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Ⅰ 教育委員会の活動状況 

１ 教育委員会委員 

本町教育委員会は，町長が町議会の同意を得て任命した教育長及び 4 名の教育委員

により構成されています。平成 31年 3月 31日現在の教育委員は，次のとおりです。 

 

教育委員の区分 性別 内 訳 

教育長 男 元教育関係者 

教育長職務代理者 男 教育関係者 

委  員 女 元行政関係者 

委  員 男 保護者 

委  員 女 元教育関係者 

 

２ 教育委員会会議の開催状況    

定例会 11回， 臨時会 2回 

 

３ 教育委員会会議での審議状況 

  議題件数 63件 

  （内訳） 議案 23件，報告協議 40件 

 

開催日 議案・報告等 件  名 

4月 13日 議案第 9号 海田町社会教育委員の委嘱について 

議案第 10号 海田町公民館運営審議会委員の委嘱について 

報告協議第 13号 
海田町適応指導教室設置及び運営要綱の制定につい

て 

報告協議第 14号 各行事の開催及び結果等について 

5月 18日 
議案第 11号 

平成 31 年度使用小中学校教科用図書の採択基本方

針について 

報告協議第 15号 平成 30年度学校経営計画について 

報告協議第 16号 学校教育課年間スケジュールについて 

報告協議第 17号 生涯学習課年間スケジュールについて 

報告協議第 18号 平成 29年度小中学校卒業生の進路状況について 

報告協議第 19号 各行事の開催及び結果等について 

6月 15日 報告協議第 20号 平成 30年 6月議会について 

報告協議第 21号 海田町学校教育意識調査について 

報告協議第 22号 
平成 30 年度海田町教育委員会点検・評価（平成 29

年度）について 

報告協議第 23号 中学校給食に関するアンケート調査の結果について 
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報告協議第 24号 各行事の開催及び結果等について 

6月 25日 
議案第 12号 

選択制デリバリー方式による中学校給食の実施につ

いて 

報告協議第 25号 学校施設におけるブロック塀の安全点検について 

8月 17日 承認第 1号 臨時代理の承認について 

議案第 13号 
平成 31 年度使用小中学校教科用図書の採択につい

て 

議案第 14号 
平成 31 年度使用特別支援学級用教科用図書の採択

について 

議案第 15号 平成 30年 9月議会補正予算案について 

報告協議第 26号 学力調査の結果について 

報告協議第 27号 各行事の開催及び結果等について 

9月 21日 承認第 2号 臨時代理の承認について 

報告協議第 28号 平成 30年 9月議会について 

報告協議第 29号 運動部活動の方針の策定について 

報告協議第 30号 各行事の開催及び結果等について 

10月 19日 
議案第 16号 

平成 30 年度海田町教育委員会点検・評価（平成 29

年度対象）について 

報告協議第 31号 学校へ行こう週間について 

報告協議第 32号 各行事の開催及び結果等について 

11月 9日 報告協議第 33号 中学校給食について 

報告協議第 34号 各行事の開催及び結果等について 

12月 19日 承認第 3号 臨時代理の承認について 

報告協議第 35号 教育委員会委員の任命の同意について 

報告協議第 36号 平成 30年 12月議会について 

報告協議第 37号 各行事の開催及び結果等について 

1月 11日 報告協議第 1号 海田町学校教育意識調査の結果について 

報告協議第 2号 生徒指導上の諸問題について 

報告協議第 3号 各行事の開催及び結果等について 

2月 8日 議案第 1号 平成 30年 3月定例議会補正予算案について 

議案第 2号 平成 30年度当初予算案について 

報告協議第 4号 各行事の開催及び結果等について 

報告協議第 5号 平成 31年度ゆめ未来ビジョンについて 

報告協議第 6号 各行事の開催及び結果等について 

3月 11日 議案第 3号 県費負担教職員の人事異動について 
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3月 20日 議案第 4号 町職員の人事異動について 

議案第 5号 
平成 31 年度使用特別支援学級用教科用図書の採択

変更について 

報告協議第 7号 平成 31年 3月定例議会について 

報告協議第 8号 
「社会教育施設のあり方」及び「文化協会及び総合

型スポーツクラブの設立」に関する答申について 

報告協議第 9号 平成 31年度夢未来ビジョンについて 

報告協議第 10号 特別支援学級等の状況について 

報告協議第 11号 通級指導教室の状況について 

報告協議第 12号 生徒指導上の諸問題について 

報告協議第 13号 各行事の開催及び結果等について 

 

４ その他の主な活動 

⑴ 会議等への出席 

日 時 名 称 出 席 者 場 所 

4月 26日 安芸郡４町教育長会議 教育長 府中町 

4月 12日 
広島県市町教育長会議 教育長 広島市 

1月 23日 

5月 10日 
全国町村教育長会定期総会 教育長 東京都 

5月 11日 

5月 14日 
西部教育事務所管内 教育長，部・課長会議 教育長 呉市 

12月 19日 

5月 25日 広島県町教育長会定期総会 教育長 広島市 

5月 29日 広島県市町教育委員会連合会定期総会 教育長 広島市 

11月 2日 
広島県女性教育委員研修会 委員（2名） 

江田島市 

3月 6日 広島市 

11月 2日 広島県町教育長会研修会 教育長 神石高原町 

10月 23日 広島県市町教育委員会教育委員研修会 
教育長 

委員（3名） 
広島市 

1月 11日 安芸郡教育長・小学校長合同研修会 教育長 広島市 

1月 30日 海田町教育委員会委員視察研修 
教育長 

委員（4名） 
府中市 

2月 14日 総合教育会議 
教育長 

委員（4名） 
海田町役場 
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⑵ 主な式典･行事等 

日 時 内     容 会  場 

4月 2日 教職員辞令交付式 ひまわりプラザ 

4月 6日 入学式 各小学校 

4月 9日 入学式 各中学校 

1月 13日 成人祭 海田公民館 

3月 9日 卒業式 各中学校 

3月 20日 卒業式 各小学校 

3月 29日 退職者辞令交付式 海田町役場 

 

⑶ 公開研究会等 

日 時 内     容 会  場 

4月 2日 海田町教職員研修 海田中学校 

6月 20日 

町主催研修 

・「広島版『学びの変革』アクション・プラン」 

・「授業を通じたコンピテンシー（資質・能力）の育成

について」 

ひまわりプラザ 

8月 6日 

町主催研修 

・「通級指導教室における指導の実際」 

・「児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導の

充実」 

ひまわりプラザ 

10月 10日 

町主催研修 

・「主体的・協働的に学び，自分の考えを深める児童生

徒の育成」 

海田中学校 
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Ⅱ 教育委員会の点検・評価 

１ 目的 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 26条の

規定により，教育委員会は，毎年，その権限に属する事務の管理及び執行の状況に

ついて，学識経験者の知見を活用した自己点検及び評価を行い，その結果を議会に

報告するとともに住民に公表することとされている。 

この点検・評価は，効果的な教育行政の推進に資するとともに，町民に対する説

明責任を果たすことを目的としている。 

 

２ 対象年度 

平成 30年度 

 

３ 評価の実施時期 

令和元年 5月～ 内部評価 

令和元年 8月  外部評価 評価者：広島大学大学院教育学研究科 

                   教授  曽余田 浩史 

 

４ 評価対象及び評価基準 

 本町では，平成 23 年度から第 4 次総合計画に基づき施策を展開している。それ

に基づき教育委員会が実施した事業のうち重点施策と位置付けた事業を評価対象

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 各施策・事業の評価 

   学校教育課（P6～P21） 

     確かな学力の育成 

     豊かな心の育成 

     児童生徒の安心・安全の確保と質の高い教育環境の整備 

 

   生涯学習課（P22～P39） 

     生涯学習の推進 

     地域文化の継承と創造 

     青少年の健全育成 

     スポーツのまち・海田づくり 

評価基準 

Ａ…十分に達成している（達成率 80％以上） 

Ｂ…おおむね達成しているが,改善の余地がある（達成率 50％以上～80％未満） 

Ｃ…事業内容の見直し，改善が必要（達成率 50％未満） 
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施策  

 確かな学力の育成 

 

取組と評価 

 平成 30年度は，小学校で令和２年度，中学校で令和３年度から全面実施される新学習指

導要領の趣旨を実現するため，児童生徒の主体的・協働的な学びによる確かな学力の定着を

目指すとともに，「見方・考え方」を働かせながら深い学びに向かうことができるよう，次

のような取組を行った。  

事業名 取組内容 評価 頁 

海田版「学びの変

革」推進事業 

各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働

かせながら深い学びの実現を目指して学習過程の

質的な改善に取り組むとともに，「課題発見・解決

学習」の単元を位置づけた年間指導計画の作成を

行う。  

Ｂ ７ 

グローバル人材育

成事業 

新学習指導要領の趣旨を踏まえ，外国語活動や

外国語科英語を中心に，児童生徒の語学力の向上，

コミュニケーション能力，主体性・積極性，異文

化理解の精神等の育成に向けた授業改善を図る。 

Ａ 9 

ICT活用事業 ICT 機器を整備し, 児童生徒の理解や思考を促

す ICT 機器の活用について，モデル校を中心とし

て，児童生徒が主体的・協働的に学習する授業づ

くりに取り組む。 

Ａ 11 

 

