
平成２８年度（平成２７年度実施事業対象） 

大津町教育委員会点検・評価報告書 

平成２８年１２月１日 

大津町教育委員会 



- 2 - 

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２７年度においては、主要な施策として８８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。 

 ４月に発生しました平成２８年熊本地震は、大津町にも甚大な被害をもたらしました。そのよ

うな中でも、避難所等において、子どもたちが困っている人のために自分ができることを進んで

活動する姿が見られました。また、子どもたちは、家族や地域の人々が助け合って生活する姿を

見てきました。熊本県教育委員会は、平成２８年度の重点施策の１つに「Build Back Better（創

造的な復興）～生きる力を育む教育～」を掲げ、学校施設の早期復旧といったハード面はもとよ

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、命を大切にし、他者に寄り

添う心の醸成、郷土への理解と愛着を深めるための道徳教育の充実等のソフト面の施策も充実・

強化するとしています。今回の震災を経験した子どもたちが、命を大切にし、他者や地域への感

謝を忘れず、よりよい社会の創造をめざす人間性豊かな大津町民として成長することを願い、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２８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２８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   河北 恵理 

                 委員         農守 典子 

                 委員         中尾 精一 

                 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、９９．１０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２７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２７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（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、夢講演）◆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工夫（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２７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◆レファレンスサ

ービスの充実◆図書館利用の促進

◆子ども読書活動の推進、学校図書館

への支援 

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 

◆基礎学力向上のための学習支援活

動◆地域コーディネーターの配置◆

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２７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 

※躾の３原則(継続性・一貫性・個人差)

◆「三つの約束」の形成◆「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◆

「大津町家庭教育宣言」（大津町ＰＴＡ

連絡協議会）の徹底◆くまもと家庭教

育１０ヶ条の推進◆社会体験活動の実

践 

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◆家庭教育学級の充実（出前

講座活用）◆くまもと「親の学び」プ

ログラムの普及啓発（県登録トレーナ

ーの活用）◆各園・学校の保護者研修

の充実（町ＰＴＡ連絡協議会・各園保

護者会との連携・協力）◆関係機関と

の連携協力及び支援体制の確立◆「育

ちのステップ」の活用◆やる気を育て

る「あいうえお」の実践 

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◆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２８年３月３１日現在） 

役職 氏名 任期 備考 

委員長 合志 文夫 H26.10.1～H30.9.30 ２期目 

委員長職務代理者 首藤 誠治 H27.9.25～H31.9.24 〃 

委員 河北 理恵 H24.9.25～H28.9.24 １期目 

委員 農守 典子 H26.3.27～H30.3.26 〃 

委員（教育長） 齊藤 公拓 H26.1.12～H30.1.11 〃 

② 教育委員会会議開催状況 

   会議回数１３回（会議公開規程に基づく傍聴人無し） 

  （議題の分類別内訳） 

議題分類 件数 議題分類 件数 

教育委員会規則等の制定・改廃 8 教育委員会人事に関すること 7 

議会一般質問・補正議案等の協議 9 教育財産に関すること 0 

委員等の任免及び委嘱等 13 その他（外部評価関係を含む） 11 

学校教育に関すること 8   

準要保護児童生徒の認定 6 合計 62議案

（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Ｈ28.9.20現在 

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 2７年４月２８日 平成 2７年第6回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年５月２０日 1８１ 

平成 2７年５月１９日 平成 2７年第7回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年６月５日 １０３ 

平成 2７年6月５日 平成 2７年第8回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年６月１７日 １２１ 

平成 2７年６月１７日 平成 2７年第9回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年８月１１日 ９０ 

平成 2７年８月６日 平成 2７年第 10回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年９月７日 １４０ 

平成 2７年９月３日 平成 2７年第 1１回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年９月２５日 １５１ 

平成 2７年９月２５日 平成 2７年第 1２回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年１２月３日 ９４ 

平成 2７年1２月２日 平成 2７年第 1３回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年１月１２日 １１２ 

平成 2８年1月８日 平成 2８年第１回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年２月２０日 ７０ 

平成 2８年２月１８日 平成 2８年第２回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年３月７日 ９０ 

平成 2８年3月４日 平成 2８年第３回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年４月２日 ５１ 

平成 2８年3月１１日 平成2８年第4回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年４月２日 ２１８ 

平成 2８年3月３１日 平成2８年第５回教育委員会会議録の公表について 平成 2８年５月１日 ３２２ 
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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。 

訪問種別 実施時期 訪問の目的 備考 

経営訪問 ５月～６月 学校経営案の説明及び質疑、授業参観  

教科等訪問 １０月～１１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  

④ 大津町教育委員会事務局職員の状況（平成２７年4月１日現在※常勤のみ） 

   部長１人  次長１人 

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 １  ４ １ １ １ 

所属長       １ 

係長 ２ １  ２ １  ２ 

係員（保育士等含む） ２   ７ ２ １０ ６ 

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２７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についても、平均で１３４人のアクセスとなっており、抜本的な改善が
必要であると言える。 
 「大津町教育の日」の定着が進み、ほとんどの小中学校・幼稚園で参観者が増え、平成２７年
度は３万人を超えた。保護者だけでなく、地域住民にも学校や子どもの姿を見てもらえるよう、
さらに「地域に開かれた学校づくり」を目指し取り組んでいきたい。 
 そして、平成２６年度に引き続き大津町ＰＴＡ連絡協議会と教育委員会とのワークショップを
実施し、家庭教育力の向上・地域教育力の向上について意見交換を行った。家庭教育力の低下の
背景として、核家族化、親子の時間が合わない、親の意識の低下などが挙げられたことから、地
域との関わり、親子の共有時間を増やすこと、親の意識向上が必要であることがわかった。ま
た、地域教育力の低下の背景としては、地域行事への参加が減った、夫婦共働きが増えたため各
家庭が忙しくなった、関わりを煩わしく思う人が増えたことなどが挙げられた。保護者が地域に
関心を持ち、親子で参加できる地域のイベントに参加することにより、世代間の交流を深め、子
どもの豊かな心の育成につなげていく必要がある。 

外部評価委員のコメント 

 教育委員会の活動は、２７年度１３回の会議を経て６２議案が審議され、喫緊の教育課題に対

応し、学校教育のみならず地域住民の声も教育行政に反映させるなど、住民生活にも大いに関係

する幅の広い活動が行われている。しかし会議への傍聴者もなく議事録へのアクセスが低調であ

り、地域住民の教育委員会活動への関心が低いことが課題となっている。町民からのアタックを

待っているだけでなく、傍聴できることを知らせる工夫を考え、教育委員会の活動が学校教育以

外にも幅広く行われていることをより積極的に情報発信するなど、改善に向けた施策が望まれ

る。 

 平成２７年度の小中学校・幼稚園への参観者は、コミニティ・スクール導入が寄与するなど３

万人を超える結果となり、「大津町教育の日」が定着してきたと言える。今後も教育委員会、学

校、ＰＴＡが連携して「地域に開かれた学校づくり」を推進していくことにより、保護者のみな

らず地域住民の教育に対する意識の変化が現れ期待が持てる。一方で、核家族、一人親世帯、親

子の時間のすれちがい、夫婦共働きの増加、親の家庭教育意識の低下などにより家庭教育力の向

上が課題となっている。教育の土壌をどのように育てていくのか、行政や学校・地域の協力体制

が不可欠であるとともに、様々な組織・団体・企業などとの連携もお願いしたい。 

 教育委員会と大津町PTA連絡協議会との意見交換は、保護者の生の意見や現実におかれてい

る状況を把握する重要な機会であり大変意義あることと考える。これにより浮かんできた課題に

しっかりと対処し、今後も連絡を密にし引き続き連携を期待するものである。 

 また、大きな社会問題になっている教職員の過重な超過勤務が本町の学校でもあるとしたら、

学校教育の重点努力事項である学校改革の推進を通して、教職員の負担軽減に積極的に取り組ん

でいく必要がある。 

 大津町教育委員会は、「夢を持ち、夢を育み、夢を叶える教育実践」を基本理念とし、その中核

にあり、また実施に向けた具体的な目標となるのが「育ちのステップ」である。これは子どもた

ちの「育ち」という観点から４つの発達段階を踏まえ、「１５歳の育てたい姿」を見通し、一人一

人の子どもに向かい合う教育実践のスタンスを明示するものである。まさに、他の市町村には見

られない「大津町の宝」といってよい。今後は、これを基にそれぞれの分野の「課題」と「目

標」を把握する具体的なツールとして、なお一層の活用を望む。 
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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２７年５月１日現在の小学校児童数は２，２４３人、中学校生徒数は９６７人で、前年に比べ

て１０７人の増加となっている。特に、美咲野小、室小、大津北中の増加が大きく、生徒の急増を背

景とした教職員の増加に対応するため、平成２７年度には大津北中学校職員室等改修事業を実施し

た。今後の見通しとしては、大津小・美咲野小・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、将来推計では大津中の生徒数

はしばらく減少するが、４年後には増加に転じると予想される。しかし、その反面、北部・南部・東

部の小規模校３校に児童数の増加が見られず、大津東小学校にあっては、平成２７年度から複式学級

が２学級となっている。 

  （児童生徒数）小学校2,243人 中学校967人 

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

(19) 
626 

(64) 
659 

(38) 
487 

(△10)
168 

(△7) 
43 

(△6) 
82 

(1) 
178 

(△60)
454 

(68) 
513 

学級数 
(5) 
19 

(4) 
20 

(5) 
15 

(2) 
6 

(0) 
4 

(1) 
6 

(3) 
6 

(2) 
12 

(4) 
14 

  ※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、ほとんどの小中学校・幼稚園で参観者は大幅な増加となった。平成２５年度に初めて 1 万人の

