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は じ め に 

 

 

平成２３年度の加東の教育のスローガンは、引き続き「人間力の育成」とし、 

学校教育の分野では、確かな学力の定着、豊かな人間性の育成、健康体力づく

り、豊かな心を育む幼稚園教育や地域における子どもたちの支援、また、人権

教育の分野では、共に生きる社会の実現に向けて人権教育・啓発の推進や男女

共同参画事業の推進、さらには、生涯学習の分野では、青少年健全育成事業の

推進、成人学習の充実、芸術・文化活動の振興、文化財保護事業の推進や生涯

スポーツの普及、図書館では資料・情報提供の充実や魅力ある蔵書の整備・充

実など幼児から高齢者に至る様々な教育活動を展開してきました。また、中学

校に空調設備を整備するなど、安全・安心かつ質の高い教育環境の整備に努め

てきました。 

これらの活動の一つ一つが「人間力の育成」に繋がり、加東市が掲げる「文

化よし」のまちづくりの達成のための重要なステップだと考えております。 

平成２３年度も教育委員会部局のスタッフが知恵を出し合い、工夫しながら諸

事業を展開し、概ね成果を挙げてきたと感じております。 

また、基本目標「学びから新しい自分づくりと地域づくりを目指す加東市

に！」の実現のための教育の基本的な計画である「加東市教育振興基本計画」

を平成２３年３月に市議会で議決いただきましたが、今後もこの計画に沿って

取り組みます。 

 この教育委員会点検と評価に関する報告書は、平成２０年４月に施行された

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」により、

教育委員会の執行状況について、点検と評価を行うことが義務付けられ、併せ

て、議会へ評価の結果を報告し、公表しなければならないとされたことに基づ

くものです。 

そこで、加東市教育委員会において、外部の方々の意見を聞きながら、加東

の教育の点検と評価を行い、諸事業の成果と課題を明確にし、次年度への発展

につなげていきたいと考えています。 

本報告書をご高覧いただき、今後ともご指導、ご鞭撻賜りますようお願いい

たします。 

 

               平成２４年３月 

                    

加 東 市 教 育 委 員 会 
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１　教育委員会の活動及び運営状況

　（１）　教育委員会　委員

氏　　　　名 任　　　　　期

大　島　巧　男
平成２２年５月２７日～
　　　　  平成２６年５月２６日

内　橋　恵　子
平成２１年５月２７日～
　　　　  平成２５年５月２６日

大　槻　ゆかり
平成２２年５月２７日～
　　　　  平成２４年５月２６日

藤　本　洋　二
平成２３年５月２７日～
　　　　  平成２７年５月２６日

藤　本　謙　造
平成２２年５月２７日～
　　　　  平成２６年５月２６日

　（２）　教育委員会の開催状況及び付議された議案等

開催日 番　　　号

第１号議案

報　　　　告

報　　　　告

第２号議案

報　　　　告

報　　　　告

第３号議案

第４号議案

報　　　　告

報　　　　告

第５号議案

第６号議案

報　　　　告

報　　　　告

第７号議案

報　　　　告

報　　　　告

第８号議案

第９号議案

第１０号議案

報　　　　告

報　　　　告

各課主要行事予定・報告

後援名義の使用許可　１６件

加東市立学校長等に対する事務委任規則の一部を改正する規則制定の件

各課主要行事予定・報告

案　　　　　　件　　　　　　名

附属機関委員等の委嘱の件

後援名義の使用許可　９件

各課主要行事予定・報告

後援名義の使用許可　８件

各課主要行事予定・報告

附属機関等委員の委嘱の件

後援名義の使用許可　９件

5月27日

各課主要行事予定・報告

後援名義の使用許可　３件

附属機関委員等の委嘱の件

後援名義の使用許可　１２件

8月24日

附属機関委員等の委嘱の件

平成２４年度教科用図書（検定本）における採択について

4月26日

各課主要行事予定・報告

区　　　　分

教  育  委  員  長

委員長職務代行者

委　　　　　　　　員

委　　　　　　　　員

教　　　育　　　長

6月23日

7月27日

加東市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則制定の件

スポーツ推進委員に関する規則の制定の件

平成２４年度学校教育法附則第９条に基づく一般図書採択について

9月28日

加東市指定有形文化財の指定諮問の件



報　　　　告

報　　　　告

報　　　　告

報　　　　告

報　　　　告

報　　　　告

報　　　　告

報　　　　告

報　　　　告

第１１号議案

第１２号議案

第１３号議案

第１４号議案

第１５号議案

第１６号議案

報　　　　告

報　　　　告

第１７号議案

第１８号議案

第１９号議案

第２０号議案

第２１号議案

第２２号議案

第２３号議案

第２４号議案

第２５号議案

報　　　　告

報　　　　告

10月27日

1月27日

加東市教育委員会就学援助規則の一部を改正する規則制定の件

3月28日

各課主要行事予定・報告

付属機関委員等の委嘱について

加東市公の施設公益活動団体登録規則の制定の件

加東市公民館規則等の一部を改正する規則制定の件

後援名義の使用許可　４件

後援名義の使用許可　６件

各課主要行事予定・報告

各課主要行事予定・報告

各課主要行事予定・報告

公民館、多目的研修館、滝野複合施設、体育施設の使用にかかる制度改正並びに東条東体育館
の廃止について

後援名義の使用許可　３件

加東市教育委員会就学援助要綱の一部を改正する要綱制定の件

12月27日

各課主要行事予定・報告

後援名義の使用許可　５件

米田小学校歯科医及び鴨川小学校歯科医の委嘱について

加東市学校給食センター主任の選任について

教育委員会事務局職員任免の件

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例
制定することについて

2月17日

加東市体育施設条例の一部を改正する条例制定することについて

加東市公民館条例等の一部を改正する条例制定することについて

加東市公民館条例の一部を改正する条例制定することについて

加東市遠距離児童生徒通学援助に関する要綱の一部を改正する要綱制定の件

11月24日

各課主要行事予定・報告

後援名義の使用許可　９件

加東市立図書館条例の一部を改正する条例制定することについて

後援名義の使用許可　９件

加東市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則制定の件



　（３）　教育委員会以外の主な活動状況

　教育委員会委員は教育委員会への出席以外に次の行事等に出席しました。

○ 市議会

　・本会議（教育長）

　・予算特別委員会、決算特別委員会、各常任委員会（教育長）

○ 市内施設訪問

　・文化施設等視察

　・学校給食センター訪問

○ 学校訪問

　・学校訪問：６月１日，６日，９日，１０日

○ 各種学校行事

　・小中学校入学式、幼稚園入園式

　・小中学校ＰＴＡ総会、幼稚園ＰＴＡ総会

　・オープンスクール：５月（２校）、６月（７校）、７月（２校）、１０月（６校）、１１月（１校）

　・水泳交換会

　・幼稚園小学校運動会、中学校体育祭

　・小中学校音楽会・発表会

　・学習発表会

　・学校経営研究発表会

　・小中学校卒業証書授与式、幼稚園卒園式

　・小中学校長会、幼稚園長会（教育長）

○ 各種会議及び研修会

　・市町組合教育委員会教育長会議（教育長）

　・兵庫県都市教育長協議会（教育長）

　・兵庫県女性教育委員の会総会・研修会（女性教育委員）

　・播磨東教育委員会連合会理事会（教育長）

　・播磨東教育委員会連合会総会及び研修会

　・全県教育長研修会

　・近畿市町村教育委員研修大会

　・播磨東地区教育長・教育委員連合会合同研修会

　・新任教育委員研修会

○ その他行事等

　・加東市施政５周年記念式典

　・教育行政懇談会

　・加東市新成人の集い

　・各種市内イベント・大会及び研修会等



２ 平成２３年度 加東の教育目標 

 

 

スローガン「人間力の育成」 

－ 学びから新しい自分づくりと地域づくりをめざす加東市に！ － 

 

経済状況の悪化に伴う社会不安など、教育を取り巻く状況は極めて厳しいものがあ

り、子どもにも深刻な影を落としている。また、他人を思いやるこころの喪失、基礎

学力、体力の低下など、教育の課題は山積している。 

そこで、２３年度も加東の教育のスローガンを「人間力の育成」とし、幼児から高

齢者に至る市民の教育を推進した。人間は、自らの学びや他者との学び合いによって、

心身共に成長するものである。何歳になっても、「新しいことがわかった」「できた」

といった自分の変容に、学ぶことの喜びや生きがいの原点がある。学びをとおした市

民の生きがいづくりを目指し、「人間力」の向上を図っていくことは教育委員会に課

せられた大きな使命である。 

 

■ 主要施策 

１ 教育総務課 

（１）教育委員会の運営 

  教育委員会が加東市教育の推進役を担うため、積極的に学校訪問、各種研修会等

に参加し、見識を広め、学校、社会教育等に提言、助言を行う。 

（２）学校教育施設・備品等の管理、整備及び充実 

（３）教育委員会職員教育 

・職員の職能意識の高揚を図り、事務効率を高めるように努める。 

・市民サービス感覚を絶えず持ち続け、市民に開かれた事務局になるよう努める。 

 

２ 学校教育課 

確かな学力と思いやりのこころを育てる、また強い体と精神力を培うなど、今日、

学校は大きな使命を担っている。そのために、時代の要請をとらえながら、教育の普

遍的側面である「人間の成長」という視点からしっかりした目標、方針を確立するこ

とが大切である。そこで、次の重点項目を掲げることによって、加東市の教育の進展

を図っていくこととした。 

（１）幼児・児童・生徒に対して 

① 子ども達に「確かな学力」「思いやりのこころ」「強い体」を身につけさせる。 

② 子ども達に興味・関心に応じて学習課題を設定させ、自ら解決する意欲を高め

る。 

③ 自他の人権を大切にする教育を展開し、いじめの根絶を目指す。 



④ こころに悩みを抱えた児童・生徒に対して、早期発見に努め、悩みの解決に向

けた支援体制を整える。 

⑤ 地域、保護者や警察等関係機関と連携を保ちながら、より一層、子ども達の安

全の確保に努める。 

⑥ 読書活動の充実を図り、健全なこころと想像力豊かな子どもの育成を図る。 

（２）教職員に対して 

① 教員の指導力の向上を目指す。特に、授業分析を行い、授業を論理的、構造的

に組み立てる力を養うとともにＩＣＴを活用した効果的な学習指導の研究を

すすめることで、児童・生徒の思考力、表現力の向上につなげる。 

② 校長等管理職に対して、学校運営に不可欠な教育論、授業論、教師論など教育

理念の研修を深め、リーダーとしての資質の向上を図る。 

③ 管理職は、日々教職員の指導記録を付けることにより、教職員一人一人及び教

師集団に対する指導を徹底する。    

④ 学校評価によって判明した学校経営の課題や成果を、保護者や市民に対して説

明責任を果たし、開かれた学校づくりを推進する。 

（３）保護者に対して 

① 家庭教育の在り方に関する研修機会を提供し、保護者のたくましく、こころ豊

かな子どもの育成に役立てる。また、保護と育成の視点を明確にし、自立への

支援を行う。 

② 基本的な生活づくり、健全な食生活づくり、安らげる場づくり等、家庭の役割

を明確にし、健やかな子どもの育成につなげる。 

 