成果と課題 

「海田版『学びの変革』推進事業」では，「学びの変革推進協議会」での協議のもと，各

教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら深い学びの実現を目指して学習過程

の質的な改善に取り組むとともに，各小中学校において，「課題発見・解決学習」の単元を

位置づけた年間指導計画の作成を行い，新学習指導要領の全面実施に向けた授業改善を進

めた。一方で，各種学力調査等の分析結果から，児童生徒の基礎的な知識・技能の習得に課

題が見られた。 

「グローバル人材育成事業」では，小学校外国語，中学校英語科の授業において，外部講

師を招聘し，指導方法等についての指導助言を受ける機会を設け，新学習指導要領に即した

指導内容の理解が深まり，授業力の向上を図ることができた。 

「ICT活用事業」では，海田西中学校をモデル校に指定し，生徒用タブレット端末等を整

備した。モデル校において，児童生徒が主体的・協働的に学習する授業づくりを推進し，そ

の取組のまとめとして「『ICT 活用事業』取組の総括」を作成し，効果的な使用方法につい

て，成果と課題を集約することができた。 

学校教育課 
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事業の目的 

新学習指導要領で示されている「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて，学習課

題や指導方法を検討し，児童生徒の学力及び教師の指導力や授業力の向上を図る。 

事業内容 

・各校の推進担当教員を中心に，各教科の基礎学力の定着に係る取組及び各教科，総合的

な学習の時間における「課題発見・解決学習」の指導方法等の研究開発を行い，その成

果を検証，普及することにより，児童生徒の学力の向上を図る。 

・小中連携による授業観察・実践交流等を通した授業改善を行う。 

・「課題発見・解決学習」の単元を位置づけた令和元年度年間指導計画の作成を行う。 

・各教科における単元や題材等の内容や時間のまとまりを見通した指導を行う。 

・総合的な学習の時間の単元の修正・改善を行い，学校間での共有を図る。 

平成３０年度目標 

学力調査の結果分析による課題の把握，授業改善の検討，実施及び検証をしていくこと

で，基礎的・基本的な知識・技能の育成を図る。また,「見方・考え方」を働かせながら

深い学びができるよう，学習過程の質的な改善に取り組むとともに，カリキュラム・マネ

ジメントの充実を図る。 

評価指標 

・授業改善の視点に立った，各教科の「課題発見・解決学習」の単元開発を行う。 

・平成 29年度に開発した総合的な学習の時間の単元の修正・改善を行う。 

・令和元年度年間指導計画を作成する。 

・全国学力・学習状況調査 各教科正答率 全国平均 ＋3 

・全国学力・学習状況調査の学校質問紙における，学校全体の学力傾向や課題の共有に関

する項目での肯定的回答率 95％以上 

・広島県「基礎・基本」定着状況調査の児童及び生徒質問紙調査における，「課題発見・

解決学習」に関する質問での肯定的回答率 80％（15項目中 12項目）以上 

事業評価 

・授業改善の視点に立ち，学習過程の質的な改善を目指して，協働的な学びや振り返りの

場を設定し，各校各教科で 1単元以上の「課題発見・解決学習」の単元開発を行った。 

・総合的な学習の時間の単元の修正・改善を各小中学校とも，実施することができた。 

・各小中学校において，新学習指導要領実施の移行期間に合わせて，令和元年度年間指導

計画を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

海田版「学びの変革」推進事業 

事業名 

B 

学校教育課 

評価 

-5

0

5

10

15

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

国語基礎 国語活用 算数基礎
算数活用 理科

-5

0

5

10

15

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

国語基礎 国語活用 数学基礎

数学活用 理科

全国学力・学習状況調査の正答率の全国平均との差の経年比較（左：小学校 右：中学校） 
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全国学力・学習状況調査の正答率の全国平均との差 

 教科 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

小
学
校 

国語 
基礎 ＋6.6 ＋11.3 ＋4.2 ＋6.3 

活用 ＋12.6 ＋9.4 ＋8.5 ＋9.3 

算数 
基礎 ＋8.5 ＋9.2 ＋6.4 ＋5.5 

活用 ＋5.2 ＋10.2 ＋7.1 ＋5.5 

理科 ＋10.3 ― ― ＋8.7 

中
学
校 

国語 
基礎 ＋1.0 ＋3.0 －0.4 －1.1 

活用 ＋4.1 ＋5.6 －2.2 －2.2 

数学 
基礎 ＋4.7 ＋5.1 ＋3.4 －2.1 

活用 ＋6.1 ＋7.4 ＋2.9 －0.9 

理科 ＋3.8 ― ― －4.1 

・全国学力・学習状況調査の正答率の全国平均との差を比較すると，小学校では，全項目

で全国平均を上回っているが，中学校では全項目で下回っており，小学校で身に付けた

学力が中学校で生かされていないと考えられる。中学校では調査問題の語彙の質が上

がり，語彙や問題量が増加するため「読むこと」「書くこと」を中心とした基礎的・基

本的な知識及び技能の習得が必要である。 

・全国学力・学習状況調査の学校質問紙「学校全体の学力傾向や課題について，全教職員

の間で共有しているか」の肯定的回答率  小学校 100％   中学校 100％ 

・広島県「基礎・基本」定着状況調査の児童及び生徒質問紙調査における，「課題発見・

解決学習」に関する質問での肯定的回答率  小学校，中学校とも，15項目中 15項目

（100％）で広島県平均を上回った。 

今後の方策 

・「学びの変革推進協議会」において，海田版「学びの変革」推進事業の方向性として，

授業改善に向けての取組を継続し，深い学びに向かうことができるよう，各教科の「見

方・考え方」を働かせた学習過程の質的改善を図ることを確認する。その際，教職員一

人一人が各教科の特性に応じて「見方・考え方」の視点を明確にした授業づくりを進め

ていけるよう，達成目標を一人年間一授業以上の学習指導案作成とする。 

・「学びの変革推進協議会」での，総合的な学習の時間の単元の修正・改善の進め方につ

いての研修や，海田版「学びの変革」推進事業での授業公開の実施等により，総合的な

学習の時間を中心としたカリキュラム・マネジメントの在り方について，学校間での取

組の共有を図る。 

・令和２年度小学校，令和３年度中学校の新学習指導要領の全面実施に向けて，学校に年

間指導計画の作成を指示する。 

・児童生徒の基礎的な知識・技能の習得と，全ての教職員の各学年段階での学力の課題の

把握を目指して，各小中学校に対して，各種学力調査等の分析結果や，帯タイムの計画

的運用を図るため，計画案と実績の報告を求める。また，各種学力調査等の結果分析で

は，個に応じた支援の充実につながるよう，学校は正答率 30％未満の児童生徒を中心

に個々の躓きの分析を行う。  

・小学校には，中学校へつなげるための基礎学力の向上を目指し，国語科を中心とした音

読指導を徹底させる。中学校には，小学校の学習状況を踏まえ，ねらいを達成させる授

業づくりに向けた板書計画の作成と，定期テストにおいて基礎的な内容だけでなく，活

用問題を継続して出題するよう求め，学力の定着を図る。 

・海田版「学びの変革」を更に推進するため，町主催研修において,「学びの変革」をマ

ネジメントと捉え，校内での意識統一，情報共有の徹底等を呼びかける。 
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事業の目的 

新学習指導要領の内容を踏まえた指導方法等の研究を推進し，小学校教員と中学校英

語担当教員の指導力の向上を図ることを通して，外国語活動や外国語科英語を中心に，児

童生徒の語学力の向上を図るとともに，コミュニケーション能力，主体性・積極性，異文

化理解の精神等の育成に資する。 

事業内容 

・外部講師を招聘し，新学習指導要領の内容を踏まえた小学校外国語，中学校英語の指導

方法等についての実践的な研究を行う。 

・授業者と外国語指導助手（ALT）や日本人外国語指導助手（JALT）とのティーム・ティ

ーチングによる外国語活動や外国語科英語の授業の充実を図る。 

・グローバル・キャンプの実施による異なる文化の人との交流を通して，相互理解を深

めるとともに，目的や状況に応じたコミュニケーション能力の育成を図る。 

・外部検定試験を活用して，生徒の英語力を客観的に把握，分析，検証し，日常の授業改

善に生かす。 

平成３０年度目標 

・新学習指導要領に則した指導内容の実施に向けて授業改善を図り，児童生徒の語学力の

向上及び知識を活用してコミュニケーションが図れるよう，総合的な能力の習得を目

指す。 

評価指標 

・外部講師を招聘し，新学習指導要領の内容を踏まえた小学校外国語，中学校英語の授業

を行い，指導方法等についての指導助言を受ける。 

・広島県「基礎・基本」定着状況調査の児童生徒質問紙における設問「外国の人とコミュ

ニケーションを図りたい」肯定的回答率：80％以上 

・広島県小学校外国語パワーアップ事業実施状況調査の児童質問紙における設問「外国語

活動の授業では，英語を使う場面を考えながら活動している」と回答している 6年生児

童の割合：80％以上 

・グローバル・キャンプ実施事後アンケートにおける設問「もっと英語を勉強したくなっ

た」「外国の人や文化に興味をもった」肯定的回答率：80%以上 

・中学校卒業段階で英検３級程度以上を達成した生徒の割合：65％以上 

事業評価 

・海田小学校では，「海田町グローバル人材育成事業」の拠点校として進めてきた外国語

活動の取組が評価され，広島県教育奨励賞を受賞した。 

・小学校においては，中学年外国語活動，高学年外国語科の令和２年度全面実施に向け，

年間指導計画や単元及び指導内容を見直し，改善を進めることができた。 

グローバル人材育成事業 

事業名 

Ａ 

評価 

学校教育課 
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また，中学校においては，英語担当教員１人あたり年１回，外部講師（比治山大学教授）

からの指導・助言を受ける機会を設け，新学習指導要領に則した指導内容の理解が深ま

り，授業力の向上を図ることができた。 

 

・広島県「基礎・基本」定着状況調査の児童生徒質問紙における設問「外国の人とコミュ

ニケーションを図りたい」肯定的回答率（％）        （ ）県平均 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

