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第１章 教育委員会点検評価報告の概要 

 

１ 背 景  

｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が平成 19年６月に改正され(平成 20年４月１日

施行)、毎年、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することが義務付けられました。 

また、点検及び評価を行うにあたっては、学識経験者の知見の活用を図ることが規定されま  

 した。 

 

【参考】『地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）』 

第 27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第３項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表しなければならない。 

  ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 

 

２ 報告書の構成  

教育委員会の点検評価については、まずは教育振興基本計画の各施策に関する事務事業の内部

点検を実施し、教育委員会議の開催状況、研修の実施状況などを加え報告書を作成いたしました。  

事務事業の内部点検に関しては、みよし市教育振興基本計画推進委員会に提出された資料を基

に、基準年（教育振興基本計画が策定された平成２７年を基本とする）からの各教育施策の進捗

状況が分かるような点検・振り返りとしました。特に、重点施策である「２０の作戦」について

は状況を詳しく説明し、他の施策については概要を掲載しました。 

学識経験者には、内部点検の内容について評価をいただき、教育行政や学校教育、社会教育全

般にわたる広い見地から所見をいただきました。 

 

ここに、その結果を報告書としてまとめ公表いたします。 

今後も、本市の教育をよりよいものとするため、学校・家庭・地域・行政の知恵と力が発揮で

きるような教育施策を進めてまいりますので、住民のみなさまのご理解、ご協力をお願い申し上

げます。 



 

３ 計画的な教育行政の流れ（ＰＤＣＡサイクルの確立）  

 

基本理念「学ぶ楽しさで、人と人とをつなぐ」のもと、次のようなＰＤＣＡサイクルを確立し、

計画を着実に推進することで、目指す人間像に迫ります。 

 

 

 

 

Check プランの推進状況の把握と評価

Plan 計画の幅広い周知 

 計画を推進するには、教育の主体である家庭・地域・学校と、それらの取り組みを支援する行政とが、同

じ目標をもつことが大切である。 

 本計画は、各関係機関に配布するだけでなく、「広報みよし」などを通して市民にも広く伝えることで、幅

広い層への浸透を図る。また、市の教育に重要な役割を果たす学校に対しても、さまざまな機会をとらえ

本計画の実現を促していく。 

Check 計画の推進状況の把握と評価 

 本計画を強力に推し進める原動力となる「２０の作戦」に係る重点施策を中心に、取り組みの進捗状況と

その成果の状況を、毎年事務局が取りまとめる。成果の状況については、行政が行う各種調査に加え、２

年に一度教育に関する市民アンケートを行い、その結果から把握をする。 

 その取りまとめたものを基に、「みよし教育振興基本計画推進委員会」を開催し、計画の推進状況を、外

部の有識者や教育に関わる市内の各団体と共に把握し、その課題や問題点を探る。 

 また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（平成 19年４月）に示されている、教育委員会の

点検・評価でも、本計画の推進状況を外部委員に点検・評価していただく。 

 

Action 計画の改善 

 「みよし教育基本計画推進委員会」や教育委員会の点検・評価で、有識者や市民の代表からいただいた

助言を基に、必要に応じて見直しを加える。 この見直しは毎年行うが、計画策定から５年が経過する平成

３３年には、大幅な中間見直しをする予定である。 

 時代の変化にもしっかりと対応し、常に計画に改善を加えることで、実効性のある生きた計画とする。 

 

Do 計画的な計画の実施 

 教育委員会をはじめとする市の関係部局が総力を挙げて家庭・地域・学校を支援し、計画の実施を進め

る。特に、「２０の作戦」に係る重点施策には、毎年の進行計画が設定されているので、それに従い各事業

を実施していく。 

 本計画に示された計画は、９５項目にも及ぶ幅広いものなので、最も効果が上がるよう優先順位を考えな

がら計画的な実施に努める。 

 

 



   

第２章 教育振興基本計画における各事業の実施状況 
 

 

１ 平成 29 年度（平成 28 年度実績）教育委員会の点検評価について 

みよし市（当時の三好町）の最初の教育に関する計画は、平成１５年に、「三好町教育

基本計画」として策定されました。本市では、この計画に示された「まちづくりは 人づ

くり」の理念のもと、さまざまな教育施策に取り組み、着実な成果を上げてまいりました。 

その後、子どもを取り巻く環境の変化に応ずるため、市民ヒアリングやアンケートを重

ねながら多くの市民の声を集め、平成２６・２７年の２か年をかけて新たな教育計画であ

る「みよし市教育振興基本計画―みよし教育プラン－」を策定しました。 

この新計画では、９５項目・２５７にわたる総合的な教育施策を進めて行くこととなり

ました。その中でも、特に重要な分野に対しては、年度ごとの進行計画と具体的な成果指

標を設定し、「２０の作戦」と名付けて重点的に取り組んでいます。平成２９年度の点検

評価では、特に「２０の作戦」の進捗状況を詳細に述べ、他の全施策に関してはその概要

をお伝えします。 

本年度の教育委員会の点検評価の取り組みを、今後の教育行政の更なる充実につなげて

まいります。 

 

＜参考：みよし市の人口＞ 

  人 口 世帯数 １５歳未満人口 
小中学校  

児童生徒数 

（計画策定年） 

平成 27年度 
59,885 22,700 10,299 6,421 

（点検評価年） 

平成 28年度 
60,365 23,118 10,240 6,274 

平成 27年度比 101% 102% 99% 98% 

 

 

 

 

 



   

２ 教育振興基本計画の概要 

 (1)基本理念 

本市の現状や、国や県の動向から、これからのみよしの教育に最も必要とされているの

は、真の「学び」が持つ楽しさにより、人と人とがつながっていくことであると考え、次のような

理念を計画の中心に据えました。 

 

    
      

   学ぶ楽しさで、 

        人と人とをつなぐ 
     
 

 体験や経験を伴う真の「学び」は、知的好奇心の充足感や、自己実現の喜びだけでなく、

仲間と協働してものごとを成し遂げる充実感や、新たな人・こと・ものとの出会いを生み出し

ます。これらの充実感や出会いは、生涯にわたって学び続ける原動力となり、さらには「学ぶ

楽しさ」となって人と人とをつないでいきます。昔からの住民と新しい住民が交じり合い、絶

え間なく発展を続けている私たちのまちでは、人と人とが固く結びつくことが必要とされてい

ます。 

 学ぶ楽しさを知った人は周りの人とつながり合い、生涯にわたり仲間と共に学び続ける人

となります。 

 

 

 

 

 

基本理念 



   

 (2)計画の体系 

本市では、基本理念に従い、次のような三本の柱を設定することで、目指す人間像に迫り

ます。一人一人の輝きが、みよしというまちの輝き、そして私たちの社会全体の輝きとなるこ

とを目指します。 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

３ ２０の作戦（重点施策）の実施状況報告 



 

【達成状況】 
重点施策 (仮称)子ども総合支援センターでの交流・相談活動の推進 

担当課 子育て支援課 

H28 

行動予定 

□(仮称)子ども総合支援センターの開所準備をする。 

・工事期間(平成 28年 6月 10日～平成 29年 1月 31日) 

・備品、消耗品等の購入 

・設置条例制定等の開館準備 

達成状況 

□（仮称）子ども総合支援センター整備工事を実施するとともに、備品、

消耗品等の購入等、平成２９年４月の開所に向けた準備を行った。 

・施設の開所に先立ち、みよし市子育て総合支援センター設置条例、管

理規則を制定した。（１２月） 

H29 

行動予定 

□子育て総合支援センターの開所 

・保育コンシェルジュを配置し、子育てに関する総合相談を実施する。 

・子育てふれあい広場で、ふれあい遊び・絵本の読み聞かせなど親子で年

齢にあった遊びを行う場の提供及び情報交換の場の提供を行う。 

・ファミリー・サポート・センター事業及び親子通園ルーム「ふたば」の事務局

を設置する。 

達成状況 
 

H30 

行動予定 □利用者ニーズの把握、分析を行う。 

達成状況  

H31 

行動予定 □利用者ニーズに応じた運営の見直しを行う。 

達成状況  

H32 

目標 □事業の検証・拡充を行う。 

達成状況  

 

【成果指標】子育てに関する相談相手がいる人の割合 
 （子育てに係る意向調査） 

基準年(H25) H30 アンケート 目標(H32) 

