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１．はじめに 

少子化、核家族化、超スマート社会（socity5.0）の到来など、社会の在り方そのも

のが変化し、国際化、情報化、科学技術の発展など変化の激しい社会に対する教育の

在り方も変化しています。特に、新型コロナウイルス感染症は、日本はもとより世界

中で様々な環境に大きな影響を及ぼし、「with コロナ」「after コロナ」を念頭におい

た日常生活に大きく変化してきました。 

このような時代を生きる子どもたちには、未来を切り拓き、社会を創造していく力

を育成していく必要があります。ＡＩやＩｏＴを活用するデジタル社会にあっても、

多様な人と協働しながら、自らが学び考え、課題を発見し、解決していく力「生き抜

く力」を育成することが大事であり、そのような環境を児童生徒に提供できるように

体制を整えることが必要です。 

一方、教職員を取り巻く環境についても教職員が授業や授業準備といった本来の業

務に専念し、健康で生き生きと働くことができるよう、引き続き「働き方改革」を進

めるとともに、教員の授業力の向上を図ることも必要です。 

 これらの諸課題へ対応するため、教育委員会では、令和３年度に様々な施策を講じ

てきました。 

 この報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、

令和３年度の教育委員会活動と教育委員会が管理執行すべき全ての事務について成果

と課題を振り返りまとめたものです。この点検評価結果を踏まえて、事務事業の見直

しを行い、今後の教育行政の充実に役立ててまいります。 

 

２. 教育委員会活動の点検・評価の実施について（概要） 

（１）目 的 

① 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、教育委員会

の事務の管理及び執行状況について、教育委員会自らが点検・評価を行い、市民

の視点に立った責任ある教育行政の推進に資するものとする。 

 

② 近江八幡市教育大綱（以下「教育大綱」という。）及び近江八幡市教育振興基本

計画（以下「基本計画」という。）における施策推進の観点から評価することで、

今後の事業展開や次年度への予算要求に反映させる。 

 

（２）点検・評価実施主体 

  近江八幡市教育委員会 

 

（３）実施内容 

① 事業所管部署による取組 

事業所管部署は、予算執行状況、使途及び活動実績等を踏まえ、事業の自己点検を

行い、点検・評価シートを作成する。シートには、事業課題や課題に対しての対応

について具体的に記載するとともに、事業の効果や効率化への取組についても検証

する。 
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② 内部評価 

教育委員及び教育部長は内部評価員として、教育大綱、基本計画及び令和３年度近

江八幡市教育行政基本方針に基づき、点検・評価シート及びヒアリングにより目標

設定・事業内容等を評価する。 

 

③ 外部評価 

外部評価対象事業（施策）について、市民目線及び第三者の視点から評価し、点検・

評価の客観性を高める。 

 

④ スケジュール 

令和４年 ５ 月３０日 ～ ６ 月２０日 各所属において点検評価シートの作成 

             ７ 月２１日 内部評価対象事業ヒアリング 

             ８ 月１９日 外部評価対象事業ヒアリング 

            １０月２６日 定例会 

（点検評価報告書完成報告） 

（令和５年度重点課題及び取組協議） 

 

⑤ 点検評価対象事業 

   ＜評価対象事業＞ 

     令和３年度に実施した教育委員会が所管する事業（８部署・５２項目） 

※令和３年度に市長部局に移管した「文化財保護に関する事務」を除く。 

＜ヒアリング対象事業＞ 

内部評価 令和３年度教育行政基本方針・各課主要事業（７部署・１０項目） 

外部評価 令和３年度教育行政基本方針・重点施策（５部署・８項目） 

 

⑥ 点検・評価結果の活用 

点検評価の結果を踏まえ改善策等を検討し、令和５年度の事業実施に向けて、次年

度の近江八幡市教育行政基本方針、重点施策の選定及び予算要求等に反映させる。 

 

⑦ 結果の公表 

市長及び市議会へ報告し、併せて市ホームページへ掲載する。 
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（４）評価基準 

内部評価員及び外部評価員は下記の基準により、令和３年度に実施した教育委員会

が所管する施策・事業を評価する。 

 

① 施策目標への達成状況 

教育振興基本計画で設定した施策方針に対する達成状況についての評価 

評価点 判定基準（例） 

５ 施策方針を達成し、他市町へのモデルとなる水準にある。 

４ 施策方針の達成に向けて順調な推移がうかがえる。 

３ 概ね、施策方針に向けて推移している。 

２ 施策方針達成に向けて改善すべき課題がある。 

１ 施策方針達成にはほど遠く、実現可能性がうかがえない。 

 

② 事業における施策への貢献度 

事業や取組の方向性と施策方針との整合性、事業や取組の施策への貢献状況につ

いての評価 

評価点 判定基準（例） 

５ 施策方針を達成し、更に効果を生んでいる。 

４ 施策方針を達成するため十分に貢献している。 

３ 
概ね、施策方針を達成するため、解決すべき課題や「ねらい」にそって

事業が行われている。 

２ 
一部、事業や取組の方向性が施策方針からずれているため修正が必要で

ある。 

１ 
事業や取組の方向性が施策方針からずれており、貢献もできていない。 

施策方針の達成と事業や取組との関連性が見られない。 

 

③ 費用対効果 

経費に見合った取組効果、取組内容の効率性の評価 

評価点 判定基準（例） 

５ 
評価レベル「4」以上の取組効果や取組内容の効率性が高く、他市町へ

のモデルとなる水準にある。 

４ 経費に見合った事業効果があり、取組内容の効率性も高い。 

３ 施策方針を達成するための経費や取組内容が概ね適正である。 

２ 
一部の取組について、施策方針を達成するための経費や事業（取組）内

容を見直す必要がある。 

１ 
施策方針を達成するためには、取組内容を大きく見直す必要がある。取

組の費用対効果も大きく課題がある。 
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３. 教育委員会の構成 

（１）教育長および委員構成（令和３年度） 

職  名 氏  名 
教育委員の就任期間 

始   期 終  期 

教育長 大喜多 悦子 令和 3 年 4 月 1 日 令和 6 年 3 月 31 日 

教育長 

職務代理者 
久家 昌代 

平成 27 年 7 月 29 日 令和元年 7 月 28 日 

令和元年 7 月 29 日 令和 5 年 7 月 28 日 

委 員 八耳 哲也 

平成 27 年 4 月 1 日 平成 30 年 7 月 28 日 

平成 30 年 7 月 29 日 令和 4 年 7 月 28 日 

委 員 安倍 映子 

平成 28 年 7 月 29 日 令和 2 年 7 月 28 日 

令和 2 年 7 月 29 日 令和 6 年 7 月 28 日 

委 員 西田 佳成※ 

令和元年 7 月 29 日 令和 3 年 7 月 28 日 

令和 3 年 7 月 29 日 令和 7 年 7 月 28 日 

※ 西田佳成委員は、再任。 
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（２）教育委員会の組織（令和３年４月１日現在） 

 

 

※     

※  

※  

※  

 

              

 

 

＜小学校＞ 

                  ＜中学校＞ 

                  ＜幼稚園＞･･･教育課程 

                                 ＜教育研究所＞ 

                                       ＜学校給食センター＞ 

 

 
 

 

 

                  ＜中央公民館＞ 

                  ＜中央公民館＞ 

               ＜近江八幡図書館＞ 
                    ＜安土図書館＞ 

 

 

＜運動公園＞ 

＜市民アリーナ＞   

＜駅南総合スポーツ施設＞ 

＜健康ふれあい公園＞ 

＜雪野山グラウンド＞ 

＜桐原社会体育施設＞     

＜安土Ｂ＆Ｇ海洋センター＞ 

＜安土西の湖自然ふれあい施設＞ 

＜安土大中グラウンド＞ 

＜安土文芸の郷公園 

 安土マリエート等社会体育施設＞ 

 

 

 

 

教育委員会 

庶務グループ 教育総務課 

 

市長部局（補助執行） 

市民部市民課 

 子ども健康部幼児課 

＜幼稚園＞･･･教育課程等除く 

 安土町総合支所安土未来づくり課 

学事・保健グループ 

教育長     １ 

教育長職務代理 １ 

委員      ３ 

スポーツ推進課 

教育施設管理グループ 

学校教育課 

国スポ・障スポ推進課 

教育委員会事務局 学校指導グループ 

学校支援グループ 

学校給食グループ 

生涯学習課 
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（３)市内幼稚園・小学校・中学校の園児・児童・生徒数 （毎年５月１日現在) 

 

                                  【単位：実学級数、人】 

学 校 名 
平成３１(令和元)年度 令和２年度 令和３年度 

学級数 児童生徒数 学級数 児童生徒数 学級数 児童生徒数 

八幡 小学校 30 774 31 754 32 719 

島  小学校 8 102 8 109 8 113 

沖島 小学校 5 14 5 12 5 11 

岡山 小学校 20 573 22 611 24 628 

金田 小学校 35 913 37 900 37 897 

桐原 小学校 20 514 21 551 23 575 

桐原東小学校 17 455 15 416 16 405 

馬淵 小学校 9 159 10 172 9 152 

北里 小学校 15 344 15 329 15 320 

武佐 小学校 9 197 8 200 10 202 

安土 小学校 26 606 24 606 25 611 

老蘇 小学校 8 135 8 131 8 144 

小学校 合計 202 4,786 204 4,791 212 4,777 

八幡 中学校 23 600 22 609 23 636 

八幡東中学校 22 581 22 614 23 642 

八幡西中学校 20 547 22 613 21 600 

安土 中学校 14 339 13 322 13 345 

中学校 合計 79 2,067 79 2,158 80 2,223 

 

幼稚園名 
平成３１(令和元)年度 令和２年度 令和３年度 

園児数 園児数 園児数 

八幡 幼稚園 134 109 83 

岡山 幼稚園 157 閉園 

金田 幼稚園 205 196 165 

桐原 幼稚園 168 116 閉園 

馬淵 幼稚園 50 35 36 

北里 幼稚園 56 60 58 

沖島 幼稚園 休園 

安土 幼稚園 152 147 124 

幼稚園 合計 1,086 917 466 

  

武佐こども園 46 46 26 

老蘇こども園 41 31 32 

こども園 合計 87 77 58 
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４．教育委員会会議等の開催状況及び審議内容 

（１）教育委員会会議等の開催状況 

教育委員による会議については、原則として毎月 1回開催する「教育委員会定例会」

及び必要に応じて開催する臨時会・協議会があります。令和３年度は合計１５回の会

議を開催しました。 

① 教育委員会定例会    １２回 

② 教育委員会臨時会     ２回 

③ 協議会          １回 

 

 

（２） 審議内容 

① 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針事項（計画含む）  １１件 
② 教育委員及び教育長に関する事項                  ０件 
③ 教育委員会に関する条例及び規則等の制定及び改廃事項        ４８件 

④ 法令又は条例に定めのある附属機関の委員の委嘱及び任命事項     ２件 

⑤ 教科書の採択に関する事項（副読本を含む）               １件 

⑥ その他事項                            ０件 

                            計   ６２件 

                                

 

（３）令和３年度 教育委員会審議議案一覧 
 

議案番号 件      名 議決日 

議第 18号 
近江八幡市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

R3.4.21 議第 19号 近江八幡市学校給食費に関する条例の制定について 

議第 20号 近江八幡市学校給食費に関する条例施行規則の制定について 

議第 21号 令和３年度教育費に関する６月補正予算の要求について（非公開） 

R3.5.26 

議第 22号 近江八幡市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の制定について 

議第 23号 近江八幡市学校給食物資調達取扱要綱の制定について 

議第 24号 近江八幡市学校給食物資選定委員会設置要綱の制定について 

議第 25号 
近江八幡市教育委員会職員等駐車場の使用の手続きに関する規則の一

部を改正する規則の制定について 

R3.6.23 議第 26号 
近江八幡市公民館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制

定について 

議第 27号 
近江八幡市立沖島小学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規

則の制定について 
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議案番号 件      名 議決日 

議第 28号 
近江八幡市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部を改

正する規則の制定について 

R3.6.23 

議第 29号 
近江八幡市立運動公園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

の制定について 

議第 30号 
近江八幡市駅南総合スポーツ施設施行規則の一部を改正する規則の制

定について 

議第 31号 
近江八幡市安土大中グラウンドの管理及び運営に関する規則の一部を

改正する規則の制定について 

議第 32号 
近江八幡市立健康ふれあい公園の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則の制定について 

議第 33号 近江八幡市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について 

議第 34号 
近江八幡市立幼稚園預かり保育実施に関する規則の一部を改正する規

則の制定について 

議第 35号 近江八幡市通学バス運行管理規程の一部改正について 

議第 36号 
近江八幡市立幼稚園及び小学校の通園及び通学区域の弾力化制度実施

要綱の一部改正について 

議第 37号 近江八幡市通級指導教室の設置等に関する要綱の一部改正について 

議第 38号 
近江八幡市立図書館におけるリサイクル資料を活用した市民提案事業

実施要綱の一部改正について 

議第 39号 
近江八幡市立図書館の資料の弁償に関する取扱要綱の一部改正につい

て 

議第 40号 
第５期「近江八幡市スポーツ推進審議会」委員の委嘱につき承認を求

めることについて 

議第 41号 
近江八幡市学校教育情報化推進計画策定委員会設置要綱の制定につい

て 
R3.7.28 

議第 42号 
近江八幡市教育振興基本計画策定委員会委員の委嘱につき承認を求め

ることについて 
R3.8.5 

議第 43号 
令和４年度から使用する中学校教科用図書「歴史」および小・中学校

特別支援学級教科用図書の採択につき議決を求めることについて 
R3.8.25 

議第 44号 令和３年度教育費に関する９月補正予算の要求について（非公開） 

議第 45号 
近江八幡市立小学校フッ化物洗口事業推進委員会設置要綱の制定につ

いて 
R3.9.22 

議第 46号 近江八幡市就学援助費給付要綱の一部改正について 
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議案番号 件      名 議決日 

議第 47号 
近江八幡市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制

定について 

R3.9.22 議第 48号 近江八幡市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 49号 
近江八幡市都市公園のうち有料施設の属する都市公園の管理及び運営

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 50号 令和３年度教育費に関する１２月補正予算の要求について（非公開） 

R3.10.27 

議第 51号 
令和３年度【評価対象：令和２年度実施事業】における教育に関する

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等について 

議第 52号 
近江八幡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に

関する教育委員会規則の制定について 

議第 53号 近江八幡市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 54号 令和４年度教育費に関する当初予算の要求について（非公開） 

R3.11.24 議第 55号 
令和４年度近江八幡市教育委員会教職員人事異動基本方針について

（非公開） 

議第 56号 
近江八幡市立学校におけるハラスメント防止等に関する要綱の制定に

ついて 

議第 57号 
近江八幡市立健康ふれあい公園の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則の制定について 

R3.12.23 議第 58号 
近江八幡市立健康ふれあい公園の管理運営に関する要綱の一部改正に

ついて 

議第 59号 近江八幡市立小学校フッ化物洗口事業実施要綱の制定について 

議第 1号 令和３年度教育費に関する３月補正予算要求について（非公開） 

R4.1.26 

議第 2号 近江八幡市学校給食運営委員会設置要綱の制定ついて 

議第 3号 
近江八幡市学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱の制定につい

て 

議第 4号 近江八幡市学校給食献立検討委員会設置要綱の制定について 

議第 5号 県費負担教職員の任免に係る内申について（非公開） 

R4.2.16 議第 6号 
近江八幡市立幼稚園、小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を

改正する規則の制定について 

議第 7号 近江八幡市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について 
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議案番号 件      名 議決日 

議第 8号 
近江八幡市立幼稚園預かり保育実施に関する規則の一部を改正する規

則の制定について 

R4.2.16 

議第 9号 
近江八幡市立幼稚園及び小学校の通園及び通学区域の弾力化制度実施

要綱の一部改正について 

議第 10号 
近江八幡市立健康ふれあい公園の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則の制定について 

議第 11号 近江八幡市通級指導教室の設置等に関する要綱の一部改正について 

議第 12号 近江八幡市就学援助費給付要綱の一部改正について 

議第 13号 
近江八幡市放課後子ども総合プラン推進協議会設置要綱の制定につい

て 

議第 14号 近江八幡市子ども・若者支援地域協議会設置要綱の制定について 

議第 15号 近江八幡市子ども・若者支援総合相談窓口設置要綱の制定について 

議第 16号 近江八幡市教育振興基本計画の策定について R4.3.15 

議第 17号 令和４年度近江八幡市教育行政基本方針について 

R4.3.24 

議第 18号 近江八幡市学校教育情報化推進計画の策定について 

議第 19号 近江八幡市教育研究所規則の一部を改正する規則の制定について 

議第 20号 近江八幡市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 
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（４）令和３年度 教育委員会 協議・報告等事項一覧 

協議･報告 

の 期 日 
件         名 

R3.4.21 協議事項 

⑴ 近江八幡市学校給食物資調達取扱要綱の制定について 

⑵ 近江八幡市学校給食物資選定委員会設置要綱の制定について 

⑶ 第３次地域福祉計画策定にかかる策定委員会委員の推薦について 

⑷ 令和３年度滋賀県教科用図書第３採択地区協議会委員の選任について 

⑸ 近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会委員の選任について 

 

報告事項 

⑴ 令和２年度寄付採納について 

⑵ 令和２年度教育委員会後援について 

⑶ 令和３年度 市内校園の地域学校協働活動推進員および家庭教育支援員につ

いて 

⑷ 近江八幡市スポーツ選手全国大会出場激励金交付要綱の一部改正について 

⑸ 近江八幡市スポーツ選手全国大会等入賞ほう賞金交付要綱の一部改正につい

て  

⑹ 令和３年度 主要事業日程について 

R3.5.26 報告事項 

⑴ 令和３年度幼稚園・こども園・保育所等の在籍人数について 

R3.6.23 報告事項 

⑴ ６月議会における質問に対する回答等について 

R3.7.28 報告事項 

⑴ 令和２年度図書館の概要について 

⑵ 団体等の会計事務取扱に関する協定書の変更について 

R3.8.25 報告事項 

⑴ 令和４年度 滋賀県に対する要望事項（都市連協）について 

⑵ 移動図書館車の新ステーション設置について 

⑶ 教育委員会事務職員の休職について（非公開） 

R3.9.22 報告事項 

⑴ 内部評価ヒアリング・外部評価ヒアリング点検結果について 

⑵ ９月議会における質問に対する回答等について 

⑶ 馬淵幼稚園認定こども園化について 

⑷ 令和３年度就学指導にかかる教育支援委員会の審議結果について（非公開） 
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R3.10.27 協議事項 

⑴ 令和４年度重点取組について 

⑵ 近江八幡市立学校におけるハラスメント防止等に関する要綱の制定について 

 

報告事項 

⑴ 近江八幡図書館ＬＥＤ工事に伴う休館について 

R3.11.24 協議事項 

⑴ 令和４年成人式開催中止時の代替行事について 

 

報告事項 

⑴ 教育委員会事務職員の休職について（非公開） 

⑵ 令和３年度就学指導結果について 

R3.12.23 協議事項 

⑴ 近江八幡市放課後子ども総合プラン推進協議会設置要綱の制定について 

⑵ 近江八幡市子ども・若者支援地域協議会設置要綱の制定について 

⑶ 近江八幡市子ども・若者支援総合相談窓口設置要綱の制定について 

⑷ 近江八幡市学校給食運営委員会設置要綱の制定について 

⑸ 近江八幡市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱の制定について 

⑹ 近江八幡市学校給食献立検討委員会設置要綱の制定について 

 

報告事項 

⑴ １２月議会における質問に対する回答等について 

⑵ 近江八幡市学校教育情報化推進計画の進捗状況について 

⑶ 成人式について 

R4.1.26 報告事項 

⑴ 令和４年度通学区域の弾力化制度による就学について（二次募集結果） 

⑵ 成人式について 

⑶ 令和４年度図書館休館日について 

⑷ 近江八幡市ふるさと応援寄附を活用したトライアスロン事業補助金交付要綱

の一部改正について 

R4.2.16 協議事項 

⑴ 令和４年度近江八幡市教育行政基本方針について（非公開） 

⑵ 近江八幡市放課後子ども総合プラン行動計画の策定について 

 

報告事項 

⑴ 令和４年度移動図書館の運行について 
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R4.3.24 協議事項 

⑴ 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担

に関する規則の制定について 

⑵ 近江八幡市生涯学習社会づくり推進計画の改訂について 

 

報告事項 

⑴ ３月議会における質問に対する回答等について 

⑵ 近江八幡市学ぶ力向上にかかる「生きる力」育みプランの改訂版について 

⑶ 「武佐学区への読書支援計画」について 
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５．教育委員会活動の概要 

◇令和３年度 教育委員の学校園訪問 中止 

 

◇令和３年度 近江八幡市総合教育会議 

  【第１回】 令和 ３ 年 ４ 月３０日（金） 

     開催場所：近江八幡市役所３階 市長応接室 

    内  容：⑴ 今年度総合教育会議の進め方について 

         ⑵ 近江八幡市教育大綱の改定について 

 

  【第２回】 令和 ３ 年 ７ 月１６日（金） 

    開催場所：近江八幡市役所３階 市長応接室 

    内  容：⑴ 近江八幡市教育大綱の改定について 
 
  【第３回】 令和 ３ 年１０月 ８ 日（金） 

    開催場所：近江八幡市役所３階 市長応接室 

内  容：⑴ 近江八幡市教育大綱の改定について 

     ⑵ コミュニティ・スクールについて 
 
  【第４回】 令和 ３ 年１２月２０日（月） 

    開催場所：近江八幡市役所３階 市長応接室 

内  容：⑴ 近江八幡市教育大綱の改定について 

     ⑵ 環境学習について 
 
  【第５回】 令和 ４ 年 ２ 月 ９ 日（水） 

    開催場所：近江八幡市役所３階 市長応接室 

内  容：⑴ 近江八幡市教育大綱の改定について 

 

◇教育委員の研修 

【滋賀県教育行政重点施策説明会】   令和３年４月１２日（月） 

【市町村教育委員会オンライン協議会】 第１回 令和３年９月２日（木） 

                   第２回 令和３年１１月１８日（木） 

                   第３回 欠席 

                   第４回 令和４年２月１０日（木） 

【滋賀県都市教育委員会連絡協議会県内研修】中止 

【滋賀県都市教育委員会連絡協議会県外研修】中止 
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６．教育委員会に関するその他の活動（教育委員が出席した主な行事等） 

年月 
各 種 行 事 ･ 大 会 等 

近江八幡市関係 国･県関係 

令和 ３ 年 

４月 
・新・転任者着任式 

・市教育行政基本方針説明会 

・小・中学校入学式 

・幼稚園入園式 

 

５月 

 

・滋賀県教科用図書第３採択地区協議  

会 

６月 

  
 

７月 ・学校給食調理業務等検証委員会 

 

 

８月 

 
・市教育相談講座 

・市夏季管理職研修会  

９月 

 
 

 

 

１０月 

 
・幼稚園運動会 

・小学校運動会 

・中学校体育大会 

 

１１月 

 
・読み解く力研究協議会 

・市青少年育成市民大会 

 

１２月 ・市教育研究発表大会 

・給食調理業務検証委員会 

 

令和 ４ 年 

１月 
・成人式 

・市冬季管理職研修会 

 

２月 

  

 

３月 

 
・小・中学校卒業式 

・幼稚園卒園式 
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７．令和３年度教育委員会活動の成果と課題 

教育委員会では、近江八幡市教育大綱の基本理念である「『子ども』が輝き 『人』

が学び合い ふるさとに 愛着と誇りをもち 躍動する 元気なまち 近江八幡」を具

現化するための基本計画である「近江八幡市教育振興基本計画（後期）」、基本計画での

各施策を実現するための年度方針として「近江八幡市教育行政基本方針及び重点施策」

を策定し、地域に根ざした就学前教育・学校教育・社会教育の実践を推進しています。 

令和３年度は「元気と笑顔の合言葉『早寝・早起き・あさ・し・ど・う』運動の徹底・

拡充」、「生き抜く力（学ぶ力）の向上」、「ふるさと教育（学習）の一層の推進・充実」、

「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進・充実」、「コロナウイルス

感染防止・『WITH CORONA』の考・動の確立」の５点を基本方針として掲げ、取り組ん

できました。 

今回の点検評価では、各所属の事業や取組に対し、内部評価においては、コロナ禍に

より園・学校への訪問が難しく、直接、現場の空気に触れることは少なかったですが、

園・学校の現場や子どもたちの様子を各所属から確認することにより、評価をしていた

だきました。外部評価においては、第三者の立場、市民目線といった様々な立場・角度

からの点検、評価をしていただいたところです。 

基本的生活習慣を身に付けるための「早寝・早起き・あさ・し・ど・う」運動につい

ては、様々な生活スタイルがある中で、子ども達の生活習慣を確立させていくことは非

常に困難ではあるが、今後も粘り強く啓発や取組を進めていく必要があるというご意見

がありました。 

生き抜く力（学ぶ力）の向上としては、社会の変化を見据えた外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）の配置による外国語教育やタブレット端末等のＩＣＴ機器を活用した情報活用能力

の向上に取り組みました。 

ふるさと教育（学習）については、コロナ禍の影響により事業や取組の実施が難しい

中、社会科副読本「わたしたちの近江八幡」の改訂を行うとともに、感染症予防対策を

講じながら地域交流を行うなど推進することができました。 

コミュニティ・スクールについては、当初目標としていた全ての公立幼稚園・小学校・

中学校に拡充することはできたが、保護者への説明や周知が不十分であり、まだまだ地

域には浸透していないという厳しいご意見もいただきました。 

今後、教育委員会としては今回の点検評価で得られた結果や課題、貴重なご意見、ご

助言をもとに、市長部局、地域、家庭、学校と連携を図りながら、教育大綱の基本理念

や目標の実現を目指します。 

 



８．評価結果

令和４年度外部評価委員

令和４年度内部評価委員

【評価対象：令和３年度教育委員会施策】

小川　貴子　氏

野村　　正　氏

掛谷　純子　氏

（市商工会議所女性会　会長）

教育関係者
（八幡東子どもセンター長）

学識経験者（京都女子大学）

教　育　部　長

安倍　映子

久家　昌代

八耳　哲也

西川　仁司

委　　　員　

委員（教育長職務代理者）

委　　　員　

委　　　員　 西田　佳成
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令和４年度【評価対象：令和３年度】教育委員会点検評価対象施策一覧

【目標1】基本的な生活習慣の
育成を基調とした“近江八幡
の子ども”を育みます

1 ★ 早寝・早起き・あさ（あいさつ）・し（食事）・ど（読書）・う（運動・遊び）運動の展開 学校教育課・幼児課

1 課題発見・解決型学習の推進 学校教育課

2 ◎ 学校ICT機器を活用した主体的協働的な学びによる問題解決能力の育成 学校教育課

1 幼児期の特性を踏まえた就学前教育の推進 幼児課

2 ◎
発達や学びの連続性を踏まえた就学前教育・保育の推進及び小学校教育へ
のなめらかな接続

学校教育課・幼児課

1 ★ 思考力・判断力・表現力を高める『学び合い』を中心とした言語活動の充実 学校教育課

2 校種間連携による豊かな学びの連続性の実現 学校教育課・生涯学習課

1 なめらかな小中接続による外国語（英語）能力の向上 学校教育課

2 ◎ 外国語（英語）によるコミュニケーション能力の育成 学校教育課

1 ★ 地域社会との関わりを通して、考え、議論する道徳教育の推進 学校教育課

2 規範意識の向上をめざした人権教育と道徳教育の推進 生涯学習課・幼児課

3 望ましい食習慣の定着を図る食育の推進 学校教育課・幼児課

4 ◎ 安全・安心な学校給食の提供 学校給食センター

5 幼児・児童・生徒の健康保持・増進
学校教育課・幼児課・教育
総務課

1 ◎ 学校、家庭、地域が共に取り組むいじめ防止対策の充実 学校教育課

2 地域や関係機関とともにすすめる問題行動の未然防止対策の充実 学校教育課

1 生涯学習活動の活性化を図るための情報提供と講座の充実 生涯学習課

2 生涯学習社会における地域に根差したボランティア活動の充実 生涯学習課

3 ★ 社会教育関係団体の育成支援 生涯学習課

1 ＊1 ＊1 歴史・文化を通して、ふるさとへの愛着と誇りを育てる学習講座の推進 文化観光課・生涯学習課

2 地域の自然や歴史に触れる機会の充実 学校教育課・幼児課

3 歴史や文化を大切にした文化財の保存・継承 文化観光課

1 地域の文化を継承する人材による学校支援の積極的展開 生涯学習課

2 ＊2 ＊2 伝統文化に親しむ機会の充実 文化観光課

3 ＊2 ＊2 市民が主体となった文化遺産の保存・活用の推進 文化観光課

4 ★ ふるさとに愛着や誇りをもつこどもを育てるふるさと教育の推進 学校教育課

5 地域の伝統文化に親しむ活動の推進 幼児課・学校教育課

内部
評価

【目標4】目標を明確に設定し
た確かな学力を育成します

目標
施策
№

外部
評価

施策 担当部署

【目標5】国際化を視野に入れ
た人材育成に努めます

【目標6】健やかな心と体を育
成します

【目標7】非行・いじめゼロを目
指して、家庭や地域ぐるみで
学習や啓発に努めます

【目標8】親への学習機会の提
供と充実を図り、学習成果が
活かせる仕組みの構築に努め
ます

【目標9】近江八幡の自然・歴
史・文化を大切にする心を養
い、文化遺産の保存・活用・継
承を図ります

【目標10】地域活動や伝統文
化に親しむ機会を充実し、郷
土愛が醸成できる環境づくり
に努めます

【目標2】創意工夫し、問題解
決できる力を育成します

【目標3】実態に即した特色あ
る就学前教育の充実に努めま
す

18



令和４年度【評価対象：令和３年度】教育委員会点検評価対象施策一覧

内部
評価

目標
施策
№

外部
評価

施策 担当部署

1 ＊2 ＊2 誰もが気軽に文化・芸術に触れる機会の充実 文化観光課

2 ＊2 ＊2 内容が充実したわかりやすい『近江八幡の歴史』の刊行 文化観光課

3 子どもの文化・芸術活動の奨励 学校教育課

4 ◎ スポーツを通じた「健康づくり」と「人と人との交流」の推進 スポーツ推進課

5 施設整備や情報提供などスポーツする人を応援する環境の充実 スポーツ推進課

6 市民が一体となって、地域ぐるみで取り組むスポーツ事業の展開 スポーツ推進課

7 子どもが体を動かし運動に親しむ機会の充実 学校教育課・幼児課

1 すべての住民の知る自由を保障するための資料の充実および活用 図書館

2 ★ 市内のどこに住んでいても誰もが利用できる一人ひとりに役立つ図書館 図書館

3 一人ひとりの子どもに寄り添った読書活動の支援 図書館・生涯学習課

4 図書を活用した授業の充実による子ども読書活動の推進 学校教育課

5 ◎ 校園所における読書環境の充実 教育総務課・幼児課

1 ★ 教育課題に応じた教職員の研修機会の充実
学校教育課・教育研究所・幼
児課

2 学校マネジメント能力を高める研修機会の提供 学校教育課

3
災害時の子どもの安全確保と地域と連携した職員体制を構築する防災教育の
推進

学校教育課・幼児課

1 ★ 地域で子どもを育てる環境づくり 生涯学習課

2 校園所・家庭・地域の協働体制による教育・保育支援の充実 生涯学習課・幼児課

3 ◎ 各学区における地域活動の推進 生涯学習課

4 ◎ 地域とともにある学校づくり（コミュニティ・スクール）の推進 生涯学習課

5 多様な体験と地域の人々の交流による心豊かな子どもの育成 幼児課

6 ＊2 ＊2 地域での文化芸術活動による子どもの育成 文化観光課

1
教員のICT活用能力の向上による授業改善および校務の効率化を目指した学
校ICT環境の整備

教育総務課

2 学校の耐震化の促進 教育総務課

3 特色ある学校づくりに資する教育環境整備 教育総務課

4 通学区域弾力化の拡充 教育総務課

5 通学路における安全対策の充実 学校教育課

1
特別な教育支援を必要とする子どもの障がいの状況や教育的ニーズを把握
し、適切な支援を行う特別支援教育の充実

学校教育課・幼児課

2 帰国・外国人児童生徒の支援による国際理解教育の推進 学校教育課

3 ◎ 不登校児童生徒やその保護者への支援の充実 学校教育課・教育研究所

　＊1　当該事業の内、文化観光課に係る事業については、令和３年度より市長部局に移管されたことから、評価対象外としています。

　＊2　当該事業については、令和３年度より市長部局に移管されたことから、評価対象外としています。

【目標16】個の特性に応じた教
育を推進します

【目標11】誰もが生涯にわたり
気軽に文化・スポーツにふれ
ることができる機会を充実しま
す

【目標12】読書環境の充実に
努め、「誰でもなんでも聞ける・
調べられる図書館」を目指しま
す

【目標13】教員の指導力と学校
の組織力の向上に努め、安全
で安心な信頼される学校づくり
を目指します

【目標14】学校・家庭・地域の
連携強化を図り、子どもの成
長を支えます

【目標15】子どもの教育環境の
整備・充実を図ります
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

①

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

（4）

4 施策の評価

事業ＣＤ 事務事業名
事業費（千円）

教育大綱目標 基本的な生活習慣の育成を基調とした”近江八幡の子ども”を育みます

施策 早寝・早起き・あさ（あいさつ）・し（食事）・ど（読書）・う（運動・遊び）運動の展開

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

きい「うんどう（運動・遊び）」については、各小学校で実施している健やかタイム（１０分間運動）
を、全小学校で充実させ、課題を改善する。

が送れるようにするとともに、「健康な心と体の育成」をする。

担当課
H29

69002 学校保健管理運営事業（幼稚園）

62401 生きる力育みプラン推進事業 学校教育課

幼児課

達成状況確認項目
基準値 結果

H29 R3
最終目標

【小中学校】全国学力・学習状況調査の児童生徒質
問紙『基本的な生活習慣の設問』の結果「朝食を毎
日に食べている」

小学校　86％
中学校　82％

小学校　90％
中学校　90％

小学校　88.3％
中学校　82.4％

【小中学校】体力運動能力・運動習慣等調査の結果 小学校　55％
中学校　86％

小学校　70％
中学校　90％

小学校　77.7％
中学校　87.3％

小学校　30％
中学校　27％

小学校　50％
中学校　50％

【小中学校】全国学力・学習状況調査の児童生徒質
問紙『基本的な生活習慣の設問』の結果「30分以上
読書している」

小学校　30.7％
中学校　22.7％

生活習慣アンケート結果「21：00までに就寝」 51.7% 55%

実績・達成状況

・朝食については、毎日朝食を食べている子どもの割合は、前年度より小・中学校ともに少し最終
目標値に近づくことができた。
・30分以上の読書している子どもの割合は、中学校で減っている。
・「21時までに就寝」については、最終目標と比べ低い数値となった。保育料無償化により保育
ニーズが高まるとともに夫婦共働き家庭が増え、退勤後の子どもの迎え・食事・入浴後の就寝は
21時までに行うことが難しくなっていることがうかがえる。