小学校 72.4（74.6） 70.6（72.8） 74.4（73.0） 78.0（72.2） 

中学校 68.3（60.0） 54.6（59.6） 51.6（61.6） 65.4（61.2） 

                 （対象人数：小学校 268人 中学校 237人） 

小学校・中学校ともに肯定的回答が増えており，県平均を超えている。 

・広島県小学校外国語パワーアップ事業実施状況調査の児童質問紙における設問「外国語

活動の授業では，英語を使う場面を考えながら活動している」と回答している 6年生児

童の割合（％） 

5月 9月 2月 

70 82 85 

                 （対象人数：34人（研究指定校１学級）） 

・グローバル・キャンプについて，平成 30年 7月豪雨災害により中止したため，アンケ

ートを実施できなかった。 

・中学校卒業段階で英検３級程度以上を達成した生徒の割合：76.3％（H29 70.2％） 

今後の方策 

・小学校においては，令和２年度全面実施となる新学習指導要領に則して中学年外国語活

動及び高学年外国語科を実施するにあたり，外部講師を招聘して，教員研修を積極的に

進め，教諭等の指導力の向上を図る。 

・・中学校においては，オールイングリッシュの授業を段階的に進め，学んだ知識を活用し

てコミュニケーションを図ろうとするなどの総合的な能力の習得をめざす。また，小学

校と中学校の接続が円滑に，また効果的に行えるよう小学校の外国語活動や外国語科の

授業参観を行い，授業後の協議にも参加する場を計画的に設定し，中学校外国語科の年

間指導計画や単元及び指導内容の見直し，改善を行う。 

・生徒の英語力を客観的に把握，分析，検証し，日々の授業改善に生かせるように中学生

を対象に年２回英語能力判定テストを実施する。 

・令和元年度，グローバル・キャンプについては，事業内容の見直しにより廃止するが，

外国人指導助手（ALT），外国人講師の有効活用により，ネイティブイングリッシュに触

れる機会を増やす。 
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事業の目的 

新学習指導要領の内容を踏まえた指導方法等の研究推進に向け，ICT環境を整備し，教諭等の ICT

教材の開発やタブレットを活用した授業力の向上を図り，児童生徒の学習内容理解を支援する。 

事業内容 

・児童生徒用タブレット端末等の ICT機器を各小中学校に整備し，それらを活用して，児童生徒が

学習内容を理解するための支援を行う。 

・児童生徒の理解や思考を促す ICT機器の活用について，各校で授業実践を重ね，児童生徒が主体

的・協働的に学習する授業づくりを推進する。 

平成３０年度目標 

・海田西中学校をモデル校として，生徒用タブレット端末等を整備し，児童生徒の学習内容理解に

向けた ICT機器の効果的な活用を推進する。 

・教諭等が生徒用タブレット端末等 ICT 機器を有効に活用し，効率よく授業を展開したりできる

よう，ICT専門職員を有効に活用する。 

・モデル校において，ICT機器を用いた授業実践について，成果と課題を集約する。 

評価指標 

・生徒用タブレット端末等を整備し, モデル校において，生徒が「主体的・協働的で深い学び」を

実現できるよう，教諭等が年１回以上生徒用タブレット端末等 ICT機器を活用した授業を行い，

その学習指導案を作成する。 

・広島県「基礎・基本」定着状況調査の児童及び生徒質問紙調査における，次の３項目について６

月と２月に調査を実施し，肯定的評価の割合を高める。 

（1）自分の考えを積極的に伝える 

 （2）友達と話し合い，考えを深め広げている 

（3）調べたことを発表するなどの学習活動に取り組む 

・教諭等へのアンケート調査における「ICT専門職員の支援の有効性」の肯定的評価の割合 

80％以上 

・モデル校において，ICT 機器を用いた授業への取組の効果的な使用方法について，「『ICT 活用事

業』取組の総括」を作成させ，成果と課題を集約する。 

事業評価 

・海田西中学校へ新たに 20 台の生徒用タブレット端末を整備し，タブレットを授業で活用できる

よう無線 LANアクセスポイントの設置を行った。 

・モデル校で生徒用タブレットを活用し，教諭等が年に１回以上，主体的・協働的で深い学びの実

現を目指した授業を行うとともに，学習指導案７本を作成した。 

・広島県「基礎・基本」定着状況調査の児童及び生徒質問紙調査における３項目について，６月と

２月に実施した質問紙調査の肯定的評価の割合を比較した結果，友達と話し合いながら協働し

て学ぶ学習過程において，授業改善の視点から指導方法の工夫が求められることが分かった。 

ICT 活用事業 

事業名 

A 

評価 

学校教育課 
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質問紙調査における肯定的評価の割合                      （%） 

アンケート項目 (1)自分の考えを積極的

に伝える 

(2)友達と話し合い， 

考えを深め広げている 

(3)調べたことを発表する

などの学習活動に取り組む 

6月  58.9 76.5 82.4 

2月 77.0 76.5 85.0 

6月と 2月の差 ＋18.1 ±0 ＋2.6 

・ICT専門職員を配置し，生徒が学習内容を理解するための支援を目的とした ICT機器を活用した

教材の開発や，生徒用タブレット端末等を活用した授業力の向上を図るための授業補助等を行

った。モデル校において，「ICT 専門職員の支援は，効率よく授業展開していくことに有効であ

ったか。」の質問項目に対して，肯定的評価の割合が 89.5％であった。 

・モデル校において，「『ICT活用事業』取組の総括」を作成させ，効果的な使用方法について，成

果と課題を集約することができた。 

今後の方策 

・平成 30年度の活用事例や「取組の総括」であげられた成果と課題から，より効果的な活用を推

進する。 

・海田中学校に生徒用タブレット端末 40台を整備し，平成 30年度モデル校での成果を活用する。 

・広島県「基礎・基本」定着状況調査の児童及び生徒質問紙調査から課題としてあがった友達と話し

合いながら協働して学ぶ学習過程の授業改善に向け，コミュニケーションを促進できるよう，学

習活動を工夫するよう指導する。 

・海田中学校の教諭等に年に１回以上生徒用タブレットを活用した授業に取り組ませ，効果的な使

用方法の例を蓄積する。 

 

  



13 

 

施策  

 豊かな心の育成 

 

取組と評価 

 平成 30年度は，心豊かでたくましい人間の育成を目指し，次のような取組を行った。  

(1) 「心の元気を育てる地域支援事業」の全町展開を掲げ，海田中学校区，海田西中学校区

の両中学校区で実施した。 

(2) 不登校児童生徒に対応するため，適応指導教室の開室期間及び時間の拡大や教育相談

員の配置を行った。 

(3) 児童生徒がこども議員となり，町議会の運営に準じてこども議会を開催した。 

 

 

平成 30年度全国学力・学習状況調査質問紙 肯定的回答割合    （  ）全国平均（％） 

質問事項 小学校 中学校 

地域社会などでボランティアに参加したことがある 54.4（36.1） 72.1(51.8) 

学校のきまりを守っている 90.8（89.5） 95.2(95.3) 

人の役に立つ人間になりたい 96.3（95.2） 96.5(94.9) 

地域で起こっている問題や出来事に関心がある 70.7（63.8） 68.1(59.3) 

いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う 97.8（96.8） 93.8(95.5) 

事業名 取組内容 評価 頁 

心の元気を育てる

地域支援事業 

児童生徒が他者，社会，自然・環境とのかかわり

の中で達成感や自己の成長を実感し，自尊感情を高

める３校合同あいさつ運動とクリーン活動を，継続

的に実施する。 

Ａ 15 

青少年サポート 

事業 

家庭環境や発達障害などの様々な課題を抱える

児童生徒を支援するため，個別指導による学力の補

充や教育相談等を行うとともに，適応指導教室の環

境整備等を進め，児童生徒の学校復帰を支援する。 

Ａ 16 

こども議会運営 

事業 

児童生徒がまちづくりの意識をもつとともに，行

政の仕組みや議会の役割への関心を高め児童生徒

に政治的教養を身につけさせる。 

Ａ 17 

 

 

小学校 中学校 

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

暴力行為(件) 2 5 13 47 19 19 6 5 

いじめ(件) 7 6 1 18 4 5 4 29 

不登校（人） 7 11 14 12 39 40 37 30 

 H29年度 H30年度 減少数（人） 減少率（％） 

小学校 14 13 1 -14.3 

中学校 37 30 7 -18.9 

不登校児童生徒数 

生徒指導上の諸課題の年次推移 

学校教育課 
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成果と課題 

心の元気を育てる地域支援事業については，平成 30年度も引き続き中学校区での小中学

校合同あいさつ運動やクリーン活動，町内全小中学校合同でのあいさつ運動を実施するな

ど，児童生徒が他者，社会，自然・環境とのかかわりの中で達成感や自己の成長を実感し，

自尊感情を高めることができた。また，児童生徒の社会参画意識について，児童生徒の肯定

的評価は 82.6%と高い。 

また，海田西中学校においては，生徒会を中心に生徒自らが主体となって企画・立案した

清掃や植栽を中心とした積極的なボランティア活動や挨拶運動が，平成 30年度文部科学大

臣表彰を受けた。 

暴力行為については，小学校においての配慮が必要な児童による繰り返しにより大きく

増加したが，特別支援教育の観点から個別の支援を組織的・継続的に行うことでその後の繰

り返しを未然に防止することができた。 

いじめの問題については，各校において，「いじめはどの子供にもどの学校においても起

こり得る」という認識のもと，児童生徒の状況把握を積極的に行った結果，認知件数は大幅

に増加した。認知したいじめの問題については，担任をはじめ生徒指導主事等の複数教職員

が保護者，関係機関と連携を重ね，継続して指導を行うことで早期に問題を解決することが

できた。 

不登校対策については，不登校傾向にある児童生徒に対して，様々な形態による社会参

加を促す機会を設けるとともに，児童生徒一人一人に関わりきる支援体制を整備した。 

また，町適応指導教室の開設期間及び時間を拡大し相談・支援体制を強化することで，適

応指導教室通室児童生徒の学校復帰を促すことができた。 

また，不登校児童生徒数については前年比で，小学校２名，中学校７名の減少となり，教

育相談員等による家庭訪問や校内別室通室者への支援等の取組に一定の成果を確認した。 

今後は，本年度の成果指標に，校内適応指導教室等通室者の登校日数及び学級復帰率を加

え，本年度以上に児童生徒の変容を根拠とする効果検証を行う。 

こども議会は，７月豪雨災害により模擬議会の開催となったが，学校で開催したことによ

り，多くの児童生徒への意識付けとなる取組となった。 
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事業の目的 

