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 2 

１ 趣旨 

 市教育委員会では，平成１７年度から教育施策の基調を「健やかな心と体

を育む教育」と定め，この基調による目標のもと，実施に努めているところ

ですが，平成１９年６月の「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，「教育委員会は，毎年その教育行政事務の管理執行状況につ

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」となりました。 

昨年度は，平成１９年度の「印西市の教育施策」について「点検・評価」

を実施し，元教育委員の皆様よりご意見をいただき，報告書を取りまとめ，

公表しました。この「内部点検評価」の作業及びいただいたご意見を参考に

することで，平成２０年度中に施策の進捗状況を再確認し，効果的な施策の

展開に寄与することができたと考えております。 

 今年度も平成２０年度の「印西市の教育施策」について「点検・評価」を

実施し，報告書に取りまとめました。これを公表し，市民のみなさまからご

意見をいただき，よりよい教育の実現に向けて，取り組みを進めてまいりた

いと考えています。 

 

２ 点検評価の対象 

 点検評価の対象は，平成２０年度版印西市の教育施策（以下「教育施策」

という。）中の目標と重点施策における事業の実施内容について，点検を行い，

印西市教育委員会としての自己評価を報告書としてまとめました。 

 

３ 点検評価の方法 

 点検評価の方法は，教育施策中の「重点施策」毎の事業に係る「事業内容」

について，その具体的実施事業及びその状況を明らかにし，この実施内容に

基づき，施策の内部評価を客観的に行い，課題を分析し，今後の事業に活か

すものとします。なお，法律に明記されている「学識経験を有する者の知見

の活用」については，学校教育，生涯学習，スポーツ振興それぞれの分野の

学識経験者の皆様（元市校長会会長，元市社会教育委員，市体育協会役員）

に，御意見をいただきました。 

 

 （点検評価の流れ） 

 ○事業点検…重点施策毎の事業内容点検（点検者：担当課長） 

   ↓ 

 ○施策評価…重点施策評価（評価者：教育長，部長。学識経験者知見活用） 

   ↓ 

 ○総合評価…教育委員会会議における最終評価（評価者：教育委員） 
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４ 点検評価結果の構成 

 

教育施策中の「目標」，「具体目標」毎の「重点施策」における「事業内容」

を平成２０年度に実施すべき事業目標と位置付け，この実施状況について点

検を行い，「重点施策」毎に内部評価しています。 

 

表の項目について 

○事業……「重点施策」毎に掲げている事業です。 

 

○事業内容（平成２０年度目標）……事業の具体的内容です。教育施策は，

平成２０年度の事業計画書であり，教育施策中の重点施策における「事業

内容」は，実施すべき具体的事業内容であることから，（平成２０年度目

標）と位置付けています。 

 

○平成２０年度実績……平成２０年度目標に対し，実際に実施した事業の内

容，回数などを具体的に記載しています。 

 

○施策評価……「重点施策」毎に，事業の進捗を点検し，印西市教育委員会

が内部評価しました。評価指標は「Ａ，Ｂ，Ｃ」の三段階評価とし，以下

の内容を基準としています。 

Ａ 事業の目標が達成され，計画以上の施策の進捗が認められる。 

Ｂ 事業の目標が概ね達成され，施策の進捗が認められる。 

Ｃ 未達成事業が多く，施策の進捗がほとんど認められない。 

 

○評価理由……「Ａ，Ｂ，Ｃ」の評価を行った理由を示しています。 

 

○今後の課題……重点施策の実現に向けて，今後の方向性を示しています。 
 

 《参 考》地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋）  

〔昭和３１年６月３０日法律第１６２号 〕 
 

（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。  



 

５  印西市基本構想と印西市の教育施策  
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健 や か な 心 と 体 を 育 む 教 育  

 

目      標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 施 策 の 基 調 

Ⅰ．豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を育

成し，生涯学習の基礎づくりをめざす。 

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域文

化の醸成をめざす。 

 

Ⅱ．市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通い

あう人間味豊かな生涯学習によるまちづくりをめざす。 

Ⅳ．心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実をめ

ざし，生涯スポーツの推進を図る。 

 

印西市基本構想 

人 と 自 然 が 笑 顔 で つ な が る ま ち － い ん ざ い   

１緑豊かな自然を活かす持続的なまちづくり 

２互いに支え合い心が通うまちづくり 

３多彩な産業が育つ活力あるまちづくり 

４豊かな文化を創造するまちづくり 

５暮らしやすい都市機能のあるまちづくり 

６市民と共に歩み育むまちづくり 

将来都市像  

将来の都市像実現のため６つの柱  



 

６ 教育施策の目標  
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21世紀を担う子供たちが，たくましく心豊かに成長することは，私たちの願いで

ある。 

このことから，小・中学校教育においては，特色ある学校づくりを推進するため，

特色ある教育課程の編成と指導方法の改善を図り，一人一人の子供の能力・適性等

に応じた，個性を生かし育む教育を推進する。また，国際化，高度情報化等の社会

の変化に適切に対応できる「生きる力」を育成する。 

  さらに，教職員の専門性と指導力の向上と，教育の機会拡充を推進しながら，子

供の個性伸長を図り，生涯学習の基礎づくりをめざす。 

 

 
 

 

 生活水準の向上や余暇時間の増大等により，日々の暮らしに生きがいを感じ，心

豊かで充実した生活を送れるよう，生涯にわたって学習できることが重要となって

きている。また，国際化・尐子高齢化・情報化等の進展により，市民の価値観も多

様化し，身近な地域や家庭生活でも大きな変化に直面しており，絶えず正しい情報

を見極め，個人の適性に応じた知識や技術を習得し，活用していく必要性が高まっ

ている。 

  こうした市民の多様な学習ニーズと現代的課題に適切に対応するため，いつでも

どこでもだれでもが，生涯にわたり様々な分野で楽しく学ぶことのできる学習環境

づくりが求められている。 

    このことから，生涯学習推進体制や学習機会の拡充及び情報提供システムの確立

など生涯学習支援システムの整備を推進する。 

  さらに，市民に学習活動の場を広く提供するため，公民館及び図書館のネットワ

ークの確立を図るとともに，社会教育関連施設の体系的整備や組織体制の充実に努

める。 

  また，核家族化や都市化が進み，地域社会の連帯感が希薄化する中で，次代を担

う子供たちの可能性や個性を伸ばし，豊かな人間性や創造性を養うためには，学

校・家庭・地域社会がお互いに連携・協力し，一体となって取り組む体制づくりを

推進する。 

  一方，青尐年の健全育成を図るため，関係機関との連携のもとに，地域ぐるみの

ボランティア活動や世代間交流を促進する。 

Ⅰ．豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を

育成し，生涯学習の基礎づくりをめざす。 

Ⅱ．市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通い

あう人間味豊かな生涯学習によるまちづくりをめざす。 
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 私たちを取り巻く社会環境の大きな変化に伴い，多様なライフスタイルが追求さ

れ，暮らしに生きがいやゆとり，潤いをもたらす文化的価値が重視されてきている。 

こうした中で，市民一人一人がゆとりある充実した生活をおくるためには，文化

に親しみ，自ら文化創造の担い手となることを基本として，魅力に富んだ地域文化

の形成が求められている。 

また，文化は古くからその地域の自然・歴史・伝統と共存しながら，そこに住む

人々の長い生活の営みによって育まれ，独自のものを形成してきた。ところが，昨

今の急激な都市化の進展に伴い，社会構造や生活環境が大きく変貌する中で，伝承

されてきた生活技術や習慣の多くが忘れ去られようとしている。 

このことから，市民の自主的で創造的な文化芸術活動の推進や市民の文化芸術に

対する関心を高めるため学習機会や学習情報の提供などを積極的に行い，ゆとりと

潤いのある文化芸術活動の盛んなまちづくりを展開する。 

さらに，市民の心のよりどころとなる文化遺産を保護し，次の世代に継承するた

め，積極的に調査研究するとともに，その保存・活用に努め，伝統文化の振興を図

る。 

 

 

 

 
スポーツ・レクリエーション活動は，市民の「こころ」と「からだ」の健全な発

展をうながし，明るく豊かで活力に満ちた生きがいある社会の形成に寄与するもの

である。しかし，社会背景の変化に伴い，運動不足や体力の低下が問題となってき

ている。 

このような状況の中で，当市においても高齢化の進展，余暇時間の増大，そして

ライフスタイルの個性化・多様化などにより，スポーツに対する関心が高まり，気

軽にスポーツ・レクリエーション活動へ参加できる機会の拡充が強く求められてい

る。 

このことから，市民が心身ともにたくましく健康で明るい生活が送れるよう，生

涯にわたってそれぞれの体力や年齢に応じたスポーツ・レクリエーション活動に親

しめる機会の拡充を一層推進する。 

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域

文化の醸成をめざす。 

 

