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１１１１    教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの事務事務事務事務のののの点検点検点検点検・・・・評価制度評価制度評価制度評価制度    

 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、平成２０年度から、全て

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

価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければ

ならないこととされました。また、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ことも規定されています。 

 本町教育委員会では、この法律に基づき、教育委員会の事務の点検・評価を行い、教育

行政サービスの質の向上と効率化を進めてまいります。 

 

 

(参考) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (平成１９年６月２７日一部改正) 
 （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） 第二十七条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一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（同条第三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つては、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。
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２２２２    教育委員会会議及教育委員会会議及教育委員会会議及教育委員会会議及びびびび教育委員教育委員教育委員教育委員のののの活動活動活動活動    

 

 

（（（（１１１１））））平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会会会会会議開催実績議開催実績議開催実績議開催実績    

 日  時 議案・報告等 題  目 H20.4.15 報告第１号 体育指導委員の委嘱について 第１号議案 平成２１年度使用小学校教科用図書採択の基本方針について 第２号議案 府中町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する訓令について H20.5.27 第３号議案 府中町町史編さん専門委員の委嘱について 報告第２号 府中町立小学校プール開放事業の実施について 報告第３号 平成２０年度府中町一般会計補正予算（第１号）・工事請負契約の締結（府中中学校体育館大規模改造工事）について H20.6.24 第４号議案 平成２１年度使用小学校教科用図書採択について H20.7.22 ― 議案・報告等なし 第５号議案 平成２１年度使用特別支援学級用教科用図書採択について H20.8.26 第６号議案 府中町就学指導委員会顧問及び委員の委嘱について H20.9.22 報告第４号 平成２０年度府中町一般会計補正予算（第３号）について H20.10.28 ― 議案・報告等なし 第７号議案 平成２１年成人式について H20.11.25 第８号議案 府中町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する規則について 報告第５号 平成２０年度府中町一般会計補正予算（第４号）について 第９号議案 平成２１年度教育行政施策基本方針について 第１０号議案 府中町立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則について H20.12.22 第１１号議案 指定学校変更事務取扱要綱の一部を改正する訓令について H21.1.27 ― 議案・報告等なし 
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 日  時 議案・報告等 題  目 第１３号議案 選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規則の一部を改正する規則について 第１４号議案 選挙運動のためにする個人演説会開催のために必要な設備の程度等に関する規程の一部を改正する告示について 第１５号議案 府中町生涯学習センター事務組織規則の一部を改正する規則について 第１６号議案 府中町教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令について H21.2.24 
第１７号議案 府中町教育委員会事務局等決裁規程の一部を改正する訓令について 報告第６号 県費負担教職員（校長・教頭）の任免その他の人事に関して県教育委員会へ内申を行うことについて H21.3.16 報告第７号 県費負担教職員（校長・教頭を除く教職員）の任免その他の人事に関して県教育委員会へ内申を行うことについて 報告第８号 平成２０年度府中町一般会計補正予算（第５号）・平成２１年度府中町一般会計予算について 報告第９号 平成２１年度府中町一般会計補正予算（第１号）について 第１８号議案 合同訓令の一部改正について 第１９号議案 府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則について 第２０号議案 府中町立学校職員衛生管理要綱の一部を改正する訓令について 第２１号議案 府中町立学校プール管理運営規則の一部を改正する規則について 第２２号議案 府中町図書館条例施行規則の一部を改正する規則について 第２３号議案 産業医の委嘱について 第２４号議案 学校医の委嘱について 第２５号議案 文化財保護審査会委員の委嘱について 第２６号議案 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事について 第２７号議案 府中町社会教育委員の委嘱について 

H21.3.24 
第２８号議案 府中町公民館運営審議会委員の委嘱について 
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（（（（２２２２））））平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの教育委員教育委員教育委員教育委員活動実績活動実績活動実績活動実績    

 日  時 場  所 内  容 H20.4.7 府中町立小学校（５校） 府中町立小学校入学式 H20.4.8 府中町立中学校（２校） 府中町立中学校入学式 H20.5.31 H20.6.1 H20.6.7 H20.9.13 H20.9.21 H20.9.27 H20.9.28 
府中東小学校 府中小学校 府中中学校 府中緑ヶ丘中学校 府中北小学校 府中南小学校 府中中央小学校 府中町立小中学校運動会 

H20.7.28 くすのきプラザ（府中町） 府中町教職員研究大会  ＜学校へ行こう週間＞ 府中小学校 10/23教育公開 11/4～7自由参観日 11/21学習発表会 府中南小学校 11/1 パブリックデイ 11/5～7 自由参観日 府中中央小学校 11/2学校参観日 11/5～7自由参観日 11/7学校懇談会 府中東小学校 11/1 音楽会 11/5～7 自由参観日 府中北小学校 11/4～11/21 校内図画作品展 11/4～7 フリー参観日 11/10 芸術鑑賞会 11/19 教育研究会 府中中学校 10/24～25 文化祭 11/8 授業参観・公開授業研究会 11/4～7 自由参観日 
H20.11.1 ～ H20.11.7 

府中緑ヶ丘中学校 11/1 文化祭 11/5～7 いつでも参観日 H20.11.21 八丁堀シャンテ（広島市） 広島県市町教育委員会教育委員研修会 H21.1.8 くすのきプラザ（府中町） 府中町教職員研究大会 H21.3.11 府中町立中学校（２校） 府中町立中学校卒業式 H21.3.24 府中町立小学校（５校） 府中町立小学校卒業式 
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３３３３    評価評価評価評価のののの方法方法方法方法    

 

 

（（（（１１１１））））施策施策施策施策のののの目標目標目標目標    

   「施策の目標」には何のために当該施策を行うのか、どのように行うのかを記入し

ています。 

 

（（（（２２２２））））取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    

   ねらいや目標達成のためにどのような取組みを行ったか、その結果どのような成果

があったかを記入しています。 

 

（（（（３３３３））））自己評価自己評価自己評価自己評価    

  ① 必要性 

    現在の町民ニーズや社会経済情勢に照らして、事業の必要性があるかどうか、状

況の変化に対応しているかどうかを評価します。 

  ② 有効性 

    教育施策や運営方針にどの程度寄与しているかを評価します。 

  ③ 目標達成度 

    目標の達成状況を評価します。併せて、目標の設定水準が適切かどうかも検討し

ます。 

  ④ 総合評価 

    各評価項目を勘案し、４段階総合評価を行います。 

Ａ  ねらいや目標は、十分達成された。 
Ｂ  ねらいや目標は、ほぼ達成された。 
Ｃ  ねらいや目標は、十分達成できなかった。 
Ｄ  ねらいや目標は、まったく達成できなかった。 

 

（（（（４４４４））））課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性    

   今後の課題や問題点などについて、課題や問題点を明確にします。    
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４４４４    主要施策主要施策主要施策主要施策のののの評価評価評価評価    

 

 

    学校教育学校教育学校教育学校教育    

        １１１１    生生生生きるきるきるきる力力力力をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

            （（（（１１１１））））知知知知・・・・徳徳徳徳・・・・体体体体のののの調和調和調和調和あるあるあるある発達発達発達発達    

                    ①①①①    確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力をつけるためにをつけるためにをつけるためにをつけるために    

                    ②②②②    豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育てるためにてるためにてるためにてるために    

                    ③③③③    健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体をををを育育育育てるためにてるためにてるためにてるために    

            （（（（２２２２））））教職員教職員教職員教職員のののの指導力向上指導力向上指導力向上指導力向上    

            （（（（３３３３））））学校学校学校学校、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、地域一体地域一体地域一体地域一体のののの教育推進教育推進教育推進教育推進    

        ２２２２    教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備充実整備充実整備充実整備充実    

            （（（（１１１１））））学校施設学校施設学校施設学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化のののの促進促進促進促進    

    

    社会教育社会教育社会教育社会教育    

        １１１１    社会教育社会教育社会教育社会教育・・・・芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化のののの推進推進推進推進    

            （（（（１１１１））））生涯各期生涯各期生涯各期生涯各期にににに応応応応じたじたじたじた学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供    

            （（（（２２２２））））社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設のののの活用活用活用活用    

            （（（（３３３３））））芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化のののの普及普及普及普及・・・・振興振興振興振興    

