
                       

 

 

 

＝ 事務事業の点検評価結果報告 ＝ 

 

＜平成２４＜平成２４＜平成２４＜平成２４年度年度年度年度事務事業の事務事業の事務事業の事務事業の点検評価点検評価点検評価点検評価＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北方町教育委員会北方町教育委員会北方町教育委員会北方町教育委員会    

 



                       

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに                                                                                                                            

  北方町教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 27 条の規定に

基づき、平成２４年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検評価を行い、その結果に関する報告をここにまとめました。 

 

２２２２    点検評価の実施について点検評価の実施について点検評価の実施について点検評価の実施について    

  この点検評価は、教育委員会の会議等に関わる１分野３項目と、第２次｢北方町教育総

合５ヵ年計画＝第２年次｣に示した３分野 17 項目について実績や成果と課題を記述し、

次に示す４区分で達成度を評価しました。従って、評価対象は５分野 20 項目となります。 

    

＜評価について＞＜評価について＞＜評価について＞＜評価について＞    

  点検評価については、次の４区分により達成度の評価を行いました。 

評  定  内     容 

Ａ  順調に達成しているもの 

Ｂ  おおむね順調に達成しているもの 

Ｃ  達成見込みであるが課題があるもの 

Ｄ  順調でないもの 

    

＜評価項目について＜評価項目について＜評価項目について＜評価項目について((((４４４４分野２０項目分野２０項目分野２０項目分野２０項目)＞＞＞＞    

    

◇教育委◇教育委◇教育委◇教育委員会員会員会員会    

(1)(1)(1)(1)教育委員会の活動状況教育委員会の活動状況教育委員会の活動状況教育委員会の活動状況        

①方針と重点の策定状況 ②教育委員会会議の実施状況 ③調査活動等の状況 

◇事務事業◇事務事業◇事務事業◇事務事業    

(2)(2)(2)(2)学校教育学校教育学校教育学校教育    

    ①能力開花事業の推進 ②豊かな心を育む教育の推進 ③読書活動の推進 

④特別支援教育の充実 ⑤教育相談活動の充実  

     ⑥学力向上・国際理解教育推進の充実 ⑦学校給食の充実 ⑧教職員の資質向上を

図る研修の充実 

(3)(3)(3)(3)生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習((((社会教育・社会体育社会教育・社会体育社会教育・社会体育社会教育・社会体育))))    

    ①家庭教育の充実 ②「発表のまち・北方」文化活動の推進 

    ③「健康づくりのまち・北方」スポーツ活動の推進 

④生涯読書のまちづくりの推進 ⑤ボランティアによるまちづくりの推進 

   ⑥各種活動団体の育成と多様な活動の支援  

⑦｢未来につなぐ心の糧｣公募事業の推進 

((((4444))))環境整備環境整備環境整備環境整備    

    ①安全安心な町づくりの推進 ②学習環境の整備 

    

    

    



                       

３３３３    分野・項目ごとの点検評価結果一覧表分野・項目ごとの点検評価結果一覧表分野・項目ごとの点検評価結果一覧表分野・項目ごとの点検評価結果一覧表    

    

分  野 項     目 

評 定 

H24 H23 

(1)教育委員会

の活動状況 

① 方針と重点の策定状況 ＡＡＡＡ    Ａ 

② 教育委員会会議の実施状況 ＢＢＢＢ    Ｂ 

③ 調査活動等の状況 ＢＢＢＢ    Ｂ 

 

 

 

(2)学校教育 

 

 

 

① 能力開花事業の推進 ＢＢＢＢ    Ｂ 

② 豊かな心を育む教育の推進 ＢＢＢＢ    Ｃ 

③ 読書活動の推進 ＡＡＡＡ    Ａ 

④ 特別支援教育の充実 ＡＡＡＡ    Ｂ 

⑤ 教育相談活動の充実 ＢＢＢＢ    Ｂ 

⑥ 学力向上・国際理解教育推進の充実 ＢＢＢＢ    Ｂ 

⑦  学校給食の充実 ＢＢＢＢ    Ｂ 

⑧ 教職員の資質向上を図る研修の充実 ＢＢＢＢ    Ｂ 

(3)生涯学習 

  （社会教育） 

(社会体育) 

①�家庭教育の充実 ＢＢＢＢ    Ｃ 

②「発表のまち・北方」文化活動の推進 ＢＢＢＢ    Ｂ 

③「健康づくりのまち・北方」スポーツ活動の推進 ＢＢＢＢ    Ｃ 

④�生涯読書のまちづくりの推進 ＢＢＢＢ    Ｂ 

⑤� ボランティアによるまちづくりの推進 ＢＢＢＢ    Ｂ 

⑥ 各種活動団体の育成と多様な活動の支援 ＢＢＢＢ    Ｃ 

⑨ 「未来につなぐ心の糧」公募事業の推進 ＢＢＢＢ    Ｂ 

(4)環境整備 

① 安全安心な町づくりの推進 ＢＢＢＢ    Ｃ 

② 学ぶ環境の整備 ＢＢＢＢ    Ａ 



項 目 事業内容・実 績 成果及び課題 評価委員会の意見 

評価 

24 23 

方針と重点方針と重点方針と重点方針と重点

の策定状の策定状の策定状の策定状

況況況況    

 

○「北方に住んで、北方の教育を受けてよかった」と思っても

らえる教育の実現を目指し、平成２３年度より第 2 次「北方

町教育総合 5 ヵ年計画」をスタートさせた。 

・本年度の基本方針、各分野の重点施策は次のようで 

ある。 

 

１．基本方針１．基本方針１．基本方針１．基本方針    

・「子どもが主役の園・学校教育の推進」を掲げ、確かな学

力、豊かな心、健康な体をはぐくみ、地域に生きる子どもを

育てる。 

・「住民が主役のまちづくり」を掲げ、ふるさとへの愛着と帰属

意識を高め、生涯元気で、地域に生きるまちづくりを進める。 

２．重点２．重点２．重点２．重点    

① 自分は大切にされている、役に立っていると実感で 

きる園・学校生活の築く。 

② 分かった、できるようになったと自分の成長を実感できる

学習生活を築く。 

③ 誰もが、語らう・憩う・挨拶するなど豊かな人間関係に満ち

た暮らしを築く。 

④ 住民が一緒になって教養を積む、スポーツを楽しむなど

の潤いと生きがいに満ちた暮らしを築く。 

⑤ 励まし合って身近な問題に関わろうとするふるさとへの帰

属意識と連帯意識に満ちた暮らしを築く。 

 

○本町では教育の基本理念を「子どもが主役の園・学校」「住

民が主役のまち」とし、常に主体は子ども・住民であり、住

民と行政が協働して本町の教育を創ることを目指し取り組

んできた。 

・平成 2４年度は第２次「北方町教育総合５ヵ年計画」の第２年

次にあたる。 

 

・成果＝学校教育、社会教育、生涯学習のそれぞれの分野

について、5 年間の中期的な見通しと目標に基づい

て施策を立ち上げ、そのスタートを切った。 

また「子ども・住民が主役」という基本理念に基づいて

各種事業を推進することができた。 

 

・課題＝第３年次では、今年度の成果や課題を明らかにし、

より一層具体的かつ発展的な重点を示し、活動や施

策に反映していく必要がある。 

 

○中期的な見通しを立て、毎年

毎年見直しを図りながら進めて

いることが分かる内容である。 

 

○各施策の具体的な出口の姿

を示すことができれば、より一層

成果と課題が明確にできるので

はないか。 

 

○「子どもが主役」という方針

は、北方町の教育施策推進に

おいて重要な精神である。 

 

○児童生徒の発達段階や住民

のライフステージに応じた教育

の在り方を十分に考慮した方針

と重点が策定されている。 

ＡＡＡＡ    A 



教育委員教育委員教育委員教育委員

会議の会議の会議の会議の    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

 

１．教育委員会会議１．教育委員会会議１．教育委員会会議１．教育委員会会議    

○教育委員会会議は原則月１回であるが、本年度は次のよう

である 

① 教育委員会定例会・・・１２回開催 

② 教育委員会臨時会・・・ ２回開催 

・教育委員会定例会では、教育委員会の職務権限に属 

する次の 48 の案件を審議した。 

①  教育委員会規則等法令の制定及び改廃・・・14 件 

②  就学援助児童生徒の認定について・・・・・・・12 件 

③  教育行政関係各種委員の委嘱について・・・6 件 

④  教職員等人事異動に関すること・・・・・・・・・・4 件 

⑤  教育予算・補正予算に関すること・・・・・・・・・4 件 

⑥  教科書採択に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・3件 

⑦  北方町教育計画（案）について・・・・・・・・・・・1 件 

⑧  教育委員会点検・評価報告について・・・・・・2 件 

○9   方針と重点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 件 

○10   その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 件 

○定例会の議案審議終了後には、毎回協議会を開催した。

その内容は、学校訪問による子どもの成長の様子の意見

交換、諸行事に参加した感想交流、教育改革の動き、施

策に関わる諸研修等、多岐に亘った。 

 

１．教育委員会会議１．教育委員会会議１．教育委員会会議１．教育委員会会議    

○教育委員会における議論が形骸化しないために、意見交

換や教育行政における諸課題などについて協議し、教育

行政の活性化に努めた。 

 

①①①①    定例会定例会定例会定例会    

・成果＝全ての案件の承認を得ることにより、円滑に教育行 

政の運営ができた。 

・課題＝教育委員会制度の理念、当面する教育・教育行政

の諸課題についての深い理解と当事者としての自覚

が必要であり、そのために教育委員の研修を充実す

る必要がある。 

 