３ 人権教育課 

（１） 加東市同教の活動を通して、各地区毎にきめ細かい人権意識の高揚を図り、人

権尊重のまちづくりを進める。 

（２） 各種人権講演会等を通して、様々な人権問題の早期解決や人権尊重のまちづく

りを推進する。 

（３） 子どもの人権作文、絵画等を活用して、市民への人権啓発を行う。 

（４） 「人権尊重のまちづくり基本計画」を効果的に推進するため、実施計画を策定

する。 

（５） 「男女共同参画プラン」を実践するため、セミナーや各種講演会等を通して、

男女共同参画の意識の啓発を行う。 

（６） 隣保館、公民館を拠点に生活に関する事業を行う。 

 

４ 生涯学習課 

生涯学習や市民スポーツ等を通じて学習や体験をする機会を提供し、多種の生きが

いを育み、そして市民が有意義で活力に満ちた人生を送れるよう支援する。 

（１）青少年の健全育成：地域・家庭・学術施設等とも連携して子ども達に製作活動や



野外活動、そして伝統文化などを学習・体験できる場と機会を提供する。 

（２）生きがいづくり：各年代に応じた多種にわたる学習の場と機会を創出・提供し、

生きがいを育むとともに、成人の社会教育関係団体を育成・支援する。 

（３）芸術文化の振興および実施：市民が文化・芸術に接触できる機会を数多く設け、

市の文化振興に努めるとともに、各種の文化・芸術団体を支援する。 

（４）文化財保護の推進と活用：市内の貴重な文化財を保護するとともに伝承・活用に

努め、また、地域と連携して後継者の育成を図る。 

（５）生涯スポーツの普及と振興：体力・年齢に応じたスポーツの場と機会を数多く提

供し、スポーツ振興や健康増進に努め、地域コミュニティー、生きがいを育む。 

（６）施設の管理運営：市民誰もが便利で快適に利用できるよう、適切な管理・運営を

図る。 

 

５ 図書館 

（１） 活字文化を通して、市民のこころ豊かで自発的なまちづくりに役立つよう、市

民の読書環境を整える。 

（２） 図書館の使命である貸出を中心とした資料提供の充実を図り、市民の暮らしを

高めるサービスを行う。 

 

■ 評価基準（自己評価） 

  教育委員会評価は、本年度は、担当課で参加者の声、アンケート結果、計画者の意

図、満足度等をもとに自己評価（内部評価）とした。 

 評価表には、事業内容のねらい、成果と課題を明確にした。 

  なお、評価基準は、次のようにアルファベットをもって評価した。 

Ａ，ａ・・・・・大変よかった。（目的が達成できた） 

Ｂ，ｂ・・・・・よかった。（目的が概ね達成できた） 

Ｃ，ｃ・・・・・余りよくなかった。（目的が余り達成できなかった） 

Ｄ，ｄ・・・・・大変よくなかった。（目的が達成できなかった） 

 



（１）全体のまとめ

２２年度 ２３年度

個を生かす学習指導の充実

知識・技能を確実に習得させる指導実
践事例集の作成、兵教大と連携した学
習チュ－タによる学習補助、新学習シス
テムの推進による児童生徒のきめ細か
な指導により、学習指導の充実を図っ
た。

小中連携による授業公開を通して、相互に研究を深め、指導方法の
工夫・改善を図ることができた。また、市内学校園に５２名の学習チュ
－タを配置することで、学習上のつまずきの解消や学習意欲を向上
させることができた。さらに、「兵庫型教科担任制」等の新学習システ
ムを推進することで、教員の専門性を生かした教材開発や指導方法
の工夫改善を図ることができた。

小中連携のもと、「知識・技能」をどのよう
に活用して「思考力・判断力・表現力等」を
育成するのかに力点を置いた研修を行う。

読書指導の充実

子どもたちに読書習慣を身に付けさせ
るため、教室の本の整備、図書館機能
の充実、及び読み聞かせの充実を図っ
た。

図書の分類を進め、蔵書を充実させ、地域ボランティアとの連携を図
るなど、図書館の機能を充実させることで、多くの子どもが図書館を
訪れるようになり、子どもの読書活動を向上させることができた。

図書館を活用した調べ学習を充実させる
こと、教科学習の中に図書を効果的・効率
的に利用すること等、知識や考え方を広げ
る読書活動の充実を図る。

理数教育の充実

理科おもしろ推進事業において、小学
校５、６年生の理科授業に「理科推進
員」を活用し、観察・実験活動等におけ
る教員の支援を行った。算数科におい
ては、小学校高学年で新学習システム
を活用した教科担任制を導入し、少人
数指導を行った。

理科おもしろ推進事業では、理科推進員の補助により、授業の指示
が的確に伝わり、楽しい授業づくりに生かすことができた。算数科に
おいては、教科担任制によるきめ細かな指導により基礎学力の向上
を図ることができた。

理科、算数・数学の学習に対する子どもの
関心・意欲をさらに高めるために、校内の
指導体制の充実と指導方法の工夫改善を
図る。

情報教育（ＩＣＴ教育）の推進

ICT機器を授業のどの場面で、どのメ
ディアを、どのような意図で活用したか
を検証することで、具体的な指導方法に
ついて研修を深めた。

デジタル教科書、電子黒板、及びプロジェクター等のICT機器を有効
に活用した理科や社会科の指導案を小中連携のもと作成して、指導
実践事例集にまとめることができた。

各教科等の目標を達成させるための効果
的なICT機器の活用を継続研究すること
で、教育の質の向上を図る。

国際化に対応した教育の推進

小学校、中学校に外国語指導助手
（ALT）の派遣を行い、教員との役割を
明確にして外国語活動や英語科の授業
を行った。

小学校では、ＡＬＴが発する英語の音声や基本的な表現に慣れ親し
み、児童が意欲的に外国語活動の学習に取り組むことができた。中
学校では、ＡＬＴが話す基本的な英語の音声の特徴をとらえ、生徒が
その特徴を用いて進んで発音することができた。

学校において、外国語活動や英語科にお
ける校内研修を企画したり、年間カリキュ
ラムの見直しを図ったりする。

特別支援教育の充実

市福祉部局との連携により特別な配慮
を要する子どもの支援体制を確立した。
また、特別支援教育コーディネーターを
対象とする研修を行った。

個別のケース会議を中心に、市福祉部局との連携を深め、特別な配
慮を要する子どもへの支援を進めることができた。個別の指導計画
の作成や保護者対応などの研修を行い、特別支援教育コーディネー
ターの力量を高めるため、研修会を実施した。受講者は、コーディ
ネーターとしての役割を認識し、学校の核となって行動する契機と
なった。

サポートファイルにおいて、個別の指導計
画と個別の教育支援計画の整合性を図
る。

幼保小中連携の推進

特別な配慮を要する保育園・幼稚園の
年長児を支援するために、幼保小発達
支援連絡会を開催した。小中連携で
は、授業交流、児童生徒交流など、各
中学校区ごとに主体的な実践研究、合
同での学校行事を実施した。

幼保小発達支援連絡会では、子育て支援課との連携を密にし、市内
保育園･幼稚園の特別なニーズを持つ年長児に対する支援の充実を
図ることができた。小中連携による授業交流において、小学校教員
は、専門性の高い中学校教員から指導方法について学び、授業改善
に役立てることができた。

小小連携による児童交流や、幼保連携に
よる園児交流を行い、園児児童の豊かな
成長を図る。

就学前教育（幼稚園教育）の
充実

幼稚園では、専門性を生かし、子育て
に関する情報を提供したり、保護者から
の子育てに対する相談に応じたりした。

開かれた園づくりをめざして幼稚園オープンを実施し、保護者や地域
の人々に子どもの様子等を公開する中で、地域全体として子どもの
成長を支える環境づくりを推進することができた。

幼児期の教育・保育と小学校教育の円滑
な接続を図るため、幼児と児童の交流や
教職員の合同研修を行う。

３　平成２３年度　主要事業の点検と評価
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ねらい
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心に響く道徳教育の充実
道徳教育推進教師をコーディネーター
役として全教職員が協力して道徳教育
を展開した。

各学校において、道徳教育の推進体制の一層の充実に向け、「全体
計画」と「年間指導計画」を作成することができた。とりわけ、指導案
やその資料を保存しながら、指導内容や指導方法を工夫する取組を
継続することで、授業を充実させることができた。また、全小中学校で
道徳の授業公開が行われ、家庭や地域の人々の理解を得ながら道
徳教育を推進することができた。

兵庫版道徳教育副読本等を活用した道徳
の授業公開の推進と、副読本を家庭で活
用するなど家庭や地域と一層連携していく
必要がある。

地域の伝統や文化を大切に
する教育の推進

小学校4年生で「加東遺産めぐりの旅」
を実施し、地域において、子どもが地域
の遺産や文化財に触れる機会を提供し
た。

「加東遺産めぐりの旅」では、「加東遺産」に対する子どもの意識を高
めさせ、自分たちも「加東市」の伝統や文化を受け継いでいく一人で
あるという自覚を持たせることができた。また、社会科の授業では、
地域教材「わたしたちの加東」（小学校）、「わたしたちのふるさと加東
市」（中学校）を活用し、子どもの歴史、伝統、文化に対する関心や理
解を深めることができた。

加東市の伝統や文化に関する教材を収集
して授業で活用し、子どもがさらに地域を
愛し、伝統文化を継承・発展させようとする
意欲を育てたい。

豊かな体験活動の実施

小学校3年生の環境体験事業、小学校5
年生の自然学校では、地域の自然環境
を生かした体験活動を実施した。また、
中学校１年生のわくわくオーケストラ教
室では豊かな情操を養い、中学校２年
生のトライやる・ウィークでは生きる力の
育成を図った。

環境体験事業は、総合的な学習の時間や理科の時間を中心に実施
し、命の大切さ、命のつながり等を実感させることができた。自然学
校は、海での活動を通して、自然への畏敬の念や他者を思いやる心
を醸成することができた。
また、中学校「わくわくオーケストラ教室」は、本格的なオーケストラの
生演奏を聴くなど、豊かな情操や感性を身に付けることができた。トラ
イやる・ウィークは、生徒にとって学ぶこと、働くことの意義について考
える機会になり、これまでの生活を見直し、将来を考える機会になっ
た。

環境体験事業は、「豊かな心」を育むため
にも、道徳や特別活動の時間でも推進して
いく必要がある。また、子どもたちを伝統
的な地域の行事などに積極的に参加さ
せ、多様な体験を設ける必要がある。

体力・運動能力の向上

子どもの体力・運動能力の向上を図る
ために、系統的・計画的な体育・保健体
育の授業を展開し、授業交流における
小中連携を推進した。

授業交流を通して、小中連携の活性化を図れたことは評価できる。
特に小学校教員は、子どもの体力・運動能力を高めるための各運動
種目のテクニカルポイントについて、中学校教員からアドバイスを受
け、授業改善に役立てることができた。運動部活動外部指導者派遣
事業では、練習方法のバリエーションが増え、また、専門的で的確な
技術指導により、生徒の技術が向上した。

運動部活動では、教員の高齢化、さらには
専門的な指導者の不足等から、生徒の多
様なニーズに応えられない状況や安全性
を確保できない状況が懸念されるため、そ
の対応が必要である。

食育・健康教育の推進
子どもの望ましい食習慣の形成を図る
ため、研究指定校を決め、食育を推進
した。

食育では、指定校に研究の成果を教職員研修で発表させたことで、
市内学校へ食育の取組を普及させることができた。また、指定校で
は、食に関する指導の全体計画・年間指導計画の実践とその見直し
を行い、栄養教諭や栄養士を活用した食育の授業を進めることがで
きた。