            （（（（４４４４））））図書館図書館図書館図書館サービスサービスサービスサービスのののの実施実施実施実施    
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学校教育学校教育学校教育学校教育        １１１１    生生生生きるきるきるきる力力力力をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））知知知知・・・・徳徳徳徳・・・・体体体体のののの調和調和調和調和あるあるあるある発達発達発達発達    

    ①①①①    確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力をつけるためにをつけるためにをつけるためにをつけるために     アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     昨年に引き続き、小･中学校教職員が力を合わせて、各教科等の研究を実施することで、児童生徒の義務教育９年間を見通した教育課程の重要性の認識を深めるとともに、効果的な指導方法等の工夫改善に努めることをねらいとしました。  また授業研究や研究公開、個人研究等により、各教科等の指導をさらに充実させたり、ことばの教育を推進し、「読む・聞く・話す・書く」といった基本的な技能や「ことば」を通して道筋を立てて論理的に考える力を身につけさせることにより、児童生徒の確かな学力を育成することを目指しました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み   平成１９年度は、全国学力・学習状況調査において中学校数学が全国平均と比べて低い結果となりました。中でも活用の問題の力が弱いことから、中学校における授業改善が必要でした。そこで、各校において、各調査結果の分析を日ごろの取組みや授業改善に生かすよう指導するとともに、各校の効果的な取組み事例等を校長会、教頭会、主幹・教務主任研修等で普及し、町内の児童生徒の学力向上に努めました。   府中町教職員研究大会では、小・中学校教職員が協同して各教科等の研究を実施する１２の領域別分会を開催し、校種間の連携を強めました。   また、１１月の「学校へ行こう週間」を中心に、公開授業研究会等を開催し、さらなる授業改善への取組みを充実させ一定の成果に繋げることができました。 （イ）成果   平成２０年度広島県「基礎・基本」定着状況調査の結果は次のとおりです。  国語 算数・数学 外国語 小学校 ＋４．６ポイント ＋４．８ポイント  中学校 ＋５．９ポイント ＋９．９ポイント ＋４．８ポイント （平均正答率 県平均との比較） ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ａ 理  由  広島県「基礎・基本」定着状況調査結果において、小学校・中学校ともに全教科、全領域において県平均を上回っています。  また、授業においては、「ことば」を通して道筋を立てて論理的に考え、表現できる児童生徒を育成する指導が多く見られるようになりました。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     全体的には「ことば」を通して思考力・表現力等を育成するための授業改善が見られるようになりましたが、中学校においてはさらなる改善が必要です。今後は、中学校への重点的な指導を行うとともに、小中連携をさらに推進し、授業改善のための指導助言を行います。また、学力調査の平均正答率のみに目を向けるだけでなく、誤答や無回答についての分析を行い、それらを授業改善に生かす取り組み等を行います。     
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    ②②②②    豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育てるためにてるためにてるためにてるために     アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     今日、社会全体のモラルの低下や家庭や地域の教育力の低下等、児童生徒を取り巻く社会の変化は、多感な成長期にある児童生徒の豊かな心の育成に大きな影響を与えています。そのため、学校が家庭や地域と一体となって、児童生徒一人一人の道徳的自覚を促し自立を育む中で、人間としてよりよく生きていく道徳的実践力を育成することを目指しました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み  ○ 府中町道徳教育推進協議会    町内全校の管理職や道徳教育推進者を対象として、児童生徒の心に響く道徳教育を推進するための協議会を年４回開催しました。    内容としては、町の道徳教育推進施策を説明、授業参観・研究協議及び広島県教育委員会指導主事からの指導助言、平成２０年度道徳教育推進リーダー養成プログラム受講者による研修成果の報告、各校の実践交流などを行い、府中町全体の道徳教育推進を図ることができました。  ○ 府中町道徳教育担当者研修（新学習指導要領への対応）    平成２０年３月に新しい学習指導要領が告示され、教育活動全体で道徳教育を推進することが一層重視されることになりました。また、これまで以上に具体的な諸計画（全体計画・年間指導計画）の作成が求められることとなりました。そこで各校担当者に対し新しい学習指導要領の理解を深めるとともに、諸計画作成について演習を通した研修を行いました。 （イ）成果  ① 新しい学習指導要領で求められる諸計画については、町内全校で全て作成することができました。  ② 各校では道徳教育の充実が図られており、家庭・地域と連携して道徳教育を推進しています。 項      目 肯定的評価 ・自校の道徳教育は充実している ７１％   ・「道徳の時間」の授業を保護者に公開している １００％   ・保護者や地域の人々の参加・協力による道徳授業を行っている ８６％   （道徳教育担当者アンケートより 平成２１年３月実施） ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ｂ 理  由  学習指導要領の改訂にともない、担当者への趣旨理解や諸計画の作成について研修を持った結果、年度末には各校とも新しい視点での諸計画を作成することができました。しかし、内容面でまだ不十分な学校もあり、次年度には見直しや改善を図ることが必要です。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     保護者へは「道徳の時間」の授業を１００％公開しているものの、地域へは５７％の公開にとどまっています。公開の意義を町内全体で共有することで、地域とともに子どもたちの心を育てる道徳教育をさらに推進していきます。  また「道徳教育担当者が校務分掌上機能化しているか」という設問に対する担当者の肯定的な回答をした学校は、５月には１校であったものが、３月には４校に改善したものの、依然として課題となっています。（この課題は広島県全体の課題とも重なります。）  道徳の時間は一定の充実が見られますが、その結果として子どもの道徳的品性の高まりや、行動の変容について検証していくことが必要です。     
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    ③③③③    健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体をををを育育育育てるためにてるためにてるためにてるために    

    アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     体力は，人間の発達・成長を支え、体を動かす原動力であると同時に、健康を維持する上でも極めて重要な教育分野であり、日常的なスポーツ活動の充実を目指しました。  そのため、学校教育では知育、徳育、体育の調和への意識づくりを目指しました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み   小学校では、大休憩時にはグランドに出て縄跳びをする等、運動を楽しく行うとともに、力いっぱい、「体つくり運動（体力を高める運動）」に取組みました。中学校においては、体力を自ら高めることができるように留意し、自己に適した運動を自ら進んで行い、日常生活やスポーツ活動の中で計画的に実践できるよう習慣づけを行いました。   また、体育・保健体育科授業、総合的な学習の時間、特別活動、運動部活動等を中心に意識的に体力向上を図ることに努めました。 （イ）成果   平成２０年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の町内の児童・生徒の結果は次のとおりです。  【小学校】 男子 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m 走 立ち幅とび ボール投げ 女子 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m 走 立ち幅とび ボール投げ  kg 回 cm 点 回 秒 cm m  kg 回 cm 点 回 秒 cm m全国 17.01 19.12 32.68 40.98 49.40 9.39 153.95 25.40 全国 16.45 17.63 36.62 38.76 38.71 9.64 145.74 14.86 広島県 16.94 19.29 32.28 41.43 50.22 9.36 154.40 26.39 広島県 16.40 17.79 36.26 39.20 39.06 9.65 146.38 15.19 府中町 16.48 18.53 32.71 40.81 43.57 9.55 150.20 25.17  府中町 17.56 18.68 37.81 40.36 37.20 10.64 148.39 15.87  【中学校】 男子 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m 走立ち幅とび ボール投げ 持久走1500m 女子 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラン 50m 走 立ち幅とび ボール投げ 持久走1000m  kg 回 cm 点 回 秒 cm m 秒  kg 回 cm 点 回 秒 cm m 秒全国 30.05 26.76 43.02 50.52 83.48 8.06 195.32 21.30 395.71 全国 24.24 22.26 44.53 44.57 56.47 8.89 166.66 13.56 292.62 広島県 29.95 26.54 43.03 50.80 80.51 8.03 195.45 20.81 404.33 広島県 24.08 22.02 44.27 45.02 53.02 8.89 166.19 13.52 301.96 府中町 27.58 24.79 43.81 50.82 78.74 8.14 193.34 19.93 409.94  府中町 23.98 20.41 42.58 46.23 56.84 8.85 163.57 13.51 303.32 （対象：小学校５年生・中学校２年生  広島県：公立小中学校全校参加） ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ｃ 理  由  全国体力・運動能力、運動習慣等調査では、全国平均値（公立学校）と比べ、小学校女子を除き過半数の種目が全国平均値を下回っています。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     都市化した地域の学校がかかえる共通の課題とはいえ、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果小学校女子を除き過半数の種目が全国平均値を下回っています。  体力の向上に関する指導は、「体育」の時間はもとより、特別活動などにおいても運動を適切に継続的に実践することが必要です。運動習慣等の意識調査（質問紙）を分析することにより、児童生徒が、「運動が好きになる」、「運動が得意になる」ことを目指し、活力ある生活を支えることのできる基礎的な体力や運動能力を培うことに配慮するとともに、生涯にわたって運動に親しむ態度を身に付けることができるように一層の努力が求められます。     
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（（（（２２２２））））教職員教職員教職員教職員のののの指導力向上指導力向上指導力向上指導力向上        アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     学校教育の充実のためには、教職員が主体的に研修に努めることを通して、教職員としての力量を高めることが大切です。そのため、研修を効果的に行うための校内研究主任の機能化を図るとともに、日頃の研修成果を発表する機会を設け、指導力の向上を目指しました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み   教員が一人一人の子どもに向き合える時間や新たな教育ニーズに対応する教材の研究会を行いました。また、県内で多発する教職員の不祥事に対処するため、府中町教職員研究大会、町校長会や町教頭会、主任等の研修において、服務規律の確保に向けた研修を行いました。   府中町教職員研修大会では、小・中学校教職員が協同して各教科等の研究を実施するため、平成１９年度１１の領域分会から１２の領域別分会に増やし開催しました。また、教職員が個人又はグループの研究テーマに基づいて自主的に研究したレポートを持ちより、冊子にまとめ、優秀なレポートを発表することを通して、相互に指導力を高め合いました。 （イ）成果 区 分 実施回数 目標回数  校長会 １１回    １１回     教頭会 １１回    １１回     主幹・教務主任研修会 ６回    ６回     初任者研修会 ２回    ２回     司書教諭・図書司書連絡協議会 ２回    ２回     道徳教育担当者研修会 １回    ０回     府中町教職員研究大会 ２回    ３回    
 指 標 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ 目標値  研究レポートへの出品率が  所属職員数の１割以上である学校数 ３校 ４校 ６校 ７校  応募レポート総数 ２４本 ３９本 ４５本 ４０本   ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ａ 理  由  研究レポートの出品率が徐々に上がっており、目標値である４０本を超えました。その内容も、研究方法や論の進め方がわかりやすく教育課題に向き合うものが多く出品されました。他自治体にない特色ある取組みであり、高い評価に値すると考えます。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     研究レポートについては、町全体としては各校とも参加意識が徐々に高まっていますが、内訳をみると出品率が１割に満たない学校や、１割は超えているものの出品数が以前より減少している学校があります。各校で自主的な研究が積み重ねられるよう、機会をとらえて教職員への啓発を図る必要があります。  また新学習指導要領について、その趣旨を教職員に理解していただくための研修等を充実させます。 
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（（（（３３３３））））学校学校学校学校、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、地域一体地域一体地域一体地域一体のののの教育推進教育推進教育推進教育推進        アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     子どもたちが、明るく楽しい学校生活を送るためには、教職員や保護者、地域、青少年育成組織、警察署等の団体機関が日常的に連携し、児童生徒の問題行動の未然防止・早期発見・早期解決に取り組む必要があります。今年度は、関係機関相互のネットワークづくりを目指しました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み   平成１９年度は、町内の小中学校で、対教師暴力９件、生徒間暴力１７件、器物破損１０件、不登校児童生徒数（小学校１８件、中学校３７件）で、増加傾向にありました。特に中学校においては、一部の生徒が暴力行為や授業エスケープ等を繰り返し、その対応に当たっては、学校だけでは解決が困難な状況でした。したがって、学校、家庭、地域、関連機関が連携し問題行動の未然防止及び早期解決に向けて、平成２０年度国立教育政策研究所の生徒指導総合連携推進事業を受けて取り組みました。  ○ 関係機関とのネットワークの構築による実施事業   ・代表者会議の開催（参加者：約４０名）（年に２回開催）    本事業の計画立案、基本方針の確認、情報交換、活動の中間報告を行いました。   ・実務者会議の開催（参加者：約４０名）（両中学校で交互に毎月開催）    本事業の説明、年間活動計画原案の作成、各関連機関の情報交換、親子研修会「犯罪防止教室」の企画、校外生徒指導の企画、講演会の企画、環境美化活動の計画、基本的生活習慣実態調査について、各校の今年度の成果と課題の報告を行いました。   ・授業参観    実務者会議の前に参加者全員で中学校の授業を参観しました。   ・校外生徒指導の活動    毎月、４コースに分かれて夜間の校外生徒指導を行いました。広島東警察署や府中町防犯連合会とともに、関係機関、ＰＴＡ、教職員等、総勢１００名以上が大型ショッピングモールや公民館、公園等４コースに分かれて巡視活動を行いました。   ・児童生徒の生活に関するアンケートを実施しました。   ・家庭教育について考える講演会を開催しました。   ・環境美化活動（クリーン活動）    総勢２０００人を越える参加者が道路や公園等の清掃を行いました。   ・環境美化活動（花いっぱい運動）    各校で花いっぱい運動を行いました。 （イ）成果   関係機関とのネットワークを構築し、各機関が連携して健全育成に取り組むことができました。  ・ 平成１９年度と平成２０年度を比較すると、問題行動については、小学校では６１件から３３件に減少しました。（４６％減）また、中学校では４５１件から２４３件に減少しました。（４６％減）  ・ 校外生徒指導、環境美化活動（クリーン活動・花いっぱい運動）において、多数の地域住民の参加があり、学校の教育活動への関心の高まりが見られました。  ・ 実務者会議の前に授業参観を行うことで生徒の授業規律への意識が高まり、授業が落ち着いた雰囲気になってきました。その結果、学力向上の面でも成果が表れました。 ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ａ 理  由  関係機関と連携して取り組むことができたことは画期的でした。問題行動も、小学校、中学校ともに半減しました。しかし、不登校については、減少していません。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     地域による学校教育支援は、人々の意識を高めていくことが大切ですが、まだ、関係者による活動に止まっています。今後、このネットワークを大きく広げていくことに取り組んでいきます。  



- 12 - 

学校教育学校教育学校教育学校教育        ２２２２    教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備充実整備充実整備充実整備充実    

（（（（１１１１））））学校施設学校施設学校施設学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化のののの促進促進促進促進        アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習・生活の場であり、非常災害時には地域住民の緊急避難場所としての役割も果たすことから、昨年度に引き続きその安全性の確保に努めます。  耐震化率については、依然として高いとは言えず、新耐震基準を満たしていない学校施設について計画的な耐震化を目指しました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み   府中中学校体育館耐震・大規模改造工事を実施、府中東小学校体育館・校舎耐震補強設計委託、府中小・府中南小・府中中央小・府中中４校の校舎２次耐震診断を実施しました。 （イ）成果   平成２０年度の耐震化関係事業を完了した結果は次のとおりです。   ① 耐震化率は、３１％（平成１９年度は２５％）となり、６ポイント上昇しました。   ② 平屋建ての府中中学校の工作棟を除き、すべての小中学校の校舎・体育館の２次診断を終えました。 ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ｂ 理  由  府中中学校の体育館は耐震補強とリニューアルを行い、町民の緊急避難場所としての学校という側面では大きく前進しました。  また、本工事と併せて、校舎と体育館に渡り廊下の設置を行い、雨の日などの利便性の向上を図りました。依然として耐震化率は低いものの、計画的かつ着実に耐震化を推進しています。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     ２次耐震診断の結果を踏まえ、耐震化の早期実現に努めます。  併せて、学校現場においては、ハード面だけでなく防災教育・避難訓練を実施し、安全管理や危機管理にも一層の努力を行うことが必要です。     
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社会教育社会教育社会教育社会教育        １１１１    社会教育社会教育社会教育社会教育・・・・芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化のののの推進推進推進推進    