②②②②    臨時臨時臨時臨時会会会会    

・成果＝教科書採択、人事案件について審議を行い、遺漏な

く関係機関と連携業務を進めることができた。 

・課題＝今後も正確かつ適切に案件の審議を進める必要が

ある。 

 

②②②②    協議会協議会協議会協議会    

・成果＝教育問題の勉強会、児童生徒の育ちの様子、各事

業の進捗状況を交流・協議できた。 

・課題＝年間をとおして、一層、効果的な協議会に工夫・改

善する必要がある。  

 

○年間を通して、定例会を定

期的に開催し、各種の案件に

ついて審議が丁寧に行われて

いる。 

 

○協議会において児童生徒の

具体的な姿や教職員の指導の

在り方、住民の参画の状況等

について情報交流をしたり、

協議する場が毎回位置づけら

れていることは素晴らしい。 

 

○教育委員会で協議された内

容が、学校教育や社会教育の

推進に適切に反映されるよう

に、教育委員会が指導性を発

揮することを今後より一層期

待したい。 

ＢＢＢＢ    B 



調査活動調査活動調査活動調査活動

等の状況等の状況等の状況等の状況    

 

１．学校訪問１．学校訪問１．学校訪問１．学校訪問    

○１学期に、教育委員と事務局職員が合同で町内各小中学

校を訪問し、授業の様子を参観するとともに、教職員との

懇談会を実施した。 

[実施日] 

北小＝5/16 西小＝6/22 北中＝5/22 

２．教育委員視察研修２．教育委員視察研修２．教育委員視察研修２．教育委員視察研修((((県外視察県外視察県外視察県外視察))))    

○他市町の教育委員等との懇談を通して、今日的な教育課

題に係る協議を行った。 

・10/19＝福井県永平寺町教育委員会、永平寺中学校 

３．岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会３．岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会３．岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会３．岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会    

○教育委員、事務局職員が分科会に別れて研究協議に参

加し、今日的教育課題について研修を深めた。 

・11/9＝関市わかくさプラザ 教育委員全員参加 

４．その他の研修（教育委員の直接参加行事）４．その他の研修（教育委員の直接参加行事）４．その他の研修（教育委員の直接参加行事）４．その他の研修（教育委員の直接参加行事）    

○教育委員が分担したり自主参加したりして、本町教育の進

捗状況の把握に努めた。 

・4 月＝入園式、入学式、着任式 

・5 月＝町民対話集会  

・9月＝園・小学校運動会、中学校体育祭 

・10月＝町民運動会 

・11 月＝町文化祭 

・1 月＝成人式・心の糧発表会 

・2 月＝ふれあい合唱集会 

・3月＝卒業式、卒園式 等 

 

○学校訪問や視察、行事等、年間を通して、各教育委員の

時間のゆるす限り、調査活動を行った。 

 

１．学校訪問１．学校訪問１．学校訪問１．学校訪問    

・成果＝学校の経営方針、子どもの様子など、現場の様子を

効果的に把握できた。 

・課題＝諸事情により、日程の調整がつかず、訪問できない

学校があった。 

２．教育委員視察研修２．教育委員視察研修２．教育委員視察研修２．教育委員視察研修    

・成果＝教育委員と協議を行うことにより、教育行政の参考に

なった。 

・課題＝日帰り研修の為、研修場所が限られる。 

３．岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会３．岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会３．岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会３．岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会    

・成果＝有識者の講演を聞くことができ有益だった。 

・課題＝研究会の成果を活かす工夫が必要である。 

４．その他の研修（直接参加行事）４．その他の研修（直接参加行事）４．その他の研修（直接参加行事）４．その他の研修（直接参加行事） 

・成果＝行事への参加は委員自身の研修の場になった。 

・課題＝参加して感じた問題点などを教育行政の改善の一

助にする必要がある。 

 

○日程調整上の問題で、訪問

ができない学校があったが、年

に一回の訪問事業は実施すべ

きであった。 

 

○学校経営等をしっかり評価す

ることで、学校経営の自信や

糧、課題をできるよう訪問事業

を推進していく必要がある。 

 

○教育の先進地を視察したこと

が、本町の教育の指針や糸口、

あるいは具体的な施策の参考と

なるよう視察地や視察内容を今

後も工夫していってほしい。 

ＢＢＢＢ    B 



能力開花能力開花能力開花能力開花

事業の事業の事業の事業の    

推進推進推進推進    

○町立幼稚園、小・中学校が、幼児・児童生徒や地域の実態

などに基づいて教育の課題を明らかにし、特色のある教育を

進めることを目的として、この本事業を実施した。    

１．園・小中学校の取組１．園・小中学校の取組１．園・小中学校の取組１．園・小中学校の取組    

【幼稚園：健康で心豊かな子をはぐくむ教育推進園】【幼稚園：健康で心豊かな子をはぐくむ教育推進園】【幼稚園：健康で心豊かな子をはぐくむ教育推進園】【幼稚園：健康で心豊かな子をはぐくむ教育推進園】    

・「様々な人や物との関わりの中で、心身共にたくましく元気

な子を育てる」 

【北方小：言語【北方小：言語【北方小：言語【北方小：言語教育推進校】教育推進校】教育推進校】教育推進校】    

・「論理的に思考し、生き生きと表現する力を育てる国語の学

習」 

【北方西小：国際理解教育推進校】【北方西小：国際理解教育推進校】【北方西小：国際理解教育推進校】【北方西小：国際理解教育推進校】    

・「進んでコミュニケーションを図ろうとする子どもの育成」 

【北方南小：学力向上推進校】【北方南小：学力向上推進校】【北方南小：学力向上推進校】【北方南小：学力向上推進校】    

・「学ぶ楽しさを味わいながら、主体的に学習に取り組む子を

育てる算数科の学習」 

【北方中：学力向上推進校】【北方中：学力向上推進校】【北方中：学力向上推進校】【北方中：学力向上推進校】    

・「主体的に課題を追求し、「確かな学力」を身に付けた生徒

の育成」 

２．交付金２．交付金２．交付金２．交付金    

○各校の取組を支援するため、次の額を交付した。 

・町立幼稚園＝179,000 円  

・北 方 小＝254,000 円 ・北方西小＝346,000 円 

・北方南小＝350,000 円 ・北 方 中＝490,000 円 

１．園・小中学校の取組１．園・小中学校の取組１．園・小中学校の取組１．園・小中学校の取組    

○園・学校は、地域の特色を活かし、教育実践に積極的に取

り組んだ。 

【幼稚園】【幼稚園】【幼稚園】【幼稚園】    

・成果＝畑や花壇での栽培体験活動を通して自然の不思議

さを感じたり感動することができた。 

・課題＝英語活動が定着してきたので、さらに年次の違いに

も考慮したプログラムを考える。 

【北方小】【北方小】【北方小】【北方小】    

・成果＝国語について独自の校内検定制度等を設け、読解

力が高まりつつある。 

・課題＝算数科においても、基礎学力の定着を図る取り組み

を工夫する必要がある。 

【北方西小】【北方西小】【北方西小】【北方西小】    

・成果＝外国語活動を通して、外国語や外国の文化に関心

をもつとともに、他者と関わる力も高まりつつある。 

・課題＝学習内容に継続性をもたせ、より効果的な学習の積

み上げを工夫する必要がる。 

【北方南小】【北方南小】【北方南小】【北方南小】    

・成果＝全教員に算数の指導書を配付し、児童の基礎・基本

の学力の定着に効果があった。 

・課題＝算数の分野によって弱さが見られるため、計算検定

を実施するなどしてさらに学力の定着を図る。 

【北方中】【北方中】【北方中】【北方中】    

・成果＝オーケストラの招聘、プレゼン能力を高めるための諸

費用等に活用できたことで、生徒一人一人の能力の

可能性を広げることにつながった。 

・課題＝集団作りの高まりが感じられる活用の仕方を一層模

索していきたい。 

２．交付金制度２．交付金制度２．交付金制度２．交付金制度    

・成果＝校長の裁量で、効果的且つ順調に活用した。 

・課題＝子どもに還元できる教材品目を検討する必要があ

る。 

 

○教科指導等の研究推進に対

して校長裁量の予算的措置が

あることは、大変素晴らしい

ことである。 

 

○学校によって交付金の使途

が異なっている。園長・校長

の経営のビジョンを具現する

ため適切に活用されているか

教育委員会として指導・監督

することを大切にしていって

ほしい。 

 

○園・学校が取組の内容を具

体的に示し、成果や課題を明

らかにしていることが素晴ら

しい。今後、取組の手順や過

程を分析することで成果と課

題の要因を明らかにしていく

ことが課題である。 

ＢＢＢＢ    B 



豊かな心を豊かな心を豊かな心を豊かな心を

育む教育育む教育育む教育育む教育

の推進の推進の推進の推進    

 

○豊かな心を育む教育育(規範意識を身に付け、他者を思い

やり、進んで貢献する力を身に付けた児童生徒を育てる)

