

① 生涯学習施設（おおづ図書館を除く）の利用者数 

(生涯学習施設と利用者数)                         （平成 2８年度･人） 

※１ 総合体育館のトレーニングルーム利用者は21,057人(新規登録967人) 

※２ 文化財学習センターは、歴史文化伝承館にその機能を移したためカウント無し 

※３ 前年度から利用者が減少した施設は、赤字で利用者数を表示 

② おおづ図書館の利用者数 

(おおづ図書館の個人貸出状況)                      (平成 2８年度・人、件) 

※１ 上段（ ）書きは、前年度（平成２７年度）の実績 

名 称 
利用者数 

名 称 
利用者数 

H2７ H2８ H2７ H2８ 

中央公民館 26,666 14,171 歴史文化伝承館 3,013 3,594

文化ホール 24,549 31,106 運動公園 70,450 43,256

大津地区公民館分館 18,314 16,136 総合体育館 78,583 5,267

陣内地区公民館分館 4,388 3,933 弓道場 5,452 443

錦野地区公民館分館 1,262 306 武道館 8,319 6,002

瀬田地区公民館分館 1,440 0 町民グラウンド 29,033 26,302

平川地区公民館分館 723 441 杉水公園グラウンド 4,366 3,350

杉水地区公民館分館 Ｈ24地域管理へ移行 高尾野公園グラウンド 5,632 3,949

矢護川コミュニティセンター 9,562 5,202 山村広場 13,977 12,216

野外活動等研修センター 4,315 3,321 昭和園テニスコート 14,168 13,211

町民交流施設（オークスプラザ） 34,455 7,034 菊阿体育館（旧菊阿中） 6,531 4,679

文化財学習センター － 町民テニスコート 12,835 8,338

区 分 町内 
菊池郡市及び隣接市町村、通勤・通学 

計 
菊池市 合志市 菊陽町 西原村 南阿蘇村 阿蘇市 熊本市 その他

登録者数
(15,606)

16,525

(608)

636

(195)

223

(1,032)

1,162

(880)

923

(1,434)

1,491

(308)

324

(281)

298

(474)

471

(20,818)

22,053

利用回数
(56,159)

51,075

(1,107)

1,156

(256)

249

(2,935)

2,787

(2,748)

2,000

(6,901)

4,165

(777)

611

(1,327)

1,003

(1,218)

989

(73,428)

64,035

利用者数
(5,948)

5,758

(140)

132

(33)

48

(278)

330

(314)

265

(592)

449

(89)

75

(64)

58

(112)

86

(7,570)

7,201

貸出冊数
(208,751)

189,008

(4,357)

4,334

(882)

924

(11,598)

10,534

(11,659)

8,910

(31,505)

19,041

(3,266)

2,369

(3,574)

3,121

(4,793)

3,978

(280,385)

242,219
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６ 子育て支援の状況について 

① 町内保育所及び幼稚園の状況 

   平成 27年4月に「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、大津町子ども・子育て支援事業

計画を策定。子ども・子育て会議を行いながら計画的に事業の見直しをし、待機児童解消を目指す。 

また、待機児童の解消として、平成27年4月に風の子保育園（定員120人）が開所し、平成

２９年４月に第二よろこび保育園（定員90人）の開所を目指す。 

   なお、子育て支援関連の施設は次のとおりとなっている。 

  （町内保育所・幼稚園一覧）                    （Ｈ２８．５．１現在） 

  ※平成２８年４月１日現在の未就学児童数は、2,524人であり、就園率は約72.4％である。 

 （家庭的保育室） 

（小規模保育室） 

※平成２８年４月１日現在の未就学児童数は、2,524人であり、就園率は約1.2％である。 

施設名 種別 公立・私立の別 定員 入所児童数 備考 

大津保育園 

（分園含む） 
保育所 公立 140 155  

緑ヶ丘保育園 〃 私立 120 143  

一宇保育園 〃 私立 120 135  

白川保育園 〃 私立 120 141  

杉水保育園 〃 私立 140 179  

大津いちご保育園 〃 私立 120 136  

よろこび保育園 〃 私立 120 156  

風の子保育園 〃 私立 120 137  

大津幼稚園 幼稚園 公立 190 153  

陣内幼稚園 〃 公立 120 70  

大津音楽幼稚園 〃 私立 260 262  

白川幼稚園 〃 私立 160 160  

合計 1,730 1,827  

保育室名 公立・私立の別 定 員 入所児童数 備 考 

おひさま 私立 5 5  

ちゅうりっぷ 私立 ５ ５  

合計  10 10  

保育室名 公立・私立の別 定 員 入所児童数 備 考 

みんなのおうち 私立 10 9  

ぴちゅ 私立 12 12 家庭的保育室から変更 

合計 22 21 家庭的保育室から変更 
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（学童保育） 

  平成２８年５月１日現在の小学校１～６年生は2,319人であり、登録率は30.7％である。 

校 区 クラブ名 場所   登録児童数 備 考 

大津小 

つくしんぼクラブ１組 

大津小学校内 

42  

つくしんぼクラブ２組 44 H28クラブ増設

四つ葉学童クラブ 60  

室小 

ジョイキッズクラブ１組 

室小学校内 

57  

ジョイキッズクラブ２組 49 H28クラブ増設

コスモキッズクラブ 50  

護川小 そらいろクラブ 護川小学校内 74  

美咲野小・大津小 緑のなかま 緑ヶ丘保育園内 41  

美咲野小 
グリーンキッズクラブ東 

美咲野小学校内
84  

グリーンキッズクラブ西 79  

大津北小 一宇学童館 一宇保育園内 15  

大津小・大津東小 しらかわっ子なかよしクラブ 白川保育園内 58  

大津南小 しらかわっ子南小クラブ 大津南小学校内 45  

大津小 風の子キッズ 風の子保育園内 15 新規

合計 713  
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７ 教育委員会の所管する主要な事務事業一覧 

                   （番号網掛は、本年度において評価点検する事業） 

番

号
事業名 所属 事務事業の内容 

２8 

決算 

２7 

決算 
増減 

１
教育委員会
費 

学校教育課

教育に関する事務の管理及び執行の

基本的な方針に関すること、教育委員会

規則等の制定・改廃に関すること、学校

その他教育機関の設置及び廃止に関す

ること、学校その他教育機関の職員人事

に関すること、教育委員会の事務の管理

に関することなど。 

1,410 1,577 △167

２ 学校評議員 学校教育課

学校の教育目標や計画、教育活動の実

施、学校と地域の連携の進め方など、校

長に対し評議員が意見を述べ、地域と連

携した学校経営を実現する。  

210 220 △10

３

学習支援指
導員、特別
支援・学校
生活支援補
助員配置事
業 

学校教育課

学習支援指導員(教員資格者)を小中学

校9校に 15人を配置した。 

特別支援教室設置校及び特別支援の

必要がある該当校に22人の特別支援補

助員を配置した。 

学校生活支援補助員については、21

人の枠で任用し、学校の状況に応じて配

置した。 

70,300 70,922 △622

４
学校図書シ
ステム運営
事業  

学校教育課

各学校にシステムを置き、蔵書管理、

貸出・返却管理を行う。 

児童生徒及び教職員の調べ学習の際

の検索ツールとしてシステム運用する。

2,838 2,838 －

５
通学定期券
購入事業  

学校教育課

大津北小学校に通う矢護川地区児童

及び大津中学校に通う旧菊阿中学校区

の生徒に対して、路線バスの定期券を購

入・配布し、保護者の負担を軽減し通学

手段の安全を確保するとともに、路線バ

スの利用を促進する。 

 矢護川地区児童生徒に対しては平成

15 年度から、旧菊阿中学校区生徒に対

しては平成18年度から実施している。 

1,947 2,127 △180

６
大津町奨学
資金貸付  

学校教育課

・高等学校、専門学校、大学などに進学

する人で、勉学に意欲があるが、経済的

な理由により修学が困難な場合などに

奨学資金を貸し付ける制度。 

・原則的に申請は毎年４月末日までだ

が、特別な理由（他の奨学資金制度への

申請の却下、会社の倒産など）がある場

合は、それ以降の申請も認めている。 

2,490 1,740 750

７
教育相談事
業  

学校教育課

いじめ・不登校をはじめとする教育や

子育てに関する専門的な相談業務を実

施する。  
8,691 8,600 91

８
小学校施設
管理事業  

学校教育課

児童及び教職員の安全確保と快適な

教育環境を保持するため維持管理を適

切に行う。  
85,214 86,203 △989
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番

号
事業名 所属 事務事業の内容 

２８ 

決算 

２７ 

決算 
増減 

９
小学校運営
事業  

学校教育課
健全な学校運営及び学習環境の充実

を図るための教材、図書、備品の購入及

び適正な管理運営を行う。 

53,475 51,479 1,996

10
研究開発学
校事業 

学校教育課

大津小学校が文部科学省からの指定

（平成 26 年度～29 年度）を受け、実

生活（日常の事象）に生かすことのでき

る数学的・科学的な思考力・判断力・表

現力等の育成を図るため、既存の「算数」

の時間における習得内容を基盤に、実生

活の場面に近い課題を設定する「生活数

理」を特設した場合の教育課程、指導方

法及び評価方法の在り方についての研

究開発を行う。 

768 837 △69

11
特別支援教育

就 学 奨 励 費

（小学校費） 

学校教育課
特別支援学級に就学する児童の世帯

の経済的負担を軽減するために援助を

行う。  

2,092 1,908 184

12
小学校教育
振興費（教
材備品）  

学校教育課

優良な教材備品を導入し、児童の理解

を深めることによって個々の能力を伸

ばす。 

また、４年に一度の教科書改訂に合わ

せて、教師用指導書及び掛図等の教材を

整備する。  

4,405 33,987 △29,582

13
理科教育振
興費（小学
校費）  

学校教育課
理科備品を購入し、理科の基礎学力を

向上させる。  
1,565 1,798 △233

14

要保護・準
要保護児童
援助費(小
学校費)  

学校教育課
学校納付金等の支払いが困難な世帯

に援助を行う。  
9,988 9,751 237

15
中学校運営
事業  

学校教育課

・学校医、薬剤師報酬  

・施設保守点検、学力テスト業務委託 

・教材用パソコン借上料他使用料  

・一般備品、学校図書購入

31,199 32,810 △1,611

16
中学校施設
管理事業  

学校教育課
生徒及び教職員の安全確保と快適な

教育環境を保持するため維持管理を適

切に行う。  

50,674 50,446 228

17

要保護・準
要保護生徒
援助費（中
学校費） 

学校教育課
学校納付金等の支払いが困難な世帯

に援助を行う。  
12,297 11,465 832

18
中学校教育
振興費（教
材備品）  

学校教育課
中学校の授業に沿った教材備品を導

入し、理解を深めることによって個々の

能力を伸ばす。  

2,300 3,561 △1,261

19
理科教育振
興費（中学
校費）  

学校教育課
理科備品を購入し、理科の基礎学力を

向上させる。  
447 519 △72

20
特別支援教育

就 学 奨 励 費

（中学校費） 

学校教育課
特別支援学級に就学する生徒の保護

者の経済的負担を軽減するために援助

を行う。  

455 533 △78
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番

号
事業名 所属 事務事業の内容 

２８ 

決算 

２７ 

決算 
増減 

21
学校給食施
設整備事業 

学校教育課
(給食センター)

現在の給食センターは、平成2年建築

で、26 年が経過している。あらゆる機

器等が耐用年数を経過しており、老朽化

や故障等に伴う機器・機材等の修繕や更

新、施設の整備などを実施する。  

26,921 6,887 20,034

22
給食センタ
ー管理運営
事業  

学校教育課
(給食センター)