指定校以外の学校でも、栄養教諭等を活
用した授業が展開され、学校オープン等で
地域や保護者への啓発が図られるように
したい。

不登校・いじめ等に対応する
校内体制の整備

不登校やいじめの未然防止、早期発見
に努めるため、児童生徒の内面理解を
積極的に受け止める校内の教育相談
体制の充実に努めた。

不登校については、　「不登校対策委員会」や「適応教室　親の会」を
定期的に開催することで、児童生徒の生活環境に留意しながら小中
学校や関係機関が密接に行動連携を図ることができた。また、いじめ
実態調査等により早期発見・早期対応に努めた。さらに、加東市ネッ
ト見守り隊では、社高等学校を新たに加え、市内小中高が密接に連
携した取組を推進することができた。

事案が発生したときに、早期対応を図り、
適切に解決する体制整備から一歩進んだ
マニュアルづくりが喫緊の課題である。

子どもたちが安心して学べる
環境づくり

学校と地域や関係機関が相互に連携を
図り、防災訓練の実施やそれに向けた
連絡会議を開催した。また、学校におけ
る防犯教室・防犯訓練の計画的な実
施、「子ども見守り隊」との連携及び通
学路の点検や巡回パトロールを強化
し、安全安心な環境づくりに努めた。

 学校ごとに防災教育・防災訓練を実施し、命の尊さや助け合いの大
切さを子どもたちに考えさせることができた。また、年間計画に基づく
防犯教室・防犯訓練を社警察と連携して実施し、児童・生徒及び教職
員の防犯意識やスキルの向上を図ることができた。さらに、地域の
「子ども見守り隊」による登下校の見守り活動及び青パトによる通学
路の点検やパトロール活動により、登下校の安全に寄与できた。

震災を踏まえ、災害に係る経験や教訓を
語り継ぐことや、防犯教室・防犯訓練の中
身を充実するため、各校の実態に応じたよ
り実際的な訓練を工夫していきたい。

安全・安心で信頼され
る学校づくり

Ａ
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－

豊かな人間性の育成

Ａ

－

－

健康体力づくり
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開かれた学校づくり

教育活動等の情報の積極的な提供や、
学校評価の結果の公表、保護者・地域
の人々と連携した教育活動の展開等を
推進することができた。

学校新聞等の発行による学校運営に関する情報発信や、オープンス
クールによる保護者や地域の人々に教育活動の公開を積極的に行
うとともに、保護者や地域の人々の教育活動への積極的な参画を促
進することができた。また、学校自己評価や学校関係者評価の公表
を通して、実効性のある学校評価にすることができた。

学校・家庭・地域が、それぞれの責任を明
確にしながら一層密接に連携する方法を
模索する必要がある。

教職員の実践的指導力の向
上

学習指導要領の改定等を踏まえた研修
を計画し、小中学校の今日的な課題に
対応できる教員の育成を図った。とりわ
け、夏季研修では市内全教職員が一同
に会し、人権課題について研修を深め
た。

夏季研修では、講師を招聘して人権課題について見識を深めるとと
もに、実践発表等により、特色ある取組を関係校から市内全域に広
めることができた。また、教職員の資質と実践的な指導力の向上をめ
ざして、テーマ別研修を実施することで教職員の課題解決に向けて
主体的に取り組むことができた。さらに、各校の児童生徒や地域の実
態に応じた研究テーマを設定して、２年間研究を進め、その成果を授
業公開や研究冊子にまとめ、市内全域に発信することができた。

教職員の資質や実践的な指導力の向上
のためには、今後も現場のニーズに合うタ
イムリーな課題を選択した研修を充実させ
るとともに、各学校の課題解決のための講
師招聘や先進校視察の予算補助を積極
的に行いたい。

地域社会とともに

　青少年の健全育成を目的としながら
も、ひょうご放課後プラン（子ども教室）
事業、成人式事業、あったか加東伝の
助かるた大会等の事業を、地域との関
りを深めながら、地域と一体となって事
業を展開した。

　地域子ども教室では、地域で子ども達を育もうとする機運の啓発を
図ることができた。
　成人式では、ふるさと愛を確認しあった有意義な式典となった。
　第1回あったか加東伝の助かるた大会では、楽しみながらふるさと
愛を育むことができた。

　地域子ども教室への参加者数の少数さ
が問われている。また、少なさこそが地域
内での子どもの居場所があることを示して
いることでもあり、子ども達には安心な環
境が整っているという考えもある。両者の
意見を真摯に受け止めつつ、地域子ども
教室のあり方を探っていかなければならな
い。

豊かな体験活動

　小学生チャレンジスクール事業、まち
まるごとミュージアム事業、青少年育成
団体活動支援事業等、多種多様な体験
活動の機会を設け、子ども達に提供し
た。

　チャレンジスクールでは、野外活動、製作活動、伝統文化活動な
ど、17種31教室を開催し、子ども達に新たな体験機会を提供し、　「県
立人と自然の博物館」との協力協定事業では、環境教育の機会を提
供することができた。
　また、市子ども会育成連絡協議会活動を通して、同郷愛を育むこと
もできた。

　ボリュームの大きさから、内容やサービ
スが低下していないか、注意しながらの事
業実施、バランスに努めなければならな
い。

家庭教育の重要性
　家庭教育の重要性を啓発・学習する
機会を設けた。

　生涯学習に限らず、成人や熟年世代を集めることは難しいが、その
ような中でＰＴＡ活動を通して、研修会や講演会を実施し、親学習に
努めた。

　ＰＴＡという団体を外して事業展開ができ
るかは、疑問である。パンフレットなどを多
くの機会に配布するなど、新たな啓蒙活動
も考えていきたい。

各年代に応じた学習

　市民（成人）の誰もが生涯学習に参加
できるよう、高齢者大学や成人学習講
座等、各世代向けの講座開設や、多様
なジャンルのサークルを公民館登録
サークルとして組み込み、市民に提供し
た。

　高齢者大学、文学講座、加東遺産講座の３講座を開設。
　高齢者大学は、自主運営委員会を中心に、市内３館の公民館に教
室を置く３教室制で開設。３教室計で５５０人。
　文学講座は、年２回。「原文で読む源氏物語」をテーマに実施。延べ
７５人の文学ファンを集めた。
　加東遺産講座は、子供対象に「加東遺産めぐり（武家屋敷→朝光
寺）」、成人対象に朝光寺の瓦吹き替え工事にあわせて公開講座を
実施。公開講座には、全国から４３０人もの人を集めた。

　成人対象事業は、どうしても集客に問題
が出てくる。これは、当市だけの問題でも
なく、やむ得ない部分もあるが、チャレンジ
の精神で新たな講座開設も考えていきた
い。

団体活動支援
　成人を対象とした市連合婦人会、市女
性連絡協議会、市連合ＰＴＡに対し、適
切な支援を行った。

　社会教育関係団体の成人対象団体である市連合婦人会、市女性
連絡協議会、市連合ＰＴＡの団体や活動が、より活発化するよう補助
金とともに事務的にも支援した。
　各団体の自主性を重んじながら、各団体の設立趣旨に沿った活動
支援に注視し社会教育上の支援を行った。

　平成２４年２月、市女性団体連絡協議会
が解散されることとなった。時代の流れと
内部事情によるものだが、同様な連鎖の
歯止めに十分な検討をしていく必要があ
る。

生きがいづくり

－ Ｂ

生
涯
学
習
課

青少年の健全育成

Ａ－



２２年度 ２３年度
成果（評価） 課題（反省点）担当課 項　目

総合評価

ねらい
取り組み・経過

（それぞれの「ねらい」について）

芸術･文化の振興

　市公募美術展事業、市文化祭事業、
加東文化振興財団文化事業等、多くの
イベントを通じて、市の芸術・文化の振
興に努めた。

　市公募美術展、市文化祭、ギャラリー収蔵品展、そして映画の上
映、クラッシック音楽の公演会やアーティストによるコンサートなど加
東文化振興財団に委託している各種文化芸能事業を数多く展開し、
「文化のまち－加東」を示すことができた。
　市公募美術展では、過去 高の応募点数４１１点を集めると共に、
その作品水準も高まっている。
　ギャラリー収蔵品展では、榎倉香邨展を開催した。全国から人を集
める盛会なイベントとなった。集客数８９８人。

　大きく高度なイベントを目指せば、地域
内の対象者が薄くなる。イベントごとに、事
業目的をしっかりと把握し、イベントごとの
ターゲットや適切な事業規模を研究してい
かなければならい。
　市民ニーズに合った市民が親しめる音楽
や映画イベントを開催していきたい。

芸術･文化団体の支援
　市の事業との相乗効果を狙い、市の
芸術・文化の振興に寄与している団体
を支援した。

　市文化連盟、市美術協会への支援を通じ、市の文化振興を図っ
た。
　市文化連盟では、「市文化連盟祭」、「部会発表会」（８部会）、「子ど
も絵画公募展」等を開催するほか、福祉施設等への慰問活動なども
行い、市の文化振興にも大きく貢献している。
　市美術協会は、市美術協会展や研修会を開催するなど、また１歩
上を目指そうとする活動を展開された。

　両団体とも、年々高齢化が進んでいる。
事務局だけではどうしようもない部分もあ
るが、両団体の役員とも調整を図りつつ、
新たな人材の登用、育成に努めていきた
い。

文化財保護の推進と活
用

－ Ｂ 文化財の保護・発掘及び活用

　文化財保護対策事業、埋蔵文化財調
査事業、歴史民俗資料館事業、三草藩
武家屋敷管理事業等を通して、文化財
の保護、発掘、活用に努めた。

　文化財保護対策事業では、防火設備管理事業(３件)、後継者育成
事業(２件)、また劣化が著しかった朝光寺の屋根葺替事業にも市負
担として事業費の５％を補助し、当該の対策を図ってきた。その他、
市道河高下滝野線の拡幅事業に伴い河高地内で発掘調査を実施。
　加古川流域滝野歴史民俗資料館、三草藩武家屋敷を公開しつつ、
民俗資料館では収蔵品の一部電子情報化を図るため、再整理に努
めている。

　埋蔵文化財や民俗資料の収蔵品が、収
蔵庫の容量を超えてきている。また、次代
の収蔵、展示方法も調査・研究し、展示と
保管を兼ね備えた新たな収蔵庫建設も検
討、要求していきたい。
　※ギャラリーの、美術品収蔵庫も満杯状
態にある。美術品の収蔵も合わせて検討。

生涯スポーツの振興とコミュ
ニティづくり

　市民が気軽に生涯スポーツに取り組
める、また触れることができるよう、地区
親善ソフトボール大会、ふれあい球技
大会（地区親善バレーボール大会、ペタ
ンク大会、グラウンドゴルフ大会、卓球
大会）、三世代ゲートボール大会、伝の
助マラソン大会、市民ハイキング等、多
くのスポーツイベントを催し、また多種の
スポーツサークルを育みつつ施設の提
供に努めた。

　「地区親善ソフトボール大会」、「地区親善バレーボール大会」、「三
世代ゲートボール大会」、「ペタンク大会」、「グラウンドゴルフ大会」、
「卓球大会」、そして「伝の助マラソン大会」などの団体競技を中心と
したスポーツイベントを通じて、地域のコミュニティーづくりに貢献。ま
た、「市民ハイキング」に取り組んだが、悪天候のために中止。「誰も
が参加できるスポーツ機会」の提供ということからも続けて行く予定。
　「スポーツ賞」、「スポーツ賞賜金」は、市民の競技レベル・意識の向
上、また市民としての栄誉と誇りを共にしようと贈っている。