Ⅳ．心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実をめ

ざし，生涯スポーツの推進を図る。 



                            

                                                ７  

 

印 西 市 の 教 育 施 策 の 体 系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

１ 次代を担う子どもたちに，生きる力を育成する。 

 

 

 

 

 
３ 生涯学習の場としての環境づくりを推進するとと

もに，学校（幼稚園を含む）施設の整備充実を図る。 

４ 学校保健・学校給食・学校環境衛生の充実を図る。  

１ 生涯学習活動支援の充実を図る。 

 

 

２ 地域ぐるみの青少年健全育成事業を推進する。 

 

１ 文化活動を促進し，地域文化の創造を図る。 

２   文化財の保護及び活用促進と周知に努め，市民の郷
土意識の醸成を図る。 

 

１ スポーツ・レクリエーション活動の振興を図る。 

２ スポーツ・レクリエーション施設の整備充実を図る。 

（１）活力ある学校づくりの推進 

（２）豊かな心を育む教育の推進 

（３）社会の変化に対応した教育の推進 

（４）教育相談活動の充実と推進 

（５）特別支援教育の推進 

（６）幼児教育の支援 

 

（１）幼・小・中学校施設等の整備充実 

（１）健康教育の推進と保健指導の充実  

（２）学校環境衛生の充実  

（１）生涯学習推進体制の充実  

（２）生涯学習機会の拡充  

（３）生涯学習関係団体の活動支援及び連携強化 

（４）社会教育関連施設及び機関の整備と活用の促進 

（１）家庭の教育力の向上 

（２）青尐年健全育成機構の整備 

（３）地域教育力の向上支援，コミュニティ活動の推進 

（１）市民協働型の文化芸術活動の推進及び文化芸術団体に

対する活動支援 

（２）地域文化の振興及び活動支援 

（１）文化財の保護及び活用の促進 

（２）埋蔵文化財の周知及び理解の促進 

（３）歴史的資料の保存及び活用の促進 

（１）スポーツ・レクリエーション活動機会の充実 

（１）スポーツ・レクリエーション団体との連携及び育成 ３       スポーツ・レクリエーションの推進体制の整備充実を図る。 

（１）スポーツ・レクリエーション施設の整備充実 

Ⅰ．豊かな人間性と未来を

築くたくましい力を

持つ子どもを育成し，

生涯学習の基礎づく

りをめざす。  

 

Ⅱ．市民それぞれが，生き

がいを感じ，市民相互

の心の通いあう人間味

豊かな生涯学習による

まちづくりをめざす。 

 

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域社

会を構築するために，地域

文化の醸成をめざす。 

 

Ⅳ．心身ともにたくましく健

康で明るい市民生活の

充実をめざし，生涯スポ

ーツの推進を図る。  

 

 

健
や
か
な
心
と
体
を
育
む
教
育 

目  標  具  体  目  標  基調 重  点  施  策 

２ 教職員の専門性と指導力の向上を図る。 
（１）教職員研修の支援  

（２）指導力向上の支援  

（３）研究諸団体への協力の拡充  

５ 学校安全の充実を図る。  （１）学校安全の充実 
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点検評価結果
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(1) 学校安全の充実 １７頁

１　生涯学習活動支援の充実を図る。
(1) 生涯学習推進体制の充実 １８頁
(2) 生涯学習機会の拡充 １９頁
(3) 生涯学習関係団体の活動支援及び連携強化 ２０頁

(4) 社会教育関連施設及び機関の整備と活用の促進 ２０頁

(1) 家庭の教育力の向上 ２１頁
(2) 青尐年健全育成機構の整備 ２１頁
(3) 地域教育力の向上支援，コミュニティ活動の推進 ２１頁

　(1) 市民協働型の文化芸術活動の推進及び文化芸術団体に対する活動支援 ２２頁

　(2) 地域文化の振興及び活動支援 ２２頁

(1) 文化財の保護及び活用の促進 ２３頁
(2) 埋蔵文化財の周知及び理解の促進 ２３頁
(3) 歴史的資料の収集，調査及び活用の促進 ２４頁

(1) スポーツ・レクリエーション活動機会の充実 ２５頁

(1) スポーツ・レクリエーション施設の整備充実 ２５頁

３　スポーツ・レクリエーション推進体制の整備充実を図る。
(1) スポーツ・レクリエーション団体との連携及び育成 ２６頁

Ⅰ．豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を育成し，生涯学習の基礎づくりを
めざす。

１　次代を担う子供たちに，生きる力を育成する。

２　教職員の専門性と指導力の向上を図る。

３　生涯学習の場としての環境づくりを推進するとともに，
   学校（幼稚園を含む）施設の整備充実を図る。

Ⅱ．市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通いあう人間味豊かな生涯学習によ
るまちづくりをめざす。

２　地域ぐるみの青尐年健全育成事業を推進する。

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域文化の醸成をめざす。

１　文化活動を促進し，地域文化の創造を図る。

２  文化財の保護及び活用促進と周知に努め，市民の郷土意識の醸成を図る。

Ⅳ．心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実をめざし，生涯スポーツの推進を図
る。

１　スポーツ・レクリエーション活動の振興を図る。

２　スポーツ・レクリエーション施設の整備充実を図る。
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①確かな学力を育み，個性や能力を
伸ばす教育の推進

○きめ細かな評価・指導の推進 ○教員１１人の加配による尐人数指導の实施

○個に応じた指導方法や指導体制
の工夫・改善の推進

○各学校での児童・生徒の实態，地域の特色を生かした尐人数
指導の充实と習熟度別指導や課題別指導の实施
○尐人数指導，ティームティーチング指導等による基礎・基本の
徹底

○発展的な学習や補充的な学習を
行うための教材の研究開発〈きらり
輝く印西の子供育成事業〉

○小学校英語活動实践資料集の作成
○算数科における教材開発（そうふけ算数の森）による児童の自
主的学習の推進

②特色ある学校教育の推進 ○特色ある教育課程の編成〈きらり
輝く印西の子供育成事業〉 ○学校独自の日課表，時間割の作成

○一単位時間の枠を越えた活動の实施
○ドリルタイムや読書タイムの設定

○開かれた学校づくりの推進（学
校・家庭・地域の連携）

○地域人材や地域団体（ＯＢ会等）との連携や地域行事への積
極的参加

○学校評価による学校教育の改善 ○学校評価の結果をホームページや学校だよりで公表
○研究校の支援 ○公開研究会での指導・助言及び教育環境の整備
○学校支援ボランティアの活用 ○学校支援ボランティアの推進。市内３４６名が登録，活動

③職業体験学習の推進 ○「印西市生き活き体験」の实施
（全中学校）

○全中学校（６校）での实施

④学校体育の充实 ○体育主任会議及び体育科研修
会の開催

○体育主任会議（２回）及び体育实技研修会（１回）を開催

○体力・運動能力テストの調査と活
用

○全国平均を上回る種目の維持増加を目指し，小学校は，９６種
目中87種目，中学校は，４８種目中38種目で全国平均を上回る
水準

○小学校駅伝競走大会の開催〈き
らり輝く印西の子供育成事業〉

○全小学校１３校，児童２５０人が参加

○小学校体育祭及び小中体連行
事への支援

○全小学校１３校，児童２,０００人が参加

⑤部活動の充实 ○外部人材の活用推進 ○中学校ＯＢや地域人材の部活動支援
○各種大会への参加支援 ○全国大会，関東大会の遠征費用補助
○中学校運動部活動サポーターの
派遣

○市内中学校にサポーターを１０名配置。指導者研修会を開催
し、円滑な部活動支援を推進。

施策評価

評価理由

今後の課題

Ⅰ．豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を育成し，生涯学習の基
礎づくりをめざす。

１　次代を担う子供たちに，生きる力を育成する。

　(1) 活力ある学校づくりの推進

尐人数指導を推進し，各校で個に応じた教育の充实が図られた。保護者や地域と
の連携を深め，学校支援ボランティアや職場体験等で積極的活用が図られた。部活
動サポーターの派遣により，部活動が活性化した。

新学習指導要領を見据え，さらなる教育課程の編成の工夫が求められる。

Ａ
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①道徳教育の充实 ○道徳教育全体計画・年間指導計
画の改善と指導の充实

○児童生徒の实態に応じた重点目標の設定，各学年の道徳教
育全体計画・年間指導計画の作成

○道徳的实践力を育成する道徳授
業の充实

○週１回の道徳授業の完全实施

○心のノート活用推進 ○日常生活での心のノートの積極的な活用
②図書館教育の推進 ○学校図書館の整備充实 ○図書資料の整備充实と市立図書館との連携

○読書の奨励と指導の充实 ○学校図書館司書，学校支援ボランティア，保護者等との連携
による「朝の読書タイム」，「読み聞かせ」の实施を通して、子供た
ちの読書意欲の向上

