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教育活動に対する子ども・保護者の満足度（80%以上の園・学校）

　

指標の説明
〇本市の「めざす子どもの姿」の具現化に向け、学校
教育ビジョン・指導方針の内容と各学校・園の教育活
動との関連について、学びの一体化をはじめとする委
員会からの提言を活かした教育活動のあり方・指導方
法について、より具体的で的確な指導助言をめざす。
また、市や学校のビジョンの進捗を各学校･園の自己
評価（子ども･保護者･教職員の調査）の実績を基にし
て事業効果を評価し、その成果や課題を明らかにしな
がら、改善活動並びに有効な事業の展開をめざす。

これからの課題、事業展開の方向性
　園・学校が進める教育活動に対する子どもや保護
者の満足度を指標とした。この満足度は、園や学校
がそれぞれに策定している園・学校づくりビジョンを
基に進めている教育活動に対して、子ども・保護者・
教職員が評価したものである。この評価から課題や
ニーズを的確に把握し、保護者・地域に信頼される
園・学校づくりを推進していく。

調査項目検討

　 　

H16実績
H17実績
H18実績

〇幼稚園・小中学校の「教育活動の充実」「生徒指導
の充実」「保護者・地域の信頼に応え、共につくる園･
学校」を目指した取組を継続的・発展的に進め、教育
活動への満足度･信頼度の向上（目標：78％）を図る。
そのため、確かな学力の向上にむけ、基礎学力や思
考力の向上に向けた指導・授業の改善を進める。特
に校内研修や学びの一体化の取組等の充実を図ると
ともに、学校・司書・ボランティアの協働による読書活
動の活性化を進める。また、教育相談や生徒指導の
校内体制並びにスクールカウンセラーや関係機関と
の連携の強化等を図り、子どもの指導・支援の充実を
めざす。
また、各学校･園づくりビジョンの実現に向けた取組を
支援し、教育活動の充実を推進する。

平成１９年度見通し

〇任務目的の達成に向け、幼稚園・小中学校におけ
る「教科をはじめとする学習活動の充実･保育の充実」
「生徒指導の充実」「保護者・地域の信頼に応え、共
につくる園･学校」等に取り組んできた。
　「確かな学力の向上」に向けて、到達度検査の結果
分析と指導法の改善にむけた提言、学びの一体化運
営協議会からの課題や展望の提示、司書派遣による
読書活動の活性化等を進めるとともに、各校のビジョ
ンの実現を目指した教育活動の支援を充実させた。
　「生徒指導の充実」は、校内の教育相談や指導体制
の強化及び、ＱＵ調査を利用した不登校等の未然防
止の取組を進めた。また、スクールカウンセラー等の
活用による相談機能の充実及び、家庭・地域・関係機
関との連携強化に取り組んだ。
　「保護者・地域と共につくる園･学校」は、子どもや保
護者による評価（学校自己評価）を基に改善に取り組
むとともに、学校からの積極的な情報の発信に努め、
「共に進める」関係づくりを進めつつある。
このような中、満足度は前年度より７ポイント高まった。
市は学校教育ビジョン、学校は自校のビジョンの進捗
をそれぞれ確認しながら、ニーズを把握し、適切な施
策の展開に努めている効果の表れであると考える。

　

H18目標
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○　任務目的に対する評価

H15実績

確かな学力と豊かな人間性をもった子どもが育つ

平成１８年度実績

平成18年度

任務目的の成果・活動指標の推移

児童、生徒が社会人となるための基礎が培われる

任務目的

（所管課名 教育委員会指導課）行動目標　７－１　

各学校、園の教育課程の編成・実施、学習指導、生徒指導等の
教育活動の指導・助言を行う。
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標 最少教科

1 Ｈ１５実績 81.6% 75.4%
Ｈ１６実績 81.5% 76.4%
Ｈ１７実績 81.6% 77.4%
Ｈ１８実績 82.4% 77.1%
Ｈ１８目標 82.0% 78.0%

