平成29年度 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
30.6.1
※A評価=4段階の4（できる・ややできる・あまりできない・できない）
Ⅰ 子どもの生きる力を育む
1 豊かな心と健やかな体の育成

「職」：教職員評価、「児生」：児童生徒評価

事業の執行状況
⑴ ○人権教育、同和教育、道徳教育の
推進
・人権教育、同和教育公開授業実施
・考え議論する道徳授業研修実施

評価（今年度の実施・達成率）
・道徳授業年間35時間
実施率小中100％
・外部講師招聘協議会実施
・外部講師招聘模擬授業実施

⑵ ○感動体験の創出
・九の郷ウォークを継続実施(中）
・鷹巣峠越えを新たに実施（小）

・九の郷ウォーク完歩率99％
・九の郷ウォークねらい
・鷹巣峠越えねらい達成率80％ 達成A評価80％（生）
・峠越えねらい達成A評
価80％（生）
・週1回20分以上運動実施率
・1回以上運動実施率
・1年生の評価が低いので早い時
90％（中）
100％（中）
期から指導する。（中）
・「かみかみ運動」実施率
・「かみかみ運動」A評価
小88％、中59％
80％（児生）
・朝食喫食率 小85％、中87％ ・朝食喫食率100％
・小6二重跳び20回33％
・小6二重跳び10回
100％
・肥満解消50％

⑶ ○健康・体力維持向上、食育推進
・週1回20分以上の運動実施(中）
・保小中連携プログラム「30回かみ
かみ運動」を実施（小中）
・縄跳び運動の実施（小）

指標（H32）
今後の対応
・考え議論する道徳授業 ・次年度開催の社会人権同和教
A評価80％（職）
育研修会（中）に向けて、研修・準
備を進める。

2 確かな学力の育成
事業の執行状況
⑴ ○基礎基本の確実な定着
・ウィークリーマスターの実施（中）
・Webテストの活用（小中）
・夏休み中に補充学習実施（小中）
・3年生入試対策講座の実施（中）
・英検対策講座の実施

評価（今年度の実施・達成率）
・ＮＲＴ偏差値 小50、中52
・英検合格率80％
（3級12・4級17・5級17人）

指標（H32）
今後の対応
・ＮＲＴ偏差値小50、中55 ・小中連携した学力向上への取組
・中3英検3級合格50％
・中3数研3級合格40％

⑵ ○ICT活用教育の推進
・インターネット等活用指導
・ローマ字学習の徹底

・インターネットでの情報収集力
70％
・写真や動画の活用処理能力
70％
・ワープロソフトや表計算ソフト
の活用能力70％
・小6ローマ字習得80％

・インターネットでの情報
収集力80％
・写真や動画の活用処
理能力80％
・ワープロソフトや表計算
ソフトの活用能力80％
・小6ローマ字習得100％

・目標時間（1～9学年×10分）
達成 小80％、中40％

・目標時間達成
小80％、中60％

評価（今年度の実施・達成率）

指標（H32）

⑶ ○家庭学習の習慣化
・メディアコントロール週間の実施
・家庭学習強調週間の実施

3 世界に誇る生活習慣の確立
事業の執行状況
⑴ ○５つの生活習慣の確立
・合言葉の普及
・年３回のあいさつ運動の実施

今後の対応
・H30小低学年書道科導入
・合言葉の揮毫・掲示
・レベル3以上のあいさつ 姿勢、あいさつ、靴の脱ぎ方等
・あいさつ実施率児童生徒自己 実施率80％（児生）
の指導の徹底（小）
評価 小87％、中99％
・「レベル5のあいさつ」の活用

4 一人一人のニーズに応える特別支援教育の推進
事業の執行状況
⑴ ○UDLの視点至った授業改善・個別
対応の充実
・特別支援教育研修会の開催
・個別の指導計画・支援計画の作成
・療育相談等ケース会議の開催
・村適応指導教室との連携促進

