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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。令和２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 12回， 臨時会 １回 

 

３ 教育委員会会議での審議状況 

  議題件数 74件 

  （内訳） 議案 31件，報告協議 42件，承認 １件 

 

開催日 議案・報告等 件  名 

4月 12日 

報告協議第１４号 学校における働き方改革取組方針（案）について 

報告協議第１５号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第１６号 各行事の開催及び結果等について 

5月 17日 

報告協議第１７号 学校経営計画について 

議案第６号 令和元年６月定例議会補正予算案について 

議案第７号 
令和２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１８号 年間スケジュールについて 

報告協議第１９号 平成３０年度小中学校卒業生の進路状況について 

報告協議第２０号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第２１号 各行事の開催及び結果等について 

6月 14日 

議案第８号 海田町教育委員会聴聞等規則の一部改正について 

報告協議第２２号 令和元年６月議会について 

報告協議第２３号 海田町学校教育意識調査について 
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開催日 議案・報告等 件  名 

報告協議第２４号 
令和元年度海田町教育委員会点検・評価（平成３０

年度対象）について 

報告協議第２５号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第２６号 各行事の開催及び結果等について 

7月 12日 

承認第１号 臨時代理の承認について 

報告協議第２７号 部活動の方針について 

報告協議第２８号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第２９号 各行事の開催及び結果等について 

8月 20日 

議案第９号 令和２年度使用小中学校教科用図書の採択について 

議案第１０号 
令和２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１１号 令和元年９月議会補正予算案について 

報告協議第３０号 学力調査の結果について 

報告協議第３１号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第３２号 各行事の開催及び結果等について 

9月 20日 

報告協議第３３号 平成３０年９月議会について 

報告協議第３４号 海田町学校意識調査の結果について 

報告協議第３５号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第３６号 各行事の開催及び結果等について 

10月 18日 

議案第１２号 令和元年１０月議会補正予算案について 

議案第１３号 
令和元年度海田町教育委員会点検・評価（平成３０

年度対象）について 

報告協議第３７号 学校へ行こう週間について 

報告協議第３８号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第３９号 各行事の開催及び結果等について 

11月 15日 

議案第１４号 海田町文化財審議会委員の委嘱について 

議案第１５号 海田町公民館条例の一部改正について 

議案第１６号 織田幹雄記念館設置及び管理条例の制定について 

議案第１７号 令和元年１２月議会補正予算案について 

報告協議第４０号 令和元年１０月臨時議会について 

報告協議第４１号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第４２号 各行事の開催及び結果等について 

12月 13日 議案第１８号 
海田公民館及び織田幹雄記念館の愛称を定める規則

の制定について 
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開催日 議案・報告等 件  名 

議案第１９号 海田町公民館管理運営規則の一部改正について 

議案第２０号 
海田町視聴覚ライブラリー管理運営規則を廃止する

規則の制定について 

議案第２１号 織田幹雄記念館管理運営規則の制定について 

議案第２２号 
海田町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部

改正について 

議案第２３号 海田町教育委員会公印規程の一部改正について 

報告協議第４３号 令和元年１２月定例議会について 

報告協議第４４号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第４５号 各行事の開催及び結果等について 

1月 17日 
報告協議第１号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第２号 各行事の開催及び結果等について 

2月 21日 

議案第１号 令和２年３月定例議会補正予算案について 

議案第２号 令和２年度当初予算案について 

報告協議第３号 令和２年度夢未来ビジョンについて 

報告協議第４号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第５号 各行事の開催及び結果等について 

3月 13日 議案第３号 県費負担教職員の人事異動について 

3月 23日 

議案第４号 町職員の人事異動について 

議案第５号 海田町社会教育委員の委嘱について 

議案第６号 海田町スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第７号 
海田町立学校における学校運営協議会の設置等に関

する規則の制定について 

議案第８号 
海田町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に

関する規則の制定について 

議案第９号 
海田町教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正に

ついて 

議案第１０号 
海田町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関

する規則の一部改正について 

議案第１１号 

選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営の

ために納付すべき費用の額を定める規程の一部改正

について 

議案第１２号 
学校その他教育機関等の長に対する事務委任規程の

一部改正について 

議案第１３号 社会教育指導員設置規程の廃止について 
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開催日 議案・報告等 件  名 

議案第１４号 
令和２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６号 令和２年３月定例議会について 

報告協議第７号 特別支援学級等の状況について 

報告協議第８号 通級指導教室の状況について 

報告協議第９号 生徒指導上の諸課題について 

報告協議第１０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 23日 安芸郡４町教育長会議 教育長 府中町 

4月 15日 
広島県市町教育長会議 教育長 広島市 

1月 22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 15日 広島県西部教育事務所管内 教育長，部・課

長会議 
教育長 呉市 

12月 16日 

5月 24日 広島県町教育長会定期総会 教育長 広島市 

5月 30日 広島県市町教育委員会連合会定期総会 教育長 広島市 

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 
広島市 

11月１日 
広島県女性教育委員研修会 委員（2名） 

尾道市 

3月 6日 広島市 

11月１日 広島県町教育長会研修会 教育長 北広島町 

1月 10日 安芸郡教育長・小学校長合同研修会 教育長 広島市 

 

⑵ 主な式典･行事等 

日 時 内     容 会  場 

4月 1日 教職員辞令交付式 ひまわりプラザ 

4月 8日 入学式 各小学校 

4月 9日 入学式 各中学校 

1月 12日 成人祭 海田公民館 
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3月 8日 卒業式 各中学校 

3月 19日 卒業式 各小学校 

3月 31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 1日 海田町教職員研修 海田中学校 

8月 5日 
町主催研修 

・通級による指導を効果的に活用した教育活動の推進 
ひまわりプラザ 

8月 19日 

町主催研修 

・広島県がめざす幼保小連携教育 

・幼児期の経験と小学校での経験がどのようにつなが

るのか 

ひまわりプラザ 

9月 18日 

公開研究会 

・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 

10月 16日 

公開研究会 

・主体的に学びを深める児童の育成～「見通し」・「協

働」・「振り返り」を効果的に設定した授業づくり～ 

海田小学校 
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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 

令和元年度 

 

３ 評価の実施時期 

令和２年５月～ 内部評価 

令和２年８月  外部評価 評価者：広島大学大学院人間社会科学研究科 

                   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（P7～P24） 

     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（P25～P44） 

     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 

 令和元年度は，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

導要領の趣旨の実現を目指し，平成３０年度の実践により明確になった課題の改善に向け，

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

質的な改善への取組を継続するとともに，新学習

指導要領の趣旨を踏まえ，地域や学校の実態に即

した「課題発見・解決学習」の単元を位置付けた

年間指導計画の作成を行う。 

Ａ 8 

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。 

Ｂ 11 

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，町主催研修を実施し，

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 13 

 