学校・家庭・地域社会が一体となった体験活動を実施する中で，児童生徒の自尊感情を

高め，社会参加の意欲や態度等豊かな心の育成を図る。 

事業内容 

「あいさつ ふれあい 夢いっぱい 海田町」の地域まるごと宣言のもと，児童生徒が

家庭や地域社会とのかかわりの中で達成感や自己の成長を実感し，自尊感情を高める各中

学校区合同あいさつ運動とクリーン活動を継続的に実施する。 

平成３０年度目標 

児童生徒の自尊感情や地域社会への参画意識の向上を図る。 

評価指標 

・児童生徒の推進協議会への参画と活動の様子。 

・自尊感情・社会参画意識が高まり，児童生徒主体の活動ができているか。 

事業評価 

・推進協議会において，児童生徒代表が取組の具体や思いを，自分の言葉で語る姿を見る

ことができた。クリーン活動や合同あいさつ運動，植栽活動の実際の活動において児童

生徒の主体的な活動につながった。特に海田西中学校区のクリーン活動については，例

年の瀬野川河川敷から場所を変更して，各校区内の公園，通学路周辺の清掃を行い，児

童生徒も地域の一人であることを意識させる機会を持たせた。 

・継続した合同あいさつ運動やクリーン活動等の体験活動により，児童生徒の自尊感情や

社会参画意識を高い水準で保つことができた。 

・心の元気アンケート調査での社会参画意識について，児童生徒の肯定的評価は 82.6%と

高いが，保護者の評価は 54.2%と低く，今年度も児童生徒と保護者に大きな差が見られ

た。保護者に対して取組や児童生徒の変容についての周知不足が原因であり，広報のあ

り方を工夫する必要がある。 

今後の方策 

・これらの取組が更に活性化し，児童生徒が地域行事に積極的に参加して，主体的に活動

を進められるように学校に対して働きかけを行う。  

・地域の方と共に取り組む機会を増やし，地域社会へ参画できるよう，学校と地域が連携・

協働できる仕組みについて検討する。 

・児童生徒の自己肯定感の更なる向上を図るため，各行事の企画・立案・運営について，

事前事後の指導において適切な評価を行うよう学校を指導し，各学校において，児童生

徒の取組や成長を学校だよりやホームページ等により発信し，積極的に広報を行えるよ

う支援を行う。 

心の元気を育てる地域支援事業 

事業名 

A 

評価 

学校教育課 
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事業の目的 

教育相談や個別指導による基礎学力の補充等を行い，学校や関係機関と連携しながら，

様々な課題を抱える児童生徒の学校・学級復帰を支援する。 

事業内容 

・公共施設の一室に町適応指導教室を設置し，教員免許所持者を指導員として配置する。 

・教育相談や学力補充等を通して，児童生徒の学校・学級復帰を支援する。 

・教職員や適応指導教室指導員，教育相談員の連携により，指導・相談を実施する。 

平成３０年度目標 

教育相談の充実や，適応指導教室等における児童生徒への学力補充により，不登校傾向

にある児童生徒や適応指導教室通室者の学校・学級復帰や社会的自立を促す。 

評価指標 

・不登校児童生徒数の前年比 10％減 

・適応指導教室通室者に対する学校復帰者の割合 30％ 

・不登校児童生徒の状況を把握するための定期的な連絡会の開催 

事業評価 

・不登校傾向にある児童生徒に対して，様々な形態による社会参加を促す機会を設けると

ともに，児童生徒一人一人に関わりきる支援体制を整備した。 

・教育相談員の２名体制を維持し，各中学校区に配置した。家庭訪問や校内別室通室者へ

の支援を行いその結果，不登校児童生徒数は，小学校で２名（-14.3％），中学校で７名

（-18.9％）減少させることができた。 

・適応指導教室通室者のうち，学校に復帰した児童生徒の割合 ３人／７人（42.9％） 

・昨年度移設した適応指導教室「さんさんルーム」の環境整備を行うととともに，指導員

の勤務時間を延長し，開設日を増加させ，通室しやすい環境を整えた。 

・月１回の教育相談員，適応指導教室指導員，教育委員会事務局の３者間の連絡会を継続

し，児童生徒の個々の状況や支援の仕方等を学校へ伝え，指導に活かすことができた。 

今後の方策 

・本年度から適応指導教室を中核に据えた家庭教育支援チームとして支援を行うことを目

指し，子育てや家庭教育に関する不安や悩みを気軽に相談でき，支援を受けられる体制

を段階的に構築している。家庭教育，乳幼児教育，学校教育に関する公的機能のネット

ワークを構築するため，関係機関との一層の連携を図る。 

・各教育相談員と適応指導教室指導員の公用携帯での電話相談に加え，相談メールを開設

するとともに，広報用チラシ及びカードを各校及び関係機関に配布し，事業の周知を図

り，不登校児童生徒や保護者からの相談や適応指導教室への通室に繋げていく。  

・引き続き教育相談員，適応指導教室指導員，教育委員会事務局の３者で連絡会を月１回

開催し，不登校傾向児童生徒の状況を情報共有するとともに，学校に対して児童生徒へ

の指導･支援体制を整えるよう指導・助言する。 

・平成 29年度までは相談件数の推移を評価指標としたが，実際の児童生徒の変容を指標と

することが適切であると考え，本年度から不登校児童生徒の減少数及び町適応指導教室

者の学校復帰率により，教育相談員及び適応指導教室指導員の運用効果をみとることと

した。令和元年度については，本年度の指標に校内適応指導教室通室者の登校日数及び

学級復帰率を加え，本年度以上に児童生徒の変容を根拠とする効果検証を行う。 

青少年サポート事業 

事業名 

Ａ 

評価 

学校教育課 
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事業の目的 

ふるさと海田を再発見し，自分たちのまちづくりという意識の涵養を図るとともに，政

治的教養を高めるための教育の一環として，行政の仕組みや議会の役割への関心を高める。 

事業内容 

各校から選出されたこども議員に対し，勉強会や事前準備を行い，実際の町議会の運営

に準じてこども議会を開催する。 

平成３０年度目標 

児童生徒が自ら町の課題や将来像について考え，議会を開催することにより，行政の仕

組みや議会の役割に関心をもつとともに，政治参加意識の高揚を図る。 

評価指標 

・町の課題や将来像について考え，まちづくりの意識をもつ取組ができたか。 

・行政の仕組みや議会の役割への関心を高めることができたか。 

事業評価 

・こども議員は，町議会議員との勉強会を踏まえて，町の課題や将来像を問う意識の高い

質問を行った。 

・７月豪雨災害により，本会議場での議会を開催することはできなかったが，各学校に町

長と教育長が出向き模擬議会を開催した。これにより，こども議員だけでなく，他の児

童生徒も実際の議会の流れに沿った議会を体験することができた。多くの児童生徒への

意識付けとなる取組となった。 

・小学校ではこども議員が所属する学級ごとに一般質問の内容を検討し，中学校では生徒

会活動を中心として取り組むことができた。 

・模擬議会の開催が 11 月から 12 月の間となったことで，年度内に一般質問に対する答弁

の経過報告をすることができなかった。 

今後の方策 

・選出されたこども議員だけでなく，その他の児童生徒も事業に関わることができるよう

学年，学級又は生徒会単位での一般質問の作成や，児童生徒向けの報告会を行うなどの

取組を継続し，今後は取組を教育課程の中に組み入れるなど，さらに充実した取組に発

展させていく。  

・再質問をしやすいように勉強会の内容や本会議の流れを工夫する。 

・本会議一般質問において，「検討していく」旨の答弁をしたものについては，執行部が経

過報告書を作成し各小中学校に配付するなど，議会終了後の情報提供の機会を設ける。 

・こども議会予備日の設定を行うなど，非常事態にも対応ができる体制を整える。 

 

こども議会運営事業 

事業名 

Ａ 

評価 

学校教育課 
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施策  

 児童生徒の安心・安全の確保と質の高い教育環境の整備 

 

取組と評価 

 平成 30 年度は，児童生徒が安心して学校生活が送れるよう，次のような取組を行った。 

事業名 取組内容 評価 頁 

小中学校安全管

理事業 

登下校時の学校安全ボランティアを募集し，帽子・腕

章を配布し，活動環境を整備する。また，緊急メール

配信システムを活用し，不審者情報等の配信を行う。 

Ａ 19 

学校施設整備事

業 

学校施設長寿命化計画の策定に係る取組を行う。 

学校施設の空調設備を計画的に設置する。 
Ｂ 20 

教職員の働き方

改革推進事業 

教職員の労働時間を適正に把握，分析し，海田町立学

校における「学校における働き方改革取組方針」を策

定する。 

Ａ 21 

 

成果と課題 

 児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう，教育環境の整備を進めた。  

 学校安全ボランティアについては，ボランティア登録者と学校が緊密に連携し，一体とな

って児童生徒の登校時の安全が確保できた。 

学校施設長寿命化計画の策定について，平成 30年５月より本町建設課と連携し，学校施

設の建物情報一覧の作成に着手したが，平成 30年７月豪雨災害により作業が中断したため，

計画的に進めることができなかった。 

今後は，建設課と連携し，学校施設長寿命化計画の策定に係るスケジュールを再度確認し，

令和２年度末の完成に向けて取組を進める。 

また，学校施設の空調設備について，令和元年度の増設予定に係る補助金の申請を行い，

交付決定を受けることができた。 

教職員の働き方改革に係る取組については，入退校管理システムを導入，運用規定を定め，

教職員の労働時間の把握を実施した。また，月 80時間以上時間外勤務している教職員の割

合を分析し，繁忙期の把握，業務内容の把握を行い，目標・成果指標を設定するとともに，

具体的な取組の内容を検討した。 

 

 

 

 

 