大台を突破し、平成２６年度は約２４，０００人、平成２７年度は３万人を超えた。特に、コミュニ

ティ・スクールを導入している護川小・美咲野小・大津小の増加が大きいことから、コミュニティ・

スクールが、学校を核とした新しい地域社会づくりに大きく寄与していることがうかがえる。 

  （町立小中学校・幼稚園の参観者数） 

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 4,144 1,401 6.62 4.52

美咲野小学校 6,013 1,861 9.12 6.98

室小学校 3,462 655 7.11 6.25

大津南小学校 1,560 595 9.29 5.42

大津東小学校 929 136 21.60 15.86

大津北小学校 759 △143 9.26 10.25

護川小学校 6,936 2,095 38.97 27.35

大津中学校 2,184 △61 4.81 4.37

大津北中学校 3,141 836 6.12 5.18

大津幼稚園 1,718 572 10.05 6.37

陣内幼稚園 903 △29 10.88 10.59

合計 31,749 7,918 平均9.17 平均 6.87
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③ 小中学校における「平成２７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２７年度における上昇項目は３項目、下落項目は４項目となっ

た。上昇項目において、２項目は「基本的生活習慣の形成・確立」の項目であり、学校がＰＴＡ活動

を通して取り組んだ効果が現れたものと思われる。また、下落項目を見ると、①豊かな心の育成  

②確かな学力の育成 ③良好な教育環境の整備 ④基本的生活習慣の形成・確立 となっている。４

項目中３項目が学校教育の領域であるため、その背景を分析し、工夫・改善することが必要である。 

◆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 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

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）

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
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午後１０時までに就寝する子どもの割合（小１～３）
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朝食を食べる習慣の無い子どもの割合（小１～３）

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
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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 

Ｈ2５ Ｈ2６ Ｈ2７

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↓ 3.2→ 3.1↓

2 読書に親しむ環境づくり 3.2↓ 3.3↑

２ 確かな学力の育成 

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

4 基礎的・基本的な知識技能の習得とその活用  3.2→ 3.1↓

5 言語活動を通した思考力・判断力・表現力の育成 

（NIE の取組） 
3.0↓ 2.9↓

３ 人権教育の充実 

6 自尊感情を高め、思いやりの心を育む教育の創造 3.1→ 3.2↑

7 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。 
3.0 3.2↑

8 いじめ不登校防止対策（教育相談の充実） 3.1↓ 3.1→

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

10 交通安全、防犯・防災教育の徹底  3.0↓ 3.1↑

５ 食育の推進 11 食農体験学習 3.1↓ 3.1→

６ 就学前教育の充実 
12 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→ 2.9→

７ 特別支援教育の充実 
13 「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 
3.0→ 3.1↑

８ キャリア教育の推進 
14 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） 
3.0→ 3.1↑

９ 良好な教育環境の整備
15 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） 
2.8→ 2.9↑ 2.8↓

10 特色ある学校づくりの

推進 

16 伝統と文化を尊重する地域学習の推進 3.0↓ 3.1↑

17 学社融合による人・もの・ことの活用推進 3.1↓ 3.4↑

18 教育の日の活性化 3.0→ 3.1↑

家

庭

教

育

11 基本的生活習慣の形

成・確立 

19 三つの約束の形成 3.0→ 3.1↑ 3.0↓

20 「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進 2.9→ 2.9→ 3.0↑

21 「ノーテレビ・ノーゲームデー」（週１回）の推進 2.4→ 2.3↓ 2.5↑

12  親力・家庭力の向上 22 「育ちのステップ」の活用 2.6↑ 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 

23 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。） 
2.9↓ 3.0↑ 3.0→

24 基礎学力向上のための学習支援活動 3.2 3.1↓ 3.2↑

14  関係機関・団体・組織 

との連携強化 

25 「家庭・学校・地域の連携活動推進部会」を核とし

た事業展開 
3.0→ 2.9↓

15  学校の地域行事・活動

への参加の推進 

26 地域の人・もの・ことを知り、地域との一体感を持

つ 
3.0↓ 3.0→

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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学
校
平
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評
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④ 学校教育における新たな取り組み 

   平成２７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２年目

となり、全学年に教科「生活数理」を新設して、既存の「算数」で習得した基礎的・基本的な知識、

技能を活用した課題解決学習を行った。大津東小学校においては、熊本県から指定を受けた「土曜授

業推進事業」を実施した。これは、今後の授業時数確保のため、土曜日等の利点を活かした質が高く

効果的な指導法やカリキュラムの開発などの啓発事業で、地域の協力を得た体験学習等を実施した。

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、生

徒の体力の向上と健康の保持増進を図るため、学校教育活動全体及び地域社会との関係を通して、生

徒の体力づくりや健康教育等を促進するとともに、生涯にわたって、健康で安全な生活を送るための

基礎を培う方法を研究実践する。 

   ハード面では、生徒の急増を背景とした教職員の増加に対応するため、大津北中学校職員室等改修

事業を実施した。 

◆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。 
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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
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２７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

Ｈ２３ 5.5 0 5.7 7.9 9.8 4.8 8.4 2.1 1.6

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

0

2

4

6

8

10

12

14
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２７年度の全国学力・学習状況調査の結果では、小学校の平均正答率を見るとすべての
領域で全国平均・県平均を上回っている。特に、算数の活用に関する問題（Ｂ問題）は、全国
平均より４．１ポイント高い。一方、中学校の平均正答率は、国語・数学ともに知識に関する
問題（Ａ問題）が全国平均・県平均を下回り、Ｂ問題は全国平均・県平均を上回っている。こ
のことから、基礎的学力を身に付けるための学習の工夫・改善が必要であると思われる。 
 「平成２７年度大津町教育基本構想」共通実践事項の評価では、「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」の推進が上昇しており、学校がＰＴＡ活動
を通して取り組んだ効果が現れたものと言える。今後も、家庭教育力の向上を図り、基本的生
活習慣の形成・確立を目指すとともに、学校・家庭・地域が一体となり、子どもたちの豊かな
心の育成に努めたい。 
 平成２７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２年目となったほか、大津東小学校が熊本県指定の「土曜授業推進事業」を実施し
た。大津中学校も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
施している。さらに今年度は、大津北中学校における「熊本県人権教育推進事業」や美咲野小
学校及び大津小学校における台湾との交流を実施しており、児童生徒の「確かな人権感覚」、
「国際理解」をさらに深める契機としたい。 
 小学校の運動部活動の社会体育への移行については、検討委員会を立ち上げ、町内のスポ
ーツ団体と連携し移行の基盤を整えていく。 

外部評価委員のコメント 

 平成２７年度の全国学力・学習状況調査の結果では、中学校の国語・数学ともに知識に関す

る問題が全国・県の平均を下回っているため、その分析と対策、そして基礎学力向上に向けた

重点的な取り組みが望まれる。児童生徒の質問紙調査結果について、小学校では「めあて」と

「まとめ」を明示した授業のスタイルが定着するなど学力向上への成果が期待できる。また、

中学校では家庭での復習について全国平均を上回っており、家庭での学習意欲に高まりを感じ

られるなど評価できる。さらに、「将来への夢や目標を持っているか」の重要な問いに対し、

全国・県を上回っていることに胸を張って心から喜びたい。これは教育委員会、町ＰＴＡ連絡

協議会、各学校、各単Ｐが連携して取り組んだ成果が現れてきていると思われる。この気持ち

をしっかりと受け止め維持・向上できるよう大切にしていただきたい。 

 共通実践事項の評価では「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」の推進が上昇したことは、学校・家庭・地域の連携や協力、そして基本的生活習慣形

成へのこだわりの賜物といえる。評価項目を集約し、取り組みを強化したことも成果につなが

ったと感じた。しかし、大津町ＰＴＡ連絡協議会とのワークショップでは家庭教育力の低下が

指摘されており、評価値の上昇に気を許さずに、家庭教育力の向上に対しては引き続き不断の

努力が必要と考える。 

 各学校が各種の研究指定を受けたことは大きなチャンスと考える。様々な取り組みが活発に

行われ、教育全般において質の向上へ繋がったといえる。研究主任には若い先生を起用した結

果、積極的で自主的な活動の推進が図られ、誠に素晴らしい取り組みとしてとても評価でき

る。この成果を町全体で共有し、また他の学校とも情報や経験を共有して、学力の底上げ、人

権感覚の育成、教育力の向上につなげ、さらには大津町の学校全体がより良い方向に進むこと

を期待する。 

 小学校の運動部活動の社会体育への移行については、様々な立場の委員による検討委員会を

立ち上げることにした点は評価する。このような大きな変更についていろいろな立場の意見を

踏まえ反映させることがスムーズな移行に寄与するものと考える。一方、教職員の過重な超過

勤務の負担を軽減し、本来の職務である児童の学力向上や一人一人の指導等に力を注げるよう

に進めていく必要がある。 

 「確かな学力」は、保護者の切実な願いであり、子どもたちの権利保障でもある。大津町の

この５年間の教育施策、学校教育実践は目覚ましいものがあり、その成果が「学力の向上」で

ある。学校の各種研究指定への取り組みは、比較的若手の教員が多い大津町においては、教員

の力量形成につながるものである。少子化の一層の進展の中で、大津町の範域を超えた貢献も

期待されるところである。 
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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 2７年度･人） 

名 称 
利用者数 

名 称 
利用者数 

H2６ H2７ H2６ H2７ 

中央公民館 26,094 26,666 歴史文化伝承館 2,758 3,013

文化ホール 23,022 24,549 運動公園 55,115 70,450

大津地区公民館分館 16,733 18,314 総合体育館 75,539 78,583

陣内地区公民館分館 4,391 4,388 弓道場 3,794 5,452

錦野地区公民館分館 1,214 1,262 武道館 7,278 8,319

瀬田地区公民館分館 1,380 1,440 町民グラウンド 32,535 29,033

平川地区公民館分館 685 723 杉水公園グラウンド 4,905 4,366

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 8,324 5,889

矢護川コミュニティセンター 9,579 9,562 山村広場 15,347 13,977

野外活動等研修センター 3,982 4,315 昭和園テニスコート 14,353 14,168

町民交流施設（オークスプラザ） 33,322 34,455 菊阿体育館（旧菊阿中） 6,689 6,531

文化財学習センター － 町民テニスコート 25,659 8,409

※１ 総合体育館のトレーニングルーム利用者は23,257人(新規登録981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 2７年度・人、件) 

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
(14,550)

15,606

(580)

608

(183)

195

(953)

1,032

(832)

880

(1,325)

1,434

(279)

308

(267)

281

(453)

474

(19,422)

20,818

利用回数
(55,266)

56,159

(913)

1,107

(205)

256

(2,889)

2,935

(2,529)

2,748

(5,768)