成果と課題 

「海田版『学びの変革』推進事業」では，町立小中学校の校長・各校１名の「学びの変

革」推進担当者・海田町教育委員会担当者２名から成る「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

指した学習過程の質的な改善へ向けて協議し，町立小中学校において取組を継続した。ま

た，新学習指導要領の趣旨の理解を深めるとともに，平成３０年度の実践で明確になった

課題の改善に向けた取組を進めた。特に，「課題発見・解決学習」の単元を位置付けた年間

指導計画の作成は, 地域や学校の実態に即した計画となるよう，平成３０年度までに実践

してきた単元や授業の改善を進めた。各種学力調査等の分析結果からは，小学校２教科，

中学校３教科とも全国平均，広島県平均を上回り，一定の成果を得ることができた。  

「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。特に，小学校高学年の

学級担任においては，ティーム・ティーチングによる授業での主としての役割を理解し，

単独での授業実践を進める中で指導力の向上を図ることができた。 

「ICT活用事業」では，海田中学校を推進校に指定し，生徒用タブレット端末等を整備し

た。教職員の ICT 機器活用のスキル向上を目指し，推進校において新規導入したタブレッ

トと小学校と中学校の特性に合わせたパソコンを有効活用するための町主催研修を行い，

推進校においては，検証授業を行った。 

 

 

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，新学習指導要領の趣旨を踏まえて研究開発してきた各

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，年間指導計画等の見直しと改善を図り，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い，学校間での共有を図

る。 

・校内読書推進委員会を設置し，読書活動の充実を図る。 

令和元年度目標 

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，カリキュラム・マネジメントの改善及びそれに基づく「課

題発見・解決学習」を柱とした授業づくりに取り組む。 

評価指標 

・カリキュラム・マネジメントの改善及びそれに基づく「課題発見・解決学習」を柱と

した授業づくりに取り組み，学校間での交流を図り，検証・改善を図った学習指導案

を各校ホームページに学習指導案を掲載して周知する。 

・全国学力・学習状況調査 各教科正答率 全国平均 ＋7 

・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 

・町立全小中学校を対象として，新規の取組であるビブリオバトルを計画・実践する。

（実施率 100％） 

事業評価 

・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。 

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

・各小中学校において，令和２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 

A 

評価 

学校教育課 
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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 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

小
学
校 

国語 
基礎 ＋11.3 ＋4.2 ＋6.3 

＋12.2 
活用 ＋9.4 ＋8.5 ＋9.3 

算数 
基礎 ＋9.2 ＋6.4 ＋5.5 

＋4.4 
活用 ＋10.2 ＋7.1 ＋5.5 

理科 ― ― ＋8.7 ― 

中
学
校 

国語 
基礎 ＋3.0 －0.4 －1.1 

＋5.2 
活用 ＋5.6 －2.2 －2.2 

数学 
基礎 ＋5.1 ＋3.4 －2.1 

＋6.2 
活用 ＋7.4 ＋2.9 －0.9 

理科 ― ― －4.1 ― 

英語 ― ― ― ＋0.6 

 

・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，中学校と

も，全項目で全国平均を上回った。中学校の英語では，図やグラフと英文を照らし合

わせて解答していく問題において情報をとらえきれていなかったり，問題文から自分

で考え意見を書く問題において，問いかけに答えるだけで具体的に自分の考えを述べ

ることができなかったりと，情報を読み取り自分の考えを具体的に表現することに課

題が残った。 

・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は，中学校では 9 項目中 9 項目（100％）

で目標を上回ったが，小学校では 78％と目標を２％下回った。 

・ビブリオバトルの実施率 100％（６校中６校実施） 

 取組後，図書室の特設コーナーに訪れる児童生徒の数が増えた点や新しいジャンルの

本に挑戦するなど，読書の幅に広がりがみられた。 

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，

変化の激しい社会で活躍するために必要な資質・能力の育成を目指した「主体的な学

び」の実現に向けて，児童生徒の学力向上に向けた学習課題や指導方法を検討し，各

中学校区で研修を深め，各学校の授業力向上を図る。 

・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。 

・各校で進めてきた総合的な学習の時間の単元づくりについて，更に修正・改善を進め

ていくことができるよう，「学びの変革推進協議会」における研修や，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。 

・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（令和２年度は，

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の対策として中止された全国学力・学習状況調

査の代わりとして，ＣＲＴと広島県「基礎・基本」定着状況調査の児童及び生徒質問
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紙調査における，「課題発見・解決学習」に関する質問に準拠した質問を指標とする）

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。  

・小学校の音読指導と，中学校のねらいを達成するための授業づくりに向けた計画を求

め，更なる基礎・基本の定着を図る。 

・校内読書推進員会の運営が機能的に進むように読書活動年間計画の作成を行う。また，

定期的な声掛けを行い，ビブリオバトルを例として，読書活動の充実を図れるような

工夫を促していく。 

・新型コロナウイルス感染症による臨時休業の影響を整理し，予定されていた諸計画を

実施していけるように支援していく。 
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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。また，小学校と中学校が円滑に接続できるように，児童生徒

の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をめざして実践

的な研究を行う。 

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において，学級担任の T1 としての技能を高

め，授業の充実・改善を図る。 

・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。 

令和元年度目標 

新学習指導要領に則した指導内容の実施に向け，小中連携や外部講師からの指導により

授業改善を進めることで，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。：各校 1回以上 

・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：70％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 

・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：70％以上 

・小学校３年から６年の学級担任による外国語または外国語活動の授業研究の場の設定：

１回以上 

事業評価 

・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。 

また，中学校においては，全ての英語担当教員を対象として，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。 

 

 

学校教育課 

グローバル人材育成事業 

事業名 

B 

評価 
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・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 

 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

小学校 70.6（72.8） 74.4（73.0） 78.0（72.2） 61.1（71.3） 

中学校 54.6（59.6） 51.6（61.6） 65.4（61.2） 61.2（61.5） 

                 （対象人数：小学校 285人 中学校 238人） 

肯定的回答率について，中学校においては概ね県平均であるが，小学校と中学校ともに

目標値を下回っている。特に，小学校においては，県平均を 10.2 ポイント下回ってい

る点は，課題としてとらえており，町内の学校間において格差がみられていることや「非

常に肯定的な児童の割合」が低下している状況がみられる。 

 

