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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。 

 国の第２期教育振興基本計画（平成２５～２９年度）によると、「自立」「協働」「創造」の三つ

の理念実現に向けた生涯学習社会を構築するため、次の４つの基本的方向性が示されています。

①社会を生き抜く力の養成 ②未来への飛躍を実現する人材の育成 ③学びのセーフティネット

の構築 ④絆づくりと活力あるコミュニティの形成 また、この４つの方向性の共通理念は、教

育における多様性の尊重、ライフステージに応じた「縦」の接続、社会全体の「横」の連携・協

働、現場の活性化に向けた国・地方の連携・協働となっています。 

 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。大津町委員会では、教育基本法第１条の目的達成のために、

先述した国の教育振興基本計画、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２６年度においては、主要な施策として９６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、不足のないＰＤＣＡ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。 

 大津町教育委員会では、子どもたちに「三つの約束」をお願いしています。一つめが「あいさ

つをする」、二つめが「時間を守る」、三つめが「人の話を聞く」という平凡なものですが、大津町

の子どもたちが、この「平凡」なことを「平凡」にできるようになれば、これは社会の形成者とし

て「非凡」と言えます。熊本県教育委員会では、目指す教職員像を「『認め、ほめ、励まし、伸ば

す』くまもとの教職員」としていますが、『認め、ほめ、励まし、伸ばす』ことを家庭や地域でも

実践いただき、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大津町の子どもたちの

育成に、町民の方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２７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２７年１２月２日 

大津町教育委員会 

委員長        合志 文夫 

                 委員長職務代理者   首藤 誠治 

                 委員         河北 恵理 

                 委員         農守 典子 

                 教育長        齊藤 公拓 
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１ 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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32,969 人、平成26年 8月末現在 33,6358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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２ 平成２６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、「確かな学力」「豊かな人間性」「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２６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 

夏休み冬休み集中学習会、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（めあて学習、評価

の工夫、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、

評価の実施）◆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（Ｎ

ＩＥの推進）

３）就学前教育の充

  実 

教育相談事業、家庭的保育事業、保育

所運営費、保育園管理運営事業、幼稚

園費、幼稚園就園奨励費

◆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）

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、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）◆食農体験学

習
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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、夢を育む講演会）◆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、すべての町民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２６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、スポーツレクリ

エーション祭開催補助金、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、中央公

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 

◆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◆地域コーディネーターの

配置、基礎学力向上のための学習支援

活動 

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、幼稚園・保育園などとともに、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２６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◆くまもと家

庭教育１０ヶ条◆社会体験活動の実践

◆「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◆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２７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 H23.9.25～H27.9.24 １期目 

委員 河北 理恵 H24.9.25～H28.9.24 〃 

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） 

議題分類 件数 議題分類 件数 

教育委員会規則等の制定・改廃 15 教育委員会人事に関すること 8 

議会一般質問・補正議案等の協議 22 教育財産に関すること 1 

委員等の任免及び委嘱等 10 その他（外部評価関係を含む） 6 

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 78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Ｈ2７.１０.５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 2６年４月２８日 平成 2６年第6回教育委員会会議録の公表について 平成 2６年６月６日 138 

平成 2６年6月５日 平成 2６年第7回教育委員会会議録の公表について 平成 2６年６月２６日 215 

平成 2６年6月24日 平成 2６年第8回教育委員会会議録の公表について 平成 2６年８月１９日 127 

平成 2６年8月１９日 平成 2６年第9回教育委員会会議録の公表について 平成 2６年９月４日 142 

平成 2６年9月３日 平成 2６年第10回教育委員会会議録の公表について 平成 2６年９月２９日 81 

平成 2６年９月2９日 平成 2６年第11回教育委員会会議録の公表について 
平成 2６年１０月１４日 173 

平成 2６年1０月１日 平成 2６年第12回教育委員会会議録の公表について 

平成 2６年1０月１０日 平成 2６年第1３回教育委員会会議録の公表について 平成 2６年１１月２７日 48 

平成 2６年1１月２５日 平成 2６年第1４回教育委員会会議録の公表について 平成 2６年１２月９日 101 

平成 2６年12月４日 平成 2６年第1５回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年１月１６日 131 

平成 2７年1月９日 平成 2７年第1回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年２月１８日 137 

平成 2７年２月１７日 平成 2７年第2回教育委員会会議録の公表について 
平成 2７年３月１８日 144 

平成 2７年２月２７日 平成 2７年第3回教育委員会会議録の公表について 

平成 2７年3月１７日 平成 2７年第4回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年４月２日 282 

平成 2７年3月３１日 平成 2７年第５回教育委員会会議録の公表について 平成 2７年４月３０日 139 
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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 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 １０月～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  

④ 大津町教育委員会事務局職員の状況（平成２６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 １ １ 

係員（保育士等含む） ２   ６ ２ ７ ８ 

司書・学芸員   ２ １    

調理師等  ６    ３  

◆参考 平成２６年９月８日開催 ＰＴＡと教育委員会との意見交換会でのワークショップ 
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◆ケータイ・スマホに潜む問題と危険に対する対応 
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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。 
 しかしながら、直近の住民アンケートで、「大津町教育委員会が、どのような活動を行っている
か知っていますか。」との問いに対し、「よく知っている。」または「まあ知っている。」と回答し
た割合が１５．２％。また、児童生徒を持つ家庭に配布している「育ちのステップ」に関し、こ
の「育ちのステップを知っていますか。」との問いに対して「よく知っている。」または「まあ知
っている。」と回答した割合が１３．７％であることから、教育委員会の活動を知っているとした
回答者の殆どは、世帯に児童生徒のいる家庭であると考えられ、逆に言うと児童生徒のいない世
帯の殆どが教育委員会の活動を知らないと推測される。また、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２６年度中は傍聴者も無く、会議の議事録のホームページでの公表へのア
クセス件数も低調であり、公表手法の見直しと住民の関心を惹きつける政策を模索する時期に来
ている。 
 これまでの外部評価委員会の点検で、大津町における「家庭教育力」の低下が明らかとなって
きた。そこで平成２６年度の大津町ＰＴＡ連絡協議会主催の意見交換会の中身を、ＰＴＡととも
に大幅に見直し、「家庭教育力の向上」を考えるワークショップを実施した。このワークショップ
で広用紙にまとめた内容は、啓発素材として大津町役場で掲示を行った。 
 また、昨今の社会問題となっている児童生徒のＳＮＳ利用等に関しては、大津町ＰＴＡ連絡協
議会、大津町校長・園長会との共同作業で、「携帯電話・スマホ・パソコン等の取扱いルールにつ
いて」をとりまとめ、新たに「大津町家庭教育宣言」を定めることとなった。 

外部評価委員のコメント 
 教育委員会の活動状況をみても、１５回の開催を経て７８議案について審議され、一部を除い
て適時に議事録をホームページに公開されている点は努力の結果がうかがえ、大いに評価でき
る。しかし、教育委員会に対する住民の認知度が高くなく、教育委員会活動のＰＲの方法につい
てもあらゆる手段を模索し、実施することにより取組を周知することが課題と言える。企業や各
種団体と連携した広報支援体制や、特に児童生徒のいる世帯は直接関係しているので、そこから
全世帯に認知されるような取組が必要と考える。総合教育会議も、教育委員会の認知度向上の大
きなきっかけになるのでないかと考える。今後は、より教育委員会が住民や地域活動の中に出て
いく場面を増やし、児童生徒のいない家庭においても、教育委員会との接触の機会を拡充してい
くことも検討する必要がある。 
 ＰＴＡとの連携から、単Ｐで「ノーテレビ、ノーゲームデー」に取り組む学校が出てきたり、
アンケートの数値からも取り組みの伸びが見られるなど、保護者の家庭教育に対する意識向上が
見られる。また、ＳＮＳ利用に関するルールの策定なども時代の変化に対応した対策として評価
に値する。平成２６年度は大津町ＰＴＡ連絡協議会の施策の見直しにも支援を行い、「家庭教育力
の向上を考えるワークショップ」の実施に至ったことは有効な施策であり、また、大津町ＰＴＡ
連絡協議会、大津町校長・園長会との共同作業で「大津町家庭教育宣言」を定めたことは大きな
成果であると考える。次代を担う青少年の育成は、プライオリティ（優先順位）が高く非常に重
要であるため、特に地域全体で子どもたちを育てるというスタンスを忘れてはならない。 
 前回も指摘したが、大津町の教育課題は、「学校教育」と「家庭教育」である。「確かな学力」
が学校関係者や学習支援ボランティア等の精力的な努力によって、平成２６年度には中学校でも
学力の充実が進みつつある。一方で、「家庭教育」についてはなかなか成果があがっていないこと
は引き続き課題と言える。 
 また、平成２６年度から開始された「子ども子育て支援新制度」に対処して、保育所等、子育
て支援関連事業も教育委員会の所管となったことに対し、０歳から１５歳を見通した教育・保育
システムの構築が求められる。 
 これまで、学校支援地域本部事業、コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の取組み等、
国の教育政策に基づいて施策を進めてきた大津町で、唯一残されてきた課題、小中一貫教育（連
携教育）も検討を要する。今後、国の動向、特にこれまであまり関係のなかった厚生労働省系統
の政策動向を注視しながら、的確な対応が可能な体制づくりを望みたい。 
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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２５年４月１日に、過大規模となっていた大津小学校（Ｈ24.5.1 現在 1,064人）から分離

した大津町立美咲野小学校が開校し、これにより町の義務教育施設は小学校７校、中学校2校とな

った。また、美咲野小学校開校に伴う中学校区の見直しも同時に行い、美咲野小学校は、これまで

の大津中学校区から大津北中学校区へと改めた。これにより中学校区での生徒数は平準化に向かう

形だが、将来的な大津北中学校の生徒数の増加を見据え、平成２６年度に整備資格面積を有効に活

用し、校舎の増築を実施した。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ことが予想される。

しかし、その反面、北部及び東部の小規模校２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学級となることも確実視されている。 

  （児童生徒数）小学校2,144人 中学校959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

(±0) 
607 

(64) 
595 

(△10)
449 

(±0) 
178 

(△7) 
50 

(2) 
88 

(5) 
177 

(△52)
514 

(57) 
445 

学級数 
(5) 
18 

(4) 
19 

(5) 
13 

(2) 
6 

(0) 
5 

(1) 
6 

(3) 
6 

(2) 
14 

(3) 
12 

  ※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、１校を除き、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、今後、その参観者数は微増微減を繰り返すと予想していたが、平成

