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１ 点検及び評価の趣旨 

 

 （１）はじめに 

本報告書は、平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下、「地教行法」と

いう。）の一部改正に伴い規定された教育委員会の事務の管理、執行状況に係る点検・評価報告を行っ

たものです。 

平成２７年４月から施行された新しい教育委員会制度に基づき、玉城町教育委員会においても平成２

８年１１月から教育委員会を代表する教育委員長と事務局を統括する教育長を一本化した新たな教育

長を設置する新体制に移行しました。 

玉城町教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨に則り、効果的な教育行政

の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たすため、「教育委員会が所管する事務の点検・評価」

を実施し、報告書にまとめました。 

 

 【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（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２６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４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）対象年度 

令和元年度執行の事業を対象に点検及び評価を行い、今後の事務事業の方向性の検討に活用します。 

 

 （３）点検及び評価の方法 

 教育委員会は、教育における中立性の確保、継続性・安定性の確保の観点から、首長から独立した行

政委員会として全ての都道府県及び市町に設置されています。教育行政の方針や重要事項を、複数の委

員の合議制により決定し、教育長が具体的な事務を執行しています。 

 玉城町教育委員会においては、「学校教育」及び「生涯教育」の重要目標のもとに具体的目標を定め、

この目標を達成するために実施した施策について点検及び評価を行いました。 

 

 （４）結果の公表 

 令和元年度 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の結果は、次の方法により公表

します。 

 

  ①議会への報告 

  ②ホームページへの掲載 
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２ 教育委員会の概要 

 

（1）教育委員会制度 

平成２８年１１月から教育委員会を代表する教育委員長と事務局を統括する教育長を一本化した新

たな教育長を設置する新体制に移行しました。 

 

（2）教育委員の構成（令和 2年 3月 31日現在） 

職名 氏 名 任  期 備 考 

教育長 中西 章 令和元年 11月 9日～令和 4年 11月 8日  

教育長 

職務代理者 
水谷 和弘 平成 28年 4月 15日～令和 2年 4月 14日 

職務代理者就任 

平成 28年 11月 9日 

委 員 奥藤 元紀 平成 28年 12月 20日～令和 2年 12月 19日  

委 員 栃本 明子 平成 30年 6月 23日～令和 4年 6月 22日  

委 員 北岡 久芳 平成 30年 12月 23日～令和 4年 12月 22日  

 

 

３ 教育委員会の活動 

 

項目 内容 活動実績 成果・課題 

（1）教育委員会の会議 
①教育委員会会議の

開催 

開催 

回数 
13回 

教育委員会会議規則に基づき、定例会 12

回、臨時会 2回開催 

（2）会議の公開、保護者等

への情報発信 

①教育委員会会議の

傍聴状況 

傍聴 

者数 
0人 

令和元年度の傍聴者は 0人。委員会の 

開催日程は、告示を行い周知した 

②議事録の公開、広報

の状況 

公開 

回数 
0回 会議録の情報公開の請求はなかった 

（3）教育委員と事務局との 

連携 

①教育委員と事務局

職員との連携 

開催 

回数 
12回 

毎月の定例教育委員会で、情報交換をし、

情報を共有、意思疎通を図った 

（4）教育委員と首長との 

  連携 

①教育委員と首長と

の意見交換の実施 
開催 

回数 

0回 

適宜 

特段の案件がなかったため総合教育会議

は実施しなかったが、意見交換を毎週実

施した 

（5）教育委員の自己研鑽 ①研修会等への参加 
参加 

回数 
4回 

県の実施した研修会 1 回、県の協議会が

実施した研修会 1 回、郡の協議会が実施

した研修会 2回に参加 

（6）学校に対する支援 ①学校訪問 
訪問 

回数 

各校 

3回 

入学式、卒業式、運動会、文化祭等学校

行事や学校開放に併せ各委員が学校を訪

問し、広く情報を聴取し、支援を行った 
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②教育委員と学校長

の連携 

開催 

回数 
12回 

定例の教育委員会会議に学校長が出席

し、学校の状況報告を行い、情報を共有、

意思疎通を図った 

（7）教育委員会活動への支 

  援 

①学校教育、社会教育

事業への参加 

開催 

回数 
9回 

教職員着任式、村山龍平翁生誕祭、町民

体育祭、成人式、町主催の式典等へ参加

した 

 

 

４ 教育委員会が管理・執行する事務（該当事項のみ記載） 

 