36.6%

130

4,520

R3（決算）

6,739

3,258

課題

・朝食摂取については、子どもたちがその重要性を学習するとともに、家庭への啓発にもさらに力
を入れていかなければいけない。
・保護者の就労の有無にかかわらず、本来子どものよりよい生活習慣の確立を目指すべきもので
はあるが、昨今の夫婦共働きの中で21時に子どもの寝かしつけるのは難しさがあることも一定うか
がえる。生活習慣確立の大切さを実感できるような投げかけの工夫をするとともに、達成可能な目
標設定を検討することにより、保護者の意識変革につなげる。
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5 評価

（取組内容）
・「早寝・早起き・あさ・し・ど・う」運動の推進のため、学校を通して子どもたちへの指導や保護者へ
の啓発を継続していく。重点的に取り組んでいかなければならない課題を検討し、啓発リーフレッ
トを作成して保護者へ配布する。
・教育委員会全体で次年度も課題に対して重点取組を設定し、改善に取り組む。
・担当部署が学校教育課・幼児課のみであるが全部署を入れるべきである。
・引き続き生活カレンダーや通信等により幼児・保護者共に早寝について意識できるよう進めて
いく。

（予算措置）
・生きる力育みプラン推進事業に係る予算の確保に努めていく。

評価結果を受けて
の次年度取組案

内部平均 外部平均

3.6 2.7

3.6 3.0

3.6 3.0

詳細項目

１．施策目標への達成状況

２．事業における施策への貢献度

３．費用対効果

評価コメント

（内部評価）
・施策の目的意識を家庭・保護者の理解・実践に繋げていくための校園の取組の具体性につい
て、各校園の現状把握と指導に努めていただきたい。
・継続されてきた本市の教育の基本を市民一体となって進めていることに期待したい。
・フルタイムでの共働きが多い今、21時までの就寝は難しいと思う。また、夕ご飯までの待ち時間
にゲームやＴＶでおとなしく待ってもらう、というご家庭も多いと思う。その待ち時間を利用して、読
書をする、週二回でも21時までに就寝するという目標を立てるところからはじめてみればどうか。
・「第２期教育大綱」の意義をいかに具現化していくかをすべての部署において考・動化したい。
・合い言葉（スローガン）から如何に具体的な取組・実践につなげていくかについて、教育委員会
として焦点を絞る必要がある。
・就寝時間の数値の低下は、スマホを見ている時間が増えたのではないかと推測できる。決して
スマホを見ることが悪いことではないが、児童自らルールを決め上手に付き合ってほしい。
・様々な生活スタイルがある中、子どもたちの生活習慣を確立させるのは困難なところもあるのが
現状と思うが、今後も粘り強く保護者への啓発に取り組まれたい。

（外部評価）
・取組は行われているものの、なかなか成果につながらない。生涯学習課など他部署と連携しな
がら、子どもの生活習慣の育成につなげてほしい。
・時代の変化の過渡期であり、難しいとは思うが、これまで取り組まれてきた「早寝・早起き・あさ（あ
いさつ）・し（食事）・ど（読書）・う（運動・遊び）運動」の推進を今後も粘り強くお願いする。
・学校を通じての指導が各家庭にきちんと伝わり、理解され、実践されるのは非常に難しいと思
う。生涯学習課、給食センターなどと上手に連携を図りながら保護者の認識向上、意識づけによ
り基本的な生活習慣の育成してほしい。

令和４年度の
取組

・学校司書と教員が連携して、学校図書館や図書を活用した授業を進め、子どもたちが読書の楽
しさを実感できる機会を増やしていく。
・「食育担当者会議」や「学校図書館担当者会議」を行い、各校へ啓発を図るとともに、教員が実
践を交流し授業改善に努められるようにする。今年度は、昨年実施した「生活習慣アンケート」の
結果をまとめ、リーフレットを作成し、保護者にも啓発していく。
・引き続き、生活カレンダーや通信等により幼児・保護者共に早寝について意識できるようにして
いる。また実行可能な就寝時間について再度調査・検討し、保護者への投げかけにつながるよう
にしている。

評価項目

・ 運動能力調査により幼児の運動能力への課題を見出し、遊びや生活を通して様々に体を動か
す活動を取り入れることにより、運動することが好きな幼児を育み運動能力の向上につなげます。
・ 体育科や保健体育科の授業だけでなく、普段から体を動かし、健康な身体づくりの習慣化をめ
ざします。また、運動や体力向上について保護者への啓発を行います。

取組 7-4 運動やスポーツの習慣化

取組 7-1 基本的生活習慣の啓発

・ 「早寝・早起き・あさ・し・ど・う（あいさつ・食事・読書・運動）」運動の推進や家庭学習の充実のた
め、広報活動を積極的に行い、子どもだけでなく保護者や地域への啓発を行います。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

②

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

教育大綱目標 創意工夫し、問題解決できる力を育成します

施策 課題発見・解決型学習の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

び」の実現が求められている。小学校では授業改善が進められてきているものの、中学校ではま
だまだ教師主導の一斉授業が主流であることから、研究指定校の設置や教育課程訪問による指
導助言、教員研修の充実等取組を強化し、子どもの問題解決できる力を育む。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

62401 生きる力育みプラン推進事業 学校教育課 130 6,739

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

課題

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、話し合い活動やペアワーク、グループワークなど協
働的な学びがしづらい状況であるが、工夫しながら、さらに主体的・対話的で深い学びの視点か
ら授業改善を推進していく必要がある。また、1人1台のタブレット端末を学校や家庭での学習に
おいてさらに効果的に活用する方法を模索し実践していく必要がある。

令和４年度の
取組状況

県の「『読み解く力』向上を図るための研修」「個に応じた少人数指導推進事業」「小学校英語パ
イオニア実践プロジェクト事業」などを受け、令和３年度に見直しを行った「近江八幡市学ぶ力向
上にかかる「生きる力」育みプラン」をもとに、授業改善推進校を中心にして主体的・対話的で深
い学びの視点から授業改善を続けていく。また、さまざまな就学前施設から入学してくる児童が
安心して学校生活をスタートできるよう、幼児課や教育研究所と連携し、幼児期と小学校の学び
をつなぐカリキュラム作成を進めていく。

取組 1-1 「学ぶ力」を育む授業改善の推進

・ 授業改善推進研究校を指定し、近江八幡市学ぶ力向上にかかる「生きる力」育みプランに基
づき、これからの教育課題に視点を当てた指定研究を継続的に行います。そして、教員の指導
力の向上とともに、取組実践を市内に広げることで市内全体の授業改善を推進していきます。ま
た、課題の発見・解決に向けた主体的・協働的に学ぶ学習などを充実させ、他者とともに学び続
ける力など、子どもの資質・能力の育成に努めます。

取組 6-1 ICT機器を効果的に活用した情報活用能力の育成

・ 児童生徒が必要に応じてICT機器を使用し、ICT機器の「調べる」、「撮影する」、「共有・協働
する」等の機能を効果的に活用した学習活動の充実を図ります。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

実績・達成状況

県の「個に応じた少人数指導推進事業」「小学校英語パイオニア実践プロジェクト事業」「読み解
く力向上を図るための研修」などを受け、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を行
い、公開授業を実施し、市内各校に取組成果を発信した。ＩＣＴ支援員を小学校に配置し授業支
援を行うことで、どの教員もタブレット端末を学習の中で効果的に利活用し、わかりやすい授業づ
くりをスムーズに行うことができた。

全国学力・学習状況調査で「話し合う活動を通じて、
自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい
る」に肯定的に回答している割合（小学校）

66% 90% 76%

全国学力・学習状況調査で「話し合う活動を通じて、
自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい
る」に肯定的に回答している割合（中学校）

57% 90% 76%
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5 評価

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・授業改善推進モデル校を指定し、先進的な実践を行い、検証を進めていく。また、実践や研究
を市全体に広め、教員の資質向上を図っていく。
・「読み解く力」の視点を踏まえた、課題解決型の学習を継続して進めていく。各校で、子どもた
ちの実態や課題を分析し、校内研究を進めていく。
・授業でのタブレット端末の効果的な活用については、教育研究所主催の指導力向上研修を行
う他に、各校で研修会を行う。また、推進校の授業や研究会への参加を呼びかけ、教員の研修
の機会とする。

（予算措置）
・特色ある学校づくり支援事業で必要な予算を確保する。

（内部評価）
・課題発見までの気づきの子どもたちの視点を大切に主体性をもって生き抜く力を育てる以前の
教師の気づき、授業や学習の場を提供する側の質を向上させたい。
・小さい時から身近なものに触れ、疑問をもつことが「主体的・対話的で深い学び」につながる第
一歩だと思う。それによって、コミュニケーションもとれる。家で一緒に触れ合う時間を少しでも大
切にしていただきたい。
・「探求（解決する）」と「検索（調べる）」の使い分けとバランスを仕組む授業のあり方を求めたい。
・結果が顕著に出ているので、引き続き推進をお願いする。
・1人1台タブレット端末をより効果的に活用していくための研修会等が必要と考える。

３．費用対効果 3.2 ―

評価コメント

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.6 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

②

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

課題
　タブレット端末の活用は進んだものの、それが効果的であるかどうかには、十分な検証と研修が
必要である。「どの場面で」「どのように使うか」を試行錯誤しながら、授業改善を図る必要がある。

取組 1-1 「学ぶ力」を育む授業改善の推進

・ 授業改善推進研究校を指定し、近江八幡市学ぶ力向上にかかる「生きる力」育みプランに基づ
き、これからの教育課題に視点を当てた指定研究を継続的に行います。そして、教員の指導力の
向上とともに、取組実践を市内に広げることで市内全体の授業改善を推進していきます。また、課
題の発見・解決に向けた主体的・協働的に学ぶ学習などを充実させ、他者とともに学び続ける力
など、子どもの資質・能力の育成に努めます。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

66% 90% 76%

実績・達成状況

　令和２年度に整備した学習者用タブレット端末を授業で効果的に活用するために、各校で研修
会を実施し、どの教員も基本的な操作ができるようになった。また、タブレット端末は学校での活
用を基本としているが、やむを得ず学校に登校できない児童生徒を対象に、タブレット端末を持
ち帰ってオンラインでコミュニケーションをとったり、授業を受けたりする環境を整えることができ
た。

全国学力・学習状況調査で「話し合う活動を通じて、
自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい
る」に肯定的に回答している割合（中学校）

57% 90% 76%

全国学力・学習状況調査で「話し合う活動を通じて、
自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい
る」に肯定的に回答している割合（小学校）

62401 生きる力育みプラン推進事業 学校教育課 130 6,739

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 創意工夫し、問題解決できる力を育成します

施策 学校ＩＣＴ機器を活用した主体的協働的な学びによる問題解決能力の育成

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

の子どもたちにとって、身につけておかなければならないＩＣＴ活用能力が高められるよう授業活
用する。個別学習、協働学習（ペア・グループ）、一斉授業等多様な学習形態の中で、子どもたち
が対話を通して学び合い、高め合う学習活動を充実させる。

取組 1-2 個を生かし伸ばす指導の充実

・ 児童生徒の学力向上や自己肯定感を高めるため、きめ細かな指導を行い、どの児童生徒に
とっても分かりやすい授業にします。また、タブレット端末等を効果的に活用して、個々の特性や
習熟度に応じた学習を行うなど「個別最適な学び」を充実します。

取組 6-1 ICT機器を効果的に活用した情報活用能力の育成

・ 児童生徒が必要に応じてICT機器を使用し、ICT機器の「調べる」、「撮影する」、「共有・協働す
る」等の機能を効果的に活用した学習活動の充実を図ります。
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5 評価

令和４年度の
取組状況

　年度更新作業を終え、どの学校もタブレット端末の活用がスタートしている。日々の授業実践の
中で、効果的な活用について模索している。

詳細項目 内部平均 外部平均

評価項目
１．施策目標への達成状況 3.6 ―

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・ICTにかかる授業改善推進モデル校を指定し、ICT機器の効果的な活用について研究する。そ
の実践や研究を市全体に広め、教員の資質向上を図る。
・情報活用能力のうち、「情報モラル」について、小学校から中学校までの９年間を見通した体系
表（近江八幡版）を本市のICT教育推進リーダー部会を中心に作成し、令和５年度からの運用を
目指す。

（予算措置）
・小学校へのICT支援員の継続配置の妥当性について検討する。

取組 6-2 ICT機器を効果的に活用するための情報モラル教育の推進

・ タブレット端末の活用とともに、これからの情報社会で必要となる情報モラル教育をすすめま
す。
また、保護者へも啓発を行うことで適切に利活用する能力を育みます。

評価コメント

（内部評価）
・タブレット等ＩＣＴ推進に期待したい。
・よりよい研修内容で実施された結果が表れてきていると感じた。先生方のタブレット活用に対す
る意欲が、もっと向上されることを期待する。
・タブレット活用の「段階的・系統的」プログラム（小学校～中学校）を市内で統一する。
・指導者による活用温度差をなくすためのレベル別の手立てをプログラム化する。
・成果を計る具体的な指標・項目を設定したい。
・準備、試用段階が終わり、いよいよ活用段階へ入っていく時期だと思う。
・端末の活用には教員に温度差があると当初言われていたが、どの教員も基本的な操作はでき
るようになったとのことで了解。

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果 3.4 ―

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

取組 6-3 ICT機器を効果的に活用したプログラミング的思考力の育成

・ 小学校におけるプログラミングの体験、中学校における技術科を中心とした実践的なプログラミ
ング学習等を通して、児童生徒が課題に対して論理的に考え、対応していく能力の育成を図りま
す。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

③

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

課題

　今後も感染状況に応じ、研修実施に向けて開催方法を引き続き工夫していく必要がある。今
回、1回は講師の先生がオンライン研修に協力いただく事ができ、園所からはオンライン開催で複
数の参加が出来るメリットも意見として聞かれた。また、私立園所では一昨年に引き続いて人員的
に参加が厳しい園所も多いのは同じ課題としてあげられる。

令和４年度の
取組状況

幼児課に幼児教育センターを設置し、幼児教育保育アドバイザーを設置した。特に私立園所に
むけては、今年度4年目となる出前研修を、事前にアンケートをとったり打ち合わせを行ったりしな
がら課題や要望の把握に努め、園所の実情に合ったものとなるように、幾つかの提案した研修パ
ターンを選択してもらい実施予定。全体研修としては感染状況に留意しながら3回を実施予定。ま
た、公開保育についても主体的なあそびの環境や援助のありかたについて、講師の先生から助
言をいただきながら各年齢で実施予定。公立各園所では園内研究や所内研修等で学びを深
め、資料や計画訪問等で共有していく。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

教職員の資質の向上

〇研修会等の開催
・ 教育に関する研究及び調査を行うとともに、教職員の専門性や指導力向上を図るため、初任
者研修や中堅教諭等資質向上研修など、経験年数に応じた研修の場を設定します。
・ 近江八幡市教育・保育育成指針に基づく教育・保育の推進に向けて、公私立ともに体系的・組
織的に研修・研究会を行います。
〇幼児教育・保育アドバイザーの配置
・ 保育内容や保護者連携、特別支援教育、幼小連携などについて、就学前施設の園所長や保
育者へのアドバイス、関係機関との連絡調整、研修・研究会の推進を行う幼児教育・保育アドバイ
ザーを配置し、教育・保育の質の向上を図ります。

404 329

取組 11-1

R3

就学前教育・保育育成指針を基に
①市全体研究
②市内各保育所・幼稚園・こども園での研修会の実
施回数

現行の近江八幡市
就学前教育保育育
成指針に基づいた
教育・保育の推進

①2回以上
②各施設1回以上

①2回
②公立園所は各園
所実施できた。
私立保育所・こども
園は66％の実施

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

実績・達成状況

　全体研修会は1回はオンライン研修とし、1回は感染対策をとりながら対面実施、講話の内容と
日頃の保育の振り返りを照らし合わせると共にあそびを通して自己発揮できる環境や保育者のは
たらきかけについて学ぶ機会となった。公立各園所については、育成指針に基づいたテーマを
掲げており、各年齢に応じた保育のあり方について学び合う機会となった事を計画訪問等で確認
を行った。私立園所は後半に計画していた園所についてはコロナ禍で実施ができない園もあっ
た。

教育大綱目標 実態に即した特色ある就学前教育の充実に努めます

施策 幼児期の特性を踏まえた就学前教育の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

教育を推進する。主体的に遊ぶ子どもを育成し、「知識・技能の基礎」、「思考力・判断力・表現力
等の基礎」、「学びに向かう力・人間性等」を培う。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60601 幼稚園教育指導事業 幼児課
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5 評価

評価コメント

（内部評価）
・幼児教育センターの立ち上げと同等に公私立への保育等支援等の充実が先生方の保育の質
の向上に繋がっていることは、大変大きな期待を感じている。
・オンラインでの研修だと、時間が取れない先生方も参加しやすいが、ＬＩＶＥとなるので私立園所
の方のためにもＹｏｕＴｕｂｅなどで配信ができると良いと思う。
・公・私、長・短保育の前提の違いを認識した上で、就学前教育の指針をどのように達成するのか
を示したい。
・私立園所の配慮は不可欠である。
・昨年同様、私立園所の参加が少なそうなので何らかの工夫が必要ではないか。実際のところ参
加されない（できない）理由は何なのか把握しなければならない。

評価結果を受けて
の次年度取組案

3.0 ―

２．事業における施策への貢献度 2.8 ―

３．費用対効果 2.8 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

（取組内容）
・幼児教育センターの研修・研究機能及び相談アドバイス対応機能を充実し、質の向上を目指
す。全体研修については内容充実とともに、参加しやすい開催方法の工夫（出前研修の実施、
受講方法の多様化等）を行う。また、園内研究等各園の資質向上に向けた研究推進や職員の士
気の向上に向けたアドバイスや相談業務も各園職員の実態に応じ行う。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

③

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

幼児課 404

課題

・保幼小中のより一層の校種間連携を図り、長期的な育ちを見通した中での校区の課題を明らか
にするとともに、解決に向けて就学前と小中学校で共通の項目を見出し、取り組むことが必要で
ある。
・幼小接続カリキュラムの作成に向けて就学前施設と小中学校の教職員が互いの実態や教育課
程について知ることが必要である。そのための全体研修会や交流ができる場を保障していく必要
がある。withコロナ禍での協議会のもち方について検討し、工夫しながら幼小接続カリキュラム取
組途中経過版リーフレットの活用に向けて、取組を進める必要がある。

年2回以上 ２～３回

実績・達成状況

・入学後、安心して小学校生活をスタートできるよう、小１すこやかサポーターを１学級30人以上
の9学級に配置した。これにより、配置した学級での不登校や行き渋り等が、ほぼない状態にする
ことができた。
・コロナ禍により校種間連携の取組を例年のように進めることはできなかったが、交流の仕方につ
いて連携を進め検討し、オンラインなどを活用した形で気持ちの通う様々な手法を取り入れ交流
を行った。
・各小学校区における就学前教育協議会の実施回数はコロナ禍の影響により、開催方法にばら
つきがあったが工夫して開催できた。協議会のもち方の情報共有は各校区ごとにされており、就
学前施設においては公私立の主任保育士が合同に幼小接続について学ぶ研修会を予定して
いたが、コロナ禍で中止となった。

月例報告による出欠状況や問題行動報告など

不登校　小学校
1.44%
中学校5.44%
問題行動 小学校
104件
中学校298件

不登校・問題行動
ゼロ

―

近江八幡市就学前協議会の各小学校区での実施
回数

2回

結果

H29

62401 生きる力育みプラン推進事業 学校教育課 130 6,739

329

61401 小１すこやかサポーター配置事業 学校教育課 1,046 2,870

R3

60601 幼稚園教育指導事業

教育大綱目標 実態に即した特色ある就学前教育の充実に努めます

施策 発達や学びの連続性を踏まえた就学前教育・保育の推進及び小学校教育への滑らかな接続

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

達成状況確認項目
基準値

最終目標
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5

取組 2-3

取組 5-1 育ちと学びをつなぐ校種間（就学前～小学校）のなめらかな接続の推進

評価結果を受けて
の次年度取組案

評価コメント

（内部評価）
・幼小接続カリキュラム作成の後の校種間の授業を通して研修していくことを充実していってほし
い。
・小1すこやかサポーターの支援は必要不可欠だが、就学前から次の日の準備をする、帰ってき
たら荷物の片づけをする等の習慣づけが大切だと思う。ここが最初の大切な一歩であり、親子で
一緒に取り組んでいただきたい。
・市内の全ての就学前施設（公私）において、入学前の「つなぎプログラム」をどのように確立して
いくのか。その実態から改善・実践につなげたい。個々の情報（支援計画を含む。）が校種間で
確実・正確につながるように実行する。
・校種間連携の本質は、伝えたかどうかではなく、伝わったかどうか、そしてその情報を活用でき
たかどうかであると感じる。
・幼少接続についての就学前研修も今後実施されたい。

外部平均

―３．費用対効果 3.2

評価

評価項目

詳細項目 内部平均

１．施策目標への達成状況 3.2

令和４年度の
取組状況

・4月から9月まで、１学級30人以上の小学1年15学級に小1すこやかサポーターを配置し、児童が
学校生活にスムーズになじめるよう学習面や生活面での支援を行っている。
・withコロナでの工夫した協議会の開催に向けて、各小学校区ごとに取組を進めている。また、幼
小接続についての就学前の全体研修会の開催も計画している。

２．事業における施策への貢献度 3.2

〇幼小接続カリキュラムの作成・実施
・ 発達や学びの連続性と系統性を踏まえたカリキュラムの作成・実施を通して、幼児教育の「学び
の芽生え」と小学校教育の「学びの基礎」のなめらかな接続を公私立ともに図ります。
〇小１すこやかサポーターの配置
・ 「小１すこやかサポーター」を配置して、児童が仲間とのつながりを大切にしながら就学前教育
から小学校教育への変化に適応できるよう、支援を行います。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

―

―

校種間（就学前～高等学校）の連携による人権教育の効果的な推進

・ 幼児教育から高等教育までの縦のつながりと、中学校区ごとの横のつながりを意識した校種間
の連携の強化を図るとともに、質の高い人権教育を行うための職員研修に取り組み、子どもの学
ぶ意欲や自尊感情を育みます。
・ 各中学校区では、定期的に担当教員等による児童生徒の情報交換を行い、支援の方法を検
討します。また、実践研究会において、テーマに沿った講師を招き、人権教育に関わる研鑽を深
める機会を設けます。

（取組内容）
・小学校区ごとに、子どもたちの実態に応じたカリキュラム作成を進め、実践、検証を図り、さらに
よいものへと更新していく。
・小１すこやかサポーターにおける支援は、小学校教育へのなめらかな接続には不可欠であり、
次年度も身の回りの学校生活支援として実施していく。
・令和4年度に作成された近江八幡市幼小接続カリキュラム途中経過版を基に各小校区ごとの特
性を生かした幼小接続カリキュラムの作成に向けて、幼児教育センターのアドバイザーがともに参
加し支援することでさらなる充実につなげる。

（予算措置）
・小１すこやかサポーターを配置する予算の確保に努めていく。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

④

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

「学ぶ力」を育む授業改善の推進

・ 授業改善推進研究校を指定し、近江八幡市学ぶ力向上にかかる「生きる力」育みプランに基づ
き、これからの教育課題に視点を当てた指定研究を継続的に行います。そして、教員の指導力の
向上とともに、取組実践を市内に広げることで市内全体の授業改善を推進していきます。また、課
題の発見・解決に向けた主体的・協働的に学ぶ学習などを充実させ、他者とともに学び続ける力
など、子どもの資質・能力の育成に努めます。

6-1 ICT機器を効果的に活用した情報活用能力の育成

・ 児童生徒が必要に応じてICT機器を使用し、ICT機器の「調べる」、「撮影する」、「共有・協働す
る」等の機能を効果的に活用した学習活動の充実を図ります。

R3

取組 1-1

全国学力学習状況調査で「話し合う活動を通じて、
自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい
る」に肯定的に回答している割合（中学校）

57%

実績・達成状況
　各校の教員と学校司書が連携して、学校図書館や図書を活用した授業を積極的に進めていく
ことで、授業で図書や学校司書を活用する機会が増え、子どもたちの学習に生かすことができ
た。また、タブレット端末を調べ学習や発表のツールとして活用した。

課題

・子どもたちの読書活動推進につながるように、教員と学校司書が連携して選書を行い、蔵書の
廃棄・購入を計画的に進めていかなければならない。
・思考力・判断力・表現力を高めるための授業づくりのさらなる工夫や授業改善を進めていく必要
がある。

全国学力学習状況調査で「話し合う活動を通じて、
自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい
る」に肯定的に回答している割合（小学校）

90% 76%

取組

76%

62401 生きる力育みプラン推進事業 学校教育課 130 6,739

64702 学校司書配置事業 学校教育課 4,791 7,664

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

教育大綱目標 目標を明確に設定した確かな学力を育成します

施策 思考力・判断力・表現力を高める「学び合い」を中心とした言語活動の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

学校ではかなり改善が進んできているものの、主体的な学びにつながる課題の設定、ペアやグ
ループで対話的に学び合う活動の推進により、表現力が高まる授業がスタンダードになるように
改善する必要がある。研究指定校の設置や教育課程訪問による指導助言、教員研修の充実等
取組の強化、またＩＣＴ活用や図書館教育等とも連携を深めながら、子どもに確かな学力が身に
つくよう授業改善を進める。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

66% 90%
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5

内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

評価コメント

（内部評価）
・目標に向かって授業改善・点検を行っておられ、子どもたちの学びが、大変生き抜く力に効果
をもたらしていると考える。
・タブレット端末を用いて調べ学習をすることに、子どもたちは慣れてきているが、調べて、そこか
ら要点をまとめることによって、思考力・表現力のさらなるアップにつなげる学びをしていただきた
い。
・「学び合い」のある授業スタイル・イメージがどのようなものであるかが見えてこない。
・学校図書室の蔵書の整理を計画的に進めていかなければならないように思う。

（外部評価）
・授業支援ソフトなどをうまく活用しながら話し合いとICTの活用をうまく両立させ、教育が行われ
ている。教員によって差が生じないような取組を引き続き実施してほしい。
・ICTの活用が授業にも活かされており、ねらいに迫った実践ができているように感じる。今後も創
意工夫を重ね、授業改善に向け取り組んでいただきたい。
・生きていくための「学ぶ力」を様々な観点から考えられたプランで素晴らしいと思う。あとは児童・
生徒がこのプランにそって自発的に学んでたくましく生き抜く力をたくわえてくれればと願う。
・児童・生徒たちのICT機器活用能力に引けを取らぬよう、学校教員や司書のICT活用能力のブ
ラッシュアップに努めていただければと思う。

3.2 4.0

２．事業における施策への貢献度 2.8 4.0

３．費用対効果 2.6 4.0

評価項目

詳細項目

評価

令和４年度の
取組状況

・4人の学校司書を配置し、1人当たり小学校3校、中学校1校を受け持ち、各校週1～2回の勤務
をしている。開館や環境整備、図書の貸出や教員と連携した授業づくりを進め、図書館教育の充
実を図っている。
・学校司書の活用実践を交流し、さらなる活用方法を考えていく。また、児童生徒の読書活動推
進につながるような取組を学校司書と検討していく。
・授業改善モデル校を指定し、ＩＣＴ機器を利活用した学習、学校図書館や図書を活用した学
習、教員の授業力の向上を目指した研究を進め、実践を他校へも広げていく。教員同士が学び
合うとともに、子どもの学ぶ力向上を図っていく。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・課題に対して、「一人で考える→ペアやグループで交流する→全体で交流する」といったよう
に、学習形態を変えながら、一人の考えを学級全体に広げたり、一人の考えから学級全体の思
考を深めていく、問題解決型の学習を進めていく。
・授業改善推進モデル校の取組や実績を市全体に広め、教員のスキルアップや子どもの「学ぶ
力」の向上を図っていく。
・一人で考えたことをタブレット端末を使ってまとめるだけでなく、授業支援ソフトを使うと、みんな
の意見を共有することができる。友だちの考えを知り話し合ったりすることで、学びを深めたり再構
築することができる。

（予算措置）
・授業改善推進モデル事業の予算の確保に努めていく。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

④

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

教育大綱目標 目標を明確に設定した確かな学力を育成します

施策 校種間連携による豊かな学びの連続性の実現

 93.5

 93.3

2回／年

各中学校区で4回
以上実施し、共通
実践に取り組む

令和４年度の
取組状況

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

育ちと学びをつなぐ校種間（就学前～小学校）のなめらかな接続の推進取組

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

るが、近隣の小学校や中学校との連携がなされていない。また、教科指導においても校内研究が
中心であり、学び方に一貫性がなく、子どもが戸惑うことがある。生活習慣や授業規律、家庭学
習、教科指導方法について、就学前から中学校まで、中学校区で共通の実践づくりをすすめ、子
どもたちに学ぶ力のもとになる基礎学力や活用する力が身につくよう、取組を充実させる。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

130 6,73962401 生きる力育みプラン推進事業 学校教育課

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

66801 人権教育推進事業 生涯学習課 920 665

・幼児教育での学びの芽生えを、小学校教育での学びの基礎へスムーズにつなげていくため
に、小学校区ごとに接続カリキュラムを考える必要がある。小学校区ごとに話し合う際に手立てと
なる「令和４年版幼小接続カリキュラムリーフレット」を作成し、「幼児期の終わりまでに育ってほし
い１０の姿」の周知、共通理解を図る。

・本事業は、就学前～高等学校まで、縦の連携の強みを生かした事業であるが、一方で、全員が
研修会や会議に参加できる時間帯が生み出しにくい。学区内すべての職員が連帯感を持って事
業に取り組めるような事業の進め方が求められる。