学校教育課 
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事業の目的 

児童生徒の安全確保及び学校の安全管理を徹底する。 

事業内容 

・町内の小学校新 1年生全員に防犯ブザーを支給する。 

・学校安全ボランティアを募集し，通学路の見回りや，登下校時の児童生徒の見守りを行う。 

・緊急メール配信システムを活用し，不審者情報等の配信を行う。 

・通学路の交通安全の確保に向けて，関係機関との対策検討会を開催する。 

平成３０年度目標 

学校安全ボランティア等の地域の方の協力や教員による通学路の安全点検，緊急メール配信シ

ステムの活用等により，児童生徒の安全を確保する。 

評価指標 

児童生徒や学校に対して，事故や犯罪から守るための対策を確実に実施することができたか。 

事業評価 

・町内の小学校新 1年生に防犯ブザーを支給し，使い方等の指導を行った。また，全児童に対し

ても，防犯ブザーを携帯するよう学校だより等で周知を図った。 

・学校安全ボランティアや，その他の地域の方の活動により，児童生徒が安全に登下校できた。 

・平成 30年 7月豪雨災害により，一部通学路を変更する必要があったが，各校の教員による通学

路の安全点検，登下校指導を実施したことにより，安全に登下校ができた。 

・通学路交通安全プログラム対策検討会を開催し，PTA 等から挙がった危険箇所について，現状

や対策方針等の意見交換を行った。 

・学校安全ボランティアについては，22名減少した。ボランティア登録の有無にかかわらず協力

してくれる方がいるため，登録の呼びかけを引き続き行う必要がある。 

・緊急メール配信登録者に対し，不審者情報等の配信を速やかに行った。登録者数は前年度より

増加した。 

 H28年度 H29年度 H30年度 

学校安全ボランティア登録者数 88人 101人 79人 

緊急メール配信登録者数 1,631人 1,933人 2,012人 

・平成 30年 7月豪雨災害を受け，気象警報発令時の対応について検討し，臨時休校の判断基準を

改訂した。また，今後の対応として，災害の影響が想定される箇所について，臨時休校時に通

学路の安全点検を重点的に行うことを各学校に指導した。 

今後の方策 

・学校安全ボランティアの登録者数確保に向けて，広報紙等で周知を行う。 

・学校安全ボランティアや地域の方の協力を得ながら，登下校や学校生活全般に関して，児童生

徒にとって安全安心な環境づくりを行う。 

・自然災害や不審者，事件・事故などの情報提供・注意喚起を迅速に伝えるため，緊急メールを

多くの方に配信できるよう，登録への呼びかけを行う。 

・各校が毎月行う施設の安全点検を確実に実施するよう指導を行う。 

・関係機関との対策検討会を継続して実施し，通学路の改善を図る。 

・児童生徒の災害に適切に対応する能力を高めるために防災教育を推進する。 

小中学校安全管理事業 

事業名 

A 

評価 

学校教育課 
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事業の目的 

・必要に応じて施設の修繕及び改修等を行い，安全な学習環境を整備する。 

事業内容 

・現状と課題を把握し，早期に予防保全的な改修を行うことで施設の延命化を図るとともに，

計画的な修繕や建替えを実施する。 

・学校施設の耐震化について，非構造部材の耐震補強工事等を行う。 

・緊急性を要する修繕及び改修について，工事等による対策を実施し，安全を確保する。 

平成３０年度目標 

・長寿命化計画を策定するための建物情報の整理を行う。 

・空調設備が未設置の普通教室等について，計画的に設置する。 

・修繕及び改修の緊急性を考慮し，工事等を行う。 

評価指標 

・建物情報一覧表の作成。 

・安全な学習環境を整備するための対策を実施することができたか。 

事業評価 

・学校施設長寿命化計画の策定について，平成 30 年５月より本町建設課と連携し，学校施設

の建物情報一覧の作成に着手したが，平成 30 年７月豪雨災害により作業が中断したため，

完成させることができなかった。 

・令和元年度増設予定の空調設備について，財源を確保することができた。 

・平成 30 年 6 月大阪北部地震を踏まえて，学校のブロック塀等の安全点検を行い，撤去等の

対策を実施した。 

今後の方策 

・建設課と連携し，学校施設長寿命化計画の策定に係るスケジュールを再度確認する。 

・令和元年度中に，建物情報一覧表の作成を完了し，令和２年度末の策定に向けて計画的に取

組を進める。 

・空調設備が未設置の普通教室等について増設工事を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

学校施設整備事業 

事業名 

Ｂ 

評価 

学校教育課 
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事業の目的 

教職員が働きやすい環境を整備するとともに，管理職を中心とした学校体制を構築し，教職

員一人一人の働き方に対する意識を醸成し，海田町立学校における働き方改革を推進する。 

事業内容 

・入退校管理システムを導入し，教職員の労働時間を適正に把握する。 

・教職員の時間外勤務の実態を分析し，目標・成果指標を設定する。 

・取組の具体的な内容を検討し，海田町立学校における「学校における働き方改革取組方針」

を策定する。 

平成３０年度目標 

海田町立学校における「学校における働き方改革取組方針」を策定する。 

評価指標 

・入退校管理システムを導入し，教職員の労働時間を把握する。 

・教職員の時間外勤務の実態を分析し，目標・成果指標を設定する。 

事業評価 

・教職員の労働時間を適正に把握するため，入退校管理システムを導入した。 

・入退校管理システムの運用規定を定め，教職員の労働時間の把握を実施した。 

・月 80時間以上時間外勤務している教職員の割合を分析し，繁忙期や業務内容の把握を行い，

目標・成果指標を設定するとともに，具体的な取組の内容を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海田町立学校における「学校における働き方改革取組方針」を策定した。 

今後の方策 

・「学校における働き方改革取組方針」を実行性のあるものとするため，教職員に周知する。 

・取組の着実な実行を図るため，勤務実態の調査や取組の検証を行う。 

・学校の状況や国・県の動向等を踏まえ，随時方針の見直しを行う。 

 

  

教職員の働き方改革推進事業 

事業名 

A 

評価 

学校教育課 
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施策  

 生涯学習の推進 

 

取組と評価 

 平成 30年度も引き続き，「いつでも・どこでも・だれでも」学習でき，その学習成果が適

切に評価・活用されることを目指し，次のような取組を行った。 

(1) 学習ニーズに対応した学習機会の確保・充実を図った。 

(2) 人材の発掘・養成と積極的な活用を行った。 

(3) 社会教育施設の整備・充実を図った。 

(4) 豊かな人間性をはぐくむ読書活動を推進した。 

 

事業名 取組内容 評価 頁 

公民館管理運営事

業 

 青少年育成講座及び定期講座等の，住民の自発

的な生涯学習活動を支援することにより，公民館

活動を推進する。 

Ｂ 23 

公民館主催講座事

業 

子供，大人から高齢者まで，それぞれの世代に

応じた主催講座を開催する。 
Ｂ 24 

公民館整備事業 （仮称）海田公民館整備に向けて，建設工事を行

う。 
Ａ 26 

図書館管理運営事

業 

住民の多様な読書活動に応じることができるよ

う，きめ細やかなサービスを提供するとともに，

展示方法の工夫等により多様な資料の紹介を行う

ことで，読書活動の推進を図る。 

Ａ 27 

蔵書整備事業 子育て世代を対象にした育児書・児童書を含め，

住民の多様なニーズに応じた図書等資料の収集や

情報の提供を行い，読書の推進や図書館の利用促

進に努める。 

Ａ 29 

 

成果と課題 

 公民館２館と図書館がそれぞれの施設の特性を活かし，住民の多様な学習ニーズに対応

した事業を展開することができた。また，（仮称）海田公民館を含む「織田幹雄スクエア」

の建設を順調に進めるとともに，施設整備に合わせた町内の社会教育体制についても，社会

教育委員会議から答申を得ることができた。今後は，さらに各館の重点施策を明確にして事

業を展開させていくことが重要である。 

 

 

 

生涯学習課 
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事業の目的 

生涯学習の場として，幅広い世代の住民へ学習機会や集会の場を提供することにより，教養の

向上，健康の増進，情操の純化を図り，生活文化の振興，社会福祉の増進に寄与する。 

事業内容  

青少年育成講座及び定期講座等の，住民の自発的な生涯学習活動を支援することにより，公民

館活動を推進する。 

平成３０年度目標 

子供から高齢者まで，多様な学びを支援するとともに，関係団体等との連携協調を図り，人材

の発掘・育成に努める。 

評価指標 

公民館延利用者数（数値目標：110,000人） 

事業評価 

○公民館年間利用状況（※公民館事業は,主催講座と自主講座の年間延利用者数）    （人） 

利用者 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

公民館事業 75,783 78,217 77,119 68,318 

一般利用 23,605 27,267 28,852 22,429 

計 99,388 105,484 105,971 90,747 

○自主講座在籍者数 

・青少年健全育成講座 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

講座数 18 19 12 12 

在籍者数（人） 297 299 291 294 

・定期講座 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

講座数 111 110 108 109 

在籍者数（人） 1,643 1,668 1,603 1,453 
 

今後の方策 

 西日本豪雨災害により海田公民館が避難所となり，公民館活動を行えない期間があったことが

年間延利用者数が大幅に減少した主な理由ではあるが，利用者の固定化，高齢化が進み，講座在

籍者も減少傾向にある。今後は活動の見学・体験の機会を設けるなど，引き続き利用の少ない年

代（子供とその保護者，現役世代）への普及・啓発に努めるとともに，青少年育成講座や定期講

座等の住民の自発的な生涯学習活動を支援することにより，公民館利用の促進を図る。 

 

公民館管理運営事業 

事業名 

Ｂ 

評価 

公民館 
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事業の目的 

地域住民の多様な学習要求に応えるため，公民館が主催する講座を開設する。 

事業内容 

・子供から高齢者まで，それぞれの世代に応じた主催講座を開催する。 

・将来の地域リーダーを養成するため，「未来のまちのおせっかいさん」養成講座を開設する。 

平成３０年度目標 

・講座内容の充実を図る。 

・「未来のまちのおせっかいさん」の活動を支援するとともに，新たな人材発掘・育成に努める。 

評価指標 

・主催講座の充実が図れたか。 

・「未来のまちのおせっかいさん」について，自立した活動が継続できたか。 

事業評価 

・高齢者学級やジュニアサマースクール等の継続事業については，魅力的な内容となるよう努

め，参加者が増加した。また，新規事業として実施したこども将棋教室，花づくり教室，南京

玉すだれ教室，子供体操教室，サクソフォンとマリンバとピアノのコンサートについても好評

であり，主催講座の充実を図ることができた。 

・「未来のまちのおせっかいさん」については，活動は継続しているものの，自立した活動が難

しい状況になってきている。また，新たな人材発掘・育成には至っていない。 

○家庭教育支援事業「未来のまちのおせっかいさん養成講座」 

メンバーが公民館主催講座ジュニアサマースクールの「金融教室～お金クイズ＆おこづかい帳

をつけよう！＆貯金箱を作ろう！～」に参加する形式で活動を行い，共にお金の使い方やおこ

づかいについて学んだ。 その際，事前にメンバーが作成したゲーム感覚でおこづかいの使い

方を学べる「おこづかいでお好み焼きをつくろう！！」を参加者に配布し，お金のやりくりの

仕方などを楽しく学ぶ場を提供するとともに，活動内容を周知するため，情報冊子「海田町お

せっかい情報誌（お金のはなし版）」を作成し，町内小学校を通じて児童に配布した。 

 ・ワークショップ・企画会議 10回開催（参加者 57人） 

○【新規】こども将棋教室 

ルールだけでなく，マナー，礼儀作法についても学び，日本の伝統文化に触れるとともに，心

身の健全な育成を図ることを目的に実施した。（開催回数 5回，参加者 40人） 

○【新規】花づくり教室 

 リース作り等を通して，季節を感じ心豊かな花や緑のある暮らしを楽しむとともに，自分の感

性で創作する喜びを感じてもらうことを目的に実施した。（開催回数 5回，参加者 70人） 

○【新規】南京玉すだれ教室 

 子供から高齢者まで幅広い年齢層を対象に，日本の伝統芸能に触れる機会を提供し，魅力を広

め，普及と継承を図ることを目的に実施した。（開催回数 6回，参加者 41人） 

○【新規】子供体操教室 

 日本人初のオリンピック金メダリスト・織田幹雄さんを輩出した町として，様々なスポーツ振

興に取り組んでおり，将来のスポーツ少年・少女を目指すチビッ子応援プログラムとして 体

操講座を開設した。未就学児コース，小学生１～２年生の２クラスに分かれてマットや跳び箱，

公民館主催講座事業 

事業名 

Ｂ 

評価 

公民館 
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鉄棒などを用いて体感トレーニングを行った。（開催回数 10回，参加者 219人） 