92.8%  95% 

※平成３０年度に「子育てに係る意向調査」

を実施し、その中で成果を確認する予定

です。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 放課後児童クラブによる子育て支援の拡充 

担当課 子育て支援課 

H28 

行動予定 

□開所時間の延長実施をする 

・開所時間を延長し、午前 7時 30分から午後 6時 30分までとする 

□北部児童クラブの新設 

・平成 28年 10月 10日(月)に開所 

達成状況 

□開所時間を、朝・晩それぞれ 30分ずつ延長し、午前 7時 30分から午

後 6時 30分までとした。 

□北部児童クラブ専用施設を建設し、9 月末に工事が完了、平成 28 年

10月 10日（月）に北部小校舎から移転し開所した。 

H29 

行動予定 
□天王児童クラブ専用施設の建設（２教室） ※平成 30年 2月末開設予定 

□中部児童クラブ専用施設の設計（２教室） ※平成 30年度建設予定 

達成状況  

H30 

行動予定 

□中部児童クラブ専用施設の建設（２教室） ※平成 31年 2月末開設予定 

□天王、三好丘、緑丘に第 2教室を設置し、6年生まで対象を拡大 

□北部、天王、三好丘、緑丘の運営を民間に委託 

達成状況  

H31 

行動予定 
□中部、南部、三吉、黒笹に第 2教室を設置し、6年生まで対象を拡大 

□中部、南部、三吉、黒笹の運営を民間に委託 

達成状況  

H32 

目標 

□開所時間の延長 

・授業日(⇒放課後～午後 7時) 

・長期休業日等(⇒午前 7時 30分～午後 7時) 

達成状況  

 

【成果指標】放課後児童クラブの利用児童数 
（子育て支援課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

376 人 384 人    478 人 

 ※施設の利用定員は基準年から変更ありま
せん。共働き家庭の増加等により、利用
ニーズは高まっており、待機児童数が増
加の傾向にあります。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 家庭の教育力向上のための啓発活動の推進 

担当課 教育行政課 

H28 

行動予定 

□みよし市の家庭教育の現状と課題の整理 

□家庭教育だよりに掲載する内容の検討 

□家庭教育だより作成の基礎となる「みよし市家庭教育推進指針」の作成 

達成状況 
□みよし市の家庭教育の現状と課題の整理を行い、家庭教育だよりに掲

載する内容の検討を進めた。 

H29 

行動予定 

□本市の子育てに関する情報や相談先などのうち、小中学生を持つ保護

者を対象もしくは必要と思われる家庭教育や思春期などの分野に関する

情報をまとめる。 

□家庭教育たよりに掲載する情報について検討するとともに、広報の他

の発信方法についても具体的に検討する。 

□上記に合った発信媒体、発信間隔などを検討する。 

達成状況 
 

H30 

行動予定 □家庭教育だよりの発行 

達成状況  

H31 

行動予定 □教育カレンダー発行の検討 

達成状況  

H32 

目標 □教育カレンダー発行 

達成状況  

 

【成果指標】広報と共に配布する家庭教育だよりを読んでいる保護者の割合 
 （みよしの教育に関するアンケート【保護者】） 

基準年(H26) H29 アンケート H31 アンケ―ト 目標(H32) 

― ―  ７０％ 

 ※平成３０年度より家庭教育だよりを発行

予定のため、平成３１年度の「みよしの

教育に関するアンケート」で成果を確認

していきます。 

 



 
 



 

【達成状況】 
重点施策 困難さを抱える家庭に対する個別支援の充実 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□ハートケア教育主任サポーターを計２名とし、以下の事業を充実させる 

・家庭教育支援：不登校など、子育てに悩む家庭を訪問する。 

・実態把握と児童生徒支援：学校を訪問し、必要に応じた支援をする。 

・適応指導教室の運営：適応指導教室（ふれあい教室）における、児童生徒

及び家庭を支援する。 

達成状況 

□ハートケア教育主任サポーターを計２名とし、事業の充実を図った。 

・不登校傾向にある児童生徒や家庭の相談にのったり、家庭訪問をした
りすることで家庭教育を支援することができた。（随時） 

・適応指導教室の児童生徒のために学習支援をした。（毎日） 

・実態把握と児童生徒支援のために学校を訪問した。（週１回程度） 

H29 

行動予定 

□教育センター「学びの森」の開所に伴う教育支援センター機能の拡充 

・適応指導教室の運営や相談活動、学校支援の充実 

・他課や医療機関等との連携を深めることにより、より良い相談体制を整備・

拡充を図る。 

達成状況 
 

H30 

行動予定 □教育センター「学びの森」を中心とした教育相談体制の強化 

達成状況  

H31 

行動予定 □家庭教育支援に関わる職員の配置（２名） 

達成状況  

H32 

目標 □速やかに相談ができ、不安を軽減できるような相談体制の整備拡充 

達成状況  

 

【成果指標】教育相談体制の充実 
                        （学校教育課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

･発達相談   189 件 

･不登校相談  14 件 

･生活全般相談 14 件 

･発達相談   174 件 

･発達検査    20 件 

･不登校相談  19 件 

･生活全般相談  9 件 

  
 

速やかに相談がで

き、不安を軽減でき

るような相談体制

の整備拡充 

※多くの時間を要する発達検査に関する相
談が増えています。今後も市民のニーズ
に応じた相談体制を整えてまいります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【達成状況】 
重点施策 主体的・協働的な学びを生み出すための、教職員の資質向上への取り組み 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□新学習指導要領実施に向けた研修計画の見直しと作成 

・教職員のキャリアステージに応じた研修計画を立案する。 

・研修を通した、学び合いのある「わかる授業」「できる授業」づくりを実現 

達成状況 

□新学習指導要領実施に向け取り組みを進めた。 

・学校訪問で、児童生徒が主体的に学ぶことができるもととなる、「わ

かる授業」「できる授業」について指導をした。（各校１回／年） 

・校内現職研修を中心として「主体的・対話的で、深い学び」を意識し

た授業づくりを進めることができた。（１２校） 

・教職員のキャリアステージに応じた研修計画を立案した。 

H29 

行動予定 

□教師としての専門性の向上、豊かな人間性の向上を目指すスキルアップ

研修に、新たに「自主応募研修」を設定する。教師が自主的に受けたいと

思うような研修を実施し、教職員の資質向上をめざす。 

□みよし市教職員研修実施体系に基づいた、キャリアステージに応じた教職

員の資質向上指針の作成 

達成状況 
 

H30 

行動予定 □新学習指導要領に対応した評価基準の作成 

達成状況  

H31 

行動予定 □新学習指導要領に対応した評価基準の見直し 

達成状況  

H32 

目標 □研修状況の点検と見直し 

達成状況  

 

【成果指標】「毎日の授業に満足している」児童生徒の割合 
 （みよしの教育に関するアンケート【小学生・中学生】） 

基準年(H26) H29 アンケート H31 アンケ―ト 目標(H32) 

小学校８０％ 

中学校６９％ 
  

小学校８５％ 

中学校７５％ 

※平成 29年 12月に「みよしの教育に関す

るアンケート」を実施し、その中で成果

を確認する予定です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【達成状況】 
重点施策 ICT教育の推進 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□ＩＣＴを活用した授業や情報モラル教育についての調査・研究を進める。 

・今後のＩＣＴ環境整備に向けた、小中学校へのヒアリング 

□ＩＣＴ研修の実施 

□学校教育情報化推進委員会を組織する。 

・ＩＣＴ教育に関する環境整備と授業づくりに関する方向性を検討する。 

達成状況 

□文部科学省事業を活用してＩＣＴアドバイザーを招聘し、ＩＣＴ教育

推進に係る具体的なアドバイスを得た。（１０月・１２月・１月） 

□タブレット端末を利用した授業研修会を行った。（８月、１２月） 

□学校教育情報化推進委員会を開催し、今後のＩＣＴ整備の方向性と、

教職員のＩＣＴセキュリティ強化についても協議した。（１２月） 

H29 

行動予定 

□タブレット端末を小中１校に１０台ずつ配備し、授業実践を行う。 

・実践校は、３月までにタブレット端末を用いた授業実践行い、タブレット端

末の使用例を発表する。 

・実践校は、活用事例及びその成果と課題を報告する。 

達成状況  

H30 

行動予定 □ＩＣＴ教育に関する環境整備推進計画の策定 

達成状況  

H31 

行動予定 □推進計画に従ったＩＣＴ環境整備 

達成状況  

H32 

目標 □市内全小中学校にタブレット端末を１０台ずつ配置 

達成状況  

 

【成果指標】教育用コンピュータ 1台あたりの児童生徒数 
 （学校教育課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

１１．６人 ９．８人    ４人 

※現在は新しいコンピュータへの置き換え

を主に行っているため、指標の伸びは子ど

もの減少による部分が大きいです。今後は

推進計画を策定し、整備を進める予定です。 



 
 



 

【達成状況】 
重点施策 ALT・外国語活動対応非常勤講師による外国語指導の充実 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□小学校高学年で、年間３５時間中、担任とＡＬＴによる授業を１２時間、外