項目 活動実績 成果・課題 

（1）学校教育又は社会教育に関する一般方針を決定

すること 

策定 

件数 
2件 

学校教育方針、生涯教育の目標と施策の

重点を策定した 

（2）教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を

制定し、又は廃止すること 

審議 

件数 

制定 4 

改正 3 

廃止 2 

ＡＬＴの勤務条件規則、奨学金条例施行

規則、玄甲舎の管理運営規則の制定のほ

か、規程の改正等を行った 

（3）教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議

案について意見を述べること 
件数 12件 

平成 30年度一般会計歳入歳出決算、令和

元年度補正予算 4 件、令和 2 年度当初予

算、条例制定等について、同意した 

（4）付属機関の委員の任免に関すること 件数 3件 

スポーツ推進委員、社会教育委員兼公民

館運営協議会委員、文化財調査委員の任

命をした 

（5）県費負担教職員の懲戒及び任免その他進退につ

いて内申すること 

内申 

件数 
1件 

4月の人事異動に伴う教職員、管理職の任

免について、県教育委員会へ内申した 

（6）教科書を採択すること 
審議 

件数 
1件 

令和 2 年度から小中学校で使用する教科

書（「特別の教科 道徳」を除く）の採択

を行った 

（7）学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱する

こと 

審議 

件数 

各校 

各 1件 

令和元年度のそれぞれの学校医、学校歯

科医、及び学校薬剤師の委嘱を行った 

（8）法第 26条第 1項の規定に基づく点検及び評価に

関すること 
件数 1件 

令和元年度事務事業の点検及び評価（平

成 30年度事業対象）を実施した 
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５ 事業の実績 

 

教育総務課 

学校を取り巻く状況は、年々社会の変化とともに多様化・複雑化し、子どもたちを取り巻く環境

にもさまざまな影響を与えています。 

こうした状況を受けた知識基盤社会の到来のなか、子どもたちの豊かな自己実現を図り、触れ合

いや出会いを大切にした地域に開かれた信頼される教育を実現することが、ますます重要となって

います。 

また、人権尊重の精神の育成や道徳教育、防災教育、公民教育、国際理解教育、環境教育、情報

教育、キャリア教育及び郷土教育等、社会の変化に対応した様々な教育の推進が一層望まれていま

す。 

学校教育は、短期間に目標を達成することはできませんので、長中期的な目標という観点で毎年

度当初に「玉城町学校教育方針」を策定し、教育委員会会議にて承認を受け、学校教育に取組みま

した。 

各学校では、「生きる力」を育むため、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を重視すると

ともに、学校だけでなく家庭や地域と連携した教育に取組むよう努め、それぞれの地域や学校の特

色・実態に即した創意ある教育に努め、意欲的かつ魅力的な教育実践を展開し、その達成状況等に

関する学校評価を適切に行い、学校運営に反映しました。それに加え、各学校では独自の特色ある

教育活動にも取組みました。 

玉城町は、４校の小学校からほぼ全員が玉城中学校に進学します。このことから、小学校間で連

携を図りながら教育課程の編成を行い、各小学校で共通した教育を行い、中学校に送り出すことに

取組みました。 

 

玉城町の学校教育では、生涯学習の基盤を培うという観点に立って目標を定めました。 

１ 確かな学力の育成と個性や創造力の伸長 

２ 人権尊重と社会貢献の精神の育成      

３ 安全な学校と信頼される教育の確立       

        

 

（１） 令和元年度の事務事業の実績の概要 

    

１ 確かな学力の育成と個性や創造力の伸長 

平成２４年度からみえの学力向上県民運動が展開され、令和元年度はセカンドステージの最終年

度にあたり、玉城町も学力向上に努めてきました。 

具体的な取組みとして、町採用の非常勤講師１名を各小中学校に配置し、ＴＴ教育、習熟度別指

導、少人数指導を行うとともに、学力向上に資するため、各学校の学力向上担当者による学力向上

推進協議会を設置し、全国学力・学習状況調査、みえスタディ・チェック等の分析結果を基に学力

定着状況を確認し、学習手引きの見直し、授業改善、家庭学習の見直し等へ反映させました。 

土曜授業については、年３回第３土曜日を原則として学力の定着・向上を図るとともに、地域と

連携した体験活動を取り入れることにより、豊かで有意義なものとしました。 

令和２年度からの新学習指導要領に基づき、５・６年生で「外国語」として、３・４年生で「外
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国語活動」として英語教育が実施されることから、従来からの英語教育推進部会において指導方法

等の研究を行いました。 

令和元年度からは、人生をより深く生きる力を身につけることを目標として、読書活動の推進を

新たな目標として設定しました。 

社会の変化や科学技術の発達に伴う情報教育の拡充として、平成２７年度に設置した情報教育推

進部会において、ＩＣＴ教育の調査研究を行い、学習活動へ反映させました。また現在の教育用Ｐ

Ｃのリースが令和元年度で終了となるため、次年度以降に時代に適合したＰＣ教育を提供できるよ

う、機器選定を行いました。 

スマートフォン等が児童生徒間に急速に普及している中、自尊感情の醸成や人権尊重といった観

点も含む情報モラル教育について、一層の充実を図りました。 

 