については、次の事業を進めた。 

１．１．１．１．「「「「心の教育推進事業心の教育推進事業心の教育推進事業心の教育推進事業」園・小中校の取組」園・小中校の取組」園・小中校の取組」園・小中校の取組    

学校や地域の実態に即して、園・小中学校が豊かな心

を育てる幅広い教育活動の推進に努めた。 

２．２．２．２．「心の教育推進事業」「心の教育推進事業」「心の教育推進事業」「心の教育推進事業」交付金交付金交付金交付金    

・町立幼稚園＝255,000 円 

・北 方 小＝635,000 円 ・北方西小＝345,000 円 

・北方南小＝476,000 円 ・北 方 中＝510,000 円 

３３３３．地域ぐるみの道徳教育推進．地域ぐるみの道徳教育推進．地域ぐるみの道徳教育推進．地域ぐるみの道徳教育推進    

○｢挨拶・仕事・ふるさと｣を合言葉に、家庭・地域・学校が連

携して、町ぐるみで道徳教育を推進した。 

・推進は「地域ぐるみの道徳教育推進協議会」であり、年４回

開催した。 

開催日＝5/28、7/3、10/17、3/14 

４４４４．地域貢献活動．地域貢献活動．地域貢献活動．地域貢献活動    

○小中学校合同による「地域生徒会活動」や「地域貢献活

動」の企画・運営を、児童生徒が主体となって進めた。 

・８月 1日に熟議の手法を取り入れ「北方町子どもサミット」を

開催、各学校の「子どもサミット宣言」に基づいた取り組み

を発表した。また、各学校は「子どもサミットの日」に、清掃

活動や挨拶運動に積極的に取り組んだ。 

 

○家庭・地域・学校が連携し、豊かな心を育む教育実践に積

極的に取り組んだ。 

・常に｢挨拶・仕事・ふるさと｣を合言葉にして様々な活動に取 

り組んだ。 

    

１．心の教育推進事業１．心の教育推進事業１．心の教育推進事業１．心の教育推進事業    

・成果＝各学校が実態に応じて教育課程を工夫し、豊かな 

心をはぐくむ道徳的実践・鑑賞、栽培、読書等の活 

動が行われた。 

・課題＝実践力を高める取り組みを園・各学校で明らかにし 

ていく必要がある。 

２．地域ぐるみの道徳教育実践推進２．地域ぐるみの道徳教育実践推進２．地域ぐるみの道徳教育実践推進２．地域ぐるみの道徳教育実践推進    

・成果＝「子どもサミットの日」の活動を地域で支える取組を 

進めることができた。 

・課題＝「子どもサミットの日」の活動を地道に継続し、広く住

民に周知・啓発する必要がある。 

３．地域貢献活動３．地域貢献活動３．地域貢献活動３．地域貢献活動    

・成果＝小中学校が「子どもサミットの日」を設定し、「あいさつ

運動」「ゴミ拾い活動」などの行動連携できたことは

大きな成果である。また、地域の方々の参加や協力

も見られ、地域の活動の核となりつつある。 

 

・課題＝「子どもから住民に発信する」という意識を培う必要 

がある。また、貢献活動での体験が道徳的な実践力 

となって生きて働くようにするための手立てを明らか

にする必要がある。 

 

○児童生徒の道徳性を高める

ために、さまざまな施策を推進

していることが素晴らしい。しか

し、住民にとってこうした施策が

十分に周知されていない。周知

し、住民の意識の啓発を行うこ

とに力を入れていってほしい。 

 

○「あいさつ・仕事・ふるさと」の

3 つに焦点化して、地域ぐるみ

の道徳教育を推進することは住

民にも分かりやすく、参加もしや

すい。 

 

○子どもサミットの日など、児童

生徒の活動が定着しつつあるこ

とは大変素晴らしい。 

ＢＢＢＢ    C 



読書活動読書活動読書活動読書活動

の推進の推進の推進の推進    

 

○「生きる力」を育てる上で大きな役割を担っている読書活動

については、読書に親しむことができる環境整備と積極的

な読書の推進に取り組んだ。 

    

１．園・学校の読書活動１．園・学校の読書活動１．園・学校の読書活動１．園・学校の読書活動    

①園・校の取組①園・校の取組①園・校の取組①園・校の取組    

・幼稚園＝手作り絵本の作成や読み聞かせの時間を設 

け、絵本や物語に親しむ活動を推進した。 

・各学校＝朝の読書活動や読書の時間などを設け、意 

図的・計画的に、読書活動を推進した。 

②家庭読書②家庭読書②家庭読書②家庭読書    

・地域の読み聞かせサークルの支援や親子読書週間などを

設け、大人と子どもが読書を通じて交流できるような環境を整

える。 

③環境整備③環境整備③環境整備③環境整備    

・学習室や資料室、特色あるコーナーなどを設け、児童 

生徒の学習を支援する図書館経営を推進した。 

 

２．町立図書館の支援活動２．町立図書館の支援活動２．町立図書館の支援活動２．町立図書館の支援活動    

・読書の推進を図るために、次のことを心がけた。 

・園、小中学校への貸出しの拡充 

・県立図書館蔵書の貸出しの便宜 

・幼保、小中、関係機関との連絡会議の開催 

・新生児保護者向け読書活動の支援 

 

３．子どもの読書活動推進計画の策定３．子どもの読書活動推進計画の策定３．子どもの読書活動推進計画の策定３．子どもの読書活動推進計画の策定    

・子どもの読書活動推進計画を作成するために策定委員

会を設置した。 

 

○園・学校の意見を聴取し、必要な予算措置を講じるととも

に、園・学校では、読書意欲を高めるための意識的な指導

に心掛けた。 

    

１．園・学校の読書活動１．園・学校の読書活動１．園・学校の読書活動１．園・学校の読書活動    

○読書活動充実のための取組は、以下のような成果として

表れている。    

最優秀賞：Ｈ22 は南小、Ｈ21 は西小、Ｈ20は北小 

優秀賞：Ｈ21 は南小、Ｈ20は西小 H19は北小 

平成 23年度、北方中学校が奨励賞を受賞 

平成 24 年度、北方中学校が優秀賞を受賞 

蔵書率＝101.8% 

・成果＝充実した図書館教育・環境整備が県下で認められる

とともに、児童生徒の読書意欲が向上している。 

・課題＝蔵書の新旧入替を計画的に進める必要がある。 

 

２．町立図書館の支援活動２．町立図書館の支援活動２．町立図書館の支援活動２．町立図書館の支援活動    

・成果＝学校の読書活動への支援を円滑に行うとともに、

お話会等を通して。未就学児の保護者への読書活

動の啓発ができた。 

・課題＝幼児から高齢者まで家庭での読書活動を意図 

的・計画的に啓発する体制づくりに努める。 

 

３．子どもの読書活動推進計画の策定３．子どもの読書活動推進計画の策定３．子どもの読書活動推進計画の策定３．子どもの読書活動推進計画の策定    

・成果＝「子どもの読書活動推進計画」策定委員会を設 

置し、推進計画を策定することができた。 

・課題＝策定した推進計画に基づいて、読書活動の活性

化を図る必要がある。 

 

○町内の学校の図書館教育に

係る受賞歴や実績を見ても、北

方町が読書活動に力を入れて

いることが分かる。朝読書の活

動などが学校の教育課程に位

置付いていることも素晴らしい。 

 

○親子で読書する機会を確保

することは大変素晴らしいことで

あるので、今後も大切にして欲

しい。 

 

○町立図書館が読書活動啓発

に積極的に取り組んでいること

は素晴らしい。 

 

○子どもの読書活動推進計画

が策定されたことは、大いに意

義のあることである。今後は、計

画に従って、意図的・計画的に

読書活動の充実に取り組んで

いってほしい。 

ＡＡＡＡ    A 



特別支援特別支援特別支援特別支援

教育の教育の教育の教育の    

充実充実充実充実    

 

○心身に障がいのある児童生徒に等しく教育を行うために、

次の取組を進めた。 

    

１．トータルサポート事業１．トータルサポート事業１．トータルサポート事業１．トータルサポート事業    

○５歳児を対象に、発達障がい等に関わる早期発見と 

早期指導に取り組んだ。   

・年間１6 回会議等を行い充実を図った。主な活動は、 

① ５歳児保護者全員への啓発活動 

② 保護者、教員、保育士へのアンケート調査 

③  幼・保育園への巡回観察による実態把握 

④ 教育支援計画の作成と保護者への助言・支援 

２．特別支援コーディネーター２．特別支援コーディネーター２．特別支援コーディネーター２．特別支援コーディネーター    

・発達障がいのある児童生徒の実態把握に努め、具体的な

支援の相談と体制作りの充実を図った。 

○校内委員会の充実（相談活動、ケース検討会等） 

○保護者への相談活動と児童生徒への検査の拡充 

○外部関係機関等との連携の充実 

○通級指導教室の設置申請と設置準備 

○幼児教育推進事業への支援チームとしての参加    

３．児童生徒の就学３．児童生徒の就学３．児童生徒の就学３．児童生徒の就学    

・幼児・児童生徒の適正な就学援助する事業を進めた。 

主な事業は、 

① 相談会(２回)開催・・・・・・・２８名を指導 

② 判定会(３回)開催・・・・・・・５３名を判定 

４．関係機関との連携４．関係機関との連携４．関係機関との連携４．関係機関との連携    

・次の取組を行い、障がい児教育の充実を図った。 

① 特別別支援学校＝支援・相談の在り方の研修 

② 幼保育園＝就学相談の参観・促進・支援 

 

○心身に障がいのある児童生徒や保護者が、安心して教育

を受けることができるように諸事業を進めてきた。 

 