○【新規】サクソフォンとマリンバとピアノのコンサート 

～広島の若手音楽家たちによるコンサート～ 

 安芸区民文化センター・ホールでの本格的な地域交流クラシックコンサートを，公民館で開催

し，地域住民に気楽にクラシック音楽に親しむ場を提供した。（開催回数 1回，参加者 83人） 

○青少年育成事業（ジュニアサマースクール等） 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

講座数 15 15 17 14 

参加者（人） 271 254 380 562 

○高齢者学級（寿大学，延寿大学） 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

講座数 2 2 2 2 

参加者（人） 223 255 303 319 
 

今後の方策 

・幅広い学習機会の提供と講座のメニューや内容の充実に努め，公民館利用者層の拡大を図る。 

・公民館の利用を促進するために，公民館の様々な情報を積極的に発信する。 

・社会教育施設間の連携を進めるとともに，他部署や他機関等とも連携し，事業を実施する。 

・積極的に研修に参加し，職員の資質・能力の向上を図る。 

・「未来のまちのおせっかいさん」養成講座については，自立した活動の継続が難しい状況であ

るため，当面は公民館主催事業にメンバーが参加する形式で活動を行う。 
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ー 

 

 

事業の目的 

築 40年を超えて著しく老朽化した海田公民館を建て替える。 

事業内容 

実施設計に基づき織田幹雄スクエアの建設工事を行うとともに，開館後の運営体制，ソフ

ト事業等についても検討を進める。 

平成３０年度目標 

・地域活動の拠点・生涯学習を推進する場として機能的で魅力ある公民館となるよう，実施設

計に基づいて建設工事を行う。 

・また，新しい施設の建設にあわせて，時代に即した社会教育の推進体制のあり方について検

討するため，社会教育委員会議に諮問し，答申を得る。 

評価指標 

令和 2年度の開館に向けて，地域活動の拠点・生涯学習を推進する場として機能的で魅 

力ある公民館とするための建設工事の進捗管理を行えたか。 

 社会教育委員会議に適切に諮問し，答申を得ることができたか。 

事業評価 

【ハード整備】 

・7月 2日に安全祈願祭を実施した。 

・月 1回，関係業者が連絡調整を行う総合定例会議に出席し，適切な進捗管理を行った。 

・杭長の不足が判明したため，予算を確保し，追加工事を行った。 

【ソフト整備】 

・①社会教育施設のあり方について，②文化協会及び総合型スポーツクラブの設立について，

諮問し，答申を得た。（答申別紙） 

・11 名の委員で構成される（仮称）海田公民館及び（仮称）織田幹雄記念館総称検討委員会

を立ち上げ，計２回の会議を開催し，施設の愛称を「織田幹雄スクエア」と決定した。 

今後の方策 

令和 2 年度の開館に向けて，建設工事を進めるとともに，社会教育委員会議からの答申を

踏まえた適切な生涯学習の推進体制について検討し，計画的に具体化する。 

 

 

 

 

 

 

公民館整備事業 

事業名 

Ａ 

評価 

公民館 
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事業の目的 

住民が心豊かな生活を実現することができるよう，知の拠点として快適な読書環境を

整え，住民の生涯学習や文化・教育，社会活動等の進展に寄与する。 

事業内容 

・住民の多様な読書活動に応えることができるよう，きめ細やかなサービスを提供すると

ともに，快適な施設環境を整える。 

・小中学校と連携して，読書感想文コンクールを実施する。 

・子供向け，大人向けの主催講座を開催する。 

・保健センターや民生委員・児童委員と連携し，ブックスタート事業を行う。 

平成３０年度目標 

・駐車場の移転工事について早急に利用者への周知を図り，利用者数に影響させないよう

努める。 

・臨時職員の司書を配置することによりレファレンスサービスのレベルの向上を図る。 

・ニーズや話題性等を考慮し，主催講座の内容の充実を図る。 

・新たなボランティアの発掘・育成と活動中のボランティアのスキルアップを図る。 

評価指標 

・貸出冊数 150,000冊 

・主催講座参加者の満足度 

事業評価 

・月ごとにテーマを変えた展示を行い，多様な種類の図書の紹介を行うことができた。 

・来館者数は，前年度に比べ減少しており，平成 30年 7月豪雨災害の影響や，隣接駐車

場を地権者に返還するため 11月から長期の工事を行ったことが自家用車での来館者数

に影響したと考えられる。加えて，インターネットや携帯電話の普及など社会的な読書

環境の変化の影響もあり，利用者数，貸出冊数とも前年度に比べ減少している。 

・専門的な講師の招聘などにより，各種講座参加者の満足度は全体的に高く，おおむね好

評であった。 

・おはなしボランティア養成講座開催により，活動中のボランティアのスキルアップを図

るとともに，新たなボランティア登録者を確保することができた。 

・幼児・小学生向けの読み聞かせボランティア団体「ももたろうくんのおはなし会」が，

「子供の読書活動優秀実践団体」として文部科学大臣表彰を受賞した。また，乳幼児向

けの手遊び・読み聞かせボランティア団体「赤ちゃんのためのおはなし会 ももちゃん

くらぶ」が広島県読書推進運動協議会奨励賞を受賞した。 

 

図書館管理運営事業 

事業名 

Ａ 

評価 

図書館 
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○図書館来館者数                                     （人） 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

来館者数 88,733 87,576 90,259 85,892 

 

○図書館利用者数（延べ人数）                                  （人） 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

利用者数 44,698 44,372 43,963 39,670 

 

○図書館資料貸出冊数  ※（ ）内は，分館の実績         （冊） 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

貸出冊数 
155,513  

(14,957) 

155,177  

(13,958) 

154,416  

(15,631) 

139,716  

(14,451) 

 

○主催講座参加者の満足度（アンケートで「満足」と回答した割合） 

 ・夏休み子ども講座「消しゴムはんこ教室」 100.0％ 

 ・冬の子ども講座「自分好みのスケッチブックを作ろう」 94.1％ 

 ・おはなしボランティア養成講座（全 2回）  

第 1回「子どもと楽しむ絵本の世界」，第 2回「絵本の選び方・読み方」 90.0％ 

 ・文化講座「広島とスポーツ」 76.8％ 

  

今後の方策 

 分館との連携を深めるほか，広島県立図書館や町の他部署とも協力連携して事業を行

い，町民の読書推進を図る。 

 月ごとのテーマ以外にも，随時，話題性に富むテーマ展示を行い，ホームページ等で周

知することにより，図書館の利用促進を図る。 

 引き続き，新規ボランティアを募集するとともに，既存のボランティアグループの育成

に取り組む。 
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事業の目的 

住民の多様なニーズに対応した図書等資料の整備を進め，住民に必要な情報提供や調査等の

支援を行い，住民の生涯学習等の推進を図る。 

事業内容 

・住民のニーズに応じた図書等資料の収集や情報の提供を行う。 

・幼児・児童コーナーを活用し，児童向け資料や子育て世代を対象とした育児書等の充実を図

る。 

平成３０年度目標 

・利用者のニーズを的確に把握し，各種選定資料などを参考に広範なジャンルの図書を整備する。 

・展示方法等に工夫を加え，利用促進を図る。 

評価指標 

・リクエストによる資料整備状況 

・児童向け図書資料の充実が図られたか。  

事業評価 

・リクエストに応えながら，特定の領域に偏らせることなく蔵書を整備することができた。 

・読書ボランティア等と連携して児童に必要な図書を整備し，児童の学習環境を整えることが

できた。 

・毎月テーマを決めて図書の展示を行い，様々な分野の図書の紹介と利用促進を図ることがで

きた。 

・海田町立図書館除籍要領（平成１１年４月１日制定）に則り蔵書の除籍を行い，増え続けて

いた蔵書について，一定量を整理することができた。 

 

 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

図書館間相互貸借件数（借受）（件） 31 41 21 15 

リクエストによる購入冊数（冊） 143 157 153 168 

蔵書冊数（冊） 126,602 128,888 130,519 129,239 

うち児童書（冊） 42,317 43,325 44,235 43,404 

今後の方策 

・引き続き，図書館職員の資質・能力の向上に努め，選書や書架の配置等を適切に行うととも

に，各分館のリクエストや要望等にも応えながら，蔵書整備を進める。 

・利用者ニーズや地域社会の状況の変化に合わせて積極的に蔵書を更新することにより，利用

促進を図る。 

 

蔵書整備事業 

事業名 

Ａ 

評価 

図書館 
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施策  

 地域文化の継承と創造 

 

取組と評価 

 平成 30年度も引き続き，住民が主体となって地域文化を守り，生かし，生み出す活動が

おこなわれることを目指し，次のような取組を行った。  

(1) コンサートや事業の実施を通して，芸術・歴史文化の学習・体験機会の確保に努めた。 

(2) 住民の文化活動の支援を行った。 

(3) 指定文化財の公開や管理・展示のほか，教育普及事業を通して文化財等の保存と活用を

推進した。 

 