○学校図書館担当者会議の開催 ○学校図書館担当者と市立図書館司書との連携を図るための
会議を２回实施

○学校図書館司書の配置 ○学校図書館司書3名を中学校6校に配置
③自然体験学習等の充实 ○自然観察会の实施〈きらり輝く印

西の子供育成事業〉
○自然環境を活用した体験学習会を４回实施

○親子体験学習の实施〈きらり輝く
印西の子供育成事業〉

○「わくわく親子自然科学体験」８回实施

○緑の尐年団活動の推進（全小中
学校）

○緑の尐年団活動として奉仕体験活動や自然体験活動の实施

④人権教育の推進 ○学校人権教育全体計画の改善と
指導の充实

○学校人権教育全体計画を改善し、道徳・特別活動・各教科等
学校教育活動全体を通して、人権意識を高める教育を積極的に
推進

⑤芸術文化体験学習の充实 ○さわやかハートフルコンサートの
实施

○小中学校１９校（小5、中1）を４つのグループに分けて、校歌や
合唱、合奏等の発表を通した交流

○小学校芸術鑑賞教室の实施 ○小学校6年生を対象に、中国伝統文化の鑑賞
⑥福祉教育の充实 ○福祉教育推進校の支援 ○昨年来より印西市社会福祉協議会の指定を受けている６校の

实践，市内全体への推進
⑦郷土愛を育む教育の推進 ○学校・地域の歴史資料室の設置

と活用
○地域や学校の特色を生かした歴史資料室の設置と活用
○写真，書物，道具等の展示

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①教育課題調査・研究・開発 ○基礎学力調査と活用 ○千葉県標準学力調査及び全国学力状況調査の結果分析によ
る基礎学力の定着状況把握

○教育に関する調査・研究・開発 ○学習意識及び生活状況調査の实施

○教育研究の奨励・普及 ○千葉県標準学力調査，全国学力・学習状況調査等の結果か
ら指導方法の改善策等の提示

○社会科副読本の改定準備 ○改訂年度の変更のため实施せず。
○教材の研究開発 ○小学校英語活動实践事例集及び算数科教材ホームページコ

ンテンツの作成
②教育関係資料収集・活用・教育広報 ○教育センターホームページによる

広報
○センターだより，事業实施報告，調査・研究・開発の成果を適
宜広報

○教育資料の収集・活用・提供 ○教育センター資料室の充实，活用。各種研修図書の整備と教
職員への貸出。教材作成のための拡大プリンターの活用

○学校間ネットワークを活用した教
育資料の共有化

○小中学校間情報システム（イントラネット）を利用して資料収集,
情報共有資料の提供
○ファイルライブラリーに学習資料や指導案等を収集・蓄積

③情報教育の推進 ○情報主任会議の開催 ○情報主任会議を年２回開催
○ボランティアITコーディネーター
の派遣

○東京電機大学と連携し，パソコン先生２３名を小中学校１５校
に派遣

④国際理解教育の推進 ○外国語指導助手(ALT)の活用 ○外国語指導助手(ALT)6名を全小中学校に派遣
○日本語指導員の派遣 ○日本語指導員3名を３校に派遣
○国際交流校の支援〈きらり輝く印
西の子供育成事業〉

○印西中学校とレイクサイド校の交流支援，小林中とギルストン
小学校の交流支援（日本訪問）

施策評価

評価理由

今後の課題

　(2) 豊かな心を育む教育の推進

道徳の授業を週1回实施できた。自然科学体験学習を通して，道徳性の充实が図れ
た。芸術文化体験学習等で情操教育の充实が図れた。

新学習指導要領の趣旨に基づき，道徳教育推進教師のリーダーシップの発揮と家
庭と連携した基本的な生活習慣や規範意識の醸成

　(3) 社会の変化に対応した教育の推進

地域の实態を生かした社会科副読本の作成，国際交流の今後のあり方

Ｂ

Ａ

千葉県標準学力調査等の結果を多面的に分析し，学校へ实効性のある指導改善
策が提示できた。学校間イントラにおいて，各種情報を発信し，共有化できた。小学
校英語活動の实施に向け，ＡＬＴとのＴＴや指導法の改善に取り組めた。
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①個性を生かす生徒指導・教育相談
の充实

○学校訪問指導の充实 ○全小中学校を対象に、指導主事による学校訪問指導を２回实
施

○スクールカウンセラーの活用 ○スクールカウンセラーを市内全中学校６校に配置し、児童生徒
及び保護者の相談を積極的に实施

○生徒指導長欠対策協議会の開
催

○生徒指導担当者会議（年１回）で協議会を实施

○生徒指導資料の作成 ○「長欠及び指導上配慮を要する児童生徒の状況」の作成
②不登校対策事業の推進 ○適応指導教室「緑のまきば」の充

实
○尐人数制による学習指導を充实し、学校復帰及び進路支援を
实施

○連絡会議の实施 ○各校月１回の連絡会を实施
③教育相談体制の整備 ○面接相談、電話相談事業の推進 ○教育センター，指導主事において随時实施（面談１０４件，

電話相談１３４件）
○子ども相談室の開設 ○児童生徒を対象に電話相談を实施
○関係機関との連携強化 ○合同ケース会議（担当指導主事、家庭教育相談員、電話相談

員）を毎月实施
○校内教育相談体制の充实 ○教育相談基礎講座の受講により専門性の向上を図った。
○訪問指導の充实 ○不登校児童生徒の定期的家庭訪問の实施（年２回）

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①特別支援学級の充实 ○個別指導計画の改善と指導の充
实

○指導計画に沿った教育活動の实践を振り返り、指導方法・内
容を評価し、改善を図った。

○介助員の配置 ○必要に応じて適切に介助員10名を配置
②就学指導の充实 ○就学指導委員会の開催 ○市就学指導委員会の充实と各学校の校内就学指導委員会の

支援と連携強化
○就学相談の实施 ○年間を通じて就学相談事業の实施

③LD，ADHD，高機能自閉症児等の
支援

○通常学級指導員の配置 ○必要に応じた通常学級指導員10名の配置

○校内支援体制の充实 ○学校全体としての対応を図るため、校内委員会を設置
○コーディネーターを中心とした、支援機能の充实

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①職員研修の充实 ○保育实技研修会への参加奨励 ○保育实技研修会参加(夏期研修の参加　２回)
〇園内研修会の開催 〇園内研修会開催（食育・リズム研修、新幼稚園教育要領の読

み合わせなど→研修で協議。リズム研修は年３回程度）
②交流事業の充实 ○小学校や地域との交流活動の实

施
○近隣小学校との合同体験学習，音楽会の開催（わんぱくまつ
り・コスモスコンサート１回）

施策評価

評価理由

今後の課題

Ａ

担当指導主事のきめ細かな学校訪問により，問題行動等を把握し，関係各課と連携
の下，問題解決にあたっている。面談や相談活動も積極的に行われ，児童生徒，保
護者のニーズに応じた相談体制を構築することができた。

一部の過度な要求等により学校運営に支障をきたす事例が増加しており，その対応
に向け，各課の連携した体制づくりが求められる。

　(4) 教育相談活動の充実と推進

　(5) 特別支援教育の推進

職員研修の充实は図れたが，交流事業を更に充实したかった。

　(6) 幼児教育の支援

入学したばかりの小学１年生が集団行動をとれないなど学校生活への適応が難しい
「小1プロブレム」が問題視される中，幼小の連携をさらに充实する必要がある。

Ｂ

Ｂ

特別に支援を要する児童生徒の实態に応じ，介助員や通常学級指導員の適切な
配置ができた。個別の指導計画に基づき，個のニーズに応じた支援が充实してき
た。

就学前児童の教育相談ファイルを作成し，保護者との共通理解の下，円滑な就学
及び支援教育の充实を図る。
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①初任者研修の支援 ○初任者研修での指導・助言 ○初任者研修として，校内は週１０時間，年３００時間の研修，校
外では千葉県総合教育センター等において年２５日の研修を实
施

○教師としての基本的指導力の育
成

○市教育委員会による校内研修の助言指導，校外研修の連絡
調整

②校内研修の支援 ○授業研修での指導・助言 ○２２２回の訪問要請による指導・助言の实施
○評価についての研修の支援 ○指導と評価の一体のあり方や評価項目の助言

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①指導法等の研修の充实 ○国語科研修会の開催 ○スキルアップ研修として，小中教諭４０名対象に实施
○社会科研修会の開催 ○スキルアップ研修として，小中教諭２０名対象に实施
○算数・数学科研修会の開催 ○スキルアップ研修として，小中教諭２０名対象に实施
○理科实技研修会の開催 ○スキルアップ研修として，小中教諭４０名対象に实施
○国際理解教育研修会の開催 ○スキルアップ研修として，小中教諭４０名対象に实施
○体育实技研修会の開催 ○スキルアップ研修として，小中教諭３０名対象に实施
○コンピュータ・情報教育研修会の
開催