２ 人権尊重と社会貢献の精神の育成 

「三重県人権教育基本方針」及び人権三法に基づき、あらゆる差別を許さない人間を育成すると

ともに、「玉城町人権教育ネットワーク研究会」の活動を通じ、学校単位または学校間での研究・

実践により人権意識の向上を図りました。 

障害のある児童生徒に対し、パーソナルカルテを活用した支援の推進に取り組むとともに、特別

支援学級における個を生かした教育を推進し、すべての子どもが同じ場で共に学び育つことを通し

た理解・尊重を推進しました。 

「玉城町いじめ防止基本方針」に沿って、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを見守り、

いじめの未然防止、早期発見・対応を図りました。 

社会貢献の精神の育成では、地域の方々の協力を仰ぎつつ、郷土愛の醸成や自ら考えて行動できる

グローカル人材の育成を推進しました。また防災教育の観点からも、自他の生命や人権を尊重す

る精神やボランティア精神を育成しました。 

 

３ 安全な学校と信頼される教育の確立 

災害はいつ、どこで発生するかわからないという視点に立ち、災害の正しい知識と的確な判断力

を身につけるとともに、地域の特性に応じた行動がとれるよう、防災ノートを活用した防災教育を

推進しました。また地域住民を主体とした小学校単位における防災訓練を、総務政策課の主導によ

り実施しました。 

よりよい学校づくりのために、学校マネジメントシステムの手法における「人づくり」の構築や

「目指す学校像」の実現に向け、児童生徒や保護者との対話等を通して取り組みました。 

教職員の資質・能力の向上を図る一方で、総勤務時間の縮減や業務の簡素化・効率化を図り、教

職員が子どもたちと向かい合える時間を確保するなど働きやすい環境づくりを推進しました。 

 学校施設の長寿命化計画を２０２０年度までに策定することが義務付けられ、この計画に基づく

施設整備が今後の標準となることから、町全体の「公共施設等個別施設計画策定」と足並みを揃え、

令和２年度にかけた計画策定に取り組み、今後の修繕等における優先順位や費用の平準化を検討し

ます。 
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生涯教育課 

生涯学習は各個人の自発的意思に基づいて選択され、行われることを基本としています。生涯を通じ

て学ぶことに意欲・喜び等を感じ、変化の激しい社会において力強く生きていくための総合的な力を身

に付けることを目指しています。 

生涯学習の対象は成人だけではなく、すべての住民が対象であり、子どもの学校教育外での体験活動

を通じて、その発達段階に応じた能力を身に付けることも、生涯学習の理念に沿ったものです。玉城町

においても、住民が必要とする力を身に付けるための学習機会を提供し、人々が意欲的に学習できる一

層の環境づくりが必要であると考えています。 

また、住民一人ひとりの学習の支援と共に、社会全体の教育力を向上させることが必要であり、それ

ぞれの地域社会における関連機関がそれぞれの役割に応じて、地域の目標を共有することも必要である

と考えます。 

生涯学習とは「いつでも」「どこでも」「だれでも」一生にわたって継続的に行われる学習活動で、「家 

庭・学校・職場など、あらゆる生活の場において、一人ひとりが、自由に、自らテーマを選んで、自分

にあった手段・方法を選びながら、生涯を通して学んでいくこと」であるという基本を踏まえた上で、

それぞれの地域の特色・実態に即した創意ある計画のもと、個々人の自主性・主体性を損なうことなく

促進するような配慮をし、生涯教育の一層の充実・発展が図られるよう、具体的な施策に取り組みまし

た。 

 また住民一人ひとりの学びを支援するとともに、社会全体の教育力を向上させ、それぞれの地域社会

における関連機関が、それぞれの役割に応じて地域の目標を共有することも必要であると考えます。 

 