6,901

(865)

777

(1,531)

1,327

(1,238)

1,218

(71,204)

73,428

利用者数
(6,931)

5,948

(185)

140

(46)

33

(383)

278

(351)

314

(684)

592

(102)

89

(94)

64

(142)

112

(8,918)

7,570

貸出冊数
(205,835)

208,751

(3,571)

4,357

(858)

882

(11,384)

11,598

(11,144)

11,659

(27,664)

31,505

(3,577)

3,266

(4,552)

3,574

(4,427)

4,793

(273,012)

280,385

※１ 上段（ ）書きは、前年度（平成２６年度）の実績 



25 

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 月から、子ども・子育て支援法に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て

支援の量の拡充や質の向上を進めていく、「子ども・子育て支援新制度」がスタートした。 

また、待機児童の解消を目指して、平成26年 10月に大津保育園分園（定員20人）と平成27

年 4月に新設の風の子保育園（定員120人）が開所した。 

   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）                    （Ｈ２７．５．１現在） 

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 保育所 公立 140 142  

緑ヶ丘保育園 〃 私立 120 164  

一宇保育園 〃 私立 120 147  

白川保育園 〃 私立 120 139  

杉水保育園 〃 私立 140 168  

大津いちご保育園 〃 私立 120 142  

よろこび保育園 〃 私立 120 172  

風の子保育園 〃 私立 120 101  

大津幼稚園 幼稚園 公立 190 171  

陣内幼稚園 〃 公立 120 83  

大津音楽幼稚園 〃 私立 260 253  

白川幼稚園 〃 私立 160 160  

合計 1,730 1,842  

  ※平成２7年４月１日現在の未就学児童数は、2,575人であり、就園率は約71.5％である。 

 （家庭的保育室） 

保育室名 種別 公立・私立の別 定 員 入所児童数 備 考 

ぴちゅ 保育室 私立 5 5  

みんなのおうち 〃 私立 10 10  

おひさま 〃 私立 5 5  

ちゅうりっぷ 〃 私立 ５ ５  

合計 25 25  

※平成２７年４月１日現在の未就学児童数は、2,575人であり、就園率は約0.9％である。 
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（学童保育） 

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 

大津小学校内 
76  

四つ葉学童クラブ 62  

室小 
ジョイキッズクラブ 

室小学校内 
74  

コスモキッズクラブ 54  

護川小 そらいろクラブ 護川小学校内 64  

美咲野小・大津小 緑のなかま 緑ヶ丘保育園内 45  

美咲野小 
グリーンキッズクラブ東 

美咲野小学校内 
85  

グリーンキッズクラブ西 63  

大津北小 一宇学童館 一宇保育園内 23  

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 61  

大津南小 しらかわっ子南小クラブ 大津南小学校内 47  

合計 654  

  平成２７年５月１日現在の小学校１～３年生は1,217人であり、登録率は53.7％である。 
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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 

２７ 

決算 

２６ 

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。 

1,577 1,382 195

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。  

220 270 △50

３

学習支援指
導員・特別
支 援 補 助
員・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名を配置した。 

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、２１

人の枠で採用し、学校の状況に応じて配

置した。 

70,922 64,418 6,504

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。 

2,127 2,117 10

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。 

1,740 1,344 396

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。  
8,600 7,692 908

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。  
86,203 79,424 6,779
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番

号
事業名 所属 事務事業の内容 

２７ 

決算 

２６ 

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。 

51,479 63,190 △11,711

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。 

837 362 475

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。  

1,908 1,504 404

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。  

33,987 6,232 27,755

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。  
1,798 1,794 4

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。  
9,751 10,796 △1,045

15
大津北中学
校職員室等
改修事業 

学校教育課

生徒の急増を背景とした教職員の増

加により、現在の職員室への収容が難し

くなるため、職員室の移転等既存校舎の

模様替えを行う。  

14,377 － 14,377

16
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

32,810 33,816 △1,006

17
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。  

50,446 48,428 2,018

18

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。  
11,465 10,647 818

19
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。  

3,561 3,776 △215

20
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。  
519 508 11

21
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。  

533 555 △22
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22
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、２5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。  

6,887 4,309 2,578

23
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  

111,346 112,350 △1,004

24
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。 

336 288 48

25
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 

8,973 9,370 △397

26
延長保育促
進事業 

子育て支援課 

①町内の全私立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 

7,310 6,975 335

27
一時預かり
事業 

子育て支援課 

①町内の全私立保育所に委託。 

②概ね１園２人／日の定員。利用料は１

日 2,000 円、250 円／時。給食代

200円は実費 

3,180 1,794 1,386

28
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

全体で子供を見守る基盤を作る。 

3,669 2,528 1,141

29
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。 

11,147 8,637 2,510

30
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） 

5,150 5,100 50
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31

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 －

32
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。 

11,508 11,480 28

33
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。 

42 2,581 △2,539

34 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。 

1,087,665 849,065 238,600

35

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～平成 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」と結んだ。 

②平成２６年度～平成３０年度は美咲

野小校区学童保育クラブの指定管理

の協定を白川園と結んだ。 

③平成２７年度～平成 3１年度は南小

校区学童クラブの指定管理の協定を

白川園と結んだ。 

34,732 29,727 5,005

36
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。 

38,543 3,132 35,411

37
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 136 人 3 歳未満児 37 人 以上

児99人 

55,857 48,840 7,017

38
障がい児保
育事業 

大津保育園

今年度施行の「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。 

4,658 3,161 1,497

39
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。 

1,926 1,912 14



31 

番

号
事業名 所属 事務事業の内容 

２７ 

決算 

２６ 

決算 
増減 

40
休日保育事
業 

大津保育園 休日、祝祭日における保育。 853 633 220

41
一時保育事
業 

大津保育園
保護者の急な病気、冠婚葬祭などで一

時的に家庭での保育が困難になった乳

幼児の一時保育。 

894 829 65

42
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 

1,266 1,761 △495

43
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。 

10,420 16,358 △5,938

44
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171人 

     陣内幼稚園85人  

26,290 23,988 2,302

45
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。  

6,046 5,684 362

46
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。 

1,875 2,064 △189

47
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 

554 854 △300

48
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。 

69 275 △206

49
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。 

5,203 162 5,041
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50

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。 

4,913 4,534 379

51
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。 

7,559 7,892 △333

52

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。  

1,149 2,650 △1,501

53

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。  

1,227 1,439 △212

54

スポーツや
イベントを
通じた交流
の推進  

生涯学習課

①行政とスポーツ団体が連携し、協働に

よるスポーツイベントの開催。②スポー

ツボランティアを育成し「支えるスポー

ツの推進」を図る。③スポーツイベント

等に人が集まることによりスポーツ交

流及び経済効果をもたらすことが可能

となる。④スポーツの森大津ジョギング

フェスティバルの開催。 

1,200 1,200 －

55
スポーツ基
盤の整備  

生涯学習課

・生涯スポーツ推進には、４つの基礎と

なる取り組みが必要であり、そのための

各種事業を開催。 

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」等がある。 

 6,477  4,922 1,555

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。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スポーツコンベンショ

ンの推進を図る。  

218 210 8
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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。 

284 377 △93

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

（スポーツを通じた地域経済効果）。③

町民のニーズに応じた新たな施設整備

計画や既存施設の改修計画、備品整備計

画。 

73,962 71,244 2,718

59

スポーツ･
レクリエー
ション施設
の整備・充
実 

生涯学習課
「社会資本整備総合交付金事業」を活用

し、大津町運動公園多目的広場の整備を

実施する。 

8,424 37,971 △29,547

60
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。  

7,126 6,704 422

61
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。 

5,791 5,701 90

62

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。  

23,134 21,665 1,469

63
図書館運営
事業  

図書館 

図書館資料の閲覧及び貸出や調べ物

の支援、おはなし会や各行事の実施等に

より、こどもから大人まで幅広い世代が

読書に親しみ、読書を通して生涯学習の

充実を図る。 

図書館利用者がいつでも安全に利用

できるよう駐車場を確保する。 

館内にあるお話のへや、照明、空調の

設備を行い、利用者が快適に利用できる

ように努める。 

34,279 26,099 8,180

64
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。  

13,146 13,139 7
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65
ブックスタ
ート事業  

図書館 

離乳食セミナー対象（５か月児）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図書館

で選んだ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。  

390 388 2

○補
66

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） 

7,296 6,316 980

○補
67

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。  

789 721 68

○補
68

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。  

907 709 198

○補
69

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。 
927 1,180 △253

○補
70

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。  
300 175 125

○補
71

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。  

1,293 2,553 △1,260

○補
72

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。 
27,443 28,747 △1,304

○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。  

2,430 2,893 △463

○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。  
40,866 45,260 △4,394

○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  
650 525 125
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番

号
事業名 所属 事務事業の内容 

２７ 

決算 

２６ 

決算 
増減 

○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。  

150 933 △783

○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。  

700 709 △9

○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。  

745 6,339 △5,594

○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。  

245 246 △1

○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。  

387 359 28

○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。  

612 622 △10

○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。  

3,352 5,785 △2,433

○補
84

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 

２７ 

決算 

２６ 

決算 
増減 

○補
85

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。 

646 646 －

○補
86

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
87

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
88

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 7,023 △2,523
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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２７年度主要な施策の成果中、教育委員会所管事業の８８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２７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２７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小学校・中学校運営管理事業、小中学校空調機整備事業、大津北中学校校舎増築事業 ②スポー

ツやイベントを通じた交流の推進、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２７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） 

①国際理解・外国語活動事業 ②文化財保存整備・江藤家住宅活用事業・文化財施設運営事業・江

藤家住宅管理整備事業補助 ③校区スポーツ振興会補助金 

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、Ｈ２７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・特別支援補助員・学校生活支
援補助員雇用事業 

１７－Ａ １８－Ａ 学校教育課 

２ 教育相談事業 １６－Ａ １６－Ａ 学校教育課 

３
小学校中学校運営管理事業 
大津北中学校職員室等改修事業 

１７－Ａ １７－Ａ 学校教育課 

４ 国際理解・外国語活動事業 １６－Ａ １７－Ａ 学校教育課 

５ 学校教育推進事業補助金 １７－Ａ １６－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事業 
社会教育関係団体育成事業 