事業名 取組内容 評価 頁 

文化財保護事業 地域の文化財保護意識を高めるため，指定文化

財の公開や，施設における展示・事業を実施する。 

また，納屋・角屋改修設計を主管課と協力して

実施する。 

Ａ 31 

芸術文化振興事業  優れた芸術文化にふれる機会を提供するととも

に，各団体が主体的に文化振興事業を実施できる

よう支援する。 

Ｂ 33 

 

成果と課題 

文化財保護事業については，県指定重要文化財旧千葉家住宅を適切に管理するとともに，

来場者の受け入れを行った。７月に発生した災害の影響等により，来場者は総じて減少した

が，学校利用は定着してきており，令和２年度以降の新たな地域学習の場としての旧千葉家

住宅納屋・角屋改修設計についても，主管課と協力して実施できた。 

芸術文化振興事業については，住民団体等と連携し，音楽を中心に様々な芸術文化にふれ

る機会を提供できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課 
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事業の目的 

 地域に残る文化財や地域資料を適切に保護・管理・活用し，地域の歴史や文化に関する理

解・関心を高める。 

事業内容 

・旧千葉家住宅をはじめとする指定文化財の保存管理を適切に行う。 

・ふるさと館及び旧千葉家住宅の運営を通して，歴史資料の収集，保管，展示，調査研究及び

教育普及活動等を行う。 

平成３０年度目標 

・旧千葉家住宅の公開体制を維持するとともに，令和２年度の「織田幹雄スクエア」開館及び

旧千葉家住宅のリニューアル公開へ向けて，展示・改修内容等を検討する。 

・地域の歴史を学ぶ場として学校教育との連携を促進する。 

評価指標 

・旧千葉家住宅の公開を通して，文化財として適切な保護及び活用を図ることができたか。 

・織田幹雄記念館展示及び旧千葉家住宅角屋改修設計について適切に実施できたか。 

・学校教育との連携を促進することができたか。 

事業評価 

・座敷棟及び主屋活動室を毎月公開し，他事業と連携した特別公開も実施した。一方で，７月

豪雨災害により，事業の中止や見学者数の減少などの影響があった。 

 

○旧千葉家住宅見学者数                    （人） 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

見学者数 1,595 1,808 3,050 2,049 

 

・（仮称）織田幹雄記念館の展示計画について，所蔵資料や展示効果を勘案し，適切に構成で

きた。 

・旧千葉家住宅納屋・角屋の改修については，主管課（企画部魅力づくり推進課）と連携しな

がら，生涯学習課では角屋について，活用を想定した設計を行った。 

・ふるさと館企画展「むかしのくらし展」については，小学校 3・4年の単元に即した内容と

し，ボランティアの協力を得て見学来館の際に体験プログラムを実施した。その結果，町内

外の小学校など 9 団体延べ 569人が来館し，前年度に比べ 71 人増加した。ただし，7月豪

雨災害により，年間来館者数は減少している。 

 

文化財保護事業 

事業名 

Ａ 

評価 

生涯学習課・ふるさと館 
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○ふるさと館来館者数                                             （人） 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

来館者数 10,040 10,326 10,551 8,136 

 

・旧千葉家住宅・ふるさと館ともに，町内の地域学習の場として，ボランティアの協力も得な

がら，見学・解説等の対応を行った。町内小中学校の授業での利用や教職員の研修など，学

校教育と連携した活動も継続した。 

  

○学校利用回数（教職員研修を含む）               （回） 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

旧千葉家住宅 2 6 5 5 

ふるさと館 13 13 11 10 
 

今後の方策 

・旧千葉家住宅については，納屋・角屋改修を適切に実施するほか，文化財としての現状把握

につとめ，修繕や公開の方法等について検討を行う。 

・旧千葉家住宅・（仮称）織田幹雄記念館・ふるさと館について，令和 2年度以降の機能分担

のあり方を検討する。 
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ｎ 

 

事業の目的 

 演奏会やコンサート等を文化団体と連携して実施することにより，住民が芸術文化に接する

機会を提供し，芸術文化への関心を高める。 

 また，文化団体の活動を支援し，地域文化の振興を図る。 

事業内容 

 NHK 交響楽団の団員・団友で構成される「エクシモン弦楽四重奏団」によるクラシックコン

サートの開催や，海田町民文化振興会及び音楽祭実行委員会と協働し，小学生から一般までの

団体が一堂に会しての演奏会等の芸術文化事業を実施する。 

 また，海田町民文化振興会及び音楽祭実行委員会に対し，それぞれ補助金を交付し，事業運

営を支援する。 

平成３０年度目標 

・より多くの住民に芸術文化にふれあう機会を提供する。 

評価指標 

・充実した芸術文化活動を実施したか。（来場者数及び満足度の維持以上 ±5％以上） 

事業評価 

・参加者数                         （人） 

イベント名 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

クラシックコンサート 191 157 168 138 

はじめて音楽会 120 120 116 83 

ふれあいコンサート 850 923 1,189 1,028 

合計 1,161 1,200 1,473 1,262 

・満足度調査（「よかった」と答えた人の割合）        （％） 

イベント名 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

クラシックコンサート 81.8 86.0 87.5 86.1 

はじめて音楽会 92.3 93.8 89.7 88.7 

ふれあいコンサート 92.5 95.8 95.9 94.5 

平均 88.9 91.9 91.0 89.8 

・参加者の満足度は高かったものの，参加者数については評価指標で示す基準を下回っており，

広報・周知方法に改善の余地がある。 

今後の方策 

・優れた芸術文化にふれあう機会を提供する事業として，継続して事業を実施する。 

・多くの町民に機会を提供できるよう，情報発信方法や内容等の工夫・研究を行う。 

・社会教育委員会議からの答申を踏まえ，令和 2年度から文化協会が活動を開始できるよう，

計画的に準備を進める。 

 

芸術文化振興事業 

事業名 

B 

評価 

生涯学習課 
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施策  

 青少年の健全育成 

 

取組と評価 

 平成 30年度は，青少年の健全育成を目指し，家庭や地域と連携を図りながら，次のよう 

な取組を行った。 

(1)（放課後子供教室）地域のボランティアスタッフとともに，内容や開催場所について検

討し，より多くの児童が参加しやすいプログラムを実施した。 

(2)（放課後子供教室-学びの広場）元教員によるスタッフが，放課後に幅広い学年の児童を

対象とした学習支援を行った。 

(3)（青少年育成事業）交付した補助金を元に，青少年育成海田町民会議が，他機関と連携

しながら，防災キャンプ等の青少年健全育成事業を実施した。 

 

事業名 取組内容 評価 頁 

放課後子供教室事

業 

季節に応じた遊びや工作，食体験等のプログラ

ムを月 3 回程度開催するとともに，福祉部局との

連携を図りながら，小学生の学習支援を月 4 回程

度開催する。 

Ａ 35 

青少年育成事業 青少年育成海田町民会議への補助金交付を通じ

て，青少年の健全育成を図る。 
Ａ 36 

 

成果と課題 

 地域や家庭をはじめ，様々な人との関わりの中で，子供たちに様々な体験を提供すること

ができた。今後も，より発展した活動を目指し，ニーズの把握と新たなプログラム（事業）

の企画・実施に努める。 

 

  

生涯学習課 
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事業の目的 

放課後や休日の子供たちの安全・安心な活動場所（居場所）を設け，さまざまなプログラム

を提供することで豊かな人間性を育む。 

事業内容 

・季節に応じた遊びや工作，食体験等のプログラムを月 3 回程度開催する。  

・福祉部局との連携を図りながら，小学生の学習支援教室を月 4回程度開催する。 

平成３０年度目標 

・放課後や休日の子供が健やかに活動できるよう，より充実したプログラムを提供する。 

・学習支援教室「学びの広場」が安定して運営できるよう，関係部署とも連携を図る。 

評価指標 

・定期・特別プログラムでは，内容の更新を図りながら，安定した利用が得られたか。 

・学習支援教室「学びの広場」について，関係部署と連携を図りつつ，安定した利用が得られ

たか。 

事業評価 

・地域のボランティアスタッフの協力を得て事業を実施したところ，1回の教室で平均 43.2人

/41.0人の児童の参加があり，着実に参加者が増加している。 

・海田児童館で開催した学習支援教室「学びの広場」では，引き続き元教員によるスタッフが

熱心に取り組み，幅広い学年の児童の利用があった。 

○定期・特別プログラム（遊び・工作・レクリエーションなど）       

区分 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

開催回数（回） 42 41 39 36 

参加児童数
（人） 

（1回あたりの人数） 

1,722 
(41.0) 

1,636 
(39.9) 

1,550    
(39.7) 

1,555 
(43.2) 

○学習支援教室「学びの広場」※H27より事業開始 

区分 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

開催回数（回） 45 47 46 47 

参加児童数
（人）（1回あたり

の人数） 

1,234 
(27.4) 

1,206 
(25.7) 

1,450 
（31.5) 

1,929 
(41.0) 

 

今後の方策 

・今後も安定してプログラムを提供できるよう，スタッフの拡充を図っていく。 

・定期・特別プログラムについては，時期やテーマの選択を適切に行い，内容の更新を図って

いく。 

・学習支援教室「学びの広場」については，福祉部局との連携を継続するとともに，小学校と

の情報共有も図っていく。 

 