（（（（１１１１））））生涯各期生涯各期生涯各期生涯各期にににに応応応応じたじたじたじた学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供        アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     ライフスタイルの多様化、社会環境の変化などにより、学習需要は常に変化しており、生涯各期に対応した学習機会の提供を目指しました。また、学習活動で得た成果をボランティア活動や地域の指導者として生かす仕組みづくりを目指しました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み   乳幼児期から高齢期まで幅広い年齢を対象に各世代に適応した事業を提供しました。また、新たに学校との連携による世代間交流や地域の人材活用に努めました。 （イ）成果   乳幼児（特に乳児）を対象とした事業において、親子の対話を含め参加者同士の情報交換や講師の助言などにより、育児に安心感と心の余裕につながる効果がありました。   小学生、中学生の保護者を対象として家庭教育講演会の開催を各小・中学校ＰＴＡと共催で実施しました。   校長、公民館長、ＰＴＡ役員のＯＢ等を「学校支援地域本部事業」のコーディネーターとして迎え、学校、地域、家庭との連携を多様な方向から進めていく端緒とし一定の成果をあげました。   町民の多様な学習ニーズに応え、活動者自身も自己実現を体感することをねらいとし、学びの成果を地域に還元する「ハロー公民館事業」や「学習ボランティア事業」では学習者、活動者共増加しています。      地域還元事業参加者数 ２，１８４名 ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ａ 理  由  学校と学校支援ボランティアをつなぐ学校支援地域本部コーディネーターが研修に参加することにより資質を向上させ、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを確立しました。  乳児を持つ親を対象とした親子のふれあいづくりや、親同士の情報交換ができる場の提供を行いました。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     学習課題や地域課題は常に変化している状況にあるため、それぞれの課題に対する情報を的確に把握し学習機会の充実に努めて来ましたがまだ十分とは言えません。一層の取り組みが求められます。  また、学習成果を地域に還元する仕組みづくりを主導する地域コーディネーターやボランティアの更なる発掘、育成にも努めなければなりません。  今後は、多様で豊富な知識・経験等を持った町民が学習成果を生かし、講座等の指導者として活躍することはもとより、学校、地域、家庭との連携を図りながら学校支援を進める体制を目指します。     
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（（（（２２２２））））社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設のののの活用活用活用活用        アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     昨年度の課題である施設機能の広報・啓発に努めるとともに、町民に親しまれ楽しく集える社会教育施設への転換を目指しました。  また、くすのきプラザを中核に各社会教育施設が有機的に連携し、機能していく体制づくりの構築を目指しました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み  ・ くすのきプラザでは施設利用促進のため、ホームページや月間広報誌（スポっち）により広報に努めました。また、スポーツを行うきっかけづくりや継続してスポーツに親しめる環境整備を行いました。  ・ 公民館においては、町民が生涯にわたって学習を継続できるように趣向をこらすとともに、地域の子育て、家庭教育支援など、地域課題・生活課題や要望に応じた講座の開設に努めました。 （イ）成果   学びの場、健康づくり、憩いの場として多くの皆様に利用していただきました。 施設名 部屋 利用団体数 利用者数（人） くすのきプラザ 大アリーナ（個人利用） － ２１，５４８  大アリーナ（団体占用利用） １２８ １９，５２１  小アリーナ １，１６８ ９，１０８  トレーニングルーム － １０，０２８ 府中公民館  － ５８，４５８ 府中南公民館  － ５７，４０１ 計 １，２９６ １７６，０６４   ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ｂ 理  由  リピーターの利用率は高くなっていますが、新規利用者の増加を図る工夫する必要があります。また、各施設一体となり町民の学習を支援していく体制づくりを更に連携を深め進めます。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     幅広い年齢層に対しスポーツの関心を高めていくことが課題となりますが、今後は、利用者のより細かい把握や利用者の要望を事業の中に取り入れることにより、各年齢層の利用者のニーズに合った場を提供していく必要があります。  また、社会教育では、学ぶ人たちの生活課題に関連した内容を提供していくことが必要です。そのため、地域の課題を的確に把握し学習内容としていくための仕組みづくりや地域住民と共に事業を展開していくための環境づくりに努める必要があります。     
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（（（（３３３３））））芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化のののの普及普及普及普及・・・・振興振興振興振興        アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     文化レベルの高い地域づくりに資するため、町内における芸術・文化活動の推進にとどまらず、町民に様々な文化に触れていただくためのイベントや公演等の開催を目指しました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み   町民の芸術・文化活動の学習成果発表の場を提供しました。また、「府中セミナー」「フルコンサートピアノ演奏会」「ＮＨＫ公開録音」等、町民がレベルの高い文化に触れて頂くためのイベントや講演会等を実施しました。 （イ）成果   くすのきプラザ整備以前には考えられなかった多くの文化的イベントを開催し、町民に潤いのある文化の場を提供しました。   「けんみん文化祭呉・安芸地区フェスティバル」を開催し町内外から多くの来館者を迎えることができました。同じく生活文化圏を共にする安芸地区（安芸区、安芸郡４町）の住民から広く作品を募集し安芸地区文化交流「作品展」を開催しました。   町内各学校で実施していた発表会を同一会場で実施することができました。   「府中セミナー」では、講師に北京オリンピックメダリスト朝原宣治氏を迎え幅広い年齢層の参加を得ました。 ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ａ 理  由  くすのきプラザの機能を有効活用し、多様な文化活動を行うことができました。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     芸術・文化活動に参加する町民が多いことは、あきふちゅう文化協会や公民館祭り等へ参加する団体数からもうかがうことができます。町民が自主的に芸術・文化活動を継続していくために、行政として、活動に関わる情報提供などの一層の支援を行っていくことが必要であるとともに、芸術・文化活動を新しく始める町民が参加しやすい環境を整備していくことがこれからの課題です。     
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（（（（４４４４））））図書館図書館図書館図書館サービスサービスサービスサービスのののの実施実施実施実施        アアアア    施策施策施策施策のののの目標目標目標目標     府中町立図書館では町民にもっとも身近な図書館として図書館サービスを行っています。開館二年目である平成２０年度は、１９年度に引き続き、あらゆる年齢層を対象とした資料の提供（貸出・返却）、資料の収集を中心とした図書館の基本的なサービスをスムーズに提供し、親しみやすく利用しやすい図書館となることを目標としました。町民の読書活動・学習活動への意欲に応えるとともに、読書に対して特段の興味を持たない町民に対しても気軽に立ち寄り利用してもらえるよう、地域に根ざした図書館になることをねらいとしました。 イイイイ    取組取組取組取組みとみとみとみと成果成果成果成果    （ア）取組み   必要最小限度の人員配置によるサービス提供を可能にするため、嘱託職員は全員司書有資格者としています。県立図書館等での研修参加及びＯＪＴにより的確なサービス提供に努めました。   町民の読書活動を振興し図書館活動を周知するため、第１回「図書館まつり 本のリサイクル市」を開催しました。   ボランティアグループの主催によるおはなし会を定期的に開催し、子どもと本の出会いを促進するとともに、日頃の活動を発表する場として図書館を活用しました。また「大人のための朗読会」を定期的に実施し、文学作品の朗読に触れる機会を提供しました。 （イ）成果 指標 平成 20 年度 目標値 達成率 年度末蔵書冊数（含視聴覚資料、除雑誌） 50,250冊 48,369冊 103.4% 年間図書購入冊数（含視聴覚資料、除雑誌） 4,658冊 3,939冊 118.3% 年間貸出冊数 290,308冊 233,775冊 124.2% 登録者数 14,736 人 11,387 人 111.3% 住民一人当たりの年間貸出冊数 5.6冊 4.5冊 129.4%   入館者数 261,683 人（町民一人当たり 5.1回来館） ウウウウ    自己評価自己評価自己評価自己評価    総合評価 Ｂ 理  由  資料の貸出を中心とした資料提供サービスについては、数値目標を大幅に上回ることができました。職員の業務水準が向上したことにより、貸出返却を中心としたカウンター業務については、相当に効率的かつ利用者に便利な運営ができており、この点は評価できると思います。  研修会等の実施については年度当初に予定したものが実施できていません。これは利用者拡大に伴う業務量の増大により図書館職員にかかる業務量が過大となり、日常業務以外の事業を実施することが困難になったためで、一層の工夫を行います。 エエエエ    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性     カウンター業務については引き続き現在のサービスの質を落とさないようにしていくとともに、職員研修等を行いレファレンス等の回答精度を上げていくよう努めます。事業実施については年間を通じて計画的に行い、また、実施体制の見直しも行っていきます。  また、蔵書冊数のレベルは十分とはいえず、今後図書資料の充実に努めます。 
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５５５５    評価委員評価委員評価委員評価委員のののの点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価 