１９－Ａ １８－Ａ 生涯学習課 

９

文化財保存整備事業 
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 

１８－Ａ １８－Ａ 生涯学習課 

１０

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

２０－Ａ ２０－Ａ 生涯学習課 

１１

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 

１９－Ａ １７－Ａ 生涯学習課 

１２
公民館運営・活動推進事業 
文化事業助成金 

１７－Ａ １７－Ａ 公民館 

１３
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 

１４
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） 

１６－Ａ １７－Ａ 子育て支援課 

１５

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） 

１８－Ａ １８－Ａ 
子育て支援課 

保育園 

※教育委員会に属する主要な施策88事業中、46事業を評価（カバー率52.3％） 

※教育委員会に属する主要な施策 88 事業の総額 2,122,867 千円中、790,462 千円を評価（カバー

率37.2％）
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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 27 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･

特別支援補助員・

学校生活支援補

助員雇用事業 

3

学習支援指導員･

特別支援補助員・

学校生活支援補助

員雇用事業 

70,922

学習支援指導員報酬（9 校 15 名分） 27,690 千円 

特別支援補助員報酬（7 校 22 名分） 22,120 千円 

学校生活支援補助員（8 校 21 名分） 21,112 千円 

64,418

2 教育相談事業 7 教育相談事業 8,600

教育相談員報酬（6 人） 8,166 千円 

光熱水費 122 千円 電話代等の通信費 155 千円

機械警備費  53 千円  受信料 22 千円 

その他の需用費等 82 千円 

7,692

3

小学校中学校運

営管理事業、大津

北中学校職員室

等改修事業 

合計  （235,315）

 226,927

9 小学校運営事業 
（51,479）

49,570

報酬 19,656 千円（英語指導助手 1,909 千円） 

賃金 117 千円   報償費 747 千円 

旅費 420 千円   通信運搬費  2,311 千円 

委託料  6,896 千円 

使用料及び賃借料  4,722 千円 

一般備品 10,218 千円   学校図書  3,746 千円

負担金、補助及び交付金 2,646 千円 

（63,190）

61,230

16 中学校運営事業 
（32,810）

26,331

報酬 9,649 千円（英語指導助手 6,479 千円） 

賃金 24 千円  報償費 51 千円 旅費 140 千円

通信運搬費  1,089 千円  委託料   4,136 千円 

使用料及び賃借料  8,223 千円  

一般備品 6,015 千円 学校図書 2,012 千円 

負担金、補助及び交付金 1,471 千円 

（33,816）

26,525

8
小学校施設管理事

業 
86,203

需用費 64,596 千円（消耗品費・光熱水費・修繕費等）

手数料 2,974 千円 

委託料 8,286 千円（警備、エレベーター・電気保守委託
等）

工事請負費 9,836 千円  原材料費 511 千円 

79,424

17
中学校施設管理事

業 
50,446

需用費 27,420 千円（消耗品費・光熱水費・修繕費

等） 

手数料 1,077 千円 

委託料 4,655 千円（警備、エレベーター・電気保守

委託等） 

工事請負費 17,213 千円  原材料費 81 千円 

48,428

15
大津北中学校職員

室等改修事業 
14,377

委託料（設計業務委託） 2,052 千円 

工事請負費 12,325 千円  
－

4
国際理解・外国語

活動事業 

9

16

44

小学校運営事業 

中学校運営事業 

幼稚園管理費 

10,550

幼保外国語指導助手（直接雇用 1名） 2,162 千円 

小学校外国語指導助手（直接雇用 1名） 1,909 千円 

中学校外国語指導助手（直接雇用 2名） 6,479 千円 

11,166

5
学校教育推進事

業補助金 

補

66

学校教育推進事業

補助金 
7,296

人権教育推進補助 1,334 千円（1 校あたり 103 千

円～205 千円） 

スポーツクラブ補助 3,000 千円（1 校あたり 83 千円

～851 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 1,542 千円（1 校あたり 115 千円

～400 千円） 

進路指導補助 60 千円（中学校一律 30 千円） 

6,316
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事務事業評価項目 主要な施策項目 平成 27 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 44 幼稚園費 
（24,350）

26,290

報酬 19,213 千円（英語指導助手 1,940 千円） 

費用弁償 60 千円   報償費 91 千円 

役務費 57 千円   委託料 461 千円  

使用料 21 千円 負担金 79 千円  

補助金 6,308 千円 

（23,988）

22,073

7

給食センター運営

事業 

合計 118,233

22
学校給食施設整備

事業 
6,887

需要費(修繕料）   1,687 千円

備品購入費          5,200 千円 
4,309

23
給食センター管理

運営事業 
111,346

報酬 26,676 千円  給与・共済費  59,825 千円 

賃金 829 千円  旅費 57 千円 

需要費 17,250 千円  役務費  89 千円  

委託料  5,516 千円  使用料賃借料  83 千円 

原材料費   198 千円  負担金  23 千円 

112,350

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  9,421

45 生涯学習推進事業 6,046

時間外勤務手当 335 千円  報償費 1,713 千円 

需用費 消耗品 296 千円 

情報誌作成 3,665 千円 

役務費  21 千円   委託料 16 千円  

5,684

46
社会教育指導員設

置 
1,875 報酬費  1,875 千円 2,064

補

76

77

78

社会教育関係団体

育成事業 
1,500

・大津町ＰＴＡ連絡協議会補助金 650 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 

（2,167）

1,000

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  (14,022) 

12,993 

47 文化財保存整備 554

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 

 文化財説明板等設置工事  354 千円 

854

49
江藤家住宅活用事

業 
5,203

・一般及び定期公開 

  謝礼・食糧 49 千円  役務費 26 千円 

  委託料（公開支援等） 270 千円 

  仮設トイレ借上関係  36 千円 

・社会資本整備総合交付金事業（南部地区活性化

事業） 

  委託料(土地鑑定) 4,822 千円 

162

50 文化施設運営事業 4,913

・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 3,074 千円  消耗品費 204 千円 

燃料費   2 千円   光熱水費 604 千円 

修繕料 437 千円 

役務費（通信運搬費・浄化槽手数料） 154 千円 

委託料（清掃委託・自動ドア・伝承館警備他） 326 千円

複合機借上料 72 千円 原材料費（砂代） 40 千円

4,534

補

83

江藤家住宅管理・

整備事業補助 

(3,352)

2,323

・文化財保存管理補助金 1,108 千円 (1,732 千円) 

・文化財保存管理補助金（申請事務補助）  

1,215 千円 (1,620 千円) 

(5,785)

1,182
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事務事業評価項目 主要な施策項目 平成 27 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

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 

合計  90,565

54

スポーツやイベント

を通じた交流の推

進 

1,200 

・ジョギングフェスティバル (実行委員会補助金

1,200 千円) 

 報償費（参加賞、完走証、各賞、お土産）、需用費

（ｾﾞｯｹﾝ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、昼食材料、飲料、封筒）、役務費

（1 日保険、切手、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴﾝﾄﾘｰ手数料）、委託料

（警備委託）、使用料（車借上料） 

1,200 

55
スポーツ基盤の整

備 
6,477 

報酬費  3,974 千円  職員手当  667 千円 

報償費   82 千円   旅費   891 千円

需用費   683 千円  役務費  71 千円 

委託料   18 千円  使用料賃借料   91 千円 

4,922 

56

競技スポーツ「夢と

感動のスポーツ」の

推進 

218 
報償費          84 千円 

需用費（消耗品費） 134 千円 
210 

57

生活スポーツ「健康

と楽しみのスポー

ツ」の推進 

284 

報償費          24 千円 

需用費（消耗品費）  63 千円 

備品購入費      197 千円 

377 

58

スポーツ・レクリエ

ーション施設の整

備・充実 

73,962

・公園管理費 31,902 千円（運動公園、弓道場、町

民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 

 主に作業員賃金、管理用薬剤、散布用砂、燃料

費、修繕料、芝かす処分費、公園管理委託、備品購

入費 

・体育施設費 42,060 千円（総合・菊阿体育館、武

道館、ﾃﾆｽｺｰﾄ）、 

 主にﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ職員報酬、光熱水費、修繕料、

保守点検、電話代、工事請負費、備品購入費 

71,244

59

スポーツ・レクリエ

ーション施設の整

備・充実 

8,424
・社会資本整備交付金事業（大津町運動公園） 

 多目的広場設計業務委託料 8,424 千円 
－

11

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  4,199

補

84

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

85

校区スポーツ振興

会補助金 
646 大津町校区スポーツ振興会（7校区）  646 千円 646

補

86

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

87
町体育協会補助金 2,690 大津町体育協会  2,690 千円 2,690

12

公民館運営・活動

推進事業、文化事

業助成金 

合計 (11,503) 

10,291

61
公民館運営・活動

推進事業 
5,791

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

88
文化事業助成金 

(5,712)

4,500

【町助成金 4,500 千円】 全体事業費（5,712 千円） 

 人形劇（幼児、低学年対象）1,117 千円 

 三遊亭好太郎落語会（一般向け）1,832 千円 

 尾木ママ公演会（一般向け）2,469 千円 

 事務局費 294 千円 

(7,023)

4,500
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事務事業評価項目 主要な施策項目 平成 27 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 