Ｈ17決算 Ｈ18予算 Ｈ18決算
基礎学力定着向上事業 6,296 6,908 6,170

学校づくりビジョン推進事業 10,247 24,800 24,673

学校英語教育充実事業 74,918 86,306 73,640

学校図書館いきいき推進事業 49,550 39,600 39,460

学びの一体化推進事業 715 722 747

自然教室事業 18,584 26,377 21,251

大規模校支援事業 6,017 2,400 2,201

1,750 1,880 2,000

育ちのリレー推進事業 0 250 250

環境教育推進事業 437 700 428

障害児学級連合合宿 272 383 291

教職員研修費 300 347 224

事業名

〇基礎学力向上に向け、到達度検査結果を分析し、
課題の克服方法等を提言してきた。各校の取組に
よって課題の改善が進み、市の子どもの学力は、概ね
全国平均もしくはそれ以上であり、到達度も高まりつ
つある。
〇各校が自校ビジョンの実現に向けた教育活動や研
修活動の充実を図る取組を進め、学校教育活動への
保護者や子どもの満足度が高くなってきている。
〇学びの一体化の取組を全中学校区で始め、情報交
換や課題の共有化が進み、指導の一貫性等の共通
理解が図られつつある。
○小・中学校への司書派遣により、図書環境整備が
一層進み、図書館利用等読書活動の活性化につな
がっている。
〇中学校英語は、到達度検査での到達率が一層高
まっており、ネイティブの派遣とともに、指導方法の改
善の継続的な取組効果と考える。また、小学校英語活
動は、市のカリキュラムを中心とした取組を始め、その
活動の充実をめざした。

達成度 基本的な手段に対する評価
平成１８年度実績

これからの課題、事業展開の方向性
○確かな学力の向上を目指す取組の一環として、学
びの一体化をはじめ基礎学力向上の継続的な取り組
みを推進する。
○園・学校づくりビジョン具現に向けた取り組みを支援
する。また、その進捗の把握や改善についてを学校自
己評価等ＰＤＣＡよって推進する。
〇積極的な情報発信、保護者や地域の方々と連携を
強めながら開かれた学校への取り組みを進める。
○読書活動の活性化が一層図られるよう、司書・司書
教諭・ボランティア等の協働を推進する。
○学校英語教育推進のため、小中学校の連続性の検
討やカリキュラムの改善等を進める。
〇市のめざす「生きる力・共に生きる力」の育成のた
め、自然教室や職場体験学習等｢体験」を重視した教
育活動を推進する。
〇校内研修等の活性化を図り、教師の実践的指導力
の向上を図る。

平成１９年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成18年度

小中学校教育の充
実

☆☆☆

目的達成に必要な手段
児童・生
徒指導要
録の各教
科の評定

結果

自分発見中学生・
地域ふれあい事業

〇確かな学力の向上に向け、到達度検査の結果分析
や子どもの学習状況をもとに指導法の改善策等を提
言する。また、学びの一体化でもこの課題を共通の取
組として、学びの連続性を大切にした取り組みを進め
る。
〇司書派遣とともに、司書教諭・ボランティアとの協働
を進め、読書活動・図書館利用の活性化をめざす。
〇支援事業を活用して教育活動・研修活動の充実を
進め、学校づくりビジョンの実現を図る。また、保護者
の学習支援や地域の教育力の活用等、地域との連携
による教育の充実を推進する。
〇小学校英語は、カリキュラムの活用、改善を図るとと
もに、指導法の研修を進め活動を一層推進させる。
〇大学との連携・協力による研修活動及び、企業との
連携・協力による教育活動の充実に向けた取組を進
める。
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指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１５実績 調査検討
Ｈ１６実績 80%
Ｈ１７実績 89%
Ｈ１8実績 93%

Ｈ１８目標 90%

Ｈ17決算 Ｈ18予算 Ｈ18決算

園づくり支援活動 1,008 2,305 2,303

子育て支援運営費補助金 1,360 1,360 1,360

〇園づくり支援事業の活用により、各園が園づくりビ
ジョン実現に向けて行う教育活動や研修等を充実す
る。
〇園づくりビジョンの実現に向けた取組を確かなものと
するため、成果や課題の的確な把握、改善に向けた
具体的方策の明確化に努め、よりよい園の教育の創
造をめざす。
〇子育て支援活動として行っている遊び会及び、子
育て相談の充実に努める。また、市民活動団体の行う
子育て支援は、今後も市広報等での募集を行い、実
施地域が増えるよう働きかけたい。

　事業名
〇就学前教育としての幼稚園の教育活動の充実や、
子育て支援活動の充実への願い・ニーズは高まりつ
つある。その把握とそれに応える方向性を見極めつ
つ、信頼される園づくりを目指す。そのために､園自己
評価等から園の教育・経営の課題を把握し、その改善
への取組を推進する。また、園づくりビジョン等の情報
発信を積極的に行い、保護者や地域との連携や協働
体制の強化に努める。