評価（今年度の実施・達成率）

・特別支援学級児童生徒
個別の指導計画作成100％
個別の支援計画作成100％

指標（H32）
・特別支援学級在籍児
童生徒の個別の指導計
画・個別の援計画作成
100％
・療育相談実施（小中2
回）100％

今後の対応
・特別な支援を要する生徒への対
応について研修を深める。

5 「夢ワクワク」キャリア教育の推進
事業の執行状況
⑴ ○キャリア教育事業の推進
・夢ナビカルテの活用
・職場体験学習
・「夢ナビゲーションサミット」参加

評価（今年度の実施・達成率）

指標（H32）

今後の対応

・夢ナビカルテ児童・保護者記
述100％
・将来の展望をもつ生徒83％
・ふるさと関川を愛し誇り発展さ
せようとする意識96％（中）

・夢ナビカルテ児童・保
護者記述100％
・将来の展望をもつ生徒
90％（生）
・ふるさと関川を愛し誇り
発展させようとする意識
90％（生）

・職場体験学習をより一層充実さ
せる。（中）
・「冒険王」の学校プログラム化
・地域で活躍している人・職場の
活用

Ⅱ 学校・地域の教育力を高める
1 教職員の指導力の向上
事業の執行状況
⑴ ○経営力、指導力の向上
・ICT指導レベル設定
・ICT活用授業研修会の実施
・「授業革新５か条」推進（小中）
・年間1人1回の授業研究の実施
・板書研修の実施
・AED講習会の実施
⑵ ○温もりのある指導の徹底
・教育相談研修会への参加

評価（今年度の実施・達成率）

指標（H32）

・ICT指導レベル5
・ICT指導レベル5
小73％、中80％
小80％、中90％（職）
・「授業革新5か条」達成率80％ ・「授業革新5ヶ条」
・板書A評価小88％、中78％
Ａ評価90％（職）
・板書A評価
小90％、中80％（職）

今後の対応
・授業におけるICT活用技術向上
（中）
・プレゼンテーション作成技能の
向上（中）

・教育相談研修会参加率11％

・教育相談研修会参加
率30％

・小中一貫生徒指導大綱の作成

評価（今年度の実施・達成率）

指標（H32）

今後の対応

2 保小中・地域連携の推進
事業の執行状況
⑴ ○保小中の連携促進
・保小中連携プログラムの具現化
・保小保育・授業参観
・小中授業交流
・園長・校長連絡会の実施
⑵ ○地域と学校の連携促進
・地域行事等への参加
・学校運営協議会の設置
・地域学校協働本部の設置

・各分野で数値目標を設定し、継
続実施

・小5・年長児交流（3月）
・英語出前講座（中→小2月）

・大したもん蛇まつり・農林業ま ・大したもん蛇まつり・農
つりへの参加（中）
林業まつりねらい達成率
・学校運営協議会年4回の開催 Ａ評価80％（生）
・教育フォーラムの開催
・関川村地域こども応援隊設置
・地域学校協働本部会議の開催
要綱の制定（各コミュニティから
1名推薦）

3 教育環境の充実
事業の執行状況
⑴ ○人的環境の充実
・教育指導員の配置
・教員助手の適性配置
⑵ ○働き方改革の推進
・タイムカードの導入
・各学校業務改善検討委員会設置
⑶ ○施設・設備の充実
・中学校柔剣道場改修

評価（今年度の実施・達成率）

指標（H32）

・教育指導員1名の配置
・教員助手小8人、中5人配置
・時間外勤務月60時間超
小5％、中36％

今後の対応
・地域おこし協力隊員募集継続
・部活動指導員の配置（中）
・社会教育指導員の配置

・時間外勤務月60時間
超0％
・小中学校全教室にエアコン設置
・小中学校太陽光発電施設設置

・12月末に完了

Ⅲ 安心して学べる環境を整える
1 経済的支援の充実
事業の執行状況
⑴ ○保護者負担軽減
・給食費補助
（月2,000円上限補助）
・小中学生通学バス定期券支給事
業
・奨学金制度の運用（募集5人）