１．安全で安心な、栄養バランスのとれ

た給食を提供する 

２．地域の食材を豊富に取り入れる地産

地消の取り組み 

３．職員の資質の向上を図るための研修

会の参加や実施 

４．栄養教諭等による食育指導  

62,620 111,346 △48,726

23
保育料収納
事務委託事
業 

子育て支援課 

保育料の収納に関する業務の円滑化

を図るため、私立７保育園長に滞納保護

者への助言・指導及び保育料の収納事務

を委託する。 

336 336 －

24
障害児保育
事業 

子育て支援課 

①対象児童が入所している町内私立保

育所に委託。 

②対象児童の入所申込みがあった場合

は、保育所に受入れを指導。 

③単価・障害児79,400 円・軽度障害児

39,700 円 

8,513 8,973 △460

25
延長保育等
促進事業 

子育て支援課 

①町内の全保育所に事業を委託する。 

②18 時～19時まで 1時間の延長保育

を行う。利用料金 2,500 円／月、

200円／日 

6,640 7,310 △670

26
一時預かり
事業 

子育て支援課 

①町内の全保育所に委託。 

②概ね１園２人／日の定員。利用料は

2,000 円／日、250円／時。給食代

200円は実費 

8,039 3,180 4,859

27
要保護児童
対策事業 

子育て支援課 

①児童虐待の防止と早期発見、早期対応

を行う。 

②被虐待児の救済と虐待をする保護者

等の心のケアを行い、健全な家庭環境

を取り戻す。 

③虐待に関する啓発活動を実施し、地域

全体で子どもを見守る基盤を作る。 

3,089 3,669 △580

28
子育てサポ
ート事業 

子育て支援課 

①アドバイザー1名、サブリーダー4名

を配置し事業を実施する。 

②利用料金の半額を町が助成する。 

③会員研修会の実施。 

④依頼会員の児童を協力会員が有料で

預かる。 

10,483 11,147 △664

29
病後児保育
事業 

子育て支援課 

①NPO法人に委託。 

②病後児保育施設「ひだまり」で病気回

復期であるが、まだ保育所等に通わせ

るのに不安がある児童を有料で預か

る。 

③利用料金 1 日 2,000 円（幼稚園・

保育園児においては半額） 

5,115 5,150 △35
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番

号
事業名 所属 事務事業の内容 

２８ 

決算 

２７ 

決算 
増減 

30

子育て支援
総合コーデ
ィネート事
業 

子育て支援課 

①NPO法人に委託 

②コーディネーターを配置し、子育て情

報の収集・提供、支援策のコーディネ

ート、関係機関との連携を行う。 

1,500 1,500 －

31
地域子育て
支援拠点事
業 

子育て支援課 

①NPO法人みんなのおうち、NPO法人

あぽりに委託。 

②育児等について相談する相手もなく

密室保育により孤立感・閉塞感を募ら

せている親子に気軽に集い、精神的な

安心感をもたらす場を提供する。 

11,531 11,508 23

32
子ども・子
育て支援事
業 

子育て支援課 

平成 24年8月に成立した「子ども・

子育て関連３法」に基づき、「子ども・子

育て支援新制度」が平成2７年４月にス

タート。子ども・子育て支援事業計画の

実施状況や子ども・子育てに関する審議

を行う。 

71 42 29

33 保育給付費 子育て支援課 

①保護者からの保育所・地域型保育事業

所・新制度に移行した幼稚園（認定こ

ども園）入所申込に基づき、入所を決

定する。 

②毎年国が定める保育単価に基づき、大

津町の児童が入所する保育所・地域型

保育事業所に給付費を支出する。 

1,102,266 1,087,665 14,601

34

放課後児童
健全育成事
業（指定管
理） 

子育て支援課 

①平成26年度～30年度は大津小、室

小、護川小校区学童保育クラブの指定

管理の協定を「NPO こどもサポート

みんなのおうち」と締結した。 

②平成26年度～３０年度は、美咲野小

校区学童保育クラブの指定管理の協

定を白川園と締結した。 

③平成27年度～31年度は大津南小校

区学童クラブの指定管理の協定を白

川園と締結した。 

44,996 34,732 10,264

35
学童保育施
設整備事業

子育て支援課

放課後の児童に、適切な遊びと生活の

場を提供して、その健全な育成を図るた

め、放課後児童クラブの環境設備を行

う。 

68,055 38,543 29,512

36
保育園管理
運営事業 

大津保育園

園児の保育及び園舎内外の維持管理 

園児定員120人 

現員 141 人 3 歳未満児 42 人 以上

児99人 

48,604 55,857 △7,253

37
障がい児保
育事業 

大津保育園

昨年度施行の「障害者差別解消法」に

より、合理的配慮の提供が義務化された

ことを受け、保育園においても障がいの

ある幼児に必要な配慮を提供すること

で幼児の育ちに繋げ、安心して園生活を

送れるようにする。 

4,379 4,658 △279

38
延長保育事
業 

大津保育園
延長保育 

午後 6 時から午後 8 時までの延長保育

の実施。 

1,852 1,926 △74
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39
休日保育事
業 

大津保育園 休日、祝祭日における保育。 843 853 △10

40
一時保育事
業 

大津保育園
保護者の急な病気、冠婚葬祭等で一時

的に家庭での保育が困難になった乳幼

児の一時保育。 

891 894 △3

41
家庭的保育
事業（連携
保育所） 

子育て支援課 

・家庭的保育室や小規模保育所と連携

し、小規模保育事業及び家庭的保育事業

を支援する。 

・集団保育の体験 

1,699 1,266 433

42
待機児童対
策事業（分
園開所） 

大津保育園
待機児童対策のため、平成26年度に人権

啓発福祉センター・児童館を改修し、平成26

年 10月に分園を開園した。 

9,354 10,420 △1,066

43
幼稚園管理
費  

子育て支援課 

(大津幼稚園) 

(陣内幼稚園) 

公立幼稚園の運営にともなう費用（園

児の保育及び園舎等の維持管理） 

○定員  大津幼稚園190人 

     陣内幼稚園120人 

○在園児 大津幼稚園156人 

     陣内幼稚園75人  

26,290 26,290 －

44
生涯学習推
進事業  

生涯学習課

学習機会や学習支援の充実のための

生涯学習情報誌を毎月１回発行し、全世

帯に配布している。また、出前講座や親

子ふれあい事業を実施し家庭教育の推

進に努めている。さらに、青年活動とし

て成人式実行委員会主催の成人式を開

催し、企画等の支援をしている。また、

家庭教育の充実を図るため、研修活動等

の支援を実践し、学校支援とともに生涯

学習を活かす場を提供する。  

5,732 6,046 △314

45
社会教育指
導員設置  

生涯学習課

青少年育成町民会議を中心にした青

少年育成関係や家庭教育・文化協会活動

を支援し、生涯学習分野に関する指導及

び学習相談などを実施している。 

2,112 1,875 237

46
文化財保存
整備  

生涯学習課

・町管内にある文化財・文化遺産を保護・

活用する。町の歴史・文化財について文

化財説明板、文化財標柱を設置し、全町

的に整備する。 

・町史や文化財について、一定の知識を

有する文化財人材を育成し、講座の講

師、イベント時の説明・案内をお願いす

る 

360 554 △194

47
埋蔵文化財
試掘調査・
発掘調査  

生涯学習課

遺跡・埋蔵文化財が存在する可能性の

ある区域を「埋蔵文化財の包蔵地」とし

て指定し、開発行為に伴う影響の有無を

事前に調査し、その保護を図る。 

669 69 600

48
江藤家住宅
活用事業  

生涯学習課

国指定となった江藤家住宅を地域振

興の拠点として位置づけ、所有者又は地

区の理解と協力を得ながら地域づくり

を推進する。 

 又、文化財説明の人材育成や、地域の

協力者の人材育成等も併せて推進する。 

200 5,203 △5,003
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49

文化施設運
営事業(文
化財学習セ
ンター・歴
史文化伝承
館等)  

生涯学習課

町の文化財や歴史民俗資料、町内の発

掘調査で出土した考古遺物を、歴史文化

伝承館、及びおおづ図書館展示スペース

で展示･公開し、文化財学習センター、及

びおおづ図書館古文書室で整理・収蔵し

ている。特に古文書原本は図書館古文書

室で品質を保ったまま保管している。 

4,218 4,913 △695

50
町民交流施
設維持管理
運営  

生涯学習課

町民のふれあい、生涯学習、文化活動、

サークル活動の場として、町民をはじめ

町内外の利用者が、低料金で利用できる

施設として貸し出しと適切な管理運営

を実施する。 

6,631 7,559 △928

51

矢護川コミ
ュニティセ
ンター維持
管理等  

生涯学習課

矢護川地域や各種団体、町外利用者を

中心に、地域のふれあい、生涯学習、ス

ポーツや文化活動など地域づくりの拠

点施設として、より多くの町民に利用し

ていただくように、施設の維持管理運営

を図る。  

1,356 1,149 207

52

野外活動等
研修センタ
ー維持管理
等  

生涯学習課

真城地域や町内外の各種団体利用者

が施設を活用することにより、町民のふ

れあいや生涯学習、青少年健全育成活動

の拠点施設として、より多くの町民の

方々に利用していただくことができる

ような、施設の管理運営を図る。  

1,699 1,227 472

53

社会資本整
備総合交付
金事業（南
部北部）  

生涯学習課

都市再生整備計画に基づき南部地区

交流広場（仮称）、野外活動等研修セン
ター、矢護川コミュニティセンター
の整備・改修を行い、地域のコミュ
ニティの維持や地域交流による活力
創出、文化財の活用を図る。