　事業を行う側としては、安定化（定着）し
た地区親善ソフトボール大会や同バレー
ボール大会の開催を「良し」としてしまう部
分もあるが、一方では「またか」という言葉
も出かけている。数年に一度でも全体の見
直しを諮る機会を設けることなどを検討し
ていきたい。
　マラソン大会などにおいて、よりいっそう
安全対策をとる必要がある。

スポーツ団体支援

　自主運営を基本とする各スポーツ団
体の健全な運営を助成し、市民自らが
自発的にスポーツに取り組もうとする意
欲が沸き立つような支援を推し進めた。

　市民の力によってスポーツの振興に取り組もうと、市体育協会を核
とする、各種目別協会、そしてその下部団体に助成や支援を実施。
　市体育協会では、「加東市総合種目体育大会」「救命講習会」「体育
協会表彰」「スポーツ講演会｣を実施されているほか、伝の助マラソン
大会等の市事業にも尽力いただき、市とともに市のスポーツ振興に
力を注いでいただいている。
　また、スポーツ推進委員と名称が変わった体育指導委員も、市民の
健康保持・増進の向けて、新たに市民ハイキングを計画されるなど、
事務局と連携して活発な行動を展開された。

　体育協会に加入する協会は２６協会、そ
の協会に加入する団体・個人は、２０４団
体３，４９０人。市民の約９％にのぼる。現
在では、各協会幹部等若干の協力依頼に
は応えていただいているが、まだまだ大き
な余力があり、これらの人達を市のスポー
ツ振興事業に取り込むことを考えていかな
ければならない。

－ Ｂ

Ｂ

生涯スポーツの普及と振
興

－

芸術・文化活動の振興お
よび実施



２２年度 ２３年度
成果（評価） 課題（反省点）担当課 項　目

総合評価

ねらい
取り組み・経過

（それぞれの「ねらい」について）

施設の管理・運営

－ Ｂ
社会教育・体育関係施設の管
理・運営

　市民誰もが便利で快適に利用できる
よう、適切な管理・運営を図った。

　公民館、滝野複合施設、体育施設における団体登録制度と減免制
度、施設定期使用予約制度の３つが連携した加東市独自の運用体
系を構築。また、同時に市外の方の使用料金を２倍とする改正も行
い、市民の利用に重点を置いた措置を図った。
　３公民館、３コミュニティ施設、１野外活動センター、３文化会館、８
体育館、８グラウンド、滝野複合施設、明治館、加古川流域滝野歴史
民俗資料館、三草藩武家屋敷の適切な運用と、効果的な維持管理
に努めた。

　新たな団体登録制度等を導入し、市民の
利用促進に結びつけていきたいと考えて
いる。しかし、使用料金も合併以前のまま
で、統一的な料金設定もまだ課題として
残っている。適切な価格の研究等、難題で
ある。
　また、老朽化する施設に費用がかさんで
いる。施設白書等でも、施設の統廃合が
謳われるであろう。しかし、利用者への理
解を得ることは大変なこと。年間のソフト事
業を展開しながら、施設管理の担当課だ
けで対応できるのか、これも難題である。

人権感覚を培う人権教育・啓
発

講演会や人権啓発展、啓発番組等によ
り人権教育・啓発を推進した。

講演会には多くの参加者を得て、参加者からは概ね好評を得た。人
権教育スキルアップ講座を通じて人権教育の原点である同和問題に
ついての意識を喚起することができた。地域に学ぶ体験学習支援事
業を通じて、子どもたちに対する社会教育面からの人権教育事業に
対する地域の力の必要性を伝えることができた。ケーブルテレビの番
組や人権作品の展示会を通じて市民に取組の告知や成果を知らせ
ることができた。

40歳代以下の参加について、工夫と努力
が必要である。

人権教育の学習資料の提供
人権啓発情報誌の発行と人権啓発ビデ
オにより人権教育の学習資料を提供し
た。

人権啓発情報「夢きらめいて」を発行して、市や、市同教が実施して
いる取組の紹介や成果、子どもたちから募集した作品の紹介をする
ことにができた。また、加東市で発生した差別事件についての記事を
掲載し、部落差別の現状と一刻も早い解決に向けてのメッセージを
伝えることができた。様々な人権をテーマに作成してきた啓発ビデオ
は「インターネットと人権」について作成し、現代的な事象に潜む人権
課題について伝えることができた。ビデオライブラリについては住民
学習などに役立てるため新しい教材の充実につとめた。

情報誌は成果を紹介することには役立っ
ているが、市広報も有効に使う必要があ
る。

各種団体の人権学習への支
援

地域でのリーダーを養成するとともに、
各地区での住民学習を支援します。ま
た、それぞれの団体の課題に応じた人
権学習研修会を支援した。

市民講座では地域から推薦されたリーダーを対象に3回の講座を開
催し、修了証の発行や他の啓発イベントも補講対象とするなど、本講
座だけではなく他のイベントの参加者増にも役立てることができた。
市同教の取組である住民学習は市全域で取り組まれており、人権学
習や地区内外の絆を深める活動をつうじて、人権文化が定着しつつ
ある。団体別研修では地域のリーダー的な層に向けての学習を実施
し、人権意識を高めることができた。学校等公開授業をつうじて、保
育園から高校までの教育者が問題意識を共有できた。企人協の取組
を通じて企業や職場における人権意識を高めることができた。

住民学習の参加者の固定化や内容のマン
ネリ化が指摘されている。

相談支援体制の充実
人権擁護委員の協力を得て、社会福祉
協議会と連携した総合相談や、隣保館
での相談事業を実施した。

人権擁護委員の協力を得て、社会福祉協議会が実施する総合相談
を実施した。また、隣保館の相談事業の場所と、回数を拡充した。

相談員の充実を図る必要がある。

共に生きる社会の実現

－ Ｂ

人
権
教
育
課



２２年度 ２３年度
成果（評価） 課題（反省点）担当課 項　目

総合評価

ねらい
取り組み・経過

（それぞれの「ねらい」について）

人権尊重と男女共同参画の
意識づくり

啓発活動や情報提供、学習活動を通じ
て、人権尊重と男女共同参画の意識づ
くりを図った。

子育て支援課と共同で児童虐待防止月間に、「しつけと体罰」と題し
た講演会を開催し、家庭や学校で直接子育てに関わる人だけではな
く、多くの方々の参加を得て、児童虐待についての関心を高めること
ができた。

男女共同参画を浸透させる情報の提供が
必要である。

あらゆる分野へ参画できる機
会づくり

女性各種団体に対して、啓発活動や情
報提供、学習活動を通じて、女性の登
用を促進した。

各種団体に対して、市が行う各種講演会を案内、多くの参加者から
概ね好評を得た。

女性の登用はまだまだ不十分であり、各
種団体への働きかけが必要である。

だれもが安心して暮らせる地
域づくり

子育ては社会全体の取組みであること
の啓発活動を実施した。

子育て支援課と共同で児童虐待防止月間に、「しつけと体罰」と題し
た講演会を開催し、家庭や学校で直接子育てに関わる人だけではな
く、多くの方々の参加を得て、児童虐待についての関心を高めること
ができた。
また、関連事業である「人権と子どもの健全育成を考える講演会」を
開催、「大切なのは人の愛」という演題で、親子、家族、地域の絆の
重要性を再認識できた。

男性の育児に対する意識を高め、地域全
体で子育てを行う環境づくりに努める。

資料提供・情報提供の充実
・ウェブでの予約を開始した。
・学校との連携を図った。

・ウェブ予約・・・新システムの構築に伴い２月１日より、開始。ウェブ
予約申込数は日々増加している。平成24年２月末日現在　481人
・学校との連携・・・校長会等の会議に参加し図書館の状況など説明
するなどし、おとどけ図書館を始めた。

　ウェブ予約は始まったばかりであるが、
予約者の登録をすべてメール返信で登録
するように啓発する。

魅力ある蔵書の整備・充実
・魅力ある図書の購入を行い、適切な図
書の廃棄を行った。

・分類をこえて、季節や行事・世の中の出来事などをテーマに特設展
示コーナーを開設した。
　　　（ギネスブック・梅雨・片づけ・梅干し・終戦記念日・小松左京・秋
を楽しむ・旅・平清盛　等々）
・平成23年度　４月から1月末まで　購入図書数　　17,893冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃棄図書数　　14,０63冊
　　廃棄図書については、市民に無償で提供
　　魅力ある蔵書の維持に努めることができた。

・特設コーナーで、新聞や広報紙にも取り
上げられ評判がよかった。ここで図書館の
特徴を出していきたい。
・資料の購入廃棄について明確な基準が
無いため司書の判断で行っている。収集
基準、廃棄基準を定めていきたい。

A

図
書
館

市立図書館の充実

-

男女共同参画事業の推
進

－ Ｂ



２２年度 ２３年度
成果（評価） 課題（反省点）担当課 項　目

総合評価

ねらい
取り組み・経過

（それぞれの「ねらい」について）

図書館進展活動の推進

・おとどけ図書館を開始し、
・おはなし会を月１回から２回にした。
・はじめての絵本を開始した。
・インターネットの活用を充実させた。

・おとどけ図書館・・・市内９小学校に１ヶ月間図書館が、選定した本
を配送。順次学校を回していく。１０月から実施。
　　　　　　　　　　　　学校から評価を得た。
・おはなし会・・・中央図書館で、開催日を月１回（土曜日）から月２回
（金曜日・土曜日）とし充実させた。
・はじめての絵本・・・保健センターと連携し４ヶ月検診時にその母親
に絵本を紹介。好評を得た。

おとどけ図書館では、４館から集配するた
め事務が煩雑ではあるが、子どもたちのた
めに続けていきたい。
・おはなし会は、本年度月１回から２回に
増やしたが、集客の方法を考えていきた
い。
・はじめての絵本では、保健センターとの
連携し、図書館への集客を 終目標として
いるが、・はじめての絵本では、保健セン
ターとの連携し、図書館への集客を 終目
標としているが、「４ヶ月児」が適当な時期
かどうか検証していきたい。

教育委員会の運営

Ｂ Ａ 教育委員会の活性化

定例教育委員会での施策提言、教育委
員会規則等の取り決め、学校教育や社
会教育の方針決定や、学校教育・社会
教育現場の実情把握を行った。

定例教育委員会で学校教育や社会教育について活発な意見交換
や、議案に対し慎重に審議が行われた。
学校訪問、各種行事・研修会への積極的な参加と、教育委員会管轄
施設の視察による現状把握ができた。また、今年度市長、副市長と
の教育行政懇談会を開催し、意見交換を行った。

今後も、更に教育委員会の活発な運営を
図っていく必要がある。

安全・安心で信頼される
学校づくり

Ａ Ａ
子どもたちが安心して学べる
環境づくり

　よりわかる授業の実現に向けて、小学校
にデジタル教科書を導入、改訂された学習
指導要領の中学校の平成２４年度からの完
全実施に伴う教材備品を整備した。また、全
中学校に空調設備を整備し、その外老朽化
した学校施設の整備・改修や小学校・幼稚
園の空調設備の整備に向け実施設計を
行った。