○スキルアップ研修として，小中教諭４０名対象に实施

○学級経営研修会の開催 ○スキルアップ研修として，小中教諭４０名対象に实施
②教育相談等研修の充实 ○特別支援教育研修会の開催 ○小中教諭４０名対象に２回实施

○教育相談基礎講座の開催 ○小中教諭３０名対象に４回实施
○人権教育研修会の開催〈きらり輝
く印西の子供育成事業〉

○小中教諭４０名対象に实施

○コミュニケーション教育研修会の
開催

○小中教諭４０名対象に实施

③主任等研修の充实 ○教務主任研修会の開催 ○教務主任を対象に小中学校別に２回实施
○研究主任研修会の開催 ○スクールリーダー研修会を小中教諭４０名を対象に实施
○生徒指導担当者研修会の開催 ○生徒指導主任１９名を対象に３回实施
○情報研修会の開催 ○小中情報主任１９名を対象に２回实施
○国際理解教育担当者研修会の
開催

○国際理解教育担当者１９名を対象に２回实施

○学校図書館担当者研修会の開
催

○学校図書館担当者，司書２２名を対象に２回实施

○体育主任等研修会の開催 ○体育主任１９名を対象に实施
○小体育主任２５名を対象に实施

○安全主任等研修会の開催 ○管理職，安全主任４０名を対象に实施
○養護教諭研修会の開催 ○養護教諭研修会３回实施
○特別支援教育コーディネーター
研修会

○小中特別支援教育コーディネーター４０名を対象に２回实施

○長欠担当者研修会 ○小中長欠担当者１９名を対象に实施
④個人研修の推進 ○海外研修補助 ○該当者なしのため实施せず。

○教職員による自主講座の開催 ○小中教職員６５名を対象に管理運営に関する研修を实施

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①市教育研究会支援事業 ○市教育研究会運営支援 ○学習指導案の収集・蓄積・活用の促進
○市教育研究会への指導・助言 ○授業研究における指導・助言

②諸研究団体支援事業 ○各研究団体の活動支援 ○各研究団体との連携の促進

施策評価

評価理由

今後の課題

Ｂ

若年層教員数増加が予想されるため，それに対応した研修内容の検討

市教育研究会の授業研修会においての指導助言

市教育研究会と連携をとり，教師一人ひとりの授業力向上をさらに進めたい。千葉県
教育研究所連盟とのさらなる連携・協力の確立

　(3) 研究諸団体への協力の拡充

移行措置の時期であり，新学習指導要領の趣旨や内容を周知徹底していく必要が
ある。

Ａ

　(2) 指導力向上の支援〈きらり輝く印西の子供育成事業〉

最新の教育課題や学校のニーズ応じた研修会を開催するとともに，魅力ある講師を
立てることができ，受講者の満足度も高かった。

Ａ

２　教職員の専門性と指導力の向上を図る。

　(1) 教職員研修の支援

各学校の様々な訪問要請に応えることができ，各学校の研究について多面的な指
導助言をすることができた。

14



事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①学校施設の安全管理対策の推進 ○小・中学校防犯施設の充实 ○１８年度に小中学校門扉整備を实施，２０年度は实施なし

②学校施設のバリアフリー化の推進 ○小・中学校施設のバリアフリー化
の整備・充实

○船穂小にスロープを設置

③ゆとりと潤いのある学校施設づくりの
推進

○小・中学校施設の改修及び校庭
整備の充实

○船穂小学校トイレ改修工事の实施
○西の原小学校防球ネット整備工事の实施
○原山中学校校庭散水設備改修工事の实施

④コミュニティー拠点としての学校施設
づくりの推進

○余裕教室の活用の充实 ○余裕教室が無いため，未实施

⑤設備・備品等の整備充实 ○小・中学校及び公立幼稚園の計
画的な備品整備

○管理備品，教材備品の整備
○学校図書館図書備品の整備
○小学校の教育用コンピュータの整備

○私立幼稚園の教材整備・備品の
購入のための補助

○私立幼稚園の教材整備・備品の購入のための補助の検討

⑥学区の適正化 ○通学区域の検討と部分的な調整 ○通学区域の検討と部分的な調整。通学区域の変更は，なし

施策評価

評価理由

今後の課題
限られた財源の中，児童生徒の学習環境の充实を計画的・効率的に図る必要があ
る。

３ 生涯学習の場としての環境づくりを推進するとともに，学校（幼稚園を含む）施設の整
備充実を図る。

　(1) 幼・小・中学校施設等の整備充実

Ｂ

管理備品，教材備品の整備については，老朽化対応を含め整備すべき部分があ
る。
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①健康教育の推進 ○保健指導教材の整備 ○「いきいきちばっ子」を小学校全学年に配布
○薬物乱用防止教育の推進 ○県尐年センターと連携し、防犯教室（小1、中２）を開催

②食に関する指導の推進 ○栄養士による栄養教室の開催
（全小学校１・３年生対象）

○全小学校１・３年生対象に实施

○小児生活習慣病予防の指導 ○小学校５年生，中学校１，３年生を対象に小児生活習慣病予
防検診を实施

○総合的な学習の時間「食に関す
る指導」の支援

○学校栄養職員等を外部講師として、食育の指導充实を図っ
た。

③学校保健会の活動の充实 ○学校医、学校歯科医、学校薬剤
師との連携

○学校保健会総会１回，理事会２回を開催

○各専門部会（学校薬剤師、栄養
士、養護教諭）活動の支援

○学校薬剤師・栄養士・養護教諭の各部会の活動支援

○「印西市の学校保健」（小冊子）と
学校保健会報の発行

○「印西市の学校保健」（小冊子）と学校保健会報の発行

④健康診断の实施と事後措置の徹底 ○健康診断結果の集計と分析 ○健康診断結果を集計，分析し，学校保健会の小冊子にまとめ
た。

○個別指導の充实 ○健康診断結果に基づき，個別指導を实施
⑤小児生活習慣病の予防 ○小児生活習慣病予防検討会の

開催
○検討会において予防検診（結果検討，事後指導）の推進

○小児生活習慣病予防検診の实
施（小学校５年生，中学校１・３年生
対象）

○小学校５年生、中学校１・３年生対象に实施

⑥口腔衛生事業の推進 ○歯科保健検討会の開催 ○検討会において検診（結果検討，事後指導，ブラッシング指
導）の推進

○予防教室の实施（ブラッシング指
導）

○ブラッシング指導の实施

⑦保健室機能の充实 ○カウンセリング機能の充实 ○スクールカウンセラーとの連携
⑧学校給食の充实 ○献立の工夫と改善 ○野菜（葉もの）を冷凍から新鮮なものに変更

○衛生管理の徹底 ○作業区分により作業用エプロンを細分化
○給食残渣等の再資源化 ○給食残渣を堆肥化施設において堆肥化

施策評価

評価理由

今後の課題

　(2) 学校環境衛生の充実

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①学校環境衛生の充实 ○環境衛生検査の实施（水質検
査，照度検査，空気検査等）

○照度・照明環境検査，飲料水・プール水質検査の实施
○空気環境検査（二酸化炭素，ホルムアルデヒド，二酸化窒
素），ダニアレルゲン検査、配膳室の衛生検査の实施

施策評価

評価理由

今後の課題 環境衛生基準に基づいた検査の充实と環境衛生の改善

学校保健安全法に基づき，学校保健計画の作成に努める。新型インフルエンザ等
の感染症への対応策も充实する必要がある。

Ｂ

健康教育を教育課程に位置付ける学校が増え，外部指導者との連携を積極的に図
ることができた。

Ｂ

４　学校保健・学校給食・学校環境衛生の充実を図る。

　(1) 健康教育の推進と保健指導の充実

校舎の構造上，衛生基準の達成が難しい面があるが，各学校とも環境衛生などの改
善に努めている。
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　(1) 学校安全の充実

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①安全教育の推進 ○交通安全教室の開催 ○市民活動推進課及び警察と連携した交通安全教室を实施
○防犯教室の開催 ○小学校（小1）では連れ去り，中学校（中２）では携帯電話、ＰＣ