全国学力学習状況調査のＡ問題（知識）の全国平均
正答数が100となるよう標準化した得点
※問題が平成31（令和元）年から統一されたため、平成31（令和
元）からは、「全国学力学習状況調査の全国平均正答数が10とな
るよう標準化した得点」に変更

実績・達成状況

課題

2.25回／年
（中学校区平均）

2回以上／年

各中学校区で担当
者会2回以上実施
し、共通実践を行う

各中学校区で4回
以上実施し、共通
実践に取り組む

98.25

98
100

各中学校区における「学びの礎ネットワーク事業」に
おける実践研究会の年間開催回数

校種間連携担当者会の実施

・学習指導要領が「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力、人間性等」という３
つの柱に基づいて再整理され、学校ではこれらの資質能力を育成を目指し、授業改善を図って
きた。

〇幼小接続カリキュラムの作成・実施
・ 発達や学びの連続性と系統性を踏まえたカリキュラムの作成・実施を通して、幼児教育の「学び
の芽生え」と小学校教育の「学びの基礎」のなめらかな接続を公私立ともに図ります。
〇小１すこやかサポーターの配置
・ 「小１すこやかサポーター」を配置して、児童が仲間とのつながりを大切にしながら就学前教育
から小学校教育への変化に適応できるよう、支援を行います。

5-1

32



5

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・学校訪問や園訪問で、各校園所へカリキュラム作成についての事務局の進捗状況を説明して
いる。今年度配布予定の途中経過版リーフレットをもとに、来年度は小学校区ごとにカリキュラム
作成を進めていく。研修会などに幼児課や学校教育課の指導主事も参加し、ともに作成してい
く。
・「早寝・早起き・あさ・し・ど・う」に関わるリーフレット等を作成し、児童生徒や保護者へ配布し、家
庭での過ごし方や学習方法等について啓発していく。
・「礎ネットワーク」の実践が交流できるよう、今後も学区ごとの実践交流会を実施していきたい。学
区ごとの通信を発行して、情報交流に努める。また、実践交流会や通信を通して、課題を共通理
解し、校種間の連携をとって、取組を深めていきたい。

（予算措置）
・令和５年度版幼保小接続カリキュラムに係るリーフレット作成のための予算の確保に努める。
・校種間連携の実践交流を引き続き進めていけるよう予算の確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・カリキュラム作成にかかわる学校教育課と幼児課が主に校種間に指導に行かれているのか。市
内全体が同じ方向性をもって取り組んでいくために、現在の事務局の取組を最大限生かしてほし
い。
・近江八幡市すべての子どもが同じ学びを目指すために、まず小学校の間で家庭学習の持ち方
などを共有しあうところから始める必要があると思う。
・「礎ネットワーク」の実践成果・課題を見える化（データ化）することが必要である。さらに、地域へ
の発信を通して、地域ぐるみの教育へとつなげたい。
・校種間連携の本質は、伝えたかどうかではなく、伝わったかどうか、そしてその情報を活用でき
たかどうかであると感じる。
・校種間連携がどこまでできるか難しいところもあるかと思うが連帯感を持って取り組まれたい。

2.8 ―

２．事業における施策への貢献度 2.6 ―

３．費用対効果 2.6 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

評価
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑤

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

教育大綱目標 国際化を視野に入れた人材育成に努めます

施策 滑らかな小中接続による外国語（英語）能力の向上

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

ケーション能力を身につけることが求められており、平成３２年度改訂の学習指導要領において、
小学校５・６年生で教科化される。ＡＬＴ（Assistant Language Teacher＝外国語指導助手）や日本
人英語講師など指導助手を効果的に活用し授業の質を高めることと、小中連携による外国語教
育のなめらかな接続を目指す。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60901 外国語指導助手（ＡＬＴ）配置事業 学校教育課 28,228 33,769

60902 小学校外国語教育事業 学校教育課 1,209 825

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

実績・達成状況

　新型コロナウィルス感染拡大予防のため、授業交流の回数を増やすことは難しかった。しかし、
感染予防対策をしながら公開授業をしたり、授業の様子を撮影したビデオを見ながら意見交換し
たりした。また、ALTの研修も行った。小中連携では、中学生のインタビュー映像を使って小学校
での学習に活用するなどの交流を行った。

ＡＬＴとのティームティーチングによる公開授業や研
究会、小中連携に係る公開授業や授業交流の実施
回数（年間）

9回 9回 6回

課題
　今年度も積極的な公開授業や授業交流を行うことは難しいと考える。新型コロナウイルス感染
予防対策をしながら授業を公開したり、オンラインでの研修・交流を行うなどの工夫が必要であ
る。

令和４年度の
取組状況

・ＡＬＴ７人を配置し、小・中学校で子どもたちの英語能力の向上に取り組んでいる。
・公開授業や授業交流の計画を立てている。感染予防対策をしながらできるだけ学び合いの機
会を確保できるように進める。
・ビデオなどで授業交流や情報交換を行い、小中連携を図る。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

小中学校９年間を見通した外国語教育の推進

・ 各校に配置しているＡＬＴや日本人英語講師などの指導助手を効果的に活用し、授業の質を
高め、実践的コミュニケーション能力の育成を図るとともに、小中学校の外国語教育の円滑な接
続を図ります。

取組 6-4
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3.2 ―

評価コメント

（内部評価）
・ティームティーチングがクラスの授業力アップにつながっていると良い。ただ、ティームティーチ
ングが依存になってはいないか十分な反省課題も含め、担任の先生方の意識を高めていただき
たい。
・委託派遣ALTと教員とのチームワークが第一。小学校時点での「つまづき」の分析と中学校への
つなぎを大切にしたい。
・外国語（英語）の授業ではなく、英語で授業が出来るようになっていただきたい。
・実践的なコミュニケーション能力が付けられるよう取り組みされたい。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・引き続きALT7名を配置し、小・中学校で子どもたちの英語能力の向上に取り組む。（一人の
ALTが複数校担当するときは、同じ中学校区で配置し、小中接続に努める。）
・公開授業や授業交流などの機会を持ち、情報交換しながら、小中連携を図る。

（予算措置）
・外国語指導助手（ALT）事業や小学校外国語教育推進事業の予算の確保に努めていく。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.0 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑤

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

教育大綱目標 国際化を視野に入れた人材育成に努めます

施策 外国語（英語）によるコミュニケーション能力の育成

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

豊かな国際感覚は子どもたちにとって必要不可欠な力である。これらの観点から子どもたちを育
成するために、ＡＬＴの配置や日本人英語講師の派遣を行い、生きた外国語（英語）や異文化に
触れられる環境を整えることが必要である。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60902 小学校外国語教育事業 学校教育課 1,209 825

60901 外国語指導助手（ＡＬＴ）配置事業 学校教育課 28,228 33,769

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

中学校にＡＬＴを派遣する年間時数 50時間 50時間 50時間

実績・達成状況

　日本人英語講師6名の派遣やALTの配置により、担任とのティームティーチングによる「英語を
使う」授業づくりを行い、英語によるコミュニケーションの場面を大切にした外国語教育を実践する
ことができた。また、ALTを活用した外国語活動や外国語の授業を行うことができ、英語を聞いた
り、伝えたりする必然性が生まれ、より実際の場面に近いコミュニケーション活動を豊富に行うこと
ができた。

小学校への日本人英語講師を派遣する年間時数
「小学校低・中学年」

20時間 20時間 20時間

小学校へのＡＬＴを派遣する年間時数「小学校高学
年」

30時間 50時間 50時間

課題
　小学校中学年の外国語活動の時数の増加、高学年の教科化に対応するため、よりALTを活用
した授業が展開できるよう、教員の指導力・英語力の向上を図る必要がある。

令和４年度の
取組状況

・ＡＬＴ7人を小・中学校に配置、日本人英語講師6人を小学校に配置することで、実践的な英語
活動を取り入れた授業づくりに取り組んでいる。
・日本人英語講師やALTを活用した授業の中で、英語によるコミュニケーションの場面を大切に
した外国語教育を進めていく。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

小中学校９年間を見通した外国語教育の推進

・ 各校に配置しているＡＬＴや日本人英語講師などの指導助手を効果的に活用し、授業の質を
高め、実践的コミュニケーション能力の育成を図るとともに、小中学校の外国語教育の円滑な接
続を図ります。

取組 6-4
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評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・引き続きALT7名を小・中学校に配置、日本人英語講師6名を小学校に配置し、実践的な英語
活動を取り入れた授業づくりに取り組む。
・ALTや日本人英語講師を活用した授業の中で、英語によるコミュニケーションの場面を大切に
した外国語教育を進めていく。

（予算措置）
・外国語指導助手（ALT）事業や小学校外国語教育推進事業の予算の確保に努めていく。

評価コメント

（内部評価）
・これからの社会を生きる子どもたちに外国語の学びは大切である。発達障がいの子どもたちの
配慮も十分にしながら、英語の楽しさ、わかる喜びを伝えてほしい。
・ＡＬＴとの本物の英語にたくさんふれ、「英語は楽しい。もっと学びたい」につながる充実した授
業を期待したい。
・「英語を活かす」体験的学習（対話・案内・レター）の場を校外活動として、位置付ける工夫が大
切となる。民間委託派遣事業による特色ある、系統的な実践が推進されるように、常に、点検・調
整を行う。
・外国語（英語）の授業ではなく、英語で授業が出来るようになっていただきたい。
・ALTを全て民間派遣委託としたことから、今後は安定的に外国語教育ができると期待する。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.6 ―

２．事業における施策への貢献度 3.6 ―

３．費用対効果 3.6 ―

37



【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑥

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

課題
　道徳が教科化され、通知票でも文章で評価して子どもと保護者にも伝え、自己を見つける機会
にしている。教員は、適切に子どもの変容を見取るスキルを身につける必要がある。

令和４年度の
取組状況

　小学校でも中学校でも、伝統と文化を尊重し、郷土を愛する態度を育む実践の一つとして道徳
の授業をあげている。今年度は、十分なコロナ対策を講じた上で、昨年度よりも地域の方と直接
触れ合う機会をもつことができるように計画している。教員は道徳科の研修に積極的に参加し、各
校で伝達講習の機会を持つようにする。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

道徳教育の推進

・ 集団生活において、人と人との温かい関わりの中で葛藤体験や互いに理解しあう体験などを重
ね、一人ひとりがかけがえのない存在であることに気付き、共感や思いやりの心を育みます。ま
た、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方を考える学習を通して、道徳的な判断力や実践
意欲と態度を育てます。
・ 道徳科を要として、学校の教育活動全体で、自己の生き方を考え、主体的な判断のもとに行動
し、他者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性を育みます。

取組 2-1

実績・達成状況

　すべての教育活動の基盤に人権教育の視点を取り入れた上で、各小中学校では、道徳的実
践力を身につけることができるよう、地域教材や人材も活用しながら、全体計画、年間計画を立て
た。
　また、各校の重点目標や学校・児童・生徒の実態に応じた道徳教育を実施した。

全国学力学習状況調査で「話し合う活動を通して、
自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい
る」に肯定的に回答している割合（小学校）

66% 90% 76%

全国学力学習状況調査で「話し合う活動を通して、
自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい
る」に肯定的に回答している割合（中学校）

57% 90% 76%

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

60401 小学校教育指導事業 学校教育課 4,826 7,795

60501 中学校教育指導事業 学校教育課 2,760 3,231

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 健やかな心と体を育成し、人権が尊重される環境づくりに努めます

施策 地域社会との関わりを通して、考え、議論する道徳教育の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

行実施されるため、「考える」・「議論する」といった道徳的実践力を培う道徳教育が求められてい
る。新学習指導要領にあわせて各校の全体計画、年間計画を見直し、地域教材や人材も活用し
ながら、学校教育全体の中で道徳的実践力を身につけられるようにする。
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評価コメント

（内部評価）
・通知表の評価は教員の人間力そのものが大切となってくる。評価の仕方で道徳がさらに生きて
くるものと考える。どのように質を高めていくのか大いに期待したい。
・道徳教育は、話し合い、考えるだけでは身につかない。家庭、地域など人との関わりからたくさ
ん学んでほしい。
・道徳教育の成果のいくつかを、生活実践上に「行動化」する総合プログラムを構築したい。
・議論に正解は無いと思う。自分の思いや考えをしっかり伝え伝わる様になるためにも、まずは教
員の皆さんが手本になる様に思いやりを持った行動をお願いする。
・地域の協力も得ながらどのようにして道徳的実践力を付けていくのか検討が必要。

（外部評価）
・道徳教育はどうあるべきかを検討した上で、地域の実情に応じた教育が行われている。さらに、
教員によって差が生じないよう研修等を効果的に実施してほしい。
・それぞれ地域性の違う学校がある中、道徳の果たす役割は大きいと思う。子どもが元気になる、
自分の生き方を問う時間となるよう今後もよろしくお願いしたい。
・「道徳」の教科について評価することはとても難しいと思うが、大人である教師とともに生き方を学
ぶ、他者を尊重する力を付けていける指導をしていただければと思う。
・ふるさと教育の教材は身近な地域の人材について学べる良い教材だと思う。ぜひ、各学校間で
共有していただき、道徳を学ぶとともに地域の魅力に気づき、自分の住む近江八幡を好きになっ
てほしい。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・検定教科書だけでなく、各校でこれまで蓄積してきたオリジナル教材、とりわけ地域教材を使っ
た教材を積極的に実践する。
・教育研究所主催の指導力向上研修に道徳教育も取り入れる。

（予算措置）
・特色ある学校づくり支援事業の中で、必要な学校を確保する。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.2 3.7

２．事業における施策への貢献度 3.2 3.3

３．費用対効果 3.0 3.7
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑥

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

教育大綱目標 健やかな心と体を育成し、人権が尊重される環境づくりに努めます

施策 規範意識の向上をめざした人権教育と道徳教育の推進

施策の目的
（解決すべき課題

や
「ねらい」）

ら小・中・高を対象とした縦の連携をとおして、それぞれの校区における課題克服の実践研究会
を開催し、研修機会を充実させる。自尊感情を中心に学びの礎を育てることで、「前向きに生きて
いこう」・「学ぼう」とする意欲を高める。

体験が大切である。幼児同士が互いに理解し合う体験を重ね、共感や思いやりの気持ちをもち、
一人ひとりがかけがえのない存在として大切にされる就学前教育を推進する。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60601 幼稚園教育指導事業 幼児課 404 329

66801 人権教育推進事業 生涯学習課 920 665

各中学校区における「学びの礎ネットワーク推進事
業」による職員研修および実践研究会の年間開催回
数（中学校区平均）

10回／年 11回／年 11回/年

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

取組 2-3

・市内すべての4中学校区において、「学びの礎ネットワーク推進事業」を推進し、中学校区内の
すべての保育や教育にかかわる職員が集まり、実践研究会（全体会）やいしずえ支援検討会議
（担当者会）を開催した。公立私立を問わず、すべての校園所の教職員が子どもの成長を縦の連
携を活かして情報を共有し、課題解決に努めた。

・市内には、様々な家庭状況のもと、厳しい環境で生活している子どもや、日本語の習得が不十
分なために学習に向かいにくい子どもがいる。そういう子どもに焦点をあてながら、学区内の教職
員が同じ目標を持って取り組むことが必要である。

実績・達成状況

課題

令和４年度の
取組状況

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

校種間（就学前～高等学校）の連携による人権教育の効果的な推進

・ 幼児教育から高等教育までの縦のつながりと、中学校区ごとの横のつながりを意識した校種間
の連携の強化を図るとともに、質の高い人権教育を行うための職員研修に取り組み、子どもの学
ぶ意欲や自尊感情を育みます。
・ 各中学校区では、定期的に担当教員等による児童生徒の情報交換を行い、支援の方法を検
討します。また、実践研究会において、テーマに沿った講師を招き、人権教育に関わる研鑽を深
める機会を設けます。

・各学区では、公立、私立を問わず、就学前から高等学校までの縦の連携を意識した取組を進
めている。いしずえ支援検討会議や実践研究会では、各校園所の子どもの実態や校園所の人
権教育の取組状況について情報交換を行い、中学校区で同じ方向性で取り組めるようにしてい
る。
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評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・今後も、各学区ごとに就学前から高等学校の教員が参集して子どもの状況や人権の取組を共
有する機会をつくり、縦横の連携を密にしていく。
・毎年作成している人権教育推進計画の中に人権教育の推進方針、人権教育の重点を記載し
ている。各校園所で意識していただけるよう、年度当初の人権主任会や人権訪問の際に啓発を
行う。
・引き続き校種間連携の充実に向けて就学前施設も協議会等に参加し、幼児期の育ちを支え
る。
・人権市民生活課や障がい福祉課とも連携し、啓発に努める。

（予算措置）
・上質な人権教育を目指し、職員の鋭い人権感覚を磨くための研修を実施できるよう予算確保に
努める。

評価

評価コメント

（内部評価）
・遊びや生活を通した大切なことを学び合う環境づくりを充実させていただきたい。
・コロナ禍が続き、厳しい家庭環境で生活している子どもがますます増えていると思う。そのような
状況下にある子どもは特に大切に教育に取り組んでいただきたい。「今日も学校へ行こう」と思っ
てもらえるように。
・市民ぐるみで、大人も共に考・動できる人権教育・道徳教育を推進する。例えば、「人権１０ヵ条
プラスワン」を制定できないか。
・今後も就学前から高校までの縦の連携を密にしながら取組をされたい。

3.6 ―

２．事業における施策への貢献度 3.4 ―

３．費用対効果 3.2 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑥

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

教育大綱目標 健やかな心と体を育成し、人権が尊重される環境づくりに努めます

施策 望ましい食習慣の定着を図る食育の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

する必要がある。豊かな食生活を身につけるため、食育教室を開催し、各校で学びを深めるとと
もに、給食指導の充実を図り、食への感謝も含め適切に指導する。朝食状況調査や給食残食量
調査等効果的に活用し、食生活の改善に努める。

味関心を持つなど望ましい食習慣を身に付ける。家庭での食生活やアレルギーなど、幼児の食
生活に対する配慮が必要である。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60601 幼稚園教育指導事業 幼児課 404 329

62401 生きる力育みプラン推進事業 学校教育課 130 6,739

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

各小・中学校における食育教室の実施率 75% 100% 75%

実績・達成状況

・小・中学校における食育教室については、小学校ではほぼ100％の実施率であったが、中学校
ではあまり実施されなかったので全体として75%にとどまってしまった。食育教室では、自分の食
事についてふり返り、栄養や食事の仕方について考えることができた。また、食に対する感謝の
気持ちが芽生えた。
・食育活動「ごはんが炊けるまで」「だしってどんな味？」と、菜園活動の実施率は１００％であっ
た。コロナ禍で短時間実施で密接・密集を避ける必要があったため、子どもたちが実際に調理を
体験することはできなかったが、自分達で栽培した野菜を使用してみそ汁作りをしたことで、食べ
物への興味関心や、給食への期待感の向上に繋がった。

食育活動「ごはんが炊けるまで」「だしってどんな
味？」の実施率

ごはん　100％
だし　　　71％

ごはん　100％
だし　 　100％

食育年間計画における菜園活動の実施率 未調査 100%

ごはん　100％
だし　 　100％

100%

課題

・食育教室の中学校での実施を進め、小学校での学びを中学校へつなぐ必要がある。給食の残
食が多いことも課題であり、食の喜びと感謝を大切にした食育をさらに進める。
・調理体験がなくても子どもたちの記憶に残る食育にすること、また食育後に子どもたちの食生活
にどのような変化があったか把握し内容を工夫する必要がある。
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評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・中学校での食育教室の実施を推進する。
・給食センターが作成している動画資料「めざせ！はいぜん名人」などを活用し、給食指導に取り
組んでいく。
・様々な食べ物や食と栄養・健康についての興味関心を深めることができるよう、食育活動を進め
ていく。
・指導部署として学校給食センターも入れる。
・食育実施後のアンケートより改善や新たな取り組みについて検討し、継続した取り組みがより効
果的な食育の推進となるように取り組む。

令和４年度の
取組状況

・中学校での食育教室実施を検討している。中学校で進むように啓発する。食育教室を通して、
食に対する知識や感謝の気持ちを高める。
・今年度は感染症対策をしながら、できる範囲で子どもたちが調理体験をできるように内容を工夫
している。食育後の子どもたちの変化については保護者アンケートを実施し、活動の効果をはか
る指標としている。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

学校園における食育の推進

〇食育活動の推進
・ 先生や友達と一緒に食べることを楽しみ、様々な食べ物や食と栄養・健康についての興味関心
を深めることができるよう、食育活動を推進します。また、家庭への啓発として、食育活動後に内
容についての周知や活動後の幼児の変容についてのアンケートを行います。
・ 各学校と学校給食センターが連携を図り、「給食指導年間計画」や「食育の日実施計画」に基
づき、学校給食を活用した食育活動を推進します。また、食育啓発紙(スクールランチ)を各家庭
へ配布するとともに、市ホームページやSNSを活用し家庭・地域への啓発を行います。
〇食に関する指導
・ 栄養教諭の授業により、食事のバランスや朝食の大切さなど発達段階に応じた食に関する指
導を行います。
・ 給食を残さず食べるよう、給食訪問を通して、食に関する指導の充実を図ります。

取組 7-2

評価コメント

（内部評価）
・食育教室の実施は継続が大切である。中学校でも短時間でも実施していただくことで、当たり前
の給食・食事が感謝へとつながる。そしてまた、お弁当を作ってもらう親への感謝にもつながる。
・押しつけでない「残食解消」に向けて、教科学習も含め、発達段階に応じた、総合的な学習プロ
グラムの開発と家庭とのつなぎ啓発を展開したい。
・命、食べ物に対する感謝の気持ちが芽生えたのは素晴らしいと思う。この気持ちが給食残食ゼ
ロへとつながって欲しい。
・学校によって残食の量に差があるように思うので、多いところにはもっと積極的な食育啓発に取
り組まれたい。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.2 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果 3.2 ―
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑥

4

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 健やかな心と体を育成し、人権が尊重される環境づくりに努めます

施策 安全・安心な学校給食の提供

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

行うとともに、食器具類の更新を計画的に実施する。

給食センター施設維持管理事業 学校給食センター 14,403 26,267

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

9401

実績・達成状況

・施設・設備の各種法定点検や除害施設や揚げ物機、焼き物機等の修繕を行い、「学校給食年
間実施計画」に基づき安全・安心な学校給食の提供を行った。(190回／年）
・献立内容については、「はちまんの日」に加え本市近江牛消費拡大事業や県の事業を活用し、
市内産近江牛や県内産近江しゃも、湖魚などを提供することで、給食を通して地元産食材のお
いしさや魅力を伝えた。また、「給食指導年間計画」に基づく指導用資料を、各校園や保護者へ
メールやLINEで配信し、学校や家庭と連携した食育推進に努めた。
・献立検討委員会等の各種委員会を開催し、小児科医や校園長、保護者、栄養教諭等様々な
立場の方と情報共有し、安全安心な学校給食の提供に努めた。

「学校給食年間実施計画」に基づく、安全・安心な学
校給食の実施

100% 100% 100%

課題

・各種マニュアルの遵守に加え受託業者と連携し、引き続き安全安心な学校給食の提供に取り
組む必要がある。
・施設・設備の故障や破損が増大しているため、修繕や備品購入等を計画的に行い、長寿命化
を図る必要がある。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

学校園における食育の推進

〇食育活動の推進
・ 先生や友達と一緒に食べることを楽しみ、様々な食べ物や食と栄養・健康についての興味関心
を深めることができるよう、食育活動を推進します。また、家庭への啓発として、食育活動後に内
容についての周知や活動後の幼児の変容についてのアンケートを行います。
・ 各学校と学校給食センターが連携を図り、「給食指導年間計画」や「食育の日実施計画」に基
づき、学校給食を活用した食育活動を推進します。また、食育啓発紙(スクールランチ)を各家庭
へ配布するとともに、市ホームページやSNSを活用し家庭・地域への啓発を行います。
〇食に関する指導
・ 栄養教諭の授業により、食事のバランスや朝食の大切さなど発達段階に応じた食に関する指
導を行います。
・ 給食を残さず食べるよう、給食訪問を通して、食に関する指導の充実を図ります。

取組 7-2
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第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

取組 8-3 学校給食における「はちまんの日」の実施

・ 毎月「8」の付く日を「はちまんの日」とし、特産品や市内産の野菜を使用したり、昔から伝わる郷
土料理を取り入れた献立を実施したりします。また、地域の食文化を知り、食を楽しみながら郷土
を愛する心や感謝の心を育てます。

3.4 ―

令和４年度の
取組状況

・学校給食費の徴収業務については、収納スケジュールに基づき進めている。また、各種委員会
の内、学校給食運営委員会では「食べ残しを減らす」と「減塩」について重点的に取り組むことに
決定した。
・受託業者との週1回の打合せ会も引き続き行い、日々の連携に努めている。
・夏休みには、経年劣化による不良部分や実務に合致しない内装材等の改修箇所のスクリーニ
ング及び改修設計業務を委託し、計画的な施設の長寿命化に取組む。
・調理等業務委託契約が来年度7月末までのため、業者選定会の準備を進めている。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

取組 7-3 安全・安心な学校給食の充実

〇安全な学校給食の提供
・ 施設・設備の維持管理を適切に行い、「学校給食年間実施計画」に基づき安全・安心な学校給
食を実施します。
・ 「学校給食衛生管理基準」や「近江八幡市異物混入対応マニュアル」、「学校給食における食
物アレルギー対応マニュアル」を徹底し、安全な学校給食の提供に努めます。
〇特色ある献立の実施
・ 「給食指導年間計画」に基づき、「和食の日」や「かみかみの日」、「はちまんの日」といった特色
ある献立の実施を行うなど、学校給食の充実を図ります。

評価コメント

（内部評価）
・安全・安心で楽しみな給食となっている。レシピ等が配信されたり、様々な情報が親や子どもた
ちの信頼につながっている。
・物価上昇等があるにもかかわらず、変わらず給食を提供していただいていることに感謝する。子
どもたちは、安心して、楽しく毎日の給食を食している。ＬＩＮＥ配信では、登録市民全体への情報
配信となり、とても有効であると思う。子どもの好きな給食メニューを手軽に作れとても便利であ
る。
・１つの事象が、全ての信用を無にすることを常に意識し、特に、日常事前点検・処理工程を複数
人で対応継続する。多様なアレルギー症状が見られる中、現場（校園）との定期的・継続的な連
絡調整を密にする。
・地元近江八幡を再認識することが郷土愛につながると思う。
・食材の高騰で献立も工夫が必要となってくるが、今後も安全で美味しい給食に提供に努められ
たい。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・引き続き、安心・安全な学校給食の提供に努める。
・食物アレルギー対応や異物混入、衛生管理に関するマニュアルを遵守するとともに、誤食事故
や異物混入発生時には、速やかに原因と対策を検証し、再発防止に努める。
・調理業務受託業者との連携を徹底する。
・本市学校給食指導年間計画に基づき、食育啓発紙や給食指導用資料が効果的に活用される
よう、各校園や保護者へ配信する。また、「はちまんの日」を中心に、地産地消の推進に努めると
ともに、各校園に指導用資料を配信し、給食を通したふるさと教育を行う。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.4 ―

２．事業における施策への貢献度 3.6 ―

３．費用対効果
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑥

5

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

幼児・児童・生徒の健康保持・増進

に、幼児の健康や病気に関する保護者の関心を高めていく。

査の実施等により、健康意識の向上と実践力を培う。また、要指導の児童には予防教室での健
康相談・栄養相談・運動指導等により改善を図る。

62002 小学校運営事業〔新型コロナウイルス感染症対策事業〕 教育総務課 - 16,194

63102 中学校運営事業〔新型コロナウイルス感染症対策事業〕 教育総務課 - 6,746

課題

・脂質検査は任意の検査であるため、家庭の方針等で受検しない者が一定数いるが、生活習慣
病予防教室については、参加者をさらに増やすために内容や啓発方法等を工夫し続けていく必
要がある。
・ほけんだよりに関しては引き続き継続して発行し、保護者の意識向上に向けた啓発を行う必要
がある。
・フッ化物洗口に関しては継続的に実施することにより効果があるものであり、小学校での継続実
施での効果に期待したい。またフッ化物だけでなく歯みがき等幅広く保健・衛生に関する啓発を
行い、保護者を巻き込んだ幼児の健康保持・増進に努める必要がある。
・学校内の感染症対策については、引き続き継続して行う必要がある。

実績・達成状況

・学校の新型コロナウイルス感染症対策としては、令和2年度に引き続き国の学校保健特別対策
事業費補助金を活用し、各学校長の判断により感染症対策として必要な物品等（保健衛生用
品、飛沫防止ガード、ＣＯ2モニター等）の整備を行った。
・就学前は「ほけんだより」等で健康保持・増進のための情報提供をし、親子で健康に関する意識
が高まるようにした。令和3年度より5歳児の希望する者を対象にフッ化物洗口を開始した。参加
率は96.7％だった。
・脂質検査や生活習慣病予防教室（R3年度より親子でにこにこ健康教室に名称変更）において、
新型コロナウイルス感染対策を講じながら、予定通り実施した。脂質検査の今年度対象者につい
ては受検希望者が例年より減少し、受検率が低下したが、生活習慣病予防教室への参加希望者
は20名増え、参加者から好評であった。生活習慣病予防の一環として、脂質検査及び予防教室
を実施することは、自分自身の生活習慣を見直す良い機会となった。

幼児の健康の保持増進と管理、疾患の予防と対応
について、実態把握と啓発・情報提供の回数

ほけんだより
（毎月・号外2回）
ノージュース
デー：
2回
ノーテレビデー：1
回

①「ほけんだより」定期
発行12回
・ノージュースデー・
ちょいテレビデー2回
ずつの実施率の把握と
結果からの啓発
②「ほけんだより」疾患
の流行に対応した号外
を4回発行

①ほけんだより定期発
行12回
ノージュースデー、ちょ
こっとテレビデーともに
２回実施
②ほけんだより号外５
回発行（食中毒、RSウ
イルス感染症流行、誤
飲事故）

学校教育課 29,856 31,926

R3

脂質検査受検率 88%93% 95%

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

69002 学校保健管理運営事業（幼稚園） 3,258

教育大綱目標 健やかな心と体を育成し、人権が尊重される環境づくりに努めます

施策

施策の目的
（解決すべき課題

や
「ねらい」）

幼児課 4,520

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

69001 学校保健管理運営事業
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評価コメント

（内部評価）
・生涯を健康に生きるための心身の健康づくりは大切である。発達年齢に応じた計画（カリキュラ
ム）で確認しながら、確かな学びとしてほしい。
・生活習慣病に関しての”ほけんだより”、予防への第一歩である脂質検査なので受検者を増や
したい。タウンメールでお知らせするというのはどうか？
・「健康第一」の観点を最優先すること。
・新たにフッ化物洗口が始まり大変ご苦労していただいているが、子どもたちの歯の健康のため
ご尽力いただきたい。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.2 ―

２．事業における施策への貢献度 3.4 ―

３．費用対効果 3.6 ―

令和４年度の
取組状況

・生活習慣病予防教室については、参加者が増えても感染対策と両立できるよう二部制にする
等、内容や方法等を計画中である。脂質検査においては、受検率を上げるために「保健だより」
や市内統一パワーポイントを使用した事前指導などで呼びかけている。
・就学前施設では、定期的及び必要に応じた「ほけんだより」の発行をしている。早急に周知しな
ければならない事項については号外を発行している。フッ化物洗口に関しては５月より開始して
いる。歯みがき等の啓発については今後行う予定である。
・今年度より、学校歯科医や学校薬剤師と連携を図りながら、小学校１年生から順次フッ化物洗
口を実施する。
・新型コロナウイルス感染対策を講じながら、学校保健安全法に基づき、あらゆる教育活動の基
盤である健康状況の把握、児童生徒の健康の保持増進に努めている。
・前年度に引き続き、国の学校保健特別対策事業費補助金を活用しながら、学校内の感染症対
策に努めている。

学校における保健管理・保健教育の推進

〇脂質検査と生活習慣病予防教室（親子でにこにこ健康教室）の実施
・ 運動と食習慣の定着による健康の保持・増進を図るため、脂質検査を実施することで生活習慣
への意識を高め、特に改善が必要な児童・保護者には個別指導を行います。
〇フッ化物洗口の実施
・ 就学前からのフッ化物洗口を継続することで、う歯を効果的に予防し、併せて主体的に歯と口
の健康の保持・増進ができる児童生徒の育成を図ります。
〇感染症予防、保健教育の推進
・ 感染症予防や薬物乱用防止、また、がん教育や睡眠に関する教育など健康課題に対する教
育を養護教諭や学校三師（学校医・学校歯科医・学校薬剤師）等と連携して行い、生涯を通して
健康な生活を送る基礎を培います。