１．トータルサポート事業１．トータルサポート事業１．トータルサポート事業１．トータルサポート事業    

・成果＝幼稚園・保育園への巡回観察の回数を増やし、実態

の把握と支援の充実を図ることができた。 

・課題＝対象児の小学校入学後の様子について、追跡調査

等で検証していく必要がある。 

２．特別支援コーディネーター２．特別支援コーディネーター２．特別支援コーディネーター２．特別支援コーディネーター    

・成果＝校内の実態を把握することができた。このことにより、 

     より丁寧な支援をすることができた。相談体制・支援 

体制が一層充実してきている。たま、通級指導教室の 

設置が認可された。 

・課題＝通級指導教室の設置が認可されたことを受け、具体

的な支援の在り方や指導方法について明らかにする

必要がある。 

３．児童生徒の就学指導３．児童生徒の就学指導３．児童生徒の就学指導３．児童生徒の就学指導    

・成果＝相談会の充実が図られ、丁寧な対応と継続的な相談

が図られた。 

・課題＝早期の就学相談を常に心がけ、専門家チームとの 

連携などによる就学相談の充実を図る必要がある。 

４．関係機関との連携４．関係機関との連携４．関係機関との連携４．関係機関との連携    

・成果＝児童生徒を多くの目で見つめる支援体制ができつつ

ある。また、小学校と幼稚園・保育園との連携体制が

充実しつつある。 

・課題＝医療機関等との情報共有やケース会の充実を図ると

ともに、進学や就労への支援の拡充を図る必要があ

る。 

 

○発達障がい等に係わる早期

発見・早期指導に積極的に取

り組んでいることは大変素晴

らしい。また、アンケート調

査を実施するなどして様々な

立場から多面的にデータの収

集に努めていることもよい。 

 

○就学指導に係わる幼保小の

連携について定着している。

このことは大きな成果であ

る。今後は、３歳児検診との

連携を一層図るなど行政の枠

を越えた連携強化に努めてほ

しい。 

 

○相談会を開催し保護者の不

安などに対応したり、関係機

関との連携を図るなど、町教

委のコーディネートが行き届

いている。 

ＡＡＡＡ    B 



教育相談教育相談教育相談教育相談

活動の活動の活動の活動の    

充実充実充実充実 

 

○不登校児童生徒、悩みを持つ児童生徒の自立を支援する

ために、当該者や保護者、教職員を対象に、次の事業に

取り組んだ。 

 

１．相談活動１．相談活動１．相談活動１．相談活動    

○さまざまな悩みに対する相談活動を随時実施した。 

・児童生徒の相談・・・・・・・・・１５１回 

・教職員の相談・・・・・・・・・・・１０２回  

・保護者の相談・・・・・・・・・・・・８０回 

２．カウンセリング２．カウンセリング２．カウンセリング２．カウンセリング    

○悩み解消のための支援活動を随時実施した。 

・児童生徒のカウンセリング・２１６回 

・教職員のカウンセリング・・・・２３回 

・保護者のカウンセリング・・・１１０回 

３．適応指導教室「大空」の活動３．適応指導教室「大空」の活動３．適応指導教室「大空」の活動３．適応指導教室「大空」の活動 

○入級生徒３～７名を中心に、支援活動を行った。 

・児童生徒の指導・・・・・・・・２１４回 

・教職員の指導・・・・・・・・・・２０８回（うち電話１５４） 

・保護者の指導・・・・・・・・・・ ４４回 

４．その他４．その他４．その他４．その他    

○次の活動を計画的に開催した 

・親の会・・・・・・・・・・・・・年間１１回 

・町相談会・・・・・・・・・・・年間 ２回 

・スタッフ連絡会(小･中･大空担当員)1００回以上  

・ケース会議・・・・・・・・・年間３７回 

 

○要員３名を中心に不登校や悩みを持つ児童生徒の自立支

援、保護者・教職員へのアドバイスを進めてきた。 

 

１．相談活動１．相談活動１．相談活動１．相談活動    

・成果＝① 当該者の実態把握が細かにできた。     

②改善への方向性ある指導ができた。     

③ネットワークの構築に効果があった。 

④ケース会等で積極的な取組ができた。 

・課題＝児童生徒の孤立化を防ぐためにあらゆる支援の体 

制（家庭・学校・地域など）を探る必要がある。 

２．カウンセリング活動２．カウンセリング活動２．カウンセリング活動２．カウンセリング活動    

・成果＝①カウンセリング活動が広がりつつある。 

②保護者や担任への支援ができた。 

③対人不安に関して改善・効果があった。 

・課題＝反社会性への支援をする必要がある。 

     保護者の安定が不可欠であるために、その支援に 

ついても検討する必要がある。 

３．適応指導教室「大空」の活動３．適応指導教室「大空」の活動３．適応指導教室「大空」の活動３．適応指導教室「大空」の活動    

・成果＝生徒の居場所感が高まるとともに、連携した指導が 

生徒の励みにつながった。 

・課題＝幅広く人と関わることができるように、支援の在り方を 

工夫する必要がある。 

４．その他４．その他４．その他４．その他    

・成果＝①不登校の児童生徒の孤立化を防ぐことができた。 

②「親の会」の参加を呼びかけ、成果があった。 

・課題＝効果的な相談活動や、学級経営に生かせる内容の 

提案を意識的に進めたい。 

 

○相談員３名を配置し、相談

体制の整備が手厚く図られて

いる。そのことが相談回数の

実績に十分表れている。 

 

○保護者を巻き込んだ支援体

制を構築していくことは今後

の課題である。このことは家

庭教育との連携強化であり、

地域の教育力向上に通じるこ

とであるので、是非とも取り

組んでいってほしい。 

 

○反社会的な行動を示す児童

生徒に対する支援体制の充実

は今後の課題である。 

 

BBBB    B 



学力学力学力学力向上・向上・向上・向上・

国際理解国際理解国際理解国際理解

教育の充教育の充教育の充教育の充

実実実実    

 

○全ての子どもに、等しく、きめ細かな指導を行き届かせ、確

かな学力とコミュニケーション能力を育てるために、次の施

策に取り組んだ。 

 

１．少人数学習１．少人数学習１．少人数学習１．少人数学習    

○各学校に配置された加配教員を核に、主に算数・数学の

学習についてＴＴ学習を進めたり、複数の小集団を形成し

た課題別や習熟度別の小集団学習を進めたりして、確か

な学力の定着を図る取組を進めた。 

[習熟度別少人数学習] 

・北小＝算数 5・6 年 習熟度別 

・西小＝算数 ５・6 年 習熟度別 ＴＴ学習 

・南小＝算数 4・5・6 年 習熟度別  

・北中＝数学・英語 ３年 習熟度別  

２．特別支援アシスタントの配置２．特別支援アシスタントの配置２．特別支援アシスタントの配置２．特別支援アシスタントの配置    

○幼稚園、小中学校にアシスタントを配置し、軽度発達障が

い等のある幼児児童生徒を中心にした個別支援にあたり、

安定した学校生活の具現に努めた。 

・配置＝幼２ 北小３ 西小２ 南小４ 北中２ 

（合計１３名の特別支援アシスタント） 

３．外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置３．外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置３．外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置３．外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置    

○町単独でＡＬＴを小学校に 1名、中学校に 1名配置し、コミ

ュニケーション能力の向上に努めた。 

・幼稚園＝英語活動非常勤講師を配置できるように予算措置

（能力開花事業交付金活用） 

・小学校＝全ての学級で週 1 時間実施できる配置 

・中学校＝全ての英語学習で実施 

 

○全ての小中学校で意識的にきめ細かな指導がなされた。 

・特に習熟度別やＴＴ学習が意図的に行われた。 

・アシスタントの運用については園・校長の裁量による。 

・小学校英語指導助手については、1週間に 1 度、全学校・ 

全学級での指導を行った。 

 

１．少人数学習１．少人数学習１．少人数学習１．少人数学習    

・成果＝少人数指導等で、個に応じるきめ細かい指導を進

め、学力の向上につながった。 

・課題＝学習状況調査等の結果に基づいて、各校で効果的

な指導の在り方を再検討し、更なる学力の定着や向

上を図る必要がある。 

２．特別支援アシスタントの配置２．特別支援アシスタントの配置２．特別支援アシスタントの配置２．特別支援アシスタントの配置    

・成果＝幼児・児童生徒の実態やニーズに応じた個別の支援

により、落ち着いた学校生活づくりに効果を発揮し

た。今年度から有償ボランティアから日日雇用へと雇

用形態を変更し、雇用および運用条件の統一化を

図った。 

・課題＝学校の実態に応じた配当数の調整等について十分

検討するとともに、効果的な運用について支援の在

り方を工夫する必要がある。 

３．外国語指導助手３．外国語指導助手３．外国語指導助手３．外国語指導助手((((ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ))))の配置の配置の配置の配置    

・成果＝保育園へも月 1 回派遣するなど、幅広く活用すること

ができ町内のより多くの子どもたちと触れ合うことがで

きた。 

・課題＝園から小学校へのスムーズな就学を図る一つの具 

体的な実践として今後も園への派遣を定着させてい 

く必要がある。 

 

○習熟度別少人数指導は、各

小中学校で実施されており、

その運用の方法も定着して

いることが評価できる。 

 

○指導の成果（学力の定着）

について児童生徒や保護者

が実感できるようにしてい

くことが大切である。ついて

は、一人一人の児童生徒につ

いて成果をスモールステッ

プで還元してくなどの方法

をなお一層工夫してほしい。 

 

○特別支援アシスタントに

ついては、雇用条件を統一化

するなど運用の方法も含め

て、工夫改善の努力が見られ

る。 

ＢＢＢＢ    B 



学校給食学校給食学校給食学校給食

の推進の推進の推進の推進    

 

○心身の健康な発育を願い、「町内、県内産の食材を 

使った、美味しく、安全・安心な給食」、「食の基本を身に

付ける指導」、「文科省栄養基準量充足率をクリアした栄

養バランスのとれた多様なメニュー」、「残さず食べたくなる

ような給食」の提供」に努めた。 

そのために、次の定例会を開催するなどして意見を聴取

し、調理や現場指導に当たった。 

 