26年度は、平成25年度から約６割増しの約２４，０００人という驚異的な数字となった。特に、

コミュニティ・スクールを導入した護川小学校と美咲野小学校で、増加した約９，２００人のうち

の約半数を稼ぎ出しており、コミュニティ・スクールが、地域住民を学校に招くための有効な手立

てであることが明らかとなってきた。 

  （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 2,743 877 4.52 3.07

美咲野小学校 4,152 1,617 6.98 4.77

室小学校 2,807 665 6.25 4.67

大津南小学校 965 34 5.42 5.23

大津東小学校 793 452 15.86 5.98

大津北小学校 902 △113 10.25 11.80

護川小学校 4,841 2,987 27.35 10.78

大津中学校 2,245 532 4.37 3.03

大津北中学校 2,305 1,263 5.18 2.69

大津幼稚園 1,146 503 6.37 3.63

陣内幼稚園 932 366 10.59 6.51

合計 23,831 9,183 平均6.87 平均 4.43
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③ 小中学校における「平成２６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達成度（４点満点）を調査し、その

経過を観察している。共通実践事項は２６項目に渡るが、平成２６年度における下落項目は５項目

（前年度は１１項目）、上昇項目は１３項目（前年度は２項目）となった。上昇項目において、０．

２ポイント以上の上昇を見せたのが、「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。」（人権教育の充実）と「学社融合による人・もの・ことの活用推進」（特色ある学校

づくりの推進）であり、学校支援地域本部事業をはじめ、親の学びプログラムの提供等、社会教育

領域からの有益な支援と情報提供が功を奏したものと推測される。また、下落項目の領域を見ると、

①確かな学力の育成 ②児童生徒の生活習慣の形成 ③家庭・学校・地域の連携 が挙げられる。

なお、３ヵ年を通して下落傾向（０．２ポイント以上下落）にある「ＮＩＥの取組」、「いじめ不登

校防止対策（教育相談の充実）」については、その背景を分析しながら、新たな手立てを見出さなけ

ればならない状況と言える。 

◆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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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 

（項目は年度観比較のため平
成２４年度の項目を記載） 

共通実践事項 
学校平均評価値 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ2６

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 
3.3→ 3.2↓ 3.2→

2 読書に親しむ環境づくり 3.3↑ 3.2↓ 3.3↑

２ 確かな学力の育成 

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→ 3.1→

4 基礎的・基本的な知識技能の習得とその活用  3.2 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） 
3.1↑ 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→ 3.1→ 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。（Ｈ２５追加）
－ 3.0 3.2↑

8 いじめ不登校防止対策（教育相談の充実） 3.3 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） 3.0 3.1↑ 3.1→

10 交通安全、防犯・防災教育の徹底  3.1 3.0↓ 3.1↑

５ 食育の推進 11 食農体験学習 3.2 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） 
3.0↑ 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↓ 3.0→ 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→ 3.0→ 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↓ 2.8→ 2.9↑

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 3.1↑ 3.0↓ 3.1↑

17 学社融合による人・もの・ことの活用推進 3.2↓ 3.1↓ 3.4↑

18 教育の日の活性化 3.0 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→ 3.0→ 3.1↑

20 「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進 2.9→ 2.9→ 2.9→

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

12  親力・家庭力の向上 22 「育ちのステップ」の活用 2.5↑ 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。） 
3.1↑ 2.9↓ 3.0↑

24 基礎学力向上のための学習支援活動（Ｈ２５追加） － 3.2 3.1↓

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↓ 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 
3.1↓ 3.0↓ 3.0→

0
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2
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3
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4
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共通実践事項Ｎｏ 

学
校
平
均
評
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④ 学校教育における新たな取り組み 

   平成２６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、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に着手（平成２９年

度までを予定）するとともに、美咲野小学校においては、熊本県が文部科学省からの指定を受けた

道徳教育総合支援事業の研究校として選定され、「熊本の心（郷土道徳教材）」活用事業を実施し、

研究発表には県内外から数多くの関係者が参加し、研究の成果は高い評価を受けることとなった。

このような文部科学省からの研究指定を受ける中で、文部科学省と大津町教育委員会の繋がりも構

築され、文部科学省の現役教科調査官、元教科調査官を招聘し、教職員を対象とした講話・公開授

業を実施するなど、教職員の授業力向上のための新たな取り組みにも着手する１年間となった。 

   また、教職員の「子どもと向き合う時間の確保」に資するため、校務支援システム（県開発の「ゆ

うｎｅｔ」）及び教務支援システム（成績処理等）を導入し、平成２７年度からの本格運用に備えた。 

   ハード面では、幼稚園・小中学校への空調設備導入と大津北中学校校舎増築工事を実施するなど、

学習環境の充実に努めた。 

◆参考資料 『「平成２６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 ７４．２ ５５．８ ７１．６ ５４．８ ７２．９ ５５．５

算 数 ８０．５ ６０．２ ７９．３ ５８．５ ７８．１ ５８．２

○ 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 ７７．０ ４９．２ ７９．０ ５１．３ ７９．４ ５１．０

数 学 ６３．４ ５８．６ ６７．４ ６１．６ ６７．４ ５９．８

○ 中学校３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 下回

っている。特に、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、｢授業の中で分からないことがあったら、どうすることが多いですか」の
質問で、「先生に尋ねる」が県平均を８ポイント上回っており、学習意欲の高まりを感
じる。 
② 中学校では、「授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が示されている」が16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15ポイントと、
両質問とも県平均を大幅に上回っており、授業スタイルが定着している。 
【大津町で重点的に取り組んでいる項目】 
①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
、「当てはまる・どちらかといえば、当てはまる」が小学校で92.2％、中学校で91.5％
回答している。しかし、県平均を若干下回っており、「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。 
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②「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」
が、小学校で95.3％、中学校で95.0％回答している。中学校は県平均とほぼ同じである
が、小学校では1.2ポイント下回っており、児童への指導に併せて、家庭への啓発が必要
である。 
③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、県平均を上回っており、中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」の継続した取組が必要である。 

◆参考 平成２６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

Ｈ２２ 5 0 4.9 5.5 10.6 4.1 8.5 1 0.8

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

0

2

4

6

8

10

12

14
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Ｈ２６
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教育委員会のコメント 
 「確かな学力」は、保護者が学校に求める最大の関心事項である。平成２６年度の全国学力
学習調査では、小学校の正答率を見ると、全ての領域で全国平均・県平均を上回っているもの
の、中学校正答率は、全領域で全国平均・県平均を下回る結果となった。特に中学校数学の基
本的問題（Ａ問題）の正答率は全国平均と４ポイントも開いており、中学校での学力の課題が
また浮き彫りとなった。引き続き、学校教育指導員派遣による教諭の授業力向上と熊本型授業
の定着を推進し、児童生徒の学習意欲を喚起し、思考力・表現力等の向上に取り組まなければ
ならない。 
 特別の教科「道徳」が、平成３０年度の小学校を皮切りに導入される。「豊かな心の育成」
は、保護者はもとより地域社会のニーズでもある。日常生活の基本である「あいさつ」につい
て、客観的に数値化した資料は無いが、各学校への訪問の際に、学校間での児童生徒のあいさ
つに大きな格差を感じている。今後はあいさつの「見える化」を進め、一層の「あいさつ」定
着に取り組みたい。読書活動の推進に関しては、外部評価の対象とした平成２２年度から見れ
ば、概ね良好な状況と言えるが、学校間での取り組みには大きなバラつきがあり、学校司書部
会と連携した小中学校の読書活動併進に取り組まなければならない。 
地域とともにある学校づくりに関しては、各学校での取り組みも充実し、大幅な参観者の増
加が見られた。また、非行等の問題行動も無いことは、この成果の副産物として捉えているた
め、地域住民の顔が見え、児童生徒の頑張る姿を地域に共有できる学校づくりのため、社会教
育領域からの更に充実した支援も構築しながら総合的に推進していきたい。 
また、大津小学校の研究開発学校をはじめとする文部科学省の研究指定は、学校及び教育委
員会事務局の多忙感は増す反面、大きな活性化の呼び水となっており、引き続き関係機関から
の指導・支援を仰ぎながら有益な成果を挙げられるよう取り組んでいきたい。 

外部評価委員のコメント 
大津町における地域住民と連携した教育活動の原点が、「大津町教育の日」であるが、平成２６年度の参観

者数は２３，８３１人となり、実に前年比で６割増という、予想をはるかに超える状況であり、「学校に行って

みよう。」という機運が確実に醸成されていることが明白である。そして、「学校に行ったら」見えてくるのが

「子どもの姿」である。地域の住民であっても、家庭に小中学生がいないと「学校の情報」はまったく入って

こない。だからこそ、「知らないから生まれる子ども誤解」となる。特に、一般的に中学生に対する「誤解」は

甚だしい。地域住民が「子どもの姿」をしっかり受け止める機会の重要性は極めて大きい。護川小学校と美咲

野小学校、大津小学校で進められているコミュニティ・スクールは、学校・保護者・地域が一体となり、子ど

もたちの豊かな心の育成に大いに寄与していると言える。また、体育・スポーツ施設の整備に加え、スポーツ

団体の育成、校区スポーツの振興等の施策の成果として、全国や世界で戦えるアスリートも輩出していること

を考慮すれば、大津町のスポーツ団体は、「小学校の運動部活動の社会体育への移行」に際しては、単なる受け

皿ではなく、「運動部活動」という場面での開かれた学校づくりの一環として期待したい。 

 「確かな学力」は、学校の一番の責務でもある。全国学力・学習状況調査の結果は、中学校の正答率が低め

ではあるが、数字のみで判断し短絡的に評価するものでもない。小学校では教師の手が行き届く面があるが、

中学校では生徒一人一人の主体的な学習が求められる。生徒自身の考え方で学習成果も大きく変動する要素を

持っているため、小学校の時から、中学校での学習に対応できるような自主的な学習態度等を十分育てるこ

と、また、学習意欲を喚起させるための取り組みが何より大切である。また、平成２６年度大津町教育基本構

想の中には１８項目の共通実践事項があり、その達成度を評価してあるが、学校平均の評価値を見ると、２項

目で低下が見られたものの、１０項目で改善が見られたことは、全体的に評価できる。特に教職員の「意識

化」が効果的であったならば、積極的な「意識化」を推進し、「確かな学力」の向上に努められたい。 

 平成２６年度は、文部科学省の研究開発事業、道徳教育総合支援事業等の研究指定を受けているが、その研

究成果は大津町の宝でもあるため、成果を精査して町内の各学校に還元することを望む。なお、国の教育政策

を踏まえつつ、大津町ならではの多様な学校づくりを進めるためには、教育委員会事務局体制の一層の機能強

化が必要である。「質」としては指導体制の確立であるが、これについては専門職の配置があり、十分な役割を

果たしている。課題は、「量」にある。業務量の増加と多様化に対し職員の適正配置になっているかどうか、近

隣自治体の状況も参考に見直す時期にあると考える。 

 大津町は、平成２５年度には小学校、平成２６年度には中学校でも学力の充実が進みつつある町である。「文

武両道」という言葉があるが、トップアスリートも輩出する大津町の教育は、「文武両道」を目指すべきであ

り、それを達成する学校教育環境は地域との協働を通じて整備されつつあると評価することができる。
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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 2６年度･人） 