評価（今年度の実施・達成率）

指標（H32）

今後の対応
・継続

・小236人、中129人
（8,245,894円）
・小162人、中81人
（11,057,360円）
・H29 7人認定

2 教育相談の充実
事業の執行状況
評価（今年度の実施・達成率） 指標（H32）
⑴ ○一人一人のニーズに応じた指導の
充実
・いじめアンケートの実施
・いじめアンケート月1回実施
・いじめ解消率100％
・療育相談ケース会議の実施
・適応指導教室の開室
・週2日（火木）、午前2時間開室
・相談延べ人数17人
通室生徒 1人

今後の対応

・相談員連絡会の実施

3 支援のネットワーク化
事業の執行状況
⑴ ○子ども・若者支援の充実
・子ども・若者支援協議会設置
・実務者会議の定例化
・ケース会議の開催
・引きこもり実態調査の実施

評価（今年度の実施・達成率）
・協議会年間1回開催
・原則隔月開催
・ケース会議（2回開催）
・民生協との連携で実施

指標（H32）

今後の対応
・普及・啓発、支援関係者のスキ
ルアップ
・ケース会議の開催

Ⅳ 地域に豊かな学びを創る
1 生涯学習・スポーツの推進
事業の執行状況
⑴ ○「ふるさと学習」の推進
・「冒険王」公民館主催事業の実施
・小学生「歴史・話し方等」学習会の
実施
・小学生観光ボランティアの実施
⑵ ○生涯学習・スポーツ事業の充実
・「チャレンジデー」の実施
・歩く健康教室の開催
・トレーニング室使用講習会実施
・ど～むの利用時間拡大

評価（今年度の実施・達成率）

・ギフ蝶採集16人
冒険王登録者数100人
・ヒメサユリ探訪会13人
・高坪山スノウシュウ体験13人
・農林業祭りでの観光案内実施
・参加率50.1％
・12回実施、参加延べ人数382
人
・講習会参加者222人
（合計731人）
・1日平均利用者18人

⑶ ○社会教育・スポーツ団体の育成と施
設の充実
・バドミントン教室の開催
・バドミントン 288人（延べ）
・クライミング教室の開催
・クライミング 240人（延べ）
⑷ ○保育・家庭教育の推進
・ペアレントトレーニング（年間10回シ ・参加者 6人（延べ58人）
リーズ）の開催
⑸ ○青少年の健全育成
・関川子どもチャレンジ100の実施
・スポーツ少年団支援
・緑の少年団指導

指標（H32）

今後の対応
・冒険王プログラムの幾つかを公
民館主催行事で実施

・参加率60％、対戦相手
に勝利
・1日平均利用者40人

・体育協会への加入促
進

・周知に努め、参加者を増やす

・参加者10人（延べ100
人）

・周知に努め、人数を増やす
・朝夕の見守り隊組織化

・参加児童生徒18人
（小15、中3）
・スポーツ少年団加入率
44.9％（129人）
・緑の少年団20人

・スポ少加入率 60％
・緑少加入者 50人

2 文化財の保護と活用、文化施設の活性
事業の執行状況
評価（今年度の実施・達成率）
⑴ ○文化財の保護と活用
・指定文化財所有者の負担軽減措置
・遺跡調査
・遺跡調査進捗72％
⑵ ○文化施設の活性
・せきかわ歴史とみちの館運営

・入館者数4,714人

指標（H32）

今後の対応

・遺跡調査H30終了
・入館者数 8,000人

・村民ギャラリーの開催
・友の会運営委員会の開催

指標（H32）

今後の対応

・ゼミ生20人

・募集内容の再検討

3 人材（リーダー）育成
事業の執行状況
評価（今年度の実施・達成率）
⑴ ○若手リーダーの育成
・せきかわゼミナール新規募集育成 ・未実施
・各種研修会への参加