・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 

人数 23 25 26 

割合 85.2 92.6 96.3 

                 （対象人数：27人（研究指定校１学級）） 

 

・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：85.3％（H30 76.3％） 

・小学校３年から６年の学級担任による外国語または外国語活動の授業研究の場の設定：

１回以上：100％ 

今後の方策 

・小学校においては，令和元年度の実践で明確になった課題の改善に向け，授業改善や教

諭等の指導力の向上を図るために外部講師を招聘して教員研修を積極的に進める。特

に，児童生徒が学習したことを活用して積極的にコミュニケーションを図るなど主体的

な態度の育成をめざし，外国人指導助手（ALT）による指導の充実や ICT の効果的な活

用など個に適した学びとなるように授業改善を積極的にすすめる。 

・・中学校においては，新学習指導要領の趣旨に則して，教員研修を積極的に進め，授業改

善や教諭等の指導力の向上を図る。特に，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継続して実施する。 

・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

れる機会を増やすことで，「聞く」「話す」領域について児童生徒の基礎基本的な力の向

上をめざす。 

・研修会等については，新型コロナウイルス感染症のため中止せざるを得ない活動も生じ

ているが，年間の計画を調整し，効果的に実施できるように工夫していく。 
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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，計画に沿って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，推進校を中心として，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。 

令和元年度目標 

・海田中学校を推進校として，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の 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，町主催 ICT研修を実施し，ICT専門職員を有効に活用する。 

・推進校において，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の整備を計画に沿って進める。 

・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，生徒が「主体的・協働的で深い学び」

を実現できるよう，町教委主催 ICT研修を実施するとともに，その活用効果を高めるよう，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 

事業評価 

・海田中学校へ新たに 40 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。 

・海田中学校への新たに整備した 40 台の生徒用タブレット端末を有効活用できるよう，基本操作

や活用方法について町教委主催研修を実施した。また，各小中学校情報担当教員を対象とした校

内配置 PCの活用研修も行った。 

ICT 活用事業 A 

事業名 評価 

学校教育課 
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・推進校で生徒用タブレットを活用し，各教科で年に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い，町主催研修の実施後，学習指導案３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月に

実施した質問紙調査の推進校の肯定的評価の割合を広島県と比較した結果，いずれも広島県平均

を上回った。また推進校の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，「（３）調べたことを発表するなどの学習活動に取り組む」の項目において，13.4％の増加が

見られた。しかし，「（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」の２つの項目においては，広島県の平均は上回っているものの，６月と２月の増加の割

合は，微増にとどまっている。ICT 機器の活用においては，（１）と（２）の項目に関わる「考

えを伝える場面」や「考えを広め深める場面」での活用頻度が高まるよう，指導者の活用能力を

高める必要がある。 

質問紙調査における肯定的評価の割合【対象：推進校第２学年】          （%） 

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 

広島県 6月 61.4 81.3 69.0 

推進校 6月(161人) 72.3 83.2 71.0 

推進校 2月(155人) 73.4 83.7 84.4 

6月と 2月の差 ＋1.1 ＋0.5 ＋13.4 

・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。推進校において，「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 86％であった。 

・推進校において，「『ICT 活用事業』取組の総括」の作成を奨励し，その結果を検証することで,

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 

・各小中学校に１人１台の児童生徒用タブレット端末を整備するとともに，タブレットを授業で活

用できるよう全教室に無線 LAN アクセスポイントを設置し，児童生徒が学習内容を理解するため

のＩＣＴ機器を活用した支援の充実を図る。 

・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いて成果を得た「調べたこと

を発表するなどの学習活動に取り組む」学習過程を含めた３項目について，引き続き検証検査を

継続するともに，教職員にタブレット等 ICT機器の活用方法についての研修を設け，ICT機器活

用能力の向上を図ることで，授業における ICT機器活用頻度の増加と各学習過程に応じた活用を

促し，児童生徒が主体的・協働的に学習する授業づくりの推進に向けた学習活動を工夫するよう

指導する。 

・町立小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づくりを奨励することに

より，効果的な使用方法の例を蓄積する。 

・新型コロナウイルス感染症等の不測の事態に備えたＩＣＴ環境の整備を図る。 
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施策  

 豊かな心の育成 

取組と評価 

 令和元年度は，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，学校の登校日や対象者のニーズに合わせた適応指導

教室の開室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。各学校

での事前・事後の指導の充実に努めた。 

 

生徒指導上の諸課題の年次推移 

 

令和元年度全国学力・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 

今住んでいる地域社会の行事に参加している 76.6（68.0） 65.1(50.6) 

学校の規則を守っている 96.9（92.3） 97.8(96.2) 

人の役に立つ人間になりたい 96.1（95.2） 98.2(94.3) 

地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある 68.5（54.5） 56.9(39.4) 

いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う 99.2（97.1） 96.9(95.1) 

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。 

Ｂ 17 

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，児童生徒のニーズに合わせた学校

復帰への支援をする。 

Ａ 19 

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，各

学校での事前・事後の指導を充実させることで，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 21 

 

 

小学校 中学校 

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

暴力行為(件) 5 13 47 24 19 6 5 8 

いじめ(件) 6 1 18 25 5 4 29 17 

不登校（人） 11 14 13 13 40 37 30 30 

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，令和元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 80.2%と高い。 

「青少年サポート事業」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が設けられるよ 

うに，児童生徒一人一人にかかわりきる支援体制の整備・充実に努めた。不登校児童生

徒数は，前年と同数であったが，教育相談員等による家庭訪問や校内適応指導教室通室者

への支援に加え，学習環境の整備やスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカ

ーとの連携の強化等の取組により，不登校児童生徒及び不登校傾向児童生徒の町適応指導

教室や各関係機関への接続を進すすめることができた。町適応指導教室通室者の中には，

学校に復帰した児童生徒や，回数は少ないものの学級復帰に向かっている児童生徒もいる。

また，校内適応指導教室においては，半数の児童生徒の欠席数が減少し，この中の一人は，

昨年度までは完全不登校であったが，教育相談を継続して行うことにより，学校復帰を果

たしている。 

「こども議会運営事業」については，平成 30年度の７月豪雨災害により，こども議会を

各学校での模擬議会として開催とした。このことにより，多くの児童生徒が議会について

の意識付けができたことを生かし，令和元年度は，各校とも子ども議員だけでなく，より

多くの児童生徒の意見を反映させた一般質問を作成したり，事後報告の機会をもったりと，

地域に対する意識の向上や政治的教養の理解につながる取組となった。 
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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，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し，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，自尊感情を高められるようにする。 