　小学校にデジタル教科書を導入することにより、平成２１年度に導入した電
子黒板を有効に活用し、よりわかる授業の実現を図ることが出来た。また、
中学校に剣道具、和楽器の整備を行うことにより、平成２1年度から取り組ん
できた改訂された学習指導要領の中学校の平成２４年度からの完全実施に
向け対応を図り、並びに全中学校に空調設備の整備や老朽化した学校施
設のきめ細かな修繕工事等や小学校・幼稚園の空調設備整備に向けて実
施設計を行うことにより快適で質の高い教育環境を整備することが出来た。
小学校・幼稚園の空調設備整備に向けて実施設計を行うことにより、平成２
４年度に繰越事業により小学校・幼稚園に空調設備を整備する準備が整っ
た。

更なる学校現場の実情把握及び学校との
調整を図っていく必要がある。

教
育
総
務
課
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３．
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８．

●ねらいに対する成果と評価 ２２年度 ２３年度

５． 国際化に対応した教育の推進

a a
小学校では、ＡＬＴが発する英語の音声や基本的な表現に慣れ親しみ、児童が意欲的に外国語活動の学習に取り組むことが
できた。中学校では、ＡＬＴが話す基本的な英語の音声の特徴をとらえ、生徒がその特徴を用いて進んで発音することができ
た。

４． 情報教育（ＩＣＴ教育）の推進

－ b
デジタル教科書、電子黒板、及びプロジェクター等のICT機器を有効に活用した理科や社会科の指導案を小中連携のもと作
成して、指導実践事例集にまとめることができた。

関連事業 デジタル教科書、電子黒板等の活用、加東市教育研究所員会（ＩＣＴ教育）

３． 理数教育の充実

－ b
理科おもしろ推進事業では、理科推進員の補助により、授業の指示が的確に伝わり、楽しい授業づくりに生かすことができた。
算数科においては、教科担任制によるきめ細かな指導により基礎学力の向上を図ることができた。

関連事業 理科おもしろ推進事業、新学習システム（小学校における教科担任制）

２． 読書指導の充実

b ｂ
図書の分類を進め、蔵書を充実させ、地域ボランティアとの連携を図るなど、図書館の機能を充実させることで、多くの子ども
が図書館を訪れるようになり、子どもの読書活動を向上させることができた。

関連事業 子どもの読書活動推進事業

小学校、中学校に外国語指導助手（ALT）の派遣を行い、教員との役割を明確にして外国語活動や英語科の授業を行った。

 市福祉部局との連携により特別な配慮を要する子どもの支援体制を確立した。また、特別支援教育コーディネーターを対象とする研修を行った。

特別な配慮を要する保育園・幼稚園の年長児を支援するために、幼保小発達支援連絡会を開催した。小中連携では、授業交流、児童生徒交流な
ど、各中学校区ごとに主体的な実践研究、合同での学校行事を実施した。

幼稚園では、専門性を生かし、子育てに関する情報を提供したり、保護者からの子育てに対する相談に応じたりした。

１． 個を生かす学習指導の充実

a a
小中連携による授業公開を通して、相互に研究を深め、指導方法の工夫・改善を図ることができた。また、市内学校園に５２名
の学習チュ－タを配置することで、学習上のつまずきの解消や学習意欲を向上させることができた。さらに、「兵庫型教科担任
制」等の新学習システムを推進することで、教員の専門性を生かした教材開発や指導方法の工夫改善を図ることができた。

関連事業 学力向上プロジェクト委員会、学習チューター、新学習システム

ICT機器を授業のどの場面で、どのメディアを、どのような意図で活用したかを検証することで、具体的な指導方法について研修を深めた。

個を生かす学習指導の充実

読書活動の充実

理数教育の充実

情報教育（ＩＣＴ教育）の推進

国際化に対応した教育の推進

特別支援教育の充実

幼保小中連携の推進

就学前教育（幼稚園教育）の充実

知識・技能を確実に習得させる指導実践事例集の作成、兵教大と連携した学習チュ－タによる学習補助、新学習システムの推進による児童生徒の
きめ細かな指導により、学習指導の充実を図った。

子どもたちに読書習慣を身に付けさせるため、教室の本の整備、図書館機能の充実、及び読み聞かせの充実を図った。

理科おもしろ推進事業において、小学校５、６年生の理科授業に「理科推進員」を活用し、観察・実験活動等における教員の支援を行った。算数科
においては、小学校高学年で新学習システムを活用した教科担任制を導入し、少人数指導を行った。

項　目
総合評価

２２年度 ２３年度

確かな学力の定着 － Ｂ



●今後の課題（反省点）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

小小連携による児童交流や、幼保連携による園児交流を行い、園児児童の豊かな成長を図る。

幼児期の教育・保育と小学校教育の円滑な接続を図るため、幼児と児童の交流や教職員の合同研修を行う。

小中連携のもと、「知識・技能」をどのように活用して「思考力・判断力・表現力等」を育成するのかに力点を置いた研修を行う。

図書館を活用した調べ学習を充実させること、教科学習の中に図書を効果的・効率的に利用すること等、知識や考え方を広げる読書
活動の充実を図る。

理科、算数・数学の学習に対する子どもの関心・意欲をさらに高めるために、校内の指導体制の充実と指導方法の工夫改善を図る。

各教科等の目標を達成させるための効果的なICT機器の活用を継続研究することで、教育の質の向上を図る。

学校において、外国語活動や英語科における校内研修を企画したり、年間カリキュラムの見直しを図ったりする。

サポートファイルにおいて、個別の指導計画と個別の教育支援計画の整合性を図る。

８． 就学前教育（幼稚園教育）の充実

- b
開かれた園づくりをめざして幼稚園オープンを実施し、保護者や地域の人々に子どもの様子等を公開する中で、地域全体と
して子どもの成長を支える環境づくりを推進することができた。

関連事業 幼稚園オープン

７． 幼保小中連携の推進

- b
幼保小発達支援連絡会では、子育て支援課との連携を密にし、市内保育園･幼稚園の特別なニーズを持つ年長児に対する
支援の充実を図ることができた。小中連携による授業交流において、小学校教員は、専門性の高い中学校教員から指導方法
について学び、授業改善に役立てることができた。

関連事業 幼保小発達支援連絡会

６． 特別支援教育の充実

a a

個別のケース会議を中心に、市福祉部局との連携を深め、特別な配慮を要する子どもへの支援を進めることができた。個別
の指導計画の作成や保護者対応などの研修を行い、特別支援教育コーディネーターの力量を高めるため、研修会を実施し
た。受講者は、コーディネーターとしての役割を認識し、学校の核となって行動する契機となった。

関連事業 サポートファイル、特別支援教育コーディネーターネットワーク会議、スクール・キッズアシスタント、適正就学指導委員会

関連事業 語学（英語）指導員派遣事業
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２．
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１．

２．

３．

6

加東市の伝統や文化に関する教材を収集して授業で活用し、子どもがさらに地域を愛し、伝統文化を継承・発展させようとする意欲を育てた
い。

環境体験事業は、「豊かな心」を育むためにも、道徳や特別活動の時間でも推進していく必要がある。また、子どもたちを伝統的な地域の行
事などに積極的に参加させ、多様な体験を設ける必要がある。

３． 豊かな体験活動の実施

－ ａ

環境体験事業は、総合的な学習の時間や理科の時間を中心に実施し、命の大切さ、命のつながり等を実感させることができた。自
然学校は、海での活動を通して、自然への畏敬の念や他者を思いやる心を醸成することができた。
また、中学校「わくわくオーケストラ教室」は、本格的なオーケストラの生演奏を聴くなど、豊かな情操や感性を身に付けることができ
た。トライやる・ウィークは、生徒にとって学ぶこと、働くことの意義について考える機会になり、これまでの生活を見直し、将来を考える
機会になった。

関連事業 環境体験事業、自然学校、わくわくオーケストラ教室、トライやる・ウィーク

２． 地域の伝統や文化を大切にする教育の推進

ｂ ｂ
「加東遺産めぐりの旅」では、「加東遺産」に対する子どもの意識を高めさせ、自分たちも「加東市」の伝統や文化を受け継いでいく一
人であるという自覚を持たせることができた。また、社会科の授業では、地域教材「わたしたちの加東」（小学校）、「わたしたちのふる
さと加東市」（中学校）を活用し、子どもの歴史、伝統、文化に対する関心や理解を深めることができた。

関連事業 小学校「加東遺産」めぐりの旅、地域教材「私たちの加東」（小学校）、「わたしたちのふるさと加東市」（中学校）

１． 心に響く道徳教育の充実

a a
各学校において、道徳教育の推進体制の一層の充実に向け、「全体計画」と「年間指導計画」を作成することができた。とりわけ、指
導案やその資料を保存しながら、指導内容や指導方法を工夫する取組を継続することで、授業を充実させることができた。また、全
小中学校で道徳の授業公開が行われ、家庭や地域の人々の理解を得ながら道徳教育を推進することができた。

関連事業

小学校3年生の環境体験事業、小学校5年生の自然学校では、地域の自然環境を生かした体験活動を実施した。また、中学校１年生のわく
わくオーケストラ教室では豊かな情操を養い、中学校２年生のトライやる・ウィークでは生きる力の育成を図った。

大　項　目
総合評価

２２年度 ２３年度

豊かな人間性の育成 － Ａ

心に響く道徳教育の充実

地域の伝統や文化を大切にする教育の推進

豊かな体験活動の実施

道徳教育推進教師をコーディネーター役として全教職員が協力して道徳教育を展開した。

小学校4年生で「加東遺産めぐりの旅」を実施し、地域において、子どもが地域の遺産や文化財に触れる機会を提供した。
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１．

２．

運動部活動では、教員の高齢化、さらには専門的な指導者の不足等から、生徒の多様なニーズに応えられない状況や安全性を
確保できない状況が懸念されるため、その対応が必要である。

指定校以外の学校でも、栄養教諭等を活用した授業が展開され、学校オープン等で地域や保護者への啓発が図られるようにした
い。

運動部活動外部指導者派遣事業、運動プログラム推進事業

２． 食育・健康教育の推進

a a
食育では、指定校に研究の成果を教職員研修で発表させたことで、市内学校へ食育の取組を普及させることができた。
また、指定校では、食に関する指導の全体計画・年間指導計画の実践とその見直しを行い、栄養教諭や栄養士を活用
した食育の授業を進めることができた。

関連事業 学校保健会、結核対策委員会、食育推進事業、食育推進委員会

体力運動能力の向上

食育・健康教育の推進

子どもの体力・運動能力の向上を図るために、系統的・計画的な体育・保健体育の授業を展開し、授業交流における小中連携を
推進した。

子どもの望ましい食習慣の形成を図るため、研究指定校を決め、食育を推進した。

１． 体力運動能力の向上

b b

授業交流を通して、小中連携の活性化を図れたことは評価できる。特に小学校教員は、子どもの体力・運動能力を高め
るための各運動種目のテクニカルポイントについて、中学校教員からアドバイスを受け、授業改善に役立てることができ
た。運動部活動外部指導者派遣事業では、練習方法のバリエーションが増え、また、専門的で的確な技術指導により、
生徒の技術が向上した。

関連事業

項　目
総合評価

２２年度 ２３年度

健康体力づくり － B
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１．

２．

３．

４．

事案が発生したときに、早期対応を図り、適切に解決する体制整備から一歩進んだマニュアルづくりが喫緊の課題である。

震災を踏まえ、災害に係る経験や教訓を語り継ぐことや、防犯教室・防犯訓練の中身を充実するため、各校の実態に応じたより実
際的な訓練を工夫していきたい。

学校・家庭・地域が、それぞれの責任を明確にしながら一層密接に連携する方法を模索する必要がある。

教職員の資質や実践的な指導力の向上のためには、今後も現場のニーズに合うタイムリーな課題を選択した研修を充実させるとと
もに、各学校の課題解決のための講師招聘や先進校視察の予算補助を積極的に行いたい。