13
図書館運営事業

合計 47,815

63 図書館運営事業 34,279

報酬   67 千円    時間外 164 千円     

賃金  12,403 千円  報償費 121 千円    

旅費   124 千円   消耗品費  598 千円 

食糧費  2 千円   光熱水費 4,775 千円  

修繕料 417 千円  役務  430 千円  

委託料 3,519 千円 使用料及び賃借料 3,459 千円

工事請負費 8,128 千円  備品購入費  67 千円  

負担金  5 千円 

26,099

64
図書館図書備品等

購入事業 
13,146

・消耗品（新聞・雑誌等)  2,269 千円 

・使用料及賃借用   324 千円 

・備品購入費   (図書備品)   10,553 千円 

  一般書・児童書  6,056 冊   9,327 千円 

   リクエスト図書    428 冊    578 千円 

   ＡＶ資料         120 点    648 千円 

13,139

65 ブックスタート事業 390
消耗品（ブックスタート用絵本、バッグ 310 人分）390

千円 
388

14

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） 

34

42
家庭的保育事業 53,422

地域型保育事業委託料 52,156 千円 

非常勤職員賃金       1,266 千円 
23,065

15

保育園管理運営

事業  

・特別保育事業

（障害・延長・休

日・一時） 

・待機児童対策

（分園開所）

合計 74,608 千円 

・25 26 27 

 （子育て支援課）

    19,463 千円

37
保育園管理運営事

業 
55,857

非常勤報酬 27,496 千円  園医報酬 364 千円 

時間外務手当 839 千円  報償費 61 千円 

旅費 30 千円   需用費 17,305 千円 

役務費 511 千円   使用料 6,184 千円   

委託料 2,672 千円   原材料 25 千円 

備品購入費 225 千円   負担金 145 千円 

48,840

38 障がい児保育事業 4,658 非常勤報酬   4,658 千円 3,161

39 延長保育事業 1,926

非常勤報酬    1,017 千円

時間外勤務手当   659 千円

需用費（賄材料）   250 千円 

1,912

40 休日保育事業 853 非常勤報酬  853 千円 894

41 一時保育事業 894

非常勤報酬    853 千円   

需用費（賄材料）  17 千円 

役務費（保険料）  24 千円 

829

43
待機児童対策事業 

（分園開所） 
10,420

非常勤報酬 6,574 千円 

時間外務手当 264 千円   需用費 2,964 千円  

役務費 81 千円  委託料 435 千円 

使用料 87 千円  原材料 15 千円 

16,358

25
障がい児保育事業

（子育て支援課） 
8,973 私立保育所７園分の委託料 9,370

26
延長保育事業 

（子育て支援課） 
7,310 私立保育所７園分の委託料 6,975

27
一時保育事業 

（子育て支援課） 
3,180 私立保育所７園分の委託料 1,794
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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 １８ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 

 学力向上に向けたこの事業は各支援員・各補助員の配置により、個々に応じたきめ細やかな指導や配慮ができて

いる。事業費は大きいが、実りのある必要な事業といえる。成果指標を見ても分かるとおり、学習意欲が高まり目

標である県の平均値を小・中ともに超えており、大変評価できる。また、それぞれの業務内容が明確にされていて、

大きな成果を上げていると考える。特に特別支援補助員・生活支援補助員は地域社会からも要望が多いと思われる

ため、重要事業とし拡充していただきたい。今後は、ＰＤＣＡの評価サイクルをしっかりと回し、事業の検証を行

いながら問題があれば改善し、学校任せにするのではなく、業務内容について教職員間の連携・支援員の資質向上

につながる研修の場の確保、拡充をお願いしたい。「確かな学力の育成」に向けた取り組みの成果は着実に表れてい

る。今後は、こうした成果を保護者に理解してもらい、しっかりとした学校とのコミュニケーション関係を形成す

るためにも、「大津町教育の日」を一層活性化する必要がある。

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･特別支援補助員・学

校生活支援補助員雇用事業 
事業費 ７０，９２２ 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、２１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 ７０，９２２ 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 H27 実績

ＮＲＴ検査直近値 (小) 点 53.5 54.6

ＮＲＴ検査直近値 (中) 点 50.0 52.2

今後の方針等
特別支援学級児童・生徒、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るため、引

き続き支援員を配置し、きめ細かな支援を行う。 

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 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本町の児童・生徒の学力は、ボトムアップを図ることができており、いずれも県平均を

超えている。夏休み・冬休みの学習会を各学校での開催にし、学習支援指導員・特別支援補助員・生活支援補助員

を入れることによって、柔軟に対応することができた。教職員との連携については、定期的に話し合いの場を持ち、

業務のすり合わせを行うことにより補助員の適応力のバラつきをなく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         № 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 ８，６００ 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 ８，５６８ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ３２ 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

 教育支援センター開設から８年となり、

学校との連携が常態となってきた。また、不

登校により教育支援センターに通う子ども

たちに対し、個々の実情に応じた指導やフ

ォローの熟度が高まってきた。 

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績

相談件数 件 － 763

不登校の人数 人 － 34

今後の方針等 
個々のケースが多様化してきているため、専門家や関係機関との連携により、いじめや不登校などの

早期発見、早期対応に努めたい。 

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 23 年度 32 人  平成 24 年度 20 人  平成 25 年度 25 人  平成 26 年度 28 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 
 児童生徒をはじめ、保護者、教職員への周知を行うことにより、不登校をはじめとする教育や子育ての対応に当

たる教職員のサポート機関、保護者や児童生徒の支援機関として定着しつつある。 

 個々の相談ケースは多様化してきているため、関係機関との情報共有や専門機関との連携を図り、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 
 いじめや不登校の問題は社会問題となっている昨今では外すことのできない重要な事業といえる。大津町でも、

平成２３年度を除くと、ここ２、３年の教育支援センターへの相談件数が増加傾向にある。これは教育支援センタ

ー開設から８年が経過し、広く周知が行き届いた結果がうかがえる。周知だけではなく、家族形態の多様化や家庭

生活の不安定化など様々な要因から、複雑多様化した相談も増加している。学校や家庭だけではなく、教育支援セ

ンターの役割は、今後ますます重要になってくるとともに、専門機関との情報共有や個々のケースに寄り添ったタ

イムリーな連携が望ましい。 

そうした中で、「豊かな心をはぐくむ教育」は、次期学習指導要領の中で「道徳」の教科活動として日程に上がっ

てきており、多くの児童生徒に「豊かな心」の定着と具体的な実践面での取り組みが期待される。そのためには、

学校体制の分析なども行うことにより児童生徒が過ごしやすい学校づくりを目指して努力していただきたい。
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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         № 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・17 
小学校･中学校運営管理事業 
大津北中学校職員室等改修事業 

事業費 
２３５，３１５

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 ２２２，９９９ 千円

国補助金 千円

県補助金 千円

起 債 ９，０００ 千円

その他 ３，３１６ 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

児童生徒数が増加する中、施設の維
持管理や備品の整備は重要である。生
徒数が増加した大津北中学校は教職員
も増えるため職員室の改修を行った。

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績

対象学校 校 9 9

職員室面積 ㎡ 135 172

ＮＲＴ検査直近値 (小) 点 53.5 54.6

ＮＲＴ検査直近値 (中) 点 50.0 52.2

今後の方針等 ＩＣＴ活用のため、段階的に整備を進めていく。 

点検評価に当たり
特記する事項 

大津北中学校職員室の面積増と形状の整形。 

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 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 
施設は老朽化し、児童生徒数が増加しているため、事業量は増えるが、適切な維持管理、運営を行う。

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 
(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 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 
 大津北中学校職員室の改修は必要に応じた対策がなされたものの一つであり評価できる。現在、大

津町における児童生徒数は増加している一方、大津南小学校校舎をはじめ、学校施設の老朽化の課題

は残っている。良好な教育環境の整備には多額の予算が必要であり、予算面でのハードルも高いが、

中・長期的な計画と、予算を明確にし、施設の整備をお願いしたい。 

 また、ＩＣＴ機器の導入においては学校間でのばらつきが大きく、実際に使用する教職員や児童生

徒に対する使い方指導の徹底など是正が必要な部分が見受けられる。ＩＣＴ機器は、新学習指導要領

のアクティブ・ラーニングを進めるための重要なツールである。研究指定を受け、国補助金を活用する

などして、計画的な整備を進めていき、教育現場で効果的に活用し成果につなげていくことが望まれ

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・16・44 
国際理解・外国語活動事業 

事業費 １０，５５０ 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 １０，５５０ 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 H27 実績

派遣幼稚園・保育園数 園 － 11

対象児童数(小学校) 人 － 2,243

対象生徒数(中学校) 人 － 967

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（全体） 平成 26年度 49.0  平成 27 年度 52.2  平成 28 年度 51.1  

事業評価 
（自己評価）

前年度評価 
(１５－Ｂ) 

☆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 
平成 27 年度の英語のＮＲＴ値は平成 26 年度に比べて大きく伸びたが、平成 28 年度は少し低下したため、引き続

き学習意欲を高める取り組みが必要である。また、小学校への「教科英語」の導入に向けて人材の確保や教職員の意

識改革が課題である。さらに今後は台湾との交流も実施し、国際理解への取組みを進めていきたい。 

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 
(１５－Ｂ)

☆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 
 大津町では、平成２８年度のＮＲＴ数値が平成２７年度から低下したものの、平成２６年度と比較すると依然として高い

水準を保っていることから、平成２７年度の事業の成果が十分にあったものと評価でき、これまでの外国人講師等の派遣に

より、英語をコミュニケ―ション・ツールとして活用する能力の育成には堅実な成果が上がってきたと判断できる。 

 企業や各種団体においては、国際社会で活躍できる人材を輩出するのはもはや喫緊の課題であり、教育機関への期待は大

きい。そのためにも国際理解や外国語学習を早期に取り組む事は、将来を考える上ではとても重要な事業である。平成３２

年度から教科として位置づけられる「外国語（教育）」は、次期学習指導要領の中で大きな柱となっており、「教科化」を担

う小学校教員の育成という重要な課題への計画的な取り組みが必要である。英語が「わかる・楽しい教科」となるよう、指

導者の人材確保と資質向上に努めていただきたい。 

 また、台湾との交流も視野に入れた今後の取り組みは積極的であり期待が持てる。国際交流を通して国際文化を身近に感

じることで、外国語の必要性が理解できるなど、学習意欲の向上へ大きく繋がるものと推測できる。具体的にどのような交

流を行うのかについては、これまでの交流の実績を踏まえて十分な検討をしたうえで実施されることが望ましい。加えて、

外国人の子どもたちや帰国子女の転入生への日本語指導等の対応も考えていく必要がある。 
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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         № 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)66 学校教育推進事業補助金 事業費 ７，２９６ 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 ７，２９６ 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 
教職員の資質向上と児童生徒の体力

向上、「確かな学力」の育成が図られた。

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績

クラブ数  － 49

クラブ加入者（目標値） 人 － 1,345

今後の方針等 
引き続き各学校で行う教育活動を支援し、教職員の資質向上と児童生徒の健全育成を図る。また、夏休
みのプール開放については、社会体育への移行を検討している。 

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 － 
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 
 人権教育推進に対する補助では、様々な人権研修や全国研修に参加するなど教職員の資質向上を図ることができ