１．各種委員会１．各種委員会１．各種委員会１．各種委員会    

○広く意見を聴取し、愛される給食の提供に努めた。 

・給食運営委員会＝7/19（1 年間の方針等の承認）  

・給食献立委員会＝年 11 回（献立に関する意見聴取） 

・給食幹事会＝年 11 回（食材選定） 

・試食会＝5、６月（ＰＴＡ対象：年３回） 

２．栄養２．栄養２．栄養２．栄養教諭教諭教諭教諭による学校訪問給食指導による学校訪問給食指導による学校訪問給食指導による学校訪問給食指導                                                                                    

 ・食育指導  ＝４校へ延べ２０９回 

 ・保護者指導＝４校へ延９回 

３．その他３．その他３．その他３．その他    

 ・単価＝小：１食 200 円 中：１食 239 円   

 ・食数＝幼保：６１８人 小：１,２３７人 中：６３４人 

 

 ○特に、次の内容を意識して努力した。 

・栄養基準を大切にしつつ、食品のもつ自然の風味、新鮮な 

町内産や県内産、旬の食材を使用し、地産地消に努めた。 

・岐阜県の郷土料理や日本各地の郷土料理をとり入れ、日 

 本の食文化の伝承に努めた。 

・アレルギー児童への対策として、対象児童や食の情報収集

を的確に行い、保護者との相談など安全性を周知した。 

・食育指導については、栄養士が学校と連携し、随時訪問し

て食事のマナーや栄養バランス等について指導した。また、

学級担任や教科担任とＴ．Ｔ.授業を行った。 

・原発事故による放射能の影響もあり、安全な食材の選定 

 に努めた。また、放射能汚染稲わらの流通により平成２３ 

年 7 月より牛肉の使用を控えている。 

１．各種委員会１．各種委員会１．各種委員会１．各種委員会    

・成果＝美味しく、バランスのよい給食が提供できた。 

・課題＝委員会での深まりある協議が課題である。 

２．栄養２．栄養２．栄養２．栄養教諭教諭教諭教諭による学校訪問給食指導による学校訪問給食指導による学校訪問給食指導による学校訪問給食指導    

・成果＝児童生徒に、「食と健康」「地域の農産物や郷土料 

理」に対する関心を高めることができた。 

・課題＝食育指導の一層の充実を図りたい。 

３．その他３．その他３．その他３．その他    

・成果＝美味しい給食を、バランスよく安定して供給できた。 

・課題＝食の重要性の一層の啓発を図る。給食の残量を減 

      らしてゆく。施設が老朽化しており、早急の改修、改 

築が求められる。 

 

○安価でありながら、安全性

の確保、栄養のバランスなど

に十分な配慮がされているこ

とは大変素晴らしいことであ

る。 

 

○栄養教諭が学校訪問し、児

童生徒に直接「食」の指導を

している。このことは今後も

継続していってほしい。 

 

○施設の老朽化については食

の安全を確保するためにも、

改修・改築について、出来る

限り早い検討を実施すること

が望ましい。 

 

ＢＢＢＢ    B 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

教職員のラ教職員のラ教職員のラ教職員のラ

イフステーイフステーイフステーイフステー

ジに即したジに即したジに即したジに即した    

研修事業研修事業研修事業研修事業

の推進の推進の推進の推進    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

○本年度は、教職員のライフステージ、及び今日的な教育課

題を踏まえ、次の研修事業を実施した。 

１．基本研修講座１．基本研修講座１．基本研修講座１．基本研修講座    

○教員に義務付けられた研修で、実践的に行った。 

①� 初任者研修会 ＝ 4/17、７/26、７/２７、２/14 

① 2 年目研修会 ＝ ７/1０  12/４ 

③６年目研修会   ＝ １０/３０ ２/12 

２．ライフワーク研修２．ライフワーク研修２．ライフワーク研修２．ライフワーク研修    

○教職を送る上で大切にしたい生き方を学び合った。 

④各種担当者会 

・行事調整担当者会・・・・ 4/11、５/24、７/12 12/11 

                 1/23、2/27、3/6 

・生徒指導担当者会・・・・ 5/16、７/4、11/2、2/8 

・教育相談担当者会・・・・ 6/20、9/7、2/6 

・特別支援・就学指導担当者会・・・・・・5/8、8/23、  9/27、

11/1、2/20  

⑤各種講師研修会 ・・・・・・4/18、6/14 

⑥教育講演会 ・・・・・・・・・8/24 

⑦特別支援アシスタント研修・・・・・8/28 

３．学校別研修会３．学校別研修会３．学校別研修会３．学校別研修会    

○実りある研修となるよう、実態に即して実施した。 

①学級経営研修会 

②学級経営実践事例交流研修 

③電子黒板活用研修 

④情報モラル研修 

４． 希望研修希望研修希望研修希望研修    

○個人的な課題解決を目指し希望に即して実施した 

①アフター５研修会 ＝ 随時調整 

② 希望者研修会 ・・・・岐阜市教育研究所への参加 

③ 防災研修会・・・・・・6/6 

④ふるさと北方研修・・・・７/24 

幼保小中連携研修・・・・7/30、7/31、8/1 

 

○職務内容やライフステージに即した研修となるように、また

意欲的で課題解決的な研修となるように、研修内容や研修

方法に工夫を凝らして実施した。 

１．１．１．１．基本研修講座基本研修講座基本研修講座基本研修講座    

・成果＝教職員のライフステージに即して、今日的な教育の

課題を踏まえて研修を実施することができた。 

・課題＝教職員がさらに意欲的に研修できるように研修方法

を一層工夫する必要がある。 

２．ライフワーク研修２．ライフワーク研修２．ライフワーク研修２．ライフワーク研修    

・成果＝職務に応じた実践的な研修を行うことができた。ま

た、担当者会では岐阜地区の動向についてもその都

度周知することができた。 

・課題＝職務内容の実務について実践力を高めるための担

当者会としての内容を充実する必要がある。 

３．学校別研修３．学校別研修３．学校別研修３．学校別研修    

・成果＝管理職の指導性を発揮する学校の自主的な研修の

機会を確保することができた。 

・課題＝学校の研修成果等を交流する機会を増やしたい。 

４．希望研修４．希望研修４．希望研修４．希望研修    

・成果＝主体的に「子ども間・教師間の人間関係づくり」や「保

護者や児童生徒に教師の願いや思いを伝える学級

通信の書き方」などについて研修することができた。 

・課題＝近隣市との連携を密にした研修をすすめるとともに、

研修の領域を広げ職員のニーズに対応する必要がある 

○核家族化が進む中、子育てに悩む母親にとって｢乳幼児家

庭教育学級｣に対するニーズは年々高くなっている。また、

中学生を対象にした「命のふれあい講座」は、参加した生

徒・保護者の深い感動を得える事業となった。 

 

○小さい町でありながら、積

極的に教員の各種研修事業

を推進している。このことは

大いに評価できる。 

 

○経験年数や職務に応じた

内容や岐阜市との連携によ

る研修の実施を行う等、内容

等について工夫しているこ

とは評価できる。 

さらに、教科の授業研究会に

ついても岐阜市の研究会に

参加できるように配慮する

等、教師の選択肢を増やす工

夫が見られる。 
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家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育

の充実の充実の充実の充実    

○子どもの成長には幼児期の家庭生活の在り方がカギを握

っているだけに、核家族化によって失われた親の教育力の

回復や、地域ぐるみで子どもを見守り育てようとする環境づ

くりのための事業を推進した。 

 

１．乳幼児家庭教育学級１．乳幼児家庭教育学級１．乳幼児家庭教育学級１．乳幼児家庭教育学級 

○ぴよぴよ教室(１歳児)・よちよち教室(２歳児)・わくわく 

教室(３歳児)を、次の願いのもとに企画した。 

・幼児の発達に即した親子の関わり方、受講者同士の  

仲間づくり、 家庭教育の重要性をより色濃く出せるように講

座を企画した。 

２．子育てハンドブック２．子育てハンドブック２．子育てハンドブック２．子育てハンドブック((((親の学び・子の学び親の学び・子の学び親の学び・子の学び親の学び・子の学び)))) 

○心身ともに健康な乳幼児、児童生徒を育てるために、   

好ましい家庭生活の在り方をまとめた冊子集を作成・ 

頒布し、啓発を図る。 

・そのために、乳幼児、児童生徒の発達に即した「乳幼 

児編」「児童前期編」「児童後期編」の３分冊に分けて対象

家庭に頒布した。    

３．小中学校家庭教育学級３．小中学校家庭教育学級３．小中学校家庭教育学級３．小中学校家庭教育学級    

○教育力の回復・向上を願い、ＰＴＡ保護者を対象にし 

 た研修講座を計画的に実施する。 

・特に、家庭教育の重要性、より良い子育て環境を築く 

ポイントとなる内容の提供に努めた。 

４．命のふれあい講座４．命のふれあい講座４．命のふれあい講座４．命のふれあい講座    

○中学生を対象に、生命の大切さを学び、自他の生命    

  を尊重する体験学習を計画的に実施する。 

・産科医院の訪問、助産師等からの講話、託児体験を  

通して、家族の絆を感じたり強めたりした。 

１．乳幼児家庭教育学級１．乳幼児家庭教育学級１．乳幼児家庭教育学級１．乳幼児家庭教育学級 

・成果＝参加者が真剣に講座に取り組む姿が多く、託児利用

についての認識・理解も深まった。 

・課題＝参加者同士がより一層交流を深め、参加人数の増加

につながるよう工夫していく。 

    

２．子育てハンドブック２．子育てハンドブック２．子育てハンドブック２．子育てハンドブック    

・・・・成果＝改訂した情報版を配布するとともに、次年度の更新

に向けて構成の見直しに取り組んだ。 

・課題＝活字離れが進む中、より手に取りやすいものとなる 

よう内容や構成に工夫が必要である。 

    