令和元年度目標 

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 

・クリーン活動や合同あいさつ運動，植栽活動の活動については，各校の児童会・生徒会を

中心とした児童生徒の主体的な活動につながった。特にクリーン活動については，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よい

機会となった。また，児童生徒の代表が，推進協議会に参加し，取組内容や体験で学んだ

こと等について報告を行った。ここでは，地域社会とのかかわりの中で達成感や自己の成

長を実感している様子が多く報告された。 

・自尊感情については，児童生徒，保護者ともに高い水準で保つことができている。しかし，

社会参画意識については，心の元気アンケート調査での結果から，児童生徒の肯定的評価

は 75・3%と昨年度より数値が下がっている。また，保護者の評価は 50.5%と低調で，児童

生徒の社会参画意識の向上をめざし，保護者・地域を巻き込んだ取組の改善・充実や地域，

保護者に向けた積極的な広報ができるような工夫が必要である。 

 

 心の元気アンケート調査 自尊感情について 

質問項目「自分にはよいところがあると思う」に対する肯定的な回答の割合(％) 

 H29年度 H30年度 R元年度 

生 徒 88.4 89.1 88.5 

保護者 87.4 85.7 86.9 

心の元気アンケート調査 社会参画意識について 

質問項目「今住んでいる地域の清掃ボランティア活動に進んで参加しようと思う」に対

する肯定的な回答の割合(％) 

 H29年度 H30年度 R元年度 

生 徒 82.5 82.6 75.3 

保護者 64.0 54.2 50.5 
 

心の元気を育てる地域支援事業 

事業名 

B 

評価 

学校教育課 
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今後の方策 

・令和２年度にコミュニティ・スクールを立ち上げ，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に学校と地域が連携・協働できる仕組みをつくる。中学校区を

一つの枠組みとして活動を見直し，各校区が掲げる推進基本構想の実現できるように継続

的に支援を進める。 

・地域人材の再発掘を進め，各校が効果的に活用できるように支援する。各校の学校だより

やホームページに加え，地域の回覧板等の有効利用を行い，児童生徒の取組について地域

や保護者へ積極的に発信できるようにする。 

・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する。 
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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 

・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。 

・教育相談員やスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，適応指導教室指導員

等との連携を強化し，組織的に指導・相談を実施する。 

令和元年度目標 

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組織的に取り組むこ

とにより，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５％減 

・適応指導教室通室者に対する学校復帰者の割合 30％ 

・適応指導教室通室者に対する学級復帰者の割合 10％ 

・不登校児童生徒の状況を把握するための定期的な校内連絡会の開催 

・不登校児童生徒の状況を把握するための定期的な中学校区連絡会の開催 

事業評価 

・不登校児童生徒数については前年と同数であったが，教育相談員等による家庭訪問や校

内適応指導教室通室者への支援に加え，学習環境の整備・拡充を進め，各校スクールカ

ウンセラー及びスクールソーシャルワーカーと連携した組織的な取組により，不登校児

童生徒及び不登校傾向児童生徒の町適応指導教室や各関係機関への接続を進めることが

できた。 

・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，広報用チラシ及びカ

ードを各校及び関係機関に配布し，事業の周知を図った。 

・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は，７人中４人で 57.1％で

あった。さらに，その内２人は，回数は少ないものの，学級復帰を果たしており，学級に

復帰した児童生徒の割合は，28.6％であった。また，校内に設置の適応指導教室において

は，６人中３人の欠席数が減少した。この中の一人は，昨年度完全不登校生徒であり，継

続的に教育相談を行うことにより，学校復帰を果たしている。 

・町適応指導教室「さんさんルーム」の環境整備を行うととともに，町立小中学校の長期

休業中の登校日等を考慮して開設日を設定する等，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。 

・不登校児童生徒の減少しに向けた中学校区での連絡会を定期的に行うことができた。 

青少年サポート事業 

事業名 

Ａ 

評価 

学校教育課 
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今後の方策 

・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や，広報用チラシ及びカード

の各校及び関係機関への配布を通した事業の周知を継続し，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。 

・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がより効果的に進められるよう，

校内適応指導教室やスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーとの連携の

強化を図る。 

・不登校児童生徒の減少に向け，中学校区での組織的な体制づくりを継続して進めていく。 

・夏季及び冬季休業中や非常事態による自主登校期間等には，町適応指導教室の開室につい

て，児童生徒のニーズに合わせて弾力的に運営する。 

・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検証の指標として，不登校児童生

徒数及び町適応指導教室者の学校復帰率とともに，令和元年度から指標として新たに加え

た学級復帰率を把握し，児童生徒の変容を根拠とする効果検証として継続する。 
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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。また，各学校での取組を充実させ，学校内におけるまち

づくりへの意識や政治的教養を高まりへとつなげる。 

令和元年度目標 

児童生徒一人一人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，まちづくりへの意識や政治的教養を高

める。 

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。 

・こども議員以外の児童生徒にもまちづくりへの意識を高めるための取組ができたか。 

事業評価 

・こども議員は，町議会議員との勉強会での議員との交流から学んだり，小中学生の発達

段階を考慮して，再質問を事前に準備して本会議に臨ませたりしたことにより，町の課

題や将来像を問う意識の高い質問を行った。 

・昨年度の取組の交流を受け，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，中学校では一人一課題の一般質問の内容を提案した中から生徒会執行部を

中心として取り上げる内容を検討する等，海田町立小中学校の全てで，多くの児童生徒

が参画できるよう各校が工夫して取り組み，政治的教養を高めることができた。 

・各校とも，児童生徒向けの報告会を実施し，選出されたこども議員だけでなくその他の

児童生徒も継続的に事業に関わることができた。 

・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，経過報告書

を作成し各校に配付するなど，議会終了後の情報提供の機会を設けた。 

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，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，事前研修会の内容や本議会の流れを工夫する。 

・本議会一般質問において，「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校に配付することを継続し，議会終了の３カ月後を目途にして，情

報提供の機会を設ける。 

・新型コロナウイルス感染症のため，開催を見合わせ，感染状況を見ながら開催の方策を

探っていく。 

 

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 

 令和元年度は，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 

児童生徒の安全管理に係る取組 

教職員・児童生徒への防災に係る意識醸成の取組 
Ａ 23 

学校施設整備事

業 

学校施設長寿命化計画策定に係る取組 

学校施設の耐震化に係る取組 

学校施設の空調設備の計画的な改修等に係る取組 

安全な学習環境の整備に係る取組 

Ａ 24 

教職員の働き方

改革推進事業 

入退校管理システムによる労働時間の把握 

教職員の時間外勤務の実態を分析 

目標・成果指標を設定 

Ｂ 25 

 