名 称 
利用者数 

名 称 
利用者数 

H2５ H2６ H2５ H2６ 

中央公民館 23,058 26,094 歴史文化伝承館 2,712 2,758

文化ホール 22,328 23,022 運動公園 57,955 55,115

大津地区公民館分館 17,646 16,733 総合体育館 84,175 75,539

陣内地区公民館分館 4,516 4,391 弓道場 6,758 3,794

錦野地区公民館分館 1,121 1,214 武道館 9,287 7,278

瀬田地区公民館分館 1,578 1,380 町民グラウンド 35,186 32,535

平川地区公民館分館 598 685 杉水公園グラウンド 5,516 4,905

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 7,913 9,579 山村広場 12,763 15,347

野外活動等研修センター 3,504 3,982 昭和園テニスコート 14,378 14,353

町民交流施設（オークスプラザ） 28,613 33,322 菊阿体育館（旧菊阿中） 7,210 6,689

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20,762人(新規登録949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 2６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
(13,537)
14,550

(549)
580

(161)
183

(860)
953

(791)
832

(1,198)
1325

(260)
279

(242)
267

(440)
453

(18,038)
19,422

利用回数
(52,467)
55,266

(914)
913

(324)
205

(2,727)
2,889

(2,371)
2,529

(5,305)
5,768

(809)
865

(1,089)
1,531

(1,389)
1,238

(67,395)
71,204

利用者数
(4,045)
6,931

(86)
185

(21)
46

(216)
383

(196)
351

(426)
684

(65)
102

(55)
94

(87)
142

(5,197)
8,918

貸出冊数
(205,602)
205,835

(3,657)
3,571

(1,321)
858

(12,111)
11,384

(11,534)
11,144

(25,450)
27,664

(3,271)
3,577

(3,552)
4,552

(6,107)
4,427

(272,605)
273,012

※１ 上段（ ）書きは、前年度（平成２５年度）の実績 
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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２６年度から、首長部局からの事務委任を受け、子育て支援課が教育委員会に位置づけられ

た。これは、「子ども・子育て新制度」への移行に伴い、幼稚園業務を子育て支援課が保育所と一括

して所管することとなったためであるが、幼保小中の連携を深化させ、育ちの円滑な連続を保証す

るという意味合いにおいても、先進的な取り組みと言える。 

   現在、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）                    （Ｈ２６．５．１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 保育所 公立 120 13２  

緑ヶ丘保育園 〃 私立 120 1５９  

一宇保育園 〃 私立 120 1５９  

白川保育園 〃 私立 120 1３９  

杉水保育園 〃 私立 140 1７８  

大津いちご保育園 〃 私立 120 1４０  

よろこび保育園 〃 私立 120 1６９  

大津幼稚園 幼稚園 公立 180 1８０  

陣内幼稚園 〃 公立 120 8８  

大津音楽幼稚園 〃 私立 260 2６６  

白川幼稚園 〃 私立 160 16２  

合計 1,580 1,772  

  ※平成２６年４月１日現在の未就学児童数は、2,927人であり、就園率は約60.5％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２６年４月１日現在の未就学児童数は、2,927人であり、就園率は約0.8％である。 



27 

（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 
60  

四つ葉学童クラブ 47  

室小 
ジョイキッズクラブ 

室小学校内 
60  

コスモキッズクラブ 47  

護川小 そらいろクラブ 護川小学校内 56  

美咲野小・大津小 緑のなかま 緑ヶ丘保育園内 40  

美咲野小 
グリーンキッズクラブ東 

美咲野小学校内 
68  

グリーンキッズクラブ西 57  

大津北小 一宇学童館 一宇保育園内 25  

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 63  

大津南小 しらかわっ子南小クラブ 大津南小学校内 37  

合計 560  

  平成２６年５月１日現在の小学校１～３年生は1,111人であり、登録率は50.4％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 
２６ 

決算 

２５ 

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。 

1,382 941 441

２

夏休み冬休
み集中学習
会（長期休
業中の学習
支援）  

学校教育課

・町内の児童生徒を対象に、夏休み等

の長期休業中の期間に、学び残しのケ

アや基礎学力向上などを目的とした学

習会を開催する。 

・教材費及び保険代として 1 人 500

円を徴収している。  

106 118 △12

３ 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。  

270 270 －

４

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１４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 20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、１

９人の枠で採用し、学校の状況に応じ

て配置した。 

64,418 51,264 13,154

５
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 8,951 △6,113

６
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。  

2,117 2,370 △253

７
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。  

1,344 1,035 309

８
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。  

7,692 8,656 △964

９
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。  

79,424 170,579 △91,155
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10
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。 

63,190 56,046 7,144

11
小学校空調
機整備事業

学校教育課 町立小学校7校に空調機を整備する 239,161 －

12
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。 

362 －

13
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。  

1,504 1,306 198

14
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、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。  

6,232 5,226 1,006

15
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。  
1,794 1,667 127

16

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。  
10,796 10,331 465

17
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

33,816 36,345 △2,529

18
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。  

48,428 70,391 △21,963

19
中学校空調
整備事業 

学校教育課 町立中学校に空調機を整備する。 146,351 －

20
大津北中学
校校舎増築
事業 

学校教育課

大津北中学校において、美咲野小学

校が新たに校区になり、生徒数の増加

が見込まれ、教室数が不足するため、

校舎を増築し、必要な教室数を確保す

る。 

（増築概要） 

・普通教室×４ 

・新世代型学習空間×７ 

・延床面積1,113 ㎡ 

385,600 18,047 367,553

21

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。  
10,647 10,025 622

22
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。  

3,776 2,497 1,279

23
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。  
508 473 35
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24
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。  

555 527 28

25
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。  

4,309 19,327 △15,018

26
学校給食施
設整備事業
（建替分）

学校教育課

現在の給食センターは平成2年建築ウ

エット方式の施設であり、現施設を衛

生管理基準を満たしたドライ方式の施

設へ建て替えを行う。 

2,376 －

27
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  

112,350 108,870 3,480

28
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、私立保育所（６保育所）

園長に滞納保護者への助言・指導、保

育料収納事務を委託する。 

288 288 －

29
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の私

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 

9,370 8,298 1,072

30
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。 

② 18 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 

6,975 6,975 －

31
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 

1,794 1,477 317

32
乳幼児健康
支援訪問ヘ
ルパー事業

子育て支援課 

① NPO法人に委託。 

② 出産後間もないため、家事や育児

が困難な核家族家庭等をヘルパーが

訪問して育児や身の回りの世話の手

伝いを行う。 

6 28 △22

33
要保護児童
対策事業 

子育て支援課 

① 児童虐待防止と早期発見、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。 

2,528 1,613 915

34
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。 

8,637 8,266 371
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35
病後児保育
事業 

子育て支援課 

① NPO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） 

5,100 7,000 △1,900

36

子育て支援
総合コーデ
ィネート事
業 

子育て支援課 

① NPO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 －

37
地域子育て
支援拠点事
業 

子育て支援課 

① NPO 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。 

11,480 10,604 876

38
家庭的保育
事業 

子育て支援課 

家庭的保育事業研修を終了した保育

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。（家庭的保育事業）児童福祉

法第 3４条の１５市町村は家庭的保育

事業を行うことができる。 

児童福祉施行規則第３６条の 38に

家庭的保育事業の実施基準、保育対策

等促進事業費の国庫補助交付要綱、待

機児童解消促進等実施要綱 

23,065 20,132 2,933

39
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

計画を策定し、今後、条例の規定や見

直しを行う。 

2,581 2,362 219

40
保育所運営
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。 

849,065 790,230 58,835

41

放課後児童
健全育成事
業（指定管
理） 

子育て支援課 

① 大津小学校区・室小学校区学童保

育施設を NPO こどもサポート・み

んなのおうちに平成18年9月から

指定管理。 

② 平成 20 年度に更新（Ｈ２１～H

２５年度の5年間） 

③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。

④平成２６年度～平成３０年度は美咲

野小学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。 

29,727 14,599 15,128

42
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。 

3,132 －
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43
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 127 人 3 歳未満児 35 人 以

上児92人 

48,840 51,820 △2,980

44
障がい児保
育事業 

大津保育園
保育園において、障がいのない子ど

もと同様に障がい児の発達の援助がで

きる統合保育を行う。 

3,161 3,167 △6

45
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

育を行う。 

1,912 1,906 6

46
休日保育事
業 

大津保育園 休日、祝祭日における保育。 633 1,056 △423

47
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。 

829 570 259

48
家庭的保育
事業（連携
保育所） 

大津保育園

・連携保育所として家庭的保育事業支

援者と連携し、家庭的保育事業を支援

する。 

・集団保育の体験 

1,761 1,582 179

49
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。 

16,358 －

50 幼稚園費  
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 

○定員  大津幼稚園190人 

     陣内幼稚園120人 

○在園児 大津幼稚園１６９人 

     陣内幼稚園8４人 

 園児の保育及び園舎等維持管理 

23,988 25,806 △1,818

51
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。  

5,684 5,564 120

52
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。

2,064 2,701 △637

53
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 

854 552 302

54
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。

275 76 199
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55
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。  

162 124 38

56

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。  

4,534 4,328 206

57
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。 

7,892 12,553 △4,661

58

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や町外利用者

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。  

2,650 2,437 213

59

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。 

1,439 1,197 242

60

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。 

1,200 900 300

61
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

めの各種事業開催する。 

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。 

 4,922 5,237 △315

62

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「見るスポ

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

大会へ出場者）。 ④スポーツコンベン

ションの推進を図る。  

210 214 △4
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63

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。 

377 1,014 △637

64

スポーツレ
クリエーシ
ョン施設の
整備・充実

生涯学習課

・「社会資本設備総合交付金事業」を活

用し、大津町運動公園弓道場の設備を

実施した。①増築（巻藁練習場兼選手

控室、男女更衣室、審判控室他）②射

場のひさしを延長し、雨降り込み対策

等を行った。 

37,971 －

65

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

修計画を検討。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。 

71,244 84,303 △13,059

66
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。  

6,704 6,094 610

67
中央公民館
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。 

・全町民（乳幼児から高齢者まで）及

び町外利用者を対象に、講演会・研修

会・イベント等を主催する。 

・自主活動の場として貸し出しを行

う。 

・公民館講座を行い発表の場を企画

し、町民の生涯学習や文化の振興を推

進する。 

5,701 5,564 137

68

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。  

21,665 94,745 △73,080

69
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。 

26,099 23,829 2,270

70
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。  

13,139 12,751 388
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71
ブックスタ
ート事業  