38,849 － 38,849

54

スポーツや
イベントを
通じた交流
の推進  

生涯学習課

スポーツの森大津ジョギングフェステ

ィバルを開催する。①行政とスポーツ団

体の協働によりスポーツイベントの企

画運営を行う。②スポーツボランティア

「支えるスポーツの推進」を図る。 

1,200 1,200 －

55
スポーツ基
盤の整備  

生涯学習課

・生涯スポーツの推進を図るため、４つ

の柱を設定し各種事業等の取り組みを

行っている。 

①「スポーツ団体の育成及び支援」を行

い連携を図る。②「スポーツ指導者の養

成及び資質向上」を図る。③「スポーツ

施設の整備充実」を図る。④「スポーツ

情報の提供」等を行う。 

 6,001  6,477 △476

56

競技スポー
ツ｢夢と感
動のスポー
ツ」の推進 

生涯学習課

町民に夢と希望を与えるスポーツの推

進「競技力の向上」を図るために、①ト

ップレベル選手のプレイを見る「みるス

ポーツ」の推進を図る。②競技力向上を

図る。③全国大会等出場者激励会を開催

する。（予選を勝ち抜き県または九州代

表として中央の競技団体が主催する大

会への出場者）。 ④スポーツ施設を生

かしたコンベンションの推進を図る。 

3,219 218 3,001
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57

生活スポー
ツ｢健康と
楽しみのス
ポーツ｣の
推進  

生涯学習課

町民のスポーツ実施率 50％を目指し

各種事業を開催。①軽スポーツ・アウト

ドアスポーツの推進を図る。②各年齢層

に応じた健康づくりのスポーツプログ

ラムの提供を行う。③トレーニングルー

ムの有効活用を図る。④出前スポーツ講

座を実施する。 

205 284 △79

58

スポーツ･
レクリエー
ション施設
の整備･充
実  

生涯学習課

スポーツ活動を実施するための施設

設備や施設の維持管理。①施設の整備充

実と適正な管理計画及び計画的な改修

計画の検討。②町運動公園の有効活用

（スポーツ施設を生かした地域経済効

果）。③町民のニーズに応じた新たな施

設整備や既存施設の改修及び備品整備

計画の検討。 

83,750 73,962 9,788

59
公民館分館
管理・施設
整備費  

公民館 

全町民を対象に、様々な公民館活動・

生涯学習の拠点として活用されている

分館（大津・陣内・錦野・瀬田・平川）

の管理、施設整備の充実を図る。  

5,793 7,126 △1,333

60
公 民 館 運
営、活動推
進事業  

公民館 

・社会教育法に定められた公民館の適切

な企画・運営を行う。 

・文化的な自主活動の場として貸し出し

を行う。 

・公民館講座を企画し、町民の生涯学習

や文化の振興を推進する。 

4,356 5,791 △1,435

61

生涯学習セ
ンター管理
運営・施設
改修費  

公民館 

町民（乳幼児から高齢者まで）を対象

として、公民館講座、会議及び研修会等

に活用するために生涯学習センター（中

央公民館・文化ホール）の管理・施設整

備を行う。  

20,615 23,134 △2,519

62
図書館運営
事業  

図書館 

図書館資料の閲覧・貸出や調べ物の支

援、おはなし会等各行事の実施等によ

り、子どもから大人まで、だれもが読書

に親しむことができるように、読書を通

して生涯学習の充実を図る。 

41,797 34,279 7,518

63
図書館図書
備品等購入
事業  

図書館 

新しく出版される図書、あるいはリク

エストされる図書の中から、町民に広く

利用されることが見込めるものを選び、

購入する。音楽ＣＤ・映像資料（ビデオ・

ＤＶＤ）も選び購入している。  

12,023 13,146 △1,123

64
ブックスタ
ート事業  

図書館 

7～8 か月児健診の赤ちゃんと保護者に

ブックスタートの説明を行い、ボランテ

ィアスタッフが絵本の読み聞かせを行

う。終了後ブックスタートパック（絵本

２冊、コットンバッグ）を提供する。 

481 390 91
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○補
65

学校教育推
進事業補助
金  

学校教育課

①放課後の学校スポーツクラブ活動補

助  

②地域を巻き込んだ人権教育推進に対

する補助 

③特色ある学校づくりに対する補助 

④夏季休業中のプール開放補助（小学

校のみ） 

⑤進路指導の充実に対する補助（中学校

のみ） 

6,154 7,296 △1,142

○補
66

学校教育人
材育成事業
補助金  

学校教育課
学校・幼稚園において子どもたちの指

導を行う教職員の資質を高める人材育

成事業に対して補助を行う。  

892 789 103

○補
67

水俣に学ぶ
肥後っ子教
室補助金事
業  

学校教育課
環境問題に関する学習の一環として

県が指定する学校に現地学習、児童輸送

費として補助を行う。  

773 907 △134

○補
68

研究指定校
補助金  

学校教育課
各学校の研究・発表に要する経費を補

助することで、学力向上を支援する。 
300 927 △627

○補
69

特色ある学
校づくり補
助金  

学校教育課
学校のそれぞれの特色を生かした研

究に対し、補助を行う。  
450 300 150

○補
70

中体連及び
九州大会出
場補助金  

学校教育課

中体連主催競技及び各種競技九州大

会等出場のための、生徒の交通費、宿泊

費等の補助を行う。  
1,805 1,293 512

○補
71

放課後児童
健全育成事
業 

子育て支援課 
放課後児童クラブの運営費を助成す

る。 
26,846 27,443 △597

○補
72

保育所等整
備交付金事
業 

子育て支援課 

国からの交付金を受けて、町に対して

補助を行う事業。町は、町内の私立保育

所整備に対して補助金を交付する。 
180,449 － 180,449

○補
73

私立幼稚園
入園料補助 

子育て支援課 

私立幼稚園の入園料の補助を行う。大

津町に居住し、町内の私立幼稚園に入園

させ、入園料を納入した保護者に対し、

限度額 25,000 円の補助を行う。平成

24 年度から、町外の幼稚園も対象とし

た。  

3,017 2,430 587

○補
74

私立幼稚園
振興補助事
業  

子育て支援課 
私立幼稚園の職員の資質向上を図る

ため、研修費の補助を行う。  
200 200 －

○補
75

幼稚園就園
奨励費  

子育て支援課 

私立幼稚園に通う保護者に所得に応

じて入園料・保育料の補助を行う。  38,877 40,866 △1,989

○補
76

社会教育関
係団体育成
事業（大津
町 PTA 連
絡協議会）

生涯学習課
大津町 PTA連絡協議会に対する活動費

補助  
150 650 △500
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○補
77

社会教育関
係団体育成
事業（大津
町子ども会
連 絡 協 議
会）  

生涯学習課

大津町子ども会連絡協議会に補助す

ることにより、ソフトボール大会、ビー

チボールバレー大会、サッカー大会、子

ども会大会等を開催し、子ども会を中心

とした地域づくり活動をおこなう。ま

た、郡や県単位の子ども会活動に参加し

ている。  

150 150 －

○補
78

社会教育関
係団体育成
事業（大津
町青少年育
成 町 民 会
議）  

生涯学習課

大津町青少年育成町民会議の費用負

担することにより、常任委員会、校区育

成部会、健全育成活動部会、特別部会の

活動を推進し、「明るい社会と子どもの

未来を創る運動」推進大会の開催や社会

を明るくする運動の活動母体となって

いる。  

700 700 －

○補
79

地域生涯学
習施設改修
等整備補助
金  

生涯学習課

各行政区が行う集会所の改修、新築、

用地取得、備品購入等に一定の補助をお

こなうことにより、地域コミュニティの

醸成やあらゆる地域活動の拠点づくり

を支援する。  

905 745 160

○補
80

文化芸術振
興事業（文
化遺産育成
補助金・肥
後大津民芸
造 花 保 存
会）  

生涯学習課

町の伝統工芸であり、町指定無形民俗

文化財である｢大津梅の造花｣の技術を

継承する肥後大津民芸造花保存会を補

助し育成する。  

190 245 △55

○補
81

文化芸術振
興事業（文
化遺産育成
補助金・不
知火光右衛
門顕彰会） 

生涯学習課

第11代横綱不知火光右衛門の顕彰の

ために各種活動をする。第11代横綱不

知火光右衛門顕彰の会の実施する事業

を補助・支援する。  

190 387 △197

○補
82

文化芸術振
興事業（文
化協会補助
金）  

生涯学習課

・町における文化芸術活動の諸団体が加

入している町文化協会の各種事業に補

助。諸団体等で行われている文化芸術の

継承と活性化を図り、文化祭での展示、

発表を多くの町民に親しまれるものと

する。  

450 612 △162

○補
83

江藤家住宅
管理・整備
事業補助  

生涯学習課

国指定重要文化財(建造物)江藤家住宅

を維持管理し・保存整備。住宅の所有者

である江藤武紀氏が所有者として実施

する文化財活用・整備事業及び補修修繕

等の個人事業に対する補助・支援。  

2,549 3,352 △803

○補
84

地域生涯学
習施設等復
旧事業費補
助金（震災
復興分）  

生涯学習課

 熊本地震被害を受け、各行政区が行う

集会所等の新築・修繕・改修・解体撤去・

耐震補強工事に一定の補助を行い、地域

コミュニティの復興を図る。 

12,492 － 12,492

○補
85

各種団体育
成補助金  

生涯学習課

女性スポーツの推進を図る。①スポーツ

大会（ママバレー・ミニバレー）の開催。

②交流事業の開催。③町内女性交流事業

等への積極的参加。④町主催事業等への

積極的な協力。 

63 63 －
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番

号
事業名 所属 事務事業の内容 

２８ 

決算 

２７ 

決算 
増減 

○補
86

校区スポー
ツ振興会補
助金  

生涯学習課
本町における地域スポーツ振興の核。①

小学校区毎にスポーツイベントを開催。

②校区民の親睦融和を図る。 

437 646 △209

○補
87

総合型地域
スポーツク
ラブ育成補
助金  

生涯学習課

スポーツ活動の提供と健康体力つくり。

①会員を対象とした活動（サークル・ジ

ュニア他）②会員以外を対象とした活動

（きっかけ作り）③学校体育サポート事

業（水泳他）④健康福祉事業等を実施。

800 800 －

○補
88

町体育協会
補助金  

生涯学習課

競技スポーツの技術向上及びスポー

ツ人口の底辺拡大を行い、本町における

スポーツの振興を図る。①加盟団体の育

成強化。②競技力向上と選手養成。③県

民体育祭、郡市民体育祭へ選手派遣。④

初心者教室･講習会等の開催。⑤地域ス

ポーツの振興協力。⑥広報活動の充実。 

2,690 2,690 －

○補
89

文化事業助
成金  

公民館 
文化ホール事業を実施する大津町文

化ホール事業運営委員会に対し、事業費

の補助を行う。  

4,500 4,500 －
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８ 評価対象事業の選定方針と評価の基準 

①外部評価対象事務事業の選定方針 

平成２８年度主要な施策の成果中、教育委員会所管事業の８９事務事業の中から、以下の方法により、

外部評価対象事務事業を選定する。 

(１) 原則として、次のアからオに掲げる事務事業を除く。 

ア 平成２８年度完了の事務事業 

イ 国等の制度により必ず実施しなければならない事業 

ウ 平成２８年度外部評価で適正な執行と評価された事業（概ね評価の点数が１９点以上） 

 ①スポーツやイベントを通じた交流の推進、スポーツ基盤の整備、競技スポーツ「夢と感動のス

ポーツ」の推進、生活スポーツ「健康と楽しみのスポーツ」の推進、スポーツ・レクリエーショ

ン施設の整備・充実 

エ 事業費０の事務事業 

オ 目標値を完成や作成の時期、進捗率や整備率で設定しているものなど外部評価委員会での議論に

なじまない事務事業 

(２) 上記(１)で除いた残りの事務事業（外部評価委員が除かないとした事業を除く）の中から、第５次

大津町基本計画に掲げる施策の柱(後期)ごとに、次のアからキの優先順で総合的に判断し事務事業を

選定する。その際、第５次大津町基本計画に掲げる施策の柱(後期)ごとに外部評価対象事務事業数の

割合が偏らないように配慮する。 

ア 平成２８年度外部評価により事業の進め方の改善の検討を求められた事業 

（評価Ｂ以下の事業） 

なし 

イ 外部評価委員会が評価の対象とすると決定した事業 

 ウ 決算額の最も大きい事務事業 

 エ 活動・成果指標の目標値に対し、Ｈ２８実績が達成されていない事務事業 

 オ 今後の方針などに見直し等を検討している事務事業 

 カ 事業の継続やその効果について、外部評価委員の意見を求めたい事業 

 キ 主要な事務事業の中で、町独自の施策として特出する事業 

(３) 同一種の事業であって、予算科目の別で別項目になっている事業にあってはひとつにまとめた上

で外部評価対象事務事業として選定する。 
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②評価の基準 

（1）点検評価表（フォーム） 
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シート 
所 属  教育委員会分野 
施策の柱  重点努力目標

事業名 事業費 千円

事業の内容

財
源
内
訳

一般財源  千円

国補助金 千円

県補助金  千円

起 債 千円

その他  千円
事業の対象 事業の目的

事業の成果

活動成果指標 単位 目標値 H2６実績

今後の方針等

点検評価に当たり
特記する事項 

事業評価 
（自己評価）

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ４ 
公費投入の妥当性 １ ２ ３ ４ 
投入資源の効率性 １ ２ ３ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ３ ４ 
目的達成の有効性 １ ２ ３ ４ 

評  価 合計点数 評価（ランク） 
☆コメントによる評価 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 
（外部評価）

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ４ 
公費投入の妥当性 １ ２ ３ ４ 
投入資源の効率性 １ ２ ３ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ３ ４ 
目的達成の有効性 １ ２ ３ ４ 

評  価 合計点数 評価（ランク） 

☆コメントによる評価 
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(２)評価の基準 

評  点 

要改善 要検討 良好 的確 

１ ２ ３ ４ 

住民ニーズの 
妥当性 

住民や地域の要求はあるのか。事務事業のニーズは薄れていないか。 

住民ニーズは｢無
い｣もしくは｢無関
係｣ 

住民ニーズは｢不
明｣もしくは｢ごく
少数｣ 

一部住民にニーズ
がある 

ある程度全町的な
ニーズがある 

公費投入の 
妥当性 

行政が実施すべき事務事業か。税金を使って実現すべき事業か。 

行政関与の度合い
は低い（民間で十分
に補える） 

民間で補えるが、低
料金等のサービス
が必要（行政の関与
が望ましい） 

公共性や収益性か
ら、民間での実施は
難しい（行政が関与
すべき） 

法令等で「行政によ
る実施」が義務付け
されている（行政が
しなければならな
い） 

投入資源の 
効率性 

事務事業は効率的に行われているのか。費用や時間に無駄はないか。 

見直しを行う必要
がある（著しくコス
ト高） 

比較的コスト高と
見込まれる（コスト
に低減余地あり） 

独自事業なので比
較が困難（法的に決
定している） 

効率的に行われて
いる（コスト削減を
実施済み） 

事業成果の 
有効性 

事務事業の成果は、質の向上に繋がっているか。 

見直しを行う必要
がある（達成率が
20％以下） 

あまり効果が上が
っていない（達成率
が21～50％） 

概ねきたした効果
が上がっている（達
成 率 が 51 ～
80％） 

十分な効果が上が
っている（達成率が
81%以上） 

目的達成の 
有効性 

この事務事業は、上位施策の目標を達成するのに有効か。 

目標の達成に必ず
しも寄与しない 

目標の達成にある
程度の役割を果た
している 

目標の達成に相当
の役割を果たして
いる 

目標の達成に中心
的役割を果たして
いる 

総 合 

全体的評価について（総合評価） 

評価が低い 評価やや低い 評価やや高い 評価が高い 

合計点数 合計点数 合計点数 合計点数 

１～４点 ５～１０点 １１～１５点 １６～２０点 

（３）総合評価基準 

区 分 評価結果に基づく改善等の内容 合計点数 

Ａ 
計画どおりに事業を進める（拡充を含む）ことが適当（現状ど
おり管理・運営を進めることが適当） 

１６点以上 

Ｂ 事業の進め方の改善の検討（利用率向上等の改善の検討） １１～１５点 

Ｃ 
事業規模・内容または実施主体の見直しの検討（施設運営主体
の見直しの検討）が必要 

５～１０点 

Ｄ 
事業の抜本的見直し、休・廃止の検討（休・廃止を含めた施設
のあり方の検討）が必要 

４点以下 

平均点の整数（自然数）化 

 委員の皆様からいただいた点数を平均する場合は、そのほとんどに小数点が発生することが予想され

ますので、これまでの「四捨五入」処理を引き続き維持することといたします。よって、点数が「15.4

点」の場合は、「15点－Ｂ評価」、点数が「15.5 点」の場合は「16点－Ａ評価」となります。 
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９ 評価対象事業一覧 