取組 7-7

取組 7-6 就学前施設における歯口腔の健康保持の推進

・ 幼児期から永久歯のう歯を予防し、歯及び口の健康の大切さを学ぶ機会となるよう、エビデンス
に基づき、市内就学前施設在籍の5歳児にフッ化物洗口を実施します。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・生活習慣病に関しての”ほけんだより”として、以前から「はちまんっ子のけんこう」を配布してお
り、脂質検査後の保護者への啓発資料として活用されている。
・脂質検査は任意の検査のため、保護者には検査の説明文書配布とともに同意書をとって実施
している。また、脂質検査の事前指導は市内統一の資料を活用しており、児童へ脂質検査の意
義も含めて説明しているので、従来の方法で対応できていると考える。
・フッ化物洗口について、次年度は小学１・２年生が対象になるが、他の歯科保健指導と併せて
継続したい。
・引き続きフッ化物洗口の取組を進めながら、歯口腔も含めた心身の健康を効果的に保護者へ
啓発できる手立てを探り実施していく。
・感染症対策については、国や県の動向に注視しながら、引き続き学校内の感染症対策に努め
ていく。

（予算措置）
・「はちまんっ子のけんこう」発行や、脂質検査、脂質検査事後説明会（学校医による説明も含
む）、脂質検査の有所見者への運動指導・個別相談会（親子でにこにこ健康教室）等の実施にか
かる予算の確保に努める。
・次年度はフッ化物洗口対象が１学年増えるため、その分の予算確保に努める。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑦

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

教育大綱目標 非行・いじめゼロを目指して、家庭や地域ぐるみで学習や啓発に努めます

施策 学校、家庭、地域が共に取り組むいじめ防止対策の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

を活かし、いじめの未然防止に向けた取組の充実を図る。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

62301 いじめ対策推進事業 学校教育課 88 56

小学校　97.3%
中学校　96.3%

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

取組 3-2

全国学力・学習状況調査≪児童生徒質問紙≫にお
ける「いじめはどんな理由であってもいけないことだと
思う」の設問に肯定的に回答した児童生徒の割合

小学校　96.7％
中学校　82.6％

実績・達成状況

・いじめ問題専門委員会でいじめ問題対策連絡協議会の内容等について協議し、計画的に運
営し各校のいじめ防止に向けた取組がより効果を発揮するような具体的な提案が行われるよう実
施した。
・市内すべての小中学校で、道徳や学級活動の時間にいじめに関わる問題を取り上げて、「いじ
めはどんな理由があってもいけないこと」を指導した。

課題
・いじめの未然防止のために、児童生徒対象のアンケートの改善と各校での子どもが主体となっ
ていじめ問題について考える取組を行う必要がある。早期発見・早期対応が行われるよう、各校
で組織的な対応をより充実させる必要がある。

令和４年度の
取組状況

・各校のいじめ防止に向けた取組がより効果を発揮するような具体的な提案が行われるよういじ
め問題対策連絡協議会やいじめ問題専門委員会を実施する。
・児童生徒対象のアンケートの見直しを図る。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

いじめを許さない学校づくりの推進

・ いじめ問題に係る専門委員会や担当者会を行い、いじめの未然防止や早期発見・組織的な対
応ができる学校づくりとともに、関係機関との連携や児童生徒の自治的な活動を推進します。

小・中学校ともに
100％
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5

１．施策目標への達成状況

評価

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・引き続き、いじめ問題対策連絡協議会で、学校、関係機関の連携を強化する。また、協議会で
それぞれの機関の取組や現状等を周知する時間を確保し、役割について共通理解する。
・いじめアンケートの改善に取り組む。

（予算措置）
いじめ問題専門委員会、いじめ問題対策連絡協議会の開催に係る費用の予算の確保に努め
る。

評価コメント

（内部評価）
・今後、学校教育課と幼児課が共に担当部署とされた方が良いと考える。
・ちょっと冗談で発した言葉。それもいじめにつながることもあると、もう一度原点に戻って子どもた
ちにも教える必要があると思う。
・家庭の果たすべき役割が大きく、家庭教育（親力）としての位置づけを強化し、家庭（地域）への
啓発・教育の手立てを確立する。
・定期的なアンケート・調査からの事例認知把握がほとんどできていない。アンケート・調査の内
容、様式・実施方法（家庭実施等）について、市内で統一する。
・発生時に要因があるのではなく、就学前時からのきめ細かな取組を、系統的に展開することが
必要である。
・【いじめ】という言葉は軽すぎないか？恐喝、誹謗中傷、傷害、器物損壊事件など犯罪であると
の認識を持たせることが大切だと思う。
・いじめで悩んでいる子どもたちを生まないためにも学校での組織的、機動的な対応をお願いす
る。

3.2 ―

２．事業における施策への貢献度 2.8 ―

３．費用対効果 3.0 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑦

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

生徒指導体制の充実

・ 市費講師やSSW（スクールソーシャルワーカー）などを配置し、問題行動等に対応する学校組
織の指導体制を整えて児童生徒が学びに向かう意欲を高めます。

取組 3-1

小学校　12件
中学校　31件

課題
・児童生徒と向き合う時間が増え、課題をもつ児童生徒への支援に一定の効果はあるが、大きな
課題を抱える児童生徒の増加等により、組織的な対応が必要である。各校の生徒指導体制の充
実を進め、未然防止に努める必要がある。

令和４年度の
取組状況

・市費講師7人、ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）2人を配置し、問題行動等に適切に対処で
きるようにしている。
・児童生徒と向き合う時間の確保に努め、問題行動等の未然防止と対応に対処できるよう、組織
的な指導体制を整える。ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）等を効果的に活用し、組織的計画
的に支援を行い、未然防止に努める。

実績・達成状況
　「学びに向かう子ども育成事業」による年間臨時講師を小中学校に派遣し、学校組織体制の強
化を図った。そのことから、児童生徒へ手厚く関わり、児童生徒と向き合う時間が増えた。また、必
要に応じて関係機関等と連携を進め、ともに発生した事案に対応した。

関係機関と連携して、問題行動の未然防止を図る
【暴力行為発生件数】

小学校　6件
中学校　38件

さらに減少
させていく

関係機関と連携して、問題行動の未然防止を図る
【授業エスケープのべ人数】

小学校　155人
中学校　265人

さらに減少
させていく

小学校　104件
中学校　447件

61501 学びに向かう子ども育成事業 学校教育課 17,183 22,330

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 非行・いじめゼロを目指して、家庭や地域ぐるみで学習や啓発に努めます

施策 地域や関係機関とともにすすめる問題行動の未然防止対策の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

図る。福祉機関との連携により家庭を支え、課題を抱える子どもの環境改善に努める。あわせて、
児童会・生徒会活動の充実により、児童生徒の規範意識の向上に努める。
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5

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・生徒指導担当者会等を開催し、関係機関との連携を密にする。
・大きな課題をもつ学校や教職員数が少ない学校に対して教師が子どもとじっくり向き合う時間を
確保できるようにする。
・担当部署として生涯学習課も入れるよう検討する。

（予算措置）
・市費講師の予算の確保に努める。

評価

３．費用対効果 3.0 ―

評価コメント

（内部評価）
・地域の関係機関とより深い理解を得ながら、問題行動の未然防止及び課題解決に向けていく。
学校での課題を明らかにすることが大事である。
・授業エスケープ人数が大幅にアップしているのが気になる。家庭でも子どもと向き合う時間が必
要なのだと思う。
・まさに「コミュニティー・スクール」（学校運営協議会）が試される１の課題であり、問題行動の共
有化、地域ぐるみの取組（キャンペーン）を具体的に、展開する。
・子どもたちと心を向き合わせて本当の原因は何なのか、原因究明が必要かと思う。
・関係機関と連携をされ対処していただいている。今後も機動的な対応をお願いする。

評価項目

詳細項目 内部平均

１．施策目標への達成状況 3.2 ―

２．事業における施策への貢献度 3.0

外部平均

―
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑧

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

基準値

・令和３年度に編集等を進め完成した「マナビィ通信vol.21令和３年度下半期版」を10月に、「マ
ナビィ通信vol.22令和４年度上半期版」を3月にそれぞれ発行し、各コミュニティセンター、11箇所
の公共施設に設置依頼するとともにホームページに掲載した。
・)滋賀の文化財講座のサテライト開催を2回、市民大学講座を3回、オンライン市民講座を4講座
実施した。

・通信やホームページの掲載以外に、多くの方々にお知らせできるよう工夫が必要である。
・オンライン動画を視聴しやすい年齢層の興味関心と、掲載した動画の内容が合致していないた
め、若い年齢層が関心をもちやすい内容にしていく必要がある。

・マナビィ通信の下半期（10月～3月）版を作成する。昨年度の課題を踏まえ、マナビィ通信の周
知を図るため、自治会で回覧することも検討している。
・市民大学講座を5回、中央公民館講座を2回、安土名画座を3回企画している。また、中央公民
館講座10周年記念事業を計画している。

66301 公民館運営事業 生涯学習課 376 348

課題

令和４年度の
取組状況

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

生涯学習情報の充実

・ 地域の身近な学習情報など市民のニーズに合わせた「マナビィ通信」を発行し、市ホームペー
ジやSNS等の発信による情報提供の充実を図ります。

市民大学講座等の年間実施回数

実績・達成状況

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 親の学習機会の提供と充実を図り、学習成果が活かせる仕組みの構築に努めます

施策 生涯学習活動の活性化を図るための情報提供と講座の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

て市民への情報提供を図るとともに、市民大学講座等を通して市民への生涯学習の場を提供す
る。

取組 17-1

最終目標
結果

H29 R3

マナビィ通信の年間発行回数 年2回 年2回 年2回

年6回 年10回 年9回

達成状況確認項目
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5 評価

外部平均

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・今年度、参加者を対象にアンケートを実施した。希望する講座内容は歴史や古典、健康が多い
ため、来年度はその内容に焦点化して企画する。その他、文化的内容は他課の事業と連携し、
市内で開催する講座を紹介できるよう、情報を発信する。

（予算措置）
・歴史や古典、健康について見識の深い講師を依頼することで、講座内容の充実を図れるよう、
予算確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・より良い情報提供を市民に行うため、様々なニーズに応える内容を考慮していく必要がある。
（年代・ニーズ・関心等）
・市民講座について、各課の事業とタイアップされることにより、より参加も多く、又ニーズに応える
ことになるのではないかと考える。
・YouTube、SNS等を活用し、情報、ミニ講座、事業案内の発信を日常化する。生涯学習マップ
（すごろく）を作成し、見通しのある生涯学習設計を啓発する。
・市民の学びに対するニーズがどこにあるのか把握され、今後も魅力ある講座を開催されたい。

2.8 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果 2.8 ―

評価項目

詳細項目 内部平均

１．施策目標への達成状況
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑧

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

実績・達成状況
・近江八幡スポーツ協会が開催した研修会の案内をボランティアにも案内した。
・読書ボランティア研修会の案内を行い、市内の読み聞かせボランティアに参加いただいた。

課題

R3

・ボランティアの参加者を増やすため、研修内容や研修の方法について、ニーズを正確に把握
し、研修の内容に反映させる必要がある。

令和４年度の
取組状況

・県や市町でのボランティア研修会の案内を周知している。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

学校園における地域ボランティア活動の推進

・ 学校園と地域が協働して活動するネットワークを形成し、地域学校協働活動推進員と地域ボラ
ンティアとの連携のもと、子どもの協働活動や体験活動の充実を図ります。

取組 14-2

65201
学校を核とした地域力強化事業（コミュニティス
クール・地域学校協働本部事業）

生涯学習課 9,152 6,540

ボランティア対象の研修会の年間実施回数 1回 2回以上 １回

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 親の学習機会の提供と充実を図り、学習成果が活かせる仕組みの構築に努めます

施策 生涯学習社会における地域に根差したボランティア活動の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

みを構築する。
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5

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・図書ボランティアの研修会は、今後も実施していく予定である。各校園所の読書ボランティアの
方や子育て団体の方、図書館教育担当の教員等にも広く周知するように努める。
・ボランティアの確保は、今後も大きな課題である。引き続き、啓発活動を行っていきたい。若い
世代に、「ボランティア活動」を知らせるきっかけ作りとして、大学等に案内を出したり、学校へ教
育実習等で来た学生に行事や部活動にも気軽に参加してもらえるよう声かけ等を実施していきた
い。

（予算措置）
・子ども読書に関する講師を招き、研修を実施できるよう予算確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・学校・園・地域・家庭が共に子どもたちを育てていくことの重要性を、コミュニティ・スクール等を
通して、子育ての在り方を共通認識し、進めていきたい。
・各小中学校においても、保護者の方が図書ボランティアに参加していただいている。そこでも研
修会の案内を配布されてはどうか？
・人不足や高齢化の中で、ボランティア確保がますます厳しくなる。一定の報酬・保険の保障も必
要となる。あるいは、ボランティア視点から生涯ライフ設計の中に「できることへの挑戦」を意識化
できる啓発を推進する。
・案内した後の参加状況や結果が気になる。
・各地域でのボランティア活動があるが、高齢化が課題となっている。今後、若い人にも関心を
持っていただけるような研修を期待する。

2.8 ―

２．事業における施策への貢献度 2.4 ―

３．費用対効果 2.4 ―

１．施策目標への達成状況

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑧

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

取組 14-3

3回

課題

・子どものコミュニティの多様化や共働き世帯の増加などにより、PTA活動やその他の社会教育
関係団体の活動に対する意識も変容している。
・活動を充実させるために、各団体のニーズに合致した支援ができるよう、団体との連携の強化が
求められる。

令和４年度の
取組状況

補助金による助成を継続して行った。
新型コロナウイルス感染症の流行により、各団体とも予定していた事業活動を中止・縮小されてい
る。会議や事業の中止など、団体の活動そのものが縮小傾向にあり、活動内容の周知の支援が
困難な状況にある。

実績・達成状況

・社会教育関係団体が実施する事業活動に対して補助金による助成を行い、事業の円滑な運営
を支援した。
・広報への活動紹介の支援については、継続して市広報等への情報提供を行った。新型コロナ
ウイルス感染症の流行により、各団体の活動が縮小したことにより、紹介回数が前年度と同数と
なった。
・人権学習を目的とする事業（住みよいまちづくり推進講座・中央公民館講座）を指定する形で人
権教育研修会を2回実施し、地域及び所属団体での指導者としての資質向上を支援した。

市広報への活動紹介支援（年間紹介回数） 2回 4回以上

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

社会教育関係団体の活性化の推進

・ 市PTA連合会やガールスカウト、ボーイスカウト等社会教育団体の活動を支援し、組織の充
実、強化を図ります。

65101 社会教育関係団体育成事業 生涯学習課 282 282

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 親の学習機会の提供と充実を図り、学習成果が活かせる仕組みの構築に努めます

施策 社会教育関係団体の育成支援

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

活動の支援し、体験活動や奉仕活動などを通して、地域で活躍する子どもの育成や保護者の支
援を目指す。
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5

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・市広報にてイベント参加募集の掲載を行っているが、その後について市民周知が出来ていない
部分があるので、各団体と協議し改善していきたい。
・活動継続が可能な形での社会教育関係団体の組織の充実・強化、団体の活動事業の活性化
を図るために、その一助として、生涯学習の推進や地域コミュニティの連携を円滑に進めるため、
その一部の助成を行う。
・現在、県内自治体に社会教育団体への支援について調査を行っており、その結果を踏まえど
のような形が当市にとってベストなのか検討していく。

（予算措置）
・社会教育関係団体の組織の充実・強化、団体の活動事業の活性化を図るために、その一助と
し、その一部の助成を行えるよう予算確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・市ＰＴＡ連合会の在り方など、近々の課題であると捉えている。生涯学習を通して保護者たちの
繋がりのある子育ての在り方をしっかりと見つめてほしい。
・ガールスカウトやボーイスカウトの取組をＳＮＳやＣＴＶでもっと発信する必要があると思うが、な
かなか難しいのではないか。
・現支援対応のあり方を検証するために、成果の見える化を図るとともに、社会教育関係団体の
定義をより明確にする。
・ＰＴＡを脱退されるご家庭が増えつつある中で、いかにその魅力を伝えるかが大切だと思う。
・各団体への支援が本当に必要なのか再考が必要と思われる。生活スタイルが多様化する中、
本当に組織の充実強化が図れるのか。

（外部評価）
・本市だけの問題ではないが、社会教育関係団体のあり方を見直していくことが必要であり、補助
金という形の支援だけでなく情報提供など、違う形の支援にも力を入れてほしい。
・人口減、多様化等により社会教育団体への加入が減っているとは思うが、子どものための施策と
して他の方法があれば模索することも考えてほしい。
・補助先の団体が加入者減少等の問題を抱えている中で、それらの問題解決に向けての助力も
必要だが、他に社会教育について活動されている団体があり、そこへの補助がより有効であるの
ならば要綱の改正等を検討することができないか。

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 2.8 2.7

２．事業における施策への貢献度 2.6

評価

2.3

３．費用対効果 2.6 2.0
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑨

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

4 施策の評価

66201 埋蔵文化財発掘調査受託事業 文化観光課 8,808 6,060

66001 埋蔵文化財発掘調査事業 文化観光課 8,985 6,479

教育大綱目標 近江八幡の自然・歴史・文化を大切にする心を養い、文化遺産の保存・活用・承継を図ります

施策 歴史・文化を通して、ふるさとへの愛着と誇りを育てる学習講座の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

として体験し、学習することによって文化遺産の保存・活用・承継を図る。

・旧いきいきふれあいセンター（旧人権センター）を生涯学習拠点施設として活用するために、施
設が長期間使用していなかったことから、再稼働に向けて、設備の点検調査を実施する。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

66301 公民館運営事業 生涯学習課 376 348

1回

施設内各設備を設備業者が点検し、必要な修繕の
実施

― 翌年度から利活用 点検調査を実施

教職員を対象とした現地研修会（年間） 2回以上 2回

R3

ふるさとをテーマとした市民対象の講座や研修会開
設講座数（年間）

2回以上 2回 3回

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

実績・達成状況

・防災・まちづくり・観音正寺をテーマとして3回の講座を実施した。参加された方に好評であっ
た。コロナにより中止になったが、水鳥観察会も計画していた。
・ぶらり近江八幡を岡山学区で実施した。
・施設の利活用に向け、電気系統・給排水・受水槽・消防設備・エレベータ―設備等を点検実施
し、修繕箇所を調査した。
・埋蔵文化財事業について市ホームページでの調査成果等の公表は、実施ができなかった。

市ホームページ掲載数（埋蔵文化財発掘調査事業） 0回 5回

市ホームページ掲載数（埋蔵文化財発掘調査受託
事業）

0回 5回

8701 生涯学習施設維持管理事業 生涯学習課 ― 360

0回

0回

課題

・ふるさとをテーマとした講座等は、幅広い層からのニーズに応えられるように、内容を検討する
必要がある。
・他学区の教員の参加人数が少ないため、管理職の先生に趣旨をご理解いただき、社会科主任
やふるさと学習の担当者が参加できるようにする。
・対象の施設である旧いきいきふれあいセンター（旧人権センター）の利活用については、本市は
国・県に比べ不登校児童生徒の在籍率が高いため、市内在住の幼児から若者等の豊かな健全
育成のため、一人ひとりの成長発達を支援する教育相談拠点施設として位置づけ、整備に取組
むこととなり、生涯学習拠点整備については、再検討する。
・文化財の情報発信について、市民が広く興味を持てる内容の検討が課題となっている。
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5

評価コメント

（内部評価）
・本市の研究発表大会への位置づけが定着してきており、幼・小・中の学びとふるさと学習の充
実・発展に期待・展望をもっている。
・ぶらり八幡のような研修を小中学生対象に開催、若しくは校外学習で取り入れられるとよいと思
う。
・生涯学習課が主幹として事業の推進を願いたい。
・文化観光課との連携は必要だと思うが、具体的に取り組んで欲しい。
・学校のカリキュラムとの調整が必要かもしれないが、授業の一環としては出来ないか？
・「ぶらり近江八幡」では実際に現地の方々の話を直接聞くことができ、生きたふるさと学習の教材
となっている。今後も継続されたいが、該当学区の教員だけではなく広く多くの教員が参加してい
ただけるとより良いと感じた。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.0 ―

２．事業における施策への貢献度 3.0 ―

３．費用対効果 2.8 ―

取組 8-1

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・ぶらり八幡は、広く先生方にご参加いただけるよう、社会科主任、総合的な学習の時間・ふるさと
学習担当の先生にお声かけしていく。
・市立図書館の「歴史浪漫デジタルアーカイブ」を広く活用し、ふるさと学習に役立てていただけ
るよう、普及に努める。
・文化振興課と連携し、市の歴史や文化に関わる情報収集に努める。

（予算措置）
・社会教育・生涯学習を推進し、ふるさと学習（市の歴史や文化、自然、活躍した郷土の人間など
を学習することで郷土愛を育む）の視点を入れた講座を開催する。

令和４年度の
取組状況

・ふるさとに関する内容をテーマにした市民大学講座や中央公民館講座を実施予定である。
・ぶらり近江八幡を実施予定である。
・引き続き、生涯学習拠点整備については、拠点場所を含め再検討する。
・文化財保存活用の取組みとして、ホームページ等を利用して、現在行っている埋蔵文化財発掘
調査の情報や、市内の文化財紹介を実施するなど、市内の歴史、文化についての発信を積極的
に行っていきたい。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

次代につながるふるさと学習の推進

〇ふるさと近江八幡に関する教材の活用と体験活動の充実
・ 小学校社会科副読本「わたしたちの近江八幡」の活用の幅を広げ、自分が生まれ育った近江
八幡の伝統や文化に学び、ふるさとを愛する心や誇りに思う心を育てます。
・ 地域教材を活用した道徳科の実践を積極的に行い、地域の人々とつながる中で地域のことを
学び、豊かな心を育みます。
・ 子どもが地域行事や伝統文化・文化財などに出会い、触れることのできる活動や体験を通し
て、ふるさとに親しみをもつことができるよう努めます。
〇ふるさと近江八幡の魅力を伝える授業づくりの充実
・ 子どもが、地域の伝統や文化に触れ、ふるさとに愛着や誇りを醸成できるよう、ふるさと学習の
取組を教育研究発表会等で交流することにより、教員の指導力の向上を図ります。
・ 地域の魅力を児童生徒に伝えるためには、教員がふるさと近江八幡の歴史や文化、その魅力
を知り、その学びを授業に活用することが大切であることから、ふるさと学習教職員等現地研修会
の充実を図ります。
〇地域人材の活用
・ 地域のモノづくりの伝統や技術、その生きざまや知恵を児童生徒に伝えられるよう、人生伝承
塾の人材確保に努めます。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑨

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

実績・達成状況

毎年実施

地域の自然・歴史・文化などを活かした保育の実施 4回以上

毎年実施

地域の自然・歴史・
文化を活かした園外
保育等の実施

地域の自然・歴史・
文化を活かした園外
保育等の継続的な
実施

毎年実施

・富士宮市近江八幡市児童交歓会は、本市に迎えて実施する予定であったが、新型コロナウイ
ルス感染拡大を懸念しやむなく中止した。また、｢やまのこ｣事業については、沖島から高取山に
変更となったが、全12小学校で実施した。
・園外保育を中心に、地域の様々な自然・歴史・文化に触れる取組を行うことができた。コロナ禍
であったので、地域の方に来ていただくというより、地域へ出かけていく機会が主流となった。

やまのこやたんぼのこ、富士宮市近江八幡市児童交
歓会等で活動機会の確保

60601 幼稚園教育指導事業 幼児課 404 329

地域とともに体験的に学ぶ環境学習の推進

・ 沖島で「やまのこ」体験学習を実施し、森林の持つ働きを学び、また沖島の自然やくらしを体験
的に学びます。
・ 持続可能な社会を担う一員として、地球環境の課題に目を向けられる資質を育みます。自分の
くらしを見つめ、二酸化炭素の削減をめざした活動や環境学習に地域とともに取り組みます。ま
た、地域の自然や歴史、文化に触れる機会の充実を図ります。

課題

・近江八幡市の伝統である江州音頭の指導者の高齢化や担い手の減少が懸念される。
・全国でも類を見ない沖島の自然環境に触れられるよう整備を継続して行うとともに、児童を見守
るためのサポーターの確保が必要である。
・園外保育に出かけて自然や地域の歴史文化に触れる機会を確保するために、職員が情報収
集し、研鑚していくことが必要である。

取組 9-2 身近な自然に触れる機会の充実

・ 様々な自然の変化や植物の生長に興味関心が持てるよう、計画的に園外へ出かけたり、園内
での栽培活動に取り組んだりします。

取組 9-1

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

教育大綱目標 近江八幡の自然・歴史・文化を大切にする心を養い、文化遺産の保存・活用・承継を図ります

施策 地域の自然や歴史に触れる機会の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

けられてきた富士宮市との児童交歓会も現在、市内で宿泊していない実態があるため、市内宿
泊で実施できるよう計画する。

の確保のための山の整備が課題となる。

る機会を持つ。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

4,826 7,795

69701 夫婦都市児童相互交流事業 学校教育課 534 0

60401 小学校教育指導事業 学校教育課
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5

―

３．費用対効果

評価コメント

（内部評価）
・各学区で行われる教職員のふるさと学習をもとに、学区の方とふれあい、そこで感じたり得たり
することを子どもたちに学習の場に提供していくことが、人にかかわり、人に学ぶということである。
地域推進の方に計画立案して、全てを委ねることではない。先生の感性を大切にしてほしい。
・近江八幡にいながら沖島は身近ではないと思うので、「やまのこ」事業が沖島にて実施できる状
態にしていただきうれしく思う。
・それぞれの校園で、一定の定着が見られる。できれば、過去・現在から未来のふるさとを考える
取組までつなげていきたい。
・日常保育・教育の中に触れる体験の題材とチャンスが多くあり、ふるさと学習とのリンクを検討く
ださい。
・沖島での体験学習の再開をうれしく思う。全国に誇れる島での学習機会を今後も継続された
い。

令和４年度の
取組状況

評価

評価項目
２．事業における施策への貢献度 3.0

内部平均

3.2 ―

１．施策目標への達成状況 3.4 ―

詳細項目

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・沖島における山道整備の実施に伴い、市内の全4年生を対象にして、沖島でのやまのこ事業を
継続する。沖島の自然に触れたり、沖島小学校にて沖島の講話を聴いたりする活動を取り入れる
ことで、沖島や近江八幡市の良さをさらに理解できるようにする。
・日常の保育や“キッズつながり隊”の方と共に出かける散歩などの中での出会いや触れ合いを、
大切な機会として捉え、子どもたちへの投げかけを引き続き取り組む。

（予算措置）
・やまのこ事業実施のために沖島に渡る際の特別船代や、児童が学校から港に移動するための
バス代の一部予算確保に努める。
・やまのこ指導員や児童の安全確保のためのサポーター分の船代の予算の確保に努める。

外部平均

・児童交換会については、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら近江八幡市内で実施する
予定で計画を進めている。
・｢やまのこ｣事業は、令和3年度に沖島のケンケン山を整備し、安全面が確認された。令和４年度
から沖島にて実施している。
・園外保育に地域の方に”キッズつながり隊”として参加していただく際にも、できるだけ目的など
を共有し、お散歩の道中にもいろいろな気づきにつながる投げかけをしていただけるようにしてい
る。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑨

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 近江八幡の自然・歴史・文化を大切にする心を養い、文化遺産の保存・活用・承継を図ります

施策 歴愛や文化を大切にした文化財の保存・継承

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

化財を継承する。

選択無形文化財保存事業 文化観光課 750 500

65601 文化財保護事務事業 文化観光課 713 718

65501

補助事業による保護数（左義長・松明祭り・篠田の花
火の補助事業）

3件 3件 2件

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

未指定文化財調査件数 22件 10件 23件

実績・達成状況

　新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、継承が困難な状況となっている民俗行事
を中心に文化財調査23件（文書3件、美術工芸品1件、民俗行事19件）を実施し、基礎資料の収
集を行った。
　また、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により規模が縮小（篠田の花火は、後継者
育成事業は実施されたが、補助対象となる事業は未実施）されたが、左義長祭、八幡祭松明祭
の保存会が実施した後継者育成及び保存伝承活動（ダシ制作、松明制作）に対して補助を行
い、文化財の保護を行えた。

課題

　少子高齢化などの社会情勢の変化に伴う後継者や担い手不足などにより、民俗文化財の保存
継承が困難な状況の中で新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、未指定のものを含め民
俗文化財の簡略化や実施されない例が増加している。このままの状況が継続する場合、民俗文
化財の存続が困難となることから、民俗文化財への興味を維持するための仕組み作り、記録保存
などが必要である。

令和４年度の
取組状況

　地域に根差した伝統芸能などの民俗文化財の保存継承は、ふるさとの愛着を醸成することに繋
がるが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により実施が困難な状況にある。そのため、保存
団体等が行う後継者育成及び魅力発信による伝承事業に対して、補助を行うことで文化財の保
護を行う。
　また、昨年度に引き続き保存伝承の基礎資料を収集するために、民俗行事の調査を計画的に
実施する。（6月10日現在で、13件実施済み。）

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

令和３年度より市長部局へ事務移管
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5 評価

評価結果を受けて
の次年度取組案

３．費用対効果

評価コメント

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

２．事業における施策への貢献度

令和３年度より市長

部局へ事務移管のた

め評価対象外
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑩

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

H29

実績・達成状況

課題
長年掲載されている方もあり、講師の高齢化が進んでいる。また、人生伝承塾に掲載されている
方は、ずいぶん各校園で周知されてきているので、新たに若手の講師を登録していく必要があ
る。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

次代につながるふるさと学習の推進

〇ふるさと近江八幡に関する教材の活用と体験活動の充実
・ 小学校社会科副読本「わたしたちの近江八幡」の活用の幅を広げ、自分が生まれ育った近江
八幡の伝統や文化に学び、ふるさとを愛する心や誇りに思う心を育てます。
・ 地域教材を活用した道徳科の実践を積極的に行い、地域の人々とつながる中で地域のことを
学び、豊かな心を育みます。
・ 子どもが地域行事や伝統文化・文化財などに出会い、触れることのできる活動や体験を通し
て、ふるさとに親しみをもつことができるよう努めます。
〇ふるさと近江八幡の魅力を伝える授業づくりの充実
・ 子どもが、地域の伝統や文化に触れ、ふるさとに愛着や誇りを醸成できるよう、ふるさと学習の
取組を教育研究発表会等で交流することにより、教員の指導力の向上を図ります。
・ 地域の魅力を児童生徒に伝えるためには、教員がふるさと近江八幡の歴史や文化、その魅力
を知り、その学びを授業に活用することが大切であることから、ふるさと学習教職員等現地研修会
の充実を図ります。
〇地域人材の活用
・ 地域のモノづくりの伝統や技術、その生きざまや知恵を児童生徒に伝えられるよう、人生伝承
塾の人材確保に努めます。

生涯学習課 9,152 7,972

取組 8-1

　市内小中学校などに「人生伝承塾ファイル」を配置し、生き方や知識、技術などを子どもたちに
伝える「人生伝承塾」の講師を紹介した。令和３年度は、新たに3名の新規登録を行ったが、逝去
された方や廃業された方も判明し、トータルの登録講師数は減となった。
　各小中学校で呼んでいるゲストティーチャーの調査を行い、講師リストを作成したものを配布し
た。（人生伝承塾掲載とは別で55名分）

R3

「人生伝承塾」登録講師数 54名 60名 55名

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

教育大綱目標 地域活動や伝統文化に親しむ機会を充実し、郷土愛が醸成できる環境づくりに努めます

施策 地域の文化を継承する人材による学校支援の積極的展開

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

・「人生伝承塾」講師の新規登録者数の増加により、伝統文化の継承を図る。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

65201 学校を核とした地域力強化事業
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5

評価コメント

（内部評価）
・各校園で出会う地域の方々から学ぶ機会づくりは、各校園の積極的な取組をいかに支援してい
くかが重要である。
・講師の登録を増やすだけが目的で達成ではないと思う。地域の方とたくさん出会い、地域を知
る機会を増やしていただきたい。
・並行して、市民（おとな）の文化継承の意識をより向上させることを市長部局と共働して推進する
必要がある。継承者育成の取組が必要である。
・ボランティア同様、今後、世代交代が益々進んでいくので若手講師の発掘をお願いしたい。