図書館 

離乳食セミナー（５か月児対象）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。 

388 358 30

○補
72

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） 

6,316 4,341 1,975

○補
73

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。  

721 589 132

○補
74

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。  

709 693 16

○補
75

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。 
1,180 618 562

○補
76

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。  
175 200 △25

○補
77

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。  

2,553 7,708 △5,155

○補
78

保育所施設
整備事業 

子育て支援課 

国からの交付金を県が「熊本県安心

子ども基金」に積み立て、町に対して

補助する事業。 

町は、町内の私立保育所整備に対し

て補助金を交付する。 

（参考：緑ヶ丘保育園 77,165 千

円、大津いちご保育園91,635 千円、

一宇保育園 124,527 千円、平成 22

年度杉水保育所増改築、平成２３年度

完成、平成２４年度 よろこび保育園

創設、123,661千円） 

172,378 －

○補
79

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。 
28,747 36,828 8,081

○補
80

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。  

2,893 2,652 241

○補
81

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
82

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。  
45,260 28,844 16,416
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○補
83

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  
525 572 △47

○補
84

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。  

933 1,075 △142

○補
85

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に補助す

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。  

709 941 △232

○補
86

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。  

6,339 47,072 △40,733

○補
87

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。  

246 533 △287

○補
88

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。  

359 423 △64

○補
89

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。諸団体等で行なわれている文化

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。  

622 654 △32

○補
90

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。  

5,785 5,680 105

○補
91

スポーツレ
クリエーシ
ョン祭開催
補助金 

生涯学習課

9月28日（日）、町運動公園、総合

体育館を会場に、第１０回スポーツレ

クリエーション祭を開催し、町民のス

ポーツ交流を図った。 

300 －
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○補
92

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。 

63 389 △326

○補
93

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 2,470 △1,824

○補
94

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 9,987 △9,187

○補
95

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 4,410 △1,720

○補
96

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。  

7,023 6,161 862
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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２６年度主要な施策の成果中教育委員会所管事業の９６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２６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２６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、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 ③スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 ④家庭的保育事業  

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、次のアからカ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２６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学校教育推進事業補助金 ②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 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、Ｈ２６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 

(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 
小学校中学校空調機整備事業【新規】
大津北中学校校舎増築事業 

１９－Ａ １９－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 １７－Ａ １７－Ａ 学校教育課

６ 幼稚園費 １８－Ａ １８－Ａ 幼稚園 

７
学校給食施設整備事業【新規】
学校給食施設整備事業（建替分）【新規】
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 

１８－Ａ １７－Ａ 生涯学習課

９

文化財保存事業 
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 

１７－Ａ １５－Ｂ 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・レクリエーション施設の整備・充実
スポーツ・レクリエーション祭補助金【新規】
各種団体補助金（婦人スポーツ）【新規】
総合型地域スポーツクラブ補助金【新規】
町体育協会補助金【新規】

２０－Ａ ２０－Ａ 生涯学習課

１１ 校区スポーツ振興会補助金 １８－Ａ １５－Ｂ 生涯学習課

１２
中央公民館運営・活動推進事業 
文化ホール事業助成金 

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 家庭的保育事業 １８－Ａ １８－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 
延長保育事業 
休日保育事業 
一時保育事業 
家庭的保育事業
待機児童対策（分園開所）【新規】

１８－Ａ １７－Ａ 子育て支援課

※教育委員会に属する主要な施策96事業中、４４事業を評価（カバー率45.8％） 

※教育委員会に属する主要な施策96事業の総額2,787,422千円中、1,502,492千円を評価（カバ

ー率53.9％）
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点検を行う評価対象事業の経費の内訳 

№ 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

4
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

64,418
学習支援指導員報酬（9校 14名分）　25,956千円

特別支援補助員報酬（7校 20名分）　20,338千円
学校生活支援補助員（8校 19名分）　18,124千円

51,264

2 教育相談事業 8 教育相談事業 7,692

教育相談員報酬（6人） 　 　　　　　　7,244千円
光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　118千円

電話代等の通信費 　　　　　　　  　　154千円

機械警備費   　 　　　　　　　　　　 　　52千円
受信料　　　　　　　　　　　　　　　　　　22千円

その他の需用費等　 　　　　　　  　　102千円

8,656

10 小学校運営事業
（63,190）
61,230

報酬　　　　 17,431千円（英語指導助手1,960千円）

賃金　　　　　　151千円　　　報償費　　 　733千円

旅費　　　　  　471千円　　　通信運搬費  2,143千円
委託料     　6,047千円　　　使用料及び賃借料  2,034千円

一般備品　25,953千円　　　学校図書　　3,730千円

負担金、補助及び交付金　2,537千円

（56,046）
54,086

17 中学校運営事業
（33,816）
26,525

報酬　　　　 　3,118千円（英語指導助手5,320千円）

賃金　　　　　　　54千円　　　報償費　　 　　48千円
旅費　　　　  　140千円　　　通信運搬費  1,148千円

委託料     　3,088千円（英語指導助手派遣1,971千円）

使用料及び賃借料   5,268千円　　一般備品　10,397千円
学校図書　1,810千円　負担金、補助及び交付金　1,454千円

（36,345）
27,870

9 小学校施設管理事業 79,424

需用費　59,771千円（消耗品費・光熱水費・修繕費等）
手数料　4,308千円

委託料　6,047千円（警備、エレベーター・電気保守委託等）

工事請負費　8,862千円　　原材料費　436千円

170,579

18 中学校施設管理事業 48,428

需用費　33,910千円（消耗品費・光熱水費・修繕費等）

手数料　2,484千円
委託料　2,408千円（警備、エレベーター・電気保守委託等）

工事請負費　9,445千円　　原材料費　181千円

70,391

11 小学校空調機整備事業 239,161
委託料（監理業務委託）　4,190千円

工事請負費　234,971千円
8,652

19 中学校空調機整備事業 146,351
委託料（監理業務委託）　1,436千円

工事請負費　144,915千円
2,699

20
大津北中学校校舎増築
事業

385,600

職員手当等（時間外勤務手当）　981千円

需用費（消耗品費）　172千円　　役務費（手数料）324千円
委託料（監理業務委託）　9,180千円

工事請負費　368,711千円　　備品購入費　6,232千円

18,047

4
国際理解・外国語活動
事業

10
17
50

小学校運営事業
中学校運営事業
幼稚園費

11,166

幼保外国語指導助手（直接雇用1名）　1,915千円

小学校外国語指導助手（直接雇用1名）　1,960千円

中学校外国語講師派遣委託料(派遣ＡＬＴ1名）※8月まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,971千円

中学校外国語指導助手（通年1名、9月から直接雇用1名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,320千円

12,375

5
学校教育推進事業補助
金

補
72
学校教育推進事業補助
金

6,316

人権教育推進補助　1,109千円（1校あたり31千円～205千円）

スポーツクラブ補助　2,600千円（1校あたり77千円～778千円）
特色ある学校づくり補助　890千円（1校あたり56千円～170千円）

プール監視補助　1,657千円（1校あたり78千円～400千円）

進路指導補助　60千円（中学校一律30千円）

4,341

6 幼稚園費 50 幼稚園費
(23,988）
22,073

報酬17,860千円（英語指導助手1,915千円）､賃金70千円、費用弁償

60千円、時間外手当119千円、報償費91千円、旅費64千円、需用

費4,129千円、役務費353千円、委託料466千円、使用料26千円、原
材料63千円、備品購入費385千円、負担金302千円

25,806

25 学校給食施設整備事業 4,309
需要費(修繕料）　　　1,599千円
備品購入費    　　    2,710千円

19,327

26
学校給食施設整備事業
(建替分）

2,376
委託料（学校給食センター建設基本計画策定業務） 　　　   2,376千
円

0

27
給食センター管理運営
事業

112,350

報酬 　    　　26,853千円　　給与・共済費　　　59,929千円

賃金    　　  　　 951千円　　旅費 　　　　　　　 　 　59千円
需要費　　　　20,002千円　　役務費   　　  　 　　 883千円

委託料 　　　   3,407千円　　使用料賃借料　　  　 44千円

原材料費  　　   198千円　　負担金    　　   　 　  24千円

108,870

3

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

合計　　（995,970）
　986 ,719

7
給食センター運営事業

合計　119 ,035

前年度

事業費
(千円)

平成26年度事業費事務事業評価項目 主要な施策項目
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51 生涯学習推進事業 5,684
時間外勤務手当　　 335千円　　　報償費　　　　  1,653千円

需用費　消耗品　　　300千円　　　情報誌作成　　3,357千円

役務費                  23千円　　　委託料　　　　　　  16千円

5,564

52 社会教育指導員設置 2,064 報酬費          2,064千円 2,701

補
83
84
85

社会教育関係団体育成
事業

（2,167）
1,000

大津町ＰＴＡ連絡協議会補助金150千円　(375千円)
大津町子ども会連絡協議会補助金150千円　(783千円)

大津町青少年育成町民会議負担金700千円　(9千円)

(2,588)
1,000

53 文化財保存整備 854

印刷製本費　270千円

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　　　　　　　  384千円

552

55 江藤家住宅活用事業 162

一般公開

　　謝礼・食糧 　　　　   　97千円

　　役務費　　　　　　　　　21千円

　　委託料（交通誘導員）21千円

　　仮設トイレ借上関係   23千円

124

56
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）

4,534

報酬費　2,981千円　　消耗品費　205千円

燃料費　　　3千円　　　光熱水費 615千円　修繕料　17千円

役務費（通信運搬費・浄化槽手数料）　147千円

委託料（清掃委託他）　331千円   原材料費（砂代）　　50千円

備品購入費（ＡＥＤ）　185千円

4,328

補
90
江藤家住宅管理・整備
事業補助

(5,785)
1,182

文化財保存管理補助金 746千円 (1,142千円)

文化財保存管理整備補助金（国庫補助添付分） 436千円 (3,461千

円)

(5,680)
1,695

60
スポーツやイベントを通
じた交流の推進

(2,663)
1,200

・ジョギングフェスティバル開催補助金
総事業費1,200千円　（1,463千円）

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（ガードマン委託）、使用料（車借上げ料）

(2,439)
900

65
スポーツ・レクリエーショ
ン施設の整備・充実

71,244

・公園管理費30,819千円（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40,425千円（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