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，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。 

学校安全ボランティアについては，14 名減少したため，登録の呼びかけを引き続き行う

必要がある。 

不審者情報等の配信については，緊急メール配信登録者に対し，速やかに情報発信する

ことができた。 

平成 30年７月豪雨災害の被災経験から，各小中学校において全教職員を対象に町防災課

危機管理監を招聘し，防災に係る研修を実施するとともに，児童生徒を対象に発達段階に

応じた防災教育の実施，小学校においては保護者の協力を得て引き渡し訓練を実施するな

ど，災害や防災について意識を向上させる機会をもつことができた。 

学校施設長寿命化計画策定に係り，文部科学省主催研修会に参加し手続きを理解すると

ともに，策定に係る財源を確保することができた。 

また，耐震化工事及び空調設備に係る財源を確保することができた。 

教職員の働き方改革に係る取組については，令和２年度末における児童生徒と向き合う

時間が確保されていると感じる教職員の割合は，71.7％であり，一定の成果が見られる。

市しかし，時間外勤務が１年を通じて月 45時間を超える教職員数は 228／248人（91.9％）

であり，校務運営システムを導入するなど，より効果的な取組を進める必要がある。 

また，業務改善に向けた各校の実践を共有する場を設けたり，業績評価（自己申告）書

の評価項目において，業務改善に係る目標設定を奨励したりすることで，教職員の業務改

善に係る意識の醸成を進めることで教職員の時間外勤務時間が減少してきている。 

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 

・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，児童生徒の安全に関する情報，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。 

・教職員の災害に適切に対応する能力を高めるために，防災研修を実施する。 

・平成 30年度７月豪雨災害の被災経験から，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。 

令和元年度目標 

・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。 

・防災教育を実施することにより，災害や防災に関する知識を身に付け，能動的に防災に対応で

きる児童生徒を育成する。 

評価指標 

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

事業評価 

・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。 

・学校安全ボランティアについては，14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。 

 

 

 

 

・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。 

【令和元年度通学安全プログラム検討結果】 

 危険個所：46箇所 対策の検討件数：50件 令和元年度末時点の対応件数：44件 対応率 88％ 

・各小中学校において，町防災課危機管理監を招聘し，防災に係る研修を実施した。 

・各小中学校において，発達段階に応じた防災教育を実施するとともに，小学校において保護者

の協力を得て引き渡し訓練を実施した。 

 H29年度 H30年度 R元年度 

学校安全ボランティア登録者数 101人 79人 65人 

緊急メール配信登録者数 1,933人 2,012人 1,969人 

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。 

・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。 

・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。 

・教職員へ防災研修を実施するとともに，保護者・児童生徒に対し，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。 

・学校施設の耐震化を実施する。 

・空調施設の計画的な改修，新規設置を実施する。 

・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。 

令和元年度目標 

・学校施設長寿命化計画を策定するための，スケジュール管理，財源を確保する。 

・非構造部材の耐震化が未実施の施設について耐震化のための財源を確保する。 

・空調設備の改修が必要な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 

・学校施設長寿命化計画策定のための進捗管理ができたか。 

・海田小学校，海田西小学校体育館の非構造部材の耐震化に向けた進捗管理ができたか。 

・空調施設の改修が必要な普通教室等について，計画的に設置したか。 

・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策定に係る文部科学省主催研修会に参加し，策定に係る手続き等につ

いて理解するとともに，策定に係る財源を確保することができた。 

・海田小学校，海田西小学校体育館の非構造部材の耐震化工事に係る財源を確保することがで

きた。 

・海田南小学校の普通教室について，空調設備の改修工事を実施した。 

・令和２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。 

今後の方策 

・令和２年度中に，学校施設長寿命化計画を策定する。 

・海田小学校，海田西小学校体育館の非構造部材の耐震化工事を実施する。 

・空調設備が未設置の教室について増設工事を行う。 

 

 

 

 

学校施設整備事業 

事業名 

A 

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。 

・業務改善に向けた各校の実践を共有する場を設けたり，業績評価（自己申告）書の評価項目

において，業務改善に係る目標設定を奨励したりし，より実効性のある取組とする。 

令和元年度目標 

・児童生徒と向き合う時間を確保する。 

・教職員一人一人が健康でいきいきとやりがいをもって勤務できる環境づくりを推進する。 

評価指標 

・児童生徒と向き合う時間が確保されていると感じる教職員の割合を令和３年末に 80％以上 

・時間外勤務が月 45時間を超える教職員数を令和３年度末に１年を通じて０人 

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教職員の労働時間を客観的

に把握した。 

・令和２年度末における児童生徒と向き合う時間が確保されていると感じる教職員の割合は，

71.7％であり，一定の成果が見られる。しかし，時間外勤務が１年を通じて月 45時間を超え

る教職員数は 228／248人（91.9％）であり，校務運営システムを導入するなど，より効果的

な取組を進める必要がある。 

・月 80時間以上時間外勤務している教職員に対して校長面談を実施し，指導・助言を行うとと

もに，業務務改善事例の共有や業績評価（自己申告）書における目標設定を通して，教職員

の業務改善に係る意識の醸成を進めることで教職員の時間外勤務時間が減少してきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の働き方改革推進事業 

事業名 

B 

評価 

学校教育課 
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今後の方策 

・より適正かつ客観的に勤務実態を把握するため，入退校システムを更新または，変更する。 

・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。 
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施策  

 生涯学習の推進 

 

取組と評価 

 令和元年度も引き続き，「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 28 

公民館主催講座事

業 

子供，大人から大人まで，それぞれの世代に応じ

た主催講座を開催する。 
Ｂ 30 

公民館整備事業 織田幹雄スクエア（海田公民館・織田幹雄スクエ

ア）の建設工事を行う。 
Ａ 32 

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，居心地の良い読書環境を提供するとともに，利

用者のニーズにあわせた主催講座等を実施し，読書

推進を図る。 

Ｂ 33 

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や社会情勢の変化等に応じた

図書等資料の収集や情報の提供を行い，図書資料の

利用促進に努める。 

Ｂ 35 

 

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，各世代の住民の学習ニーズに対

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

設を順調に進めることができた。 

 

 

 

 