４． 教職員の実践的指導力の向上

a a

夏季研修では、講師を招聘して人権課題について見識を深めるとともに、実践発表等により、特色ある取組を関係校か
ら市内全域に広めることができた。また、教職員の資質と実践的な指導力の向上をめざして、テーマ別研修を実施するこ
とで教職員の課題解決に向けて主体的に取り組むことができた。さらに、各校の児童生徒や地域の実態に応じた研究
テーマを設定して、２年間研究を進め、その成果を授業公開や研究冊子にまとめ、市内全域に発信することができた。

関連事業 教職員夏季研修、テーマ別研修、学校経営研究発表会、児童生徒の考える力を高める授業実践事業

３． 開かれた学校づくり

- a
学校新聞等の発行にによる学校運営に関する情報発信や、オープンスクールによる保護者や地域の人々に教育活動の
公開を積極的に行うとともに、保護者や地域の人々の教育活動への積極的な参画を促進することができた。また、学校
自己評価や学校関係者評価の公表を通して、実効性のある学校評価にすることができた。

関連事業

２． 子どもたちが安心して学べる環境づくり

ｂ a

 学校ごとに防災教育・防災訓練を実施し、命の尊さや助け合いの大切さを子どもたちに考えさせることができた。また、
年間計画に基づく防犯教室・防犯訓練を社警察と連携して実施し、児童・生徒及び教職員の防犯意識やスキルの向上
を図ることができた。さらに、地域の「子ども見守り隊」による登下校の見守り活動及び青パトによる通学路の点検やパト
ロール活動により、登下校の安全に寄与できた。

関連事業 学校・自主防災組織合同防災訓練、防災教育推進連絡会議、子ども見守り隊

教育活動等の情報の積極的な提供や、学校評価の結果の公表、保護者・地域の人々と連携した教育活動の展開等を推進すること

学習指導要領の改定等を踏まえた研修を計画し、小中学校の今日的な課題に対応できる教員の育成を図った。とりわけ、夏季研
修では市内全教職員が一同に会し、人権課題について研修を深めた。

１． 不登校・いじめ等に対応する校内体制の整備

－ b

不登校については、　「不登校対策委員会」や「適応教室　親の会」を定期的に開催することで、児童生徒の生活環境に
留意しながら小中学校や関係機関が密接に行動連携を図ることができた。また、いじめ実態調査等により早期発見・早
期対応に努めた。さらに、加東市ネット見守り隊では、社高等学校を新たに加え、市内小中高が密接に連携した取組を
推進することができた。

関連事業 不登校対策委員会、児童・生徒のいじめに関する実態把握調査、加東市ネット見守り隊

学校と地域や関係機関が相互に連携を図り、防災訓練の実施やそれに向けた連絡会議を開催した。また、学校における防犯教
室・防犯訓練の計画的な実施、「子ども見守り隊」との連携及び通学路の点検や巡回パトロールを強化し、安全安心な環境づくり
に努めた。

項　目
総合評価

２２年度 ２３年度

安全・安心で信頼される学校づくり － A

不登校・いじめ等に対応する校内体制の整備

子どもたちが安心して学べる環境づくり

開かれた学校づくり

教職員の実践的指導力の向上

不登校やいじめの未然防止、早期発見に努めるため、児童生徒の内面理解を積極的に受け止める校内の教育相談体制の充実
に努めた。



生涯学習課

●ねらい

１．

２．

３．

●取り組み・経過

１．

２．

３．

●ねらいに対する成果と評価 ２２年度 ２３年度

●今後の課題（反省点）

１．

２．

３．

　地域子ども教室への参加者数の少数さが問われている。また、少なさこそが地域内での子どもの居場所があることを示しているこ
とであり、子ども達には安心な環境が整っているという考えもある。両者の意見を真摯に受け止めつつ、新たな「加東市版」地域子
ども教室のあり方を探っていかなければならない。

　ボリュームの大きさから、内容やサービスが低下していないか、注意しながらの事業実施、バランスに努めたい。

　ＰＴＡという団体を外して事業展開ができるかは、疑問である。パンフレットなどを多くの機会に配布するなど、新たな啓蒙活動も考
えていきたい。

３． 家庭教育の重要性

－ ｂ
　生涯学習に限らず、成人や熟年世代を集めることは難しいが、そのような中でＰＴＡ活動を通して、研修会や講演会を実
施し、親学習に努めた。

関連事業 親子活動、親学習

２． 豊かな体験活動

－ ａ

　チャレンジスクールでは、キャンプ、スキー等の野外活動、木工や陶芸等の製作活動、茶道や生花等の伝統文化活動
など、17種31教室を夏休みや週末に開催し、子ども達に新たな体験機会を提供することができた。
　3年目を迎えた「県立人と自然の博物館」との協力協定事業では、まちまるごとミュージアムをはじめ、加東ノーベル大賞
の表彰など、今年度も環境教育の分野でも子供達に多くの機会を提供することができた。
　ガキ大将がいない、また、各子ども達が各分野でエキスパート化し地域の仲間の交流が薄れ、仲間意識が希薄化する近
年において、市子ども会育成連絡協議会を支援して行ったドッジボール大会やサッカー大会では、普段はすれ違うことが
多い他分野の子ども達とも交流が図られ、同郷愛を育むこともできた。

関連事業 小学生チャレンジスクール事業、まちまるごとミュージアム事業、青少年育成団体活動支援事業

１． 地域社会とともに

－ ａ

　地域子ども教室では、地域の人達をアドバイザーや指導員として配置し、また、地域（の代表者、区長・老人会長）とも連
携した事業を展開するなど、地域で子ども達を育もうとする機運の啓発を図ることができている。
　成人式では、加東市で生まれ、育った喜びを同級の友と共に味わい、そしてふるさと愛を確認しあった有意義な式典と
なった。
　第1回あったか加東伝の助かるた大会には、多くの子ども達が集まり、楽しみながらふるさと愛を育むことができた。

関連事業 ひょうご放課後プラン（子ども教室）事業、成人式事業、あったか加東伝の助かるた大会

青少年の健全育成 － Ａ

家庭教育の重要性を啓発・学習する機会を設ける。

項　　　目
総合評価

２２年度 ２３年度

地域社会とともに

豊かな体験活動

家庭教育の重要性

青少年の健全育成を目的としながらも、地域との関りを深め、地域と一体となって事業を展開する。

多種多様な体験活動の機会を設け、子ども達に提供する。



生涯学習課

●ねらい

１．

２．

●取り組み・経過

１．

２．

●ねらいに対する成果と評価 ２２年度 ２３年度

●今後の課題（反省点）

１．

２．

　成人対象事業は、どうしても集客に問題が出てくる。これは、当市だけの問題でもなく、やむ得ない部分もあるが、チャレンジの精神
で新たな講座開設も考えていきたい。

　平成２３年２月、市女性団体連絡協議会が解散されることとなった。時代の流れと内部事情によるものだが、止める事もできなかっ
た。青年団が消失して久しくなるが、同様な連鎖の歯止めに十分な検討をしていく必要がある。

高齢者大学、成人学習講座、各公民館定期登録団体・サークル活動支援

２． 社会教育等団体の育成・活動支援

－ ｂ
　社会教育関係団体の成人対象団体である市連合婦人会、市女性連絡協議会、市連合ＰＴＡの団体や活動が、より活発
化するよう補助金とともに事務的にも支援した。
　各団体の自主性を重んじながら、各団体の設立趣旨に沿った活動支援に注視し社会教育上の支援を行っている。

関連事業 連合婦人会・市女性連絡協議会・連合ＰＴＡへの支援

各年代に応じた学習

団体活動支援

　市民（成人）の誰もが生涯学習に参加できるよう、各世代向けの講座開設や、多様なジャンルのサークルを公民館登録サークルとし
て組み込み、市民に提供している。

　成人を対象とした市連合婦人会、市女性連絡協議会、市連合ＰＴＡに対し、適切な支援を行っている。

１． 各年代に応じた学習

－ ａ

　高齢者大学、文学講座、加東遺産講座の３講座を開設。
　高齢者大学は、市内３館の公民館に教室を置く３教室制で開設。運営は学生中心（自主運営委員会を設置）に行い、生
徒は３教室計で５５０人。年１０回の講座とクラブ活動で第２の人生の組み立てを応援している。
　文学講座は、年２回。今年度は「原文で読む源氏物語」をテーマに、元賢明女子短期学院教授森本穫（おさむ）氏を講師
に招いて実施。延べ７５人の文学ファンを集めた。
　加東遺産講座は、今年度、子供対象に「加東遺産めぐり（武家屋敷→朝光寺）」を１回、成人対象には朝光寺の瓦吹き替
え工事にあわせて公開講座を実施。公開講座には、全国から４３０人もの人が集まった。

関連事業

項　　　目
総合評価

２２年度 ２３年度

生きがいづくり － Ｂ



生涯学習課

●ねらい

１．

２．

●取り組み・経過

１．

２．

●ねらいに対する成果と評価 ２２年度 ２３年度

●今後の課題（反省点）

１．

２．

　大きく、高度なイベントを目指せば、地域内の対象者が薄くなる。イベントごとに、事業目的をしっかりと把握し、イベントごとのター
ゲットや適切な事業規模を研究していかなければならい。

　両団体とも、年々高齢化が進んでいる。事務局だけではどうしようもない部分もあるが、両団体の役員とも調整を図りつつ、新たな人
材の登用、育成に努めていきたい。

市公募美術展事業、市文化祭事業、加東文化振興財団文化事業

２． 芸術・文化団体の支援

－ ｂ

　市文化連盟、市美術協会への支援を通じ、市の文化振興を図った。
　市文化連盟では、自らの文化・芸術活動を発表する「市文化連盟祭」や各部門ごとに行う「部会発表会」（８部会）を開催
し、団体の存在を知らしめている。また、同連盟では、次代の文化･芸術家を育てようと「子ども絵画公募展」を設立以降継続
して実施されているほか、福祉施設等への慰問活動など、地域で生きる団体としての意識も芽生え、市の文化振興にも大き
く貢献している。
　芸術・文化における市内の先導者達が集う市美術協会は、市美術協会展や研修会を開催するなど、また１歩上を目指そう
とする活動を展開された。

関連事業 芸術・文化団体の育成・活動支援（市文化連盟、市美術協会）

芸術・文化の振興

芸術・文化団体の支援

多くのイベントを通じて、市の芸術・文化の振興に努めた。

市の事業との相乗効果を狙い、市の芸術・文化の振興に寄与している団体を支援した。

１． 芸術・文化の振興

－ ｂ

　市公募美術展、市文化祭（市秋のフェスティバル同時開催）、ギャラリー収蔵品展、そして加東文化振興財団に委託してい
る各種文化芸能事業を数多く展開し、「文化のまち－加東」を示すことができた。
　日本画、洋画、書、写真、彫刻・工芸の５部門で開催している市公募美術展では、過去 高の応募点数４１１点を集めると
共に、その作品水準も高く、飾っていただくのが光栄と言う応募者の声も聞こえ、品格を備えつつある。
　ギャラリー収蔵品展では、２３年度新たに榎倉香邨氏、また、故芹生清氏の作品が市に寄贈されたことを受け、当年度には
榎倉香邨展を開催した。氏のネームバリューも手伝い全国から人を集める盛会なイベントとなった。（９月３日～１１日・集客
数８９８人）