の情報モラル等を中心に全校で实施

②児童生徒の安全確保 ○防災訓練・防犯訓練等の指導・
助言

○年３回，火災と地震を想定し，全小中学校で实施
○スクールガードリーダーの指導助言

○緊急対応マニュアルの作成の指
導・助言

○全小中学校にて，各種緊急対応についてのマニュアルを作成

○防犯ブザーの貸与（全小・中学生
対象）

○小中学生に貸与

○学校安全防犯メールシステムの
活用（全小・中学校）

○学校安全防犯メールシステムの機能，運用について研修会を
实施

○自動体外式除細動器（AED）の
配備（全小・中学校）

○全小中学校に自動体外除細動器（AED)を配置し、教職員の
研修も实施した。

③学校管理下における災害給付 ○日本スポーツ振興センター災害
共済給付制度への加入

○全小中学生加入

④通学路の安全点検 ○通学路図の把握と定期的な点検
活動の实施

○通学区域図の把握及び教職員，ＰＴＡ及び地域のボランティ
アによるパトロールの实施
○スクールガードリーダーの活用

○安全マップの改訂・配布・活用 ○小学1年児童に配布，活用

施策評価

評価理由

今後の課題

Ａ

５　学校安全の充実を図る。

学校安全計画の作成及び学校安全防犯メールの登録を増やす。

関係機関と連携し，交通安全教室や防犯教室を開催することで，児童生徒の危機
回避能力が向上した。ＡＥＤの教職員研修も实施できた。防犯ブザーや安全マップ
の配布，さらにはスクールガードリーダーを活用した研修会等も充实した。
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①推進支援体制の充实 ○生涯学習まちづくり推進本部会
議等庁内推進体制の充实

○生涯学習まちづくり推進庁内職員研修会年１回（市職員・学校
教職員対象）

○生涯学習まちづくり推進協議会
の開催

○生涯学習まちづくり推進協議会会議年３回实施

②専門職員の確保と指導力の向上 ○研修の機会の確保 ○社会教育主事講習の受講
③生涯学習関連指導者の確保及び養
成体制の確立

○指導者養成講座の实施 ○２０年度は实施なし

○講師情報の整備 ○生涯学習講師・指導者紹介情報収集及び生涯学習ガイドの
掲載

④相談体制の推進 ○相談体制の整備 ○電話・窓口での生涯学習情報の提供（公民館・コミュニテイセ
ンターのサークル・指導者紹介など）

施策評価

評価理由

今後の課題

Ⅱ．市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通いあう人間味豊かな生
涯学習によるまちづくりをめざす。

１　生涯学習活動支援の充実を図る。

　(1) 生涯学習推進体制の充実

Ｂ

生涯学習推進体制の充实を図るため，庁内の協力体制を維持しつつ，専門職員で
ある社会教育主事の養成，確保に努めた。また，市民により構成された生涯学習ま
ちづくり推進協議会を開催し，各種御意見をいただいた。

更なる生涯学習の推進につながるような事業の継続，市民の生涯学習活動機会を
支援するため，専門的な助言，指導が図れるよう，社会教育主事の配置を含め，職
員のスキルアップを図る。

18



　(2) 生涯学習機会の拡充

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①公民館を拠点とした学習機会の拡
充

○印西市民アカデミーの充实 ○１学年２５回２２名，２学年８回1９名を対象に实施

○IT関連事業の实施 ○中央公民館主催にて「ＩＴ講習会」，中央駅前公民館主催にて
「初心者向けパソコン講座（印西ＩＴボランティアと共催）」を開催

○年齢層対応事業の充实 ○各公民館において，各種事業を实施
・中央公民館
「ふたば講座」，「ジュニア・コース」，「通学合宿」，「デコボコまち
なか冒険隊」，「リーダーズ・パーク」
・中央駅前公民館
「はつらつクラブ」，「季節の料理講座」，「地域デビューのおため
し講座」，「運動講座『友遊』」，「わくわく探検隊」，「１日大学生
（東京電機大学と連携）」, 「コミュニケーション講座『コトバノチカ
ラ』」,「レクホールであそぼう（中央駅前児童館共催）」
・小林公民館
「遊び発見隊」，「小林カレッジ」，「味わい工房」，「ヘルスアップ
教室ｉｎ小林」,「ワンダーランド小林」
・そうふけ公民館
「なんでもチャレンジャーズ」，「ザ・探求マン」，「ふれあい通学合
宿」，「男の料理教室」，「裁判員制度について知りたい」

○行事的事業の充实 ○各公民館において各種事業を实施
・中央公民館
「デイキャンプのススメ」
・中央駅前公民館
「サークル共催事業『和つなぎ』」
・小林公民館
「ＰＴＡ広報づくり講座」
・そうふけ公民館
「ふれあいカラＯＫ！（老人福祉センター共催）」，「ふれあい大会
（青尐年相談員共催）」

②図書館サービスの充实 ○学校図書館との連携強化 ○スクール便として市内小中学校へ定期配本（年５回巡回）を实
施
○児童への読み聞かせや児童対象の本の内容紹介（年１７回）
实施
○学校図書館研修会（年２回）を实施

○講座及び事業の充实 ○各館で幼児・小学生を対象におはなし会を開催（年間７６３人
参加）
○出前講座（年２回），読み聞かせ（子育て支援センター：年３
回，総合福祉センター：年１回、クリオネクラブ：年２回、つどいの
広場：毎月第３金曜），ブックスタート（保健センター：毎月２回）に
講師等派遣
○市民アカデミー（２１人）及び中学生職業体験（３１人）の实習
受入
○各館でブックリサイクルやクリスマス会等を实施

③生涯学習関連施設及び機関の連携
と市民の学習活動への支援

○大学等との連携協力 ○中央公民館事業の「市民アカデミー」，中央駅前公民館事業
の「わくわく探検隊」において連携協力を实施

　 ○大学公開講座等の情報の提供 ○ポスターを窓口に掲示（依頼があれば）
○施設間連絡会議の充实 ○社会教育施設関連機関等の情報収集及び提供

④生涯学習情報の拡充 ○出前講座の充实 ○利用者件数３７件（利用者数７６８名）・講座数６７講座
○（仮称）生涯学習支援センター機
能の整備

○既存施設による代替、および当該施設職員にて対応

○公民館サークル情報の提供 ○生涯学習ガイドと市ホームページに掲載
○生涯学習情報システムの検討 ○各種情報を生涯学習ガイドにまとめ、各施設へ配布及びホー

ムページ掲載により、情報を提供
○生涯学習ガイドの充实 ○内容別・施設別に掲載。（80冊）各公民館・学校・コミュニティセ

ンター・保健センター・健康増進課等の窓口に配布及び市ホー
ムページ掲載

⑤人権学習の充实 ○人権同和研修会への参加及び
啓発

○県主催の人権研修会に参加（年２回）

○家庭教育事業及び公民館講座
への設定

○家庭教育シアターフォーラムに人権の講座を实施（年３回・３６
人）

施策評価

評価理由

今後の課題

Ｂ

公民館や図書館を中心に各種事業を实施することができた。さらに小・中学校や高
等教育機関との連携も図れた。

各種講座・事業等の内容の充实に加え，参加を促していく周知の工夫が必要
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①生涯学習ボランティアの育成 ○生涯学習関連事業等に対するボ
ランティアの育成及び活用

○生涯学習ボランティアグループの「印西ＩＴボランティア」13人を
講師とし中央駅前公民館において「初心者向けパソコン講座」を
实施。講座回数年間２回。实施回数７回。参加延べ人数198名

②生涯学習団体の活動支援 ○団体・グループ等への指導・助言 ○市民アカデミー検討委員会の实施・サークル懇話会の支援
○印西ＩＴボランティアの活動に際し，中央駅前公民館において
活動場所の提供と使用機材の貸し出しを行った。

③団体間交流及び世代間交流の促進 ○団体間交流の支援 ○市民アカデミー等公民館主催事業として实施
○世代間交流事業の充实 ○市民アカデミー等公民館主催事業として实施

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①社会教育関連施設及び機関の充实 ○各種教材・機材の整備充实と活
用

○視聴覚ライブラリーとしてDVD教材4本・ＶＨＳ教材1本を整備，
随時貸出

　 ○施設設備の充实 ○施設修繕・改修の实施
○施設予約システムの充实 ○平成18年度稼働

②社会教育関連施設整備の調査研究 ○整備計画の検討 ○既存施設の経年数を考慮のうえ，各社会教育施設の整備計
画を検討

施策評価

評価理由

今後の課題

団体間や次世代間交流の機会をさらに提供していく。

　(4) 社会教育関連施設及び機関の整備と活用の促進

Ｂ

新規の施設整備や満足のできる改修が望めない中，当該年度に可能な備品整備や
修繕については，概ね实施された。

施設の修繕や改修を計画的に实施していく。

　(3) 生涯学習関係団体の活動支援及び連携強化

Ｂ

初心者向けパソコン講座をＩＴボランティアを活用し，实施することができた。また，
サークルや小学生との交流が図られた。
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①家庭の教育力向上事業の充实 ○家庭教育関連資料や情報の提
供