放課後子供教室事業 

事業名 

A 

評価 

生涯学習課 
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事業の目的 

次世代を担う子供や若者の健全育成を推進し，豊かな人間性を持ち自ら考えることができる

青少年を育てる。 

事業内容 

青少年育成海田町民会議へ補助金を交付し，充実した事業運営が行えるよう支援する。 

平成３０年度目標 

補助金の交付を通じて，青少年健全育成活動団体を支援し，地域における青少年健全育成活

動を推進する。 

評価指標 

青少年育成海田町民会議について，補助金を適切に活用し，充実した青少年の健全育成事業

を行っているか。 

事業評価 

青少年育成海田町民会議は，全自治会長や学校，各種団体等が会員であり，あいさつ運動や，

のぼり旗の配布等により，地域全体で啓発活動に継続して取り組んだ。9 時以降はスマートフ

ォン等を利用しないという「ストップ 9 運動」の啓発事業や，町生活安全課と連携した 1 泊 2

日の防災キャンプを実施するなど，青少年に直接働きかける事業を実施し，青少年の健全育成

に貢献した。また，海田町社会教育委員会議において,青少年の健全育成に取り組む団体を支援

するという補助金の交付目的は概ね達成できているとの評価を得た。  

今後の方策 

・青少年育成という趣旨に沿った事業を今後も展開できるよう，青少年育成海田町民会議への

支援を行う。 

・生涯学習活動として実施している事業のほか，学校教育・福祉部局と連携・協働して，青少

年健全育成事業に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年育成事業 

事業名 

Ａ 

評価 

生涯学習課 
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施策  

 スポーツのまち・海田づくり 

 

取組と評価 

 平成 30年度は，スポーツのまち・海田づくりを目指し，次のような取組を行った。  

(1) 各種大会等の開催により，住民が生涯にわたってさまざまなスポーツに親しんでいけ

る環境づくりに取り組むとともに，関係団体へ補助金を交付・支援することでスポーツ

の普及を進めた。 

(2) 日本人初のオリンピック金メダリストである織田幹雄さんの偉業を継承し，その魅力

を広く発信するとともに，関係団体への補助金交付を通じてスポーツの振興を図った。 

 

事業名 取組内容 評価 頁 

スポーツ振興事業  住民が気軽に参加できるスポーツ大会等を実施

するとともに，関係団体と協働で事業を実施し，

スポーツの普及に取り組む。 

Ｂ 38 

織田幹雄顕彰事業 平成 28 年度に制作したツールを有効に活用し

て，織田幹雄さんの偉業を継承・その魅力を町内

外に発信するとともに，織田幹雄国際陸上競技大

会への補助金交付を通じてスポーツ振興を図る。 

Ａ 39 

 

成果と課題 

 スポーツのまち・海田づくりのため，住民が気軽に参加して楽しめる生涯スポーツ及び競

技力向上を目指す競技スポーツの普及を関係団体とも連携して推進した。大会・イベント等

の実施に加えて，平成 28年度に制作したツールを用いて，織田幹雄さんの偉業・魅力を町

内外に有効に発信してスポーツのまち・海田づくりに努めた。 

今後とも，生涯スポーツと競技スポーツのバランスを保ちながら，住民が生涯にわたって

さまざまなスポーツに親しむことのできる生涯スポーツの環境づくりを推進する。 

生涯学習課 
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しょ 

 

 

事業の目的 

 住民がさまざまなスポーツに親しむことができ，また，体力・競技力の向上も図れるような

各種スポーツの普及に取り組む。 

事業内容 

・誰もが気軽に参加可能なスポーツ大会等を開催する。 

・海田町体育協会，海田町スポーツ少年団及び織田幹雄スポーツ振興会に補助金を交付し，協

働で事業を実施する。 

平成３０年度目標 

 誰もが気軽に参加できるスポーツ大会等を開催するとともに，補助金交付等による各補助団

体の活動支援を通じて住民の体力・競技力向上を図る。 

評価指標 

・開催事業の参加者数が前年度以上。 

・補助団体が補助金を適切に活用して事業運営を進めているか。 

事業評価 

・豪雨災害の影響により中止した事業（プール開放事業・子供スポーツ交流会）もあり，参加

人数が減少した。  （人） 

事業名 開催日 

人数 

H29年度

(A) 

H30年度

(B) 

増減

(B)-(A) 

プール開放事業 7/20（金）～8/17（金） 2,753 0 ▲2,753 

子供スポーツ交流会 7/29（日） 79 0 ▲79 

体育の日記念 GG大会 ※1 10/8（月・祝） 354 332 ▲22 

駅伝大会 2/17（日） 859 845 ▲14 

クロスカントリー駅伝大会 3/2（土） 38 74 36 

  ※1 GG グランドゴルフ 

・3 団体に対して補助金を交付した。（海田町体育協会 1,010,000 円，海田町スポーツ少年団

450,000円，織田幹雄スポーツ振興会 1,000,000円） 

・各団体は補助金を有効に活用して各種事業を実施しており，海田町社会教育委員会議におい

て，住民の体力・競技力向上及びスポーツ活動の推進に貢献しているとの評価を得た。 

・補助金団体のあり方について，海田町社会教育委員会議より答申を得た。 

今後の方策 

・より多くの住民が楽しく気軽に参加できるスポーツ大会等を開催するため，常に事業内容に

ついて検討する。 

・社会教育委員会議からの答申を踏まえ，令和 2年度から総合型スポーツクラブが活動を開始

できるよう，計画的に準備を進める。 

スポーツ振興事業 

事業名 

Ｂ 

評価 

生涯学習課 
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しょ 

 

 

事業の目的 

 日本人初のオリンピック金メダリストである織田幹雄さんの偉業・魅力を町内外に発信す

るとともに，補助金交付団体を通じて次世代のアスリート育成などスポーツ振興を図る。 

事業内容 

・織田幹雄さんの偉業・魅力を町内外に発信する。 

・補助団体へ補助金を交付することで，団体の事業運営を支援する。 

平成３０度目標 

各種ツールを効果的に用いて織田幹雄さんの偉業・魅力を町内外に発信するとともに，補

助団体への補助金交付を通じてスポーツ振興のための事業運営を支援する。 

評価指標 

・各種ツールを用いて織田幹雄さんの偉業・魅力を町内外へ発信したか。 

・補助金交付団体が補助金を有効に活用して活動しているか。 

事業評価 

・第 52回織田幹雄記念国際陸上競技大会において，スタジアム設置のオーロラビジョンで動

画を放映した。 

・織田幹雄ポロシャツを制作して全職員（教職員を含む）に貸与，指定日に全職員が着用し

た。 

・動画及びティーチャーズキットを用いて出前講座を実施した。（計 4団体） 

今後の方策 

・各種ツールを効果的に利用して，引き続き，織田幹雄さんの偉業・魅力を広く発信する。 

・新しく組織するスポーツ団体と連携・協働し，アスリート育成・スポーツ振興を推進すると

ともに，織田幹雄さんの偉業をより広域的に顕彰する。 

・織田幹雄スクエアによって織田幹雄さんをより一層顕彰できるようにするため，展示工事

を中心とした各種準備や PR等に努める。 

 

 

  

織田幹雄顕彰事業 

事業名 

Ａ 

評価 

生涯学習課 



40 

 

 

Ⅲ 総括 

 

 学校教育課  

  

海田町の学校教育の基本理念である「『夢を持ち，夢を語ることのできる』児童

生徒の育成」を目指して教育活動を進めてきた。 

平成 30年度は新学習指導要領の趣旨を実現するため，「海田版『学びの変革』推

進事業」と「グローバル人材育成事業」を柱として児童生徒の主体的・協働的な学

びによる確かな学力の定着を目指すととともに，「見方・考え方」を働かせながら

深い学びに向かうことができるよう，取組を推進した。 

そのことにより，新学習指導要領に即した学習内容について，教職員の理解が深

まり，授業力の向上を図ることができた。一方で，児童生徒の基礎的・基本的な知

識・技能の習得に課題が残った。 

また，様々な課題を抱える児童生徒を支援するための環境整備を行い，相談や支

援の拡充を図ったことで，不登校児童生徒等の減少につながった。 

 今後も教育環境の整備，教職員の働き方改革等を推進するとともに，各施策の取

組を促進することで，目指す児童生徒の育成に努めていく。 

   

 

 生涯学習課  

 

 「『人がつながり，夢を育む』生涯学習の推進」を図ることを目標に，住民一人ひ

とりが様々なスポーツに親しみ，優れた芸術文化に触れる機会の提供に努めた。 

 平成 30 年度は，７月豪雨災害の発生により，事業の中止及び来館者の減少等の

影響が見られたが，そういう状況下においても事業の実施・継続に努め，概ね充実

した内容となった。 

 公民館整備事業については，「社会教育施設のあり方」及び「文化協会及び総合

型スポーツクラブの設立」について，社会教育委員会議へ諮問し，答申を得た。ま

た，（仮称）海田公民館及び（仮称）織田幹雄記念館の愛称を「織田幹雄スクエア」

に決定した。建設工事に関しては６月に着手し，一部の杭長が不足することが判明

したため変更契約を行い，工期を３か月延長したが，令和２年４月の開館スケジュ

ールに変更はない。引き続き，開館に向けたソフト・ハードの整備に適切に取り組

んでいく。 
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Ⅳ 評価委員の点検・評価 

 

 令和元年度海田町教育委員会点検・評価報告書案（平成30年度対象）について，令

和元年8月29日に海田町役場別館加藤会館２階会議室においてヒアリングを実施しまし

た。評価結果の根拠，評価の判断・解釈の適切性，今後の方策の不明な点や疑問点な

どについて質疑を行いました。 

 平成30年度については，７月の豪雨災害で海田町は大きな被害を受けました。その

影響を考慮に入れて，評価を行いました。 

今回のヒアリングの中で，次のことが話題となりました。 

１ 平成 30 年度で４年目となる「海田版『学びの変革』事業」や「こども議会運営

事業」など，年々工夫を加えながら，取組が積み上がって進化してきている点が評価

できます。さらに，「今後の方策」を見ると，令和元年度は一層の発展が期待できそ

うです。 

 

２ 評価の在り方について，単に「取組の成果があがった」というだけでなく，

「どのような考え方で・何を大事にして取組を行ったから成果があがった」を示す

ことが重要だと思います。たとえば，青少年サポート事業は「様々な形態による社

会参加」と「児童生徒一人一人に関わりきる」ことを大事にして成果をあげている

ことが注目に値します。 

 

 ヒアリングを踏まえて評価結果の変更や補足などをおこなった報告書案の修正版が9

月11日付けで外部評価員のもとに送付され，その修正箇所について確認しました。 

 その結果，令和元年度海田町教育委員会点検・評価（平成30年度対象）は適切であ

ると判断します。 

 

                  外部評価員               

                    広島大学大学院教育学研究科 

                     教授  曽余田 浩史 

 