84,303

補
91
92
94
95

生涯スポーツ補助金
(18,561)
3,853

・スポーツレクリエーション祭開催補助金300千円

婦人スポーツ連絡協議会補助金63千円 (265千円)

総合型地域スポーツクラブ補助金800千円 (12,863千円)

・町体育協会補助金（2,690千円）　1,580千円

(14,786)
3,553

11
校区スポーツ振興会補
助金

補
93
校区スポーツ振興会補
助金

(2,687)
646

校区スポーツ振興会補助金646千円 (2,041千円)

　事業費に対してのみ補助。
　７校区：大津北、護川、室、大津、大津南、大津東、美咲野。

　補助内訳として基本額7万円（均等割80%）+世帯割（20％）。

　スポーツイベント開催（年１回～2回）。

(2,470)
669

67
中央公民館運営・活動
推進事業

5,701

報酬（嘱託職員賃金）1,904千円、時間外勤務手当200千円、報償費

（講座講師謝礼等）2,054千円、旅費１５千円、需用費（消耗品費等）

838千円・役務費242千円・賃借料（パソコンリース料）260千円・原
材料28千円、負担金23千円

5,564

補
96
文化ホール事業助成金

(7,023)
4,500

町助成金4,500千円 (2,523千円)

　人形劇（幼児、低学年対象）1,240千円

　片岡長次郎と筑紫桃太郎一座（高齢者向け）2,028千円

　コンサート（成人対象）3,033千円
　県劇ネットワーク事業落語会（一般向け）619千円

　事務局費103千円

6,161

10

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、ス
ポーツ基盤の整備

合計　　（95,155）
　　76 ,947

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　　(11,335)
　　　6,732

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　　（9,915）
　　　　8,748

12

中央公民館運営・活動
推進事業、文化ホール
事業助成金

合計　(12,724)
　　　10 ,201
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69 図書館運営事業 26,099

報酬52千円、時間外164千円、賃金11,960千円、報償費128千円

旅費31千円、消耗品費620千円、食糧費2千円、印刷製本費329千
円、光熱水費4,956千円、修繕料300千円、役務費393千円、委託料
3,601千円、使用料及び賃借料3,458千円、備品購入費100千円、負

担金5千円

70
図書館図書備品購入事
業

13,139
消耗品（新聞・雑誌等2,237千円）、使用料及賃借用（324千円）

備品購入費　図書備品（一般書・児童書5,654冊9,537千円）（リクエ
スト図書331冊415千円）（ＡＶ資料46点626千円）

71 ブックスタート事業 388 消耗品（ブックスタート用絵本630冊、コットンバッグ310枚）

14 家庭的保育事業 38 家庭的保育事業 23,065 委託料22,381千円、補助金684千円

43 保育園管理運営事業 48,840

非常勤報酬　22,423千円､　園医報酬　364千円
時間外務手当　839千円、　報償費　51千円、　旅費　30千円

需用費　16,782千円、　役務費　500千円、　使用料及び賃借料
6,182千円、　委託料　1,029千円、工事請負費　114千円

原材料　25千円、備品購入費　367千円
負担金　134千円

44 障がい児保育事業 3,161 非常勤報酬　　　3,16１千円

45 延長保育事業 1,912
非常勤報酬　　　　978千円
時間外勤務手当　684千円

需用費（賄材料）　250千円

46 休日保育事業 633 非常勤報酬　　633千円

47 一時保育事業 829
非常勤報酬　　　　792千円

需用費（賄材料）　　13千円
役務費（保険料）　　24千円

48
家庭的保育事業
（連携保育所）

1,761
非常勤報酬　1,584千円

役務費 　　　　　70千円
使用料 　　　　107千円

49
待機児童対策事業
（分園開所）

16,358

非常勤報酬　3,151千円､　時間外務手当　93千円

需用費　1,899千円、　役務費　28千円　　委託料　212千円
使用料　11千円、　工事請負費　6,477千円
原材料　14千円

備品購入費　4,473千円

13

図書館運営事業

合計　39 ,626

15

保育園管理運営事業
、特別保育事業（障が
い・延長・休日・一時）、
家庭的保育事業（連携
保育所）、待機児童対
策（分園開所）

合計　73,494千円
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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 
 「確かな学力」は、保護者及び地域住民、社会からの要求事項であり、その保障は、学校及び教育委員会の責務である。「確か

な学力」の成果指標であるＮＲＴ値は、目標を上回っており、特筆すべきは中学校の伸長という結果であって、生徒間の学力定着

度の平準化がある程度進んできたことがうかがえるが、個に応じた学習指導の充実のための学習支援指導員設置事業の成果は大

きい。今後も、「毎日の授業を大切にする」という、平常からの教育・指導環境の充実に努められるよう希望する。また、支援を

必要とする児童生徒の学校生活において、特別支援補助員・学校生活支援補助員の存在は大きく、補助員配置の要望も高いことか

ら、今後も財源を確保し、継続・充実することを期待したい。ただし、資格を問わない特別支援補助員・学校生活支援補助員は、

適応能力のバラつきが成果の差にも繋がるため、業務マニュアルの作成に併せ、教職員と補助員の定期的なディスカッションの開

催など、個々を尊重したきめ細かな支援をお願いしたい。 

 なお、小学校でも「教科英語」が導入されることを見通し、次年度からは英語に関する学力定着状況が分かる資料が欲しいとこ

ろである。

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 
4 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 ６４，４１８ 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 14 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 20 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、19 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 ６４，４１８ 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 H26 実績

ＮＲＴ検査直近値 (小) 点 53.5 55.1

ＮＲＴ検査直近値 (中) 点 50.0 52.3

今後の方針等
支援を要する児童生徒への支援補助員の配置要望は、特別支援学級が有る無いを問わず年々多くな

ってきている。今後も学校の状況に応じて特別支援補助員、学校生活支援補助員を継続して配置する。

点検評価に当たり
特記する事項 

・大津北中学校では、学校生活支援補助員が不登校傾向生徒のケアを行うなど、学級内での生活支援
に留まらない多面的な活用が見られるようになってきた。 

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 － 
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 
 小中学校からの配置要望を精査し指導員及び支援補助員を配置したが、本事業の学校からのニーズ

は、更に高まることが予想される。特別支援補助員・学校生活支援補助員については、資格の有無を

問わないことから、個々の業務への適応力にバラつきがあり、更に教職員との業務のすり合わせが十

分にできていないなどの声も聞かれるため、業務マニュアル等の作成が必要であると感じている。
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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 8 教育相談事業 事業費 ７，６９２ 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 ７，６５７ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ３５ 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 7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 H26 実績

相談件数 件 － 544

不登校の人数 人 － 28

今後の方針等 支援が必要な児童生徒の早期発見と早期対応に努める。 

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 22 年度 21 人  平成 23 年度 32 人  平成 24 年度 20 人  平成 25 年度 25 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 
 不登校となってしまう児童生徒の背景には、児童生徒の体調や気力によるものの他、児童生徒の教
育に第一義的責任を持つ保護者の考え方、また、保護者の生い立ち等が不幸にも児童生徒の不登校の
背景となっているケースが増加している。不登校となった後のフォローや学級復帰への支援は引き続
き取り組むことはもちろんのこと、支援センターをはじめ相談の窓口を多角的に広げ、支援が必要な
児童生徒の早期発見、ＳＣ・ＳＳＷ・臨床心理士・福祉・医療の連携による的確な対応を推進する。

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 １６ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
 いじめの相談が前年度の２件から１０件となっていることが気になるところであり、問題である。
いじめ以外の相談も含んだ相談者のうち、当事者である小学生・中学生の相談も増加していることか
ら、その背景にあるのが「事案の掘り起し」なのか、「問題の拡散化」かなのか、その質的な分析視点
も意識した検証と詳細な分析、再点検を望む。いじめは大きな社会問題であり、重大事態は、いつ、
どこででも発生するだけに、親や学校に相談できない児童生徒の受け皿として機能できるような事業
展開、また、専門機関を含めた体制づくりの充実と効果的な運用を期待したい。 
 不登校や学校不適応の背景には様々な要因がある。家庭環境も複雑化しており、支援が多岐に渡り
対応が難しくなっている中、更に家庭の経済状況が厳しくなる可能性も否定できない。また、学校で
の対応にも限界があり、この教育相談事業への期待度も高い。こういった対応は、難易度も高く簡単
には解決できない性格であるため、児童生徒の成育歴等も踏まえた専門機関との連携・情報の共有に
努めるとともに、早期の発見と対応に資するため、児童生徒をはじめ、保護者、教職員への更なる周
知を願う。  
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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 

9・10・11・17・18・19・20 
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 

事業費 
（９９５，９７０）

９８６，７１９
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 ２８４，８６３ 千円

国補助金 ２０３，１５２ 千円

県補助金 ３，５３１ 千円

起 債 ４９１，７００ 千円

その他 ３，４７３ 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

全小中学校に空調機を整備し、昨今の
過酷な気候に対応できる学習環境が整
備できた。また、平成 34年に生徒数のピ
ークを迎えることが予測される大津北
中学校の増築校舎も完成し、平成 25 年
度の中学校区再編に対応できる条件整
備が完了した。また、教務支援・校務支
援システムの導入準備も整い、平成 27年
度からの本格運用が可能な状態となっ
た。 

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績

対象学校 校 9 9

老朽化が著しい学校 校 － 2

ＮＲＴ検査直近値 (小) 点 53.5 55.1

ＮＲＴ検査直近値 (中) 点 50.0 52.3

今後の方針等

老朽化の著しい大津南小学校、大津中学校の再生整備を事業化していきたい。また、不測の宅地開発等により、
美咲野小・大津小・室小での教室不足がいつ発生してもおかしくない状況であり、引き続き人口の伸び等を注視し

ていく必要がある。ＩＣＴ機器は概ね配置することができたので、機器を活用する教諭のスキルアップが不可欠で
ある。なお、平成 27年度は、狭隘となっている大津北中学校の職員室改修を実施する。 

点検評価に当たり
特記する事項 

 空調機整備及び大津北中学校の校舎増築については、工程会議を定期的に開催し、児童生徒の安全性の確
保、学習環境への影響を極力抑えるよう配慮した。 

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 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 １９ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
平成２２年度に大津町ＰＴＡ連絡協議会から要望された空調機整備が実現し、児童生徒・保護者ともに満足して

いると推測される。今後は電力使用料を注視し、デマンド値を意識した空調機の運用を指導していきたい。大津北

中学校の増築事業は、整備資格上では普通教室×４の増築であるが、多目的スペース（少人数等の新世代学習空
間）部分を将来的には普通教室に転用できるよう配慮するとともに、地域産木材を活用することで別枠の補助金も
獲得し、町の持ち出しである一般財源の抑制に配慮した。予め、保護者・教職員からの意見聴取も行っていたた