国語活動対応非常勤講師による授業を１６時間実施。 

□中学校で担任とＡＬＴによる年間１４０時間中１５時間実施。 

□小学校教員対象の研修会を実施し、外国語活動対応非常勤講師やＡＬＴ

との連携を深める。 

・英語教育推進リーダー教師による研修会の実施 

達成状況 

□ＡＬＴ・非常勤講師が参加する小学校高学年の授業８０％実施 

□中学校でのＡＬＴが参加する授業を全学級年間１５時間実施した。 

□英語教育推進リーダーを講師に、外国語活動研修会の実施。（８月）。 

H29 

行動予定 

□英語教育推進リーダーによる外国語活動研修会を年間２回実施 

□ＡＬＴを活用した教員対象の研修の実施 

・ＡＬＴを講師として招聘し、市内小学校教員を対象の研修を実施する。 

□小学校高学年の教科化に向けて、教育課程の検討および評価方法につ

いて検討会議を設ける。 

達成状況  

H30 

行動予定 □小学３，４年生で年１５時間、５，６年生で年５０時間の外国語活動を実施 

達成状況  

H31 

行動予定 
□小学校において、ＡＬＴまたは非常勤講師が学級担任と共に行う授業を   

１００％実施 

達成状況  

H32 

目標 
□中学校において、ＡＬＴが英語科教員と共に行う授業を全授業の２５％実

施 

達成状況  

 

【成果指標】ＡＬＴ及び外国語活動対応非常勤講師が参加する外国語の授業の割合 
    （学校教育課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

小 80％ 
中 11％ 

小 80％ 
中 11％    

小 100％ 
中  25％ 

※研修により授業内容は充実しましたが、時
間数は増加できませんでした。次年度以降
は授業時間数が増えるため、ＡＬＴ等が参
加する授業を増やしたいと考えています。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 道徳教育の研究推進 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□平成２７・２８年度、南中学校に道徳の指導方法の研究を委嘱する。 

□南中学校は、畿央大学の教授を招聘し、生徒自身が「考える道徳」をめざ

し、日々実践を積み重ね、１０月２８日に研究発表を行う。 

□三好丘中学校区の３小中（三好丘中・三好丘小・黒笹小）では、連携して

人権教育の推進を図る。 

達成状況 

□南中学校が２年間の研究の成果を発表し、市内外に広く道徳教育の進

め方を提案した。（１０月） 

□三好丘中学校区の３小中（三好丘中・三好丘小・黒笹小）が連携して

人権教育事業に取り組み、児童生徒・教職員の人権意識を高めた。 

H29 

行動予定 

□市主催による道徳教育推進教師研修会を実施し、「特別の教科 道徳」の

教科化に向けて力量向上を図る。 

□教科化に向けた検討会議を立ち上げ、評価方法等の検討を行う。 

□児童生徒・教職員の人権意識を高めるため、三好丘中学校区の３小中学

校（三好丘中・三好丘小・黒笹小）が連携して人権教育事業に取り組む。 

達成状況 
 

H30 

行動予定 
□三好丘中学校区人権教育推進地域事業の実施（３年次） 

□「特別の教科道徳」の実施に伴う指導方法や評価の検討・改善 

達成状況  

H31 

行動予定 □みよし市道徳教育推進プランの作成 

達成状況  

H32 

目標 □みよし市道徳教育推進プランの検討・改善 

達成状況  

 

【成果指標】「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う」児童生徒の割合 
 （全国学力・学習状況調査） 

基準年(H27) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

小 74.8％ 
中 90.0％ 

小 71.4％ 
中 90.9％ 

   
小 85.0％ 
中 93.0％ 

※平成 30 年度からの教科化に向けて、よ
りよい授業のあり方を研究するなど、各
校では子どもに届く日々の指導・支援の
在り方について研修を重ねています。 

＊国の全国・学力学習状況調査の質問項

目に変更があったため、基準年にさか

のぼって成果指標を改めました。 

＊ 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 みよし市体力向上計画の推進 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□体つくり運動における体力向上カードを作成する。 

・子どもの体力向上課題対策プロジェクト検討委員の指導のもと、体育主任

者会を中心にして体力向上カードを作成する。 

□作成した体力向上カードを各学校へ配付する。 

・電子媒体で配付する。 

達成状況 

□体力テストの結果を分析したり、各校から体育や体力向上のためのカ

ードを収集したりした。（１０月、１２月） 

□みよし市内の児童生徒や学校での取組の現状を把握し、体つくり運動

の領域に絞って体力向上カードを作成した。 

□子どもの体力向上課題対策プロジェクト検討委員による研修の実施。 

H29 

行動予定 

□体力向上カードや各運動のウォーミングアップドリル集を作成する。 

・平成２８年度の子どもの体力向上課題対策プロジェクト検討委員の指導の

もと、体育主任者会を中心にして進める（８月開始） 

□夏季休業中に、体育実技指導者講習会を開催し、授業力向上を図る。 

□体力向上カードやウォーミングアップドリル集を各学校へ配付する。 

達成状況  

H30 

行動予定 □ 体力向上カードの見直し 

達成状況  

H31 

行動予定 □ 体つくり運動プログラムの作成 

達成状況  

H32 

目標 □ 体つくり運動プログラムの見直し 

達成状況  

【成果指標】全国体力・運動能力調査の体力テストの合計点（全国との比較） 
   （全国体力・運動能力調査） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 
小男：全国比△0.8 
小女：全国比△0.5 
中男：全国比△0.7 
中女：全国比△0.6 

小男：全国比＋0.3 
小女：全国比△0.8 
中男：全国比△1.2 
中女：全国比△2.4 

   
小中・男女とも
全国を上回る 

※十分な結果ではないので、特に弱い部分
である投力を伸ばす指導を充実させ、体
力向上カードを普及させる中で、日々の
授業の充実を図ります。 



 
 



 

【達成状況】 
重点施策 個別支援を要する子どもへのサポート体制の充実 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□日本語指導が必要な子どもや不登校傾向の子どもの支援体制を整え、個

別の指導計画の様式を検討する。 

 ・学校担当者と定期的な情報交換会 月１回   

 ・日本語指導担当教諭で検討会を開催 １回 

 ・いじめ・不登校対策委員会との連携および検討会  年２回 

達成状況 

□日本語指導が必要な子どもや不登校傾向の子どもの支援体制を整え、個

別の指導計画の様式を作成した。 

・子どもの在籍校の担当者が初期指導教室の利用状況を参観したり、指

導者との情報交換を行ったりして、指導や情報の共有を図った。 
・不登校の未然防止・初期対応を図るため、ハートケア主任サポーター

が必要に応じ学校や家庭に巡回指導を行った。 

H29 

行動予定 

□日本語指導が必要な子どもの個別の支援・指導計画の様式を検討し、支

援体制を整える。 

□いじめ・不登校対策委員会との連携およびケース検討会議を実施し、指

導・支援計画を作成する。 

達成状況  

H30 

行動予定 □各種「個別の支援・指導計画」による支援及び案の見直し 

達成状況  

H31 

行動予定 □対象児童生徒の各種「個別の支援・指導計画」の作成・実施 

達成状況  

H32 

目標 □対象児童生徒の各種「個別の支援・指導計画」の作成・実施 

達成状況  

 

【成果指標】個別の指導計画の作成割合 
 （市教育支援センターによる調査） 

基準年(H26) H29 調査 H31 調査 目標(H32) 

日本語指導が必要な児童生徒用：― 

不登校傾向の児童生徒用：― 
  

日本語指導が必要な児童生徒用：８０％ 

不登校傾向の児童生徒用：８０％ 

※H28 より、各校での計画作成は始まって

います。平成 29 に調査を実施し、その

進捗状況を確認します。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 小中学校少人数学級体制の拡大 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□中学校２年生での３５人学級の実現 

・小学１年生 ３５人学級（国）  ・中学１年生 ３５人学級（県） 
・小学２年生 ３５人学級（県）  ・中学２年生 ３５人学級（市） 
・小学３年生 ３５人学級（市）  ・中学３年生  
・小学４年生 
・小学５年生 
・小学６年生 

達成状況 

□中学校２年生での３５人学級を実現させたことで、三好丘中学校が、  

３８人学級×６クラス⇒３２（３３）人学級×７クラス になった。 

・学級規模が小さくなったことで、担任の先生は一人一人に目が届き、

きめの細かい指導が可能になった。 

H29 

行動予定 

□３５人学級を中学校３年生にまで拡大し、中学校３年間を通して３５

人学級を実現する。 

□少人数指導を活用した指導方法についての研究・実践を継続し、少人

数指導のメリットについて具体的にまとめる。 

達成状況  

H30 

行動予定 □少人数指導のメリットを具体的にまとめ、効果的な指導に生かす 

達成状況  

H31 

行動予定 □小学校４年生追加実施 

達成状況  

H32 

目標 □更なる拡大に向けた検討 

達成状況  

 

【成果指標】３５人以下学級を実施している学年 
 （学校教育課による調査） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

小１２３年 
中１年 

小１２３年 
中１２年    

小１２３４年 
中１２年 

※計画に従い中学校２年生に 35 人以下学

級を拡大したことで、きめ細かい指導体

制を広げることができました。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 大規模改修による学校施設の整備 