○家庭教育学級運営委員研修会における資料及び情報提供

○家庭教育相談資料や情報の提
供

○家庭教育学級運営委員研修会(２回）及び家庭教育学級講座
における資料及び情報提供

○学校との連携強化 ○家庭教育学級主事会議の实施（２回）及び連絡・相談等による
連携

○社会教育施設及び機関等での
家庭教育事業の实施

○社会教育施設等を活用した家庭教育シアターフォーラム(１１
回　参加者１０３名）の实施

②家庭教育学級の公立幼・小・中学校
開設及び活動内容の充实

○家庭教育学級の充实 ○公立幼・小・中学校における必修家庭教育学級の開設（２０学
級），自主家庭教育学級(２８学級）の開設

　 ○家庭教育講座の实施 ○必修家庭教育学級講座实施回数（年間１５９回）
○家庭教育学級関連会議，研修会
等の实施

○家庭教育学級運営委員研修会の实施（２回）

○家庭教育学級関連資料や情報
の提供

○家庭教育学級運営委員研修会及び家庭教育学級講座にお
ける資料及び情報提供

③家庭教育相談の充实 ○相談体制の充实 ○家庭教育指導員による指導・助言及び相談体制の充实

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①教育機関等との連携活動の強化 ○印西市ＰＴＡ連絡協議会等への
支援

○各団体主催事業の支援・協力

○子ども週末活動等支援事業の拡
充

○庁内関係課との「放課後子どもプラン」の検討

②青尐年健全育成関係組織の充实と
連携活動の強化

○青尐年健全育成庁内連絡会議
の開催

○会議の在り方を検討し、目的達成として中止

　 ○青尐年健全育成関係団体代表
者会議の開催

○会議の在り方を検討し、目的達成として中止

○各種団体との連携活動の拡充 ○青尐年相談委員連絡協議会，子ども会連絡協議会活動事業
への支援・協力

③青尐年をとりまく社会環境の浄化と
啓発活動の強化

○青尐年をとりまく地域社会環境实
態調査の实施

○県からの实態調査依頼無し。ポスター掲示、チラシ配布等の
啓発活動を实施。

○こども１１０番運営委員会への支
援

○こども１１０番運営委員会の開催（２回），
協力家庭・事業者数１，０２６件

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①地域ぐるみさわやかコミュニティ推進
事業の充实

○さわやかコミュニティ推進委員連
絡会議の開催

○市内全域を対象に啓発活動を实施

　 ○さわやかコミュニティ推進委員会
の实施

○さわやかコミュニティ推進委員会の实施（２７回）

○中学校区域の特色を生かした事
業の实施

○市内６校を推進校に指定，地域住民に対し实践活動を实施

○ほの ぼの 家庭・生き生き 地域
オープンセミナーの開催

○ほのぼの家庭・生き生き地域オープンセミナーの開催（１１回）

施策評価

評価理由

今後の課題

各種主催事業の支援・協力及び団体間の事業協力により連携体制が図れた。

青尐年健全育成関係団体間の連携・協力をさらに強化していく。

　(3) 地域教育力の向上支援，コミュニティ活動の推進

Ａ

市内全域において，推進委員会が主体となり，さわやかコミュニティ推進事業を实施
することができた。

各地域の实情に合わせた支援の实施が必要

　(1) 家庭の教育力の向上

　Ａ

学級の運営については，順調に实施されており，対象保護者が減尐する中，事業参
加者は増加している。

講座への参加増員のための内容の充实，周知の工夫が必要

　(2) 青尐年健全育成機構の整備

Ｂ

２　地域ぐるみの青少年健全育成事業を推進する。
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①文化芸術活動への協働機会の促進 ○市民協働型事業の实施 ○第１３回印西市民文化祭を实施
（期間：１０月１２日～１１月９日，会場：文化ホール，中央公民館，
総合福祉センター）
○文化ホール主催事業，ロビーコンサートを实施 (１０回实施）

○文化芸術情報の提供 ○文化ホール主催事業等の情報提供
（文化ホール情報誌「夢工房」発行）
○広報等を通じて各種情報提供

②文化芸術鑑賞機会の拡充 ○文化芸術鑑賞事業の充实 ○文化ホール主催事業を实施（８回）
（倍賞千恵子コンサート,高嶋ちさ子と１２人のｳﾞｧｲｵﾘﾆｽﾄ，いんざ
い寄席，日本のむかしばなし「民話劇場」，親子のためのｸﾗｼｯｸｺ
ﾝｻｰﾄ「音楽の絵本」，大野靖之ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ，いんざい爆笑ライ
ブ，１６ﾐﾘ映画会）

③文化芸術団体に対する活動支援 ○文化芸術団体活動への支援 ○活動・発表の場についてのサポート，事業实施内容の情報提
供
○芸術文化協会創立１５周年記念事業（講演会等）への支援

○文化芸術団体の事業に対する共
催，後援の实施

○文化芸術団体からの教育委員会への共催・後援申請を受理・
審査（共催７回、後援４０回）

○子供たちの文化芸術活動への支
援

○「伝統文化子ども教室」实施３団体への活動支援及び情報提
供

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績
①地域文化の振興 ○地域文化遺産の保存・活用 ○パネル展「横綱・鳳」（イシイ電気まちかど博物館・11月18日）を

開催。文化財等の普及公開に努めた。
○地域文化拠点の活性化 ○木下まち育て塾が行うまちかど博物館事業への協力支援を实

施

②地域文化活動への支援 ○木下街道膝栗毛事業への支援 ○木下街道評定委員会を運営
・平成２０年１１月１６日(日)に木下街道膝栗毛２００８を实施（印西
牧の原～古新田～中央公民館コース・参加者１９９人）

○市民主体の地域文化活動への
支援

○市民活動団体（印西ふるさと案内人協会ほか）が行う事業への
協力及び広報等への周知を図った。

施策評価

評価理由

今後の課題

　(2) 地域文化の振興及び活動支援

Ｂ

事業は概ね順調に实施している。地域文化拠点の活性化では，木下まち育て塾の
行うまちかど博物館事業への協力支援事業をモデルとして实施した。

地域文化資源の保存・活用を行う拠点整備や地域文化活動を行う団体育成などを
進めるため，事業及び支援内容の検討を行う。

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域文化の醸成をめざす。

１　文化活動を促進し，地域文化の創造を図る。

　(1) 市民協働型の文化芸術活動の推進及び文化芸術団体に対する活動支援

Ｂ

すべての事業とも概ね順調に实施できたが，文化事業や市民団体の文化活動が多
様化する一方，市民文化祭については参加者，見学者数が減尐する傾向にある。

事業及び事業内容を精査しつつ，団体や個人の文化芸術活動を支援する。
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績
①無形民俗文化財の継承支援 ○無形民俗文化財の継承支援 ○指定文化財の各所有者に対し，保存・管理に対する指導及び

助言を实施し，伝承継承活動に補助金を交付
・鳥見神社の獅子舞（県） ・公開事業实施日　平成２０年５月３日
・浦部の神楽（県） ・公開事業实施日　平成２０年１０月１９日
・武西の 六座念仏の称念仏踊り
（県）

（２０年１２月末をもって保存会活動を休止）

・別所の獅子舞（市） ・公開事業实施日　平成２０年８月２４日
・いなざき獅子舞（市） ・公開事業实施日　平成２０年９月２３日
○無形民俗文化財の情報提供 ○指定文化財の各所有者に対し，保存・管理に対する指導及び

助言を实施
○無形民俗文化財連絡会議の開
催

○連絡会議は未实施（個別に文書等を通じて連絡調整を行う）

②指定文化財の保護及び活用 ○文化財防災訓練の实施 ○結縁寺にて平成２１年１月２５日（日）实施
○有形文化財，史跡及び天然記念
物の保存及び活用

○以下の指定文化財の各所有者に対し，保存・管理に対する指
導及び助言を实施

・宝珠院観音堂（国） ○史跡管理のため年２回草刈清掃を实施
・木下貝層（国）
・銅造不動明王立像（国）
・梵鐘（県）

・木造毘沙門天及び両脇侍立像
（県）
・木造延命地蔵菩薩坐像（県）
・木造地蔵菩薩立像（県）
・銅造十一面観音立像（県）
・弥陀一尊武蔵型板碑（市）
・上宿古墳（市）
・弥陀三尊下総型板碑（市）
・鋳銅鰐口（市）
・武西の百庚申塚（市）
・観音寺鋳銅鰐口（市）
・吉岡家河岸関係文書（市）
・月影の井（市）
・小金牧鹿狩資料「村小旗」（市）
・泉新田大木戸野馬堀遺跡（市）
・木造不動明王立像及び毘沙門天
立像（市）