 

 

 教育委員会の事務点検の資料及び平成２２年２月８日に実施したヒアリングの結果、教

育委員会の自己点検・評価は妥当であると判断します。 

 以下、気になったいくつかの点についてコメントを述べさせていただきます。 

 

１） いくつかの施策の目標の記述が一般論的なものにとどまっています。次年度以降、

次の３点を求めます。 

  ・評価の判断基準を示すこと 

  ・なぜその目標を設定したのかその背景や根拠を記すこと 

  ・府中町の現状を踏まえた記述にすること 

 

２） 「知・徳・体の調和ある発達 ②豊かな心を育てるために」は道徳教育のみを取り

上げていますが、それでは内容的に狭くないでしょうか。教育行政施策基本方針には

キャリア教育なども挙げられています。 

 

３） 「知・徳・体の調和ある発達 ③健やかな体を育てるために」では、全国体力調査

の全国平均値を判断基準としていますが、府中町の児童・生徒の経年変化も考慮に入

れてほしいと思います。 

 

４） 「学校、家庭、地域一体の教育推進」は、学校教育からだけの評価となっています

が、学校教育と社会教育の双方を合わせた観点から評価すべきではないでしょうか。

平成２０年度は学校支援地域本部事業にも熱心に取り組みました。 

 

５） 点検・評価の時期ですが、評価の活用という観点から、来年度以降は夏以前に早め

てほしいと思います。 

 

 

 

 

                  評価委員 

                  広島大学大学院教育学研究科 

                  准教授  曽余田 浩史
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６６６６    資資資資料料料料 

 

 

（（（（１１１１））））平成平成平成平成２０２０２０２０年度教育行政施策基本方針年度教育行政施策基本方針年度教育行政施策基本方針年度教育行政施策基本方針    

（（（（２２２２））））平成平成平成平成２０２０２０２０年度府中町学校教育重点目標年度府中町学校教育重点目標年度府中町学校教育重点目標年度府中町学校教育重点目標とととと施策施策施策施策    

（（（（３３３３））））平成平成平成平成２０２０２０２０年度府中町生涯学習推進重点目標年度府中町生涯学習推進重点目標年度府中町生涯学習推進重点目標年度府中町生涯学習推進重点目標とととと施策施策施策施策
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（（（（１１１１））））平成平成平成平成２０２０２０２０年度教育行政施策基本方針年度教育行政施策基本方針年度教育行政施策基本方針年度教育行政施策基本方針    

  府中町の教育は、町の目指すべき将来像として設定した「人がきらめき まちが輝く オアシス都市あきふちゅう」を実現するため、子どもたちが、健やかに成長できる学校教育推進に取り組むとともに、町民一人一人が充実した暮らし心地を実現するための生涯学習活動の充実に努めます。  １ 学校教育  学校教育においては、「人づくり」を施策の大きな柱に位置づけ、児童生徒の「知・徳・体」の調和ある発達促進に努め、激しく変化する社会をたくましく生きる「人間力」の育成を目指します。そのため、教職員の資質能力が向上するよう研修を通じた人材育成に努め、児童生徒の学力や体力・健康を増進するとともに、道徳の時間や心の教育の充実に努めます。  また、校種間の連携を図りつつ、すべての学習や生活の基盤を育むための「ことばの教育」や児童生徒一人一人に必要な勤労観、職業観を育てる「キャリア教育」を促進するとともに、望ましい食習慣を育てる「食育」の充実に努めます。さらに、学校の教育活動などの情報を町広報紙、学校だより、ホームページなどで積極的に発信し、保護者や地域住民の理解を深め、家庭や地域と連携・協力して教育活動を展開する開かれた学校づくりを推進します。  ２ 社会教育  子どもから大人まで町民の一人一人が自ら学習活動に取り組み、健康で充実した人生を送れるよう、くすのきプラザをはじめ、社会教育関係施設の十分な活用と学校施設の積極的な開放を進めるなど、学習・文化・スポーツ活動の場の提供に努めます。特に、心豊かでたくましい子どもたちの育成をめざして、学校・家庭・地域と連携しながら、青少年教育・家庭教育の充実を図ります。  府中町立図書館では、あらゆる年齢層を対象とした資料･情報の収集や提供に努めるとともに、地域に根ざした読書活動の推進を行ってまいります。  また、総合型地域スポーツクラブ「呉娑々宇ご さ そ うスポーツクラブ」の自主的・主体的運営を支援し、スポーツ・レクリエーション活動の普及と町民の健康づくりを推進します。  ３ 教育施設の整備  子どもたちが安心して通うことのできる学校づくりのために、学校施設の改修整備計画に基づき、府中中学校の体育館の耐震補強及び大規模改修、府中東小学校の体育館耐震補強の実施設計を行うとともに、両中学校の音楽室に空調機器を設置する等、安全で快適な教育環境の確保に努めます。



- 20 - 

（（（（２２２２））））平成平成平成平成２０２０２０２０年度府中町学校教育重点目標年度府中町学校教育重点目標年度府中町学校教育重点目標年度府中町学校教育重点目標とととと施策施策施策施策 

 ―子どもの健やかな成長としあわせを願う「府中町教育」を目指してー 
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『知・徳・体』の      研修を通じた 
発達促進        資質能力の向上 
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子どもたち 
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「ことばの教育」 
「キャリア教育」 
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学力や体力・健康を増進 
道徳の時間や心の教育の 
充実 

家庭や地域と連携・協力 

学 校 教 育 重 点 目 標 １ 教職員の資質能力の向上のために ２ 確かな学力をつけるために ３ 豊かな心を育てるために ４ 健やかな体を育てるために ５ 障害のある子どものために ６ 安全確保・教育条件の整備のために 
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１ 教職員の資質能力の向上のために 