担当課 教育行政課 

H28 

行動予定 

□北中学校大規模改修１期工事 

 南舎（管理棟）・武道場の大規模改修を実施する。 

□北中学校大規模改修２期工事実施設計 

 平成２９年度工事（北舎：普通教室棟・技術課室棟・体育館）の設計を行う。 

達成状況 

□夏季休業期間を中心に６月から１月末までかけて南舎（管理棟）・武

道場の大規模改修を実施し、老朽化した施設の長寿命化とトイレのド

ライ化、洋式化を進めることができた。 

□学校現場の要望も踏まえ、平成２９年度に実施する２期工事（北舎：

普通教室棟・技術課室棟・体育館）の設計を行うことができた。 

H29 

行動予定 

□北中学校大規模改修 2 期工事（北舎：普通教室棟・技術科室棟・体

育館）の実施 

□北中学校大規模改修 3 期工事実施設計（プール・外構）の業務委託

の実施 

達成状況  

H30 

行動予定 
□北中学校大規模改修 3期工事（プール・外構）の実施 

□三吉小学校大規模改修１期工事実施設計（体育館・プール・外構）の実施 

達成状況  

H31 

行動予定 
□三吉小学校大規模改修１期工事（体育館・プール・外 構）の実施 

□三吉小学校大規模改修２期工事実施設計（南舎：管理棟）の実施 

達成状況  

H32 

目標 
□三吉小学校大規模改修２期工事（南舎：管理棟）の実施 

□三吉小学校大規模改修３期工事実施設計（北舎：普通教室棟）の実施 

達成状況  

 

【成果指標】「学校施設が安心・安全・快適である」児童生徒の割合 
（みよしの教育に関するアンケート【小学生・中学生】） 

基準年(H26) H29 アンケート H31 アンケ―ト 目標(H32) 

小学生８４％ 
中学生７０％ 

  
小学生８７％ 
中学生７５％ 

 ※平成 29年 12月に「みよしの教育に関す

るアンケート」を実施し、その中で成果

を確認する予定です。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 １２校の連携強化による教職員の資質向上 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□各中学校区（４つ）を中心に、小小・小中学校間での連携の強化 

 （合わせる部分・独自性を発揮する部分）について共通理解を図る 

□教職員自身が小小・小中学校間で学び合い、資質向上を図る 

 ・市内の他校の研究授業を参観する 

達成状況 

□三好丘中学校区では、中学校区の３校が連携し、人権教育に総合的に
取り組んだ。小中学生が一緒にあいさつ運動に取り組んだり、人権啓

発標語の書かれたのぼりを作成して地域にもＰＲ活動をしたりした。 
□校務支援システムを活用して、自校で行われる研究授業を他校に紹介

し、参観者を募るなど、学校間の連携が進んだ。 
□三好中学区での連携が継続し、南中学校区でも取り組みが始まった。 

H29 

行動予定 

□これまでの三好中学校区での小中連携に加え、人権教育事業を実施して

いる三好丘中学校区での小中連携を進める。授業での学び方のルール

を校区内で共通化することで、中１ギャップを減らす。 

□４月に開校した市教育センター 学びの森に、各校の研究物などを集め、

市内の教員が授業づくりに役立てることできるようにする。 

達成状況 
 

H30 

行動予定 
□校務支援システム内に教育情報を集約し、各中学校区での取り組みを市

全体に広げる。 

達成状況  

H31 

行動予定 
□教職員同士が得意分野を生かした自主研修を行うなど、学校を越えた連

携を深める。 

達成状況  

H32 

目標 □１２校での更なる連携強化を目指す。 

達成状況  

 

【成果指標】「学校に行くのは楽しい」児童生徒の割合 
 （全国学力・学習状況調査） 

基準年(H27) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

小 86.1％ 
中 76.4％ 

小 85.4％ 
中 81.9％    

小 90.0％ 
中 80.0％ 

※中学生には大きな伸びが見られたもの
の、小学生が微減の状態です。学校生活
の大半を占める授業改善に今後も力を入
れ、楽しいと感じる子どもを増やします。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 サンライブの生涯学習拠点化の推進 

担当課 生涯学習推進課 

H28 

行動予定 

□生涯学習講座を開催する 

・秋冬講座：62講座 

・新春講座開催予定 

達成状況 

□７月２日に図書館学習交流プラザ「サンライブ」を開館し、生涯学習

講座をサマースクールから開講した。 

・年間の講座としては、春夏講座２２講座・サマースクール１１講座・

秋冬講座５９講座・新春講座５５講座を開講し、２，３０９人が受講

した。 

H29 

行動予定 

□生涯学習講座を、公開講座２講座、生活創造講座９２講座、国際理解講

座３３講座、情報・通信講座６０講座、合計１８７講座を開催する。 

□夜間や土曜日・日曜日に講座を開催し、生涯学習機会を増やし、市民の

生涯学習を活発化する。 

達成状況  

H30 

行動予定 □夜間・土曜日・日曜日講座を増やす。 

達成状況  

H31 

行動予定 □講座体系・運営体制の見直し。 

達成状況  

H32 

目標 □新たな体制による運営。 

達成状況  

 

【成果指標】生涯学習講座を受講した人の数 
 （生涯学習推進課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

延べ 

2,563 人 

延べ 

2,450 人 
   

延べ 

4,500 人 

 

 
※サンライブ移転準備に伴い講座開催数が
減少しましたが、今後もサンライブでの
多様な講座を企画し、受講者数の増加を
図ります。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 地域や自主的サークルによる生涯学習の推進 

担当課 生涯学習推進課 

H28 

行動予定 
□行政区及び生涯学習団体へ助成 

□生涯学習発表会開催予定（3月） 

達成状況 

□生涯学習活動団体として７団体へ助成し、各団体特色ある講座を開講

した。 

□生涯学習発表会を３月４日(土)、５日(日)に開催し、４７２人が参加

した。 

H29 

行動予定 

□生涯学習活動を積極的に推進する団体又は新たに生涯学習活動を始め

る団体に、その活動に要する費用を補助することにより、生涯学習の普及

及び推進を図る。 

達成状況  

H30 

行動予定 
□生涯学習活動団体への助成 

□生涯学習発表会を実施予定 

達成状況  

H31 

行動予定 

□生涯学習活動団体への助成 

□生涯学習発表会を実施予定 

□生涯学習活動団体の広報 

達成状況  

H32 

目標 

□生涯学習活動団体への助成 

□生涯学習発表会を実施予定 

□生涯学習活動団体の広報 

達成状況  

 

【成果指標】生涯学習活動を行っている団体の数 
 （生涯学習推進課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

生涯学習活動 
登録団体数 17 

生涯学習活動 
登録団体数 14    

生涯学習活動 
登録団体数 30 

 

 

 

※青少年ホームを利用していた団体が他の

施設に活動拠点を変えたため減少しまし

た。今後は、サンライブの利用方法の周

知を行い、登録団体の増加を図ります。 



 
 



 

【達成状況】 
重点施策 総合型地域スポーツクラブの育成 

担当課 スポーツ課 

H28 

行動予定 

□総合型地域スポーツクラブに対して、クラブを設立するために必要なクラ

ブハウス整備の事業及びクラブ運営事業を補助対象とする補助金を交付

する。クラブの円滑な運営を支援することでクラブが活発に活動し地域住

民の健康づくり体力つくり、地域つくりの推進を図る。 

達成状況 

□６月１８日総会開催三好ともいきスポーツクラブを設立した。 

・第４回設立準備会を開催。平成２７年度事業報告・収支決算及び平成   

２８年度事業計画・収支予算を承認した。 

・第５回設立準備会を開催。準備会規約の廃止を承認、準備会を解散し

た。 

H29 

行動予定 

□中学校の部活動支援に対して総合型地域スポーツクラブと連絡調整を行

う。 

□総合型地域スポーツクラブに対して補助金を交付し、クラブの円滑な運営

を支援する。 

達成状況  

H30 

行動予定 
□アシスタントマネージャー、クラブマネージャー等の資格取得の講習を紹

介する。 

達成状況  

H31 

行動予定 
□小中学校の屋外照明設備の設置についてスポーツクラブと小中学校と協

議を行う。 

達成状況  

H32 

目標 □小中学校の部活動支援を行う。 

達成状況  

 

【成果指標】総合型地域スポーツクラブで活動した人の数 
 （スポーツ行政概要） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

42,641 人 51,003 人    50,000 人 

 ※従来の２クラブ（なかよし・みなよし）の合計だけ

で見ても、H26 42,641 人→H27 45,386 人→

H28 47,733人と堅調な伸びを示しています。 



 
 



 