これからの課題、事業展開の方向性

基本的な手段に対する評価

平成１９年度見通し

目的達成に必要な手段
保護者
の保育に
対する信
頼度

幼稚園教育の充実
〇園づくりに活動指導員の配置や研修講師の派遣等
を支援したことから、園の活動及び子育て支援活動
（遊び会）の充実が図られ､保護者の満足度は、前年
度調査より4ポイント高い数値を得ている。
〇園開放への参加者は、17,189組（前年比3.1%増）と
増加し、子育て相談も721件（前年比25%増）となるな
ど、この取組のニーズは一層高まっており、地域の子
育てセンターとしての役割が大きくなりつつある。ま
た、地域が主体となる子育て支援活動は、前年度に
引き続き２地域で実施された。

平成１８年度実績
達成度

☆☆☆

決算差引
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指標 年度 実績/目標(件〕

3 Ｈ１５実績 204
Ｈ１６実績 137
Ｈ１７実績 141
Ｈ１8実績 254

Ｈ１８目標 130

指標 年度 実績/目標(人〕

3
不登校
児童生

Ｈ１５実績 324

Ｈ１６実績 338
Ｈ１７実績 286
Ｈ１8実績 328

Ｈ１８目標 276

Ｈ17決算 Ｈ18予算 Ｈ18決算
15,820 11,480 11,626

20,053 24,143 28,157

生徒指導対策事業 7,580 7,520 7,795

1,600 1,600 1,600

生徒指導の充実
目的達成に必要な手段

目的達成に必要な手段
生徒指導の充実 問題行

動数

達成度

決算差引

来日外国人園児児童生徒
教育充実事業

不登校対策事業

教育相談事業

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性

☆☆

○子どもの課題への対応及び保護者からの相談の対
応は、多様で複雑な要因が関係し、学校の対応だけ
では進展できない場合も増加する傾向にある。的確な
相談の実施や未然防止の取り組みを進めるために
は、学校教育相談機能･体制の充実（スクールカウン
セラーや心の教室相談員の配置の充実）及び関係機
関との連携強化･ネットワークのより一層の強化を図る
必要がある。
○今後も日本語指導の必要な外国人児童生徒の増
加が考えられるなか、初期適応指導をはじめその状況
に応じた日本語指導･適応指導のシステムや、人的配
置をはじめとする条件整備について検討を進める。ま
た、共生の教育を基盤とした学校運営との関係につい
ても検討を進める必要がある。

基本的な手段に対する評価
平成１８年度実績
〇問題行動数には、いじめ件数（H17：36件，H18：163
件）を含んでおり、平成18年度はいじめ問題が社会問
題ともなる中、それまでのいじめ調査の基準を変更し
て行ったことから、大幅増となっている。各校の教育相
談等の取組の強化もあり、発生件数は年度内におい
て減少傾向である。
〇不登校児童生徒数（328人）は昨年度比15％増と
なっている。各学校の生徒指導体制や教育相談の充
実、専門カウンセラーの活用による心のケア、関係機
関との連携等の取り組みを進めているところであるが、
未然防止の取組であるＱＵ調査の活用を含め一層の
取組や連携の充実が必要である。
〇日本語指導の必要な外国人児童生徒は、年々増
加を続け、平成18年度は80人以上増えている。日本
語がほとんどわからない子どもに対して、日本語の初
期指導や学校への適応指導を行う初期適応指導教
室「いずみ」を笹川西小学校に開設した。現状におい
ては効果的なシステムであると考える。しかし、在籍校
数・人数の増加に伴い、適応指導員の派遣時数を増
やしているもののまだまだ不十分な状況である。

平成１９年度見通し
〇校内の生徒指導･教育相談体制等、組織強化をす
るよう働きかけるとともに、スクールカウンセラーや心の
教室相談員の充実、関係機関等の連携強化等、「一
人一人を生かした心の通う生徒指導」を進め、不登校
児童生徒や問題行動の減少をめざす。
〇外国人児童生徒は今後も増加する傾向にある。し
かも日本語でのコミュニケーションがほとんどできない
子どもの転入･編入が推測できるため、初期適応指導
教室の拡充及び適応指導員の派遣の充実の必要度
は増すものと考える。状況を注視し、現システムの検
討をしながら、適切な対応に努める
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