№ 事 業 名 自己評価 外部評価 課等名 

１
学習支援指導員、特別支援・学校生活支援補助
員配置事業 

１７－Ａ １７－Ａ 学校教育課 

２ 教育相談事業 １６－Ａ １６－Ａ 学校教育課 

３ 小学校・中学校管理運営事業 １７－Ａ １７－Ａ 学校教育課 

４ 国際理解・外国語活動事業 １５－Ｂ １５－Ｂ 学校教育課 

５ 学校教育推進事業補助金 １６－Ａ １７－Ａ 学校教育課 

６ 幼稚園管理費 １８－Ａ １８－Ａ 幼稚園 

７
学校給食施設整備事業 
給食センター管理運営事業 

１７－Ａ １７－Ａ 給食センター 

８
生涯学習推進事業 
社会教育指導員設置 
社会教育関係団体育成事業 

１５－Ｂ １５－Ｂ 生涯学習課 

９

文化財保存整備 
江藤家住宅活用事業 
文化施設運営事業 
江藤家住宅管理・整備事業補助 

１６－Ａ １７－Ａ 生涯学習課 

１0 

各種団体育成補助金 
校区スポーツ振興会補助金 
総合型地域スポーツクラブ育成補助金 
町体育協会補助金 

１８－Ａ １９－Ａ 生涯学習課 

１1 
公民館運営・活動推進事業 
文化事業助成金 

１５－Ｂ １６－Ａ 公民館 

１2 
図書館運営事業 
図書館図書備品等購入事業 
ブックスタート事業 

１８－Ａ １８－Ａ 図書館 

１3 
地域型保育事業（旧：家庭的保育事業） 
家庭的保育事業（連携保育所） 

１７－Ａ １７－Ａ 子育て支援課 

１4 

保育園管理運営事業 
障がい児保育事業（特別保育事業） 
延長保育事業（特別保育事業） 
休日保育事業（特別保育事業） 
一時保育事業（特別保育事業） 
待機児童対策事業（分園開所） 

１７－Ａ １７－Ａ 
子育て支援課 

保育園 

※教育委員会に属する主要な施策89事業中、39事業を評価（カバー率43.8％） 

※教育委員会に属する主要な施策89事業の総額2,324,147千円中、680,541千円を評価（カバー

率29.3％）
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点検を行う評価対象事業の経費の内訳 

事務事業評価項目 主要な施策項目 平成 28 年度事業費 前年度 

事業費 

(千円) № 評価事務事業名 № 事業名 
事業費

(千円) 
事業費内訳 

1

学習支援指導員、

特別支援・学校生

活支援補助員配

置事業 

3

学習支援指導

員、特別支援・学

校生活支援補助

員配置事業 

70,300

学習支援指導員報酬（9 校 15 名分） 27,356 千円 

特別支援補助員報酬（7 校 22 名分） 23,058 千円 

学校生活支援補助員（8 校 20 名分） 19,886 千円 

70,922

2 教育相談事業 7 教育相談事業 8,691

教育相談員報酬（6 人） 8,273 千円 

光熱水費 127 千円 電話代等の通信費 147 千円 

機械警備費  53 千円  受信料 22 千円 

その他の需用費等 69 千円 

8,600

3

小学校中学校管

理運営事業 

合計  （218,494）

 210,125

8 小学校運営事業 
（52,409）

50,470

報酬 19,596 千円（うち英語指導助手 1,939 千円） 

賃金 122 千円   報償費  720 千円   

旅費 440 千円 

通信運搬費  2,266 千円  委託料  7,073 千円  

使用料及び賃借料  6,730 千円 

一般備品 9,162 千円   学校図書 3,554 千円 

負担金、補助及び交付金 2,746 千円 

（51,479）

49,570

15 中学校運営事業 
（31,199）

24,769

報酬 9,498 千円（うち英語指導助手 6,430 千円） 

報償費  49 千円   旅費 130 千円    

通信運搬費  1,078 千円  委託料   4,721 千円 

使用料及び賃借料  8,971 千円 

一般備品 3,470 千円   学校図書 1,630 千円  

負担金、補助及び交付金 1,652 千円 

（32,810）

26,331

9
小学校施設管理

事業 
84,212

需用費 61,505 千円（消耗品費・光熱水費・修繕費

等）   手数料 2,630 千円 

委託料 9,497 千円（警備、エレベーター・電気保守委

託等） 

工事請負費 10,213 千円  原材料費 367 千円 

86,203

16
中学校施設管理

事業 
50,674

需用費 35,159 千円（消耗品費・光熱水費・修繕費

等）   手数料 1,318 千円 

委託料 3,917 千円（警備、エレベーター・電気保守委

託等） 

工事請負費 10,206 千円  原材料費 74 千円 

50,446

4
国際理解・外国語

活動事業 

9

15

43

小学校運営事業 

中学校運営事業 

幼稚園管理費 

10,329

幼保外国語指導助手（直接雇用 1名） 1,960 千円 

小学校外国語指導助手（直接雇用 1名） 1,939 千円

中学校外国語指導助手（直接雇用 2名） 6,430 千円

11,166

5
学校教育推進事

業補助金 

補

65

学校教育推進事

業補助金 
6,154

人権教育推進補助 1,334 千円（1 校あたり 61 千円

～254 千円） 

スポーツクラブ補助 3,000 千円（1 校あたり 83 千円

～871 千円） 

特色ある学校づくり補助 1,360 千円（1 校あたり 110

千円～220 千円） 

プール監視補助 400 千円（1 校あたり 112 千円～

145 千円） 

進路指導補助 60 千円（中学校一律 30 千円） 

7,296
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事務事業評価項目 主要な施策項目 平成 28 年度事業費 前年度 

事業費 

(千円) № 評価事務事業名 № 事業名 
事業費

(千円) 
事業費内訳 

6 幼稚園管理費 43 幼稚園管理費 
（22,699）

24,659

報酬 19,353 千円（うち英語指導助手 1,960 千円） 

報償費 91 千円  費用弁償 60 千円     

役務費 55 千円  委託料 632 千円     

使用料 129 千円  負担金 99 千円     

補助金 4,240 千円   

（24,350）

26,290

7

給食センター運営

事業 

合計 89,543

21
学校給食施設整

備事業 
40,448

需要費(修繕料）     1,936 千円 

米飯炊飯委託料    13,526 千円 

改修他設計委託料   5,746 千円 

改修他工事費     12,239 千円

備品購入費         7,001 千円 

6,887

22
給食センター管理

運営事業 
49,095

報酬   25,763 千円   時間外手当   105 千円 

賃金    789 千円    旅費   44 千円  

需用費  15,598 千円   役務費   1,069 千円  

委託料   5,479 千円    使用料賃借料  146 千円 

原材料費   78 千円     負担金    24 千円 

52,525

8

生涯学習推進事

業・社会教育指導

員設置・社会教育

関係団体育成事

業 

合計  8,844

44
生涯学習推進事

業 
5,732

時間外勤務手当  375 千円  報償費  1,611 千円

需用費 消耗品  388 千円   

情報誌作成 3,334 千円   役務費   24 千円  

6,046

45
社会教育指導員

設置 
2,112 報酬費  2,112 千円 1,875

補

76

77

78

社会教育関係団

体育成事業 
1,000

・大津町ＰＴＡ連絡協議会補助金 150 千円 

・大津町子ども会連絡協議会補助金 150 千円  

・大津町青少年育成町民会議負担金 700 千円 

1,500

9

文化財保存整備 

江藤家住宅活用

事業 

文化施設運営事

業 

江藤家住宅管理・

整備事業補助 

合計  7,327 

46 文化財保存整備 360

委託料 

 無田原遺跡・天神森の椋 清掃委託   200 千円 

工事請負費 

 文化財説明板等補修工事         160 千円 

554

48
江藤家住宅活用

事業 
200

・住宅保全 

  委託料（公開支援等） 200 千円 
5,203

49
文化施設運営事

業 
4,218

・文化財学習センター、歴史文化伝承館等管理運営

費 

 報酬費 2,030 千円  消耗品費 200 千円 

 光熱水費 562 千円 修繕料 134 千円 

 役務費（通信運搬費・浄化槽手数料） 165 千円 

 委託料（清掃委託・自動ドア・伝承館警備他） 1,023

千円 

 複合機借上料 86 千円 原材料費（砂代） 18 千円

4,913

補

83

江藤家住宅管理・

整備事業補助 
2,549

・文化財保存管理補助金 650 千円  

・文化財保存管理補助金（保存改修国補助事業） 

1,899 千円 

2,323
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事務事業評価項目 主要な施策項目 平成 28 年度事業費 前年度 

事業費 

(千円) № 評価事務事業名 № 事業名 
事業費

(千円) 
事業費内訳 

10

各種団体育成補

助金、校区スポー

ツ振興会補助金、

総合型地域スポ

ーツクラブ育成補

助金、町体育協会

補助金 

合計  3,990

補

85

各種団体育成補

助金 
63 大津町婦人スポーツ連絡協議会補助金 63 千円 63

補

86

校区スポーツ振

興会補助金 
437 

・大津町校区スポーツ振興会  437 千円 

（大津北・護川・室・美咲野･大津東校区） 
646 

補

87

総合型地域スポ

ーツクラブ育成補

助金 

800 ＮＰＯ法人クラブおおづ  800 千円 800

補

88

町体育協会補助

金 
2,690 大津町体育協会  2,690 千円 2,690

11

公民館運営・活動

推進事業、文化事

業助成金 

合計 8,856

60
公民館運営・活動

推進事業 
4,356

報酬（嘱託職員賃金）2,018 千円、時間外勤務手当

250 千円、報償費（講座講師謝礼等）2,288 千円、旅

費 15 千円、需用費（消耗品費等）585 千円、役務費

10 千円、賃借料（パソコンリース料等）603 千円、負担

金 22 千円 

5,701

補

89
文化事業助成金 

(5,171)

4,500

【町助成金 4,500 千円】 全体事業費（5,171 千円）

人形劇（幼児、低学年対象）929 千円 

木村優一リサイタル（一般向け）1,342 千円 

三遊亭好太郎独演会（一般向け）1,991 千円 

事務局費 238 千円 

(5,712)

4,500

12

図書館運営事業 

図書館図書備品

等購入事業 

ブックスタート事業

合計 54,301

62 図書館運営事業 41,797

報酬   71 千円    時間外 164 千円     

賃金  12,028 千円  報償費 113 千円    

旅費   105 千円   消耗品費  614 千円   

食糧費  3 千円  光熱水費 5,194 千円  

修繕料 334 千円  役務  425 千円     

委託料  3,580 千円 使用料及び賃借料 3,459 千円

工事請負費 997 千円  

財産購入 14,705 千円  負担金  5 千円 

34,279

63
図書館図書備品

等購入事業 
12,023

・消耗品（新聞・雑誌等)        2,201 千円 

・使用料及賃借用              324 千円 

・備品購入費   (図書備品)     9,498 千円 

  一般書・児童書  5,450 冊    8,481 千円 

   リクエスト図書    312 冊     365 千円 

   ＡＶ資料         127 点     652 千円 

13,146

64
ブックスタート事

業 
481

消耗品（ブックスタート用絵本、バッグ 430 人分）481

千円 
390

13

地域型保育事業・

家庭的保育事業 

 （連携保育所） 

33

41
家庭的保育事業 86,570

地域型保育事業委託料   84,871 千円 

非常勤職員賃金        1,699 千円 
53,422
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事務事業評価項目 主要な施策項目 平成 28 年度事業費 前年度 