(1) 人事評価制度の有効活用  ○ 自己申告による目標管理制度の内容の充実を図る。    （学校経営目標を踏まえた個人テーマの設定、管理職による面談での具体的な指導、教育センター等の受講促進）  ○ 適正な勤務評価を実施し、管理職の給与への反映、教職員の職務遂行意欲の高揚、能力開発、適材適所の人事配置等を進めるための人事上の資料として活用する。    （能力・実績・意欲をより的確に把握・評価、教育委員会による校長面談の適切な実施、校長による教職員の十分な状況把握） 
(2) 校長を中心とした学校経営の確立  ○ 保護者や地域社会の声を学校運営に反映する「学校評議員制度」を充実するとともに、「学校評価システム」の機能を向上させ、学校運営の改善に努める。    （学校評議員の充実活用、町校長会の充実、町教頭会による学校評価シシステムの研究）  ○ 機能的な校務運営組織及び校務分掌を設定するとともに、主幹・主任の任務を明確にし、機能化を図る。    （主幹配置による効果的な取組みの研究、各主任等の研修の充実、町主幹・教務主任研修会の充実）  ○ 学校の教育情報を積極的に保護者、地域住民等に提供し理解を深め、公開授業や学校行事公開を進めて、「開かれた学校づくり」に努める。    （町広報紙の活用、学校ホームページの充実、「学校行こう週間」の取組み、目的を明確にした教育公開・発表会の開催等） 
(3) 教職員の指導力向上・服務規律確保  ○ 教職員研修を効率的に行うための校内研究主任の機能化を図るとともに、日頃の研修成果を発表する機会を設け、教職員の研修意欲を促進し指導力の向上を目指す。    （町教職員研究大会、研究活動事業、授業研究、研究公開等）  ○ 管理職、主幹、各主任、ミドルリーダー、１０年経験者研修、６年目研修、初任者等、職能成長に応じた各種研修の充実を図り、使命感や教育改革に向けた意識改革を図るとともに、専門的能力の向上を目指す。    （各種研修への積極的参加）  ○ 計画的な人材育成の推進を図るため、年齢層に応じた研修や、民間派遣、長期研修等の各種研修を計画的に実施するとともに、指導主事による学校訪問指導の充実を図る。    （町指導主事の派遣、県・教育事務所指導主事の活用等）  ○ 教職員の服務規律を確保するため、教職員指導の様々な場面で法令等に則った職務遂行ができるよう具体的な指導をする。    （年度当初に資料を配付、町研修会等での具体的な指導） 
(4) 教職員の適正配置  ○ 教育水準の維持向上を図るため、各種の加配や非常勤講師の配置等、県の事業を活用して教職員の適正な配置に努める。    （各学校の実態等に応じた加配措置要望、県及び町非常勤講師の活用等） 
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２ 確かな学力をつけるために 
(1) 小・中学校間の連携の推進  ○ 小・中学校教職員が協同して、各教科等の研究を実施することで、児童生徒の義務教育９年間を見通した教育課程の重要性を意識させ、効果的な指導方法等の工夫改善に努める。    （小・中学校教職員が協同で実施する町研究組織の充実）  ○ 府中町内の小中学校の児童生徒が、日頃の教育実践発表を行う場を設ける。    （仮称：府中町内学校フェスティバルの開催） 
(2) 学習指導の充実  ○ 学習指導要領に基づく適切な教育課程を編成し、効果的に達成するため各学年や各教科等の授業時間数を確保する。    （授業計画書「シラバス」の作成、教育委員会による定期的な点検、新学習指導要領の研究）  ○ 少人数指導等の指導方法や指導内容の工夫改善に努め、学力の向上を図る。    （指導方法工夫改善、はばたきプラン、小６少人数指導、中学校少人数授業、県及び町非常勤講師の活用等）  ○ 児童生徒の学力実態を把握して指導方法改善に生かすため、学力調査を実施する。    （全国学力・学習状況調査、基礎・基本定着状況調査、課題の把握と指導方法・内容の改善）  ○ 授業研究や研究公開、個人研究等により、各教科等の指導をさらに充実させる。特に小・中学校の英語活動・英語科において、コミュニケーション能力や表現力の育成に努める。    （府中町教職員研究活動事業、英語指導助手派遣委託） 
(3) ことばの教育の推進  ○ 「ことばの力」は、学習・生活両面での基盤となる力であり、「読む・聞く・話す・書く」といった基本的な技能や、「ことば」を通して筋道を立てて理論的に考える力を身につけさせる。    （町研究組織及び「ことばの教育」ステップ・アップ事業を活用した研究の推進） 
(4) 読書活動の推進  ○ 学校、家庭、地域における子どもの読書活動を推進するため、町立図書館との連携を図った読書推進態勢をつくるとともに、学校図書館の効率的な運営を図る。    （町立図書館の有効活用、府中町子ども読書活動推進計画、司書教諭・学校図書司書合同研修の実施等）  ○ 学校図書館司書嘱託員を有効に活用し、学校図書館の充実を図る。    （蔵書の充実、蔵書のコンピュータ管理、学校図書委員会の指導等）  ○ 定期的に実施する朝の読書活動をより効果的にするため、ボランティアの協力態勢の一層の構築に努める。    （朝読書の充実、読書ボランティアによる読み聞かせの拡充等） 
(5) 教育情報化の推進  ○ 各教科及び「総合的な学習の時間」等において、児童生徒が情報や情報機器を主体的に選択し、情報を積極的に発信することができる基礎的な能力を養う。また、情報モラルの育成に努める。    （コンピュータ教室の充実、普通教室におけるインターネット等を活用した授業の実施等）  ○ 全ての教職員が、各教科等の授業でコンピュータを使って効果的な指導ができるよう研修等の充実を図る。    （教職員の情報活用能力の向上、情報モラル等の指導の充実、コンピュータ１人１台体制の維持等）  ○ コンピュータを活用した学校事務の効率化を図る。    （校内ＬＡＮの活用等、事務共同化の充実） 
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３ 豊かな心を育てるために 
(1) 道徳教育等の充実・推進  ○ 豊かな人間性の育成を図るため、児童生徒の心に響く道徳教育を推進するための研究・研修を実施するとともに、年１回以上道徳の時間を公開して保護者・地域と連携した道徳教育を進める等、道徳教育の充実に努める。    （町道徳教育推進協議会の充実、道徳教育推進リーダーの育成、「こころのノート」の活用、奉仕・体験活動等の実施、地域の人材活用等）  ○ 道徳教育及び道徳の時間の充実のため、道徳教育全体計画や道徳の時間の年間指導計画、指導資料を充実させる。    （道徳教育全体計画、道徳の時間の年間指導計画の内容の充実、教育情報化を活用した指導案や指導資料の共有等）  ○ 県の「人権教育推進プラン」に基づいた人権教育の充実や平和教育の充実に努める。    （町人権啓発事業の活用、全教育活動を通じた人権教育の推進等、男女共同参画の視点をもった人権教育の推進） 
(2) 生徒指導の充実  ○ 各学校において、児童生徒に規範意識や社会生活のルールを確実に身につけさせ、問題行動等の未然防止、早期発見・早期解決に学校が組織的に取り組む体制を確立する。また、家庭、地域社会、関係機関との連携の一層の推進に努める。    （生徒指導総合連携推進事業の活用、生徒指導研究推進校の指定、生徒指導推進協力員の活用、生徒指導主事の機能化、犯罪防止教室等の開催、関係団体との連携）  ○ いじめを許さない取組みを進め、小・中学校教職員、青少年教育相談員の状況把握及び関係機関等との連携を図り、いじめを早期発見・早期解消する。    （いじめ発生に係る対応システムの活用）  ○ 不登校児童生徒の自立や進路形成を目指す組織的な取組みを進めるとともに、教育相談連絡協議会を開催して小中学校及び適応指導教室との連携・協議を深め、不登校の早期発見・早期解消を目指す。    （適応指導教室の充実、中学校区教育相談連絡会の開催等、教育相談体制の充実）  ○ 小・中学校間の連携をさらに密にし、積極的な生徒指導を推進することで、小学校６年生から中学校１年生の間で急増する生徒指導上の諸問題に対応し、不登校、いじめ、暴力行為の数を減少させる。また、中学校にスクールカウンセラー、小学校に青少年教育相談員を継続して派遣し、教育相談体制を充実させるとともに県の施策を有効に活用し、問題発生の予防、早期解決に努める。    （小中学校間相互授業参観の実施、中学校区教育相談連絡会の開催等、教育相談体制の充実、小６少人数指導等非常勤講師の活用、生徒指導推進協力員の活用） 
(3) キャリア教育の充実  ○ 児童生徒一人一人に、望ましい勤労観・職業観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度の育成に努める。    （地域の人材活用、職場体験インタビュ-・職場体験学習・自然体験活動等の充実）  ○ 職場体験学習の５日間実施などキャリア教育の充実のため、作成したキャリア教育全体計画及び年間指導計画に基づいて実践し、事例を交流する。    （キャリア教育推進協議会、キャリア教育プロジェクト実施事業の活用、小・中・高等学校連携） 
(4) 学校と幼稚園、保育所との連携  ○ 学校の教育情報を幼稚園や保育所に積極的に提供し、児童生徒の心の教育に関する諸課題について共に課題解決に取り組む。    （学校だより等による情報の提供、保育実習等の充実、小学校入学時における保育所・幼稚園・小学校の連携充実等） 
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４ 健やかな体を育てるために 
(1) 体育・健康に関する指導の充実  ○ 教員の実技研修等の充実を図り、学校の授業改善を推進する。    （専門的教員の適正配置等）  ○ 「体力テスト」を実施し、結果を分析し体力向上対策を図る。    （体力テストの実施、「体力つくり運動指導資料」の活用、野外活動の充実等） 
(2) 部活動の充実  ○ 中学校において部活動の活性化が図られるよう条件整備を図る。    （町非常勤講師の活用、選手派遣費・部活動充実費の活用等） 
(3) 健康教育の充実  ○ 学校医による健康診断の結果を有効に活用し、児童生徒及び教職員の健康の保持増進を図る。    （学校医の配置、中学校養護教諭補助員の配置、結核対策委員会の開催等）  ○ 関係機関との連携を図りながら、「薬物乱用防止教室」等を開催し、健康教育の充実を図る。    （警察、薬剤師会、酒販組合等との連携）  ○ 「学校敷地内禁煙」の徹底を図り、喫煙防止教育を推進する。 
(4) 食育の充実  ○ 栄養教諭の育成を進め、町内の各学校に食育を波及させる拠点校とする。    （栄養教諭の積極的な配置希望、栄養教諭免許の取得を促す指導）  ○ 県の「食べる！遊ぶ！読む！」キャンペーンとも連動し、児童生徒の望ましい食習慣の形成や食文化の向上、望ましい人間関係の育成を図るため、家庭・学校・地域社会の連携や協力体制の確立に努めるとともに学校教育活動の一環としての給食指導の充実を図る。    （栄養教諭配置による指導【配置希望】、担任・栄養士等による教室指導の充実、給食だより等の充実）  ○ 学校給食の安全・衛生管理の徹底を図る。    （食中毒への危機管理体制の確立、検食の確実な実施） 
 