3.2 ―

２．事業における施策への貢献度 3.0 ―

３．費用対効果 3.0 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

令和４年度の
取組状況

新たな講師登録の候補者は見つかっているので、課内で手分けしてページを作成している。取
材に時間がかかり過ぎるという課題があるので、必要な情報を精選していく。

評価

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・引き続き、地域学校協働活動本部事業で取り組んでいただき、年度当初の説明会で事業の目
的や内容を周知する。
・年度途中に地域学校協働活動推進員の交流会を開き、活動内容や課題について情報交換を
し、地域の方とのつながりを広げるきっかけづくりをする。
・本課の様々な事業を通した出会いの中で、「人生伝承塾」の新規の講師を発掘する視点を常に
意識するようにしている。今後も、若い世代の人材や新しい分野の講師を発掘していきたい。
・講師登録数を増やすことが目的ではないので、積極的に学校で活用してもらうよう発信してい
く。

（予算措置）
・地域学校協働活動本部事業の拡大・充実のための予算確保に努める。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑩

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

6事業補助事業数 5事業 5事業

令和３年度より市長部局へ事務移管

課題

市民の自主的な活動に対し行われる補助制度であり、市内全域での教室実施には至っていな
い。また、毎年募集内容に変更等があり、正式な案内が来るまで市からも公に募集ができないた
め、どうしても募集期間が短く市広報や自治会への回覧等の案内ができない。なお、事業実施主
体となりそうな市文化団体連合会等への情報提供は都度行っている。

令和４年度の
取組状況

令和4年度は、昨年と同じ6団体が申請をされた。

実績・達成状況
　令和3年度は「北里こども茶道」「親子茶道教室」「伝統文化親子教室」「「翼」日本舞踊教室」
「近江八幡市和装礼法こども教室」「近江八幡親子しめ縄教室」の6事業が採択された。募集の案
内は各学区まちづくり協議会への通知や市ＨＰで行った。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

- 伝統文化親子教室事業（文化庁補助事業） 文化観光課 - -

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 地域活動や伝統文化に親しむ機会を充実し、郷土愛が醸成できる環境づくりに努めます

施策 伝統文化に親しむ機会の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）
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5

評価コメント

評価結果を受けて
の次年度取組案

３．費用対効果

２．事業における施策への貢献度

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

令和３年度より市長

部局へ事務移管のた

め評価対象外
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑩

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

令和３年度より市長部局へ事務移管

　本事業は、文化庁主体の補助金事業であり、当課は募集時の案内と申請の取りまとめのみに
なっているため、市の裁量の働く余地がない。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

（国（文化庁）から事業実施主体へ補助金を交
付されるため、市予算は関係なし）

文化観光課 - -

実績・達成状況 　令和3年度は応募される団体はなかった。

補助事業数 5事業 0事業 0事業

課題
　文化庁をはじめ、財団等の助成事業の情報が入れば、各学区まちづくり協議会をはじめ関係
団体へ随時情報提供や照会を行う必要がある。

令和４年度の
取組状況

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

-

教育大綱目標 地域活動や伝統文化に親しむ機会を充実し、郷土愛が醸成できる環境づくりに努めます

施策 市民が主体となった文化遺産の保存・活用の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

68



5

評価結果を受けて
の次年度取組案

２．事業における施策への貢献度

評価コメント

（内部評価）

（外部評価）

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

３．費用対効果

令和３年度より市長

部局へ事務移管のた

め評価対象外
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑩

4

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

教育大綱目標 地域活動や伝統文化に親しむ機会を充実し、郷土愛が醸成できる環境づくりに努めます

施策 ふるさとに愛着や誇りをもつこどもを育てるふるさと教育の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

近江八幡』の活用の幅を広げる、といったことがある。本市のふるさと教育全体計画及び各校園
の全体計画・年間計画に基づき、地域の良さを知り、地域に貢献する子どもの育成を図る。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60401 小学校教育指導事業 学校教育課 4,826 7,795

H29

60503 中学生チャレンジウィーク事業 学校教育課

各校の特色に基づ
いた計画に基づき、
完全実施。

計画に基づいて実
施

課題
・コロナ禍で人と人がふれあう機会が制限されてしまい、コロナ前の活動を復活させることが難し
いところもある。これまで以上に学校・地域・家庭が関係を深めて子どもを育てていく必要がある。

650 639

小学校における｢わたしたちの近江八幡｣活用範囲
総合の時間や4・5・6
年生の社会科で実
施

R3

60501 中学校教育指導事業 学校教育課 2,760 2,592

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

総合の時間や4・5・6
年生の社会科で実
施

小学校の総合の時
間や4・5・6年生の社
会科で実施する。

各校の特色に基づ
いた計画を策定し、
完全実施する。

・学習指導要領の改訂にともない、現行の社会科副読本「わたしたちの近江八幡」の内容を見直
し改訂作業を進め、2022年3月に令和4年版を発行した。有識者を編集委員に任命し、内容の適
正化に努めた。
・市立1中学校については、2年生の職場体験を実施した。他の3中学校においては、職場体験
は中止したが、職業講話等の代替学習を行い、地域の産業にふれる機会を設けた。

各校の全体計画・年間計画に基づいた実践

実績・達成状況

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

次代につながるふるさと学習の推進

〇ふるさと近江八幡に関する教材の活用と体験活動の充実
・ 小学校社会科副読本「わたしたちの近江八幡」の活用の幅を広げ、自分が生まれ育った近江
八幡の伝統や文化に学び、ふるさとを愛する心や誇りに思う心を育てます。
・ 地域教材を活用した道徳科の実践を積極的に行い、地域の人々とつながる中で地域のことを
学び、豊かな心を育みます。
・ 子どもが地域行事や伝統文化・文化財などに出会い、触れることのできる活動や体験を通し
て、ふるさとに親しみをもつことができるよう努めます。
〇ふるさと近江八幡の魅力を伝える授業づくりの充実
・ 子どもが、地域の伝統や文化に触れ、ふるさとに愛着や誇りを醸成できるよう、ふるさと学習の
取組を教育研究発表会等で交流することにより、教員の指導力の向上を図ります。
・ 地域の魅力を児童生徒に伝えるためには、教員がふるさと近江八幡の歴史や文化、その魅力
を知り、その学びを授業に活用することが大切であることから、ふるさと学習教職員等現地研修会
の充実を図ります。
〇地域人材の活用
・ 地域のモノづくりの伝統や技術、その生きざまや知恵を児童生徒に伝えられるよう、人生伝承
塾の人材確保に努めます。

取組 8-1

70



5

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・令和4年版「わたしたちの近江八幡」を活用し、より一層のふるさとに主眼を置いた学習に取り組
む。
・各学校において、「わたしたちの近江八幡」の活用の差が出るのを防ぐために、令和４年度に作
成する単元ごとの学習計画例を活用し、どの学級でも充実したふるさと学習が実施できるようにす
る。

（予算措置）
・ふるさと学習アドバイザー講師（仮称）を配置するための予算確保に努める。

（内部評価）
・本市の研究発表大会への位置づけが定着してきており、幼・小・中の学びとふるさと学習の充
実・発展に期待・展望をもっている。
・「わたしたちの近江八幡」をもっと利活用し、ふるさとを知ってもらいたい。夏休みの課題として、
調べ学習に活用するなどはどうか？
・「ふるさと学習」の一定の定着が見られる。ふるさとを「地域」から「八幡・安土」レベルで市内統
一した知識・理解にしたい。ふるさとの未来のあり方視点を組み入れたい。
・家庭（家族）を巻き込んだ「家庭でふるさと学習」を推進する（「わたしたちの近江八幡」の活
用）。
・少子化の中、郷土愛を育てていただくことを期待する。

（外部評価）
・計画に基づき適切に実施されている。
・ふるさと学習は近江八幡の目玉の１つで、他の地域よりも先進的だと考えている。新たな人材や
学習内容の発掘もお願いする。
・自分たちの住むまちの素敵なところ、すごいこと、文化歴史など知ってもらいたいことがたくさん
あるので、児童・生徒たちの自主的な学びの手助けになるような方策を充実させてほしい。同時
に教職員の方にもその良さを知ってもらうようなプランを進めていただければと思う。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.8 4.0

２．事業における施策への貢献度 3.4 4.3

３．費用対効果 3.4 4.0

評価コメント

令和４年度の
取組状況

・「わたしたちの近江八幡」の活用の幅をより一層広げるため、今年度は、資料作成委員会を立ち
上げ、従来の活用資料の内容の見直しを行っている。令和4年度中に各校に資料を配布し、令
和5年度からの活用を目指す。新学習指導要領の内容をふまえた評価方法や評価問題、ワーク
シートなどを作成し、どの教員も一定の水準でふるさと学習を進められるようにし、ふるさとに愛着
と誇りを持つ子どもの育成に努める。
・市内４中学校が2年生の職場体験を実施予定。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑩

5

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

・コロナ禍で校外に出かける活動が縮小しているが、感染予防対策を講じながら、教育活動が形
骸化することのないよう、生涯学習課など他課との連携を密にし、計画的に職員が学ぶ機会を設
ける必要がある。
・地域についてよく知る方の高齢化に伴い、伝統文化の継承についての人材の確保等が今後よ
り必要になる。
・ 職員が地域の伝統文化や人との関わりを大切にして行く中で、新たな地域人材や幼児が楽し
めそうな体験を発掘していくことが必要である。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

次代につながるふるさと学習の推進

〇ふるさと近江八幡に関する教材の活用と体験活動の充実
・ 小学校社会科副読本「わたしたちの近江八幡」の活用の幅を広げ、自分が生まれ育った近江
八幡の伝統や文化に学び、ふるさとを愛する心や誇りに思う心を育てます。
・ 地域教材を活用した道徳科の実践を積極的に行い、地域の人々とつながる中で地域のことを
学び、豊かな心を育みます。
・ 子どもが地域行事や伝統文化・文化財などに出会い、触れることのできる活動や体験を通し
て、ふるさとに親しみをもつことができるよう努めます。
〇ふるさと近江八幡の魅力を伝える授業づくりの充実
・ 子どもが、地域の伝統や文化に触れ、ふるさとに愛着や誇りを醸成できるよう、ふるさと学習の
取組を教育研究発表会等で交流することにより、教員の指導力の向上を図ります。
・ 地域の魅力を児童生徒に伝えるためには、教員がふるさと近江八幡の歴史や文化、その魅力
を知り、その学びを授業に活用することが大切であることから、ふるさと学習教職員等現地研修会
の充実を図ります。
〇地域人材の活用
・ 地域のモノづくりの伝統や技術、その生きざまや知恵を児童生徒に伝えられるよう、人生伝承
塾の人材確保に努めます。

取組 8-1

R3

文化や伝統に親しみ、地域の人と触れ合う機会 年1回以上 年2回以上
小・中　年2回以上
就学前　年0～2回

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

実績・達成状況

・各学校の生活科や総合的な学習の時間等で、地域の方に講師として学校に来ていただき、太
鼓や茶道など地域の産業や文化、自然を学ぶ機会を作り、普段の学習では学べない貴重な体
験をすることができた。
・就学前施設では、屋内で行われる体験活動はコロナ禍で中止になったものもあるが、祭り見学
やパイプオルガン鑑賞・茶道体験など、幼児が体験したり地域の人と関わったりする機会をできる
だけ保証するようにした。

課題

60601 幼稚園教育指導事業 幼児課 404 329

学校教育課 2,760 2,592

60401 小学校教育指導事業 学校教育課 4,826 7,795

教育大綱目標 地域活動や伝統文化に親しむ機会を充実し、郷土愛が醸成できる環境づくりに努めます

施策 地域の伝統文化に親しむ活動の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

・地域の文化や伝統に親しみ、地域の人と触れ合う機会をつくる。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60501 中学校教育指導事業
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評価コメント

（内部評価）
・各校園の取組に充実を見せていただいている。
・地域の伝統文化（左義長、篠田花火等）に携わっておられる方をゲストティーチャーに招き、勉
強する機会をもてないか？
・「ふるさと学習」に一定の定着が見られる。ふるさとを「地域」から「八幡・安土」レベルで市内統
一した知識・理解にしたい。ふるさとの未来のあり方視点を組み入れたい。
・地域の祭りや伝統行事を継承していくことは地域でのつながりを保つことにもなるので、今後も
活動していただきたい。

3.4 ―

２．事業における施策への貢献度 3.4 ―

３．費用対効果 3.4 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

令和４年度の
取組状況

・小・中学校では、地域の方にご協力いただき、地域の伝統や文化に触れる機会や、地域の歴
史、環境について学ぶ機会を作っている。
・就学前施設では、withコロナで内容を工夫し、できるだけコロナ以前の体験や出会いの機会と
近づけるように、工夫・検討し実施している。

評価

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・各地域の伝統文化に関わる方を招く学習を引き続き行う。
・体験の持ち方について工夫・検討を行い、withコロナでも機会を確保できるように努める。

（予算措置）
・特色ある学校づくり支援事業で必要な予算の確保に努める。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑪

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

教育大綱目標 誰もが生涯にわたり気軽に文化・スポーツにふれることができる機会を充実させます

施策 誰もが気軽に文化・芸術に触れる機会の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

・市民が気軽に文化・芸術に触れる機会として、次の３事業があるが、若年層への浸透及び参加
団体数について課題があるため、解決を目指す。
　・市美術展覧会、市民文化祭、市民音楽祭

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

65301 ふるさと文化振興事業 文化観光課 4,006 2,594

1事業

課題
　昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により集客や施設の利用が制限されるな
ど、事業実施が困難な状況であった。

令和４年度の
取組状況

　新型コロナウイルス感染症の影響は残るものの、徐々に人が大勢集まる事業についても感染症
対策を行いながら通常に近い形での事業実施を目指している。

まちづくり芸術振興事業補助金交付金額 200千円 600千円 600千円

お出かけ演奏会公演数 11回

実績・達成状況

　市美術展覧会は、感染症対策を実施したうえで開催した。市民文化祭、市民音楽祭の2事業
は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か実施が見送られた。公募の補助金であるまちづく
り芸術振興事業補助金は、5団体から総額９５万円の申請があったが、うち3団体が実施し、２団
体が新型コロナウイルス感染症の影響により中止された。お出かけ演奏会は、小学校を対象に文
化財G担当者随行の上、信長公時代を舞台にしたコンサート付きふるさと学習を実施。園所を対
象に楽器体験を中心としたミニコンサートを開催。（6校園に対し8公演を実施。※5園6公演はコロ
ナにより中止。）

市民が気軽に文化・芸術に触れる機会を持つ事業
数

3事業 3事業

12回 8回

令和３年度より市長部局へ事務移管
第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容
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３．費用対効果

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

２．事業における施策への貢献度

評価コメント

評価結果を受けて
の次年度取組案

令和３年度より市長

部局へ事務移管のた

め評価対象外
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑪

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

教育大綱目標 誰もが生涯にわたり気軽に文化・スポーツにふれることができる機会を充実させます

施策 内容が充実した分かりやすい『近江八幡の歴史』の刊行

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

目標（平成３０年度）を変更せざるを得ない状況となっている。引き続き、現市域が一体となる内容
が充実したわかりやすい市史の刊行に取り組む。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

12901 市史編纂事業 文化観光課 15,514 5,452

実績・達成状況
　令和２年度に最終巻である『近江八幡の歴史』第９巻「地域文化財」刊行により、前９巻の刊行
が終了した。　令和３年度に、市立資料館にて刊行記念特別陳列「近江八幡ゆかりの画人たち」
を開催した。

R3

市史刊行計画による発刊 7巻／9巻
全9巻の発刊
（9巻／9巻）

9巻／9巻

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

課題
　市史の購読促進と、これまで収集した資料情報の公開のため、安土町総合支所を活用した公
文書館機能へ移行していく。

令和４年度の
取組状況

　公文書館機能へ移行準備を進めるとともに、展示等を活用した市史の啓発を行う。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

令和３年度より市長部局へ事務移管
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5 評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

２．事業における施策への貢献度

３．費用対効果

評価コメント

（内部評価）

（外部評価）

評価結果を受けて
の次年度取組案

取組内容

予算

人的配置

令和３年度より市長

部局へ事務移管のた

め評価対象外
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑪

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

教育大綱目標 誰もが生涯にわたり気軽に文化・スポーツにふれることができる機会を充実させます

施策 子どもの文化・芸術活動の奨励

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

生徒の作品を展示することを目指している。会場の展示スペースに限りがあるため、展示環境が
厳しい状況であるが、展覧会をお互いの作品を鑑賞しあう機会として、子どもたちの芸術性の向
上や創造力を育む。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60701 教育指導事業（共通） 学校教育課 1,681 1,784

実績・達成状況

　各校園所では、青少年美術展に向けて、子どもたちの個性や想像力を生かした作品作りに取り
組み、子どもたちにとって貴重な学びの機会となった。文化会館での展覧会を行い、市内の子ど
もたちの優れた作品を鑑賞し合うことで感性が刺激され、さらなる作品作りや情操教育の充実に
つながった。審査員である講師の先生から講評をいただき、図工・美術教育、書写教育の推進に
生かすことができた。

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

園児・児童・生徒の出品状況
限られたスペースの
中で可能な限り展示
する（最大1,300点）

限られたスペースの
中で可能な限り展示
する（最大1,300点）

出品数1,340点

課題
一般市民を含め、たくさんの来場者に作品を鑑賞してもらえた。教職員の来場をさらに促し、より
一層の指導力向上が図れるように努める。

令和４年度の
取組状況

　今年度も、コロナ感染防止対策をしながら青少年美術展の実施を目指す。また、市内保育園
所、こども園、幼稚園、小・中学校より1,300点ほどの出品を見込んでる。講師の先生に審査・講
評をしていただき、教員の指導力向上につなげていく。より多くの市民に来場してもらえるようポス
ターや広報誌での広報をしていく。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

子どもの文化芸術に触れる機会の拡充

〇図工美術・書写などの表現活動及び鑑賞活動
・ 青少年美術展覧会を開催し、子どもの図工美術、書写作品を展示して鑑賞し合う機会を設け、
芸術性や創造力の向上を図ります。
・ 子どもの図工美術、書写作品等を校内に展示して、芸術を身近に感じる機会の確保に努めま
す。
・ 子どもの豊かな心と感性を育み、文化芸術活動への意欲を高めるため、「子ども文化芸術賞」
を設け表彰し、様々な文化芸術活動に励む子どもを応援します。
〇音楽における鑑賞活動
・ お出かけ演奏会では、発達段階に応じたカリキュラムにより本物の音楽を身近に体験し、豊か
な感性を育みます。

取組 18-3
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3.4 ―

評価コメント

（内部評価）
・青少年美術展は幼～中まで色々な角度からたくさんの作品が鑑賞できるのでとても良い刺激に
なる。子どもたちも展示してもらえると取り組む意欲が出ると思うので、1品でも多くの作品展示、い
つもとは違った見方で作品選抜をするなども考えていただきたい。（毎年展示される子は必ずさ
れるので）
・まず、学級・学年・校内において、教育活動以外での輝く子どもの姿が取り上げられているの
か。身近なところ（仲間）で「文化・芸術」に感動する経験が大切である。市民にその活躍・がんば
りをより速く、より広く発信した。
・展示された子どもの保護者からお喜びの声をいただいた。引き続き出来るだけ多くの作品の展
示をお願いする。
・発表の場が持てるということは大事なことだと思うので、今後も感染対策をしながら継続された
い。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・青少年美術展覧会を開催し、子どもの図工美術、書写作品を展示して鑑賞し合う機会を設け
る。
・出品された作品を講師の先生に審査・講評していただき、教員の指導力向上につなげていく。
・より多くの市民に来場してもらえるようポスターや広報で広く周知する。

（予算措置）
・青少年美術展覧会の開催にかかる予算の確保に努める。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.4 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑪

4

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

教育大綱目標 誰もが生涯にわたり気軽に文化・スポーツにふれることができる機会を充実させます

施策 スポーツを通じた「健康づくり」と「人と人との交流」の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

催によるスポーツ機会の充実により、スポーツと健康の意識づけを図る。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

69101 スポーツ推進振興事業 スポーツ推進課 13,480 11,833

11教室

課題
　前年度に引き続き、3密回避が困難なスポーツ大会・教室の開催を見合わせたことにより、すべ
ての世代においてスポーツに親しむ機会が、長きに渡り大きく損なわれているが、不可抗力であ
り終息が見えない。

令和４年度の
取組状況

　「Withコロナ」への転換により、参加者の安全を最優先としながらも、十分な感染防止対策を講
じた上で、大会・教室を開催している。5月には市民軟式野球・バレーボール大会を開催し、教室
も計画通り開講しており、今後も水郷の里マラソン等の開催に向けて準備を進めていく。
　また、市民のスポーツ機会の創出と青少年の健全育成のため、初心者から上級者までがスケー
トボードを楽しめる専用のパークを健康ふれあい公園・調整池を有効活用し、新設する。

実績・達成状況

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、スポーツフェスティバル、水郷の里マラソン、近江八幡
駅伝競走大会等のほとんどのスポーツ大会が開催中止となった。
　スポーツ教室は、十分な感染症対策が取れる講座のみ開講した。
　指定管理施設においても同様に、多数のスポーツ教室の開催を見合わせた。

各種スポーツ教室の開講実績 19教室 18～20教室

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

誰もが気軽にスポーツを行うことのできる場や機会の提供

・ スポーツに関する様々な情報を市ホームページ、市広報誌等を活用し積極的に発信します。
・ マラソン大会などの各種スポーツ大会・教室、講演会やニュースポーツなどのスポーツイベント
を開催するとともに、内容の充実を図ります。

取組 18-7
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評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・スポーツが健康増進や人と人とのつながりにとって非常に重要であることを再認識し、「Withコロ
ナ」への転換により、参加者の安全を最優先としながらも、十分な感染防止対策を講じた上でス
ポーツイベント・教室を開催をしていく。
・ニュースポーツ用具の貸出について、市HP等で情報提供していく。
・引き続き、スポーツ協会と連携しながら、市HP等で自宅でできるトレーニングなどの情報発信を
YouTube等を活用し行っていく。
・国スポ・障スポに向けて、県スポーツ課競技力向上担当と連携し、選手の強化につながるイベン
トの実施について、検討していく。

（予算措置）
・スポーツイベント・教室の開催に必要な予算の確保に努める。

（人的配置）
・スポーツ協会と連携し、スポーツ教室の開催に不可欠な指導者の確保に努める。

評価

３．費用対効果 3.2 ―

評価コメント

（内部評価）
・島学区が作られたラジオ体操（島弁ラジオ体操）など、まちづくり協議会が生きがい、仲間づくり
を大切にスポーツに取り組まれている。まちづくりがスポーツを推進する拠点となることを願う。
・スポーツにふれることで、気持ちも体も元気になれるので対策しながら出来ることを実施していた
だき、今後も様々な教室開催を期待する。ニュースポーツの用具貸出は広報などで情報提供さ
れてはどうか？
・コロナ禍でも可能なスポーツ・健康づくり活動を考案し、発信する。また、発信には、例えば、リ
モート、YouTube等を活用する。国スポ・障スポに向けて、本会場、同一種目を中心に、事前ミニ
市スポ・障スポ大会を開催できないか。
・工夫して開催していただいたと思うので、できる方法、やり方を考えながら引き続き推進していた
だきたい。
・昨年度もコロナ禍でほとんどの事業が中止となったが、今年度に入り徐々に実施していただい
ている。コロナに負けない体力づくりに貢献できるよう期待する。

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.4 ―

２．事業における施策への貢献度 3.0 ―
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑪

5

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

取組 18-7

取組 18-10 誰もが利用しやすい施設の整備

・ 地域のスポーツ活動の拠点として多くの利用者が集い、誰もが安全に気軽に利用できる施設
の整備をすすめます。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

月2回

課題
　市ホームページのシステムの仕様上、リアルタイムの空き状況が掲載できないため、実際の空き
状況とラグが発生する場合がある。また、必要な情報にたどり着くのにホームページ上で何度もク
リックする必要があるため、手軽でわかりやすいとは言えない。

令和４年度の
取組状況

　利用者の利便性の向上と新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため、オンラインで施設予約
と決済を行えるシステムを導入する予定であり、令和5年4月稼働に向け、手続きを進めている。
　また、スポーツ大会・教室の告知を市公式LINEで発信し、新たな層への効率的な情報の拡散
を図っている。

実績・達成状況

　毎月1日から翌月分の市内受付、翌2日から市外受付を行った後と15日頃に、施設の予約状況
を市ホームページに掲載し空き状況を見える化した。
　スポーツ教室の参加者募集にあたっては、スポーツ施設やコミュニティセンターでのチラシの配
架に加え、市公式LINEでの告知を行い、新たな層へのアプローチを図った。

施設利用状況（空き状況） ホームページ更新頻度 月1回 随時

誰もが気軽にスポーツを行うことのできる場や機会の提供

・ スポーツに関する様々な情報を市ホームページ、市広報誌等を活用し積極的に発信します。
・ マラソン大会などの各種スポーツ大会・教室、講演会やニュースポーツなどのスポーツイベント
を開催するとともに、内容の充実を図ります。

運動公園　施設稼働率 34.7% 50.0% 29.5%

最終目標
結果

H29 R3

69401 社会体育施設一般管理事業 スポーツ推進課 13,270 25,217

教育大綱目標 誰もが生涯にわたり気軽に文化・スポーツにふれることができる機会を充実させます

施策 施設整備や情報提供などスポーツする人を応援する環境の充実

施策の目的
（解決すべき課題
やねらい」）

発信をする。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

達成状況確認項目
基準値
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３．費用対効果 3.4 ―

評価コメント

（内部評価）
・施設の予約状況が見れることで便利になった。更新回数を増やしていけることを期待する。
・コロナ禍により、スポーツ意欲が低下しないための情報発信を行う。スポーツ技能向上への自主
トレ、専門家アドバイスが容易に入手できる環境を整える。
・国スポ・障スポに向けて市民が安全に楽しめ利用できる施設整備を進めていただきたい。

評価項目

詳細項目 内部平均

２．事業における施策への貢献度 3.4 ―

評価

外部平均

１．施策目標への達成状況 3.6 ―

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・webでスポーツ施設のリアルタイムの予約状況の確認及び予約申込・決済ができるシステムを令
和4年度に導入する。
・引き続き、スポーツ協会と連携しながら、市HP等で自宅でできるトレーニングなどの情報発信を
行っていく。
・国スポ・障スポの試合会場となる体育館の床及び照明、野球場の改修を国スポ・障スポ推進課
において進めていく。

（予算措置）
・施設予約システム導入に係る予算は確保済み。
・施設改修費については、国スポ・障スポ推進課で予算の確保に努めている。

（人的配置）
・施設予約システムの管理・操作ができる職員（会計年度任用職員を含む。）を教習により増やし
ていく。

83



【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑪

6

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

教育大綱目標 誰もが生涯にわたり気軽に文化・スポーツにふれることができる機会を充実させます

施策 市民が一体となって、地域ぐるみで取り組むスポーツ事業の展開

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

・各学区スポーツ振興団体及び地域スポーツクラブへの支援、ならびに学区運動会、スポーツ
フェスティバル及びスポーツ交流大会等の開催により地域におけるスポーツ機会の充実を図る。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

69101 スポーツ推進課 13,480 11,833スポーツ推進振興事業

取組 18-8

R3

各学区でのスポーツ交流大会等の開催実績 11学区 10学区+沖島 2学区

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

実績・達成状況

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、地域におけるスポーツ大会のほとんどが開催中止
となった。
　自宅で手軽に取り組める運動の情報を市ホームページで紹介し、コロナ禍におけるスポーツ機
会の増加を図った。

課題

　前年度に引き続き、3密回避が困難なスポーツ大会の開催を見合わせたことにより、すべての世
代においてスポーツに親しむ機会が、長きに渡り大きく損なわれているが、不可抗力であり終息
が見えない。
　また、各学区とも行事が多忙なため、新たな行事を取り入れることが困難になっている。

令和４年度の
取組状況

　地域においても、「Withコロナ」への転換により、参加者の安全を最優先としながらも、十分な感
染防止対策を講じた上でスポーツ大会を開催し、誰もが気軽に参加できる環境を整えられるよ
う、情報提供やスポーツ推進委員の派遣等により連携を図っている。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

地域スポーツの推進による地域の活性化

・ 多くの市民がそれぞれの目的や志向に応じて、地域でスポーツを楽しみ、交流を図る機会の充
実に向けて、スポーツ団体、健康づくり関係機関、地域振興に関わる団体等と連携を図ります。
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評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・地域においてスポーツイベント再開の機運が高まるよう、誰もが気軽に参加できるニュースポー
ツの情報提供やスポーツ推進委員の派遣、スポーツ用具の無償貸出などにより、引き続き積極
的な支援を行っていく。
・「Withコロナ」への転換により、参加者の安全を最優先としながらも、十分な感染防止対策を講じ
た上でスポーツイベントを開催をしていく。

（予算措置）
・スポーツイベントの開催に必要な予算の確保に努める。

（人的配置）
・学区と連携し、地域のスポーツ振興に不可欠なスポーツ推進委員の確保に努める。

評価

評価コメント

（内部評価）
・コロナ禍で各学区運動会が中止になっていることが残念である。
・地域（学区）で取り組まれている事業への支援を強化する。指導者・審判等の派遣、用具の無償
提供、会場借用支援等、積極的な支援を発信する。
・コロナ禍で大勢の集まるスポーツイベントができなかったが、感染対策を十分とりながら今後実
施されたい。

3.2 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果 3.2 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

85



【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑪

7

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

60501 中学校教育指導事業 学校教育課

H29

各校の課題に応じた小学校の10分間運動の実施率 100% 100% 100%

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

課題

・運動や体力向上の重要性について関心が低い保護者もいる。学校で様々な取組を進めなが
ら、それを保護者へ発信し、運動の大切さを啓発していく必要がある。
・今後も運動能力調査を継続的に行い、傾向を見極め対策を講じることが大切である。家庭での
運動遊びが習慣化するように、懇談会や、通信などを通して保護者の意識改革を促す必要があ
る。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

運動やスポーツの習慣化

・ 運動能力調査により幼児の運動能力への課題を見出し、遊びや生活を通して様々に体を動か
す活動を取り入れることにより、運動することが好きな幼児を育み運動能力の向上につなげます。
・ 体育科や保健体育科の授業だけでなく、普段から体を動かし、健康な身体づくりの習慣化をめ
ざします。また、運動や体力向上について保護者への啓発を行います。

取組 7-4

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

62401 生きる力育みプラン推進事業 学校教育課 130 6,739

教育大綱目標 誰もが生涯にわたり気軽に文化・スポーツにふれることができる機会を充実させます

施策 子どもが体を動かし運動に親しむ機会の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

男女ともに、平日における運動時間が少ない。特に全身の筋力と巧緻性（投げる）に課題がある。

2,760 3,231

60601

実績・達成状況

・学校では、マラソンや縄跳び等各校の実態に合わせた取組が実施された。コロナ対策を講じた
上で、学校の時間割を工夫したり、宿題として家庭で取り組んだりして、児童の運動時間を確保し
た。
・就学前施設では、運動能力調査については、年間行事予定に入れ、公立全施設で実施するこ
とができた。市全体での課題もあるが、各園所・学年により運動能力にばらつきがあった。コロナ
禍の運動不足に向けて、家庭でできる簡単な運動遊びなどを市と園所から投げかけた。

幼児の運動能力調査参加園数 1園 全園 全園

幼稚園教育指導事業 幼児課 404 329

R3
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評価コメント

（内部評価）
・小学生の体育でなわとびや鉄棒カードでこれが出来たら何級などという設定がされていても、以
前ほど「この技ができるまで頑張る」と家で練習することが少なくなっているのではないかと思う。
目標をもって取り組めるようになれば、運動能力もあがると思う。
・教育・保育活動においては、それぞれ校園において取組が見られる。家庭、地域において、親
子、地域の人とともに運動に親しむ取組を定着することが大切である。学校運営協議会としての
取組の１つになる。
・学校によっては子どもが保護者と一緒になって軽スポーツを楽しむなどされていることろもある。
・家庭でも簡単にできる運動の紹介など積極的にされたい。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