関連事業

項　　　目
総合評価

２２年度 ２３年度

芸術・文化活動の振興および実施 － Ｂ
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１．
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１．
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１．
　埋蔵文化財や民俗資料の収蔵品が、収蔵庫の容量を超えてきている。また、次代の収蔵、展示方法も調査・研究し、展示と保管を
兼ね備えた新たな収蔵庫建設も検討、要求していきたい。※ギャラリーの、美術品収蔵庫も満杯状態にある。美術品の収蔵も合わせ
て検討。

文化財の保護・発掘及び活用

　年間を通じて文化財の保護、発掘、活用に努めた。

１． 文化財の保護・発掘及び活用

－ ｂ

　文化財保護対策事業では、防火設備管理事業(３件)、後継者育成事業(２件)、また劣化が著しかった朝光寺の屋根葺替事
業にも市負担として事業費の５％を補助し、当該の対策を図ってきた。
　埋蔵文化財調査事業では、包蔵地内における民間住宅等の建築、また公共施設の整備工事などに伴い発掘調査を実施
し、貴重な埋蔵資料の記録・保存に努めた。※公共施設関連では、平成２３年度、市道河高下滝野線の拡幅事業に伴い河
高地区内で発掘調査を実施した。
　加古川流域滝野歴史民俗資料館、三草藩武家屋敷の公開、適正な運営に努めた。民俗資料館では、収蔵品の一部電子
情報化を図るため、平成２３・２４年度の２ヵ年で再整理に努めている。

関連事業 文化財保護対策事業、埋蔵文化財調査事業、歴史民俗資料館事業、三草藩武家屋敷管理事業

項　　　目
総合評価

２２年度 ２３年度

文化財保護の推進と活用 － Ｂ



生涯学習課

●ねらい

１．

２．

●取り組み・経過

１．

２．

●ねらいに対する成果と評価 ２２年度 ２３年度

●今後の課題（反省点）

１．

２．

　事業を行う側としては、安定化（定着）した地区親善ソフトボール大会や同バレーボール大会の開催を「良し」としてしまう部分もある
が、一方では「またか」という言葉も出かけている。数年に一度でも全体の事業見直しを諮る検討会も必要であるかもしれない。※な
お、ソフト・バレーの両大会は、東播磨などの上部大会があるため市の判断だけでは済まないことも考えられる。
　また、「かとう伝の助マラソン大会」は、事業規模の拡大、警察の安全管理強化等の問題から、開催場所の変更を協議することとなっ
た。安全を第１に、参加者の満足度や地域への影響も考慮し、これからも末永く続けられる、愛されるマラソン大会を計画していかなけ
ればならない。

　体育協会に加入する協会は１６協会、その協会に加入する団体・個人は、２０４団体３，４９０人。市民の約９％。現在では、各協会幹
部等若干の協力依頼には応えていただいているが、まだまだ大きな余力があり、これらの人達を市のスポーツ振興事業に取り込むこと
を考えていかなければならない。

地区親善ソフトボール大会、ふれあい球技大会（地区親善バレーボール大会、ペタンク大会、グラウンドゴル
フ大会、卓球大会）、三世代ゲートボール大会、伝の助マラソン大会、市民ハイキング

２． スポーツ団体支援

－ ｂ

　市では、市民の自主的、市民の力によってスポーツの振興に取り組んでいこうと、各種のスポーツ団体に助成、支援してい
る。
　市のスポーツ活動の推進・振興体系は、市体育協会のもと、各種目別の協会が加入し、その協会ごとに各スポーツサーク
ルが加入しているというピラミッド体制である。助成や支援も、その流れに沿って行っている。
　市体育協会は、「加東市総合種目体育大会」「救命講習会」「体育協会表彰」「スポーツ講演会｣を実施されているほか、伝
の助マラソン大会や地区親善ソフトボール・バレーボール大会の開催にも尽力いただき、市とともに市のスポーツ振興に力を
注いでいただいている。

関連事業 体育協会補助金

生涯スポーツの振興とコミュニティづくり

スポーツ団体支援

　市民が気軽に生涯スポーツに取り組める、また触れることができるよう、多くのスポーツイベントを催し、多種のスポーツサークルを育
み、かつ施設の提供に努めてきた。

　自主運営を基本とする各スポーツ団体の健全な運営を助成し、市民自らが自発的にスポーツに取り組もうとする意欲が沸き立つよう
な支援を推し進めている。

１． 生涯スポーツの振興とコミュニティづくり

－ ｂ

　生涯スポーツを通じて、市民の健康保持・増進、地域コミュニティの育成につなげていこうと毎年、「地区親善ソフトボール
大会」、「地区親善バレーボール大会」、「三世代ゲートボール大会」、「ペタンク大会」、「グラウンドゴルフ大会」、「卓球大
会」、そして「伝の助マラソン大会」を開催している。
　団体競技を中心としたスポーツを通じたコミュニティづくりは、健全なコミュニティづくりの王道であり、十分な効果を生んで
いる。また、昨年度から実行委員会制で実施していただいている「伝の助マラソン大会」も年々盛会となり、会場の容量が心
配されるまでに成長してきている。
　なお、今年度からスポーツ推進委員の企画で、「市民ハイキング」に取り組んだが、残念ながら悪天候のために中止。しか
し、数少ない個人で参加できるスポーツイベントであるので、「誰もが参加できるスポーツ機会」の提供ということからも続けて
行きたい。
　「スポーツ賞」、「スポーツ賞賜金」は、市民の競技レベル・意識の向上、また市民としての栄誉と誇りを共にしようと贈り、昨
今では世界を舞台に活躍する市民も増加している。

関連事業

項　　　目
総合評価

２２年度 ２３年度

生涯スポーツの普及と振興 － Ｂ
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１．

　新たな団体登録制度等を導入し、市民の利用促進に結びつけていきたいと考えている。しかし、使用料金も合併以前のままで、統
一的な料金設定もまだ課題として残っている。適切な価格の研究等、難題である。
　また、施設という施設がほぼ全て老朽化の状況にあり、維持修繕の費用がかさんでいる。施設白書等でも、施設の統廃合が謳われ
るであろう。しかし、物理的な撤去は容易くできるであろうが、利用者への理解を得ることは大変なこと。年間決まったソフト事業の展
開を図りながらに、施設管理の担当課だけで対応できるのか、これも難題である。

社会教育・体育関係施設の管理・運営

市民誰もが便利で快適に利用できるよう、適切な管理・運営を図った。

１． 社会教育・体育関係施設の管理・運営

－ ｂ

　合併以降、未更改であった加東市の公民館、滝野複合施設、体育施設における使用制度の見直しを行った。
　団体登録制度と減免制度、施設定期使用予約制度の３つが連携した加東市独自の運用体系を構築した。また、同時に
市民以外の利用にあっては使用料金を２倍とする改正も行い、市民の利用に重点を置いた措置を図った。
　３公民館、３コミュニティ施設、１野外活動センター、３文化会館、８体育館、８グラウンド、滝野複合施設、明治館、加古川
流域滝野歴史民俗資料館、三草藩武家屋敷の管理･運営を行っている。それぞれが市民に喜ばれる施設として活用いた
だけるように適切な運用と、効果的な維持管理を行ってきた。
　・公共施設予約システムを変更　　・快適な施設環境整備（やしろ国際学習塾駐車場）　・老朽化に伴う施設修繕（消防設
備関係ほか）　・借地契約、用地買収　など。
　なお、平成２４年度には、社中央体育館(４月１日)並びに東条東体育館(７月１日)の廃止が決まっている。

関連事業
３公民館、３コミュニティ施設、１野外活動センター、３文化会館、８体育館、８グラウンド、滝野複合施設、明
治館、加古川流域滝野歴史民俗資料館、三草藩武家屋敷　維持管理事業

項　　　目
総合評価

２２年度 ２３年度

施設の管理・運営 － Ｂ



人権教育課

●ねらい

１．

２．

３．

４．

●取り組み・経過

１．

２．

３．

４．

●ねらいに対する成果と評価 ２２年度 ２３年度

●取り組みの経過についての評価

１．

２．

３．

４．

●今後の課題（反省点）

１．

２．

３．

４．

住民学習の参加者の固定化や内容の充実を図る。

相談員の充実を図る必要がある。

講演会等はアンケート調査を実施しており、今後の参考にしており、事業の効果については検証できている。

情報誌については、多くの市民が参加した取組を紹介することで関心を惹くことができている。ケーブルテレビを広報媒体として有効
に活用した。

住民学習は全地域に定着しており、工夫を凝らした取組を市民のつどいや情報誌で紹介することにより波及効果が期待できる。

相談の場所と回数を拡充することができた。

40歳代以下の参加について、工夫と努力が必要である。

情報誌は成果を紹介することには役立っているが、市広報も有効に使う必要がある。

４． 相談支援体制の充実

－ ｂ
人権擁護委員の協力を得て、社会福祉協議会が実施する総合相談を実施した。また、隣保館の相談事業の場所と、回数を
拡充した。

関連事業 人権擁護委員活動、隣保館運営事業

３． 各種団体人権学習への支援

－ ｂ

市民講座では地域から推薦されたリーダーを対象に3回の講座を開催し、修了証の発行や他の啓発イベントも補講対象とす
るなど、本講座だけではなく他のイベントの参加者増にも役立てることができた。市同教の取組である住民学習は市全域で
取り組まれており、人権学習や地区内外の絆を深める活動をつうじて、人権文化が定着しつつある。団体別研修では地域の
リーダー的な層に向けての学習を実施し、人権意識を高めることができた。学校等公開授業をつうじて、保育園から高校まで
の教育者が問題意識を共有できた。企人協の取組を通じて企業や職場における人権意識を高めることができた。

関連事業 加東市民人権講座、加東市人権・同和教育研究協議会委託事業、加東市企業人権教育協議会の運営

２． 人権教育の学習資料の提供

－ ａ

人権啓発情報「夢きらめいて」を発行して、市や、市同教が実施している取組の紹介や成果、子どもたちから募集した作品の
紹介をすることにができた。また、加東市で発生した差別事件についての記事を掲載し、部落差別の現状と一刻も早い解決
に向けてのメッセージを伝えることができた。様々な人権をテーマに作成してきた啓発ビデオは「インターネットと人権」につ
いて作成し、現代的な事象に潜む人権課題について伝えることができた。ビデオライブラリについては住民学習などに役立
てるため新しい教材の充実につとめた。

関連事業 人権啓発情報誌「夢きらめいて」の発行、人権啓発用ビデオ「心の窓」制作、人権ビデオライブラリ

地域でのリーダーを養成するとともに、各地区での住民学習を支援します。また、それぞれの団体の課題に応じた人権学習研修会を
支援します。

人権擁護委員の協力を得て、社会福祉協議会と連携した総合相談や、隣保館での相談事業を実施する。

１． 人権感覚を培う人権教育・啓発

－ ｂ

講演会には多くの参加者を得て、参加者からは概ね好評を得た。人権教育スキルアップ講座を通じて人権教育の原点であ
る同和問題についての意識を喚起することができた。地域に学ぶ体験学習支援事業を通じて、子どもたちに対する社会教
育面からの人権教育事業に対する地域の力の必要性を伝えることができた。ケーブルテレビの番組や人権作品の展示会を
通じて市民に取組の告知や成果を知らせることができた。