５ 障害のある子どものために 

(1) 特別支援教育の推進  ○ 障害のある児童生徒一人一人の教育ニーズに応じて、多様できめ細かい指導内容や指導方法の工夫充実を図るとともに、発達段階や特性に応じ、その可能性を最大限に伸ばすよう努める。    （国の中教審答申に沿った教育支援体制の整備、適切な教科書選定と活用等）  ○ 就学指導にあたっては、個々の児童生徒の障害の特性を十分把握し、具体的な発達課題を明らかにした上で、就学指導委員会の審査を踏まえて就学について組織的に検討する。また、相談機能を整備し、保護者に対して十分な説明責任を果たすなど適切な対応を図る。    （就学相談の早期実施、就学指導委員会の充実等） 
(2) 環境整備の充実  ○ 障害の重度・重複化、多様化が進む中、障害の状態や発達段階に応じた特別支援学級の設置や施設・設備の充実を図るとともに、個々の障害に応じた指導の充実を図る。    （施設の改修、備品の購入、教育支援員の配置等） 
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６ 安全確保・教育条件の整備のために 
(1) 危機管理体制の確立  ○ 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、見守り活動等実施団体等との連絡体制を充実し、共通の情報によって対応を図る。    （連絡体制の拡充、警察・県・町の生活安全部局との連携等）  ○ 学校安全体制の充実のため、警察官ＯＢ等による巡回指導及び地域ボランティアを養成する講習会を開催するとともに、学校内外の安全について常に点検し、安全マップを活用する等安全確保のための指導の充実を図る。また、非常時を想定した避難訓練等を継続的に実施する。    （スクールガードリーダーの活用、スクールガード要請講習会、非常警報通報の活用、教室内防犯ベルの活用、盾・さすまた配備等）  ○ 「危機管理対応マニュアル」を基に各学校で作成する具体的な危機管理対応について、その徹底と改善を図り、児童生徒の安全について地域や保護者との連携のもと、万全の体制を確立する。    （「危機管理対応マニュアル」の周知徹底、町 PTA 連絡協議会・青少年育成府中町民会議・町防犯組織等との連携等） 
(2) 学校徴収金及び公文書等の管理の徹底  ○ 学校で徴収する諸費についての管理の徹底を図る。また、学校が作成し保管する個人情報及び公文書等について、適正な管理を行う。    （学校諸費及び個人情報管理の取扱い周知） 
(3) 通学区域弾力化の推進  ○ 平成１６年度より実施した「通学区域弾力化」について、児童生徒の学校選択の拡大を目指す観点から、より適正な推進に努める。    （改定通学区制の周知等） 
(4) 学校の施設設備等の改善  ○ 児童生徒が、「学び」にふさわしい教育環境の中で、安全で快適な学校生活を営めるよう、計画的で適切な教育環境の整備・充実に努める。    （小中学校施設改修事業：府中東小学校校舎２次耐震診断業務委託、府中中学校体育館大規模改造工事実施設計委託、府中緑ヶ丘中学校体育館耐震大規模改造工事） 
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（（（（３３３３））））平成平成平成平成２０２０２０２０年度府中町生涯学習推進重点目標年度府中町生涯学習推進重点目標年度府中町生涯学習推進重点目標年度府中町生涯学習推進重点目標とととと施策施策施策施策    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人個人個人個人のののの要望要望要望要望        ++++        社会社会社会社会のののの要請要請要請要請    ○○○○変化変化変化変化にににに対応対応対応対応しししし、、、、社会社会社会社会をををを生生生生きききき抜抜抜抜くくくく力力力力            （「（「（「（「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」等等等等のののの育成育成育成育成））））            ・・・・学校外学校外学校外学校外のののの活動活動活動活動プログラムプログラムプログラムプログラムのののの充実充実充実充実    ○○○○多様多様多様多様なななな学習機会学習機会学習機会学習機会、、、、再再再再チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ可能可能可能可能なななな環境環境環境環境のののの            整備整備整備整備、「、「、「、「学学学学びびびび直直直直しししし」」」」やややや新新新新たなたなたなたな学学学学びへのびへのびへのびへの挑戦挑戦挑戦挑戦            ・・・・生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習プラットフプラットフプラットフプラットフォームォームォームォームのののの形成形成形成形成        ○○○○スポーツスポーツスポーツスポーツ活動活動活動活動によるによるによるによる健康健康健康健康、、、、体力体力体力体力のののの向上向上向上向上    ○○○○芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化のののの振興振興振興振興    ○○○○学習成果学習成果学習成果学習成果のののの評価評価評価評価    新たな学習の需要 

学習成果の活用 

学学学学    びびびび    でででで    輝輝輝輝    くくくく    人人人人    とととと    まままま    ちちちち    社会の変化に対応した 総合的な知の必要性 地域の社会構造の変化 
 

 

 

学校学校学校学校        ++++        家庭家庭家庭家庭        ++++        地域地域地域地域    ～～～～地域地域地域地域のののの課題課題課題課題・・・・目標目標目標目標のののの共有化共有化共有化共有化～～～～    ○○○○身近身近身近身近なななな地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける家庭教育支援家庭教育支援家庭教育支援家庭教育支援            ・・・・きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな学習機会学習機会学習機会学習機会・・・・情報情報情報情報のののの提供提供提供提供、、、、相談対応相談対応相談対応相談対応    ○○○○学校学校学校学校をををを拠点拠点拠点拠点にににに地域地域地域地域ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで子子子子どものどものどものどもの教育教育教育教育をををを            行行行行うううう環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり            ・・・・学校支援学校支援学校支援学校支援のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり、、、、放課後放課後放課後放課後のののの居場所居場所居場所居場所                づくりづくりづくりづくり    ○○○○社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設のののの活用活用活用活用            ・・・・くすのきくすのきくすのきくすのきプラザプラザプラザプラザ、、、、公民館公民館公民館公民館、、、、図書館図書館図書館図書館のののの充実充実充実充実    

住民一人一人住民一人一人住民一人一人住民一人一人のののの生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた学習学習学習学習へのへのへのへの支援支援支援支援    社会全体社会全体社会全体社会全体のののの教育力教育力教育力教育力のののの向上向上向上向上    
新新新新しいしいしいしい時代時代時代時代にににに対応対応対応対応しししし、、、、自立自立自立自立したしたしたした個人個人個人個人やややや地域社会地域社会地域社会地域社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた    

生涯学習振興生涯学習振興生涯学習振興生涯学習振興・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育のののの振興振興振興振興    