3.4 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果 3.2 ―

１．施策目標への達成状況

令和４年度の
取組状況

・すべての小学校で、10分間運動の実施を計画しており、運動する機会の確保を計画的に進め
ている。
・各園所で生活全般を通して幼児が体を動かす機会を意識的に投げかけるようにしている。ま
た、コオーディネーショントレーニングやスポーツリズムトレーニング・サッカー教室など専門コー
チを招いての遊びや、リトミック・巧技台遊びなど、機会を逃さず幼児に投げかけ、遊びを通して
運動が楽しめるようにし、その様子を保護者に伝えながら家庭での運動遊びにつながるよう啓発
している。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・すべての小学校で「子どもの体力向上プラン」を計画し、年間を通じて子どもが運動（遊び）好き
になるための取組を実践するように指導する。また、家庭とも連携しながら、学校の実態に合わせ
て運動の機会を作るように指導する。
・引き続き幼児が自ら体を動かしたくなるような魅力的な運動遊びについて、職員が研鑽するとと
もに専門コーチによる遊びの投げかけも広げながら、その魅力を保護者にも伝え、家庭と施設で
リンクして幼児期の運動遊びが確保できるように努める。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑫

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

（4）

4 施策の評価

前年度比111％
58,079冊

前年度比103％
46,129人

・令和3年度の市民一人あたりの資料費は235円であり、令和2年度247円から12円の減額になる
が、移動図書館車搭載の図書費を含めると295円となった。
・地域資料デジタル化事業ではアクセス件数が令和2年度281,170件に比べ178,765件増加し、
令和3年度459,935件、前年度比164％となった。
・月例のコーナー展示からの貸出冊数は、令和2年度より5,551冊増加し、58,079冊、前年度比
111％となった。
・登録者数は前年度比103％となった。
・雑誌スポンサーの件数は、令和2年度17件に比べ6件増加し、令和3年度23件、前年度比135％
となった。

38,473冊
対前年度比
100％以上

対前年度比
100％以上

39,584人

実績・達成状況

コーナー展示の図書の貸出状況

登録者数

読書環境の整備

・ 快適で安全・安心な読書環境を利用者に提供するため、館内照明のLED化工事を計画的に
実施し、老朽化している機械設備等の修繕及び取替工事を実施します。また、市民の読書要求
に応える資料の整備、魅力ある書架づくりに努め、継続して読書普及を行います。

課題
・市民の読書要求に応えるため、計画的に資料費を増額する。
・コロナ禍により市民向けの講演会等ができなかったが、今後はオンライン等を利用し、講演会等
ができるよう環境整備を行う。

読書活動の推進

・ 市民の知る権利を保障し、読書要求に応え、「市民にとって役立つ図書館」を確立します。

取組 19-1

取組 19-2
第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

R3

資料費（市民一人あたり） 235円

デジタル資料の利活用状況

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

貴重資料の整理

215円

アクセス件数
対前年度比
100％以上

288円

前年度比164％
459,935件

図書館 17,645 19,214

67101 図書館運営事業 図書館 29,366 36,119

教育大綱目標 読書環境の充実に努め、「誰でもなんでも聞ける・調べられる図書館」を目指します

施策 すべての住民の知る自由を保障するため資料の充実および活用

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

の専門性を磨き、読書普及に努める。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

67201 読書活動推進事業
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5

評価コメント

（内部評価）
・お尋ねしたとき、職員の皆さんが即回答し、教えてくださる専門性の高さを感じる。
・コーナー展示、その時季にあった図書を展示していただいているので、目に入りやすくいつも利
用している。
・「すべての住人」を対象とするために、障がい等のある人たちが知ることへの弊害を取り除く、
個々に応じたより多様な取組を行う。
・市民一人あたりの資料費については引き続き目標に近づくよう努力されたい。

3.6 ―

２．事業における施策への貢献度 3.6 ―

３．費用対効果 3.6 ―

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

令和４年度の
取組状況

・図書館から遠い地域にお住まいの方でも等しく図書館サービスが受けられるよう、非来館型の
サービスとして、配送サービスや移動図書館車の運行により、読書普及に努める。
・雑誌スポンサーの取り組みを広め、雑誌の充実を図る。

取組 19-9 地域資料の活用と充実

・ 郷土資料を収集、保存し、図書館のホームページに掲載しているデジタル化された貴重資料
等を活用し、ふるさとへの理解と学びを深め、まちづくりに生かします。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・市民の読書要求に応え、レファレンスや読書相談に的確、迅速に対応できるよう職員の研鑽に
努める。
・コーナー展示は継続し、テーマや魅せ方を工夫し、市民の読書領域を拡げるとともに蔵書の利
活用を図る。
・視覚障がいのある人へのデイジー図書及び機器貸出サービスの周知を行う。
・点字図書や大活字図書、LLブックや外国語図書等、多様な資料を収集し、読書する上で障が
いのある人に図書館利用のバリアフリー化を図る。

（予算措置）
・市民一人あたりの資料費が、県内図書館の平均額の水準を維持できるよう予算確保に努める。
・障害のある人に読書を楽しんでもらえるよう、必要な資料が計画的に購入できるよう予算確保に
努める。

（人的配置）
・現事業を継続するために必要な、専門的スキルを身に着けた司書を必要数確保する。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑫

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

実績・達成状況

・市民一人あたりの貸出冊数については、平成30年度は7.0冊、平成31（令和元）年度は7.2冊、
令和2年度はコロナ禍による休館のため6.5冊、令和3年度は7.4冊となり前年度・前々年度比
100％以上である。
・個人貸出冊数が「図書館年鑑2021」において人口8万人以上10万人未満の全国66都市の中で
16位となった。また、「近江八幡第１次総合計画」の最終目標2028年の指標、60万冊を達成した。
・配送サービスについては、コロナ禍による非来館型サービスとして令和2年度は貸出7,055冊、
返却12,830冊（令和元年度貸出4,951冊、返却13,498冊）と伸びた。令和3年度は、コロナ禍の中
での図書館通常開館を行ったが、配送サービスの周知等により、比較的図書館から遠い地域の
方の利用が増えたことで、貸出7,057冊、返却25,207冊となった。貸出冊数前年度比100％以上。
・令和3年度より移動図書館車は市内22か所のステーションへ巡回し、利用人数4,993人、貸出冊
数12,169冊であった。
・平成３１（令和元）年度より沖島への配本サービスを2ヵ月に1回行っており、貸出冊数は令和元
年度254冊、2年度483冊、3年度533冊と大きく貸出が伸び、定着してきた。
・就学前の子どもに向けた支援「わくわく絵本体験事業」として、市内民間園22園に除籍絵本を
893冊譲渡した。
・武佐学区の読書支援は、武佐学区の0～6歳の貸出冊数は平成29年度1,128冊、令和3年度
2,616冊、また一人あたりの貸出冊数は平成29年度4.9冊、令和3年度14.0冊となり、５年間で一定
の効果があった。図書館協議会にて評価をいただき、「武佐学区への読書支援計画」は終了と
なったが、引き続き、読書普及に向けて事業等を実施していく。
・障がい者サービスとして、令和2年度からサピエ図書館に加入しサービスを実施している。令和2
年度の登録者は1名、2点の資料の利用であったが、令和3年度は5人(延べ14人）、36点の利用
があった。

課題
・非来館型サービスの一つとして移動図書館を活用していくためには、市民の読書相談や読書
案内ができる専門職の人員を配置、育成することが喫緊の課題である。

移動図書館車や配送サービス等による全域サービスの充実

・ 図書館から遠い地域へ移動図書館車で出向き、市内に住む誰もが読書の喜びを知り、市民の
読書要求に応えるよう、努めます。また、市内コミュニティセンターや沖島への配本サービス等を
行い、図書館を利用することに困難のある人への読書推進に努めます。

取組 19-3
第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

移動図書館車状況（運行する学区の貸出冊数） 12,169冊

市民一人あたりの貸出冊数（対前年度比） 7.4冊

図書配送サービス状況（貸出冊数） 7,057冊

6.6冊
対前年度比
100％以上

3,541冊

-

対前年度比
100％以上

対前年度比
100％以上

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

図書館 　－ 8,285

67101 図書館運営事業 図書館 29,366 36,119

教育大綱目標 読書環境の充実に努め、「誰でもなんでも聞ける・調べられる図書館」を目指します

施策 市内のどこに住んでいても誰もが利用できる一人ひとりに役立つ図書館

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

67701 本のまち！動く図書館事業
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5

令和４年度の
取組状況

・移動図書館車の巡回ステーションの増加等を行い、より多くの市民に読書普及を図る。
・視覚障がい者（児）への方にデイジー図書等を活用してもらうために周知を行う。
・就学前施設の読書環境の充実を図り、将来的には公・民間問わず全ての園児が共通の絵本体
験ができるように努める。

取組 19-7 障がい者サービスの普及と充実

・ 障がいのある人が読書に親しめるよう、障がいの状態や特性等に応じた読書環境を整備しま
す。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・移動図書館の巡回により、図書館から遠い地域への読書支援を引き続き行う。
・臨時的に読書普及の一助となる民間団体の事業に移動図書館車を稼働させ、ＰＲを行い、移動
図書館車の利用の推進を図る。
・児童の読書環境をさらに充実させるため、軽自動車改造型の移動図書館車を就学前施設へ計
画的、段階的に巡回させ、重点的に読書普及に取り組む。
・沖島配本や配送サービスについても、周知等を行い、よりきめ細かなサービスに努める。

（予算措置）
・新たに稼働させる軽自動車改造型移動図書館車も含めた移動図書館車用の資料費の確保に
努める。

（人的配置）
・現事業の継続に必要な人員を確保する。また、新たに軽自動車改造型移動図書館車を稼働さ
せるために必要な司書資格を有する会計年度任用職員の確保に努める。

評価

評価コメント

（内部評価）
・移動図書の充実が本市の全体の地域全ての市民の方々にとって、自分の図書館というイメージ
ができたのではないか。さらに、今年度より増車し、就学前施設への絵本の提供は、生まれて出
会うブックファーストをいかに繋いでいくか、良い事業であり、教育充実に向け予算を重ねていく
意図がここにある。
・武佐学区での取組の成果を生かした小・中学校の読書活動推進の充実に向けていってほし
い。
・配送サービス、移動図書館、職員の方は大変だと思うが、このサービスによって、ますます図書
館が身近になっている。今後もよろしくお願いしたい。
・移動図書館の活用、民生委員さんとの連携で出かけることの困難な方への希望貸出等、様々な
環境方々へのサービスを検討する。
・移動図書館車の導入効果は高い評価に値する。今後、就学前施設へも巡回できるよう２号車の
導入についても着実にできるよう期待する。

（外部評価）
・ターゲットに応じたきめ細かい対応により成果が出ている。中高生の読書離れが進む中、就学
前の子どもたちへの取組などにより読書をする習慣を身に付けてもらえればと期待している。
・現状に煎ずることなく、積極的に取組を行い、成果を上げていることはすばらしい。今後も社会
情勢をうまく読み取り、読書に親しむ人を増やしていってほしい。
・借りにくるのを待つだけでなく、配送サービスや沖島や武佐など市民が図書館に訪れにくい場
所への配本や読み聞かせなど、いろいろな工夫をされており素晴らしいと思う。配送サービスや
移動図書館の場所・日時など、周知をより徹底していただければと思う。
・本に親しむため、未就学児への対応に力を入れているのもとても良い。それを小・中学生になっ
ても興味を持てるようつなげてほしい。

4.2 4.0

２．事業における施策への貢献度
評価項目

詳細項目 内部平均

4.2 4.0

３．費用対効果 3.8 4.0

外部平均

１．施策目標への達成状況
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑫

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

（4）

4 施策の評価

ブックスタートへの職員派遣回数（年間）

実績・達成状況

・新型コロナウイルスまん延防止対策として、ブックスタートは24回実施したが、短時間での事業
実施となったため、利用カード作成や読み聞かせは行わず、ファーストブックを手渡し、絵本等の
相談に応じた。0-6歳の登録者数は前年度比96.7％となった。
・おはなし会等は参加人数を制限しての実施、ブックトークは動画を作成して実施するなど、コロ
ナ禍の状況に応じて工夫しながら読書普及ができた。前年度比348％であるが、令和2年度はコ
ロナ禍により参加者数が非常に少ない状況であった。
・図書館見学においても、実施時期や人数等に配慮して対応した。
・移動図書館車において市内公立の園・学校10箇所を巡回し、6,800冊の貸出があった。これに
より、巡回している校園の学区別貸出冊数の前年度比が113％～373％と飛躍的に伸びた。
・近江八幡市子ども読書活動推進計画により、子どもの読書活動を総合的かつ計画的に進める。
・子ども読書活動推進委員会は、2回開催した。子どもの読書活動が豊かになるためにポスター
やリーフレットの制作をした。
・コロナ禍で館外へのおはなし会やブックトークを実施できなかったので、新型コロナウィルス対
策として、ブックトークの動画を作成し、小中学校へ配信した。

2回2回

全てのブックス
タートに派遣

子ども読書活動推進委員会の運営

24回

2回

24回

乳幼児の図書館利用の推進【0～6歳登録者数】

館内及び館外で開催するおはなし会・ブックトークの
年間参加者数

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

6,139人

1,281人

対前年度比
100％以上

対前年度比
100％以上

前年度比96.7％
2,432人

前年度比348％
3,685人

生涯学習課 794 593

67101 図書館運営事業 図書館 29,366 36,119

67301 ブックスタート運営事業 図書館 671 741

教育大綱目標 読書環境の充実に努め、「誰でもなんでも聞ける・調べられる図書館」を目指します

施策 一人ひとりの子どもに寄り添った読書活動の支援

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

業ならびにコミュニティセンターや子どもセンター等のおはなし会等により、読書の普及と読書に
関わる人への支援を行う。ブックスタート事業へは、関係部署の職員を派遣し事業を支援する。

た、近江八幡市子ども読書活動推進計画により、子どもの読書活動を総合的かつ計画的に進め
る。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

65001 生涯学習推進事業
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3.4 ―

評価コメント

（内部評価）
・お母さんたちにとっては、ブックスタート事業は、赤ちゃんとの貴重な時間、経験になる。そこで
の読み聞かせが親子とも印象強いので、是非今年は実施してもらえると良いと思う。
・子どもに寄り添うためにも「親」の関わりが不可欠となる。家庭教育の中に「ど（読書）」運動を具
体的な手立て（啓発紙）を提供する必要がある。
・子ども時代から本に接することは非常に大事なので継続して取り組まれたい。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.6 ―

２．事業における施策への貢献度 3.6 ―

３．費用対効果

課題
・コロナ禍においても安心しておはなし会等が行えるような工夫が必要である。
・第2次子ども読書推進計画の指標に対するデータが正確に収集できていないため、各校園所で
のアンケートを実施する必要がある。

令和４年度の
取組状況

・絵本の大切さや読み聞かせを行い、読書相談に応じられる司書の研修を継続していく。
・ブックトークの職員研修を積み、令和5年度の小中学校での実施に向けて、読書推進をはかっ
ていく。
・4月23日の「子ども読書の日」に合わせて、小・中学校にはおすすめの本のポスター、就学前施
設には「うちどく」啓発リーフレットを配布した。
・6月10日に第1回子ども読書活動推進委員会を開催し、今年度の取組や進捗状況の確認等を
行った。
・夏休みに読書に取り組めるよう、おすすめ本のポスターと小学生向け「うちどく」啓発リーフレット
を作成する。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

取組 19-4 乳幼児へのサービスの充実

〇ブックスタート事業の推進
・ 4か月健診で言葉かけや絵本の読み聞かせの大切さを伝え、絵本を1冊手渡し、乳幼児から読
書習慣を身に付けることをめざします。
〇乳幼児のおはなし会の充実
・ ０～2歳児のおはなし会のプログラムを充実させ、参加した保護者同士の情報交換の場として
の活性化を図ります。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・乳幼児期から本に親しむ環境づくりを行う。
・ブックスタート時に利用カードの登録手続きを行い、ブックスタート後のフォローアップに繫がる
図書館利用の促進を図る。
・子どもの生きる力につながる、幅広く質の高い読書に導くため、下記の取組を引き続き実施でき
るよう司書としてのスキル向上に向け、職員研修を実施する。
①4カ月健診時のブックスタート時の対応　②館内外のおはなし会の実施　③校園所への読書支
援（個人貸出、団体貸出、おはなし会、ブックトーク等の実施）
・引き続き、ブックスタート事業での本の紹介、図書館の利用カードの作成、読み聞かせの啓発を
行っていく。
・就学前、小学生の保護者・子ども向けに「家読」の啓発リーフレットを配布し、親子で読書に向か
う機会をつくっていただけるようにする。
・4月23日の子ども読書の日、11月の市民読書月間に合わせてポスターを作成し、各校の学校図
書館司書と連携して子どもが本を手に取りやすい環境づくりをしていく。

（予算措置）
・近江八幡市に生まれたすべての４カ月児に絵本が届くよう、ブックスタート事業の予算を確保す
る。
・児童書の予算確保に努める。
・リーフレットやポスター等の啓発物を作成するための予算確保に努める。

（人的配置）
・乳幼児への読み聞かせや、絵本を通じた子育てについての的確なアドバイスができるよう、職員
を育成し適切な人員配置に努める。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑫

4

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

取組 1-3

実績・達成状況

　4名の学校司書が、1名あたり小学校3校、中学校1校の計4校を担当し、学校図書館の開館を進
めた。コロナ禍ではあったが、学校図書館貸出冊数、図書館活用授業数ともに基準値を上回るこ
とができた。学校司書が、環境整備など読書活動につながる活動を行うことで児童生徒の図書へ
の興味関心が高まった。また、各校の教員と学校司書が連携して、学校図書館や図書を活用し
た授業を進めていくことで、授業の中での図書や学校司書を活用する機会が増えた。

課題
　子どもたちの読みたい本が読みたいときに学校図書館にあることが読書活動推進につながるの
で、各校の教員と学校司書とが連携して選書を行い、蔵書の廃棄・購入を計画的に実施していく
ことが必要である。

令和４年度の
取組状況

　学校司書研修を1か月に1回行い、学校司書同士の連携を図っている。それぞれの実践を交流
し他の学校に広げられるようにしている。また、児童生徒の読書活動推進につながる取組を学校
司書と検討しているところである。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

学校における読書環境の充実及び読書活動の推進

・ 学校司書を配置し、児童生徒が本に興味を持ち、落ち着いて読書ができるよう、読書環境の充
実を図ります。
・ 教員と学校司書が連携した「図書を活用した授業」の質や実践力を高めます。

図書活用授業数（1か月） 440時間400時間 500時間

R3

学校司書の配置人数
4人配置

25％

学校図書館貸出冊数（1か月） 7,655冊

3人配置
市内小中学校

30％配置

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

8,000冊

64702 学校司書配置事業 学校教育課 4,791

教育大綱目標 読書環境の充実に努め、「誰でもなんでも聞ける・調べられる図書館」を目指します

施策 図書を活用した授業の充実による子ども読書活動の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

高める。学校司書として適した人材の確保が課題であるため、採用後の研修等によりスキルアッ
プに努める。

7,664

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

7,000冊
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5 評価

評価コメント

（内部評価）
・図書館で学んだことが、学校に掲示されていた。子ども目線の鋭さと新たな発見にこちらが学ぶ
ことが多くあった。
・子どもたちが本を借りに来た時の「こういう本が読みたい」にすぐ答えてもらえる、司書の配置は
とても重要である。ＩＣＴを使う前に、まず図書館で調べるという時間も設けていただきたい。
・図書をメディアの１つとし、マルチメディア（多々多様なメディア）の有効的な活用を、総合的、系
統的にプログラムすることが大切である。
・一人一台のタブレット端末が普及したが辞書や図鑑などで一から調べる学習の大切さも指導さ
れたい。

３．費用対効果 3.4 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.8 ―

２．事業における施策への貢献度 3.4 ―

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・学校司書研修会を毎月1回行い、各校の情報交換をしたり、取組の交流をして学校司書同士の
連携を図る。
・調べ学習等で、学校司書が活用できるよう、学校図書館担当者との連携を図る。
・子どもたちの読みたい本が読みたいときに学校図書館にあるように学校司書を中心に選書や蔵
書の廃棄等を計画的に行い読書活動推進に努める。

（予算措置）
・学校司書の配置に係る予算の確保に努める。

（人的配置）
・学校司書を増員する。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑫

5

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

 － 499

①未実施
②4園／7園

①1校/4校

①9校/12校

①継続的な実施
②全施設

①4校/4校
②全国学校図書館
協議会で定める配
分比率

①12校/12校
②全国学校図書館
協議会で定める配
分比率

64401 絵本に囲まれて育つ子ども推進事業 幼児課

実績・達成状況

・小・中学校共に、学校司書の配置による効果として古い図書と新しい図書の入れ替えを実施し
たことにより、学校図書館の整備は一定進めることができたものの、蔵書率を達成した学校数を増
やすことができなかった。
・蔵書の配分比率については地域の実情や各学年の発達段階も考慮して購入しているため、分
類によっては小中学校ともに標準配分比率の±2％の差異はあるものの概ね達成できた。
・業者の絵本価格の値引きなどにより、９０％以上の利用実績にわずかに届かない施設が１施設
あったが、33の施設が９０％以上の利用実績となった。また研修会は絵本の選び方や読み聞か
せの仕方などについて、講師の先生より具体的に教えていただいた。現場のミドルリーダーから
の実技を交えた研修会の開催を予定していたが、コロナ禍で中止となった。環境については３４
施設の絵本環境をデータで共有し互いに切磋琢磨できるようにした。

R3

①蔵書率100％以上の小学校数
②蔵書配分

①9校/12校
②概ね達成

①蔵書率100％以上の中学校数
②蔵書配分

①1校/4校
②概ね達成

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

教育総務課 15,650 18,802

①絵本に親しむ図書環境の整備・保護者啓発等の
ため職員向けの研修の機会
②各施設配分の絵本費（幼稚園・保育所・こども園
10万円、小規模保育事業施設5万円、家庭的保育
事業施設1万円）の利用実績（90％以上の利用園
数）

①令和2年度より
継続的に実施
②33/34園

63201 中学校教育教材事業 教育総務課 6,415 18,578

教育大綱目標 読書環境の充実に努め、「誰でもなんでも聞ける・調べられる図書館」を目指します

施策 校園所における読書環境の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

は、適切な蔵書配分も重要となる。一部の学校で蔵書率１００％未満となっていること、また、蔵書
配分に偏りがあることが課題である。学校図書館への「読書センター」「学習・情報センター」とし
ての機能を充実させるための読書環境を整備する。

りする子どもを育成する。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

62101 小学校教育教材事業
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第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

課題

・小学校及び中学校の学校図書館整備については、未だ標準蔵書率が達成できていない学校
があることから、引き続き市立図書館や学校司書等との連携を図り、児童生徒にとって利用しや
すく、より魅力的な学校図書館となるよう、読書環境の充実を図る必要がある。
・絵本の蔵書数は施設によってまだまだばらつきがあり、少ない施設が多くある。また蔵書数は
あっても劣化した絵本の多い施設は、新しいものとの入れ替えの必要があるが、十分に整ってい
ない。また新書の購入も必要である。こうした物的環境の整備に加えて、職員の絵本の読み聞か
せや絵本選定についての研修を行うことにより、子どもを取り巻く絵本の環境が人的・物的どちら
もが整えられるので、継続的に取り組んでいくことが必要である。

令和４年度の
取組状況

・小学校及び中学校については、今後も蔵書配分と児童生徒のニーズとのバランスを取りなが
ら、適切な蔵書管理を行う必要がある。令和２年度に更新した学校図書システムを最大限活用し
ながら、市立図書館や学校司書等との連携を図り、円滑な学校図書館の活動が進められるよう読
書環境等の面から支援する。
・全ての就学前施設で絵本の購入計画による利用率が９５％を超えている。研修開催は読み聞
かせと絵本選定に関して、実践と講話どちらも計画している。昨年度データ送付した各施設の絵
本環境等を参考にし、各々の施設で絵本環境については絵本の見直しや整理を進めており、読
み聞かせについては公立園所で各クラス1日1回を目標にして取り組んでいる。

学校図書・教材の整備と充実

・ 児童生徒の主体的な学習活動や豊かな心を育む読書活動を支援するため、授業で使用する
教育教材や学校図書の充実を図るとともに、学校図書システムの円滑な運用に努めます。

取組 12-6

取組 19-5 児童へのサービスの充実

〇読書環境の充実
・ 子どもが幅広い図書に触れ、「生き抜く力」を育めるよう、蔵書構成の充実を図ります。
〇読書啓発の推進
・ 子どもの読書領域を広げるため、月別のコーナー展示や館報の充実を図ります。
〇読書の習慣化に向けた読書支援の充実
・ 乳幼児期から子ども時代を通して本に親しみ生涯にわたる読書習慣が身に付くよう、読書支援
を行います。

取組 1-6 学校園への読書支援の充実

〇就学前への読書環境の充実（園）
・ 公私立の区別なく、市内の園児が月齢に応じた絵本と出会えるように読書普及を行うとともに、
小学校就学時までに出会ってほしい絵本を読んでもらったことがあるという「共通の絵本体験」が
できることをめざします。
〇図書館を使った調べる学習コンクールの推進（小中学校）
・ 本や図鑑等の図書館の資料を用い、調べる楽しさや知的好奇心を育みます。
〇ブックトークの推進（小中学校）
・ 小学3年生以上の各クラスへ出向き、本の紹介を行うことにより、読書領域を広げ読書の推進を
図ります。
〇おはなし会の推進（園・小学校）
・ 小学校低学年や園へのおはなし会を実施し、物語への世界を体験することから読書普及につ
なげます。
〇団体貸出の推進（学校園）
・ 読書環境の整備及び読書普及を図るため、学校園へ団体貸出を行います。
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5

評価コメント

（内部評価）
・学校教育課・生涯学習課・図書館・幼児課のより良い連携のもと、共通理解とその推進の充実を
望む。
・先生方の絵本と出会う魅力的な機会とより良い場を今後作っていってほしい。
・蔵書率より子どもたちは綺麗な本を求めると思う。今の子どもたちが興味のある、読みたいと思う
本を1冊でも多く整備していただきたい。
・学校図書館、読み聞かせ広場等、子どもたちにとって心落ち着け、ゆとりをもって読書活動がで
きる環境であるか、施設の点検・改修の見通しをもちたい。将来的に、メディア拠点としての図書
館機能の充実に向けて、具体的な構想をつくりたい。
・使わない・使えない図書を置いても無意味なので、実際に活用できる図書への入れ替えは大切
だと思う。
・蔵書の中にはかなり古いものもあるようなので学校図書の整理・更新に努められたい。

3.0 ―

３．費用対効果 3.0 ―

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.4 ―

２．事業における施策への貢献度

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・関係所属が連携し、子どもたちの読書活動を推進していくため、児童生徒にとって魅力ある学
校図書館を目指す。
・蔵書配分と児童生徒のニーズとのバランスを図りながら、適切な蔵書管理に努めるとともに、令
和２年度に整備した学校図書システムを最大限に活用し、市立図書館や学校司書等との連携を
図り、円滑な学校図書館の活動が進められるよう読書環境の面から支援する。
・引き続き絵本の蔵書数の充実を進めるとともに、絵本と出会い、子どもの心の豊かな育ちへつな
がっていくよう、読み聞かせを行う職員の研修を充実し、絵本の魅力を子どもへも保護者へも発
信し、環境づくりにも取り組めるように努める。

(予算措置）
・児童生徒の読書環境充実や学校図書システムの効果的な活用のため、予算の確保に努める。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑬

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

（4）

4 施策の評価

－

96%

参加者評価（5段
階評価）で4以上

100%

達成状況確認項目
基準値

H29
最終目標

参加者の研修充実度

近江八幡市就学前教育・保育育成指針に基づいた
研修会の実施回数

2回

0%

0回

100%

3回以上

-

課題

・教職員が参加しやすいように夏季休業中に多くの講座を実施しているが、研修内容の工夫や
受講者のニーズに応じた専門的な知識を有する講師の招聘が必要である。コロナ感染拡大状況
により、中止した研修もあった。今後、感染状況を見極めながら、オンデマンドによる研修に変更
するなど、柔軟に対応しながら研修機会の確保を行う。
・キャリアステージ研修会についてはキャリア層によって、受講人数が大きく異なり、特に管理職
に向かう手前の第５ステージについては、今後５人未満となることが見込まれ、研修の回数や講
師の確保について検討が必要。公私立共に職員が”目指す子ども像”に向けて研鑚するため、
研修の仕組み・内容の充実を考えていく必要がある。

60601 幼稚園教育指導事業 幼児課 404 329

各キャリアステージに応じた計画に基づく研修会の
実施率

72%

実績・達成状況

・新型コロナウイルス感染予防対策のため、多人数を集めた研修は実施が難しい状況であり、令
和３年度も教職員全員研修会は中止した。
・選択・研修講座では、新学習指導要領を意識した研修とともに、本市教育大綱や本市の教育課
題を意識した研修を実施したが、新型コロナウイルス感染拡大により、後半の研修を中止した。
・就学前教育協議会は、第1回は集合での協議会、第2回はコロナ感染拡大により中止した。報告
予定であった校園所には、書面による県の指導主事による指導助言をいただいた。
・コロナ禍で１２月以降はコロナ感染状況の広がりにより、計画していた近江八幡市就学前教育・
保育育成指針に基づいた研修会・キャリアステージ研修会を中止することとなった。１２月までは
どちらの研修会とも１００％実施した。

R3

教職員全員研修会における参加率 中止

結果

教育研究所運営事業 教育研究所 2,565 2,936

62401 生きる力育みプラン推進事業 学校教育課 130

教育大綱目標 教員の指導力と学校の組織力の向上に努め、安全で安心な信頼される学校づくりを目指します

施策 教育課題に応じた教職員の研修機会の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

季休業中に、本市の教育課題に応じて、教職員の資質向上を目的に全員研修会を実施してい
る。他の研修や学校・園所の対応等で全員が参加できる状態ではないが、その意義から、できる
限り全員参加での研修会として位置づける。新学習指導要領の改訂時期であり、主体的対話的
で深い学びへの授業改善、ＩＣＴ教育の推進、図書館教育及び特別支援教育等の教育課題に応
じた研修会を教育研究所と連携して充実させる。

期の年齢ごとの発達に応じた教育・保育の充実を目指す。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

6,739

60301
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2.8
評価項目

評価コメント

（内部評価）
・方針説明・年間の研修を乞う市立学校に広げ展開していることは大きい。欠席のところには出向
き、説明するなどの活動は、共に学び合い、本市の子どもたちの教育に携わる者同志の教育共
有に繋がっている。
・各種講座、研究会を企画いただいているが、参加者数が少ないように感じる。特に、任意研修
について、より多くの参加ができるように、開催日や時間の検討、同一講座の複数回開催、リモー
ト参加、収録とオンラインアップ等、手法の検討が必要である。
・普段の管理職の教員の方の姿を見ての第5ステージの受講人数かと思う。それだけ、管理職の
教員の皆さんは大変な思いをされているということだと感じる。
・引き続き多くの参加が得られるような取組をされたい。

（外部評価）
・コロナ禍のため、研修の機会は減少しているが、費用対効果を勘案しながら研修方法や内容を
適切に修正されている。
・コロナ禍のこともあり、研修にも苦労されていると思うが、何よりも最大の教育環境は教師である。
教師の教育力を高める取組をさらに充実させてほしい。
・コロナ禍が続く中、一堂に集まる研修はなかなか難しいと思うが、それぞれのキャリアに応じて知
識や指導力をブラッシュアップさせていただきたい。また、１人の仕事人として充実し、楽しく仕事
をすることができる、人生を豊かにする研修もしてほしいと思う。（民間の研修制度も活用するな
ど）

評価

２．事業における施策への貢献度 3.0

詳細項目 内部平均 外部平均

3.3

3.3

３．費用対効果 2.8 3.0

１．施策目標への達成状況

令和４年度の
取組状況

・新型コロナウイルス感染症を考慮し、大勢が集まる教職員全員研修会ではなく教職員の研修等
の1つとして位置づけ、本市の教育課題を意識した「教育重点取組研修会」として8月に開催する
予定である。
・幼児課に幼児教育センターを設置し、幼児教育・保育アドバイザーを配置したことに伴い、各施
設の研修に向けたニーズや課題について調査し、参加率の向上を図り、より充実した内容で研
修会を開催できるようにしている。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