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。 

令和元年度目標 

子供から大人まで，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 

・新型コロナウイルス感染症対策により，事業の中止や臨時休館対応を行ったため，利用者数は

減少している。特に定期講座において利用者の固定化，高齢化が進み，在籍者の減少傾向に歯

止めがかかっていない。 

○公民館年間利用状況（※R元より公民館事業は,主催事業と自主講座の年間延利用者数）    （人） 

利用者 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

公民館事業 78,217 77,119 68,318 53,638 

一般利用 27,267 28,852 22,429 32,095 

計 105,484 105,971 90,747 85,733 

    ※各公民館が選挙の投票所となっており，各年度に行われる選挙の執行状況により利用

者数の増減に影響がある。令和元年度は３つの選挙があり投票者数が一般利用に含ま

れている。 

○自主講座在籍者数 

・青少年健全育成講座 

 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

講座数 19 12 12 13 

在籍者（人） 299 291 294 264 

・定期講座 

 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

講座数 110 108 109 109 

在籍者（人） 1,668 1,603 1,453 1,270 
 

公民館管理運営事業 

事業名 

Ｂ 

評価 

公民館 
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今後の方策 

自主講座については，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，住民の自発的な生涯学習活動や交流を支援し，公民館利用の促進を図る。 
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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 

・子供から大人まで，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。 

令和元年度目標 

・講座内容の充実を図り，子供から大人までを対象とした，学習の機会を提供する。 

・「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 

・主催講座の充実を図り，多様な講座を提供できたか。 

・「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，内容を工夫し講座数を増やし

た結果，参加者が増加した。新型コロナウイルス感染症対策のため，一部事業を中止とした。 

・各種団体と連携した新規事業を実施し，主催講座内容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。 

・新規講座として，【子供科学教室】【けん玉教室】【物づくり教室】【リフレッシュ講座】【親子

講座】【海田冒険遊びの場】を開催した。また，広島市安芸区との交流事業を開催するなど，

新たな連携が見られた。 

 

○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」 

メンバーが親子講座「アンガーマネジメント講座」に参加し，学んだ。情報冊子「海田町おせ

っかい情報誌（アンガーマネジメント版）」を作成し，町内小学校を通じて児童に配布する予

定であったが，学校の休校により延期した。メンバーの継続的な活動が困難となり，次年度か

らの活動は休止の予定。 

 

○青少年育成事業（ジュニアサマースクール等） 

 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

講座数 15 17 14 27 

参加者（人） 254 380 562 612 

○高齢者学級（寿大学，延寿大学） 

 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

講座数 2 2 2 2 

参加者（人） 255 303 319 297 
 

公民館主催講座事業 

事業名 

Ｂ 

評価 

公民館 
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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，公民館の情報を様々な媒体で積極的に発信する。 

・生涯学習課・織田幹雄スクエア・海田東公民館と連携し，各館の特性を生かした講座を企画・

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」については，養成講座として再継続していくのか，現メンバ

ーの活動再開を支援するのか方向性を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

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。 

令和元年度目標 

・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。 

・社会教育委員会議からの答申を受けて，時代に即した公民館となるようソフト事業につい

て検討する。 

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。 

・開館後のソフト事業について検討することができたか。 

事業評価 

【ハード整備】 

・令和 2年 1月 31日に，予定どおり竣工することができた。 

【ソフト整備】 

・令和 2 年度の「海田公民館」及び「海田東公民館」の主催講座について，連携して行う事

業と，館の独自性・地域性を活かして行う事業を区別し，総合的に検討することができた。 

今後の方策 

令和 2年 4月 1日の開館※をもって，本事業は廃止する。 

※実際には新型コロナウイルス感染症対策のため，4月 1日以降臨時休館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

えるとともに，読書推進事業を実施し，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。 

令和元年度目標 

・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。 

・適切な施設管理により，利用者が快適に過ごせるよう環境整備を図る。 

評価指標 

・主催講座参加者の満足度 

・来館者数 前年度比同程度以上とする 

事業評価 

・来館者数は， 

①平成 30 年 11 月から図書館駐車場が移転・縮小したことによる影響を克服することが

できず，4～10月の来館者数は前年度比で減少した。 

②令和元年 12月に図書館システム更新のための臨時休館期間を設けたことにより，12月

の来館者数は前年度比で減少した。 

③新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和 2 年 3 月 7 日から臨時休館としたことに

より，3月の来館者数は前年度比で減少した。 

といった理由により，大幅に減少したが，平成 30年度 12月，令和元年度 11月で年間利

用者を除し，比較をしたところ前年度の約 90％の達成率であったのでＢ評価とした。 

・子ども講座については，夏・冬ともに参加者の満足度は高く，おおむね好評であった。

文化講座（一般向け）については，令和 2年 2月 26日に予定していたものの新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため中止とした。 

・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

ることができた。また，新たなボランティア登録者を確保することができた。 

 

図書館管理運営事業 

事業名 

Ｂ 

評価 

図書館 
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○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「うごく絵＆パタパタマンガ」 88.9％ 

 ・冬の子ども講座「ダンボールでつくる鬼かざり」 100.0％ 

 ・おはなしボランティア養成講座（全 2回）  

第 1回「読み聞かせってなぁに？」，第 2回「絵本を選んで読んでみよう」 92.9％ 

 ・文化講座「浅野家がたどった城～浅野家の城と陣屋」 －％（中止） 

 

○図書館来館者数                                      （人） 

 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

来館者数 87,576 90,259 85,892 70,710 
 

今後の方策 

 駐車場の位置や図書館への交通アクセスについて，よりわかりやすく周知し，新規の来

館者を獲得する。ただし，駐車場の移転・縮小については物理的な問題であり克服困難で

あるため，特に子育て世帯等に対しては，図書館だけでなく，より駐車場の利便性の高い

公民館等図書室の利用促進を図っていく。 

 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。 

 他自治体等における講座の実施状況や利用者の声を参考に，参加者数が見込まれ且つ読

書推進につながるような講座を企画する。 
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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。 

令和元年度目標 

・利用者のニーズを的確に把握するとともに，地域社会の状況の変化に合わせて選書を行い，

多彩な図書を整備する。 

・展示を工夫することにより，図書館利用の推進を図る。 

評価指標 

・図書資料利用者数 40,000人 

・図書資料貸出点数 150,000点 

事業評価 

・利用者数・貸出点数ともに 4～2 月については前年度比同程度を維持することができた。（3

月については，新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和 2 年 3 月 7 日から臨時休館した

ことにより比較不可能） 

・特定の領域に偏らせることなく，適切に蔵書を整備することができた。 

・月ごとのテーマ展示や時事テーマ展示を行い，多様な図書の紹介を行うことができた。 

・乳幼児とその保護者が気持ちよく手に取ることができるよう，適宜，名作絵本の更新を行う

ことができた。 

・時代にあわせて児童の調べ学習に必要な図書を整備し，学習環境を整えることができた。 

・多数のリクエストに対し，相互貸借を積極的に活用して適切に対応することができた。 

・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，旧海田公民

館の蔵書も含めて一定量を整理することができた。 

 