た。特色ある学校づくりに対する補助では、夏季・冬季休業中の学習会におけるボランティア謝礼や教材費等、各学

校の教育活動に活用された。クラブ活動に対する補助と夏季休業中のプール開放に対する補助については、今後の

「小学校における運動部活動の社会体育への移行」を踏まえた補助金のあり方を検討していく必要がある。 

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)

☆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 
 各学校において、学校の規模や地域性に応じた特色を生かして事業を行っている様子が窺え、補助金が有効に使わ

れているものと評価できる。中でも人権研修や全国研修に参加することで、教職員の資質向上が図れたことは大いに

評価でき、これからの成果に期待が持てる。 

 特色ある学校づくりはとても大切な目標であり、魅力ある学校づくりに必要と言える。学校の要望に添って学校独

自で使える補助金が組んであるので、特色ある取り組みがしやすく大変評価できる。特色づくりに向け、より成果に

期待が持てるような施策をこれからも検討して欲しい。また、町全体でのコミュニティ・スクールの推進は、菊池郡

市の手本になるものであるので、今後も各学校への補助金の充実をお願いしたい。小学校運動部活動の社会体育への

移行にあたっては、基本方針をふまえたスムーズな移行を望む。 

 体力・運動面での自信が自己肯定感につながり、それが「確かな学力」の定着につながる。「健やかな身体をはぐ

くむ教育」は、学校内だけではなく、地域の各種行事を通じても育成される。児童生徒の体力向上や確かな学力の育

成を基本に考え、効果が期待できる補助金事業については積極的に進めることが望ましい。また、今後も引き続き補

助金が有効に活用され、その成果が上がっているのかを検証していくことが必要である。
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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 
 新制度移行に伴い保護者の就労支援や子育て支援に繋げられたのは大いに評価できる。幼稚園教育の高いニーズに応え、

丁寧な取り組みがされており、町基本構想実践の後期評価の伸びとなっている。今後も幼稚園教育においてニーズの高い状

況が続くことが予測され、就労支援に対して期待も大きい。保護者アンケートの結果でも伸び率が高く、園の積極的な取り

組みと適切な幼稚園運営がなされている成果といえる。この結果を日々の運営に役立てて欲しい。外部評価の評価も高く、

事業運営のプロセス管理が的確に進められている。各種機関との連携や研究会等の学習の結果であり努力を評価したい。ま

た、「家庭で、絵本を読んだり見たりしている」「家庭や園、周りの人に挨拶をきちんとしている」などの項目が低い。家庭

との連携と意思疎通を図り、保護者の安心や地域とのつながりを強化及び工夫し、継続的な取り組みが望まれる。 

 防災意識においては、命を守ることが最優先で災害を想定した訓練を行う等、地域との連携を通して安全･安心を提供して

欲しい。障がいのある子どもへの早期対応は重要で今日的課題である。公立幼稚園の教育･保育内容の中にきちんと位置づ

け、熊本市立幼稚園（２園）が開設している「ことばの教室」などの機能が整備されると、各機関との連携･協力体制の構築

が一層進むものと期待される。

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 50 幼稚園管理費 事業費 ２６，２９０ 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 １４，２１９ 千円 

国補助金 千円 

県補助金 千円 

起 債 千円 

その他 １２，０７１ 千円 

事業の対象
公立幼稚園２園（大津幼稚園定員 190

人、陣内幼稚園定員 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

幼稚園教育のニーズは高く、保護者の就労

支援や転入者のための途中入園者を受け

入れている。次年度から預かり保育事業

（夏期預かり）の開始が決定。3 園合同の

学習会、保育参観等職員の質の向上に努め

た。 

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績 

園児数 人 ２７０ ２５６

今後の方針等
支援の必要な園児の入園希望が多くなり、公立幼稚園がその受け入れを担う必要があると考える。新制度の移行に

より園児数の減少が加速される中、満３歳児の受け入れと共に教育内容の充実を図る。 

点検評価に当たり特記

する事項 

保護者のニーズから平成２８年度に向けて夏期預かり保育事業を開始することで就労支援につながる。保育サービ

スと質の向上を視野に入れながら更に教育内容の充実と環境の整備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 
 新制度への移行に伴い保護者への説明会を行い夏期預かり保育への実施に向けて就労支援及び子育て支援につな

げることができた。また、保育園を含む 3 園の合同学習会、講演会、保育参観の交流を行い職員の資質向上に努め

た。特別支援各機関との連携を図り支援の必要な子どもの相談や療育機関へつないだことで保護者支援にもなって

いる。就学前教育研究会を通した人謙教育及び幼･保･小連携の推進を図ると共に、防災対策においては更に地域と

の連携を深めていきたい。
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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 
22 学校給食施設整備事業 
23 給食センター管理運営事業 

事業費 １１８，２３３ 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 １０９，４４２ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ８，７９１ 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

毎日の給食が、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
の見直しとなった。 

活動成果指標 単位 目標値 H27 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 18.6

今後の方針等 
引き続き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 4,500 食以上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、町内においては台風や異常気
象により収穫ができなかったものもあった。 
 昨年度に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 
 給食の提供数は年々増加が見込まれ、豊かな心を育み、確かな学力の育成のためにも給食・食育は大事であり、食

の尊さをしっかりと学んで欲しい。目標に掲げてある地産地消の推進や残滓量の削減は大切なこととして評価でき、

地元産の食材をアピールしながら地産地消とともに継続的に取り組んで欲しい。 

 「食の問題」の難しさは、家庭の責任か学校の役割かと問われ始めてきたことにあり、子どもの「食＝生存」の課

題として考える必要がある。これからも子どもたちが喜ぶ安心・安全でおいしい栄養バランスの取れた食の提供に取

り組んでいただき、家庭への働きかけも期待する。 施設面では施設の老朽化や機械器具の更新、米飯炊飯委託への

切り替えなど多くの課題を抱えているが、限られた財政のなかで、安全面には最大限の努力をお願いするとともに、

質の低下に繋がらないようお願いする。 
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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         № 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 
45・46・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 ９，４２１ 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

報誌を毎月 1 回全世帯に配付している。  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。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

動等の支援を行い、社会教育団体の育成と併せて

生涯学習を活かす場を提供した。 

財
源
内
訳

一般財源 ８，３５３ 千円

国補助金 １，０６８ 千円

県補助金 千円

起 債 千円

その他 千円

事業の対象 全町民、生涯学習団体 事業の目的

町民一人ひとりが、自分自身にあった手段・方法に
よって、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

生涯学習情報誌の発行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と連携し有名講師による講演会を
開催し、多くの保護者参加があった。 

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績 

出前講座開催数 回 70 77

出前講座参加者数 人 1,500 2244

成人式対象者数 人 350 381

社会教育指導員数 人 2 2

町子ども会会員数 人 2,300 2,173

町ＰＴＡ会員数 人 2,500 2,772

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９校 

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 １９ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
情報誌の定期的な発行は、生涯学習情報提供のツールとして住民に定着しており、レイアウトを工夫することで魅力ある

情報を提供することが出来た。生涯学習推進事業では、チャレンジキャンプやナイトハイク等学校で体験できない企画を積
極的に取り入れ、参加者・保護者からも非常に好評であった。家庭教育の推進では、新たに関係部署の連絡会議を行い、就
学前保護者をターゲットとした講演会を実施し、特に子育て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、各小中学校に配置したコーディネーターにより、引き続き各学校での学校支援ボランティア活動を実施した。
団体育成としてはＰＴＡと協働で「尾木ママ講演会」を企画し、チケットは即時完売であった。著名な有識者の講演をＰ

ＴＡに提供することでＰＴＡの活性化へつなげることが出来た。 

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 － 

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 
 情報誌の定期発行は情報発信手段としては町民に広く認知されており、以前にもまして工夫を重ねている点は評価できる。

今後も更なる工夫をして魅力あるものになっていくことを期待する。生涯学習課による学校支援もここ数年でかなり充実し

てきていると感じる。学校支援コーディネーターやボランティアの活動について、情報誌で紹介や募集を積極的に行い、活

動の活性化につなげてほしい。生涯学習推進事業は子ども達に多様な経験をさせることが出来るよい機会であり、特に家庭

教育に向けた取り組みは子どもと向き合う時間が限られる保護者にとってはとても効果的であると思う。 

 団体育成としてＰＴＡと協働して教育講演会を開催したことは大きな成果であるが、予算的に著名人を呼ぶことは困難で

あるため、今後どのように行っていくのかを検討する必要がある。また、子ども会育成について、子ども会の活動停滞は全

国的な傾向ではあるが、少子化の中で、若い保護者のリーダー層発見の契機にもなるだけに、現状打破に向けた創意工夫を

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 

47 文化財保存整備 
49 江藤家住宅活用事業 
50 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 １４，０２２ 千円 

事業の内容

歴史文化伝承館で講座、人材育成、小学校 3

年の昔調べ(5 校)を実施。生涯学習情報誌

に事業掲載(表紙 3 回)、史跡カルタのコラ

ムを掲載(年 12 回～平成 31 年 2 月まで予

定)。江藤家住宅の維持管理・保存・活用。

財
源
内
訳

一般財源 １２，９９３ 千円 

国補助金 千円 

県補助金 千円 

起 債 千円 

その他 １，０２９ 千円 

事業の対象
歴史文化伝承館利用者、情報誌の読者。国

重要文化財建造物江藤家住宅及び地域一

帯。 
事業の目的

国重要文化財の保護・活用と、それを基礎とした
地域振興。文化財ボランティアを、文化財建造物と
しての江藤家を教材に育成する。 

事業の成果

歴史文化伝承館の活用について、保護委
員や利用者との話合いを行い、利用者ニー

ズを活かし、初心者対象の講座等を開設す
ることで、新たに利用者・見学者が発掘で
きた。下陣内区に｢江藤家住宅まもろう会｣

が組織され、文化財建造物の清掃整備や、
公開(７回)の支援を受けた。 

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績 

公開協力者延べ人数 人 90 127

公開見学者数 人 1,000 767

実質公開日数 日 10 ７

ボランティア登録数 人 60 52

歴史文化伝承館見学者数 人 3,000 3,013

今後の方針等

歴史文化伝承館では、初心者対象の講座や史的関心に合わせた教室・巡見の開催を通じて新たに利用者を発掘し、資料解

読のできる文化財人材を育成し、町の歴史・史料における得意分野を持つ指導者を輩出する。 

また、江藤家住宅は、個人所有・居住の国指定重要文化財であり、国・県補助制度の利点を活用して大規模で根本的な改修

を施し、居住施設でありながら公開区域を効果的に捻出した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 

歴史文化伝承館は、文化財人材を講師として講座等を開設し、新たな来館者がその講座・対話を通してそれぞれ未知の歴

史的情報を交換し学習してすることで、新たな文化財人材を発掘・育成する場。 

文化財学習センターは、人材育成のための歴史教材となる町内資料を収集するための収蔵施設。 

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 １８ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価  
文化施設の運営は、文化財指導者との話合いにより、ボランティア等の利用者の意見を取り入れる機会を持った。これに