め、増築棟に関しては生徒も含めて評価も高いものとなっている。 

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 
(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 １９ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
 教育環境整備事業は、公費投入の妥当性、あるいは安全、安心な教育環境の提供、豊かな心を育む教育を充実する上でも必要不可欠な事
業と言える。大津町ＰＴＡ連絡協議会から要望されていた空調機器工事は、気象環境から見ても適正であり、快適な学習環境の中で、学習
に集中できるように全小中学校に空調設備が整備されたことは大変評価できる。また、大津北中学校の増築工事においては、教職員、保護
者の意見を聴取するなど、開かれた教育行政が実践されている。また、人口変動も見据えた多目的スペースの設置や、別枠の補助金獲得な
ど、予算面でも効率的な事業達成が図られたことは大変評価できると考えている。一方、課題として老朽化が進んだ校舎においては、引き
続き予算組みを含め、中長期的計画のもと再生整備が望まれる。 
 ＩＣＴ機器は、アクティブ・ラーニングを進めるための一つの重要なツールであり、その整備と活用は、どの学校においても課題となっ
ている。ＩＣＴ機器が数的には揃ったものの、十分な活用がされるよう、機器の有効な活用の仕方など、各学校間での情報交換に努め、活
用を促したい。 
 校舎等の整備を通じた教育環境の改善、教育機器の充実等を適切に進め、さらに「安全・安心」の保持により、「学校に行くことが大好き
な子ども」をつくるため、現在と未来の需要バランスを的確に踏まえ、予算の効率的な配分を目指す教育政策が求められる。
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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 
10・17・50 
国際理解・外国語活動事業 

事業費 １１，１６６ 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 １１，１６６ 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

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。学習指導要領に則ると、小学
校での活動は外国語活動に限られ、アル
ファベットを書くスキルが求められて
おらず、教科化を見通した適切な学習指
導の必要性を感じる１年となった。 

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績

派遣幼稚園・保育園数 園 － 11

対象児童数(小学校) 人 － 2,144

対象生徒数(中学校) 人 － 959

今後の方針等
平成 26 年度末の大津中学校ＡＬＴ及び小学校のＡＬＴ退職により、新しいＡＬＴを募集し面接を

実施した結果、いずれも日本人ＡＬＴの採用となった。外国に対する関心や異文化を理解する力が低

下しないよう、町ＣＩＲ（国際交流員、アメリカ出身）との交流も検討しなけらばならない。 

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 １５ 評価（ランク） Ｂ 
☆コメントによる評価 
人材派遣によるＡＬＴを、９月から直接雇用したことで年額約 80 万円のコストダウンを図った。しかしながら、

ＡＬＴの活用については、派遣先の学校に委ねている状況であり、平成２５年度のようなＡＬＴを講師とした国際

理解についての研修等は実施することができず、Ｔ１である教師への指導も今一歩の１年であった。 

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 
(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 
  グローバル化が今後も更に加速することが予測される中で、英語力は今や外せない教育といえる。次期小学校
学習指導要領では、小学校での「教科英語」が導入予定だが、「外国語活動」と「教科英語」とは全く異なる教育
活動内容である。その担い手の確保やＡＬＴ活動の教育計画への組み込み方は今後の課題であるが、平成２６年
度に比べ、授業内容の充実、あるいは「英語嫌い」の児童減少など、学習意欲の高まりが感じられ、ＮＲＴの英語
偏差値も大きく伸びている。この伸長を維持するため、例えば、海外への赴任や長期出張経験のある保護者に協力
いただき、海外での経験談や具体的事例を示しながら外国語授業の必要性を伝える試みなど、わかる・楽しい英語
指導で、児童生徒の英語を学ぶ意欲や姿勢、英語力アップに期待したい。加えて、平成３２年度から５・６年生に
おいて英語が教科として位置付けられるので、見通しを持った取組が必要である。 
 公費投入の面からは、ＡＬＴの雇用形態の変更によりコストダウンを実現したことは評価する。ただし、コスト
ダウンにより成果の点に後退があってはならないので、この点の検証を要する。世界で活躍できる人材を一人で
も多く輩出できることが地域社会や企業等の願いである。 
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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         № 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)72 学校教育推進事業補助金 事業費 ６，３１６ 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 ６，３１６ 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

 プール監視補助金の基礎単価を民間の警備員

並みに引き上げ、有資格者による監視を義務付け

た。また、別団体に対する人権教育関係補助金が

廃止されたため、この（人権教育推進）補助金に

上乗せして交付するとともに、併せて全国研修等

への参加を学校輪番制とし、小規模校であっても

全国レベルの人権研修を受講する機会を創出し

た。 

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績

クラブ数  － 50

クラブ加入者（目標値） 人 － 1,325

今後の方針等
平成 26年度で全学校への空調機整備が完了したため、夏季及び冬季に教育委員会主催で実施していた集

中学習会を、学校主催の学習会に改め、より多くの児童生徒の学習会参加に繋げたい。 

点検評価に当たり
特記する事項 

 当該補助金の交付要項を定め、校長裁量で弾力的な流用を認めることとした。また、プール監視について

町内ＮＰＯ法人であるクラブおおづとの協議を行い、水泳指導の形で一部業務を委託した。これによって、

警備会社に委託するよりも安価で、かつ、町内での資金還流の流れを創出することができた。 

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 １７ 評価（ランク） Ａ 
☆コメントによる評価 
 クラブ活動部分については、保護者の経済的負担を軽減するために引き続き補助を実施する必要がある。人権教

育推進部分では、教育委員会からの指導の下で補助金を増額交付したことから、小規模校からの全国レベル研修参

加を可能とし、このことも教育基本構想の中の「人権教育の充実」のポイント上昇の要因の一つではないかと考え

る。また、新たに補助金交付要項を定め、各メニュー間の流用を可能としたことで、校長裁量の使途を広げること

ができた（実際に流用した学校は３校）。 

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 
 今後の「小学校の運動部活動の社会体育への移行」を踏まえ、その準備を適切に行う時期であるが、家庭の経済

的な理由で、部活動ができない児童生徒がないよう、スポーツクラブ活動補助金には引き続き配慮を求めたい。ま
た、大津町教育行政の特長として、教科等の研究指定やコミュニティ・スクール導入等の研究課題への取り組みも
挙げられるが、その順調な推進のためには「校長裁量における補助金枠の創設」が不可欠と言える。 

 夏季休業中の安全なプール監視を実現するために、有資格者配置のための補助金増額で、プール開放期間を伸
ばしたＰＴＡもあったことは、児童の泳力・体力の向上に有効であったと考えられる。一部、町内ＮＰＯ法人への
委託を行ない、経済的（安価）、かつ、資金の町内還流に取り組んだことは認めるが、子どもたちの生命身体に関

することであるので、経済性（安価）のみに着目した過大な評価は控えたい。 
 人権教育推進に関する補助金に関しては、予算面においての改善や、全国研修等への参加を学校輪番制にした
ことで、充実した研修会や学校間格差を縮めることにもつながったことは大いに評価できる。
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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        № 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 

(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 
平成 26 年度は「子ども・子育て支援新制度」への対応が、「量」的には幼稚園定員増、「質」的には特別支援の充実であった。

子ども・子育て支援新制度導入で、保育サービスや教育内容の充実を図りつつ、幼稚園教育の専門性が担保された質の高い「幼児
教育」を進めていく公立幼稚園としての役割を果たすには、きめ細やかなスキルが必要であり、職員の資質向上は永遠のテーマで
ある。また、職員の資質向上を目的とした人権研修において、小中学校の教職員にも参加を呼びかけ開催したことは、人権教育の
充実が幼稚園以外へも波及する効果が期待でき評価できる。 
 現在、幼稚園が行っている評価は、保護者や外部の評価を取り入れるなど改善への努力はうかがえるが、保護者アンケートの評
価が下降傾向にあるのが気になるところであるとともに、園児数のみに留まる幼稚園費の成果指標は、本来、複数の管理特性が必
要である。下降傾向にある保護者の評価については、その内容を全職員で共有するとともに、仮に、定員増を背景としたきめ細や
かな対応力の低下・保護者との連携力の降下が認められるのであれば改善を要するため、その原因分析がなされるべきである。ま
た、改善へ向けた取組として、評価結果の保護者への公表と、低位にある項目については、防災や不審者対策等を通じ、保護者・
地域との連携を深めていくなど、園の取組に期待したい。 
 特別支援の充実にあっては、幼・保、小、中連携の下で、早い段階からの小学校への情報共有が必要である。

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 幼稚園費 事業費 ２３，９８８ 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 １６９人 

     陣内幼稚園  ８４人 
園児の保育及び園舎等維持管理

財
源
内
訳

一般財源 ５，１２４ 千円 

国補助金 ０ 千円 

県補助金 ０ 千円 

起 債 ０ 千円 

その他 １８，８６４ 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

就学前教育のニーズは高く、特に転入者

及び就労されていない保護者（保育園対象

外）からの問い合わせが多く、入園後保護

者同士のつながりが見られた。また、育児

不安解消のため、各機関との連携も図られ

た。

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績 

園児数 人 ３１０ ２７５

今後の方針等
就学前教育への関心は高いが、子育て支援新制度の導入による保育サービスの提供を考慮しなが

ら、教育内容の充実のための環境整備を継続して行う。 

点検評価に当た

り特記する事項
子ども子育て支援新制度について、子育て支援課･幼稚園が合同で説明会を行った。平成２８年度から新制度導

入による保育料の改定に伴い、公立幼稚園としての方向性を明確にし、保育サービス、教育内容の充実を図りたい。

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 
 陣内幼稚園の年長児を２クラスにし、定員増にしたことで、５歳児の就学前教育の保障につながった。就学前人

権教育研修会への参加呼びかけにより、私立幼稚園・保育園をはじめ、小・中学校の先生方にも多数参加いただき

講演会を開催できた。また、特別支援についての学習会を各月毎に行い、職員の資質向上を図り計画的に支援の必

要な子どもたちへの手立てを工夫している。今後も幼･保・小・中連携に向けた取り組みを継続して行っていく。

また、育児相談･電話相談なども視野に入れ、保護者支援につなげていきたい。
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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 
25 学校給食施設整備事業 
26 学校給食施設整備事業（建替分）
27 給食センター運営事業 

事業費 １１９，０３５ 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 １１０，２１１ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ８，８２４ 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、新センター建設の基本計画を策定し
た。 