    

３．小中学校家庭教育学級３．小中学校家庭教育学級３．小中学校家庭教育学級３．小中学校家庭教育学級 

・成果＝リーダー研修会が定着し、他校との合同開催も盛ん 

であった。町大会での研究発表が素晴らしかった。 

・課題＝新規事業であった研究発表を継続させるとともに、 

各校での取り組みの一層の充実を図る。 

４．命のふれあい講座４．命のふれあい講座４．命のふれあい講座４．命のふれあい講座    

・成果＝中学１年生の参加が多く、関心の高さがうかがえた。 

・課題＝新たな学習内容を盛り込み、内容の充実を図る。 

 

○「子育てハンドブック」が

町費によって整備されてい

ることは大変意義のあるこ

とである。ついては、是非と

も活用方法について工夫改

善を図り、家庭の教育力向上

に資するものとしていって

ほしい。 

 

○「命のふれあい講座」は非

常に価値ある活動である。つ

いては、希望者での取組であ

るが、より多くの中学生が参

加できるように働きかけて

いくことが課題である。 
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発表のま発表のま発表のま発表のま

ち・北方ち・北方ち・北方ち・北方    

文化活動文化活動文化活動文化活動

の推進の推進の推進の推進    

○きらりホール事業を企画するとともに、住民が主役の文化

活動となるよう指導・支援に努めた。 

１．きらりホール企画事業１．きらりホール企画事業１．きらりホール企画事業１．きらりホール企画事業    

○芸術･文化に触れる機会として次の事業を企画した。 

・アコースティックナイトＩＮ北方（7/21）・きらりスタッフ企画「青

島広志のおもしろクラシックコンサート」（8/26）・高田渡メモリ

アルコンサート（9/22）・きたがた寄席（10/21）・川畠成道ヴ

ァイオリン・リサイタル（11/18） 

２．団体手作り文化事業２．団体手作り文化事業２．団体手作り文化事業２．団体手作り文化事業    

○ハートフルライブクラブ・ゆめまちクラブなど、地域の  

自主団体が主催するコンサート等の支援に努めた。 

・きらりスタッフ事業＝青島広志のおもしろクラシックコンサー

ト（8/26） 

３．住民参画音楽会３．住民参画音楽会３．住民参画音楽会３．住民参画音楽会((((文化発表会文化発表会文化発表会文化発表会))))    

○住民参画型団体が主催する事業の支援に努めた。 

・文化協会＝音楽芸能のつどい（7/1）・ 

文化祭（11/2～3）・ふれあい合唱集会(2/1７) 

・劇団サークル＝北方演劇フェスタ(1/26～3/30) 

・この他、音楽発表会等が多数開催されたが、その企画 

運営の支援にあたった。 

４．文化教室・自主講座４．文化教室・自主講座４．文化教室・自主講座４．文化教室・自主講座    

○文化教室については、次の事業を推進した。  

・ふれあいクラブ前後期各 9教室(小学生対象) 

自主講座 前期：18 後期：20 講座開設 

５．その他の講座・教室５．その他の講座・教室５．その他の講座・教室５．その他の講座・教室    

・ボランティア講座（８回）・リフレッシュ講座（４回）・ 

ＩＴ講習会(８講座)・子育て支援教室：前後期各３講座・ふる

さと自然発見工房(４回)  

○企画した全ての事業を円滑に推進し、高い芸術・文化に触

れる機会となった。 

１１１１．きらりホール企画事業．きらりホール企画事業．きらりホール企画事業．きらりホール企画事業    

・成果＝幅広い年齢層を集客できた。特にアコースティックナ

イトＩＮ北方、青島広志のおもしろクラシックコンサート

は町内外で関心が高く、完売となった。 

また、きらりスタッフについて住民への周知と募集を 

行った。 

・課題＝ボランティア団体「きらりスタッフ」の活性化のため、 

新規加入者の獲得を目指す。 

２．団体手作り文化事業２．団体手作り文化事業２．団体手作り文化事業２．団体手作り文化事業    

・成果＝各地域団体の自主事業が地域に浸透し、活動が活

発になっている。 

・課題＝高田渡メモリアルコンサート実行委員会の休会に伴

い、団体事業の在り方について検討が必要である。 

３．住民参画音楽会３．住民参画音楽会３．住民参画音楽会３．住民参画音楽会((((文化発表会文化発表会文化発表会文化発表会))))    

・成果＝各種団体が中心になって企画・運営された。 

・課題＝主催団体と参加住民との意思疎通が円滑になるよう 

支援が必要である。 

４．文化教室４．文化教室４．文化教室４．文化教室    

・成果＝自主講座では町内外から開講希望者が集まり、地域

に定着している。 

・課題＝クラブサークル化への積極的な支援を図る。 

５．その他の講座・教室５．その他の講座・教室５．その他の講座・教室５．その他の講座・教室    

・成果＝講座後の受講者アンケートに基づき、ニーズに合わ 

せた講座を開講することができた。 

・課題＝性別年齢を問わず、多くの方が受講できるよう、広報

等により周知・啓発に努める。 

 

○北方では、質のよい企画事

業が比較的安価で展開され

ている。これは住民に質の高

い芸術や文化に触れる機会

の提供に大きな成果を上げ

ている。 

 

○町内者だけでなく町外者

の自主講座の開講希望者が

あり、北方の文化活動は広く

認知されている。このことは

大変素晴らしことである。 

 

○人気のある企画事業であ

ればある程、他市町からのチ

ケット購入が増え、住民が参

加できないという問題も生

じている。チケット販売方法

について、工夫改善の検討を

お願いしたい。 
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健康づくり健康づくり健康づくり健康づくり

のまち・北のまち・北のまち・北のまち・北

方スポ方スポ方スポ方スポ----ツツツツ

活動の推活動の推活動の推活動の推

進進進進    

 

○住民が自分の楽しみたいスポーツに進んで参加できるよう

な体制づくりを進め、生涯スポーツの振興を図る。また、生

涯健康で生活できるよう、生活習慣病の予防対策の一環と

してのスポーツの振興を図るために、次の事業に取り組ん

だ。 

 

１．マイ・ウォーキング１．マイ・ウォーキング１．マイ・ウォーキング１．マイ・ウォーキング    

○恒例となっている「町民歩け歩け大会」の開催 

・歩け歩け大会＝5/20天王川沿い 参加＝約 200名 

・町内ウォーキングコースマップを作成・頒布した。 

２．総合型地域スポーツクラブ２．総合型地域スポーツクラブ２．総合型地域スポーツクラブ２．総合型地域スポーツクラブ    

○本町の現状にあった総合型地域スポーツクラブの発足に

向け、スポーツ推進委員会にて検討を進めた。 

・検討会議＝11/6、1/8 創設について検討 

・先進地への視察＝12/22 瑞穂市へ視察･研修 

３．住民のスポーツ振興３．住民のスポーツ振興３．住民のスポーツ振興３．住民のスポーツ振興    

○若年層からシニアまで、ライフステージに即したスポーツを

楽しむことができるよう、次の事業を進めた。 

・スポーツ教室＝太極拳、ミニテニス 参加＝４５名 

・各種大会開催(体協主催)＝９種目 参加＝７９４名 

・町民運動会(体協､スポ推・振､小中生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力) 

  参加＝2,500名余 

・北方ふれあいクラブ(スポ推・振協力) 

種目＝なんでも体験、ミニテニス、バトミントン開催 

参加＝２６３名 

 

○本町は従来からスポーツにいそしむ人口が多く、本年度も

各種大会への参加をはじめ、自主ウォーキング、生活習慣

病予防のための軽スポーツも活発に行われている。 

・こうした中で、より豊かで健康的な生涯スポーツのまちづくり 

を目指し、予定の諸事業を推進した。 

 

１．マイ・ウォーキング１．マイ・ウォーキング１．マイ・ウォーキング１．マイ・ウォーキング    

・成果＝スポ推・振だけでなくボランティア協力者が生まれた 

ことは、大きな前進である。 

・課題＝ウォーキングコースの普及・啓発に努める。 

２．総合型地域スポーツクラブ２．総合型地域スポーツクラブ２．総合型地域スポーツクラブ２．総合型地域スポーツクラブ    

・成果＝スポ推・振が委員会の際に話し合い、瑞穂市へ視

察・研修してより具体的な意見を聞くことができた。 

・課題＝創設をするためには、中心となってご尽力していた 

      だく団体・組織・人が必要不可欠である。 

３．住民のスポーツ振興３．住民のスポーツ振興３．住民のスポーツ振興３．住民のスポーツ振興            

・成果＝軽スポーツ、町民運動会等の行事への住民の参加 

意識が高まり、定着しつつある。 

また、ボランティアによる支援体制も向上しており、町

民主体の運営になりつつある。 

・課題＝より町民主体の大会や教室の運営になるように、専 

     属の事務局職員を配置できるように努めたい。 

 

 

 

○幅広い年代に対応できる

よう諸事業を展開している

ことは素晴らしい。 

 

○総合型地域スポーツクラ

ブの設立について着実に歩

みを進めていけるように今

後も努力していってほしい。 

 

○広報等で住民への情報提

供はされているが、今後も住

民への周知・啓発については

工夫・改善を図っていく必要

がある。 

ＢＢＢＢ    C 



生涯読書生涯読書生涯読書生涯読書

のまちづくのまちづくのまちづくのまちづく

りの推進りの推進りの推進りの推進    

 

○「住民の読書習慣を高め、生涯読書にいそしむことができ

る」ことを念頭に、その実現に向けて、次の事項に取り組ん

だ。 

    