教職員の資質の向上

〇研修会等の開催
・ 教育に関する研究及び調査を行うとともに、教職員の専門性や指導力向上を図るため、初任
者研修や中堅教諭等資質向上研修など、経験年数に応じた研修の場を設定します。
・ 近江八幡市教育・保育育成指針に基づく教育・保育の推進に向けて、公私立ともに体系的・組
織的に研修・研究会を行います。
〇幼児教育・保育アドバイザーの配置
・ 保育内容や保護者連携、特別支援教育、幼小連携などについて、就学前施設の園所長や保
育者へのアドバイス、関係機関との連絡調整、研修・研究会の推進を行う幼児教育・保育アドバイ
ザーを配置し、教育・保育の質の向上を図ります。

11-1取組

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・次年度もより多くの教職員が研修に参加できるように、近隣市町とも連携しながら、それぞれの
教職員が目的や興味関心に応じた研修内容や学べる機会を増やす。研修内容によっては、録
画したものを後日、配信できるようにする。
・引き続き幼児教育センターを中心に、各園又は施設類型による様々なニーズや参加について
の課題を把握し、開催方法・内容・参加対象の幅などについて検討し、より充実した内容で研修
会が開催できるように努めます。

（予算措置）
・研修会の開催にかかる予算の確保に努める。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑬

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

学校園の組織力の向上

・ 管理職の資質及び経営力の向上のため、管理職研修を実施します。
・ 小中学校における事務職員の資質向上を図るとともに、学校事務・業務の効率化と学校運営
の支援を行うため、事務の共同実施を推進し、学校運営体制の強化につなげます。

取組 11-2

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

課題

　学ぶ力向上学校訪問を実施し、学習指導要領に基づいて適切に各教科の指導ができている
か指導助言を行うとともに、若い世代が増え教員の指導力や学校の組織力の向上に努めること
が重要であるが、感染症対策により、学校規模の違いによって、研修や協議会の持ち方に工夫
が必要である。

令和４年度の
取組状況

・児童・生徒の学ぶ力向上の取組や適切な学校マネジメントの在り方など状況に応じて適切な管
理職研修を年2回実施する。
・学校事務共同実施部会を組織し、学校事務・業務の効率化と学校運営の支援に取り組むととも
に共同実施推進委員会で業務内容や方針について検討する。

R3

学習指導要領に応じた適切な教育課程の編成
新要領で適切に校
務運営ができている

新要領で適切に校
務運営ができている

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

現行の学習指導要
領で教育課程を編
成

実績・達成状況

・校園長会、管理職研修会、教務担当者会、学ぶ力向上にかかる学校訪問を実施し、教科指導
の充実やカリキュラムマネージメントの在り方について県教委指導主事とともに指導助言を実施し
てきた。
・スクールサポートスタッフや部活動指導員等多彩な人材を配置し、学校の教育活動の支援を実
施してきた。他に働き方改革推進会議を実施し、学校の現状と課題を把握し、人材の確保、業務
の精査・改善等、働き方の方向性や目標数値を検討してきた。

61701 学校運営支援事業 学校教育課 - 13,572

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 教員の指導力と学校の組織力の向上に努め、安全で安心な信頼される学校づくりを目指します

施策 学校マネジメント能力を高める研修機会の提供

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

ネジメントの重要性が指摘されている。校園長会や管理職研修会、教務担当者会及び学校訪問
を充実させ、各校における管理職等の学校マネジメント力の向上を図る。
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評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・研修の内容、形態等より効果的に行えるように検討し、より効果的な研修会になるよう努める。

（予算措置）
・研修会の開催にかかる予算の確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・子どもたちが学ぶことの楽しさ、意欲を感じることができるよう、常に指導力向上目指していただ
きたい。
・「聴くだけ」の研修会だけではなく、パネラー形態、講演とフロアー対談、分科会形式等、その方
式についても工夫したい。
・保護者や地域住民にも支援していただけ親しまれる学校になるよう継続して取り組まれたい。

３．費用対効果 3.0 ―

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.2 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑬

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

教育大綱目標 教員の指導力と学校の組織力の向上に努め、安全で安心な信頼される学校づくりを目指します

施策 災害時の子どもの安全確保と地域と連携した職員体制を構築する防災教育の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

充実させる。緊急地震速報システムの設置校は現在４校であり、未設置の学校がある。また、防
犯や交通災害についても啓発や訓練を行い、スクールガード等とも連携を図りながら、子どもの
安全確保を図る。

する。また、交通安全の習慣を身に付けたり、災害などの緊急時に適切な行動がとれるようにす
る。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

63301 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 学校教育課 450 366

63701 学校安全総合支援事業 学校教育課 578 514

60601 幼稚園教育指導事業 幼児課 404 329

様々な危険に対する避難訓練を定期的に実施する
防災計画に基づき
実施。

R3

地域と連携した避難訓練を実施するための緊急地
震速報システムの設置率

75%

スクールガード、保護者、教職員らによる登下校時の
見守り活動数

201回

33%

202回

75%

200回以上/年

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

取組 12-5

実績・達成状況

・各校では防災計画に基づいた避難訓練を実施している。緊急地震速報システムの設置は12小
学校中9校である。新たに島小学校に設置した。
・スクールガード等の見守りの実施で、小学生の安全確保が図れた。
・キッズつながり隊を利用した園所外保育が定着化してきた。避難訓練では不審者や保護者引き
渡しの他、地域の他施設と連携して行う訓練など園の課題に応じた内容を工夫して実施してい
る。

課題

・子どもへの対応とともに地域と連携した災害時等の避難の仕方を確認し、意識を高める必要が
ある。保護者への子どもの引き渡し等の訓練も視野にいれた防災教育の取組を検討する必要が
ある。
・災害時に発達段階に応じて幼児なりの対応できるように、様々な場合の災害において機会を見
て幼児に投げかけたり、訓練を実施したりしていくことが必要である。

・ 家庭・地域と連携した防災教育を効果的に実施できるよう、緊急地震速報システムを計画的に
設置し、各校が防災計画に基づく避難訓練を行うことにより、地域ぐるみで学校安全に取り組む
体制の強化と防災意識の向上を図ります。

防災計画に基づき
実施

様々な危険に対して
訓練を継続していく
ことで対応力を高め
る

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

防災教育の推進
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評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・学校安全総合支援事業で２小学校を指定して防災教育の推進に取り組みます。その取組を市
内小中学校に周知し共有できるように取り組む。
・“キッズつながり隊”の利用促進を行うとともに、定期的な避難訓練を実施し安全確保に努める。

（予算措置）
・防災教育の推進に係る費用について予算の確保に努める。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

評価コメント

（内部評価）
・万が一の災害（学校で、通学時等）に備え、しっかりと家庭で話す機会をもつように呼びかけをし
ていただきたい。
・コロナ禍を想定した、感染防止も視野に入れた災害時の対応をマニュアル化する必要がある。
地域と連携した体制づくりを学校運営協議会として確立する。
・安全第一である。
・近年の災害では学校管理者の責任を問われる事例もあることから真剣に取り組んでいただきた
い。

3.4 ―

２．事業における施策への貢献度 3.4 ―

３．費用対効果 3.2 ―

令和４年度の
取組状況

・各校が防災計画に基づいた避難訓練を行うことで防災意識を育むことを進める。緊急地震速報
システムを武佐小学校に設置し、それを活用した訓練を実施する。
・春の園外保育実施におけるキッズつながり隊の利用は昨年度より増えており、避難訓練につい
ては園の課題に応じた実施計画のもと進められている。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑭

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

少年センター職員、補導員による街頭補導活動数
（年間）

734回

実績・達成状況

・12の小学校で家庭教育支援チームを配置し、保護者支援を行ったほか、市内の保護者を対象
にした「子育てサロン」を1回開催した。また、家庭教育推進協議会を2回開催し、保護者の実態
についての情報交換や活動の方向性についての共通理解を図った。
・「伝えよう！熱い想い」「青少年育成市民大会」共に、感染症対策のため、規模を縮小して開催
した。「伝えよう！熱い想い」については令和2年度はコロナ禍により開催を中止した経緯もあり、
参加者から「今年は開催できてよかった」という感想が多く寄せられた。また、青少年育成市民会
議と連携し、あいさつ運動、街頭啓発等の各種啓発活動を展開した。
・コロナ禍であったため、昨年より活動数は減少したが、声掛け等の啓発を活発に実施した。

1,118回

①505人
②220人

12校

①毎年700人以上
②毎年200人以上

900回以上

課題

・家庭教育支援チームがうまく機能していない学校には、訪問をして事業の趣旨を再度知らせて
いく必要がある。
・「伝えよう！熱い想い」はコロナ禍以前は参加者の多くをPTA関係者の動員が占めていたが、
PTAを取りまく状況の変化に伴い、事業規模及び集客方法の見直しが必要である。
・駅周辺の大型量販店の街頭補導の強化とともに彼らとどう関わって信頼関係を築いていくこと
や、インターネット等関係犯罪が増加する中、被害防止等対策強化する。また、少年センター・あ
すくるHARが「つながる・良い居心地・気軽に相談する場」として広く周知を図る必要がある。

R3

家庭教育支援員の小学校への配置校数 12校

①「伝えよう！熱い想い」の参加者数
②「青少年育成市民大会」の参加者数

①276人
②160人

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

9校

66701 少年センター運営事業 生涯学習課 20,278 20,134

65202 学校を核とした地域力強化事業〔家庭教育支援基盤構築事業〕 生涯学習課 490 864

66601 青少年対策事業 生涯学習課 2,160 2,741

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 学校・家庭・地域の連携強化を図り、子どもの成長を支えます

施策 地域で子どもを育てる環境づくり

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

し、子育てに対する保護者の不安の解消を図る。

し、連携を強化することで、地域で子どもを育てる環境をつくる。また、各事業の実施時期や内容
を検討し、地域への情報発信の工夫を図る。
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5

評価項目
3.0

評価

取組 10-4 地域社会の一員として主体的に参画する意識の向上

〇「伝えよう！熱い想い」の開催
・ 未来を担う生徒が、自己実現を図り成長するために、「伝えよう！熱い想い」を開催し、市内中
学生の意見発表や部活動の発表を通して、中学生を応援し、理解や共感を深めます。
〇成人式の開催
・ 生まれ育った地域の成人式に参加することにより、成人としての自覚と責任を認識するとともに
地域への理解を深め、ふるさとへの愛着心及び今後の社会や地域活動等への積極的な参画意
識を高めます。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

取組 16-2 家庭教育支援体制の充実

・ 各小学校の子育て学習会（サロン）の充実を図るため、家庭教育支援員への情報提供や助言
等支援を行います。また、市全体を対象とした子育てサロンを開催し、安心して子育てができるよ
う、相談対応の充実を図ります。
・ 子育てに不安や悩みを抱える家庭や、学びや相談の場に出向くことが難しい保護者には、訪
問型支援を行います。また、必要に応じて関係部署と連携し、課題解決に向け専門機関への橋
渡しを行います。

１．施策目標への達成状況 3.0

3.0

３．費用対効果 3.0 2.7

２．事業における施策への貢献度 2.8

令和４年度の
取組状況

・家庭教育支援構築事業に取り組む学校の課題解消に向けた効果的な支援の在り方をともに考
える場を設けていきたい。
・「伝えよう！熱い想い」は、令和3年度までは四者共催で開催していたが、実態に合わせて見直
しを行い、実行委員会の同意を得た上で、三者共催に変更して開催した。
・「子供たちに　明るい未来を　輝く未来を」をスローガンに、補導委員・関係機関と連携を深めな
がら、街頭補導、広報啓発、薬物乱用防止、環境浄化、相談、無職少年対策支援等各分野にわ
たっての諸活動を実施します。また、あすくるHARにおいて、非行少年等立ち直り支援活動を実
施する。

青少年の健全育成を支える活動や立ち直り支援の充実

・ 学校・家庭・地域・関係団体が連携し、あいさつ運動をはじめ、街頭巡回補導活動や非行防
止・薬物乱用防止のための啓発活動等に取り組みます。
・ 非行からの立ち直りをめざす青少年や困難な課題を抱え居場所をなくした青少年に、社会復
帰につながる体系的な支援を行います。

取組 3-5

詳細項目 内部平均 外部平均

評価コメント

（内部評価）
・「放課後子ども支援総合プラン」の構築とより速く、各エリアでその具現化に向けて、担当課とし
て、牽引リードする。庁内での関係各課の共通認識・共同体制を確立する。
・コミュニティー・スクール運営との連携が不可欠である。
・「熱い想い」「市民大会」等、つどいについて、マンネリのない企画をしたい。
・一部の学校でＰＴＡ活動を休止されているところがあるが、まずはどんな活動をされているかを
周知する必要があると思う。
・家庭教育支援員の配置を全小学校で完了していただいた。今後は内容の充実に努められた
い。
・家庭教育支援コーディネーターの設置が親の子育て支援に繋がるよう、学級での推進充実に
期待したい。サロンや協議会も大事であるが、日頃の相談、気になることがすぐに相談できる場が
大切であると捉える。今後、就学前にまで広げていってほしい。

（外部評価）
・団体のあり方が変わっていく中、本施策を構成する事務事業のやり方を変えていく必要がある。
また、コロナ対応で変更したやり方について今後どのように実施していくのか検討する必要があ
る。
・家庭教育支援は大事な事業の１つだと思う。今後も継続して成果が出せるよう後継者の問題な
ども含め育成に注力してほしい。
・地域や年代により支援すべき家庭への課題は様々だと思う。家庭教育支援コーディネーター制
度がより有効に活動、効果が発揮できるよう、なり手を増やす、交流の機会を増やして問題点を
共有する、知識のブラッシュアップを図るための研修を行うなどの施策を行っていただきたい。
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（取組内容）
・「伝えよう熱い想い」「青少年育成市民大会」の開催については、より多くの参加が得られるよう、
開催内容及び周知方法の検討に努める。
・家庭教育支援員の実践交流会を各学期に1回ずつ実施し、活動の充実を図っていく。
・家庭教育支援員がコーディネート役をすることで、家庭教育支援員以外にも地域の中で活動で
きる人員を増やしていく。また、家庭教育支援員の活動の方法として、アウトリーチ型を取り入れ、
家庭教育支援員が家庭へ足を運ぶことで、困り感のある保護者が、学校には少し話しにくいこと
を家庭教育相談員には話せる、というように、地域で話ができる機会が持てるようにしていきたい。
地域と学校が連携して保護者を支援していく。

（予算措置）
地域で子どもを育てる環境づくりを引き続き進めていけるよう、予算の確保に努める。

評価結果を受けて
の次年度取組案
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑭

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

教育大綱目標 学校・家庭・地域の連携強化を図り、子どもの成長を支えます

施策 校園所・家庭・地域の協働体制による教育・保育支援の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

学校の教育活動を支援することで、地域の教育力の活性化や教員が子どもと向き合う時間を拡
充する。

充実させる。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

27101 市立保育所及び認定こども園運営事業（傷害賠償保険料） 幼児課 ― 49

65201 地域学校協働本部事業 生涯学習課 0 7,972

R3

地域学校協働活動推進員の市内配置数 23/23校園所

小学校区における就学前施設のキッズガード必要時
の利用率

23%

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

0%

25/27校園所 25/25校園所

75%

取組 12-4

実績・達成状況

・年度当初に、各校園の事業担当者及び地域学校協働活動推進員の会議を開催し、事業のね
らいについての共通理解を図るとともに、情報交換を行った。地域学校協働本部事業とコミュニ
ティ・スクール推進事業の連携が必要なため、様々な場で連携方法などについて説明を行ってい
る。
・キッズガードについては、春は幾分利用があったが、コロナ禍の影響を大きく受けた。感染拡大
防止に向けて、子どももボランティアの方も外部との接触はできるだけ避けることとなり、秋以降は
ほとんど利用できなかった。

課題

・コミュニティ・スクールとの連携をスムーズに進めるため、教職員や地域学校協働活動推進員や
ボランティアの方々に事業の連携について説明し、理解を図ることが重要である。また、年々勤務
時間数が削減されているため、今後の勤務時間数の確保に課題がある。
・withコロナでの相互理解により、工夫したキッズつながり隊の利用の在り方を検討し、子どもが安
全に園所外へ出かける機会を保障していく必要がある。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

子どもの安全確保の推進

〇安全対策の実施
・ 学校、地域、関係機関と連携して通学路の合同点検を実施し、危険箇所の安全対策を行いま
す。
〇見守り体制の充実
・ スクールガードや関係機関と連携した子どもの見守り体制の充実を図ります。
・ 安全・安心な園外保育実施に向けて、「キッズつながり隊」の周知に努め充実を図ります。
〇「子ども１１０番の家」の設置
・ 一般家庭や事業所等に目印となる三角コーンやステッカーを設置し、子どもが緊急時に安心し
て避難できる「子ども１1０番の家」の拡充に努めます。
・ 「子ども110番の家」について、子どもを含め地域への周知を図るとともに、子どもが事件等に巻
き込まれないよう、地域における防犯意識の向上を図ります。
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5

取組 14-2

２．事業における施策への貢献度 2.8

令和４年度の
取組状況

・年度初めの事業説明会に加えて、学期ごとに推進委員の実践交流会を実施し、地域と学校が
つながる実践を学び合う機会を設けている。
・４・５月は多く園所外保育に出かける機会があり、昨年度春より多くの”キッズつながり隊”の利用
を各園所がしている。新規ボランティア申し込みもあり、地域の方と園児が触れ合う機会となって
いる。

子どもの安全確保の推進〈再掲〉

（●施策12「安全・安心で豊かな教育環境の整備・充実」に記載）

取組 14-11

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

学校園における地域ボランティア活動の推進

・ 学校園と地域が協働して活動するネットワークを形成し、地域学校協働活動推進員と地域ボラ
ンティアとの連携のもと、子どもの協働活動や体験活動の充実を図ります。

（取組内容）
・地域全体で学校教育を支援することを目的とし、地域の人材を学校支援ボランティアとして活用
する地域学校協働本部を設置し、地域全体で学校を支援するシステムを構築することで、「地域
で人を育てる」ための地域教育力の向上を図る。
・withコロナでの園外保育について、施設が”キッズつながり隊”のボランティアの方の協力のも
と、出来るだけ子どもたちの出かける機会を多くもてるように努める。

（予算措置）
・地域全体で校園を支援するシステムを構築していけるよう、予算確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・地域の方がボランティアとして教育支援を行っていただいているが、保護者の中にも「お手伝い
したい」という方もおられる。是非各学校より保護者への声掛けもお願いしたい。
・「コミュニティ・スクール」が実動することが不可欠であり、学校運営協議会が「熟議」から「実動の
核」となるように推進する。協働体としての取組・成果が見えてこない。
・地域との連携は不可欠。ボランティアの方々には感謝しかない。
・就学前の子どもたちが安心安全に園所外へ出かけられるように今後も工夫されたい。コロナ禍
の中キッズつながり隊の方々との活動も難しいと思うがよろしくお願いする。
・スクールガードさんの活動充実が子どもの安全と人との繋がりから学ぶ人づくりになっている。

評価

評価項目

３．費用対効果 3.0 ―

評価結果を受けて
の次年度取組案

―

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.0 ―
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑭

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

全てのコミュニティセンターでの講座の開設（年1回
以上の講座を開催したコミュニティセンター数）

5/11 11/11

令和４年度の
取組状況

　まちづくり協働課主催のまちづくり協議会事務主任会に参加し、地域課題等学習講座の意義を
説明するなどして、これまで開催されなかったまちづくり協議会に働きかけを行った。
　また、新たな講師を探す際に積極的に相談に乗るなど、まちづくり協議会との関わりをこれまで
以上に深めていけるよう取り組んでいる。

取組 17-3

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

生涯学習を通じた地域・まちづくりの推進

〇まちづくりのリーダーの育成
・ 中央公民館出前講座（多様なテーマの人権学習）の学びを通して、地域のまちづくりを担う指
導者やボランティア等の人材育成を図ります。
〇学びを生かしつなぐ活動の支援
・ 学んだことを地域に生かす機会を提供するとともに、人と人をつなぐ仲間づくりの成果発表展な
ど発信機会を支援し、学びを生かしたまちづくりを推進します。

4/11

実績・達成状況
　令和3年度は地域課題等学習講座を4学区6講座実施し、のべ103人の参加を得た。コロナ禍で
実施が困難な中、各コミュニティセンターにおいてそれぞれの地域の課題に応じて工夫を加えた
講座を行っていただいた。

課題
　地域課題等学習講座はまちづくり協議会と生涯学習課の共催の形をとっているが、まちづくり協
議会の他の多くの事業との兼ね合いの中で日程調整が厳しい面もあり、全てのコミュニティセン
ターで講座を開催することができていない。

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

66301 公民館運営事業 生涯学習課 376 348

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 学校・家庭・地域の連携強化を図り、子どもの成長を支えます

施策 各学区における地域活動の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

題にあった講座を設け、市民への学習機会を継続的に支援する。
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5

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・学区まちづくり協議会と連携し、地域に根ざした社会教育・生涯学習の推進を図る。
・生涯学習情報の収集・発信を充実させることにより、中央公民館事業の推進機能を高め、社会
教育・生涯学習の推進を図る。

（予算措置）
・学区まちづくり協議会と連携し、地域に根ざした社会教育・生涯学習の推進しているよう、予算
の確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・夏休み、冬休み等、親子で料理教室や運動教室（就学前から対象で）の開催を増やしていただ
けると市民は喜ばれると思う。
・コミセンを拠点として、それぞれ特色ある取組が展開されている。担当課として、各学区の課題・
悩みを常に把握するパイプを構築し、活動支援に向けて、市長部局を含む各関係機関の調整を
行う。各学区との有機的な連携が見えてこない。
・コミュニティセンターとの調整を年初からではなく、前年度秋など早い時期から調整することでよ
り多くの開催が可能になると思う。
・各学区のまち協との日程調整が難しいとのことだが、本当に必要な講座なのかその内容も検討
する必要があるのではないか。
・各課との協働の主催にし、より良い講座を目指されればと思う。

2.6 ―

２．事業における施策への貢献度 2.4 ―

３．費用対効果 2.8 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

評価
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑭

4

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

4 施策の評価

4/4校

5/5園

4/4校

5/12校6/12校

12/12校

0/7園

1/12校

-

0/4校

- 計画策定

65203 学校を核とした地域力強化事業〔放課後子ども教室推進事業〕 生涯学習課 100 568

課題
　コミュニティ・スクールについての制度理解がまだ十分でないことや、地域学校協働本部事業の
連携を充実させるための丁寧な説明や、効果的な取組についての情報提供、情報交換の場が
必要である。

令和４年度の
取組状況

　市内21校園のすべてで学校運営協議会を設置された。令和4年度は校園からの要請に応じて
年度初めの学校運営協議会に出向き、委員の任命とともに、制度と取組の概要説明を行う。各校
園によって制度の理解がまだ十分でないので、情報交換したり、アドバイザーからの指導助言を
受けたりする機会を設けていく。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

コミュニティ・スクールの充実

・ 学校運営協議会委員が、CSディレクターの助言や取組実践事例の情報共有を図り、理解を深
めることで、「地域とともにある学校園づくり」の充実を図ります。また、家庭・地域が、学校園のめ
ざす子ども像、教育目標を共有し、目標の実現に向けた教育活動を支援できるよう、家庭・地域
への積極的な情報発信を行います。

取組 14-1

R3

5/5園

実績・達成状況

 　平成29年度1小学校での取組を令和元年度に1幼稚園、4小学校、1中学校に拡げ、さらに令
和2年度には2幼稚園、8小学校、2中学校の12校園に拡げ、令和3年度には市内全ての21校園
で学校運営協議会を設置した。教職員や地域住民に対して、学校運営協議会の役割などにつ
いて説明し、取組がスムーズに進むよう助言してきた。

12/12校

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

策定

幼稚園におけるコミュニティ・スクール実施園数

中学校におけるコミュニティ・スクール実施校数

放課後子ども教室の設置数

市放課後子ども総合プラン行動計画の策定

小学校におけるコミュニティ・スクール実施校数

65201 学校を核とした地域力強化事業〔コミュニティ・スクール・地域学校協働本部事業〕 生涯学習課 9,152 6,540

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 学校・家庭・地域の連携強化を図り、子どもの成長を支えます

施策 地域とともにある学校づくり（コミュニティ・スクール）の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

コミュニティスクールモデル校を設けることにより､地域とともにある学校の意義を広く周知し、順次
市内に拡大していく。
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評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・子どもや学校の抱える課題の解決、未来を担う子どもたちの豊かな成長を目指し、社会総がかり
での教育の実現を目指す。
・学校運営協議会の推進に向けての取組として、県のCSアドバイザーを招聘し、管理職、委員、
教職員への研修会や情報交換会をとおして、各校園の運営の仕方についての理解を深める。
・CSﾃﾞｨﾚｸﾀｰ派遣事業を活用し、校園の学校運営協議会に講師を派遣して直接指導助言を受
ける機会を設け、理解を深める。

（予算措置）
・地域と一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」をめざす学校運営協議会を
引き続き進めていけるよう、予算の確保に努める。

―

３．費用対効果 2.8 ―

評価コメント

（内部評価）
・小学校でコミュニティ・スクールの説明が一度あったが、保護者の半数も参加されていなかった
と思う。引き続き保護者への周知が必要だと思う。
・コミュニティ・スクールの成果は、協議会の開催回数で計るのではなく、「何を」「どのように」「活
動・取り組んだか」を明らかにしたい。机上に終わることなく、実動が見えるように支援したい。学
校運営協議会に求められる項目が拡大することへの人的・財的支援が必要である。
・「総合プラン」の実現に向けた年次的な具体的な計画が必要である。
・まずはコミュニティ・スクールの周知が必要。
・全校にコミュニティ・スクールを実施されたが、まだまだ地域には浸透していないように思われる
ので今後も地域住民への周知をお願いしたい。
・放課後子ども教室の幅のある取組、規模やニーズに合った在り方をさらに進めていただきたい。
・全校区に協議会を設置したが、経験の差があり、より良い推進校に学ぶ機会を設け、お互いの
情報交流がさらにお互いの高まりとなるのではないか。情報交換会の場を設けられることを望む。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 2.8 ―

２．事業における施策への貢献度 3.0
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑭

5

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

課題

・日頃の幼児の小さな気づきを大切にし、日頃から地域との関わりを細やかに計画していくこと
で、機会を逃さず取組につなげていくことができる。
・安全に実施するため、また地域とのつながりをより感じられるように”キッズつながり隊”と連携し
た取組について検討していく。
・デイサービスセンター訪問などは、今後のコロナ感染状況の縮小とともに、再開について検討し
ていく必要がある。

令和４年度の
取組状況

　計画的な実施に加えて、日頃の園外保育などの活動にゴミ拾いや落ち葉集めを取り入れなが
ら、日常的に取組を進めている。キッズつながり隊の方にも参加していただき子どもたちとの関わ
りに広がりや深まりができてきている。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

学校園における地域ボランティア活動の推進

・ 学校園と地域が協働して活動するネットワークを形成し、地域学校協働活動推進員と地域ボラ
ンティアとの連携のもと、子どもの協働活動や体験活動の充実を図ります。

取組 14-2

実績・達成状況

　ほとんどの園所で子どもたちができる取組について検討し、落ち葉集めやごみ拾いなどを実施
した。１園については、計画していた時期にコロナ禍で感染状況が悪化したため時期を逃してし
まい実施できなかった。幼児にとっては地域の方や保護者にお礼を言ってもらう機会となり”自分
たちなりに地域のためにできることが地域の方や周りの大人に喜んでもらえる”という貴重な経験
となった。

子どもたちが地域に親しみをもち、地域のためにでき
る活動を計画実施する

教育課程にのっと
り、地域と連携した
活動を実施。

1回以上
8/9園で１回以上
実施

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

60601 幼稚園教育指導事業 幼児課 404 329

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 学校・家庭・地域の連携強化を図り、子どもの成長を支えます

施策 多様な体験と地域の人々の交流による心豊かな子どもの育成

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

地よさを感じ、地域に親しみや愛着をもてるようにする。
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評価コメント

（内部評価）
・子どもたちは、落ち葉集めやゴミ拾いを遊びの一環として取り組み、周りから感謝されることで自
己肯定感のアップにもつながると思う。素晴らしい取組だと思う。
・さらに取組を推進するとともに、マンネリ化を避け、常に新鮮・アイデアあふれる、新しい感動の
出会いを追求したい。日々、日常活動に地域との連携が見いだせる。学校運営協議会をより稼
働する必要がある。
・就学前からの地域の方々とのふれあいの大切な機会と思うので継続して実施されるようお願い
したい。
・実施園8/9とあるが、形に残さなくても日頃の何気ない関わり、あいさつ等を大切にされたら良い
のではないか。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・子どもたちが何気なく生活している中で、自分たちが地域のためにできることに気付く姿を逃さ
ず職員がみとり、一人の気付きを友達と共有し、広げていけるように、”キッズつながり隊”の利用
促進も含め、子どもとともに地域とのかかわりを深め、充実できるように努める。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 2.8 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果 3.2 ―

115



【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑭

6

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 学校・家庭・地域の連携強化を図り、子どもの成長を支えます

施策 地域での文化芸術活動による子どもの育成

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

・日頃文化芸術を熱心に行う１８歳以下の個人や団体、また全国的な大会等で優秀な成績をおさ
めた１８歳以下の個人や団体を表彰し、更なる活躍を応援するとともに他の模範となることを目指
す。

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

65301 ふるさと文化振興事業 文化観光課 4,006 2,594

14申請数（毎年10以上の申請数を目指す） 10 10

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

令和３年度より市長部局へ事務移管

課題

令和４年度の
取組状況

　学校推薦において学校間で申請数にばらつきがある。また、活動実績の期間について、当年
度以外の活動や活躍について、どこまでを審査対象範囲とするか、申請書に基づき審査会にそ
の都度諮っている。

　コロナ禍で制限がかけられていた子どもたちの文化芸術活動にも、復活の明るい兆しが見える
ことから、令和4年度は賞の認知をさらに上げるため、例年より早期に芸術賞の案内周知。（5月校
園長会）
  10月～12月、受賞候補者募集。（市広報・HP・学校案内・市内コミセンほか文化施設等での募
集要項設置）令和5年1月、審査会（予定）、令和5年3月、受賞者紹介・表彰式等。

実績・達成状況

　市文化振興条例に基づき、市文化振興基本計画の基本目標Ⅳ文化芸術創造都市の創造、基
本施策１．多様な文化活動の推進における顕彰事業として実施。
【応募状況】令和3年度は、小・中学校から計15件の応募があり、審査会を通して計14件に受賞
決定。
【受賞内容】「子ども文化芸術特別賞」3名、「子ども文化芸術賞」10名、「子ども文化芸術審査会
特別賞」1団体、を表彰した。分野の内訳は、美術や書道、地域における文化芸術による活動で
あった。
【表彰式】コロナ禍により規模縮小。受賞者による活動発表は行わず、式典のみ3月27日に挙行。
開式中に受賞作品等をスライドショーで紹介する他、市公式YouTubeでの動画公開など、SNSを
通して子どもたちの活躍を積極的にアピールした。
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評価コメント

評価結果を受けて
の次年度取組案

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

２．事業における施策への貢献度

３．費用対効果

令和３年度より市長

部局へ事務移管のた

め評価対象外
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑮

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

（3）

4 施策の評価

-

課題

・校務系及び学習系端末を安全・安心に活用していくための、市統一のセキュリティポリシーの策
定が必要である。また、近江八幡市学校教育情報化推進計画の策定に当たり実施した全教職員
を対象としたアンケートにおいて、回答率が52.21％と回答率が低く、計画的なＩＣＴ環境の整備と
共に、ＩＣＴ教育推進リーダー部会を活用した教員の意識改革が必要である。

13-1

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

ICT環境の維持と安全・安心な運用

・ 学校において、コンピュータや通信ネットワークなどのICT環境の維持・管理を行い、円滑な運
用に努めるとともに、これらを日常的・効果的に活用するために必要な体制等を整えます。

取組

実績・達成状況
・令和３年度は既に整備済みのタブレット端末を効果的に活用するための環境整備（大型提示装
置、中型提示装置等）を行うとともに、今後の学校教育情報化推進のため、近江八幡市学校教育
情報化推進計画を策定した。