①  社会教育事業 

社会教育の一番の目的は「人づくり」、「地域づくり」と言われ、生涯学習講座として高齢者・幼児・

家庭等の各年代に沿った講座・講演会・コンサート等を開催しました。また、次世代を担う若者の交流

の場づくりを計画していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止としました。 

②  公民館事業 

公民館事業では、学習ニーズに対応するため生涯学習講座として１４講座を開設し、１２８人の受講

生を受け入れました。生涯学習講座や各種サークル活動の発表の場である「町民創作・美術・文化展」

についても、１１月２日、３日に開催し、作品展示に加え、体験・実演コーナーおよび文化講演を開催

して、文化活動への参加のきっかけづくりに努めました。 

玉城町図書館では、少人数でも居心地がよい「地域の図書館」として利用しやすい運営に心がけ、蔵

書冊数１３，１０４冊、月平均貸出冊数８６９冊の実績となりました。 

③  文化財事業 

 文化財事業では、文化財の保護・活用に努め、続日本１００名城に選定された県指定史跡田丸城跡の

石垣修復工事や多世代の交流拠点である町指定文化財「玄甲舎」の改修を実施しました。 

④  文化事業 

町民の主体的な文化活動の活性化を図る目的で、久野家の田丸城入城４００周年記念として村山龍平

記念館において特別展示及びふるさと講演会を開催しました。 

また郷土文化活動事業としては、小池流保存会による水練場を小学生約１５０名の参加により開催し、

伝統文化・古式泳法の継承に努めました。 
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⑤  青少年対策事業 

青少年対策事業では、県任命立入調査員による店舗立入調査および啓発活動等を行いました。青少年

を育てる会では、玉城町生活安全推進協議会としての巡回指導を 33 回行い、効率的に青少年の非行防

止と防犯意識の向上に努めました。また、子どもが安心して遊べる居場所づくりや、子育ての負担軽減

による少子化対策を目的として、子ども体験活動クラブ「ちゃれたま」を６回開催し、１１６名の児童

と保護者、３５家族が参加しました。 

⑥  社会体育事業 

社会体育事業では、第１３回美し国三重市町対抗駅伝への参加を始め、各スポーツ団体や全国大会出

場者２７名に補助金の交付を行いました。また、スポーツ推進委員事業として、町民体育祭や体力づく

りのための事業を行いました。 

 

 

総括および今後の課題 

 年度当初に掲げた「玉城町教育方針」に基づき、ＩＣＴ機器の更新など一定の成果を上げること

が出来ましたが、今後、更なる教育目標を達成するため、以下に課題をまとめました。 

・新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、教育の方法や学校の在り方が大きく変わろうとしてい

るなか、「新しい生活様式」を取り入れるなど、適切な対応が必要となってきます。 

 またコロナ禍に伴う人権侵害・誹謗中傷等への対策として、やさしさと思いやりのある行動につ

いて考えられる人権教育にも力を入れていきます。 

・安心安全な学校生活を送るために、災害発生時の避難の仕方や自分の身を守る学習等を推進する

とともに、ＳＮＳ等によって犯罪などに巻き込まれないよう、スマートフォンや携帯電話の使い

方についても指導を強化していきます。 

・中学校の不登校については、平成３０年度から「協」の協力を得て取組みを実施していますが、 

コロナ禍の影響もあり、思うような成果が得られていません。今後も継続して対処していきます。 

・教職員の総勤務時間縮減に向け、従来からの働き方改革への取組みを継続することにより、教職

員が子どもたちと向き合える時間的な余裕を確保するとともに、町費による非常勤講師の配置な

ど、学力向上のための施策を継続実施していきます。 

・ＧＩＧＡスクール構想の加速に伴う児童生徒への 1 人１台端末の早期実現など、教育環境の変化

を的確に捉えてＩＣＴ化を推進することにより、全ての子どもたちの学びを保証できる教育環境

を構築していきます。 

・教育委員会が所管する施設においては相応の建築年数が経過しており、老朽化が進行しています。

費用の平準化を視野に入れた長寿命化計画を策定するとともに、抜本的な改修が必要な施設もあ

ることから、早急な対応を実施していきます。 

・町のシンボルである田丸城跡は、過去の記録・収蔵品の整理を進め、国史跡指定を目指します。 

 玄甲舎については近接する集客交流施設と連携するとともに、より一層の利活用を推進します。 

・図書館運営については、利便性向上を推進して利用者数拡大を図るとともに、将来的な配置換え

や増築も検討していきます。 
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６ 主要施策の成果 

   次項 

 ※各施策には玉城町第５次総合計画、行財政プランの関連施策の体系を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この資料は、令和元年度施策の主な成果を記載したものであり、決算額合計と一致しない部分があります。 

＜有効性＞ 

 Ａ 十分な効果があり、やり方も望ましく実施できた 

 Ｂ 効果得られたが、もう少しやり方を工夫すればより良くなる 

 Ｃ 期待する効果は得られなかったものの、やり方は望ましい 

 Ｄ 事業の見直しが必要 

 Ｅ 事業休止又は廃止が必要 

 

 

＜達成度＞ 

 ◎ 目標を超えて達成できた 

 ○ 目標どおり達成できた 

 ● 目標近く達成できた（達成度 80％程度） 

 △ 目標には及ばなかった 

 × 全くできなかった 

 