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績
計画に沿った給食の提供 ％ 100 100

地産地消（野菜） 品目 15 15

給食残滓量 ㍑/日 35 24.4

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・生徒の増加により、給食の対応が４，３００人を超えると困難になるので、新たな
対応策を考える必要がある。 

点検評価に当たり

特記する事項 
今後、児童生徒数の増加により、施設の調理能力（4,000 食）を超えることが見込まれるため、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 
安全安心で栄養バランスの取れた給食の提供のため、献立内容の検討を行うとともに衛生管理基準に対

応するよう施設や設備の改善、作業工程等を見直しながら管理運営している。また、地産地消の推進や学
校・栄養教諭等の指導による食育の取り組みが浸透し、残滓量も減少してきたのでこれを継続することが重
要である。 

今のセンター施設は建築後２５年が経過し、食缶洗浄機やフライヤー等の故障が増加してきており、修繕
費の増加が見込まれるので、耐用年数が経過した調理機器等の購入も計画的に行っていきたい。

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 

(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 
  栄養教諭の食育指導や調理員の給食訪問等の工夫で、食育の取り組みの効果が上がって残滓量も減少してい

る。「食育の推進」は、「からいも」をはじめとする農畜産物を生産する大津町にとって切実な課題であり、家庭の

中の「食の安全・安心」が大きく揺らぐ中で、学校給食の果たす役割は大きいことを考えれば、食の大切さや地産

池消、安全・安心食材、最適な栄養バランス等において、丁寧な取り扱いをお願いするとともに、子どもたちを通

して「家庭に届く食育」に取り組んでいただきたい。 

 毎年、児童生徒の増加によって増加し続ける給食の供給量は、今後も増加するとの見解である。予算面で大きな

ハードルを伴うが「新給食センター」建設は避けては通れない課題であり、学校や保護者の意見を反映させるよう

な仕組みも必要と思われる。なお、建設が実現するまでの間は、給食の安全・安心が損なわれることのないよう、

予算の範囲内で必要な対策を講じていく必要がある。 



52 

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 

51・52・補 83・補 84・補 85 
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 ９，９１５ 千円

事業の内容

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、行政に関する情報等の出前講座
を実施している。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実践し、学校支援と共
に生涯学習を活かす場を提供する。 

財
源
内
訳

一般財源 ７，７１４ 千円

国補助金 １，０３４ 千円

県補助金 千円

起 債 千円

その他 １，１６７ 千円

事業の対象 全町民 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

毎月全世帯に配布する生涯学習情報誌の
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。また、家庭教育研修では、ＰＴ
Ａ等が中心となり多くの保護者参加があっ
た。 
各学校に学校支援コーディネーター配置

ができた。

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績
出前講座開催数 回 70 57

出前講座参加者数 人 1500 2171

成人式対象者数 人 350 417

社会教育指導員数 人 2 2

町子ども会会員数 人 2,300 2,260

町ＰＴＡ会員数 人 2,500 2,752

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 １８ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
情報誌の定期的発行は、生涯学習事業の情報を適時、町民に知らせるうえで重要な役割を果たしている。また、親子ふ

れあい事業として、新たにナイトハイク事業も行い、親子がふれあう機会を提供した。 
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、各学校でのボランティア活動を実施している。Ｈ
26 年度は「くまモン」を美咲野小学校に招待し、地域の教育力と併せて、子どもたちの学習意欲の向上を図ることができ
た。また、優れた活動により大津東小放課後子ども教室が文部科学大臣表彰を受賞した。

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 

(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 
 生涯学習情報誌の発行は町民への情報提供手段としてはとても効果的といえる。生涯学習は、活力ある人生を

送るうえでは必要なことであり、多くの主催事業の開催など精力的な取組がうかがえ、活力ある町づくりに貢献

できたと考える。今後も「町民の教育ニーズ」を的確に把握し、地域住民対象の施策と平行して、学校やＰＴＡと

連携した施策を期待したい。 

 学校支援について、町内の学校は、地域の人材を活用した学習が盛んであるが、充実のため生涯学習課の学校支

援も必要である。それぞれの地域で、人材の発掘、育成、活動の場の提供を進め、生涯学習としてのボランティア

活動プラス「学校の応援者」としての意識向上が図れるよう、多面的に活動を育んでいただきたい。
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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          №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 

53 文化財保存整備 
55 江藤家住宅活用事業 
56 文化財施設運営事業 
補 90 江藤家住宅管理整備事業補助

事業費 １１，３３５ 千円

事業の内容

江藤家住宅活用による地域振興 

文化財ボランティアの養成 

江藤家住宅の維持管理・保存 

文化財学習センター、歴史文化伝承

館等施設の維持管理。 

財
源
内
訳

一般財源 ６，６５９ 千円

国補助金 ２，９０６ 千円

県補助金 ３８７ 千円

起 債 千円

その他 １，３８３ 千円

事業の対象
国重要文化財建造物江藤家住宅及び

地域一帯。全町民 
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

一般公開を町のイベントに合わせて２

回、定期公開を毎月第３木曜日の雨天以外
に６回の計８回実施、町内のみならず県内
外から見学者が来場した。 

文化財施設運営を行い、町民に対して文化
財産等に触れる機会を提供した。 

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績

公開協力者延べ人数 人 90 98

公開見学者数 人 800 723

実質公開日数 日 10 8

ボランティア登録数 人 30 10

歴史文化伝承館見学者数 人 2,000 2,758

今後の方針等
江藤家住宅は県内でも数少ない民家建築としての国重要文化財であり、見学者の大半が町外者であることから、

観光資源となる要素を持っている。文化資源を残すための保存・改修は基より、白川流域にある文化財産を整理

し、町の歴史として後世に伝えて行く必要がある。また、全体的な観光資源としても町外にＰＲを行う。 

点検評価に当たり
特記する事項 

 江藤家住宅は、国指定重要文化財であることはもとより、地域コミュニティのシンボル的役割を果たしているこ

とから、保存と併せ地域特性に配慮した利活用を図る必要がある。 

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  
月１回の定期公開が定着してきて、来場者からは、ゆっくりと文化財を学習できると好評で一定の効果を得てい

る。また、公開に併せて説明ボランティアの活動も活発となり、生涯学習としての文化財への取り組みが行われて
いる。文化財施設について、Ｈ26 年度は文化財の展示方法について工夫を行ったが、利用者を増やすため更なる
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 

(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 １５ 評価（ランク） Ｂ 

☆コメントによる評価 
 江藤家住宅については、観光資源要素も含んでおり、貴重な文化資源として維持していく必要性は

高い。また、町の歴史を後世に継承しなければならない点からも重要な事業であると言える。江藤家

所有者の居住による制約もあり事業展開が複雑・困難な中、一定の成果は上がっていると同時に、説

明ボランティアの育成も進められている。しかし、町内における文化財への意識はまだ低い現状があ

り、引き続き国重要文化財であること等、広報誌の紙面の工夫やアピールの方法を考えて欲しい。ま

た、学校教育分野においても、歴史文化伝承館と連携させた教材として、今まで以上に学校への広報

をお願いしたい。
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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         №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
3-6-3 スポーツレクリエーション施設の整備･充実 重点努力目標

関係機関･団体･組織との連携強化 

施設の整備改修及び有効活用 

事業名 

60 スポーツやイベントを通じた交流の推進
65 スポーツレクリエーション施設の整備充実 
91 スポーツレクリエーション祭補助金 
92 各種団体補助金(婦人スポーツ) 
94 総合型地域スポーツクラブ補助金 
95 町体育協会補助金

事業費 ９２，４６８ 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。 

・スポーツコンベンションの推進を図る。

・既存施設の維持管理や長寿命化及び新た

な施設の整備計画。・団体及び大会開催補助

金。 

財
源
内
訳

一般財源 ６１，７９２ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ３０，６７６ 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
町民の日常的なスポーツ活動を実践する機会

を増やし健康づくりの意識高揚を図る。施設の有

効活用を図る。 

事業の成果

・健康志向プログラムへの参加者増。・

スポーツイベントによる交流や町特

産品等の販売 PR ができた。 

・行政だけでは出来ない事業がスポー

ツ団体との協働により出来た。 

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績
健康志向参加者 名 6,000 5,950

ジョギング大会参加者 名 1,100 1,050

つつじ祭大会参加者 名 6,000 6,132

スポーツ実施率 ％ 50 47.4

今後の方針等
スポーツ基本法に「行政とスポーツ団体との協働によるスポーツの推進」が謳われており、今後も多くの

町民がスポーツに参加できる機会と利用しやすい施設環境づくりを目指す。 

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、県内外から高い評価を受け視察等が増加している。特に

「支えるスポーツ」（スポーツボランティア）と連携し、企画立案、打合せ、事前準備、事業実施等までスムーズ
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 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 

(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 ２０ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
 スポーツの森をはじめとするスポーツ施設に恵まれた環境を十分生かし，行政とスポーツ団体との協働による

スポーツの推進がよくできていると考える。２７万人を越える利用者、県内外からの来往者や視察など、スポーツ

の推進や地域経済効果等にもその成果が現れていると思う。今後新たに地元高校との連携・協力などを進めれば、

更にスポーツの推進や競技力向上などがもっと進んで良いのかもしれない。また、小学校運動部活動の社会体育

移行については、多くの課題もあると思うが教育委員会で町の基本方針を決定し取り組んでいただきたい。なお、

施設のメンテナンスも含め管理運営には、安全安心が必要不可欠であり、しっかりとした安全点検等の維持管理

や体制整備が望まれる。 
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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        № 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 学校の地域行事・活動への参加の推進 

事業名 補 68 校区スポーツ振興会補助金 事業費 ３，４２２ 千円

事業の内容
・校区スポーツ大会等の開催 

・ニュースポーツの紹介 

・町スポーツレクリエーション祭参加

財
源
内
訳

一般財源 ６４６ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ２，７７６ 千円

事業の対象
小学校区スポーツ振興会（大津北・

護川･室･大津･大津南･大津東・美咲野）
事業の目的

地域に根ざしたスポーツ活動を通じて、

校区民の健康体力つくりと親睦融和を図

る。 

事業の成果
地域のスポーツイベントとして事業

が行われ、健康体力つくりの機会提供

や親睦交流に貢献している。 

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績
加入世帯数 世帯 8,000 7,571

今後の方針等 校区毎に地域の実情や特性を考慮し、振興会活動が地域コミュニティとつながるように検討する。

点検評価に当たり

特記する事項 

校区振興会が、学校と地域をつなぐパイプﾟ役としてスポーツを通じ地域コミュニティの活気につ
ながっている校区が出て来た。 

固定化した種目から新たな種目を採用するなど工夫が見られるようになってきた。 

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 － 

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 
・振興会活動は地域スポーツの要である。イベント参加が契機となり定期的な活動へとつながった例もあ