1.1.1.1.利用者に１００パーセント応える図書館利用者に１００パーセント応える図書館利用者に１００パーセント応える図書館利用者に１００パーセント応える図書館    

○利用者のニーズやリクエストに対応していくために、日常的

に新聞・メディア・出版状況の把握に努めた。 

 

２．子どもを大事にする図書館２．子どもを大事にする図書館２．子どもを大事にする図書館２．子どもを大事にする図書館    

○次世代を担う子どもの読書活動を豊かにするために他団

体・諸機関と連携を図った。 

・おはなし会の開催（月２回） 

・幼・保育園、保健センターへの出前貸出 

・小中学校との連携協力による学習資料支援 

 

３．利用者に親切な図書館３．利用者に親切な図書館３．利用者に親切な図書館３．利用者に親切な図書館    

○利用者に親しまれ、頼りにされるサービスに努めた。 

 

４．地域文化振興を推進する図書館４．地域文化振興を推進する図書館４．地域文化振興を推進する図書館４．地域文化振興を推進する図書館    

○地域の文化財や行政資料・参考図書を収集し、まちの資

料館的役割と情報提供に努めた。 

 

    

１．利用者に１００パーセント応える図書館１．利用者に１００パーセント応える図書館１．利用者に１００パーセント応える図書館１．利用者に１００パーセント応える図書館 

・成果＝リクエストやレファレンス(利用者の資料等の要望) 

     活動の充実 

・課題＝利用資料の紛失や破損、館内利用の約束など、

利用者モラルの向上 

 

２．子どもを大事にする図書館２．子どもを大事にする図書館２．子どもを大事にする図書館２．子どもを大事にする図書館 

・成果＝おはなし会など館内行事の企画内容及び写真サ

ービスの充実 

・課題＝「子どもの読書活動推進計画」の策定 

 

３．利用者に親切な図書館３．利用者に親切な図書館３．利用者に親切な図書館３．利用者に親切な図書館    

・成果＝笑顔で真心サービスへの自己研鑽 

・課題＝図書館職員研修の場の確保 

 

４．地域文化振興を推進する図書館４．地域文化振興を推進する図書館４．地域文化振興を推進する図書館４．地域文化振興を推進する図書館 

・成果＝収蔵資料をいかした展示公開、地元住民希望者

による「マイ・ギャラリー」の展示公開 

・課題＝郷土や伝承文化資料収集の人的確保 

 

○新作や話題の書籍などを積

極的に取り入れたり、住民の

要望に応える書籍を導入する

など、蔵書の量及び質の向上

に積極的に取り組んだことは

評価できる。 

 

○利用者数の増加に伴い、利

用者のモラルの低下が課題と

して浮上してきた。ついては、

利用者のモラル向上の啓発に

も取組が必要である。 

 

○資料展示室について、常設

展のほかに、特別展や住民の

作品等の展示などを企画し、

有効活用の方法を工夫するこ

とが今後の課題である。 

ＢＢＢＢ    B 



ボランティボランティボランティボランティ

アによる町アによる町アによる町アによる町

づくりの推づくりの推づくりの推づくりの推

進進進進    

 

○地域づくり型生涯学習は、住民と行政が協働して町づくり

に当たることが大切であり、その中心は各種のボランティア

による活動の活性化であるという認識から、次の事業を進

めた。 

 

１．住民ボランティアの仕組みづくり１．住民ボランティアの仕組みづくり１．住民ボランティアの仕組みづくり１．住民ボランティアの仕組みづくり    

○住民が進んでボランティアに関わることのできるよう、ボラン

ティア組織の枠組みの整備に努める。 

・そのために、次の事業を進めた。 

② ボランティアの新規登録・・・・・・10名   

② コーディネーター養成講座・・・・・8講座開設 205名  

③  ボランティア団体(既存団体)・・・・11団体 135名 

  副次的ボランティア団体(既存)・・６団体 1270名 

    

２．住民ボランティア活動の活性化２．住民ボランティア活動の活性化２．住民ボランティア活動の活性化２．住民ボランティア活動の活性化    

○「ボランティアをする人」と「される人」とのニーズを踏まえ、

その紹介・企画・調整などに努める。 

・そのために、次の事業を進めた。 

① ボランティア要員の照会 

② ボランティア活動の企画・推進 

 

 

○自分たちの問題はできる限り自分たちの手でという町づくり

の精神に基づき、ボランティア活動の活性化に取り組んで

きた。 

 

１．住民ボランティアの仕組みづくり１．住民ボランティアの仕組みづくり１．住民ボランティアの仕組みづくり１．住民ボランティアの仕組みづくり        

・成果＝社会福祉協議会、生涯学習センター学校支援の事

務局、ボランティア団体との交流会としての場を持

ち、情報の共有化を図れた。 

・課題＝ボランティア登録者数を増やすことは難しいところま

できているが、新規分野を開拓し、それに賛同してい

ただける方の登録を推進したい。 

    

２．住民ボランティア活動の活性化２．住民ボランティア活動の活性化２．住民ボランティア活動の活性化２．住民ボランティア活動の活性化    

・成果＝文化協会や心の糧サポーターズ等は組織として成

熟し自主的な活動を行っている。 

・課題＝自主的な活動を引き継いでいく人材の育成支援が

急務となっている。 

 

 

○ここ１０年間で広報等で呼び

かけや生涯学習センターの設

置に伴う取組の結果、住民ボ

ランティアの体制整備が進み、

ボランティア活動を通して、住

民が参画する町づくりの意識

が醸成されている。 

 

○ボランティアの固定化の改

善や、すそ野をさらに広げるた

め、広報や学校だより等で周

知をはかるとともに、発信元を

明確にして、ボランティアの利

用や募集が進むよう工夫改善

を図ってほしい。 

ＢＢＢＢ    B 



各種活動各種活動各種活動各種活動

団体の育団体の育団体の育団体の育

成と多様な成と多様な成と多様な成と多様な

活動の支活動の支活動の支活動の支

援援援援    

 

○潤いと生きがいのある暮らしの実現に向け、住民が所属す

る文化団体・スポーツ団体・サークル等の自主活動、及び

拡充の支援に努める。 

・とりわけ、団体・サークル活動が活性化するよう、構成 

員の主体的な企画・運営・活動の支援に努めた。 

 

１．文１．文１．文１．文化活動化活動化活動化活動 

○本年度支援した団体は次のようである。 

・文化協会(42団体)＝計画に沿った自主運営となった。 

・婦人会(345名)＝新しい活動の方向を模索した。 

・子ども会(40 団 946名)＝体験重視の実践であった。 

・文化財保護協会(211名)＝文化財の要として活動した。 

・ＰＴＡ(1558名)＝保護者の教養を高める場となった。 

 

２．スポーツ活動２．スポーツ活動２．スポーツ活動２．スポーツ活動 

・体育協会(18団体)＝ニーズに応じる取組ができた。 

・スポーツ少年団(6団 226名)＝健全育成の場になった。 

３．その他の団体３．その他の団体３．その他の団体３．その他の団体    

・高齢者大学(126名)＝自主的な運営に徹した。 

・きらりスタッフ＝きらりホール催しの強い戦力となった。 

・心の糧サポーターズ＝募集事業、発表会運営に協力。 

・また、自主団体として、ハートフルライブ、夢まちバンド 

などが活発に活動している。 

 

○自分たちの組織は自分たちの手で運営することができるよ

うに支援してきた。 

    

１．文化活動１．文化活動１．文化活動１．文化活動    

・成果＝文化協会、ＰＴＡ等は、自主的に活動することができ

ている。 

・課題＝会員の高齢化に伴い、活動に参加するのが困難な

ため退会する人が増えてきている。自主的な活動を

発展していくためにも広く会員募集をしていきたい。 

 

２．スポーツ活動２．スポーツ活動２．スポーツ活動２．スポーツ活動 

・成果＝日頃の練習の成果を、各種大会で遺憾なく発揮し

た。 

・課題＝団体の自主運営に温度差がある。自主運営意識を

一層育てたい。  

    

３．その他の団体３．その他の団体３．その他の団体３．その他の団体    

・成果＝住民の願いに基づく各種のサークルが誕生したこと

により、住民が主体の活動が広まりつつある。 

・課題＝住民に広く参加をしてもらえるように、魅力的な活動

を企画し、積極的な広報活動を行うことで、団体の活

性化をしていきたい。 

 

○各種活動団体は、自主的な

活動ができるようになり、団体

としての成長が見られ、大いに

評価できる。 

 

○一方で、自主運営の実現が

課題となる団体もあり、団体間

での温度差がある。より一層

自主運営意識を啓発していく

必要がある。 

 

○構成メンバーの高齢化と固

定化の改善の為、教育委員会

として、人材育成や支援の在り

方を検討していく必要がある。 

ＢＢＢＢ    C 



「未来につ「未来につ「未来につ「未来につ

なぐ心なぐ心なぐ心なぐ心のののの

糧」糧」糧」糧」公募事公募事公募事公募事

業の業の業の業の推進推進推進推進 

 

○小さくとも、心が癒され、元気・勇気をもらい、明日の希望

につながった、忘れえぬあの日・あの時の出来事を全国募

集する「第７回心の糧」作品公募事業を 

実施した。 

    