【達成状況】 
重点施策 歴史民俗資料館展示資料の充実 

担当課 資料館 

H28 

行動予定 

□平成２７年度に行った実施設計に基づき、常設展示の更新、２階特別展

示室の改修を行う。 

□平成２９年度当初にリニューアルオープン予定。歴史民俗資料館及び新

たな展示内容に合わせたパンフレット、チラシ等の作成を行う。 

□市内小中学校を対象に資料館職員、資料館収蔵資料を活用した出張授

業の実施。 

達成状況 

□展示リニューアル業務委託により、２階展示室を改修し、ひな人形展

を開催した。（１月～３月）。常設展示室を３月末にリニューアル。 

・リニューアルオープンチラシ・パンフレットの作成 

□古窯を理解してもらうため出張授業の説明（２校で開催） 

H29 

行動予定 

□企画展（３回）・特別展（１回）を開催する。 

□リニューアル記念講演会を開催する。 

□リニューアル記念体験イベントを３種類実施する。 

達成状況  

H30 

行動予定 □常設展示におけるテーマ展示の実施 

達成状況  

H31 

行動予定 □市制施行１０周年記念事業準備 

達成状況  

H32 

目標 □市制施行１０周年記念事業 

達成状況  

 

【成果指標】みよし市の歴史に関心のある市民の割合 
 （みよしの教育に関するアンケート【市民】） 

基準年(H26) H29 アンケート H31 アンケ―ト 目標(H32) 

有数の陶器産地で

あったことを知っ

ている ２７％ 

  

有数の陶器産地で

あったことを知っ

ている ６０％ 

 ※平成 29年 12月に「みよしの教育に関す

るアンケート」を実施し、その中で成果

を確認する予定です。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 サンライブでの充実した図書館サービスの推進 

担当課 生涯学習推進課 

H28 

行動予定 

□計画的な図書購入 

・一般図書 6,200冊、郷土図書 500冊、児童図書 2,500冊、 

絵本 1,400 冊、障がい者向け図書 200 冊、ヤングアダルト向け図書 600

冊、DVD資料 300点購入 

達成状況 
□計画的に図書を購入し、○○○○○○○○○○○○○○○。 

・図書 13,341冊、視聴覚資料 304点購入 

H29 

行動予定 

□第３次みよし市子ども読書活動推進計画に基づき、学校への団体貸出の

方法として、配本事業を試行で実施する。 

□みよし市図書館学習交流プラザ「サンライブ」の開館により増加した利用

者の要望に応える資料を取り揃える。 

達成状況  

H30 

行動予定 □中央図書館の蔵書冊数２３３，０００冊以上 

達成状況  

H31 

行動予定 □図書館の管理運営方法の検討（指定管理者制度） 

達成状況  

H32 

目標 □新たな手法での管理運営（指定管理者制度） 

達成状況  

 

【成果指標】「本を読むことが好き」児童生徒・市民の割合 
 （みよしの教育に関するアンケート【保護者】） 

基準年(H26) H29 アンケート H31 アンケ―ト 目標(H32) 

小・中学生 74％ 
市  民  72％ 

  
小・中学生 80％ 
市  民  80％ 

 

 

 

※平成 29年 12月に「みよしの教育に関す

るアンケート」を実施し、その中で成果

を確認する予定です。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 ふるさと学習の推進 

担当課 学校教育課 

H28 

行動予定 

□副読本「みよし」編集委員会を組織し、新しい副読本を完成させる。 

・新小学校３・４年生へ配付する、1,400部の印刷 

・副読本「みよし」の取材を通して本市がもっている教育資源を整理し、ふる

さと学習の推進に生かす。 

達成状況 

□副読本「みよし」１４版完成・編集委員会を７回開催し、現在と昔の

みよしに子どもたちが興味をもてるように内容を工夫し、編集作業を

行った。（６月～１月） 

・市内の農業、工業、商業、公共に関する施設やそこで働く人について

情報収集を行い、写真等「データを集めた。（６月～１月） 

H29 

行動予定 

□本年度の副読本「みよし」活用状況を調べる。 

□小・中学校において市内のどのような施設の見学や体験活動が行われて

いるか状況を調べ、データベースを作成する。 

□初任者教職員及び教職員の中の希望者を対象に市内見学等研修を行

い、子どもへみよし市の魅力を伝えられる教職員を育成する。 

達成状況  

H30 

行動予定 
□市内見学・体験活動データベース見直し 

□副読本「みよし」の教職員への配付 

達成状況  

H31 

行動予定 □１５版副読本「みよし」の編集・出版 

達成状況  

H32 

目標 □１５版副読本「みよし」活用事例作成 

達成状況  

 

【成果指標】「みよしのことが好きである」児童生徒の割合 
    （みよしの教育に関するアンケート【小学生・中学生】） 

基準年(H26) H29 アンケート H31 アンケ―ト 目標(H32) 

小学生 － 

中学生 － 
  

小学生８０％ 

中学生８０％ 

※平成 29年 12月に「みよしの教育に関す

るアンケート」を実施し、その中で成果

を確認する予定です。 



 

 



 

【達成状況】 
重点施策 学校ボランティアをきっかけとした地域教育力の結集 

担当課 教育行政課・学校教育課 

H28 

行動予定 

□「みよし未来塾」の開催 

夏季 平成２８年８月１６日（火）から８月３１日（水）までの１０日間 

冬季 平成２８年１２月２３日（金）から１２月２７日（水）までの４日間 

：時間   午後４時から６時まで 

：募集生徒   ５０人（支援員６人、コーディネーター１人） 

達成状況 

□「みよし未来塾」では地域の力で中高生への学習指導を行うことができた。 

・ふれあい交流館を会場に、夏休みに１０日間冬休みに３日間実施し、

夏休みには延べ４６３人、冬休みには延べ７３人が参加した。 

・夏に引き続いて参加した者が７３％、来年度も参加したい者が６４％

となるなど、利用者から大変好評な声が聞かれた。 

H29 

行動予定 

□地域未来塾の継続実施 

□学校支援ボランティア制度の市民への周知強化 

・小中学校から必要としているボランティアの種類（読み聞かせ、外国語活

動、図書館等）を集約し、広報を通じて市民に募集を行う。 

達成状況 
 

H30 

行動予定 □ボランティア人材バンクの作成 

達成状況  

H31 

行動予定 □地域コーディネーターによるボランティアの派遣モデルを実施 

達成状況  

H32 

目標 □地域コーディネーターの配置拡大 

達成状況  

 

【成果指標】学校ボランティアを活用する取り組み 
 （学校教育課調べ） 

基準年(H26) H29 調査 H31 調査 目標(H32) 

各学校での創意工夫
による取り組み  

  
地域学校の連携を促進す
る地域コーディネーター  

中学校区１名 

 
※平成 29年度に学校に対して調査を行い、

各校の取り組みについて、その進捗状況

を確認する予定です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３章 教育委員会の活動等に関する事業実施状況報告 
 
みよし市教育委員会では、定例会議を毎月１回の年 12 回、必要に応じて臨時会議を開催して

います。ここでは、平成 27 年度に開催した教育委員会の開催状況、教育委員会活動の先進地研

修を始めとする研修の実施状況、教育委員の学校訪問の状況などをまとめました。 
 

１ 教育委員会議 

 (1)教育委員会議について 
 

執行機関としての教育委員会は、委員によって構成される教育委員会議で教育に関する基本方

針や重要事項を決定しています。 

本市教育委員会では、「教育長に対する事務委任規則」第２条に、教育長に委任する事項を、次

に掲げる事項以外と定めています。すなわち、以下に示した（１）～（17）の事項が、教育委員

会議において議決することが必要な事項です。 

  

 

【参考】「教育長に対する事務委任規則」第２条 

第２条 教育長に委任する事項は、次に掲げる事項以外の事項とする。 

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を決定すること。 

(2) 学校、その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。 

(3) 重要な教育財産の取得及び処分を申し出ること。 

(4) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の懲戒及び教職員たる校長の任免、その他の進退について内申すること。 

(5) 教職員の服務、監督の一般方針を定めること。 

(6) 教育委員会事務局職員及び学校、その他教育機関の職員（教職員を除く。）の任免、その他人事に関すること。 

(7) 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に関すること。 

(8) 教育予算、その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。 

(9) 教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。 

(10) 学校の組織編成、教育過程、学習指導、生徒指導及び職業指導の基本方針に関すること。 

(11) 附属機関の委員の任免を行うこと。 

(12) 学校の通学区域を設定又は変更すること。 

(13) 教科用図書の採択及びその他の教材の取扱に関すること。 

(14) 教職員の研修に関すること。 

(15) みよし市文化財保護条例（昭和 46年条例第８号）に基づく文化財の指定及び解除に関すること。 

(16) 請願及び重要な陳情に関すること。 

(17) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。 

 

 

 

 

 



  

 

 (2)平成 28年度 教育委員会議開催状況及び提出議案一覧 
 

開催日 議案番号 提  出  議  案 

第４回 

定 例 

4 / 1 4 議案第 25 号 

議案第 26 号 

 

 