○図書資料利用者数（個人のみ・延べ人数）                       （人） 

 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

利用者数 44,372 43,963 39,670 37,045 

 

 

 

蔵書整備事業 

事業名 

Ｂ 

評価 

図書館 
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○図書資料貸出点数  ※（ ）内は，分館の実績          （冊） 

 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

貸出点数 
155,177  

(13,958) 

154,416  

(15,631) 

139,716  

(14,451) 

130,275  

(15,316) 

 

〇その他（参考） 

 ※リクエストによる購入冊数の大幅減については，図書館間相互貸借制度を活用した対応し

たため。 

 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

図書館間相互貸借件数（借受）（件） 41 21 15 45 

リクエストによる購入冊数（冊） 157 153 168 22 

蔵書冊数（冊） 128,888 130,519 129,239 123,667 

うち児童書（冊） 43,325 44,235 43,404 42,286 

今後の方策 

・図書館職員の資質・能力について，より一層の向上に努める。 

・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。 

・随時，話題性に富むテーマ展示を積極的に行うとともに，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。 

・幼児・児童コーナー（絵本）の書架を増設するとともに，閉架図書を含めて蔵書を再度整理

し，利用者にわかりやすい排架とする。 

・リクエスト図書については，真に購入・蔵書化の必要性があるか十分に検討するととともに，

相互貸借を積極的に活用することにより，適切に図書購入費を確保する。 
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施策  

 地域文化の継承と創造 

 

取組と評価 

 令和元年度も引き続き，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) 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。 

(2) コンサートや芸術文化事業の実施により，住民が芸術文化にふれる機会の提供に努め

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，旧千葉家住宅角屋等の改修を行う。 

Ａ 38 

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。 

Ａ 40 

 

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の適切な管理及び来場者の

受け入れ等を行った。また，隣接する織田幹雄スクエア（海田公民館・織田幹雄記念館）

との一体的な運営について検討し，それぞれのハード整備を進めた。 

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 



38 

 

 

 

 

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。 

・旧千葉家住宅等の運営を通して，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。 

令和元年度目標 

・旧千葉家住宅の状態について，現況調査を行う。 

・旧千葉家住宅の隣接地に建設中の織田幹雄スクエア（海田公民館・織田幹雄記念館）の開

館（令和 2年 4月）を見据え，両施設の運営について検討及び PRするとともに，両施設の

一体的な運営体制について検討する。 

・上記にあわせて，旧千葉家住宅の角屋等の改修を行う。 

評価指標 

・旧千葉家住宅の現況を調査し，状況を把握することができたか。 

・織田幹雄スクエア・旧千葉家住宅のそれぞれの運営及び一体的運営を検討し，それに向け

たハード整備を行うことができたか。（織田幹雄記念館の展示内容検討・施工／旧千葉家住

宅角屋等改修） 

・織田幹雄スクエア・旧千葉家住宅の PRを行うことができたか。 

事業評価 

・旧千葉家住宅の現況調査を行い，調査結果をまとめた。 

・織田幹雄記念館については，織田氏の偉業や魅力を伝えるとともに，同氏を通じて，海田

町の歴史文化についても伝えられる内容とすることができた。 

・織田幹雄スクエアと旧千葉家住宅の間の空間を「共有スペース」として位置づけ，将来の

イベント開催等を念頭においた施工を行った。 

・旧千葉家住宅角屋等の改修においては，来場者の増加にも対応し，同家や海田の歴史を適

切に伝えられる動線を設定した。また，ふるさと館との役割分担を検討し，実際の旧家で

の和文化体験を充実させることを前提とした改修を行った。（竣工は令和 2年 5月末） 

・「織田幹雄スクエア＋旧千葉家住宅」のアカウントで SNS（フェイスブック・インスタグラ

ム）を開設し，積極的な情報発信を行った。（フェイスブックリーチ数：20,317，インスタ

グラム・リーチ数：20,792） 

 

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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今後の方策 

・引き続き PR に努め，織田幹雄スクエア（海田公民館・織田幹雄記念館）・旧千葉家住宅の

来館を促す。また，教育施設としての側面を活かし，学校等からの来館を促す。 

・旧千葉家住宅との役割分担において機能が縮小した「ふるさと館」の今後の運営について

検討する。 

・旧千葉家住宅の現況調査の結果を活かし，文化財としての価値を守るため，優先順位をも

って計画的に修繕を続ける。 

・町内の文化財や石碑等の保存や活用方法を検討し，地域の歴史や文化の理解を深める。 
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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。 

 令和元年度は，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。 

令和元年度目標 

・より多くの住民に芸術文化にふれあう機会を提供する。 

・文化協会の設立に向けて協議を進める。 

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について，対前年度で概ね維持以

上） 

・文化協会の設立に向けて，協議を進めることができたか。 

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 R元年度 

クラシックコンサート 191 157 168 138 121 

はじめて音楽会 120 120 116 83 78 

ふれあいコンサート 850 923 1,189 1,028 1,087 

合計 1,161 1,200 1,473 1,262 1,286 

・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 R元年度 

クラシックコンサート 81.8 86.0 87.5 86.1 90.2 

はじめて音楽会 92.3 93.8 89.7 88.7 80.0 

ふれあいコンサート 92.5 95.8 95.9 94.5 94.9 

平均 88.9 91.9 91.0 89.8 88.4 

・参加者数，満足度ともに目標を達成することができた。今後とも PR等に努める。 

 

芸術文化振興事業 

事業名 

A 

評価 

生涯学習課 
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・文化協会の設立に向けて，社会教育委員会議，（仮称）海田町文化スポーツ協会設立準備委員

会で議論した。 

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。 

・引き続き社会教育委員会議，（仮称）海田町文化スポーツ協会設立準備委員会で議論を続け，

文化協会を設立する。 
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施策  

 青少年の健全育成 

 

取組と評価 

 令和元年度は，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 40 

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 41 

 

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。 

令和元年度目標 

・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 42.7人

/33.3人の児童の参加があった。 

・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 R元年度 

開催回数（回） 42 41 39 36 32 

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) 

1,367 
(42.7) 

○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 R元年度 

開催回数（回） 45 47 46 47 41 

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) 

1,366 
(33.3) 

 

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 



44 

 

 

 

 