　 ○指定文化財の情報提供 ○指定文化財の各所有者に対し，保存・管理に対する指導及び
助言を实施

③文化財の調査研究 ○文化財登録制度の調査，研究 ○文化財登録制度を引き続き検討
○文化財の基礎調査（仏像・建造
物・民具ほか）

○仏像調査（小林西福寺ほか）を实施

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績
①埋蔵文化財の調査研究，保護及び
周知，活用

○埋蔵文化財を周知する事業の实
施

○予定した現地説明会は，該当遺跡がなく未实施

○関係部局との連携及び保護，指
導

○国，県の助成を受け，小規模開発に伴う発掘調査を实施

○発掘調査資料の整理・保存・活
用

○道作古墳４号墳，５号墳の測量調査を实施し，調査成果を報
告書にまとめた

施策評価

評価理由

今後の課題 今後とも埋蔵文化財の保護及び活用を推進する。

Ｂ

事業は概ね順調に实施しているが，指定文化財等の環境整備や新指定に向けた調
査など事業の充实を図る必要がある。

文化財の保護及び活用に向けて，計画的に整備を進める。

　(2) 埋蔵文化財の周知及び理解の促進

Ｂ

埋蔵文化財事業の周知・啓発事業は該当する場所がなく，实施を見送った。

２  文化財の保護及び活用促進と周知に努め，市民の郷土意識の醸成を図る。

(1) 文化財の保護及び活用の促進
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①市史編さん事業の推進 ○印西歴史読本の刉行 ○歴史読本刉行にむけて市史編さん専門委員を委嘱し，専門部
会ごとに編集会議や史料調査等を实施した
・市史編さん専門委員（編集委員７名，調査研究員３名）を委嘱
・歴史読本編さん専門部会編集会議（全体会１回，原始・古代３
回，中世・近世３回，近代・現代３回）
・史料調査（各部会７回）
・原始・古代編の原稿執筆

○市史研究誌の刉行 ○市史研究誌「印西の歴史」の刉行準備
②地域の歴史に関する資料の保存・
活用

○歴史的文化的価値のある古文
書，行政文書などの調査，収集，整
理及び保存・活用

○歴史史料の収集並び整理作業を实施
・古文書等新規収集（新規寄託３件・新規借用１件）
・古文書等整理作業（仮目録の電算化４２件）
・複製史料を作成（鉄道関係文書８３冊，印旛沼地形図）
○歴史史料（行政文書）引継及び整理保管作業を实施
・２０年度引継（５０箱分・７３５件）
○歴史史料及び文化財燻蒸の实施（３月・新規受入資料）
○市史講座「古文書解読入門講座」（全４回）を实施

○民俗資料の収集・活用(民具ほ
か）

○民俗資料を収集
・民具新規受入（８件・３５点）
○歴史資料保管庫等での整理・保存作業を实施
・文化財基礎調査会の協力により民具等の整理
○歴史資料保管庫の公開を通じて民俗資料を活用
・出前講座（市内小学校５校・２８３名）

○地域の歴史に関する展示(ふるさ
と資料室など）

○ふるさと資料室にて旧草深小学校及び草深地区に関わる資
料等を展示した

○市民団体への資料提供・助言 ○市民等の展示や研究活動などへの地域資料の提供や助言を
行った

施策評価

評価理由

今後の課題

　(3) 歴史的資料の保存及び活用の促進

Ｂ

２項目の事業は概ね順調に实施しているが，实績，成果の上積みが必要であり，さ
らに事業を充实させるとともに，整理作業や保管環境の整備について計画的な検討
を進める必要がある。

市史編さん事業を推進し，積極的に歴史資料の調査収集，保存活用を図る。また，
資料整理作業所の老朽化や歴史資料の適切な保存管理が可能な代替え施設の検
討を進め，公開閲覧等の課題についても引き続き検討する。
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事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①生涯スポーツ活動の機会拡充 ○スポーツ行事の開催 ○スポーツ健康フェスタ、関東大学女子駅伝、郡市民体育大
会、ラグビーまつり等年間を通してイベントを開催

○市民ニーズに対応したニュース
ポーツ教室の開催

○ショートテニス教室とスナッグゴルフ教室を９回開催

○ニュースポーツの普及･啓発 ○市内全域でのスポーツ教室の開催や大会の实施

○高齢者のスポーツ・レクリエーショ
ン活動支援

○指導者派遣事業や備品等の貸出しを实施

○スポーツ行事のボランティアス
タッフとの連携

○スポーツ・健康フェスタ，関東大学女子駅伝，正月マラソンに
おいて，ボランティアスタッフと連携して運営

○学校体育施設開放の推進 ○市内小中学校１９校を一般開放し１５３団体が利用
②指導者の養成と活用の促進 ○市内スポーツリーダーバンク登録

者の積極的活用
○市民の要望等により，登録者を紹介

○スポーツ尐年団指導者の拡充と
資質向上

○県スポーツ尐年団認定員養成講習会，認定員再研修会に参
加

○体育指導委員の各種研修会へ
の派遣

○県・郡主催のニュースポーツ研修会等に積極的に参加

○スポーツ指導者講習会の開催 ○資質の向上を図るため自主研修会を实施

③競技力の向上 ○市民スポーツ大会の開催 ○体育協会が中心となり１８競技３２大会の開催を支援
○人材発掘と強化育成 ○郡市民体育大会，県民体育大会出場選手に支援を实施
○郡市民体育大会，県民体育大会
への選手派遣

○郡市民体育大会においては，１７競技２５種目の参加，県民体
育大会は１5競技５２人参加

○市民ニーズに対応した各種ス
ポーツ教室の企画・運営

○体育指導委員や体育協会がニュースポーツやテニス教室等を
企画運営

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①既存施設の整備・充实  ○スポーツ施設の維持管理 ○各施設の定期的な整備改修の实施やスポーツ備品の整備を
实施

・松山下公園
・高花公園
・牧の原公園

○施設予約システムの充实 ○市民のスポーツ施設利用の利便性の向上を図り、１，７０８人が
登録。利用者は延べ１３１，０７５人

②民間施設の有効活用 ○民間施設の利用促進 ○民間施設を借用し，各種球技の行なえる多目的広場として一
般開放

　 ・東京電機大学平岡グラウンド
　 ・六軒河川敷広場

施策評価

評価理由

今後の課題

２　スポーツ・レクリエーション施設の整備充実を図る。

 (1) スポーツ・レクリエーション施設の整備充実

Ａ

 (1) スポーツ・レクリエーション活動機会の充実

２項目の事業いずれも順調に实施され，利用者も増加している。

松山下公園はスポーツ振興の拠点として駐車場の増設が必要である。

Ⅳ．心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実をめざし，生涯スポーツ
の推進を図る。

１　スポーツ・レクリエーション活動の振興を図る。

Ｂ

各事業は概ね順調に实施できた。

スポーツの振興，団体の育成を図るため，事業及び事業内容の精査に努める。
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３　スポーツ・レクリエーションの推進体制の整備充実を図る。

(1) スポーツ・レクリエーション団体との連携及び育成

事　　　　　　　　業 事 業 内 容（平成２０年度目標） 平成２０年度実績

①スポーツ団体等の活動推進 ○体育協会への支援と連携 ○体育協会へ補助金を交付し，運営支援や市民大会等の開催
を支援

○スポーツ尐年団への支援と連携 ○スポーツ尐年団へ補助金を交付し，市交流大会の实施や各
大会の開催を支援

○体育指導委員活動の推進 ○スポーツサークル等の育成や,体育行事の企画，立案，实施
○レクリエーション組織の育成 ○サークル団体への講師派遣や備品等の貸出しを实施

②スポーツ推進情報の提供 ○各種スポーツ事業及び団体活動
の情報の提供

○市ホームページ，体育協会ホームページ、広報紙へ各種行事
等の情報を掲載。また，体育協会，体育指導委員の機関だより
の発行を支援

③総合型地域スポーツクラブの育成  ○スポーツクラブへの活動支援 ○総合型地域スポーツクラブのパンフレットにて周知活動の支援
 ○スポーツクラブの設立支援 ○総合型地域スポーツクラブの入会案内等ＰＲ活動の支援

④スポーツ医・科学体制の整備  ○スポーツセミナーの開催 ○「高齢期からの健康づくり」をテーマに掲げたセミナーを開催
 ○スポーツの安全対策の推進 ○スポーツ団体を対象にAED講習会を实施

施策評価

評価理由

今後の課題

B

スポーツ情報等の提供は拡大できたが，スポーツクラブの地域推進母体となる団体
がつかめなかった。

総合型地域スポーツクラブの設立については指導者や活動拠点の確保に向け検討
が必要である。
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１ 評価内訳 

  

具体目標における重点施策毎の事業評価内訳は，以下のとおり 

   

 Ⅰ 豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を育成し，生涯学

習の基礎づくりを目指す。 

 

  １ 次代を担う子供たちに，生きる力を育成する。 

番号 重 点 施 策 評 価 

(１) 活力ある学校づくりの推進 Ａ 

(２) 豊かな心を育む教育の推進 Ｂ 

(３) 社会の変化に対応した教育の推進 Ａ 

(４) 教育相談活動の充実と推進 Ａ 

(５) 特別支援教育の推進 Ｂ 

(６) 幼児教育の支援 Ｂ 

   