事業費 

(千円) № 評価事務事業名 № 事業名 
事業費

(千円) 
事業費内訳 

14

保育園管理運営

事業  

・特別保育事業

（障がい・延長・休

日・一時） 

・待機児童対策

（分園開所）   

合計 65,923

・24 25 26 

 （子育て支援課）

合計 23,192

36
保育園管理運営

事業 
48,604

非常勤報酬 26,693 千円､ 園医報酬 364 千円 

時間外勤務手当 761 千円、 報償費 63 千円、 

旅費 30 千円、需用費 16,597 千円、  

役務費 543 千円、委託料 527 千円    

使用料 2,707 千円、原材料 25 千円、 

備品購入費 140 千円、負担金 154 千円 

55,857

37
障がい児保育事

業 
4,379 非常勤報酬   4,379 千円 4,658

38 延長保育事業 1,852

非常勤報酬        1,011 千円  

時間外勤務手当      670 千円  

需用費（賄材料）      171 千円 

1,926

39 休日保育事業 843 非常勤報酬  843 千円 853

40 一時保育事業 891

非常勤報酬         853 千円   

需用費（賄材料）       20 千円 

役務費（保険料）      18 千円 

894

42
待機児童対策事

業 （分園開所） 
9,354

非常勤報酬 5,603 千円､ 

時間外勤務手当 238 千円   需用費 2,941 千円 

役務費 77 千円   委託料 422 千円 

使用料 64 千円   原材料 9 千円 

10,420

24

障がい児保育事

業 

（子育て支援課） 

8,513 私立保育所７園分の委託料 8,973

25
延長保育事業 

（子育て支援課） 
6,640 私立保育所７園分の委託料 7,310

26
一時保育事業 

（子育て支援課） 
8,039 私立保育所６園分の委託料 3,180
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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シート         № １ 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 
（外部評価）

前年度評価 
(１８－Ａ)

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 
公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 
投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 
目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
標準学力検査の結果からも小学校・中学校ともに全国平均を超えるなどの成果が見られ

大変評価できる。この事業は本町独自の特色あるものであり、支援を要する児童生徒は年々
増えているため、個に応じたきめ細かな支援が図られるよう、さらに充実させていただき
たい。また、研修等を通して補助員等の共通理解を図り、学校と連携して取り組んでいって
ほしい。

所 属 学校教育課 教育委員会分野 学校教育 
施策の柱 3-3-1 確かな学力の育成 重点努力目標 確かな学力の育成 

事業名 
3 学習支援指導員、特別支援・学
校生活支援補助員配置事業 

事業費 ７０，３００ 千円

事業の内容

 学習支援指導員(教諭資格者)を小中学校

９校に１５名配置した。 
 特別支援教室設置校及び特別支援の必要
がある該当校に２２名の特別支援補助員を

配置した。 
学校生活支援補助員については、２０人の
枠で任用し、学校の状況に応じて配置した。

財
源
内
訳

一般財源 ７０，３００ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ０ 千円

事業の対象 町内小中学校の児童生徒 事業の目的

小学校は算数を基本として、中学校は数学と

英語の基礎学力の向上を図る。 

特別支援児童生徒の個性に合った指導を行

い、生き生きとした学校生活を送る。子どもた

ちが学校生活に順応して、知・徳・体の向上を

図り、豊かな生活が送れるようにする。 

事業の成果

学習支援指導員が個に応じたきめ細
やかな指導に努めており、児童生徒の
基礎学力、学習意欲が高まっている。
また、特別支援補助員等の配置により
支援を要する児童生徒への学習及び
生活への個別の支援が図られた。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績

ＮＲＴ検査直近値 (小) 点 53.5 54.8

ＮＲＴ検査直近値 (中) 点 50.0 51.6

今後の方針等
特別支援学級児童生徒や、普通学級において学習や生活に支援を要する児童生徒は年々増加傾向にあ

り、今後も学級経営上、支援補助員の配置は不可欠である。 

点検評価に当たり
特記する事項 

標準学力検査（ＮＲＴ）結果 Ｈ27 年度 小学校 54.6 中学校 52.2 

事業評価 
（自己評価）

前年度評価 
(１７－Ａ)

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 
公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 
投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 
目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
 町独自の人的支援により、各学校に学習支援指導員・特別支援補助員・生活支援補助員を配置し、

個々に応じたきめ細やかな対応に努めた。標準学力検査では小学校、中学校ともに全国平均を超えて

おり、特に小学校においては、前年度と比較しても伸びがみられる。今後も、補助員等の配置の要望

は高まると思われるため引き続き配置するとともに、資質向上のための取り組みや、教職員との連携

を図っていく必要がある。 
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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シート         № ２ 
所 属 学校教育課 教育委員会分野 学校教育 
施策の柱 3-3-2 豊かな心をはぐくむ教育の充実 重点努力目標 豊かなこころの育成 

事業名 7 教育相談事業 事業費 ８，６９１ 千円

事業の内容
 いじめ・不登校をはじめとする教育

や子育てに関する専門的な相談業務

を実施する。 

財
源
内
訳

一般財源 ８，６６３ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ２８ 千円
事業の対象 児童生徒、保護者、教職員 事業の目的 いじめや不登校などの教育問題の解決 

事業の成果

 毎月１回、他機関との情報共有を目

的とした関係機関ミーティングを実

施した。 

相談件数が減少した理由は、適応指導

教室利用生徒が学校に復帰したため。

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績

相談件数 件 － 395

不登校の人数 人 0 41

今後の方針等 
核家族化や地域とのつながりが少ない家庭の増加等により、親への支援が必要な例など、個々のケー

スが多様化してきている。関係機関との体制づくりを行い、不登校などの早期発見、早期対応に努め

る必要がある。 

点検評価に当たり
特記する事項 

教育支援相談事業推進体制 

 ①センター長（学校教育課長） ②常駐相談員 4人 ④中学校配置相談員 2人 

不登校児童生徒数 

 平成 24 年度 20 人 平成 25 年度 25人 平成 26 年度 28人 平成 27 年度 34人 

事業評価 
（自己評価）

前年度評価 
(１６－Ａ)

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 
公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 
投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 
目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １６ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
 教育支援センターの相談件数は、平成２８年度は適応指導教室利用生徒が学校に復帰したケースが
あったこと等により減少したが、児童生徒や保護者から不登校や学校不適応等に関する相談があっ
た。 
また、平成２８年度から毎月１回、学校教育課、子育て支援課、町保健師、教育支援センター相談員、
町ソーシャルワーカー、県スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等と関係機関ミーテ
ィングを開催して、ケースの報告・相談を行い情報共有をしている。不登校児童生徒数は年々増加し
ており、個々のケースが多様化してきているため、関係機関と連携して、いじめや不登校などの早期
発見、早期対応に努めなければならない。 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 
（外部評価）

前年度評価 
(１６－Ａ)

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 
投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 
目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １６ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
不登校児童生徒数は年々増加しており、個々のケースが多様化している。これまでの相談

内容を吟味して、今後の相談に活用する方法も考えていただきたい。今の社会や学校秩序
に従わせるとうまくいかない部分があるのではないだろうか。時代に合わせて教育の機会
を多様に提供する等、柔軟な対応を教育委員会の中でも検討していく必要がある。
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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シート         № ３ 
所 属 学校教育課 教育委員会分野 学校教育 

施策の柱 
3-3-2 豊かな心をはぐくむ教育の充実 
3-3-4 良好な教育環境の整備 

重点努力目標
豊かなこころの育成 
良好な教育環境の整備 

事業名 
8・9・15・16 
小学校･中学校管理運営事業 

事業費 ２１８，４９４ 千円

事業の内容

快適な教育環境を保持し、学習環境の

充実を図るため、施設・備品等の維持

管理及び更新を行うとともに、円滑な

学校運営を行う。 

財
源
内
訳

一般財源 ２１５，９７４ 千円

国補助金 千円

県補助金 千円

起 債 千円

その他 ２，５２０ 千円
事業の対象 小学校７校、中学校２校 事業の目的

事業の成果

・情報化への対応や教育環境整備を行
うことにより、学習方法の拡大と個々
の能力にあった学習を行うことがで
きた。 
・熊本地震に起因しない施設の維持に
ついては、適切な管理により学校施設
の安全性を確保できた。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績

対象学校 校 9 9

今後の方針等

電子黒板などＩＣＴ機器の整備充実の要望は、学校現場からも大きく計画的に導入を図る必要があ
る。 
施設の老朽化、破損等の状況を的確に把握し、児童の安全を最優先に計画的に管理、改修を実施する。
築年数を経過した施設もあるため、長期的改修計画の検討を行う必要がある。 

点検評価に当たり
特記する事項 

事業評価 
（自己評価）

前年度評価 
(１７－Ａ)

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 
公費投入の妥当性 １ ２ ３ ④ 
投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 
目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
平成２５年１１月に策定された「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、平成３２年度ま

でのできるだけ早い時期に「個別施設毎の長寿命化計画」を策定することが求められてい
る。また、宅地開発が活発な地域もあり児童生徒も増加傾向であるため、増改築も視野に入
れた長寿命化計画を早期に策定し、快適な教育環境及び学習環境の充実を図る必要がある。

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 
（外部評価）

前年度評価 
(１７－Ａ)

星点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 
公費投入の妥当性 １ ２ ３ ④ 
投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 
目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
ＩＣＴ機器の導入については、児童生徒にとっては自主的な調べ学習ができるだけでな

く、学習に対する楽しさや意欲が増し、その結果学力向上につながる。また、教職員にとっ
ては、分かりやすい授業を行うことができるとともに、教材研究や資料の準備にかかる時
間を短縮することができ、児童生徒と向き合う時間の確保につながる。そのため、さらに整
備を進める必要性を感じる。 

学校施設の改修については、今後、長期的な計画の下、施設の安全を踏まえながら進めて
いただくことを期待する。
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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シート         № ４ 
所 属 学校教育課 教育委員会分野 学校教育 
施策の柱 3-3-1 確かな学力の育成 重点努力目標 確かな学力の育成 

事業名 
9・15・43 
国際理解・外国語活動事業 

事業費 １０，３２９ 千円

事業の内容

町内各幼稚園、保育園、小学校、中学

校にそれぞれ外国語講師を派遣し、国

際化時代に対応できる人材の育成を

目指す。 

財
源
内
訳

一般財源 １０，３２９ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ０ 千円

事業の対象
町内の幼児、小学生、中学生及び地域

住民 
事業の目的

・国際化時代に対応できる人材の育成 

・自国や他国の文化を理解する精神及び国際協調・

協力の実践的態度の育成 

・コミュニケーション中心の学習方法による、実践

的な英語学習 

・日常生活においても、積極的に人とコミュニケー

ションを取ることができる幼児・児童生徒の育成

事業の成果
外国語講師を派遣し、小学校において
は音声を中心とした外国語活動、中学
校では言語活動の推進を図った。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績

派遣幼稚園・保育園数 園 － 12

対象児童数(小学校) 人 － 2,319

対象生徒数(中学校) 人 － 1,011

今後の方針等
外国人講師の配置や町ＣＩＲの活用を検討し、児童生徒が国際文化を身近に感じることで、学習意欲

の向上に繋げたい。 

点検評価に当たり
特記する事項 

英語ＮＲＴ値 平成 26 年度 49.0 平成 27 年度 52.2 平成 28 年度 51.1 平成 29 年度 49.7 

事業評価 
（自己評価）

前年度評価 
(１６－Ａ) 

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 
公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 
投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 
目的達成の有効性 １ ② ３ ４ 

評  価 合計点数 １５ 評価（ランク） Ｂ 
☆コメントによる評価 
標準学力検査（ＮＲＴ）の英語の結果は、平成２７年度から少しずつ低下している。引き続き町内

各幼稚園、保育園、小学校、中学校に外国語講師を派遣し、早い時期から国際理解や外国語活動に取
り組むことにより、英語力の向上につなげていきたい。また、平成２８年度は小学校２校が台湾高雄
市との交流を行い、ホームステイや交流授業により異文化を体験する良い機会となった。平成３２年
度から外国語が小学校で教科として位置づけられるため、人材の確保や教職員の資質向上等、計画的
な取り組みが必要である。 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 
（外部評価）

前年度評価 
(１７－Ａ)

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 
公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 
投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 
事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 
目的達成の有効性 １ ② ３ ４ 

評  価 合計点数 １５ 評価（ランク） Ｂ 
☆コメントによる評価 
台湾高雄市と小学校との交流は、異文化を体験する機会となりお互いに良い刺激になっ

たと思う。英語力の向上だけでなく、国際理解の部分にも目を向けて事業を進めていただ
きたい。国際化時代に対応できる人材の育成のため、今後も進めていかなければならない
分野であるので、生涯学習と連携した取り組みや、町内の県立学校との情報交換等、特色あ
る取り組みを期待する。



49 

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シート         № ５ 
所 属 学校教育課 教育委員会分野 学校教育 

施策の柱 
3-3-3 体育・健康教育の推進 重点努力目

標 
体育・健康教育の推進 

事業名 (補)65 学校教育推進事業補助金 事業費 ６，１５４ 千円

事業の内容

①放課後の学校スポーツクラブ活動補助 

②地域を巻き込んだ人権教育推進に対する補助

③学力充実を含めた特色ある学校づくりに対する補助

④夏期休業中のプール開放補助(小学校のみ)

⑤進路指導の充実に対する補助(中学校のみ)