関連事業
子どもの人権と健全育成を考える講演会、人権と福祉のまちづくりフェスティバル、人権を考える市民のづどい、人権教育スキルアップ講座、地域に学ぶ体験学習支援事業、啓発番
組「この町が好き　じんけんぽん！」制作、人権啓発ポスター・標語の募集、人権共同作品展

人権教育・啓発の推進 － B

人権啓発情報誌の発行と人権啓発ビデオにより人権教育の学習資料を提供する。

中　項　目
総合評価

２２年度 ２３年度

人権感覚を培う人権教育・啓発

人権教育の学習資料の提供

各種団体の人権学習への支援

相談支援体制の充実

講演会や人権啓発展、啓発番組等により人権教育・啓発を推進する。



人権教育課

●ねらい

１．

２．

３．

●取り組み・経過

１．

２．

３．

●ねらいに対する成果と評価 ２２年度 ２３年度

●取り組みの経過についての評価

１．

２．

３．

●今後の課題（反省点）

１．

２．

３． 男性の育児に対する意識を高め、地域全体で子育てを行う環境づくりに努める。

３． だれもが安心して暮らせる地域づくり

－ ｂ

子育て支援課と共同で児童虐待防止月間に、「しつけと体罰」と題した講演会を開催し、家庭や学校で直接子育てに関わ
る人だけではなく、多くの方々の参加を得て、児童虐待についての関心を高めることができた。
また、関連事業である「人権と子どもの健全育成を考える講演会」を開催、「大切なのは人の愛」という演題で、親子、家族、
地域の絆の重要性を再認識できた。

関連事業 社会福祉協議会、健康福祉事務所、保健センター、児童館等との連携

女性の社会進出を進めるうえで、大きな障壁となっている「児童虐待」についての学習ができた。

各種団体から多くの方に参加していただき、男女共同参画の機会づくりができた。

「児童虐待」についての学習ができた。親子、家族、地域の「絆」が再認識でき、子どもを育てる地域の環境がつくれた。

男女共同参画を浸透させる情報の提供が必要である。

女性の登用はまだまだ不十分であり、各種団体への働きかけが必要である。

２． あらゆる分野へ参画できる機会づくり

－ ｂ各種団体に対して、市が行う各種講演会を案内、多くの参加者から概ね好評を得た。

関連事業 女性各種団体への支援

１． 人権尊重と男女共同参画の意識づくり

－ ｂ
子育て支援課と共同で児童虐待防止月間に、「しつけと体罰」と題した講演会を開催し、家庭や学校で直接子育てに関わ
る人だけではなく、多くの方々の参加を得て、児童虐待についての関心を高めることができた。

関連事業 男女共同参画セミナー、ＤＶやセクハラ防止のための研修

子育ては社会全体の取組みであることの啓発活動を実施する。

中　項　目
総合評価

２２年度 ２３年度

男女共同参画事業の推進 － B

人権尊重と男女共同参画の意識づくり

あらゆる分野へ参画できる機会づくり

だれもが安心して暮らせる地域づくり

啓発活動や情報提供、学習活動を通じて、人権尊重と男女共同参画の意識づくりを図る。

女性各種団体に対して、啓発活動や情報提供、学習活動を通じて、女性の登用を促進する。



中央図書館

●ねらい

１．

２．

３．

●取り組み・経過

１．

２．

３．

●ねらいに対する成果 ２２年度 ２３年度

●今後の課題（反省点）

１．

２．

３．

・ウェブ予約は始まったばかりであるが、予約者の登録をすべてメール返信に啓発する。

・特設コーナーで、新聞や広報紙にも取り上げられ評判がよかった。ここで図書館の特徴を出していきたい。
・資料の購入廃棄について明確な基準が無いため司書の判断で行っている。収集基準、廃棄基準を定めていきたい。

・おとどけ図書館では、４館から集配するため事務が煩雑ではあるが、子どもたちのために続けていきたい。
・おはなし会は、本年度月１回から２回としたが、集客の方法を考えていきたい。
・はじめての絵本では、保健センターとの連携し、図書館への集客を 終目標としているが、「４ヶ月児」が適当な時期かどうか検証
していきたい。

３． 図書館進展活動の推進

- ａ

・おとどけ図書館・・・市内９小学校に１ヶ月間図書館が、選定した本を配送。順次学校を回していく。１０月から実施。
　　　　　　　　　　　　学校から評価を得た。
・おはなし会・・・中央図書館で、開催日を月１回（土曜日）から月２回（金曜日・土曜日）とし充実させた。
・はじめての絵本・・・保健センターと連携し４ヶ月検診時にその母親に絵本を紹介。好評を得た。

関連事業 絵本のおはなし会、坂本文学講座、はじめての絵本

２． 魅力ある蔵書の整備・充実

- ｂ

・分類をこえて、季節や行事・世の中の出来事などをテーマに特設展示コーナーを開設した。
　　　（ギネスブック・梅雨・片づけ・梅干し・終戦記念日・小松左京・秋を楽しむ・旅・平清盛　等々）
・平成23年度　４月から1月末まで　購入図書数　　17,893冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃棄図書数　　14,０63冊　　　　　　廃棄図書については、市民に無償で提供
　　　魅力ある蔵書の維持に努めることができた。

関連事業 特設展示コーナー・リサイクル市

１． 資料提供・情報提供の充実

- ａ

・ウェブ予約・・・新システムの構築に伴い２月１日より、開始。ウェブ予約申込数は日々増加している。平成24年２月末日
現在　481人
・学校との連携・・・校長会等の会議に参加し図書館の状況など説明するなどし、おとどけ図書館を始めた。

関連事業 図書館システム更新

市立図書館の充実 - Ａ

おとどけ図書館を開始し、おはなし会を月１回から２回にした。はじめての絵本を開始した。インターネットの活用を充実させた。

項　目
総合評価

２２年度 ２３年度

資料提供・情報提供の充実

魅力ある蔵書の整備・充実

図書館進展活動の推進

ウェブでの予約を開始した。学校との連携を図った。

魅力ある図書の購入を行い、適切な図書の廃棄を行った。



教育総務課

●ねらい

１．

●取り組み・経過

１．

●ねらいに対する成果と評価、取組経過に対する評価 ２２年度 ２３年度

●今後の課題（反省点）

１． 今後も、更に教育委員会の活発な運営を図っていく必要がある。

教育委員会の活性化

定例教育委員会での施策提言、教育委員会規則等の取り決め、学校教育や社会教育の方針決定や、学校教育・社会教育現場の実情把握を
行った。

１． 教育委員会の活性化

ｂ ａ

定例教育委員会で学校教育や社会教育について活発な意見交換や、議案に対し慎重に審議が行われた。
学校訪問、各種行事・研修会への積極的な参加と、教育委員会管轄施設の視察による現状把握ができた。
（学校訪問、各種研修会、学校経営研究発表会、入学（園）式、卒業（園）式、成人式、オープンスクール、音楽会、人権講
演会、人権研修会、スポーツ大会、文化行事、教育委員会管轄施設の視察等）
教育行政懇談会を開催し、市長・副市長と教育委員との間で加東市の教育について率直な意見交換が行われた。

関連事業 教育委員会一般事務事業

項　目
総合評価

２２年度 ２３年度

教育委員会の運営 Ｂ Ａ



教育総務課

●ねらい

１．

●取り組み・経過

１．

●ねらいに対する成果と評価、取組経過に対する評価 ２２年度 ２３年度

●今後の課題（反省点）

１． 学校間の均衡を図るため、更なる学校現場の実情把握及び学校との調整を図っていく必要がある。

子どもたちが安心して学べる環境づくり

　よりわかる授業の実現に向けて、小学校にデジタル教科書を導入、改訂された学習指導要領の中学校の平成２４年度からの完全
実施に伴う教材備品を整備した。また、全中学校に空調設備を整備し、その外老朽化した学校施設の整備・改修や小学校・幼稚園
の空調設備の整備に向け実施設計を行った。

１． 子どもたちが安心して学べる環境づくり

ａ ａ

　小学校にデジタル教科書を導入することにより、平成２１年度に導入した電子黒板を有効に活用し、よりわかる授業の実
現を図ることが出来た。また、中学校に剣道具、和楽器の整備を行うことにより、平成２1年度から取り組んできた改訂された
学習指導要領の中学校の平成２４年度からの完全実施に向け対応を図り、並びに全中学校に空調設備の整備や老朽化し
た学校施設のきめ細かな修繕工事等や小学校・幼稚園の空調設備整備に向けて実施設計を行うことにより快適で質の高
い教育環境を整備することが出来た。小学校・幼稚園の空調設備整備に向けて実施設計を行うことにより、平成２４年度に
繰越事業により小学校・幼稚園に空調設備を整備する準備が整った。

関連事業
小学校施設整備事業、中学校施設整備事業、幼稚園施設整備事業、教科書改訂事業（小学校）、学習指
導要領改訂事業

項　目
総合評価

２２年度 ２３年度

安全・安心で信頼される学校づくり Ａ Ａ



評価委員

　「教育委員会　点検と評価」の機能は、教育委員会における「運営」についてのＰＤＣＡ
を主たる目的にしていると理解しています。
　このようは理解の基で、本年度（平成２３年度）の「まとめ」を拝見したとき、教育行政
におけるＰＤＣＡに有効に機能する可能性をみることができます。
　今後においては、教育行政の具現を図る個々の事業におけるＰＤＣＡ（「まとめ」の末
尾添付資料が可能性をもつことになると理解しています。）がより「教育委員会の運営
におけるＰＤＣＡ」に活かされるよう、教育委員会スタッフから個々の事業実施に携わる
者に至るすべての人達の共通理解を図る努力を継続していただけるよう願っています。

評価委員所見

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項において、「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もの」と規定しているところから、外部評価
委員（荒木氏、堀井氏）から指導いただくとともに、各教育施策について所見をいただきました。所見に
ついては以下のとおりです。

荒木　勉

所　　　見（特にコメントすべきことがあれば）

幼
稚
園
・
学
校
教
育

社
会
教
育

教
育
行
政

総　　　　　　　　　　評



評価委員

　全体として、各分野での見直しと改善が進むと共に、新規施策（「お届け図書館」や
「空調設備の整備」等）を推進している点は、大いに評価できる。
しかし、社会教育施設の整理統合をはじめ、生涯学習ボランティアの活用を図っていく
方策等まだまだ課題は多い。

評価委員所見

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項において、「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もの」と規定しているところから、外部評価
委員（荒木氏、堀井氏）から指導いただくとともに、各教育施策について所見をいただきました。所見に
ついては以下のとおりです。

堀井　洋一

所　　　見（特にコメントすべきことがあれば）

幼
稚
園
・
学
校
教
育

　幼・小中の連携が、子どもの健やかな成長を図る上で重要である。
特に、幼・小連携を重視するが、加東市は、幼稚園が少なくほとんど保育園（所）
である。管轄を超えた取組政策を工夫する必要がある。

社
会
教
育

　事業のスクラップ（例：市内体育祭の中止）＆ビルド（例：お届け図書館）が進ん
できたことは大変よい。
　今後、学校教育と社会教育の連携・融合をさらに推進していただきたい。
　生涯学習ボランティアのさらなる発掘、養成、活用を図るシステムを構築できれ
ばと願う。

教
育
行
政

　３町合併による社会教育施設の多さについて、整理統合等を視野に入れた将来
設計が必要かと思われる。

総　　　　　　　　　　評