 ２ 教職員の専門性と指導力の向上を図る。 

(１) 教職員研修の支援 Ａ 

(２) 指導力向上の支援 Ａ 

(３) 研究諸団体への協力の拡充 Ｂ 

 

 ３ 生涯学習の場としての環境づくりを推進するとともに，学校（幼稚園

を含む）施設の整備充実を図る。 

(１) 幼・小・中学校施設等の整備充実 Ｂ 

 

４ 学校保健・学校給食・学校環境衛生の充実を図る。 

(１) 健康教育の推進と保健指導の充実 Ｂ 

(２) 学校環境衛生の充実 Ｂ 

 

 ５ 学校安全の充実を図る。 

(１) 学校安全の充実 Ａ 

 

 Ⅱ 市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通いあう人間味豊

かな生涯学習によるまちづくりを目指す。 

 

  １ 生涯学習活動支援の充実を図る。 

(１) 生涯学習推進体制の充実 Ｂ 

(２) 生涯学習機会の拡充 Ｂ 

(３) 生涯学習関係団体の活動支援及び連携強化 Ｂ 

(４) 社会教育関連施設及び機関の整備と活用の促進 Ｂ 
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  ２ 地域ぐるみの青尐年健全育成事業を推進する。 

(１) 家庭の教育力の向上 Ａ 

(２) 青尐年健全育成機構の整備 Ｂ 

(３) 地域教育力の向上支援，コミュニティ活動の推進 Ａ 

 

Ⅲ ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域文化の醸成を目指

す。 

 

  １ 文化活動を促進し，地域文化の創造を図る。 

(１) 市民協働型の文化芸術活動の推進及び文化芸術団体

に対する活動支援 

Ｂ 

(２) 地域文化の振興及び活動支援 Ｂ 

 

２ 文化財の保護及び活用促進と周知に努め，市民の郷土意識の醸成を

図る。 

(１) 文化財の保護及び活用の促進 Ｂ 

(２) 埋蔵文化財の周知及び理解の促進 Ｂ 

(３) 歴史的資料の収集，調査及び活用の促進 Ｂ 

   

Ⅳ 心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実をめざし，生涯スポ

ーツの推進を図る。 

 

  １ スポーツ・レクリエーション活動の振興を図る。 

(１) スポーツ・レクリエーション活動機会の充実 Ｂ 

 

２ スポーツ・レクリエーション施設の整備充実を図る。 

(１) スポーツ・レクリエーション施設の整備充実 Ａ 

 

３ スポーツ・レクリエーションの推進体制の整備充実を図る。 

(１) スポーツ・レクリエーション団体との連携及び育成 Ｂ 

 

※ 評価基準 

Ａ 事業の目標が達成され，計画以上の施策の進捗が認められる。 

Ｂ 事業の目標が概ね達成され，施策の進捗が認められる。 

Ｃ 未達成事業が多く，施策の進捗がほとんど認められない。 

 

 



30 

２ 目標別評価 

 目標における重点施策の評価内訳数は以下のとおり 

番

号 
目   標 

具 体 

目標数 
重 点 

施策数 
重点施策の評価数 

Ａ B Ｃ 

Ⅰ 豊かな人間性と未来を築

くたくましい力を持つ子

供を育成し，生涯学習の基

礎づくりを目指す。 

５ １３ ６ ７ ０ 

Ⅱ 市民それぞれが，生きがい

を感じ，市民相互の心の通

いあう人間味豊かな生涯

学習によるまちづくりを

目指す。 

２ ７ ２ ５ ０ 

Ⅲ ゆとりと潤いのある地域

社会を構築するために，地

域文化の醸成を目指す。 

２ ５ ０ ５ ０ 

Ⅳ 心身ともにたくましく健

康で明るい市民生活の充

実をめざし，生涯スポーツ

の推進を図る。 

３ ３ １ ２ ０ 

計 １２ ２８ ９ １９ ０ 

 

３ まとめ 

  今回の点検及び評価の結果，Ⅰ～Ⅳの目標を達成するために掲げている全

１２の具体目標，２８の重点施策中，前回の報告書と比較して，Ａ評価が５

つ増えて９施策となり（約１４％→約３２％），Ｂ評価はＡとなった分の５つ

減，Ｃ評価は今回もありませんでした。 

前回の報告書と同様にＢ評価が全体の約７割を占めております。しかしな

がら，前回の報告書にも記載しましたが，Ｂ評価は「事業の概ね達成，施策

の進捗」を意味することから，全体として市の教育施策は進捗していると考

えております。前回と比較してＡ評価が増加しているところではありますが，

更なる教育施策の進行管理を行ってまいります。 

 

なお，学識経験者の皆様からは，主に次のような御意見をいただきました。 

 この御意見につきましては，報告書素案時にいただいたものです。報告書

の記載内容など，すぐに反映できるものにつきましては，最終報告書に反映

しております。 

 

 

 



31 

（学校教育分野） 

・状況が具体的に記載され，目的達成のための事業も効果的に実施されてい

る。 

・豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子の育成のために，子供一

人一人が「きらり輝く」教育を推進するという，１本筋の通った実践がな

されている。 

・生徒指導を基盤とした「わかる授業」「楽しい授業」の実践，「運動の喜び

を味あわせる正課体育」の実践，それを支える教師の指導力の向上のため

の事業にも十分に力を注いでほしい。 

（運動の喜びを味あわせる正課体育について）運動する子としない子の２極

化が問題となりつつある。不断の運動遊びをしない子に対する運動保障は

正課体育しかない。楽しい体育授業を通して，動く喜びを味あわせたい。 

 

 （生涯学習分野） 

・全体的に事業内容，実績等明確にまとめられている。生涯学習以外の事業

で様々な取り組みがある事がわかる。 

・生涯学習分野については，事業内容や実績が詳細に明記されていることと

比較して，評価理由が簡潔。「評価理由」と「今後の課題」の欄は，教育委

員会が，どれほど自らを省みているか注目度が高い部分である。 

・重点施策の一部事業のみを捉えて重点施策を評価している部分がある。他

の事業も素晴らしい実績を残していると思われるので，もう尐し詳しく，

具体的に評価したほうがよいのではないか。 

⇒上記生涯学習分野の御指摘につきましては，より詳細で具体的な評価内

容に改めさせていただきました。 

 

 （スポーツ振興分野） 

・「スポーツ健康フェスタ」は，マンネリ化の傾向にある。魅力あるイベント

にするため，内容の創意工夫とＰＲ方法も検討する必要があるのではない

か。 

・各種のスポーツ教室は，一過性のものに終わらず，終了後受講者が自主活

動できるよう，クラブ結成などの組織づくりの助言及び指導が必要。地域

総合スポーツクラブの育成・支援についても，「市スポーツ振興計画」に合

わせ，計画推進のための努力が必要 

・「スポーツ・レクリエーション施設の整備充実」については，評価理由が「順

調に実施され」とある。「計画以上の施策の進捗が認められるもの」が具体

的に明確でなく，若干疑問が残る。松山下公園の駐車場の整備は，施設の

全体利用の面からも支障が生じかねず急務と考える。また，市外では施設

の管理・運営に指定管理者制度を導入している例が多く，外部委託の比較

検討が急がれる。 
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 ⇒施設の維持管理面を重視し，市長部局との連携も含めて順調に行われ，

施設利用者も計画以上の増加を見せていることから，Ａ評価とさせていた

だきました。施設の整備面につきましては，今後も市長部局と連携をとり，

進めてまいります。 

・ちば国体開催後のクライミング施設有効活用のため，関係団体の育成が必

要。また，各種軽スポーツ団体について，今後生涯スポーツの振興の面か

ら「スポーツ・レクリエーション協会」設立に向けた指導・育成が必要 

・今後３市村が合併した場合，住民の早期融和にスポーツが果たす役割は大

きい。関連する各種スポーツイベントの工夫が必要 

・国民体育大会については鋭意その準備をしているところであるが，これを

機会に市のスポーツ振興の更なる向上・発展を図るため，教育委員会とし

ても市長部局と綿密に連携し，積極的な関与・協力が必要 

・各種の事業振興にあたっては，今後とも市の最上位計画である「総合計画」

や「スポーツ振興計画」と十分整合性を保ちつつ，積極的な実施が必要 

 

貴重な御意見，ありがとうございました。 

今後の教育施策に生かすため，検討してまいります。 

 

この点検評価報告書の作成の意義として，市教育委員会がその所掌事業に

ついて自己点検を行うことで現状を把握し，計画の実現に向けて事業の精査

を図り，外部学識経験者の皆様からいただいた御意見を検討し，翌年度の教

育施策に反映させることであると考えております。 

つきましては，今回の点検・評価をもとに重点施策ごとの今後の課題の克

服に努め，事業の合理化を進め，市民のみなさまの御意見を取り入れながら，

必要に応じて現行施策の見直しを図り，重点施策の進捗，教育施策に掲げる

目標の達成に努めてまいります。  