財
源
内
訳

一般財源 ６，１５４ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ０ 千円

事業の対象 町内小中学校 事業の目的

 小中学校で行われる各教育活動を支援し、安全

で安心してすごせる活気あふれる学校づくりを

めざす。教職員の資質の向上と児童生徒の健全な

育成を目的とする。 

事業の成果

クラブ活動、教職員の人権研修への参
加、特色ある学校づくり等に生かされ
た。地震の影響により、夏休みのプー
ル開放を実施したのは３小学校のみ
だった。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績

クラブ数  － 49

クラブ加入者（目標値） 人 － 1,355

今後の方針等
引き続き教育活動を支援し、教職員の資質向上、児童生徒の学力・体力向上、保護者の負担軽減に努
める必要がある。県の方針により、小学校の運動部活動は平成３０年度末までに社会体育に移行する
必要があり、新たな支援の方法を考えなければならない。 

点検評価に当たり
特記する事項 

事業評価 
（自己評価）

前年度評価 
(１７－Ａ)

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 
公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 
投入資源の効率性 １ ２ ３ ④ 
事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 
目的達成の有効性 １ ② ３ ４ 

評  価 合計点数 １６ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
学校スポーツクラブ活動に対する補助により、児童生徒の体力向上及び保護者の負担軽減

が図られた。人権教育推進に対する補助では、教職員の様々な人権研修や児童生徒用の書
籍等に活用された。特色ある学校づくりに対する補助では、夏季休業中の学習会における
ボランティア謝礼や教材費、各講演会の講師謝礼等、各学校の教育活動に活用された。小学
校における夏季休業中のプール開放については、熊本地震の影響により３校のみが実施し
た。今後は社会体育へ移行し、水泳教室として委託する。 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 
（外部評価）

前年度評価 
(１６－Ａ)

☆点数による評価 
要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 
公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 
投入資源の効率性 １ ２ ３ ④ 
事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 
目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
小学校運動部活動の社会体育移行については、特色ある地域の取り組みは取り組みとし

ながらも、社会教育的なものを現状課題の改善策として入れ込んでいくような柔軟な対応
が必要である。今後の新学習指導要領においても「生きる力」ということで体力づくりは重
視される。学力だけでなく健康・体力面も推進していく必要がある。
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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シート        № ６ 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

(１８－Ａ)

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ３ ④ 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 

目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数 １８ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
 幼稚園よりも保育所の方が需要が高いという状況が３年ほど続いており、事業を抜本的に考える時

期に来ているのではないか。社会的需要はとても高い分野なので、どういうサービスが必要なのかを

考えれば、大津町の保育事情はずいぶん改善されると思う。また、先生方の人的資源の確保は予算措

置を伴うが、全体で考えていっていただければと思う。 

所 属 子育て支援課  教育委員会分野 就学前教育 

施策の柱 3-2-1 幼児期における教育の充実 重点努力目標 就学前教育の充実 

事業名 43 幼稚園管理費 事業費 ２４，６５９ 千円 

事業の内容

公立幼稚園の運営に伴う費用  
○定員  大津幼稚園 １９０人 
     陣内幼稚園 １２０人 
○在園児 大津幼稚園 １７１人 
     陣内幼稚園  ８５人 

財
源
内
訳

一般財源 ２０，４１９ 千円 

国補助金 千円 

県補助金 千円 

起 債 千円 

その他 ４，２４０ 千円 

事業の対象
公立幼稚園２園（大津幼稚園１９０

人、陣内幼稚園１２０人） 
事業の目的

園児の豊かな個性を伸ばすとともに、支援を必要

とする子どもも共にのびのびと園生活を楽しみ育

ちあいながら、生きる力の基礎を育成する。 

事業の成果

公立幼稚園教育へのニーズは高い。又途

中入園者や要支援の幼児の希望者が多く

必要に応じた職員配置も行った。夏期預

かり保育を開始し保護者の就労支援にも

つながっている。次年度より満３歳児の

途中入園開始が決定。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績 

園児数 人 ２５０ ２３１

今後の方針等
新教育要領改定に伴う職員の研修・学習会を重ね、教諭の質の向上と教育内容の充実を図る。保育料の変更による

園児数の減少と保護者の就労者数増加のため、行事の見直し・人的物的環境の整備を図る。 

点検評価に当た

り特記する事項

平成２９年度満３歳児受入を開始し、要支援の幼児の受入等保護者支援に繋がる。今後もニーズが高

まる事を考慮しながら、教育アドバイザーを活用し、更なる質の高い幼児教育を推進していきたい。

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

（１８－Ａ）

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ３ ④ 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 

目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数  １８ 評価（ランク） Ａ  

☆コメントによる評価 
夏期預かり保育を実施したことで、保護者の就労支援に繋げることが出来た。また、幼児教育の推

進体制の構築のための幼児教育アドバイザーを活用し、教育課程の見直しや保育参観後の指導を受

け、職員の質の向上や環境の見直しを図り、教育内容の充実に努めた。支援の必要な幼児の増加に伴

い、定期的に園に特別支援教育アドバイザーの派遣を依頼し、保護者と職員、アドバイザーを含めた

相談を行い、早期に療育機関に繋ぐことにより、就学に向けての園と保護者と学校との連携がスムー

ズになった。就学前教育研究会に於いて、３園（大津・陣内・大津保）の職員全員がレポートを提出

し、選出したレポートを３部発表し協議を行った。一人ひとりを大切にした真摯な取組や協議により

職員の意識の向上に繋がった。地震を経験した事で避難訓練や自衛隊の話にも一人一人が真剣に参加

し、防災に対する意識の向上が感じられた。今後も地域との連携を深めながら防災教育に取り組んで

いきたい。
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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シート         № ７ 
所 属 学校教育課(給食センター) 教育委員会分野 学校教育 

施策の柱 3-3-3 体育･健康教育の推進 重点努力目標 体育･健康教育の推進 

事業名 
21 学校給食施設整備事業 
22 給食センター管理運営事業 

事業費 ８９，５４３ 千円

事業の内容

安全・安心で栄養バランスの取れた

給食の提供、地域食材を取り入れる地

産地消の取り組み、栄養教諭・職員に

よる食育指導、安全な給食を提供する

ための施設の新規計画及び維持管理 

財
源
内
訳

一般財源 ８１，４２８ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ８，１１５ 千円

事業の対象
町内小中学校、町立幼稚園、県立支

援学校及び給食センター施設 
事業の目的

幼児・児童生徒の健康増進や食育を推進
するため、安全安心で栄養バランスの取れ
た給食を提供する。 

事業の成果

安心安全でおしい給食の提供がスム
ーズにでき、栄養教諭等の食育指導によ
り各学校の残滓量が減少した。児童生徒
数の増加が見込まれるため、新センター
建設を計画していたが、事業の見直しと
なり、平成２９年度から２ヶ年の改修工
事を行うことになった。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績
計画に沿った給食の提供 ％ 100 100

地産地消（野菜） 品目 16 12

給食残滓量 ㍑/日 25 16.4

今後の方針等 
引き続き職員一同緊張感をもって安心安全な栄養バランスの取れた給食を提供するとともに、学校

と連携しながら食育指導を実施し、食の大切さを伝えていく。児童・生徒の増加に伴い新センターの
建設を予定していたが、既存施設の増改築で対応することとなった。 

点検評価に当たり

特記する事項 
今後、児童生徒数の増加を見込み 5,000 食の提供を可能にするため、老朽化や故障等に伴う機器・

機材等の修繕や更新、施設の整備などを実施しなければならない。 

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

（１７－Ａ）

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
命の源となる食の大切さを教えるため、給食は大事な教育であり栄養士の学校訪問によ

り、残滓量が少なくなってきている。食材についても地元産の利用を心掛けているが、町内
においては熊本地震の影響により収穫ができなかったものもあった。 
 新センター建設を目指し基本計画を行ったが、建設事業費に対する財源確保が難しく

なり既存施設を利用した方針に変更となったが、有利な補助事業を模索しながら建設計画
を進めていく。

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

(１７－Ａ)

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 

学校の残滓量が減っていることは評価できる。学校給食において、地産地消を目標とする

ならば、栄養士が地元の食材の旬を生かしたものを献立に取り入れるよう連携を取る必要

がある。また、給食センターの改修工事について、給食は安全が第一であり、先に機器関係

の入れ替えも検討していただきたい。
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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シート         № ８  
所 属 生涯学習課 教育委員会分野 地域社会教育 

施策の柱 3-4-1 生涯学習の充実 重点努力目標 地域ボランティア活用による活動の推進 

事業名 

44・45・補 76・補 77・補 78 
生涯学習推進事業 
社会教育指導員設置 
社会教育関係団体育成事業 

事業費 ８，８４４ 千円

事業の内容

・学習機会や学習支援の充実のため、生涯学習
情報誌を全世帯に配布（毎月 1回発行） 
・家庭教育の推進のため、出前講座や親子ふれ
あい事業を実施する。成人式実行委員会主催
の成人式を開催する。 
・各団体育成のため、団体活動の支援を行う。

財
源
内
訳

一般財源 ７，６２７ 千円

国補助金 １，０８６ 千円

県補助金 千円

起 債 千円

その他 １３１ 千円

事業の対象 全町民、生涯学習団体 事業の目的
地域住民が、生涯にわたり継続して学習できる体

制を整備すると共に、学習成果を活用（発表・指導）
する機会等を整備し、まちづくりへつなげる。 

事業の成果

生涯学習情報誌の提供や出前講座などに
より、町民の生涯学習機会や生涯学習意欲
の向上に努めた。また、成人式は実行委員
会による自主企画で開催した。親子ふれあ
い事業や子育て講演会を実施し家庭教育機
会の提供を行った。各学校に学校支援コー
ディネーターを配置し、学校を支援する取
り組みを実施した。団体育成では、ＰＴＡ
と連携し講演会を開催した。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績
出前講座開催数 回 70 66

出前講座参加者数 人 1,500 2,121

成人式対象者数 人 350 460

社会教育指導員数 人 2 2

町子ども会会員数 人 2,300 2,116

町ＰＴＡ会員数 人 2,500 2,878

今後の方針等
町民の生涯学習に関する様々な情報の提供を行い、生涯学習によるまちづくりを推進する。 
家庭・学校・地域・行政が一体となり、青少年育成に力を入れる。家庭教育の推進に向けた事業を展開し、親子

ふれあいの機会を提供する。 

点検評価に当たり
特記する事項 コーディネーター配置数は、小中学校９校のうち７校 

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

（１９－Ａ）

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数 １５ 評価（ランク） Ｂ 

☆コメントによる評価 
熊本地震により、生涯学習施設や地域コミュニティの復旧を優先したため、生涯学習推進事業（親

子ふれあい事業）が当初予定どおり実施できなかった。しかし、実施したチャレンジキャンプや親子
ふれあい門松作りは子どもや保護者からも大変好評で、住民ニーズを確信すると共に復興へつながる
足掛かりとなった。情報誌は予定を大幅に変更し、災害復旧関係情報が主な内容となるなど、魅力あ
る学習情報の提供が出来なかった。家庭教育の推進では、就学前関係部署の連携による子育て講演会
を実施し、子育てに特に関心のある世代に対して学習機会の提供を行った。学校支援においては、地
域コーディネーターによる各学校での学校支援ボランティア活動を引き続き実施し、また、地域未来
塾の試行を行った。社会教育団体については、実施できなかった事業もあるなど、地震の影響も大き
くあったが、ＰＴＡは講演会の開催等精力的に活動を行った。 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

(１８－Ａ)

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数 １５ 評価（ランク） Ｂ 

☆コメントによる評価 
地震の影響があるなかで、家庭教育の推進などの生涯学習推進事業を精力的に実施したことは評価

できる。情報誌の定期的な発行により、生涯学習情報を住民に提供したことは有意なことであり、更

なる紙面の工夫を行ってほしい。住民ニーズは感じられるので、今後の事業をどう広げていくか、例

えば親子対象を祖父祖母・孫などへ対象を広げるなど、事業展開に期待したい。 
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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シート         № ９ 
所 属 生涯学習課 教育委員会分野 地域社会教育 