整備完了

教員アンケート「児童生徒の興味関心を高めることが
できた」と回答した教員割合

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

既存機器での課
題あり

既存機器での課
題あり

80%

児童生徒一人一
台端末の整備完
了

整備（更新）完了

新学習指導要領が求める「主体的・対話的で深い学
び」が実現できるICT環境（学習系）の整備状況

―

R3

機器老朽化及び情報セキュリテイで課題のあるICT
環境（校務系）の整備状況

整備完了

64501 中学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業 教育総務課 ― 26,303

教育大綱目標 子どもの教育環境の整備・充実を図ります

施策 教員のＩＣＴ活用能力の向上による授業改善および校務の効率化を目指した学校ＩＣＴ環境の整備

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

・電子黒板整備は一定達成したが、中期的な整備方針・計画を策定した上で機器更新をする必
要がある。新学習指導要領や学校現場の意向を踏まえた費用対効果の高いＩＣＴ環境を整備し、
授業改善及び校務の効率化を図る。

62701

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

小学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業 教育総務課 ― 74,996
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―

３．費用対効果 3.2 ―

評価

２．事業における施策への貢献度
評価項目

令和４年度の
取組状況

・老朽化の進む機器の計画的な更新とともに、タブレット端末を効果的に活用するための学級用
タブレット端末の整備を実施する。また、安全・安心にＩＣＴ機器を活用するため、近江八幡市教
育情報セキュリティポリシーを策定する。

13-3 健康に留意してICT機器を活用するための環境の整備

・ ICT機器の活用による児童生徒の健康面への影響等に配慮するため、画面の映り込みの防止
など必要に応じ適正な教室の環境を整備します。また、よりよい活用をするためのICT機器の配
置、姿勢指導等、教員に対し児童生徒の健康への影響や予防等の理解を深めるための研修等
を実施します。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

取組 13-4

評価コメント

（内部評価）
・学校でのＩＣＴ活用は、授業参観をしていると効果的に使われていることが伺える。もっと授業以
外でも身近な情報源として使用していけるシステムを作れたらと思う。
・研修会で得た情報、知識を授業に上手く取り入れて活用していただきたい。
・ＩＣＴ活用について、教師の温度差（活用能力・活用頻度）をなくすために、学年・学校として、同
一歩調で推進されるように、校内研究・推進体制を確立する。機器の進歩についていくためのメ
ンテ・改新を計画的に推進する。
・自身が慣れることが必要、不明点は共有が大切である。
・策定いただいた学校教育情報化推進計画に基づき本市の学校教育情報化を推進されたい。

・ 個人情報の保護やデータ管理、教育現場におけるクラウドサービスの適切な利用の観点から、
教育情報セキュリティ対策基準を整備し、情報セキュリティポリシーに基づき各校において研修会
を実施します。

評価結果を受けて
の次年度取組案

１．施策目標への達成状況 3.4

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

取組

―

3.2

詳細項目 内部平均 外部平均

（取組内容）
・令和５年度中に校務系システムサービスの契約期間が満了を迎えることから、引き続きICT機器
を活用した教育や校務が効率的に行えるよう、更新を実施するす。
・老朽化している機器についても、随時計画的に更新を行い、ICT環境の維持に努める。
・学校教育情報化推進計画に基づき、情報セキュリティに留意しながら、、更なる学校でのICT活
用を推進する。

（予算措置）
・校務系ネットワークサービス利用に係る契約の更新及び老朽化した機器の更新に係る予算の
確保に努める。

教育情報セキュリティ意識の向上
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑮

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

教育大綱目標 子どもの教育環境の整備・充実を図ります

施策 学校の耐震化の促進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

・岡山小学校の改築をもって市内小中学校の構造体の耐震化は終了したが、次に文部科学省か
ら求められている非構造部材（校舎や屋内運動場に設置されている照明器具、放送機器、体育
器具、外壁、内壁等）の耐震化に着手する。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

78107 小学校整備事業［北里小学校施設整備事業］ 教育総務課 ― 7,271

78102 小学校整備事業［金田小学校施設整備事業］ 教育総務課 ― 537

対象となる屋内運動場の非構造部材耐震化数 - 100% 100%

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

78303 中学校整備事業［安土中学校施設整備事業］ 教育総務課 ―

課題
　学校運営の影響を最小限に留めるため、夏季休業期間中に工事を計画しているが、半導体を
はじめとした各種資材の納期遅延により、工程に影響を及ぼす恐れがある。

実績・達成状況

　令和3年度中に北里小学校、武佐小学校、八幡西中学校の3校の屋内運動場の非構造部材落
下対策工事を完了した。また、八幡小学校屋内運動場についても、長寿命化改良工事と合わせ
て非構造部材の落下対策を実施した。
　加えて、校舎内についても落下や転倒の恐れがある備品等の調査を行ったうえ、転倒防止等
の対策をすべての学校で実施した。

536

78109 小学校整備事業［八幡小学校施設整備事業］ 教育総務課 ― 397,925

78114 小学校整備事業［老蘇小学校施設整備事業］ 教育総務課

78111 小学校整備事業［馬淵小学校施設整備事業］ 教育総務課 ― 536

78110 小学校整備事業［武佐小学校施設整備事業］ 教育総務課 ― 6,248

536

78305 中学校整備事業［八幡西中学校施設整備事業］ 教育総務課 ― 15,403

―
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評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.8 ―

２．事業における施策への貢献度 3.6 ―

３．費用対効果 3.4 ―

評価

令和４年度の
取組状況

　金田小学校、馬淵小学校、老蘇小学校、安土中学校の4校の屋内運動場の非構造部材落下
対策工事を夏季休業期間中に実施予定である。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

学校施設・設備の整備

〇学校施設の長寿命化の推進
・ 築40年以上経過し、老朽化した施設を計画的に長寿命化改修による機能向上を行い、教育環
境の充実を図ります。
〇空調・通信等設備の整備及び維持管理
・ 空調機器や通信機器等の設備を計画的に更新するとともに、日常の点検や修繕により学校設
備の老朽化対策を効果的・効率的にすすめます。
〇非構造部材の耐震化
・ 屋内運動場の非構造部材の落下対策を行い、安全に、安心して利用できる環境を整備しま
す。
〇屋外照明のLED化
・ 屋外照明をLEDに更新し、夜間でもグラウンドでスポーツ活動を行える環境を整えるとともに、
省エネルギー化を図ります。

取組 12-1

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・島小学校、沖島小学校、八幡中学校の３校の屋内運動場の非構造部材落下対策工事を計画
しており、屋内運動場に関しては、次年度にすべての学校で完了する見込である。周辺施設に
関しても専門業者による点検、学校による日常的な点検や必要に応じて修繕等の対応を行って
おり、安全安心な学校施設の環境整備に努める。

（予算措置）
・安全安心な学校施設の環境整備を進められるよう予算の確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・安全安心な施設として学校環境整備をよろしくお願いする。
・引き続き計画的に耐震化の改修工事お願いする。
・年次計画に沿って推進されている。校舎・体育館はもちろんのこと、周辺施設（プール、更衣室・
用具庫・掲揚台・渡り廊下、遊具等）についての点検・改修も執行する。
・メンテナンス・維持管理をお願いする。
・何よりも学校での子どもたちの安全を確保しなければならない。引き続き施設の整備に取り組ま
れるようお願いする。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑮

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

教育大綱目標 子どもの教育環境の整備・充実を図ります

施策 特色ある学校づくりに資する教育環境整備

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

整備を進めるのではなく、児童生徒や地元の意見を聞き、地域の特色を設計に反映することが必
要となる。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育総務課 ― 397,925

教育総務課 70,082 161,718

教育総務課 47,960 49,833

教育総務課 28,146 69,138

教育総務課 26,518 34,918

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

　八幡小学校屋内運動場の改修工事にあたり、屋内運動場は小学校の体育や式典の利用だけ
ではなく、地域へ開放しているとともに災害時に避難施設として機能することから、地域や配慮が
必要な児童の保護者の意見を取り入れたスロープ、多目的トイレ等のバリアフリー環境整備を
行った。

学校や地域の特
性を活かした整備
を実施した

施設整備に意見を取り入れた事業

学校や地域の実情を踏まえた環境整備 -

3件

学校や地域の特
性を活かした整備
の実施

1件以上 1件

実績・達成状況

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

学校施設・設備の整備

〇学校施設の長寿命化の推進
・ 築40年以上経過し、老朽化した施設を計画的に長寿命化改修による機能向上を行い、教育環
境の充実を図ります。
〇空調・通信等設備の整備及び維持管理
・ 空調機器や通信機器等の設備を計画的に更新するとともに、日常の点検や修繕により学校設
備の老朽化対策を効果的・効率的にすすめます。
〇非構造部材の耐震化
・ 屋内運動場の非構造部材の落下対策を行い、安全に、安心して利用できる環境を整備しま
す。
〇屋外照明のLED化
・ 屋外照明をLEDに更新し、夜間でもグラウンドでスポーツ活動を行える環境を整えるとともに、
省エネルギー化を図ります。

取組 12-1

78109 小学校施設整備事業[八幡小学校施設整備事業]

08202

62001

小学校施設維持管理事業

小学校運営事業

08302 中学校施設維持管理事業

中学校運営事業63101

課題
　将来的な維持管理のしやすさを考えたうえで、地域等の意見を反映した整備を行う必要があ
る。
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5

３．費用対効果 3.2 ―

評価コメント

（内部評価）
・コミュニティ・スクールにもなっているので、地域とともに学校づくり、整備でより一層使いやすい、
親しまれる学校を目指していただきたい。
・現場（学校）からの環境面の確かな計画、希望・要求を可能な範囲で受け止め、実現できる予算
対応に努める。できれば「学校裁量予算」の実現に努めたい。環境はハードだけでなく、ソフト面
の整備も願いたい。
・メンテナンス・維持管理をお願いする。
・地域住民への学校開放も考え安全に使えるよう順次老朽化した施設の整備に努められたい。

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.4 ―

２．事業における施策への貢献度 3.4

令和４年度の
取組状況

　令和5年度に工事を行うため、北里小学校エレベーター設置工事の設計に着手する。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・安土小学校については、地元で設立された「安土小学校コミュニティエリア整備促進協議会」と
連携を取り、意見交換しながら小学校だけではなく、コミュニティセンター、放課後児童クラブを含
めそれぞれが利用しやすい施設整備に努める。

―

評価
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑮

4

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

教育大綱目標 子どもの教育環境の整備・充実を図ります

施策 通学区域弾力化の拡充

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

いても課題があり、市長部局を含めた連携が必要となる。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60001 事務局運営事業 教育総務課 9,994 5,454

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

取組 12-3

実績・達成状況
・通学区域弾力化制度のニーズの増加により、令和２年度に引き続き、利用者数は増加したこと
から、一定の学校規模を確保することができた。

課題
・通学区域弾力化制度を希望する家庭が一定数見込まれることから、この制度を必要とする家庭
に対する広報やホームページ等を活用した周知を、今後も継続していく必要がある。

弾力化制度利用者数（小学校） 46

弾力化制度利用者数（幼稚園） 2

37

・ 子どもや保護者が希望する学校園を安心して選択できるよう、学校園の魅力や特色ある取組、
学校や地域の中での子どもの様子など幅広い情報を紙媒体や市ホームページ等で発信し、通
学区域外の学校園へ通学（通園）できる制度を推進します。

令和４年度の
取組状況

・今後も通学区域弾力化制度を必要とする児童や家庭に対し、広報やホームページを活用した
周知を継続する。

9

学校（園）の運営と
教育の観点から見
た一定の学校
（園）規模の確保

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

通学区域の弾力化制度の推進
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5 評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・通学区域の弾力化制度については、引き続き広報やホームページ等で発信し、子どもや保護
者が希望する学校や園を選択できるよう努めるとともに、選択可能な学校園の魅力や取組につい
ても併せて発信する。

（予算措置）
・弾力化制度を利用する子どもたちの通学バスについて、引き続き安全な運行ができるよう予算
の確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・通学区域弾力化の運用が子どもにとっても、校園の運営にとっても良い効果を生んでいる。より
良い子どもの学びとなっている。
・多くの人が利用することを目指すのではなく、希望する方が弾力化制度を利用し通学できること
を目指すべきではないか。
・公立就学前施設の変遷によって、今後の通園区域の見通しをつくるとともに、それにともない、
小・中通学区域の再編成も必要となる。
・引き続き制度の周知に努められたい。

3.0 ―

２．事業における施策への貢献度 3.0 ―

３．費用対効果 3.0 ―
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑮

5

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

取組 12-4

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

子どもの安全確保の推進

〇安全対策の実施
・ 学校、地域、関係機関と連携して通学路の合同点検を実施し、危険箇所の安全対策を行いま
す。
〇見守り体制の充実
・ スクールガードや関係機関と連携した子どもの見守り体制の充実を図ります。
・ 安全・安心な園外保育実施に向けて、「キッズつながり隊」の周知に努め充実を図ります。
〇「子ども１１０番の家」の設置
・ 一般家庭や事業所等に目印となる三角コーンやステッカーを設置し、子どもが緊急時に安心し
て避難できる「子ども１1０番の家」の拡充に努めます。
・ 「子ども110番の家」について、子どもを含め地域への周知を図るとともに、子どもが事件等に巻
き込まれないよう、地域における防犯意識の向上を図ります。

R3

通学路交通安全プログラムに基づき、必要な安全対
策を実施する。

合同点検を実施し、
危険箇所の安全対
策工事を行う。

安心安全な通学路
を整備する。

合同点検を実施し、
危険箇所の安全対
策を行った。

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

実績・達成状況

・毎年実施している通学路の合同点検に加え、千葉の通学路での事故を受けて緊急の合同点検
を実施した（通学路合同点検箇所29箇所）。確認した危険箇所については関係各課と連携して
安全対策を行った。
（・安土町グリーンベルト・武佐町グリーンベルト・その他、横断歩道のグリーン化、通学路の路面
標示などを行った）
また、自治会から要望のあった危険箇所についても随時対策を実施し、関係各課とも情報共有を
行うことで次年度の安全対策工事について計画を立てることができた。

課題
　注意喚起を中心とする安全対策がより効果を発揮するためには、さらなる交通安全の啓発や児
童生徒自身による登下校時の安全意識を高める取組が必要である。

70501 通学路安全対策施設整備事業 学校教育課 2,535 6,986

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 子どもの教育環境の整備・充実を図ります

施策 通学路における安全対策の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

て通学できる環境整備に努める。

126



5

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・今後も引き続きおうみ通学路交通アドバイザーや学校等と通学路合同点検を実施し、危険箇所
の点検と安全対策に取り組む。

（予算措置）
・通学路の安全対策にかかる費用について予算の確保に努める。

評価コメント

（内部評価）
・危険場所に早い対応をしていただき、地域の安心度は大きいと考える。
・ＰＴＡより危険個所の保護者アンケートが実施された。アンケート集計も出していただき、危険個
所の再確認が親子で出来良かった。
・通学路を中心に、「見守り・安全カメラ（防犯カメラ）」の設置に向けて、年次的設置拡大、国県へ
の働きかけ、企業等への要請など、積極的に検討したい。
・各地で子どもが犠牲になる事故が後を絶たず保護者や市民からも通学路の安全対策には注目
されている。積極的に危険個所の点検と整備に取り組まれたい。

3.2 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果 3.4 ―

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況

　各学区から報告のあった通学路の危険箇所について現地確認を含めた情報収集を行い、安全
対策を実施する。

評価

令和４年度の
取組状況
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑯

1

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

（2）

4 施策の評価

就学や支援についての情報を提供するための就学
相談ならびに学校の支援や指導についての助言を
行う巡回相談の実施

就学相談の回数：
123回
巡回相談の回数：
58回

幼稚園の加配の配
置：88名
特別支援教育支援
員の配置：24名
看護師の配置:3名

就学相談の回数：
134回
巡回相談の回数：
32回

個々に応じた指導
や支援を実現するた
めに、加配や支援員
を適切に配置する。

課題

・市内に住む子どもたちに切れ目のない就学相談・支援を行うために、私立の就学前施設との連
携を強める必要がある。
・市立学校に通う子どもの中に医療的ケアを必要とする子どもが増えてきており、看護師の人材
確保が必要である。
・特別な支援を要する子どもの増加、教育的ニーズ・保護者支援の多様化が見られる。

29,104

61303 発達支援巡回相談事業 学校教育課 478

実績・達成状況

・就学指導では子ども一人ひとりの障がいや特性を考え、保護者の思いを尊重した就学先の決
定に向けて支援することができた。
・巡回相談では、市立小中学校へ巡回相談員が訪問し、対象児童生徒がよりよい学校生活を送
るために必要な教育的支援について、担任等に助言することができた。
・桐原幼稚園の閉園に伴い加配の人数は減っているが、必要に応じて年度途中であっても人員
配置するなど、柔軟な加配体制を整え、集団の中での幼児一人ひとりの育ちにつなげた。

子どもの実態に応じた指導の充実
（加配教員や支援員等の配置）

特別支援教育支援
員の配置：32名
看護師の配置：1名

64001 幼稚園運営事業 幼児課 140,361

達成状況確認項目
基準値

最終目標

146,463

・子ども一人ひとりの
障がいに応じた望ま
しい学びの場が柔
軟に選択できるよう
適切な就学相談の
実施
・就学前から学校を
卒業するまでの発達
段階に応じた一貫し
た指導・支援ができ
るシステムの構築

R3

61301 特別支援教育推進事業 学校教育課 21,378

教育大綱目標 個の特性に応じた教育を推進します

施策
特別な教育支援を必要とする子どもの障がいの状況や教育的ニーズを把握し、適切な支援
を行う特別支援教育の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

相談や教育支援を行い、子どもや保護者が適切な就学の場を選択できるようにする。

的ニーズに応じたきめ細かな指導ができるよう教員の指導力や専門性を向上させる。

学び合える新たな仕組みであるインクルーシブ教育システムの構築を推進する。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

結果

H29

392
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評価結果を受けて
の次年度取組案

評価コメント

（内部評価）
・各先生方（全ての）の発達障がいの特性についての研修に不足を感じる。子どもの状況は一人
ひとり違うが、基本をしっかり学んでいくべきである。
・教育支援員が各校園を支援していくシステムを構築することもひとつ。
・子どもたちに110番の家を学校・家庭でしっかり教えるべきだと思う。知らない子どもが多い。
・全ての子どもたちの豊かな学びや育ちのために、支援員の増員が必要である。
・私立就学前施設と市立施設とで特別支援教育支援体制の違いにより、市民サービスの偏りがな
いようにすべきである。一方、市立施設ならでは、だからこその支援を充実することで、子どもの健
やかな育ちと親の安心を確保したい。
・一人ひとりの障がいの状態を把握し、きめ細やかな対応ができるよう今後もお願いする。

評価

令和４年度の
取組状況

・小学校に１名の看護師を配置し、医療的ケアを必要とする児童に適切な支援ができている。
・夏季の就学相談会に向けて、教育支援委員会で就学先の方向付けを行ったり、各校園所と情
報を共有したりしている。
・市立小中学校へ巡回相談員が訪問し、特別な支援を要する児童生徒への支援方法等につい
て助言している。
・幼児の支援の必要性に応じて、園内の支援体制が整うように加配配置をしている。。

就学相談・支援の充実

・ 教育支援委員会を設置し、就学にかかる「子どもの障がいの種類や程度」に基づいて、望まし
い就学先等を明らかにするための就学相談や今後の教育支援の充実を図ります。
・ 就学について日常的に相談できる窓口として、教育相談室を利用できるように周知し、学校園
と連携し、相談体制の充実を図ります。

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.0 ―

２．事業における施策への貢献度 3.0 ―

３．費用対効果 2.4 ―

取組 4-2

取組 4-1 一人ひとりの特性に応じた育ちと学びの充実

・ 幼児教育における必要な支援が適切に行えるよう、個々の特性に応じて支援する担当教員等
を配置し、集団の中での一人ひとりの育ちと集団の育ちに向けての適切な支援を行います。
・ 学校園や関係機関が連携して個々の支援内容を引き継ぎ、一人ひとりの特性に応じた育ちに
向けて、切れ目のない支援を行います。
・ 小中学校においては、特別支援教育支援員を配置し、特別な支援を必要とする児童生徒の状
況や教育的ニーズに応じて、日常生活や学習活動上の適切な支援を行います。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

（取組内容）
・教育研究所と連携し、特別支援教育に関する研修を実施する。
・特別支援教育コーディネーター連絡会等で、各校に必要な研修会の内容や進め方について検
討する。必要に応じて発達支援課とも連携し、各校の研修を進める。
・引き続き通級指導教室担当者の質向上の研修を実施する。
・引き続き幼児の支援の必要性に応じて、園内の職員体制が整うように加配を配置する。また、イ
ンクルーシブな集団保育の実施に向けて、就学前のすべての施設で進めていけるように職員の
資質向上に向けた研修会も実施する。

（予算措置）
・看護師・特別支援教育支援員の配置に係る予算の確保に努める。
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑯

2

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

ポルトガル語、中国
語を中心にタガログ
語、ベトナム語、英
語も随時支援を行っ
た。

課題
　母語支援を必要とする外国人児童生徒の母語が多言語化しており、十分な支援が行えている
わけではない。外国人児童生徒の中には、言葉以外の課題を抱える児童生徒がおり、関係機関
と連携した支援が必要である。

令和４年度の
取組状況

　今年度も日本人学習指導員兼コーディネーターを配置し、市内に在籍する外国人児童生徒の
状況を把握しながら、一人ひとりの状況にあった日本語指導や母語支援を行う。

実績・達成状況
　7名の母語対応支援員を派遣することで、51名の外国人児童生徒に対して、適応支援や学習
支援を行うことができた。また、学校と保護者をつなぐ役割を果たすことができた。

母語支援員を継続的に派遣し、外国人児童生徒の
生活を支援する。

ポルトガル語、中国
語、タガログ語による
母語支援を行う

県と協議しながら、
支援できる言語を増
やしていく。

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

外国にルーツをもつ子どもへの支援

・ 外国にルーツをもつ子どもに対して、母語支援員を派遣することで、該当する子どもへの適応
支援や学びの支援を行います。また、保護者と学校園をつなぎ、安心して学校園生活を送れるよ
う、支援を行います。
・ 保護者と連携が図れるよう、翻訳した文書の配布や市ホームページへの掲載、通訳の派遣など
必要に応じた支援を行います。

取組 2-2

63601 外国人児童生徒教育支援事業 学校教育課 3,516 4,406

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29 R3

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

教育大綱目標 個の特性に応じた教育を推進します

施策 帰国・外国人児童生徒の支援による国際理解教育の推進

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

保護者と校園をつなぐことがねらいである。現在、ポルトガル語、中国語及びタガログ語の支援の
みであるが、その他の言語を母語にもつ外国人児童生徒も増加することが予想されるため、支援
のあり方が課題である
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評価コメント

（内部評価）
・外国人児童生徒が支援を受けながら、他の児童生徒とも多くかかわり、安心して楽しく生活を送
れるよう支援充実に向けて努めていただきたい。
・市長部局関係課（市民課等）との連携を強化し、生活基盤の支援とともに、市としての総合的な
取組を推進する。
・最近ではベトナム語を母語にもつ方も増えているので多言語対応の支援について検討が必要
と思われる。

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・7名の母語支援員を派遣し、外国人児童生徒に対して適応支援や学習支援を行う。また、学校
と保護者をつなぐ支援も行う。
・日本人学習支援員兼コーディネーターを配置し、市内に在籍する外国人児童生徒の状況を把
握しながら、一人ひとりの状況にあった日本語指導や母語支援を行う。

（予算措置）
・母語支援員・日本人学習支援員兼コーディネーターの配置に係る予算の確保に努める。

（人的配置）
・支援員（ベトナム語）を増員する。

評価

評価項目

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.2 ―

２．事業における施策への貢献度 3.2 ―

３．費用対効果 3.2 ―
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【評価対象：令和３年度】点検・評価シート

1 施策の概要

⑯

3

2 施策を構成する事務事業

3 施策の成果

（1）

4 施策の評価

教育大綱目標 個の特性に応じた教育を推進します

施策 不登校児童生徒やその保護者への支援の充実

施策の目的
（解決すべき課題
や「ねらい」）

用、教育相談事業の充実及び支援機関の連携により、早期に不登校児童生徒の対応にあたると
ともに、個々の児童生徒の状況に応じた支援体制を構築する。

事業ＣＤ 事務事業名 担当課
事業費（千円）

H29 R3（決算）

60201 教育相談室運営事業 学校教育課 6,635 6,655

R3

不登校児童生徒在籍率
小学校　1.44%
中学校　5.44%

実績・達成状況

達成状況確認項目
基準値

最終目標
結果

H29

小学校　0.66％
中学校　4.28％

小学校　0.5％以下
中学校　2.8％以下

　学校には、SC（県費6名）、SSW（県費1名・市費1名）といった専門家や訪問教育相談員(市費8
名）、スクーリングケアサポータ－（市費13名）を派遣し、子どもや保護者の心理面での支援や、
子どもを取り巻く環境の改善、学校不適応を起こしている子どもへの生活面・学習面の支援に努
めた。また、各校では「不登校対策支援チーム」を組織し、ケース会議による具体的な支援方法
の検討や、小中連携を視野に入れた情報交換・共有を行った。

課題

第２期教育振興基
本計画における取
組名・取組内容

教育相談体制の充実

・ 教育相談室を開設し、不登校や問題行動で悩んでいる市内に在住する児童生徒やその保護
者を対象として、電話や面接による相談を行うことで、子どもの健全な成長をめざします。
・ 児童虐待やヤングケアラーの早期発見・情報共有に努めます。また、状況把握の結果、適切な
支援が必要な場合には、福祉等関係機関との円滑な連携を図り、速やかな支援につなげます。
・ 各校に訪問教育相談員を派遣し、悩みの解決への糸口を見出す支援を行います。
・ 相談業務統括員を配置し、不登校やいじめを含め多岐にわたる相談内容に対して学校園と連
携を図り、課題の改善に努めます。

取組 3-3

　不登校の未然防止につながる組織的対応を図ったが、不登校児童生徒在籍率の改善には至
らなかった。今後は一人ひとりの児童生徒に対して関係機関と連携し、きめ細かく丁寧に進めな
がら児童生徒のレジリエンスを高める手立てに焦点をあてた取組を展開していく。

60202 教育相談室運営事業〔訪問教育相談事業〕 教育研究所 2,483 2,533

6,163 7,661

61201 スクーリング・ケアサポーター派遣事業 学校教育課 1,075 1,280

61101 適応指導教室運営事業 教育研究所
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令和４年度の
取組状況

・各校において生徒指導担当及び教育相談担当を中心に、これまでの取組をより丁寧に進め、
不登校の未然防止につなげていく。
・不登校児童生徒の早期発見・対応について、予兆を見取る力と支援レベルに応じた具体的な
対応力を身に付け、教職員の資質能力の向上をつけるための学校訪問を行う。

２．事業における施策への貢献度 3.0 ―

３．費用対効果 2.8 ―

詳細項目 内部平均 外部平均

１．施策目標への達成状況 3.4 ―

評価結果を受けて
の次年度取組案

（取組内容）
・不登校傾向の児童生徒とじっくり向き合う教師の時間の確保に努める。
・不登校児童生徒の居場所づくりに努め、さまざまな方法で支援できる体制を構築する。
・市教育支援センター（仮称）への移転を考え、引き続き相談業務支援員を配置するとともに、必
要な予算を確保し、施設を充実させる。

（予算措置）
・支援員の配置に係る予算の確保に努める。
・フリースクールに通う保護者への補助金支給の予算化について検討する。

（人的配置）
・支援員を増員する。
・市教育支援センターに移転時は常駐する指導主事を配置することを考えている。

評価コメント

（内部評価）
・学校・家庭・地域・適応指導とがいかに幅をもって連動するのか。学校の別室登校が生きている
ことも良く聞くが、その室の先生の配置が不登校の子どもたちの安心の場になるように思う。
・学校に復帰しなくてもその部屋での先生との関係性が社会への安心の道となり、いつか心の開
放となるのではないか。
・児童生徒としっかり向き合っていただいている結果が、少しずつ出てきていると思う。
・不登校の現状の中で、「よしぶえ」「ＨＳ」「別室登校」「リモート・オンラインつながり」「文書（ノー
ト）交換」「親が仲介」等の「つなぎの現状」分析から学習の保障・生活の支援を個々見える化する
ことから、複合的な支援方策を見出す。「予兆チェックシート」の効果・有用性の分析と全校園で
の活用を推進する。安心して相談できる環境施設を早期に完成する。
・支援策の実行について１５％の成果が出ているが、残りの85%の児童生徒への別の方法での支
援策の検討が必要。
・各カウンセラーの体制強化も考えなくてはならない。

評価

評価項目
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近江八幡市教育大綱の構成（平成 30年 4月改定） 

１ 基本理念 

    

「子ども」が輝き 「人」が学び合い 

        ふるさとに 愛着と誇りをもち 

          躍動する 元気なまち 近江八幡 

 

  子どもが自ら考え、判断し、問題を解決する「生き抜く力」を育み、ま

た子育てなどを通じて親も子どもとともに成長し、市民一人ひとりが生き

がいを感じ、郷土に愛着と誇りをもてる教育行政を推進することで、家庭・

学校・地域が活性化され、躍動する元気なまち「近江八幡」の実現を目指

します。 

２ ３つの柱 

 基本理念の実現のためには、市民一人ひとりが教育を通じて、自ら高め

合うことが必要であり、主体となるべき項目を３つの柱として掲げました。 

 

   

 

  子どもの成長は、まちの将来の創造につながります。次代を担う子ども

が、自らに誇りをもち、多様で変化の激しい社会を生き抜く力を伸ばす取

組を進めます。 

 

 

子どもは、次代の親になります。子どもは、身近な大人としての親を見て 

育ちます。親自身が成長し、子どもの規範となることで、子どもの成長にも

好影響があることから、親自身が成長できる取組を進めます。 

 

  

  だれもが生き生きと暮らすためには、だれでも、どこでも、いつまでも、 

学ぶことが大切です。また、市民が教育を通じて互いに交流することで成長

できる取組を進めます。 

  

①子どもが育つ 

②親が育つ 

③市民（人）が育つ 
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３ 構 成 

  教育大綱は、「基本理念」「３つの柱」「５つの視点」「１６の目標」から構

成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの生き抜

く力を育み、成長

を支えます 

子どもを育てる

親力（おやぢか

ら）を高めます 

ふるさとを愛し、

誇りをもてる文

化を創ります 

道徳心を養い、奉

仕の心や自尊感

情を醸成します 

子
ど
も
が
育
つ 

親
が
育
つ 

市
民(

人)

が
育
つ 

① 基本的な生活習慣の育成を基調とした“近江

八幡の子ども”を育みます 

② 創意工夫し、問題解決できる力を育成します 

③ 実態に即した特色ある就学前教育の充実に

努めます 

④ 目標を明確に設定した確かな学力を育成し

ます 

⑤ 国際化を視野に入れた人材育成に努めます 

⑥ 健やかな心と体を育成し、人権が尊重される

環境づくりに努めます 

⑦ 非行・いじめゼロをめざして、家庭や地域ぐ

るみで学習や啓発に努めます 

⑧ 親への学習機会の提供と充実を図り、学習成

果が活かせる仕組みの構築に努めます 

⑨ 近江八幡の自然・歴史・文化を大切にする心

を養い、文化遺産の保存・活用・継承を図り

ます 

⑩ 地域活動や伝統文化に親しむ機会を充実し、

郷土愛が醸成できる環境づくりに努めます 

⑪ 誰もが生涯にわたり気軽に文化・スポーツに

ふれることができる機会を充実します 

⑫ 読書環境の充実に努め、「誰でもなんでも聞

ける・調べられる図書館」をめざします 

⑬ 教員の指導力と学校の組織力の向上に努め、

安全で安心な信頼される学校づくりをめざ

します 

⑭ 学校・家庭・地域の連携強化を図り、子ども

の成長を支えます 

⑮ 子どもの教育環境の整備・充実を図ります 

⑯ 個の特性に応じた教育を推進します 

「
子
ど
も
」
が
輝
き
「
人
」
が
学
び
合
い 

ふ
る
さ
と
に
愛
着
と
誇
り
を
も
ち 

躍
動
す
る 

元
気
な
ま
ち 

近
江
八
幡 

市民の健康増進

を図り、家庭、学

校、地域での教育

力を高めます 

各
種
施
策
の
実
施 

５ つ の 視 点 基本理念 ３つの柱 １６  の  目  標 



早寝　　早起き あさ（あいさつ） し　（食事）ど　（読書） う　（運動）

にこまる