より魅力ある史跡巡見・古文書等の講座等を開催し、より効果的な施設の利用に繋がった。江藤家住宅は、地元の下陣内区

に支援組織が設立し、地域による文化財の保護の形が具現化してきた。江藤家改修事業（本体事業）と併せて地域の活性化

に取り組むことが出来た。 

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 

(１５－Ｂ)

☆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 
 歴史文化伝承館活用に関し、利用者ニーズを調査・活用し新たな利用者、見学者を開拓したことは評価できる。小

学校３年生の昔調べ(５校)など学校教育での利用も進んできたと感じる。本年度は、全校の利用を期待したい。文化

財は地元の歴史を学ぶツールとして活用すれば、さらに魅力が増すものと思う。 

 江藤家住宅については、｢江藤家住宅まもろう会｣の立ち上げができ、地域による文化財の保護の形が具現化したこ

とは大きな成果である。国重要文化財を守り又活用し、その上で伝承館と連携した歴史文化継承に期待したい。 

 総じて、この３年間で地域への開放が進み、地域振興や人材育成にも繋がってきたことは評価できる。 
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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         №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 
3-6-1 生活スポーツ｢健康と楽しみのスポーツ｣の推進
3-6-2 競技スポーツ｢夢と感動のスポーツ｣の推進 
3-6-3 スポーツ基盤の整備 

重点努力目標
・関係機関、組織との連携強化 

・施設の整備改修及び有効活用

事業名 

54 スポーツやイベントを通じた交流の推進
55 スポーツ基盤の整備
56 競技スポーツ｢夢と感動のスポーツ｣の推進
57 生活スポーツ｢健康と楽しみのスポーツ｣の推進
58 スポーツレクリエーション設の整備・充実 
59 スポーツレクリエーション設の整備・充実（社会資本）

事業費 ９０，５６５ 千円

事業の内容

・スポーツを通じて健康体力つく 

りの意識高揚を図る。 

・既存施設の維持管理や長寿命化 

を図り、新たな施設の整備計画。 

財
源
内
訳

一般財源 ６７，２８０ 千円

国補助金 ３，６００ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ４，３００ 千円

その他 １５，３８５ 千円

事業の対象 全町民(子どもから高齢者まで） 事業の目的
・生涯にわたりスポーツを通じて健康で楽しく、
豊かな生活を送る。・体育施設の有効活用を図る。

事業の成果

・健康志向プログラム（有酸素運動、生活 

習慣病予防教室等）への関心が高まった。

・スポーツの多種多様化に伴い、スポーツ 

情報の提供、スポーツイベントによる交

流、町特産品等の PRができた。 

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績 

健康志向教室等参加者 名 4,000 4,109

ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾌｪｽﾀ参加者 名 1,100 1,248

スポーツ施設利用者 人 264,000 272,603

スポーツ実施率 ％ 50 47.4

今後の方針等

・より多くの町民が触れ合うことのできる利用しやすい「交流の場」を目指す。 

・県内外へスポーツ施設を観光資源としてＰＲし、施設を拠点としたスポーツ環境づくりを目指す。 

・小学校運動部活動の社会体育移行は、学校教育課と連携し、本町の基本方針を決定し取り組んでいく。 

・｢健康とスポーツ」では、超高齢化社会に向け、健康寿命・介護予防に着目し、行政（生涯学習課・福祉部）とスポーツ

推進委員及びスポーツ団体と連携しながら、健康づくりの底辺拡大を図る。 

点検評価に当たり特記

する事項 

・一人で気軽に取り組むことが出来る簡単なスポーツ教室を開催した。（主にストレッチ運動、ウォーキング、インボディ測

定等）・初心者を対象とした教室や出前講座を開催し、利用増に繋がった。 

事業評価 

（自己評価）

前年度評価 

（２０－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 ２０ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
・町運動公園をはじめとするスポーツ施設に恵まれた環境を十分活かしながら、行政とスポーツ団体との協働に 

よる推進に取り組むことができた。・町内はもとより全国から多くの利用者を招き、地域経済効果に貢献できる

「スポーツコンベンション推進事業」を積極的に取り組むことができた。・施設管理は、日常の点検はもとより点

検日を設け、安全、安心に使用できる施設整備に努めた。 

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 

(２０－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 ２０ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
 本町は自然や運動公園などの施設に恵まれ、行政と総合型地域スポーツクラブ等のスポーツ団体との協働によるスポーツ

振興がなされている。スポーツの多種多様化に伴い、様々な新しい取り組みを行っていることも評価できる。２７年度は２

７万人を超える多くの利用者が活用し、特にスポーツコンベンション推進事業を積極的に取り組み、利用者が伸びたことは

大津町全体のためにもなることであり大変評価できる。まさに元気な町づくりや活性化に寄与しており、利用者や参加者の

期待も大きく今後も積極的な推進が望まれる。 

 小学校運動部活動の社会体育への移行については、準備期間として近隣市町の状況や町内の地域別の実状把握を行い、基

本方針をふまえたスムーズな移行を望むと共に、特定の種目に限らず、バランスのとれた体づくりや運動の楽しさが味わえ

る活動となるよう学校教育課と連携し、スムーズな移行を期待したい。今後は予算確保が難しくなる局面も考えられるが、

医療費の改善など教育以外の分野に係る事項で、どのように効果を上げているか、総合的な視点からの分析があってもよい。

施設管理等の活動は地味ではあるが、安全・安心の上にその他の事業が成り立つものであるから引き続き十分に行われるよ

うお願いしたい。
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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         №１１
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 84 各種団体育成補助金
補 85 校区スポーツ振興会補助金 
補 86 総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ補助金 
補 87 町体育協会補助金 

事業費 ４，１９９ 千円 

事業の内容
（団体及び大会開催補助金） 

・生涯スポーツの推進 

・町主催事業への積極的な協力支援

財
源
内
訳

一般財源 ４，１９９ 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
・大津町体育協会・ＮＰＯ法人クラブおおづ

・婦人スポーツ連絡協議会 

・小学校区スポーツ振興会（7校区） 
事業の目的

地域に根ざしたスポーツ活動を通じ、幅広い年齢層

を対象に健康体力つくりと競技力の向上を図る。 

事業の成果

会員相互の連携により、地域スポーツイ

ベントや健康体力づくりとして事業が

行われ、スポーツ愛好者の増加や親睦交

流、競技力の向上に大きく貢献した。 

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績 

婦人ｽﾎﾟｰﾂ加盟団体 団体 25 22

校区ｽﾎﾟｰﾂ加入世帯 戸 8,000 7,489

インボディ測定 人 300 742

つつじ祭大会参加者 人 6,000 5,770

今後の方針等
より多くの町民がスポーツ活動に参加し、地域に根付いたスポーツイベントの確立と町民スポーツ実施率 50％ 

の向上につながるようスポーツ団体として協力支援するよう努める。 

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の推進は、県内外からも高い評価を受け視察等が増加した。 

・協力団体及びボランティアと連携し、企画立案から事前準備までスムーズな大会運営を実施することができた。 

・町スポーツ４団体（体育協会、クラブおおづ、婦人スポーツ連絡協議会、スポーツ推進委員会）及び陸上協会との共同主催

により、世界陸上北京大会パブリックビューイングを開催し、文化ホールを埋め尽くすほどの観客に「夢と感動」を与える

ことができた。（女子マラソン日本代表前田彩里選手） 

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 １９ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
本町の生涯スポーツの取り組みは、キーパーソンである「人」という財産に恵まれており、他の市町と比較しても、
行政とスポーツ団体が協働によるスポーツの推進が図られている。

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 

(１５－Ｂ)

☆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 
 生涯学習施策の中でも「生涯スポーツの振興」は町にとって重要な施策であり、スポーツ基盤整備である補助金は

活力ある町づくりへと繋がり、効果的といえる。行政とスポーツ団体や地域が一体となるような連携は珍しく、県内

外からの視察受け入れなど増加傾向である。核となる「人」や様々な環境面にも恵まれスポーツ振興においてリーデ

ィング役を担っているかのように期待される。パブリックビューイングを行ったことはスポーツへの関心の高まりに

繋がりいい機会になる。世界に向けたアスリートの養成もそれなりの成果があった。２０２０年の東京オリンピック

開催まではあと４年だが、１０年後を見据えた選手の養成を進めるよう期待したい。インボディ測定が目標値を大き

く上回っているが、測定結果に基づきスポーツに関心が高まるように工夫していくことが大事と考える。 

 各団体への補助金については、活動状況をしっかりと把握し、それぞれが有効に活用されているか、その内容に応

じた補助額かを慎重かつ丁寧に検討する確認も必要である。小学校区スポーツ振興会において、地域差や認識差が大

きく、活性化されていない地域がみられる。特に高齢化地域では、地域包括支援センターや自治会役員等と連携、情

報交換しながら、公民館で行われているミニデイ等での実状把握を行い、健康づくり、体力向上につながる働きかけ

で、地域住民の健康作りや交流につながっていくことが望まれる。
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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         №１２
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 
61 公民館運営・活動推進事業 