施策の柱 3-5-1 文化活動の活性化と文化財・文化伝統の保全と活動 重点努力目標 文化施設の利活用 

事業名 

46 文化財保存整備
48江藤家住宅活用事業 
49 文化施設運営事業 
補 83 江藤家住宅管理・整備事業補助

事業費 ７,３２７ 千円 

事業の内容

歴史文化伝承館で講座、文化財人材交
流会、小学生の地域学習(５校)。 
生涯学習情報誌に史跡カルタ掲載。 
被災した江藤家住宅における団体育
成・地域振興。 

財
源
内
訳

一般財源 ７,２７６ 千円 

国補助金 千円 

県補助金 千円 

起 債 千円 

その他 ５１ 千円 

事業の対象
伝承館利用者、情報誌の読者。国重要文化

財建造物江藤家住宅及び地域。県指定文化

財２件(無田原・天神椋) 
事業の目的

町の歴史・文化財を研究・保護する講師人材の育

成、人材による出前講座の開催。 

史跡・文化財を活用した地域振興を図る。 

事業の成果

歴史文化伝承館では、保護委員や利用者の

意向を知り、地震関連の講座等も開設し

た。文化財人材の発言・交流の場を設け、

町史の課題を検討する機会を得た。町内小

学生対象に｢史跡カルタ大会｣を実施、30

名の参加を得た。下陣内区では｢まもろう

会｣により、地域で守る文化財が具体化し

た。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績 
文化財講座(見学・出前含 講座 5 3

文化財人材交流会(月次) 回 12 9

伝承館利用者 人 3,013 3,594

史跡カルタ大会参加者 人 100 30

文化財支援の地域活動 地区 4 3

今後の方針等

歴史文化伝承館では、講座等の開催を通じて新たに利用者を発掘、町史の得意分野を持ち資料解読のできる文化財

人材を育成。史跡カルタ・梅の造花を通じて、特に小中学生の地域学習に対応。 

また、国指定重要文化財江藤家住宅は、、国・県補助制度の利点を活用して大規模で根本的な復旧・改修を施し、

居住施設でありながら公開できる文化財建造物として利活用していく。 

点検評価に当たり
特記する事項 

地震により、実質的な伝承館の運営は６月から開始。地域の過去の災害に目を向けるなど、視野を拡

げた、文化財人材の学習。江藤家住宅は、所有者が復旧と改修のため国補助事業を実施(～H34 まで予

定) 

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

（１８－Ａ）

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 

目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数 １６ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価  
歴史文化伝承館は、文化財指導者・ボランティア等との意見を取入れ、地域のニーズに沿い講座等

の開設したことで、更に利用者を開拓。小学校の利用は災害下でも以前の水準を維持していると考え

られる。 
江藤家住宅は今回の地震に被災したが、地元下陣内区の支援組織が適切に対応し、地域による文化

財の保護の形が維持されており、江藤家改修事業（本体事業）に順調に復帰することが可能となった。

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

(１８－Ａ)

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 

目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
文化財の保護については、住民ニーズといった観点では興味関心を持たない人にとって

は必要ないということになってしまう懸念がある。町民の何人が必要性を感じているかよ
りも、公益として大津町の文化財を保護すべきだという、行政としての高い次元に立って
捉えることもできるのではないか。 
保存だけでなく、今の人たちへの活用も積極的に考えてみてはどうだろうか。
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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シート         №１０
所 属 生涯学習課 教育委員会分野 地域社会教育 

施策の柱 3-6-3 スポーツ基盤の整備 重点努力目標
・関係スポーツ団体との連携強化と 

地域活動への参加の推進 

事業名 

補 85 各種団体育成補助金 
補 86 校区スポーツ振興会補助金 
補 87 総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ補助金 
補 88 町体育協会補助金

事業費 ３，９９０ 千円 

事業の内容

（団体への補助金） 

・各団体の目的を達成する補助金 

 結果的に生涯スポーツの推進、町

民スポーツ実施率の向上、町主催

事業への積極的な協力支援

財
源
内
訳

一般財源 ３，９９０ 千円 

国補助金 ０ 千円 

県補助金 ０ 千円 

起 債 ０ 千円 

その他 ０ 千円 

事業の対象

・補 85 婦人スポーツ連絡協議会 

・補 86 小学校区スポーツ振興会 

・補 87 ＮＰＯ法人クラブおおづ 

・補 88 大津町体育協会 

事業の目的
それぞれの団体が目標を達成するた 

めの事業を実施し、本町の生涯スポー

ツの推進を図る。 

事業の成果

・熊本地震の影響により事業縮小はあっ

たものの会員相互の連携により、地域

スポーツイベントや健康体力つくり

事業が実施され、スポーツ愛好者の増

加や親睦交流、競技力の向上に貢献し

た。

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績 
町民のｽﾎﾟｰﾂ実施率 ％ 50 51.9

生活・競技ｽﾎﾟｰﾂ参加 戸 12,500 6,729

インボディ測定 人 500 846

全国大会出場者 人 100 82

今後の方針等
多くの町民が日常生活の中でスポーツに触れる機会と参加型のスポーツイベントを確立

し、町民のスポーツ実施率 50％以上を達成目標に掲げる。 

点検評価に当たり

特記する事項 
行政とスポーツ団体との協働によるスポーツ推進の取り組みは、県内外から高い評価を
受け複数の視察を受けた。企画立案から大会運営まで計画的に実施することができた。 

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

（１９－Ａ）

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ３ ④ 

事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 

目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １８ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
・行政とスポーツ団体との協働による町民の健康増進事業と競技力向上が図られた。 
・施設の被害により活動できなかった団体には、今後の復興に期待したい。 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

(１７－Ａ)

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ３ ④ 

事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 

目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １９ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 

スポーツに親しんでもらう文化や設備も充実しており、事業費に対して大きな成果が上

がっている。特に、総合型地域スポーツクラブについては、健康増進事業や学校体育サポー

ト事業等への参加者も多く、評価できる。
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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シート         №１１
所 属 公民館 教育委員会分野 地域社会教育 

施策の柱 
3-5-1 文化助成金 重点努力目

標 
町施設の利活用 

事業名 
60 公民館運営・活動推進事業 

（補）89文化事業助成金 
事業費 ８，８５６ 千円

事業の内容
公民館の講座開設や文化ホール事業
運営委員会に助成し、講座やイベント
等の企画立案、開催を推進する。 

財
源
内
訳

一般財源 ８，５３０ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ３２６ 千円

事業の対象 全町民及び町外利用者を対象 事業の目的
町民の生涯学習における有効な活用の場

として幅広い年代が文化活動等に親しむこ

とができるようにする。 

事業の成果

熊本地震の影響で、近隣の市長村の施

設が使用できなくなり、当ホールの利

用が増加した。文化ホール事業（３回）

は入場料を安価にしたことで全て満

席となり、文化活動における復旧支援

に繋がった。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績
中央公民館講座開講数 講座 90 64

中央公民館利用者延べ人数 人 30,000 14,171

各種講座参加者数 人 1,200 812

文化ホール事業開講数 回 4 3

ホール事業入場率 ％ 80 100

ホール事業総入場者数 人 1,200 1,500

今後の方針

等 

文化ホール事業及び公民館講座開設は、震災前の利用水準に戻すとともに、近隣施設と共同開催等を

推進するなど文化活動の推進を図る。 

点検評価に当たり

特記する事項 
点数評価については、熊本地震による被災の影響があり、利用者数の増減で判断した。 

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

（１７－Ａ）

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ ４ 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数 １５ 評価（ランク） Ｂ 

☆ コメントによる評価 
熊本地震により地区公民館分館が被災したこと、生涯学習センターに役場機能が入ったことが影響

し、公民館講座開設数が減少したが、その間、避難所として地域住民に開放するなど復旧支援に貢献

できたことを加味して概ね良好と評価した。 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

（１７－Ａ)

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ ４ 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数 １６ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 

熊本地震により施設が使えなかったにもかかわらず、よく活動を進められたと思う。 

今後も、更に魅力的な公民館講座の開設などに知恵を絞っていただきたい。
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教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価シート          №１２ 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

(１８－Ａ)

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ３ ④ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １８ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 

１３歳から２０歳の利用者が少ない。この世代の来館者は多いということなので、本の

貸出しにつながることを考えてみてはどうか。魅力ある図書館づくりを目指してほしい。

近隣市町村もおおづ図書館を利用できるが、そのため大津町民が借りたい本を借りられな

いという課題が過去にはあったので、検討いただきたい。

所 属 生涯学習課 図書館 教育委員会分野 地域社会教育 

施策の柱 3-4-3 図書館の有効活用と充実 重点努力目標 町施設の利活用 

事業名 
62 図書館運営事業 
63 図書館図書備品等購入事業 
64 ブックスタート事業

事業費 ５４，３０１ 千円

事業の内容

H28年度末約18万冊の資料を所蔵。貸出・

レファレンスの充実、リクエスト図書の対
応、各種イベント開催などにより、利用者
の利便性・集客力の向上を図り、併せて生

涯学習の拠点施設として定着を目指してい
る。ブックスタートでは、対象児とその保
護者に絵本を配布し、読み聞かせを行って

いる。

財
源
内
訳

一般財源 ５４，２０５ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ９６ 千円

事業の対象
全町民、隣接市町村在住者、大津町への通
勤・通学者。ブックスタートは、７～８か

月児とその保護者。 
事業の目的

生涯学習の拠点施設として、町民への図書等の
提供並びに各種事業の展開により、町民の教育と

文化の発展に寄与する。 

事業の成果

①年間の貸出し冊数  ２５１千冊 

（うち８千冊は団体貸出）

②利用回数   ６４，０３５人 

③開館日数      ２８７日 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績
おはなし会の参加人数（水・土） 人 720 1,301

新規登録者数 人 1,645 1,192

住民一人あたりの貸出冊数 冊 10 7.1

ブックスタート参加人数 人 420（297） 285

今後の方針等
住民の利用を促進するため、新刊案内、イベント情報や施設の活用方法などの情報提供を行い、未

利用者への働きかけを強化する。また、生涯学習の拠点施設としてボランティア団体や関係機関との
連携強化を図る。 

点検評価に当たり

特記する事項 

 ブックスタート事業が離乳食セミナーから７～８か月児健診での実施となったため、実績が対象者

の約 96％となった。駐車場の整備を行った。 

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

（１８－Ａ）

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ － 

投入資源の効率性 １ ２ ３ ④ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １８ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
図書館は本の貸し出しだけではなく、新聞・雑誌の閲覧や学習の場としての利用も多い。また、年

間を通してお話し会や人形劇、コンサート、映写会など多彩な行事を展開し、生涯学習の拠点施設と
して定着しつつある。情報発信についても、情報誌やホームページを活用し、積極的に行っている。
ブックスタートは、約３００組の親子が参加。これをきっかけとして図書館へ来館する方も増えてい
る。駐車場については、館西側の整備を行い、駐車台数が６５台（１０台増）となった。 
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教育にする事務の管理及び執行状況の点検及び評価シート           №１３ 

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

(１７－Ａ)

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ ４ 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 

目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 

０～２歳児を対象とする本事業は、住民のニーズに応えており、自己評価以上に評価で

きる。 

３歳児からの保育先が無いことが本事業の課題となっているが、公立幼稚園は定員不足

となっていることからそれらの人的資源を活かすなど、別の制度を創出することも考え、

他所と連携を取って改善することを望む。 

待機児童の解消は住民にとっては非常に関心が高い部分なので、需要の把握をきちんと

行い、住民の要望に応えていただきたい。

所 属 子育て支援課 教育委員会分野 子育て支援 

施策の柱 
1-3-1 地域における子育ての支援

（子どもの健やかな成長） 
重点努力目標 保育所待機児童の解消 

事業名 
33 地域型保育事業 

41 家庭的保育事業（連携保育所）
事業費 ８４，８７１ 千円

事業の内容

子育て支援員研修（家庭的保育）
を終了した保育士と町が委託契約
を結び、自宅やアパートの一室な
どで、少数の乳幼児の保育を行う。

財
源
内
訳

一般財源 ２１，２１８ 千円

国補助金 ４２，４３６ 千円

県補助金 ２１，２１７ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ０ 千円

事業の対象
 保護者の仕事等で昼間に保育を必

要とする町内の乳幼児（０～２歳児）。
事業の目的 保育所待機児童の解消

事業の成果

町内４か所で３２人の保育を行い、

待機児童の解消に努めた。また、連携

保育所となる公立の大津保育園で、卒

園時の受け皿を確保することができ

た。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績
保育室（園） 園 ４ ４

保育者及び補助者 人 １４ １４

乳幼児数 人 ３２ ３２

今後の方針等
大津町子ども・子育て事業計画に基づき、子ども・子育て会議に諮りながら今後も拡大する等し充

実を図る。 

点検評価に当たり

特記する事項 

 現在、公立の大津保育園が連携保育所となっているが、今後私立の保育所にも連携保育所としてい

ただくため都度、依頼が必要。 

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

(１６－Ａ)

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ③ ４ 

公費投入の妥当性 １ ２ ③ ４ 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ３ ④ 

目的達成の有効性 １ ２ ３ ④ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
平成２４年度から、県内で最初に取り組んだ事業であり、年々拡充を図ってきた。保育所の新設は