    １１１１    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの振興振興振興振興        （（（（１１１１））））ライフステージライフステージライフステージライフステージにににに対応対応対応対応したしたしたした学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実                            ②②②②    指導者指導者指導者指導者のののの発掘発掘発掘発掘とととと要請要請要請要請            ①①①①    家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育のののの推進推進推進推進                                                                            ③③③③    ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動のののの支援支援支援支援、、、、推進推進推進推進            ②②②②    青少年青少年青少年青少年のののの育成育成育成育成                                                                        ２２２２    芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化のののの振興振興振興振興            ③③③③    成人教育成人教育成人教育成人教育のののの推進推進推進推進                                                                        （（（（１１１１））））芸術芸術芸術芸術・・・・文化文化文化文化のののの普及普及普及普及、、、、振興振興振興振興            ④④④④    高齢者教育高齢者教育高齢者教育高齢者教育のののの充実充実充実充実                                                                    （（（（２２２２））））文化財文化財文化財文化財のののの保存保存保存保存とととと活用活用活用活用            ⑤⑤⑤⑤    学社連携学社連携学社連携学社連携によるによるによるによる事業事業事業事業のののの推進推進推進推進                                                ３３３３    スポーツスポーツスポーツスポーツのののの振興振興振興振興        （（（（２２２２））））社社社社会教育施設会教育施設会教育施設会教育施設のののの機能機能機能機能のののの充実充実充実充実                                                    （（（（１１１１））））スポーツスポーツスポーツスポーツ振興計画振興計画振興計画振興計画のののの作成作成作成作成            ①①①①    安芸府中生涯学習安芸府中生涯学習安芸府中生涯学習安芸府中生涯学習センターセンターセンターセンターくすのきくすのきくすのきくすのきプラザプラザプラザプラザのののの運営運営運営運営            （（（（２２２２））））スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション活動活動活動活動のののの機会機会機会機会のののの充実充実充実充実            ②②②②    学習情報学習情報学習情報学習情報のののの提供提供提供提供とととと相談相談相談相談システムシステムシステムシステムのののの整備整備整備整備                                （（（（３３３３））））スポーツスポーツスポーツスポーツ団体団体団体団体・・・・指導者指導者指導者指導者のののの養成養成養成養成            ③③③③    地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力のののの向上向上向上向上とととと推進推進推進推進                                                    （（（（４４４４））））総合型地域総合型地域総合型地域総合型地域スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブのののの活動支援活動支援活動支援活動支援        （（（（３３３３））））学習成果学習成果学習成果学習成果のののの評価評価評価評価とととと人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進                                    ４４４４    人権人権人権人権・・・・平和平和平和平和・・・・国際理解国際理解国際理解国際理解のののの推進推進推進推進                ①①①①    学習成果学習成果学習成果学習成果のののの活用活用活用活用                                                                                    

主要施策 
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主要施策及び実施事業 １ 生涯学習の振興  （１） ライフステージに対応した学習機会の充実    ①家庭教育の推進・・・人間的発達の基礎となる時期に乳幼児と保護者を対象に、学習機会や交流する機会を提供します。     実施事業 ・家庭教育支援チームの創設、相談事業の実施 ・食育の推進          ・家庭教育講座、講演会（ＰＴＡ共催）の開催 ・家庭教育手帳及びノートの活用          ・にゅ～幼児学級・造形あそび ・つくってあそぶ教室 ・野菜の楽校          ・お月見コンサート ・タッチケア教室    ②青少年の育成・・・体験活動を通じて生涯にわたる学習活動の基礎となる時期に学校や各種団体と連携して様々な活動機会を提供します。     実施事業 ・放課後子ども教室 ・留守家庭児童会事業の充実 ・特別教室の開放          ・キャリア学習（体験学習） ・公民館開放あそびの日 ・ふちゅうまなびー隊          ・みちくさ塾 ・子ども料理 ・子ども囲碁 ・子ども将棋 ・花あそび          ・星空教室 ･パソコン教室 ・書初め大会          ・村山聖杯将棋怪童戦（中国新聞、中国放送共催）    ③成人教育の推進・・・心身ともに健康で充実した生活を送るために、教養、趣味、スポーツ活動やボランティア活動など幅広い学習機会を提供します。      実施事業 ・パソコン教室 ・男女共同参画推進事業（共催） ・公開医療講座           ・成人式の開催    ④高齢者教育の充実・・・心身の健康保持や生きがいづくりに役立つ学習機会を提供します。      実施事業 ・高齢者学級（明青大学、こごもり寿大学） ・世代間交流 ・公開医療講座    ⑤学社連携による事業の推進      実施事業 ・高齢者と児童の世代間交流の実施           ・公民館活動者を指導者としての派遣及び体験活動教室の開催           ・家庭教育講演会（ＰＴＡ共催）の開催 
  （２）社会教育施設の整備、充実    ①安芸府中生涯学習センターくすのきプラザの運営      実施事業 ・スポーツ・レクリエーション活動 ・健康づくりの場の提供    ②学習情報の提供と相談システムの整備      実施事業 ・ニーズに対応した学習機会の提供及び相談事業           ・ホームページ、広報紙の活用    ③地域の教育力の向上と推進      実施事業 ・公民館を中心とした地域文化の活動拠点づくりの推進           ・リーダー研修及び各種研修会の情報提供 
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  （３）学習成果の評価と人材育成の推進    ①学習成果の活用      実施事業 ・学習成果の地域還元事業（ハロー公民館、1グループ 1ボランティア）           ・学習活動の発表の場の提供（発表会や作品展）    ②指導者の発掘と養成      実施事業 ・ボランティア養成講座 ・子ども会等育成者研修           ・リーダー研修及び各種研修会の情報提供    ③ボランティア活動の支援、推進      実施事業 ・図書館ボランティア ・ホームページボランティア           ・絵本等読み聞かせボランティア ・公民館図書運営ボランティア           ・公民館緑化、環境整備ボランティア 
 ２ 芸術文化の振興  （１）芸術、文化の普及、振興    ①芸術、文化活動の促進      実施事業 ・くすのきプラザにおける事業実施の促進           ・安芸地区文化交流事業「作品展」の開催（広島市安芸区・府中町・海田町・熊野町・坂町）           ・けんみん文化祭呉・安芸地区フェスティバル ・けんみん文化祭    ②文化団体の育成、援助      実施事業 ・文化団体育成補助 ・各種発表会、展示会への支援、共催、後援  （２）文化財の保存と活用    ①文化財保存事業の推進      実施事業 ・多家神社宝蔵保守管理 ・道隆寺薬師如来坐像収蔵庫保守管理           ・山田十二神祇保存会補助 ・文化財案内板等補修整備           ・広報ふちゅうへの「府中町ふるさと歴史散歩」の掲載    ②文化財調査の実施      実施事業 ・文化財緊急発掘及び試掘調査    ③歴史民俗資料館活動の推進      実施事業 ・常設展の充実、保存資料の整理、活用 ・教育普及活動の推進           ・企画展、ロビー展（野鳥観察、野草、薬草観察会、原爆展、昔あそび体験等の開催） 
 ３ スポーツの振興  （１）スポーツ振興計画の策定      実施事業 ・府中町スポーツ振興計画の策定 
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 （２）スポーツ・レクリエーション活動の機会の拡充    ①体育施設の活用推進      実施事業 ・安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ、揚倉山健康運動公園、空城山公園、町立体育場           ・学校体育施設の開放 ・軽スポーツ広場の開放 ・小学校プール開放    ②体育施設の補修整備      実施事業 ・随時設備点検  （３）スポーツ団体・指導者の養成    ①スポーツ団体の育成      実施事業 ・青少年スポーツ活動の支援 ・体育協会等活動補助    ②体育指導委員等指導員の養成      実施事業 ・スポーツ指導者発掘、養成事業           ・体育指導委員会議、研修会の開催、指導者派遣  （４）総合型地域スポーツクラブの活動支援      実施事業 ・総合型地域スポーツクラブの育成・充実への支援           ・ニュースポーツ等体験教室の開催 
 ４ 人権教育の推進  （１）人権教育啓発事業の推進    ①住民学習の推進      実施事業 ・人権学習会の開催 ・各種啓発資料の配布 ・研修等情報提供    ②各種団体への啓発      実施事業 ・男女共同参画社会促進事業（人権推進課共催） ・指導者の派遣等  （２）職員の資質の向上      実施事業 ・各種研修会への参加  （３）識字教室の活動支援      実施事業 ・トンベックの会活動支援 
 ５ 社会の変化への対応  （１）国際理解、国際協力    ①国際交流活動の促進       実施事業 ・国際理解料理教室 ・府中町国際交流協会との連携  （２）情報化への対応      実施事業 ・インターネットの活用（ホームページによる情報提供等） 