(補)88 文化事業助成金 
事業費 １０，２９１ 千円

事業の内容

公民館、文化ホールの運営において公

民館講座または、文化ホール事業運営

委員会に助成をし、企画立案をしなが

らイベント等を開催する。 

財
源
内
訳

一般財源  ９，５７４ 千円

国補助金        ０ 千円

県補助金        ０ 千円

起 債        ０ 千円

その他 ７１７ 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

町民の活動の場として有効な活用をしてもらう

と共に、各種講座・講演会等を企画・運営し、幅

広い年代が親しみを持って文化等に親しむ場とな

るよう目指す。 

事業の成果

施設の利用者の数は増加傾向にあ

り、公民館講座は、住民ニーズを把握し

ながら新規の講座を計画することで、

幅広い参加を得ている。 

文化ホール事業では、年３回のイベ

ントが実施され、年齢幅も広い参加が

あり盛況であった。 

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績
中央公民館講座開講数 講座 90 95

公民館利用者延べ人数 人 30,000 26,666

各種講座参加者数 人 1,200 1,126

文化ホール事業開講数 回 4 3

ホール事業入場率 ％ 80 83

ホール事業総入場者数 人 1,200 1,250

今後の方針等
町民の生涯学習・文化振興を推進するため、利用者の意見等を参考にし、企画運営を行うと共に講座についても幅

広い自主講座の促進に努める。また、文化ホール事業については、近隣の情報共有など巡回公演等を利用するなどコ

スト面でも工夫し、質の高い演目が上演できるように努める。 

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 
公民館講座、ホール事業の参加者を対象とたアンケートの意見を参考に情報収集等に努め、各種事業

において生涯学習の推進と文化の向上を目指し、住民が納得のいく事業の開催を図っている。 

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 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 
この３年間で、大きく改善された項目である。以前から課題であった「住民の納得できる事業」に視

点を置きアンケートを実施するなど情報収集に努め内容の検討や工夫を重ねた結果、成果に繋がったと

推測できる。ホール事業は入場率も高水準にあり評価できる。さらに場所、規模等も検討し、どの世代

も色々な形で文化的な事業に参加の機会を得、経験できればと願う。平成２７年度の教育講演会につい

ては特殊事例と考えるので、これに替わる継続可能なイベントを考える必要がある。 

 今後も町民の生涯学習や文化振興推進のため、さらなる工夫に努め、予算も考慮しながら、利用者が

より高い満足を得られるような取り組みに期待したい。また、中央公民館の講座が９５講座と多く開催

され、利用者数も増加傾向にあり、創意工夫された運営がなされていると考える。
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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          №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 

(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 
 移動図書館｢みらい号｣の運行、ブックスタート事業など、たいへん積極的な取り組みがなされ、幼児、児童生徒の

読書活動の推進に大きく付与している。駐車場の確保に伴う事業においては、利用促進においてとても効果的であっ

たと判断できる。 また、単に本や資料が閲覧、貸し出しできる施設というにとどまらず、多彩な行事も行われてお

り生涯学習の拠点施設として活用がなされている点は高く評価したい。 

 しかしながら、大津町の活動成果目標でみると、「ブックスタート参加人数」の実績値が目標値を大きく下回って

いるところが、「子どもの町 大津」としては少し気になるところである。近年電子書籍等の普及に伴い図書館離れ

も否定できない。その上でさらに工夫を重ね行事内容の充実を図り、付加価値を上げるなど質の高いサービスが求め

られる。その対策としてより具体的な対象年齢層やその方法を明確にし、ていねいに取り組む必要があると思う。コ

ミュニティの場としても役割を果たしており、さらに魅力を感じられるような拠点として認められるよう期待した

い。なにより町民に愛される図書館であって欲しいと願うものである。

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 
63 図書館運営事業 

64 図書館図書備品等購入事業 
65 ブックスタート事業

事業費 ４７，８１５ 千円

事業の内容

Ｈ２７年度末１７万７千点の資料を確保。貸出、レフ
ァレンスの充実など利用者の利便性向上に取り組む。ま
た、お話会や人形劇、映写会の開催など、年間を通した
事業展開で集客力の向上を図っている。さらに、新刊購
入やリクエスト図書対応などにより利用者の満足度向
上につなげ、生涯学習の拠点としての機能充実を図って
いる。ブックスタートについても、毎年３００人以上の
子どもたちが本と出合う大切な機会となっている。 

財
源
内
訳

一般財源 ４７，６８０ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 １３５ 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。ブックスタートについては５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

提供並びに各種の事業の展開により、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 ２９１千冊 

② （うち１万１千冊は団体貸出） 

②利用者数   ７３，４２８人 

③開館日数      ２９７日 

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績
おはなし会の参加人数（水・土） 人 720 1,342

新規登録者数 人 1,645 1,311

住民一人あたりの貸出冊数 冊 10 8.2

ブックスタート参加人数 人 420 304

今後の方針等 
住民の利用を促進するため、ハード・ソフト両面での整備が必要。ハードの面では不足している駐車場の確保や館

内設備の改修など。ソフト面では、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  駐車場の慢性的な不足 

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、毎年３００人以上の親子が

参加し、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、館北側の整備を行い、駐車台
数が５５台（９台増）となった。



58 

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           №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 
 少子化の進展の中、大津町は「子育て支援」を掲げ、保育所だけではなく、幼稚園の定員拡大等にも取り組んでき

た。子ども・子育て支援新制度がスタートし「地域型保育事業」に名称が変更されたが、家庭的な雰囲気のもときめ

細やかな保育が継続され利用者からの評価も高いとうかがえる。本町が県内で最初に取り組んだ事業で、年々拡充が

図られ待機児童の解消につながり大きな成果として評価できる。新制度移行により多額の給付費の発生や私立保育

所への連携保育依頼など課題があるが、待機児童の解消は現社会からの要求事項であり、企業や団体にとっては地域

の就労人口の確保のためにも必要な事業である。しかし、対象年齢が０歳から３歳と乳幼児で、保育には細心の注意

が必要であり、一般の保育園と比較して小規模で閉鎖的な一面もあるかと思うが、今後保育士間の情報交換や研修を

通し、きめ細かな保育や家庭的な雰囲気を大切にすることなど保育に関わるスキルアップを常に意識し期待に応え

て欲しい。

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 
34 地域型保育事業（旧：家庭的保育事業）

42 家庭的保育事業（連携保育所） 
事業費 ５３，４２２ 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 １２，３０５ 千円

国補助金 ２８，０７８ 千円

県補助金 １３，０３９ 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歳～３歳）。 
事業の目的 保育所待機児童の減少

事業の成果

子ども・子育て支援新制度がスタートした

ことにより地域型保育事業に名称変更。４箇

所で２５人の保育を行い、待機児童の解消に

努めた。また、連携保育所は公立の大津保育

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 H27 実績
保育室 室 ４ ４

保育者及び補助者 人 １２ １２

乳幼児数 人 ２５ ２５

支援者 人 １ １

今後の方針等 大津町子ども・子育て事業計画に基づき、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 

(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 
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。利用者からは、家庭的な雰囲気の

もとで、きめ細やかな保育とおおむね好評である。今後も待機児童の解消のため、継続して実施する必要があるが、

新制度移行により多額の給付費が発生するため、子ども・子育て支援事業計画に基づき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         №１５  

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 １８ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
 少子化の進展の中、大津町は「子育て支援日本一」を掲げ、保育所の充実を進めてきた経緯がある。特に、本業務

を福祉部局から教育委員会に移行するなど、斬新な機構改革を行ってきた。保護者の就労形態は今後益々多様化し保

護者にとっての子育ては大きな課題である。このような環境の中、特別保育事業である障害児保育や延長保育そして

休日・一時保育などフレキシブルな対応は保護者にとって魅力的といえる。公立保育園に補助金がないなど財源確保

における矛盾や保護者負担のあり方の検討が必要であり、社会問題となっている保育士の処遇改善も図られていか

ないと、保護者のニーズに応じた質の高い保育の実現ができないものと思われる。より積極的な事業推進が今後も必

要でありまた求められている。保護者のニーズに対するだけでなく、公立保育園だからこそ、子どもの育ちに寄り添

った事業のあり方を引きつづき検証し適切な運営を期待する。 

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 

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 

37 保育園管理運営 
38 障害児保育事業  
25・39 延長保育事業  
26・40 休日保育事業 
27・41 一時保育事業  
43 待機児童対策（分園開所）

事業費 ７４，６０８ 千円

事業の内容
園児の保育及び園舎内外の維持管理

をし、心身ともに健全な児童を育成す
る。待機児童対策の推進を図る。 

財
源
内
訳

一般財源 ３９，３６５ 千円

国補助金 ２６６ 千円

県補助金 １，９３７ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ３３，０４０ 千円

事業の対象
大津保育園 園児：１４０人 
分園 園児： ２０人 
休日保育年間利用実人数：３３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、それに対
応する公立保育所としての役割は大きい。各

事業を行うことで、保護者にとって安心安全
な保育所として、子育て支援の役割を果たす
ことができた。また、待機児童の解消にも繋

がった。

活動成果指標 単位 目標値 H27 実績
障がい児保育対象者 人 2 1

延長保育利用延べ人数 人 2,600 2,249

休日保育利用延べ人数 人 70 37

一時保育利用延べ人数 人 100 33

今後の方針等 保護者のニーズに寄り添い柔軟に対応できる体制を構築する。 

点検評価に当たり特記する事項 ・保育を必要とする乳幼児の保育支援を行う。・待機児童の解消に取り組む。 

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 
 保護者の就労形態の多様化により、子ども達を取りまく環境は厳しさを増している。公立保育所が果たす役割は大

きく、その手だてとして、特別保育事業（障害児保育事業・一時保育事業・休日保育事業・延長保育事業）の充実を

図るが、私立保育所と比較して国・県の補助金がないため、人件費等の財源は公費で賄っている。また、待機児童対

策事業の一環である分園の開所により一定の成果が表れているものの、運営の方向性については、町内における入所

希望の動向を見据え適切に対応することが必要である。各事業の必要性は高いものであり、今後も積極的に推進を図

りたい。 
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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 古賀 倫嗣 熊本大学教育学部教授 

副委員長 池松 康博 株式会社池松機工代表取締役 

委員 西田 祐二 
学校長経験者 

（元護川小学校長） 

委員 武田 ひとみ 
大津町ＰＴＡ連絡協議会 

（大津北中学校ＰＴＡ） 

委員 藤本 猪智郎 弁護士（肥後大津法律事務所） 

任期：平成２７年１０月９日～平成２９年３月３１日（２年間） 
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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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