る。 
・校区選出のスポーツ推進委員を中心に、個人で参加できる種目や新たな軽スポーツを紹介しながら普及

活動を充実させていきたい。

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 １５ 評価（ランク） Ｂ 

☆コメントによる評価 
 スポーツを通して体力づくりや親睦を深める意味で効果的な事業であり、地域の活性化へ繋がるな

ど期待も大きい。超高齢化社会になりつつあり、一人世帯も加速されると言われているが、その上で

地域での交流はとても大切であり、地域の住民が共に協力し支え合う一助になると思う。ただ、地域

差や認識差が大きく、活性化されていない地域があるのも現実。校区役員が短期間で交代するのがほ

とんどであり、急激な変化を求めることは難しい面もあるが、校区スポーツ振興会と関わりが持てる

スポーツ推進委員の役割がますます重要となってくることが予想される。また、「小学校の運動部活

動の社会体育への移行」の一つの受け皿としての校区単位でのスポーツ指導者の育成もあわせて望ま

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 
67 中央公民館運営・活動推進事業 
補 96 文化ホール事業助成金 事業費 １２，７２４ 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  ９，５９８ 千円

国補助金        ０ 千円

県補助金        ０ 千円

起 債        ０ 千円

その他 ３，１２６ 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憩う場となるよう
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。 

講座の成果を発表する場としてカ
ルチャーフェスタ等を実施し、文化ホ
ール事業では、４公演を実施し年齢に
応じた演目の上演により盛況であっ
た。 

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績
中央公民館講座開講数 講座 90 86

公民館利用者延べ人数 人 30,000 26,094

各種講座参加者数 人 1,200 1,205

文化ホール事業開講数 回 4 4

ホール事業入場率 ％ 80 78

ホール事業総入場者数 人 1,600 1,561

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、管理運営を行うと共に講座につ
いても幅広い年代に参加してもらい、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、県内外
の情勢の把握し、巡回公演等を利用するなどコスト面でも工夫し、質の高い演目を上演することで住民の文
化的思考の向上に努める。 

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 
全住民を対象とし、情報収集等に努め生涯学習の推進と文化の向上を目指し住民の納得のいく事業

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 
 施設の利用者数は増加傾向にある。中央公民館の利用者数は、会議・研修など年間 26,000 人を超えており、多くの町
民に認知されている。また、公民館講座などの参加者数も目標を達成しており、住民ニーズに沿った事業展開により交流
の場としての住民ニーズも高く、様々な活動の活性化にも貢献していると推測される。今後も実施した講座の評価を行い、
発展的に進めていって欲しい。 
 ホール事業においては、会場の定員に対する集客率は平均値で概ね８０％と高く、またコスト面においても努力するな
どの工夫が感じられる。主催公演への入場者も多く、創意工夫された運営がなされていると考える。今後も、ホームペー
ジ等を活用しての情報面の充実や、文化ホールの年間稼働率はどの程度がベストなのか等を常に意識し、住民が、地域に
生活しながら、生きがいや楽しみを見つけられる取り組みを願うとともに、文化、教養事業に根付く住民の自主活動等の
支援を行いながら、生涯学習の推進と文化の向上の拠点としての公民館の創意工夫ある運営を期待したい。
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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 

(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 １８ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
 図書館は、学校図書室のリーダー的な役割を担い、電子システム化や移動図書館車の運行、ホームページの充
実、ブックスタートなど、積極的な取組みがなされており、町の大切な財産と言える。また、最近電子書籍などが
普及しはじめ、図書館の必要性が問われる時代を迎え、厳しい評価を受ける時代においても年間１０万人以上の
利用人数をみると、町民の生活に果たす役割は少なくなく、生涯学習の拠点施設として定着させたことはとても 
評価できる。一方で、図書館が取り組んでいる事業は家族や仲間作りを前提としたものが見られ、このことが公民
館との棲み分けの問題を生んでいるようにも思われる。そこで、図書館を中心に公民館、文化ホールをつなぐ生涯
学習の「知恵の輪」ネットワークを考える必要がある。また、住民一人当たりの貸出し冊数の伸び悩みの原因分析
は行う必要がある。なお、ブックスタートについては、毎年３００組以上の親子の参加があり、目標値には届いて
いないものの素晴らしい意味があり大いに評価できる。 

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 
69 図書館運営事業 
70 図書館図書備品等購入事業 
71 ブックスタート事業

事業費 ３９，６２６ 千円

事業の内容

Ｈ２６年度末時点で約１７万点の資料を確保、貸出しはも
ちろん、レファレンスの充実により利用者の利便性向上に取
り組んでいます。また、お話会の開催や人形劇、ミニコンサー
ト、映写会の開催など年間を通して事業を展開し集客力の向
上を図っています。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おります。ブックスタートについても、
毎年３００人以上のこどもたちが本と出合う大切な機会とな
っています。

財
源
内
訳

一般財源 ３９，５２０ 千円

国補助金 ０ 千円

県補助金 ０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 １０６ 千円

事業の対象
全町民、近隣市町村在住者、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２７８千冊（うち

５千冊は団体貸出） 

②利用者数７１，２０４人 

③開館日数２９９日 

活動成果指標 単位 目標値 H26 実績
ボランティアによるおはなし会の参加人数 人 720 621

新規登録者数 人 1,645 1,310

住民一人あたりの貸出冊数 冊 10 6.27

ブックスタート参加人数 人 420 305

今後の方針等

住民の利用を促進するため、ハード・ソフト両面での取り組みが必要と考えております。ハードの面では慢性的
に不足している駐車場の確保や館内設備の改修。ソフト面では、新刊案内やリクエスト図書、イベント開催などの

情報提供を積極的に行い、未利用者への働きかけを強化します。また、解りにくいと指摘のある書架の配置につい
ても見直しを検討します。 

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 

（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 
図書館は、新聞、雑誌の閲覧や学習の場として利用される方も多く、実際の利用者数は年間１０万人以上（推

計）の方が利用されています。また、年間を通して「お話し会」や人形劇、コンサート、映写会まど多彩な行事を
展開し、生涯学習の拠点施設として着実に定着しております。情報発信についても、情報誌やホームページをフル
に活用し利便性の向上に努めております。ブックスタートについても、毎年３００人以上の親子に参加していただ

き、これにより図書館へ来館される方も増えております。
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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          №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 

(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 １８ 評価（ランク） Ａ 

☆コメントによる評価 
 保育所待機児童の減少を目的に県内でいち早く取り組んだ事業である。家庭的保育室ちゅうりっぷ
が開所できたことで、合計４か所となり、２５名の乳幼児保育受け入れが実現し、成果としては待機
児童減少へと繋がった。親の愛情を一番受けなければならない乳幼児期に、恵まれない子どもたちが
増えている現代、本当に意義深い事業である。 
 家庭的保育事業は、ガイドラインに沿った指導者で対応し、町の認定を受けることで、質の高い保
育が期待できる。充実した満足度の高い保育を提供するため、更なるスキルアップを目指していただ
きたい。 
 大津町は、幼稚園のニーズが極めて高く、定員充足率も高い。子ども・子育て支援新制度のスター
トを迎え、大津町で「保育所」を選択する町民が何を求めているか、実態の把握と分析を常に行って
おく必要がある。また、家庭的保育室と連携保育所との連携は、就学後の環境適応等の観点から非常
に重要であると考える。今後も住民ニーズに応えられるよう事業の拡充が望まれる。 

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 38 家庭的保育事業 事業費 ２３，０６５ 千円

事業の内容

家庭的保育事業研修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。 

（家庭的保育事業）児童福祉法第３４条の１５市

町村は家庭的保育事業を行うことができる。 

児童福施行規則第３６条の３８に家庭的保育事

業の実施基準、保育対策等促進事業費の国庫補助

交付要綱、待機児童解消促進等実施要綱

財
源
内
訳

一般財源 ５，５９６ 千円

国補助金 １１，３０９ 千円

県補助金 ６，１６０ 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
家庭的保育室ちゅうりっぷが開所

し、４箇所で２５人の保育を行い、待

機児童の解消に努めた。 

活動成果指標 単位 目標値 H26 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 

（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 
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、大津町子ども・子育

て事業計画に基づき、住民のニーズに応えられるよう家庭的保育事業の充実を図りたい。 
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事業評価 

（外部評価）

前年度評価 

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 
 保護者の就労形態の多様化に伴い、将来の育ちを保証するためにも公立保育所が果たす役割は従来

以上に大きくなってきている。保護者のニーズに応えるため、きめ細やかなサービスの充実も含め、

予算額から見ても保護者にとっては手厚い事業と言える。分園の設置は利用者ニーズに対応した事業

で、待機児童の解消にも繋がり評価できる。各事業共に必要性の高い事業だけに注力すべきであり、

今後もこの事業に対し高いニーズが予想されるため、子どもの育ちに添った事業になっているか検証

が必要ではないかと考える。 

 保育の基本は家庭であり、保育園と家庭が連携して乳幼児の健やかな成長につながるように保育相

談や研修会等の充実を図り、安心して過ごせる保育所であってほしい。今後もより柔軟な対応を求め

られる上では各事業の推進を図り、積極的な姿勢で臨んでいただきたい。 

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 

43・44・45・46・47・48・49 
保育園管理運営、障がい児保育事業、 延
長保育事業、休日保育事業、一時保育事業、
家庭的保育事業（連携保育所）、待機児童対
策（分園開所）

事業費 ７３，４９４ 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。家庭的保育事業の連携保育所と
して支援者と連携し推進を図る。待機
児童対策の推進。 

財
源
内
訳

一般財源 ３１，６３５ 千円

国補助金 ８，３２８ 千円

県補助金 １，９９０ 千円

起 債 ０ 千円

その他 ３１，５４１ 千円

事業の対象
大津保育園  園児：127 人（最終 142 人）

分園  園児： ２０人 
休日保育年間利用実人数：２６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 H26 実績
障がい児保育対象者 人 2 2

延長保育利用延べ人数 人 2,600 2,212

休日保育利用延べ人数 人 70 34

一時保育利用延べ人数 人 100 102

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受け入れ態勢を構築する。 

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 

（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 
 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著しく変化している。子ども達の将来の育ちの保

障として、公立保育所が果たす役割は大きい。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）の充実を図り、家庭的保育室の連携保育所として交流を密に行っており、各事業の

必要性は高いものとなっている。また、待機児童対策事業の一環である分園の開所は、入園希望が多く成果が表れ

ている。今後も積極的に各事業の推進を図りたい。 
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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 

（前護川小学校長） 

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。 