難しいが待機児童の解消のため、継続して実施する必要がある。 

 利用者からは、家庭的な雰囲気のもとできめ細やかな保育であるとおおむね好評である。 

ただし、施設に対する多額の給付費の増と卒園時の受け皿の確保が課題となっているため、子ども・

子育て会議で意見聴取し、施設の増については慎重に協議を進める必要がある。 
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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シート         №１４  

大津町教育委員会外部評価委員会の点検評価の概要 

事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

（１８－Ａ）

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ３ ④ 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
保育士が足りなくて困っている問題は、賃金単価も含め魅力ある職場としての条件整備が必要なの

ではないか。前向きな検討を望む。待機児童対策については、公立幼稚園を無くして保育園化や私立

保育園に委託する流れもあると思うが、大津町はどういう状態になったら、先を考えるというのか。

教育委員会としての方針を示す必要があるのではないだろうか。

所 属 子育て支援課（大津保育園） 教育委員会分野 子育て支援（大津保育園） 

施策の柱 1-4-1 地域における子育ての支援 重点努力目標 地域における子育ての支援 

事業名 

36 保育園管理運営事業 

24・37 障害児保育事業 

25・38 延長保育事業 

39 休日保育事業 

26・40 一時保育事業 

42 待機児童対策（分園開所）

事業費 ６５，９２３ 千円

事業の内容

園児の保育及び園舎内外の維持管
理を行い、心身ともに健全な児童を育
成する。各事業を展開していくこと
で、保護者や地域の子育て家庭に対す
る支援を行っていく。 

財
源
内
訳

一般財源 ３５，４８０ 千円

国補助金 ２７３ 千円

県補助金 １，１１７ 千円

起 債 千円

その他 ２９，０５３ 千円

事業の対象

大津保育園 園児：１４０人 

   分園 園児：２０人 

休日保育年間利用人数：２６人 

一時保育年間利用人数：２１人 

事業の目的
地域に根ざし、保育を必要とする乳幼児

を保育し、心身ともに健全な児童を育成す

る。 

事業の成果

 保護者のニーズが多様化する中、地

域の子育て家庭に対する支援は、保護

者にとって安心できる事業となった。

また、分園の運営も待機児童解消に十

分繋がった。 

活動成果指標 単位 目標値 H28 実績
延長保育利用述べ人数 人 2,600 1,406

休日保育利用述べ人数 人 70 36

一時保育利用述べ人数 人 100 34

分園開所 人 20 20

今後の方針等
保護者の家庭の状況を踏まえ、地域の関係機関、団体等との連携、協力を図りながら、適切な支援

を行っていく。保育士の専門性を生かした柔軟に対応できる園としての体制を構築していく。 

点検評価に当たり
特記する事項 

延長保育利用園児については、減少傾向にある。就労形態の変化がうかがえる。 

待機児童解消への取り組み 

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

（１８－Ａ）

☆点数による評価 

要改善 要検討 良好 的確 

住民ニーズの妥当性 １ ２ ３ ④ 

公費投入の妥当性 １ ２ ３ ④ 

投入資源の効率性 １ ２ ③ ４ 

事業成果の有効性 １ ２ ③ ４ 

目的達成の有効性 １ ２ ③ ４ 

評  価 合計点数 １７ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
公立保育所の果たす役割は大きく、各事業の必要性は高くなっている。事業を利用される家庭が

増加することで、勤務形態の見直しを進め、各事業の取り組みは安定していく。しかし、私立保育園

の保育士の就労条件が良好となる中、保育士減少が見られ始めた。休日、一時保育事業については、

受け入れの制限を行ったり、保護者のニーズに合わせた受け入れを行ったりしながら、事業の取り組

みの安定化を図った。財源等を公費で行っている現状には厳しいものがある。 

また、待機児童対策事業（分園開所）については、一定の成果が保たれている。
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前期・後期制（２学期制）について 

教育委員会のコメント 

大津町では平成１７年度から、すべての町立幼稚園及び小中学校で年間の事業時間数の増加によ

る学習等の充実と、評価の信頼性・客観性の向上による評価と指導の一体化の充実を目的に、前期・

後期制を実施しており、平成２８年度で１２年となった。 

保護者への意向調査は、平成２７年度家庭教育アンケート（対象：小中学校保護者、回答率：７

８％）の設問のひとつとして行っている。 

「前期・後期制」の運用で、お気づきの点はないかとの質問には、９割弱の家庭が特に気が付い

たことは無いとの回答だった。 

ただ個別意見としては、保護者に３学期制経験が多いため、前期・後期制実施の理解、秋休みの

必要性、子どもの学習状況について、さらに周知と理解、また工夫が必要かと思える。 

 教職員へは、平成２９年６月にアンケート調査を行った。 

まず、基礎・基本の確実な定着と個に応じたきめ細かい指導と評価のしやすさについては、小中

学校教職員の約９割が図られている・しやすいという評価を得た。 

 定期考査については、小学校は変わらないが７割だが、中学校は変わらないが２割で、減ったが

６割となった。 

 教職員の事務量については、小中学校とも約６割が軽減を実感している。 

 保護者との面談の工夫については、小学校４割、中学校６割が学習評価等の状況を伝えるための

工夫を行ったと回答している。 

 学力の定着については、平成１８年度からのＮＲＴ検査（標準学力検査）で確認を行った。 

 目標値を下回ったのは、小学校で平成２０年度・２２年度、中学校で平成２２・２３年度となっ

ている。前期・後期制が主要因かどうかは不明だが、本町において、小中学校児童生徒の学力は保

障されているといえると思う。 

これらのことから、前期・後期制については確実に定着しており、今後も継続して実施する。ま

た、新しい学習指導要領実施を控えている現在、本制度の利点がより効果的に活用できるものと考

える。 

しかし、不安を感じている保護者もいるので、今後はさらに制度の周知と理解及びきめ細かな指

導と面談の充実を図っていく必要がある。 

外部評価委員会のコメント 

 保護者へのアンケート結果から、「特に気づいたことはない」という意見が多くみられ、２学期

制が問題となっていることはないようである。この１０年間で前期・後期制は定着していると思

われる。他方、先生方へのアンケート結果から、定期テストの回数や業務量が減ったということ

で、教師の事務量の軽減などの制度改革の効果が出ている。これにより、子どもたちとじっくり

関わってもらうことができており、その結果として特に中学校の問題行動等が少なくなっている

点を高く評価したい。先生方に負荷をかけず、学力も落とさずに運用されているので、全体的に

問題はないと判断する。 
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熊本地震について 

教育委員会のコメント 

 平成２８年４月に発生した平成２８年熊本地震は、本町のほとんどの教育施設が甚大な被害を受

けた。 

 熊本地震関連の平成２８年度一般会計決算額は、歳出で全体が約４３億４千万円となっており、

うち教育委員会関係分が約３億７，９７０万円（約８．８％）である。 

課ごとの歳出決算額は、学校教育課：３億５千万円、生涯学習課：２，３７０万円、子育て支援

課：６００万円だが、繰越額が学校教育課：記念碑等復旧工事関係で７３２万円、生涯学習課：総

合体育館復旧工事関係で４億４，１２８万円となっている。 

学校教育課は、発災から５月８日（日）まで臨時休校となったが、同月９日（月）から町立幼稚

園及び学校給食含む全校が再開した。 

車中泊避難に供したグラウンドも早急に整地し、５月の運動会も年間計画どおりに開催し、児童

生徒はもとより校区内住民に元気を与えたことは大きかった。 

また、大津小と大津南小の体育館は甚大な被害を受け、３月まで復旧工事のため使用不可となっ

たが、迅速な復旧工事の結果、すべての小中学校の卒業生が自校から巣立つことができた。 

児童生徒の心のケアについては、ＥＡＲＴＨや関西広域連合等直後から様々な自治体等の支援を

いただき、子どもたちの変化に不安を感じている保護者に対する対処法や、子どもや保護者、親子

関係でのストレスの軽減を図ることに努めた。 

昨年６月３０日時点で心のケアが必要と判断される児童生徒は、小学校１２３人、中学校１３人

となっていたが、本年９月１５日時点でも小学校７７人（△４６人）、中学校４６人（＋３３人）と

なっている。現在でも高い数値であり、中学校は増えている。相談体制の拡充など、長期的な対策

が必要である。 

生涯学習課も施設において甚大な被害を受けた。まず、瀬田地区公民館分館は全壊状況で平成２

９年９月末に解体、錦野地区公民館分館は半壊で現在復旧工事中。弓道場、武道館、テニスコート、

図書館は何とか２８年度中に復旧工事を完了したが、繰越事業となった運動公園の球技場・競技場

事務所は平成２９年１２月末まで、さらに総合体育館のメイン・サブ両アリーナは屋根の損傷が新

たに見つかり、平成３０年３月末日まで使用が出来ない状況となった。 

次に文化財関係では、国指定重要文化財「江藤家住宅」が、大きな被害を受け、国県町補助事業

による修理事業に着手し、復旧完了まで７年を要する見通しである。 

また、町内の歴史ある建物や史跡（神社・祠）等のコミュニティ施設や区の活動に欠かせない地

域集会所（公民館）も被害を受けた。現在、熊本地震復興基金及び町の補助金等を活用して修理を

行っており、平成２８年度は、被災した地域集会所等４２ヶ所の内、４箇所の復旧を支援した。 

社会教育施設の利用状況に至っては長期にわたり避難所としても使用されたことや、被災した役

場庁舎の代替えとして利用されたことから、活動の制限をされたため利用者が大幅に減少した（前

年度比△５２％：△１８１，７０２人）ただし、被害が少なかった文化ホールは近隣市町村の類似

施設が使えないためか、町外者の利用数が増えたために、その数を対前年度比で６，５５７人伸ば

している。 

学校施設や生涯学習施設は災害時地域避難所に指定されているものも多くあり、今後は耐震強度

の向上はもちろん、水や食料品等の備蓄も含めた機能強化を防災担当課と協力して進めて行きたい。 

子育て支援課も、町立幼稚園・保育園・学童保育施設の復旧工事のほか、放課後児童クラブ利用

者支援や私立幼稚園被災幼児就園奨励費補助を行った。町立幼稚園は、学校同様臨時休園となった

ため４月分の保育料を一律全額減額し、保育所については休園に伴い２分の１の減額措置を行い、

家屋の被害が半壊以上の世帯については保育料の減免措置を行った。 

また、保育園は地震後も家庭の仕事等で保育を希望する家庭に対し、保育を受け入れた。核家族

化と就労環境が多様化する現在、このような災害時の保育受け入れは今後も重要な業務となってく

るのではないかと思う。 
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外部評価委員会のコメント 

 ２度の大きな地震で被害は受けているにもかかわらず、大津町の教育あるいはスポーツ振興や文化行

政については、それぞれが一生懸命に取り組まれ、遅滞なく成果が上がっていることが理解できた。 

大津町は学校施設を避難所として開放しても、その運営を教職員でなく、町あるいは地域のボラン

ティア等が担ったということはすばらしい自治力である。 

心のケアが必要と判断される児童生徒数も把握されており評価できる。今後もきちんと支援をして

いただきたい。 

近隣自治体の公共施設も被災しており本町の施設の利用が増えているが、町民利用優先はあるもの

の他自治体の利便性も広げるようにして、魅力ある運営を心がけていただくほうが良いのではないだ

ろうか。また、江藤家住宅を始め、文化財が壊れて修理する段階で新たに分かる事実もあるので、そ

ういったものを公開することにより、熊本地震を逆手に取った文化振興に役立てることも検討いただ

ければと思う。 
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任期：平成２９年９月２１日～平成３１年３月３１日（２年間） 

大津町教育委員会外部評価委員会委員名簿 

（敬称略）

役職 氏  名 所属 

委員長 上野 眞也 熊本大学教授 

副委員長 藤本 猪智郎 弁護士（肥後大津法律事務所） 

委員 鳥栖 彰孝 
株式会社くまさんメディクス 

常務取締役 

委員 甲山 敏彦 
学校長経験者 

（元美咲野小学校長） 

委員 松﨑 ゆり 
大津町ＰＴＡ連絡協議会 

（大津北中学校ＰＴＡ） 
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大津町教育委員会外部評価委員会設置要綱 

平成２３年３月２４日  

教委要綱第１号  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、教育に関する事務、事業の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うため、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律162号）第27条の規定に基づき、大津町教育委員会外

部評価委員会（以下「委員会」という。）の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 (1) 大津町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が実施する事務、事業の点検及び評価に関すること。 

 (2) その他委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織し、その委員は、教育に見識を有するもののうちから教育委員

会が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くこと

ができる。 

５ 委員会の会議は、原則公開できるものとする。ただし、公開することが相当でないと委員会が認めるとき

はこの限りではない。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、学校教育課において行う。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
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