議案第 27 号 

議案第 28 号 

議案第 29 号 

平成 28年度奨学生の認定について 

みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について 

(1) ジョイントフェスティバル愛知 2016 

(2) 劇団四季ミュージカル「ウエストサイド物語」 

みよし市スポーツ推進審議会委員の選任について 

平成 28年度みよし市地区スポーツ委員の変更について 

みよし悠学カレッジ学長の就任について 

第５回 

定 例 

5 / 2 6 議案第 30 号 

議案第 31 号 

議案第 32 号 

議案第 33 号 

 

 

 

議案第 34 号 

議案第 35 号 

議案第 36 号 

議案第 37 号 

議案第 38 号 

議案第 39 号 

教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見の申出について 

みよし市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

平成 28年度みよし市社会教育委員の委嘱について) 

みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について 

(1) 10ｔｈアニヴァーサリー高島ちさ子と 12 人のヴァイオリニストコンサート                    

(2) 2016年度夏休み子どもキャンプ 

(3) 母と子の親子ゆかた文化教室 

学校評議員の承認について 

みよし市教職員研修計画について 

平成 28年度みよし市小学生士別市派遣候補者の決定について 

平成 28年度みよし市友好都市中学生派遣候補者の決定について                           

平成 28年度みよし市立学校給食センター運営委員会の委嘱について 

平成 28年度みよし市図書館協議会委員の任命について 

第６回

定 例 
6 / 1 6 議案第 40号 平成 28年度みよし市スポーツ交流団（サッカー）について 

第７回

定 例 
7 / 1 5 議案第 41号 平成 29 年度みよし市立小中学校が使用する教科用図書の採択について 

第８回

定 例 

8 / 1 8 議案第 42 号 

 

議案第 43 号 

教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見の申出について                       

 (1) 平成 28年度みよし市一般会計９月補正予算（教育費） 

みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について  

  (1) らくらく水泳～楽しく学んでスイミング～ 

第９回

定 例 

9 / 1 5 議案第 44 号 みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について 

(1)  中部トラック総合研修センター施設オープンフェア 

第 1 0

回定例 

10/20 議案第 45 号 

議案第 46 号 

平成 29年度教職員定期人事異動方針について 

みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について 

 (1) みよし市文化協会５０周年記念及び「文芸みよし」 

発刊５０周年記念俳句、短歌公募事業 

第 1 1

回定例 

11/17 議案第 47 号 

議案第 48 号 

 

 

 

 

議案第 49 号 

議案第 50 号 

 

議案第 51 号 

 

議案第 52 号 

臨時代理した事項の承認を求めることについて 

教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見の申出について 

(1) みよし市奨学金の支給に関する条例の一部を改正する条例 

(2) みよし市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の

任用、給与等に関する条例の一部を改正する条例 

(3) 平成 28年度みよし市一般会計 12月補正予算（教育費） 

みよし市立学校体育施設スポーツ開放規則の一部を改正する規則について 

みよし市教育委員会公共施設予約案内システムに関する規則の一部

を改正する規則について 

みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について  

(1) ゆめぱレットわくわく映画会「パーソナル・ソング」～奇跡の笑顔～                         

教育委員会点検評価報告書について 



  

第 1 2

回定例 

12/15 議案第 53 号 みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について 

(1) 子どもの夢を育む街づくり推進事業「みんなのハッピーカーコンクール」 

 (2) 国際交流＆イングリッシュキャンプ 

第１回

定 例 

1 / 1 9 議案第 1 号 

 

議案第 2 号 

臨時代理した事項の承認を求めることについて 

（平成 29年度全国学力・学習状況調査への参加） 

みよし市奨学金の支給に関する規則の一部を改正する規則について 

第２回

定 例 

2 / 1 6 議案第 3 号 

議案第 4 号 

議案第 5 号 

議案第 6 号 

 

 

 

 

 

 

議案第 7 号 

 

議案第 8 号 

平成 29年度教育行政方針について 

みよし市社会体育施設管理規則の一部を改正する規則について 

みよし市図書館学習交流プラザ管理規則の一部を改正する規則について 

教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見の申出について 

(1) みよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支

給に関する条例の一部を改正する条例 

(2) みよし市複合施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条

例を廃止する条例                    

(3) 平成 28年度みよし市一般会計３月補正予算（教育費） 

(4) 平成 29年度みよし市一般会計予算（教育費） 

みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について 

 (1) 白川ＧＯ！ＧＯ！キャンプ 

平成 28年度みよし市少年スポーツ交流団（サッカー）について 

第３回

定 例 

3 / 1 7 議案第 9 号 

議案第 10 号 

議案第 11 号 

議案第 12 号 

議案第 13 号 

みよし市教育委員会公所設置規程の一部を改正する規程について 

みよし市心の電話相談員の委嘱について 

平成 29年度みよし市教職員研修基本方針について 

平成 29年度みよし市地区スポーツ委員の委嘱について 

みよし市子ども読書活動推進計画(第三次)について 

第 1回

臨 時 

3 / 3 1 議案第 14 号 

議案第 15 号 

議案第 16 号 

議案第 17 号 

議案第 18 号 

議案第 19 号 

議案第 20 号 

平成 29 年度みよし市教育委員会事務局職員の人事について 

平成 29 年度みよし市立小中学校教職員人事について 

学校施設利用許可の承認について 

平成 29 年度みよし市立小中学校の学校医等の委嘱について 

平成 29 年度みよし市スポーツ推進審議会委員の解嘱及び委嘱について  

平成 29 年度みよし市スポーツ推進委員の委嘱について 

平成 29 年度みよし市学校体育施設スポーツ開放運営委員の委嘱について  

    



  

２ 教育委員県外視察研修 
 

例年、先進的な実践を重ねている県外の教育委員会を訪問し、特色ある教育環境づくりや運営状況

について研修を行います。今年度は、１６回目を迎える小学生士別市派遣に同行し、交流の様子の視察

と、士別市教育委員会教育委員の方々との意見交換を行ってまいりました。 

  

視察先 北海道士別市教育委員会 

日 程 平成 28年 7月 25日（月）～27日（水） 

参加者 久野委員長・古田委員長職務代理者・今瀬教育長・深谷教育行政課長 

テーマ みよし市と士別市との小学生派遣団による交流の視察・意見交換 

 

１ はじめに 

平成 13年より始まった、みよし市より士別市への小学生派遣は今年度で 16回

目となります。実際に子どもたちの交流の様子を視察し、士別市教育委員会委員

の方々との意見交換をすることを目的として、今回初めて教育委員がみよし市小

学生士別市派遣団に同行をしました。 

 

２ 視察研修の日程 

平成 28年 7月 21日(木) みよし市小学生士別市派遣団結団式 

平成 28年 7月 25日(月) 出発式 

            サイパル（旭川市科学館） 

            トヨタ試験場 

            到着式（歓迎の式） 

            教育委員意見交換会 

平成 28年 7月 26日(火) 副市長表敬訪問 

            上士別市小・中学校 

            岩尾内ダム 

            朝日三望台シャンツェ サマージャンプ台 

            士別南小学校 士別市小学生との交流 

平成 28年 7月 27日(水) 天塩川の学習・水生生物採取 

平成 28年 8月 3日(水) みよし市小学生士別市派遣団解団式 

 

３ 所感 

引率の先生方の的確な指示のもと、子どもたちのメリハリのある行動を頼もし

く思いました。旭川空港に到着した時から絶えず士別市教育委員会の方々の手厚

い支援があり、士別市教育委員会の皆様に派遣団の交流を支えていただいている

ことが大変よくわかりました。今回、様々な体験を通して子どもたちの驚いた顔

や嬉しそうな笑顔がたくさん見られましたが、特に士別南小学校において派遣団

の児童が士別市の小学生と「いいじゃん踊り」を介して交流した場面では、緊張

が感じられた会の始まりの時間から徐々に子どもたち同士の距離が縮まり、最後 

 



  

 

は会場全体がひとつになる、という瞬間に立ち会うことができました。団員の児

童の成長が大変強く感じられた交流でした。これからも、こうした交流が継続さ

れることを願います。 

士別市にはスポーツ施設のほか、多くの合宿用宿泊施設がありました。みよし

市はカヌーを楽しむことができる数少ない自治体のひとつですが、「カヌーのま

ち みよし」をアピールできるような設備が少ないように感じます。市内の児

童・生徒だけでなく、みよし市を訪れる方々が、宿泊を伴ったカヌーや Eボート

の体験ができる施設があると良いと思いました。 

解団式では各自の研究テーマに沿って発表が行われ、驚きや発見などを堂々と

話す姿にも児童の成長を感じました。  

 

４ その他  

北海道士別市教育委員会の皆様にはお忙しい中、視察研修をさせていただきあ

りがとうございました。また士別市教育委員会の皆様のご尽力で、子どもたちが

大自然のなか素晴らしい経験ができることに深く感謝申し上げます。 

みよし市教育委員会事務局の皆様には、手配やご準備をしていただきありがと

うございました。事前の資料等を参考にさせていただきました。感謝致します。 

 