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。 

令和元年度目標 

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」の啓発事業を実施した。小学生を対象とした「子

供ガイド養成講座」は，新型コロナウイルス感染症対策のため中止したが，当初予定の事業を

補助金を活用して行っており，使途・金額ともに監査・総会において承認されている。  

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。 

・地域団体と連携して，より一層まち全体で青少年の健全育成に取り組む環境づくりに努める。 

・公民館主催講座と連携し，効果的，効率的な事業の実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 令和元年度は，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。 

Ａ 46 

織田幹雄顕彰事業 織田幹雄さんの偉業や人間力を顕彰する施設「織

田幹雄記念館」を整備する。また，織田幹雄国際陸

上競技大会等への補助金交付を通じてスポーツ振

興を図る。 

Ａ 47 

 

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を促

進するとともに，関係団体と連携して，競技力の向上を推進することができた。 

海田町出身で，日本人初のオリンピック金メダリスト織田幹雄さんの偉業と人間力を顕

彰する施設「織田幹雄記念館」を整備することができた。今後は，この施設も活用し，ス

ポーツ環境づくりに努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課 
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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。 

令和元年度目標 

 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 

・クロスカントリー駅伝大会は，新型コロナウイルス感染症対策のため中止した。 

・平成 30年度は事業が豪雨災害により中止になったこと，令和元年度は天候・新型コロナウィ

ルス感染症の関係で事業が中止になっていることから単純な比較ができなくなっている。そ

のため増減比較においては中止になった事業のエントリー数を参考値として入力した上で増

減合計を評価の値とした。 

  （人） 

事業名 開催日 

人数 

H30年度

(A) 

R元年度

(B) 

増減

(B)-(A) 

プール開放事業 7/22（月）～8/9（金） 中止 2,748 － 

子供スポーツ交流会 7/28（日） 中止 48 － 

体育の日記念スポーツ大会  10/14（月） 332 307 ▲25 

駅伝大会  2/16（日） 845 1,007※ 162 

クロスカントリー駅伝大会 2/29（土） 74 中止 － 

  ※ 雨天のため大会は中止（人数はエントリー数） 

・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） 

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。 

・熱中症対策等，社会環境に対応した安全な大会の実施について検討する。 

スポーツ振興事業 

事業名 

A 

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や人間力を町内外に発信

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・人間力を町内外に発信するための事業を行う。 

・目的の達成に向けて，織田幹雄記念館の展示工事を行う。 

・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。 

令和元度目標 

・織田幹雄記念館を施工し，令和２年度からの開館に向けて準備する。 

・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 

・織田幹雄記念館を施工し，適切に開館準備を行えたか。 

・織田幹雄記念館の開館等を活かし，同氏の偉業や人間力を町内外に発信することができた

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 

・織田幹雄さんの偉業や魅力を町内外に発信できる展示内容とすることができた。 

・パンフレットの作成や SNSの開設等により情報発信をすることができた。 

・補助金交付団体が補助金を有効に活用し，「織田幹雄記念国際陸上競技大会」や「織田幹雄

記念マラソン大会」等を実施し，多くのアスリートに活躍の場を提供することができた。

また，織田幹雄の名を冠した大会の開催を通じて，同氏の PRを行うことができた。 

今後の方策 

・引き続き織田幹雄記念館の PRに努め，来館を促す。また，教育施設としての側面を活かし，

学校等からの来館を促す。 

・補助金を通じたスポーツ団体への支援を行い，引き続き陸上競技をはじめとするスポーツ

振興に努めるとともに，織田幹雄さんの偉業や人間力の PRに努める。 

 

  

織田幹雄顕彰事業 

事業名 

Ａ 

評価 

生涯学習課 
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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いる。 

新学習指導要領の趣旨を踏まえ，「海田版『学びの変革』推進事業」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。また，児童生徒の学力についても一定の

成果を得ることができた。一方で，グローバル人材育成事業においては，児童生徒

の基礎的・基本的な知識・技能の習得について，一定の成果は見られたが，英語を

使うことや外国人とのコミュニケーションへの意欲に課題が見られた。 

また，様々な課題を抱える児童生徒を支援するための通級指導教室校内適応指導

教室の整備等を行い，相談や支援の拡充を図ったことで，不登校児童生徒数への対

応，学級復帰を果たした児童生徒の増加につながった。 

 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。 

 令和元年度は，新型コロナウィルス感染症の影響で社会教育施設の閉館や事業の

中止があり，来館者数の減少，事業への参加者数の減少が見られた。しかし，公民

館主催講座の講座数，参加者については前年度を上回ることができた。 

 公民館整備事業については，平成３０年度から引き続き令和２年４月の開館に向

け建設工事を行い，当初の予定通り開館することができた。 

 また同館に併設した「織田幹雄記念館」については，織田幹雄さんの偉業を顕彰

するとともに，同氏の人間力を発信するための展示工事を行い当初の目標を達成す

ることができた。 

 文化財の保護については，旧千葉家住宅の現況調査を行い，状態を確認した。 

旧千葉家住宅角屋等を改修するとともに，織田幹雄スクエアとの間の空間を「共

有スペース」として活用する施工を行い，今後のイベント等に活かせる整備を行っ

た。 

 一方で旧千葉家住宅以外の町内の文化財や石碑等の活用方法や，ふるさと館の今

後の運営については課題として残っている。引き続き全体を見据えた検討をしてい

く必要がある。 
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Ⅳ 評価委員の点検・評価 

 

 令和２年度海田町教育委員会点検・評価報告書案（令和元年度対象）について，令和

２年8月29日に織田幹雄スクエア３階306号室においてヒアリングを実施しました。諸施

策のこれまでの経緯や展開を踏まえつつ，評価の根拠を吟味しながら，評価結果の妥当

性，分析・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おこない

ました。 

 令和元年度については，新型コロナウイルス感染症の影響を考慮に入れて，評価をお

こないました。 

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 学校教育については，「海田版『学びの変革』推進事業」など，新学習指導要領

等の趣旨を踏まえつつ，海田町教育委員会としての主体性を持って，その取組が年々

積み上がり進化しています。「青少年サポート事業」や「こども議会運営事業」も同

様に，年々積み上がっている点が評価できます。 

 

２ 社会教育にとっては，令和元年度は，「織田幹雄スクエア」という海田町の生涯

学習の拠点が完成した年でした。開館に向けてハードとソフトの両面で整備がおこな

われました。ここを拠点にして，海田町の学びの益々の発展が期待されます。 

 

 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17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２年度海田町教育委員会点検・評価（令和元年度対象）は適切である

と判断します。 

 

                  外部評価員               

                    広島大学大学院人間社会科学研究科 

                     教授  曽余田 浩史 

 

 

 