１．実施状況１．実施状況１．実施状況１．実施状況    

○本年度の取組は次のようである。 

① 主題＝一般「希望」子ども「きぼう」 

② 経過 

・5 月 29 日＝第１回実行委員会 事業計画決定 

・5 月初旬＝ポスター完成・全国配布 

心の糧サポーター協力（杉山氏） 

・10月 19 日＝募集締め切り  

・11 月 14日＝第 2 回実行委員会 入賞者決定 

・ 1 月初旬＝作品集完成 

・ 1 月 20 日＝発表会・表彰式 

・ 2 月 27 日＝第 3回実行委員会活動の反省    

来年度のテーマ決定     

２．心の糧サポーターズ２．心の糧サポーターズ２．心の糧サポーターズ２．心の糧サポーターズ    

○住民主役の精神に基づき「心の糧サポーターズ」が結成さ

れた。この組織は、出来る時に・できることを・できる時間、

お手伝いするボランティア組織である。 

○サポーターズのアイディアで次の内容が実現した。 

・常時活動＝募集要項発送・応募作品の整理・発表会の運

営に従事した。 

・発表会＝ウエルカム演奏(伊藤応子と大瀧直美 歌のしら

べ) 会場運営・整理   

 

 

○今回の応募総数＝2,878 点 

・内訳＝作 文 1,921 点（一般 600  子ども 1,321） 

アート 1,197点（一般 229  子ども 968） 

・今回、主題を一般｢希望｣子ども「きぼう」とし、積極的に広報

活動を行ったことで、応募総数の増加につながった。これま

での取り組みが全国へ確実に広まっていることがわかる。 

    

1.1.1.1.実実実実施状況施状況施状況施状況    

・成果＝自分を見つめ、前向きに生きようとする思いが作品か

ら強く伝わってきた。未来への明るい希望はまさに心

の糧としてふさわしい。 

・課題＝応募総数の増加に伴い、審査会の持ち方、サポータ

ーズの充実や予算などの見直しを定期的に行う必要

がある。 

 

 

 

 

２．心の糧サポーターズ２．心の糧サポーターズ２．心の糧サポーターズ２．心の糧サポーターズ    

・成果＝作品整理や発表会場設営や司会進行等、事業を主

体的にサポートしていこうとする意識が高まった。 

・課題＝事業を次第に住民主体の｢実行委員会形式｣に育て

たい。 

 

○応募については全国各地、

国外からの応募もあり、認知

度は高まりつつある。このこ

とは大いに評価できる。 

 

○町民特別賞の設置によって

住民への啓発を行ってきた

が、まだまだ住民の参加数増

加について工夫改善を図る必

要がある。どのように住民に

参加を促していくかというこ

とが大きな課題である。 

 

○運営については、住民のボ

ランティアによる運営が定着

し、大いに評価できる。 

ＢＢＢＢ    B 



 

安全安全安全安全安心安心安心安心

な町づくりな町づくりな町づくりな町づくり

の推進の推進の推進の推進    

 

○子どもたちが安全で安心して生活するために、今年度も昨

年度に引き続き、次の事業を実施した。 

①学童保育（放課後児童健全育成事業） 

②｢北方町子ども見守りボランティア隊｣ 

(安心安全まちづくり事業)   

 

１．学童保育１．学童保育１．学童保育１．学童保育    

○放課後及び長期休業に保護者が労働等により昼間家庭に

いない児童に対し、保護者に代わって児童の生活指導を

行い、児童の健全な育成を図る。 

・北小＝１学級 定員 50名 指導員１ 補助員 2 

・西小＝１学級 定員 45名 指導員１ 補助員 2 

・南小＝１学級 定員 50名 指導員１ 補助員 2 

２．見守りボランティア隊２．見守りボランティア隊２．見守りボランティア隊２．見守りボランティア隊    

○「子どもの安全は自分たち住民の手で」を合言葉に、 

登下校時の児童生徒の安全を確保するために、ボランティ

アを中心とした見守り活動を実施してきた。 

・指導員を頂点に約 90名のボランティア隊を結成し、登下校

だけでなく校下の子どもの安全を見守った。 

・学校安全指導員・・・・・・・・・・・・・・・・・  １名 

・登下校安全巡視員・・・・・・・・・・・・・・・ 12名 

・登下校安全見守りボランティア隊・・・約 90名  

３．３．３．３．気象災害気象災害気象災害気象災害に係るに係るに係るに係る対対対対応基本方針の応基本方針の応基本方針の応基本方針の策策策策定定定定    

○気象災害に対して、幼児・児童生徒の安全確保のため

に町としての対応基本方針を策定し、園・小中学校が迷

うことなく対応できるようにした。 

 

○子どもたちの安全は自分たちでという意識は少しずつでは

あるが広がりをみせ、各種団体の協力も得られるようになっ

てきている。 

 

    

    

１．学童１．学童１．学童１．学童保保保保育育育育    

・成果＝留守家庭児童の生活指導を行い、児童の健全な育

成を図る事が出来た。 

・課題＝平成 22 年度に施設を拡充し、定員増を図ったが

年々希望者が増え、定員を超えた申し込みがあっ

た。 

    

２．２．２．２．見守見守見守見守りボランティアりボランティアりボランティアりボランティア隊隊隊隊    

・成果＝「見守りボランティア隊」が住民に認知されるとともに

「ついでの見守り」という意識で気軽に取り組んでもら

える仕組みが定着している。 

・課題＝認知されてはいるが、登下校安全指導員などの当番

制へのエントリーについて、一層の啓発が必要であ

る。 

 

３．気象災害に係る対応基本方針の作成３．気象災害に係る対応基本方針の作成３．気象災害に係る対応基本方針の作成３．気象災害に係る対応基本方針の作成    

・成果＝災害発生時の緊急出動体制について、役場の出動

体制に準じた学校の対応を周知することができた。 

・課題＝町が作成する災害対応マニュアルに準じた避難所と

しての学校の対応マニュアルを今後検討する必要が

ある。 

 

○学童保育については、昨年

度の定員の拡大により一時

的に待機児童が生じたこと

もあったが、住民の要望に概

ね答えることができた。この

ことは大いに評価できる。 

 

○町内でも、年に数件は不審

者情報が聞かれるが、情報を

共有して、迅速に対応するこ

とを今後も続けていってほ

しい。 

 

○気象災害に係る対応につ

いては、昨今のゲリラ豪雨に

よる被害の状況も考慮し、児

童生徒の安全確保の立場を

第一に優先して、今後も進め

てほしい。 

 

○災害マニュアルの作成に

ついて、役場と連携し、学校

の役割を明らかにしていく

必要がある。 
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学学学学ぶぶぶぶ環境環境環境環境

のののの整備整備整備整備 

○安全・安心して学校生活を送ることができるよう、また効果

的な学習環境となるよう、各種の施設設備の整備に努め

る。 

１．１．１．１．工工工工事事事事    

・幼稚園＝緊急地震速報対応放送設備改修 

・北方小＝遊具設置（ジャングルジム）・給食用昇降機取替・

ガス暖房機取替・緊急地震速報対応放送設備改

修 

・北西小＝グラウンド東側フェンス補修・ガス暖房機取

替・南舎汚水管修繕・緊急地震速報対応放送設

備改修 

・北南小＝プール下駄箱設置・玄関ホール雨漏れ修繕・緊

急地震速報対応放送設備改修 

・北方中＝屋内運動場照明器具取替・屋外トイレ解体・夜

間トイレ用照明設置・太陽光発電システム改

修・外部放送設備改修・緊急地震速報対応放送

設備改修 

・公民館＝2階トイレ改修（洋式化） 

・社会教育＝文化財説明板設置(3年計画の 3年目) 

・学習 C＝ホールモニター改修 

・総合体＝自動扉、排煙窓改修 

２．２．２．２．修繕修繕修繕修繕    

・幼稚園＝プールシャワー修繕 等 

・北方小＝貯水槽汲み上げ配水管漏水修繕 等 

・北西小＝音楽室換気扇修繕 等 

・北南小＝運動場バスケットゴール、防鳥ネット修繕 等 

・北方中＝プール、美術室他鍵、調理室漏水修繕 等 

・図書館＝自動扉修繕 

○今年度は、年度当初に一般会計予算に計上した工事経

費、修繕経費の他に、補正予算で北方西小学校（南舎汚水

管）、総合体育館（自動扉他）の改修工事を行った。また、今

年度末には国の補正予算（第１号）に絡み、「学校施設環境

改善交付金」を活用して、北方小学校と北方西小学校のガラ

ス飛散防止対策工事と北方小学校屋内運動場の大規模改

修工事を行うことが決定し、北方小学校屋内運動場の大規模

改修工事については、「地域経済活性化・雇用創出臨時交

付金（地域の元気臨時交付金）」も充てることが決定してい

る。(来年度に繰り越して実施する。) 

１．１．１．１．工工工工事事事事    

・成果＝当初予算、補正を含め、数多くの工事を行うことがで

きた。 

・課題＝特に、北方小学校と北方西小学校、町立幼稚園に

ついては、施設設備が耐用年数年限を経過する時

期にあり、今後も計画的に環境整備に努める必要が

ある。また、全施設において、非構造部材の耐震化

を進める必要もある。 

２．修繕２．修繕２．修繕２．修繕    

・成果＝効率的に修繕費を運用し、各施設の要望に対応す

ることができた。 

・課題＝経年による修繕（漏水等比較的高額）が目立つように

なり、老朽化施設の計画的改修が課題となってい

る。 

 

○耐震工事や修繕も含めて、

施設の快適な維持に計画的に

努めていることは評価でき

る。学校だけに予算をかける

ことは難しいかもしれない

が、今後も計画的に環境整備

を進めてほしい。 

 

○学校の学習環境の整備につ

いては、ハード及びソフト両

面について、計画的に見通し

を持って行っていく必要が有

る。 

 

○非構造部材の耐震化につい

ては、今後、計画的かつ早急

に整備事業を推進していって

ほしい。 

ＢＢＢＢ    
A 

 