 

 

３ 教育委員学校訪問 

 
市内全小中学校（８小学校・４中学校）を訪問し、各校の特色ある学校づくりや運営

状況について把握することに努めました。 

 

 (1)訪問の視点 

ア 創意工夫を生かした特色ある学校づくりがどのように行われているか。 

イ 学校運営の工夫や課題は何か。 

ウ 授業など、諸活動における子どもの学校生活の実態はどのようか。 

 (2)訪問日程 

訪問日 学校名 

10月13日  黒笹小学校     三好丘中学校    三好丘小学校         

10月14日  北中学校    緑丘小学校      三好中学校 

10月21日  南部小学校     三吉小学校   北部小学校    

10月25日  天王小学校     南中学校      中部小学校      

 

 



  

４ 各種行事への参加 

 
市内で開催される、様々な行事に積極的に参加し、学校教育・家庭教育・社会教育の

現状把握に努めました。 

 

＜教育委員の参加した主な行事（主なもの・会議への出席等は除く）＞ 

４月 教育委員会事務局職員 小中学校教職員 辞令伝達並びに交付式 

小中学校入学式・始業式 

文化協会総会 

戦没者追悼式 

みよし市教育研究会総会 

地域総合スポーツクラブ総会 

市長杯争奪中学校総合体育大会 

５月 小学校運動会 

中学校体育大会 

６月 豊田加茂学校保健会総会 

小学校球技大会 

少年の主張みよし市大会 

７月 

 

図書館学習交流プラザ開館記念式典 

市中学校対抗カヌー大会 

小中学生思い出コンサート 

校長と教育委員の意見交換会 

豊田・みよし地区中学校総合体育大会 

小学生士別市派遣団結団式・解団式 

小学校水泳大会 

県外研修（岡山県備前市教育委員会） 

８月 友好都市中学校派遣団結団式・解団式 

みよし市教育研究大会 

Ｅボート交流会 



  

９月 みよし公募美術展 

市民カヌーポロ大会 

郷土芸能伝承活動発表会 

小学校陸上競技大会 

10月 豊田みよし地区中学校体育大会新人戦 

教育長辞令交付式 

総合教育会議 

コロンバス大使ウェルカムパーティー 

教育委員学校訪問 

南中学校研究発表会 

11月 文化の日記念式典、芸能発表会 

みよし市体育協会総合体育大会 

みよし音楽祭 市民合唱交流会 

小中学生夢の作品展 

12月 みよし特別支援学校文化祭「はあとまつり」 

愛知県市町村対抗駅伝競走大会 

皆様と語る会 

１月 新年教育研究大会 

みよし市成人式 

新春みよし市マラソン駅伝大会 

２月 三好高校スポーツ科学科卒業研究発表会 

川淵三郎杯学校対抗サッカー大会 

名古屋グランパス キックオフ２０１７ 

３月 小中学校卒業式 

みよし少年少女合唱団定期演奏会 

 

  

 

 



 

  

第４章 学識経験者による意見 
 

 

外部評価につきましては、次の方々から意見をいただきました。 

みよし市教育振興基本計画の平成 28年度施策実施状況をめぐる成果と課題 

―学校教育を中心に― 

          名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 准教授 石井 拓児 

みよし市教育振興基本計画の平成 28年度施策実施状況をめぐる成果と課題 

―社会教育・生涯学習を中心に― 

愛知教育大学大学院 教育実践研究科 准教授 中山 弘之 

 

 

 

 

みよし市教育振興基本計画の平成28年度施策実施状況をめぐる成果と課題 

―学校教育を中心に― 

名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 准教授 石井 拓児 
 

１．「20の作戦」（重点施策）の実施状況について 

 まず、子育て支援施策について、今日の子どもを取りまく家庭や地域の環境変化や、社

会や保護者のニーズにあわせて、きわめて重要な施策を重点課題として配置していること

を高く評価したい。「（仮称）子ども総合支援センター」の準備が整えられ、平成29年度に

いよいよ開所の運びとなった（作戦①）。さまざまな課題を抱えている家庭や子どもにとっ

て、センターが何でも相談できる場所となり、また同センターでの支援のみならず、さま

ざまな支援へとつなぐプラットホームとなりうるものと期待する。今後、センターの運用

状況の分析や利用者のニーズ把握を通じ、毎年の着実な改善を積み上げていただきたい。 

 放課後児童クラブによる子育て支援の充実（作戦②）、家庭の教育力向上のための啓発活

動の推進（作戦③）、困難さを抱える家庭に対する個別支援の充実（作戦④）は、いずれも

順調にすすめられている。なかでも、放課後児童クラブは、市民のニーズに応え、開所時

間の延長や対象児童の拡大のほか、北部児童クラブを新たに新設しているなど、目を見張

るものがある。今後は、放課後児童クラブ内での保育内容等についても、利用者のニーズ

把握をすすめてはどうだろうか。 

学識経験者による意見 １ 



 

  

 次に、学校教育への支援施策であるが、まずは小中学校少人数学級体制の拡大施策（作

戦⑪）について、高く評価したい。平成28年度では、中学校2年生での35人学級を実現させ

たことにより、三好丘中学校が１クラスの増となった。一人一人に目が行き届くきめ細や

かな指導が可能となると同時に、担任教員の負担感は相当程度に解消することができるよ

うになると考えられる。平成29年度での中学校3年生での35人学級の実現を着実にすすめ、

さらには小学校4年生、5年生、6年生での35人学級の実現について施策の検討を開始しても

らいたい。こうした教育条件の整備が、主体的・協働的な学びを生み出すための、教職員

の資質向上への取り組み（作戦⑤）を、より効果的なものとすることにつながるように思

われる。 

安心で安全な学校施設の整備（作戦⑫）は、子どもと保護者にとっては大きな関心事で

ある。平成28年度では、北中学校で大規模改修が実施され、その際、トイレのドライ化、

洋式化もすすめられた。乾式トイレ・洋式トイレは、衛生的にも優れていることから、市

内の小中学校におけるその割合を引き上げる努力が必要である。ＩＣＴ教育の環境整備（作

戦⑥）も、堅実な進捗状況を見せていると判断した。 

道徳教育の推進（作戦⑧）、外国語教育活動の充実（作戦⑦）は、ともに概ね良好である

と判断した。これに対し、体力向上の推進施策（作戦⑨）は、やや課題が残される結果と

なっている。体力テストの結果はそれとして、子どもが、生涯にわたって運動に親しむこ

とができ、健康に人生を過ごすことができるよう、取り組みをすすめる必要がある。その

ためには、体育指導員や部活動指導員といったかたちで、学校ボランティア（作戦⑳）を

活用することや、市内のスポーツ施設や運動公園を整備すること（作戦⑯）など、総合的

な検討が必要であろう。 

 12校の連携強化による教職員の資質向上（作戦⑬）は、現在のところ、三好丘中学校区

において、小学校・中学校の3校の連携体制が整えられつつある。校務支援システムを用い

た研究授業の交流は、教職員の負担に配慮した有効な支援の仕組みとなっていると判断し

た。学校間連携に対する教職員の負担感を考えれば、このシステムの活用方法や範囲を少

しずつ拡大させながら、それぞれの学区ごとに特質のある取り組みをすすめてもらいたい。 

 

２．体系別全施策の実施状況について 

「20の作戦」（重点施策）を中心に堅実な施策実施状況にあるとともに、施策全体にわた

っても、着実な進捗状況にある。 

先にも述べたように、「６ 安心・安全・快適で信頼される学習環境を作る」施策は、す

べての子ども・保護者にとって、非常に重要であり、中心的な施策といいうるものと思わ

れる。今日的な諸課題が項目として整理され、また実施点検可能な目標設定がなされてい

ることに注目するとともに、評価する。特に、「（２）安全・快適な学習環境の整備」では、

「需用費等教育予算の配当方法の検討（130）」や「各校での予算編成委員会の開催（131）」

が追加施策として新たに項目がたてられている。学校予算について「学校の希望」を集約

したことで、どのような改善の効果が見られたのか、あるいは、予算編成委員会をすべて



 

  

の学校で開催したことにより、具体的に学校徴収金等の保護者負担をどれくらい縮減でき

たのか等について、今後の検証課題とする必要がある。 

なお、「（３）信頼される学校づくりの推進」のうち、「ウ 業務の効率化と精選」につい

ては、今日の教職員多忙化問題との関係で、新規に施策がたてられる必要があるだろう。

この点については、次節で取り上げることとしたい。 

 

３．最新の教育動向を踏まえた課題について 

上記、いずれの施策においても、概ね堅調な実施状況となっていることを高く評価する

ものである。その一方、こられの施策の実施が、学校教職員の多忙化を引き起こすことに

つながることはないか、あらためて検討をお願いしたい。 

 近年、大きな課題として浮上してきている問題に、学校教職員の多忙化問題がある。 

OECDの国際比較データ、『国際教員指導環境調査（TALIS、2013）』によれば、教員の仕事時

間は、OECD平均で週に38.3時間であるのに対し、日本は53.9時間にも及び、最新の文部科

学省調査でも、中学校では、6割もの教職員が「過労死ライン」である月80時間を超えて残

業しているとの結果が示されている。 

 教職員の多忙化は、教職員の健康を損なうというだけではなく、授業準備が十分にでき

ないことによる質の低下をもたらすなど、子どもたちにとっても好ましい状態とはいえな

い。この問題の改善に向けた施策の取り組み状況を検討するために、今後、新たに「重点

課題」として取り上げる必要がある。あるいは、教職員の資質向上施策（作戦⑤）の一環

として位置づけ、みよし市が実施する教員研修等を通じて学校内の職務体制のあり方を検

討するワークショップを置くこともできるかもしれない。先に述べたように、学校ボラン

ティアの配置（作戦⑳）や、部活動指導員の配置（作戦⑨）、ICTを活用した教材の共有化

（作戦⑥）、多様なニーズのある児童生徒に応じた指導等を支援するスタッフ配置（作戦⑩）

といった各施策とも重なる課題でもある。いずれにせよ、包括的で総合的な課題であるた

め、教育委員会で、可及的速やかに、方針検討をすすめられたい。なお、平成29年8月29日

に、中央教育審議会初等中等教育分科会の「学校における働き方改革特別部会」が、『学校

における働き方改革に係る緊急提言』を発している。教育委員会、学校ごとに検討すべき

具体的な課題が示されており、たいへん参考になると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

みよし市教育振興基本計画の平成 28年度施策実施状況をめぐる成果と課題 

―社会教育・生涯学習を中心に― 

愛知教育大学大学院 教育実践研究科 准教授 中山 弘之 

 

はじめに 

 平成 28年 3月に教育振興基本計画「みよし教育プラン」が策定されてから、およそ 1年半が

経過しようとしている。その重点課題の進捗状況がどうであったか、施策全体の状況がどうであ

るか、社会状況を踏まえてあらたな課題はないかなどを、途中段階で確認・修正していくことは、

市民の要求や発達課題、生活課題に応じた柔軟な条件整備を確立する上で重要である。 

 そこでここでは、社会教育・生涯学習との関わりで、重点施策「20の作戦」をめぐる成果と課題、

全施策の進捗状況をめぐって、また、社会状況を踏まえた課題について論じていきたい。 

 

１．「20の作戦」（重点施策）の実施状況について 

 重点施策のうち、社会教育・生涯学習に関わるものとしては、(仮称)子ども総合支援センター

での交流・相談活動の推進（作戦①）、放課後児童クラブによる子育て支援の拡充（作戦②）、

家庭の教育力向上のための啓発活動の推進（作戦③）、困難さを抱える家庭に対する個別支

援の充実（作戦④）、サンライブの生涯学習拠点化の推進（作戦⑭）、地域や自主的サークル

による生涯学習の推進（作戦⑮）、総合型地域スポーツクラブの育成（作戦⑯）、民俗資料館展

示資料の充実（作戦⑰）、サンライブでの充実した図書館サービスの推進（作戦⑱）、学校ボラ

ンティアをきっかけとした地域教育力の結集（作戦⑳）などが挙げられる。 

 施策の実施状況を見ると、すべての施策が平成28年度の達成度が100％となっており、計画

通りに施策が実施に移されていることが分かる。近年、地方自治体においては財政的な厳しさ

や業務の多忙化などにより、地域課題が認識されつつも解決に向けての施策が実行できない

という状況が一般的になりつつあることを踏まえれば、すべての施策の達成度が 100％になっ

ていることは注目に値する。この点で、社会教育・生涯学習行政関係職員の努力は評価される

べきものである。 

 一方で、市民の要求や発達課題、生活課題に応じた柔軟な条件整備という観点から見れば、

課題もみられる。 

 例えば、サンライブの生涯学習拠点化の推進（作戦⑭）において、生涯学習講座が計 125講

座（予定を含む）開講されたことが報告されており、これは大いに望ましいことである。しかしな

がら、社会教育・生涯学習において大事なことは、講座の内容が市民の発達課題・生活課題を

踏まえて行われているかどうか、講座の企画にあたって市民の意見を聴取する機会があり、意

見を踏まえて企画されているかどうかなどである。つまり、講座の内容が市民の課題を踏まえ

て行われているかどうかも大変重要と言えるのである。 

学識経験者による意見 ２ 



 

  

 つまり、「20の作戦」における社会教育・生涯学習の条件整備をめぐっては、条件整備の中身

をより具体的にしていくことが求められていると言える。例えば、市民の要求や課題をつかむた

めの組織体制（例えば講座準備委員会、講座実行委員会など）をどのように整備するのか、市

民のより活発な活動を促すための事業をどう意図的に位置づけるかなどである。 

 

２．体系別全施策の実施状況について 

 「みよし教育プラン」の体系別全施策で言えば、「Ⅱ 生涯にわたって学び続ける市民を応援

する」、「Ⅲ 『ふるさとみよし』を創る市民を育てる」における各施策のほか、「Ⅰ 次代を担う子

どもをみんなで大切に育てる」の「1 子育て世帯を支援する」における各施策が社会教育・生

涯学習と関連していると言える。 

 この中でも注目されるのは、「みよしの伝統文化の保存と継承」が重視されていることである。

歴史民俗資料館の展示資料の充実、石川家住宅の活用、棒の手に代表される郷土芸能への

支援、こうした地域文化の学校教育への活用など、多彩な施策が位置づけられるとともに、次

代を担う子どもたちに地域文化を受け継ぐことが意識されている。 

 地域に根ざした文化を保存し、市民や次代を担う子どもに伝える活動は、地域の人びとがど

のような苦難をくぐり抜けて、どのような願いのもとに、協働して地域づくりに取り組んできたの

かを明らかにすることでもある。こうした活動は、大きく開発され発展を遂げた今日のみよしに

隠された歴史を市民に気づかせるとともに、今後のみよし市が進むべき道を自ずと指し示すこ

とにもなる。 

 市民の意向を踏まえながら、こうした施策がより発展的に展開されることが望まれる。 

 

３．最新の教育動向を踏まえた課題について 

 最近の社会教育・生涯学習の動向として注目されるのは、地域と学校の連携強化である。 

 新学習指導要領においては、「社会に開かれた教育課程」が提起され、その一環として、地

域や社会教育と連携しながら学校の教育活動をその目指すところを社会と共有・連携しながら

行うという方針が示された。 

 一方、平成27年 12月の中央教育審議会答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向け

た学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策」において地域学校協働本部構想が提

起され、同時に出された答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」にお

いてチーム学校構想が提起された。こうした動きを受けて、地域学校協働活動推進員（社会教

育法第9条の 7ほか）や部活動指導員（学校教育法施行規則第 78条の 2）の設置に向けた法

令の改正が行われた。 

 こうした地域と学校の連携強化に関しては、みよし市においても、学校ボランティアをきっか

けとした地域教育力の結集（作戦⑳）が施策として位置づけられている。平成 28年度において

は、みよし未来塾が開始され好評を博し、今年度も継続実施されている。また、平成 29年度に

おいては市民の学校ボランティア制度の周知を強化する計画となっている。そして、平成32年

には中学校区に 1名地域コーディネーターを配置する目標となっている。 



 

  

 社会教育は、歴史的にみて、学校教育の状況に大きな影響を受けながら組織され、学校教

育を補足する役割を担ってきた側面がある。こうした事実を踏まえると、社会教育・生涯学習が

学校教育と関わりを持つことは望ましいことと言える。 

 ここで注意しておきたいことは、社会教育が学校教育と関わりを持つといったとき、最終的に

は学校教育そのものの改善が展望されていたことである。学校と地域、学校と社会教育の連携

という施策に即していえば、両者が調和的に活動を実施するにとどまらず、活動の実施を通し

て学校教育そのものが子どもの発達保障に向けてますます進化していく筋道が見通されなけ

ればならないということである。 

 こうした視点に学ぶならば、みよし未来塾にしても、学校ボランティアにしても、地域コーディ

ネーターにしても、それぞれの活動の充実と同時に、活動を通して子どもの姿や地域のニー

ズを把握した市民がよりよい学校づくりに向けて意見を表明する場が整えられることが望ましい

と言える。こうした地域と学校の連携活動に取り組む市民と学校側との意見交流の場の整備が

施策に位置づくのであれば、本市の社会教育・生涯学習は学校教育とともにますます発展して

いくものと考えられる。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度（平成28年度実績） 教育委員会点検評価報告書 

お問い合わせ先 

みよし市教育委員会 学校教育課 

〒４７０－０２９５ みよし市三好町小坂５０番地 

電 話 （０５６１）３２－８０２６ 

F A X （０５６１）３４－４３７９ 

E-mail    gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp  

ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/ 
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