
平成２３年度　　事務事業点検評価結果
（所管：管理課総務係・学校教育係）

施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

いきいきと学び ◎教育委員会活動 〇　教育委員会運営
創造性豊かな
まちづくり

◎学校教育の充実 〇　幼稚園運営

◎幼稚園運営管理
　事業

・幼稚園評議員制度

◎委員活動状況
・委員会議～年間  9  回
・委員研修～年間　3  回
・学校行事～年間 23 回
・教育行事～年間　8  回
・施設訪問～年間　2  回
・地域行事～年間　1  回
この他に委員長は議会に年間 9日間出席。
■日々変化する社会情勢の影響を受けや
すい教育環境の状況を常に把握し、委員会
として政策論議の活性化を図ることが求め
られており、今後は教育関係施設の把握、
学校運営の実情等現状把握機会を積極的
に確保していきたい。

・委員会は委員5名の合議制により、その
識見を生かした大所・高所から教育行政
の基本方針・施策を決定し、その事務の執
行には事務部門を統括する教育長への委
任により執行される。

・町立幼稚園は小平・鬼鹿の２園が設置さ
れ、満3歳以上の59名の園児が就学前の
団体生活や他人との協調意識を学ぶ場と
して、機能している。
・施設については、小平が平成12年、鬼鹿
が平成2年に改築されている。

・園児数は少子化の影響を受け、年々減少
してきてはいるが、その設置目的に添った
指導ができており、小学校へ入学後も協調
姿勢や授業姿勢等において、各小学校から
評価を得ている。
・保護者とも行事等を通して、連携した体制
がとられており、健全な運営が行われてい
る。
■保護者・地域の幼稚園に対するニーズも
多様化しており、過去からの慣例にとらわれ
ることなく、常に新しい視点・観点から保育
手法の改善を要する。

・教育委員会は、政治的中立と安定性の
確保が求められており、町長からは独立し
た執行機関として、設置されている。委員
は町長推薦により議会の議決を得て選任
される。

幼稚園教
育のあり
方を再点
検し運営
継続

委員会活
動のより
活性化を
図る

本年度より幼稚園運営に関した地域外部
意見を求めるため鬼鹿幼稚園地域内の有
識者を幼稚園評議委員として3名委嘱し、
意見を聞く機会を設けることとし、評議委
員会を開催した

◎委員活動状況
・委員会議～年間  9  回
・委員研修～年間　3  回
・学校行事～年間 23 回
・教育行事～年間　8  回
・施設訪問～年間　2  回
・地域行事～年間　1  回
この他に委員長は議会に年間 9日間出席。
■日々変化する社会情勢の影響を受けや
すい教育環境の状況を常に把握し、委員会
として政策論議の活性化を図ることが求め
られており、今後は教育関係施設の把握、
学校運営の実情等現状把握機会を積極的
に確保していきたい。

・委員会は委員5名の合議制により、その
識見を生かした大所・高所から教育行政
の基本方針・施策を決定し、その事務の執
行には事務部門を統括する教育長への委
任により執行される。

〇　開かれた幼稚園
づくり

・評議員制度は地区内意見の集約とともに、
幼稚園の外部評価にもつながり、運営改善
に大変寄与している。

継続して
有効に作
用するよう
努め、小
平地区は
24年度に
委嘱
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇　小・中学校運営

〇開かれた学校づくり

〇教職員研修の充実

◎　小・中学校運営
管理事業

教職員資
質の向上
に向け機
能強化目
標

（昭和44年度設置）
Ｈ23委託料～835千円

・研究所は町内教職員が研鑚・研修する場
として機能し、各学校毎に課題を設定した中
で、活発に事例研究などを行なっており、小
平町の教育進展に大変寄与している。
■教職員の減少する中で、サークル構成に
も苦慮しているが、教科指導の向上にもつ
ながっており、研究所活動は町教育にとって
重要な位置付けとなっている。

・学校評議員制度
平成14年度より、学校運営に関した外部
意見を求めるため、各学校地域内の有識
者を学校評議員として、各学校3～5名委
嘱され、地域意見を聞く機会を年間3回程
度、学期の節目時等に開催している。

・評議員制度は、地区内意見の集約とともに
各学校においての外部評価にもつながり、
運営改善に大変寄与している。
■今後も継続して有効に作用するよう努め
ていく。

今後も継
続して設
置

・町立小学校は、小平・鬼鹿の2校が設置
され、町内149名の児童が、又町立中学校
も小平・鬼鹿の２校であり、町内81名の生
徒が通学しており、それぞれが地域の特
性を生かした教育を展開している。
・小平小・中学校は、統廃合により小平～
臼谷・本郷・折真布・寧楽・住吉・達布・大
椴地域を通学区域とし、スクールバスによ
り通学の足は確保されており、少年団活
動や部活動にも支障のない対応となって
いる。鬼鹿小・中学校は、鬼鹿地域を通学
区域としており、地域とともに子どもを育て
る環境のもとに、様々な学習素材を活用し
た教育が実践されている。

・町内小・中学校は、それぞれの地域並び
に校下保護者と密着した運営や故郷学習な
どの授業展開を行っており、児童・生徒の安
全管理やいじめ・不登校対策にもしっかりし
た校内体制により進めている。
・校下児童・生徒通学路の安全確保や不審
者等対策として、日中の施錠管理など行
い、万全を期している。
■鬼鹿地区児童・生徒数の減少に伴い、少
年団や部活動の単独構成が困難となり、小
平小・中との合同で維持されるなど、今後尚
一層町内各学校が連携した取り組みができ
るよう支援を要する。

町内各学
校が連携
を強化して
運営がな
されるよう
支援

・町内体育施設の補完として、地域スポーツ
団体に有効に利用されている。
■行革課題として、現在は無料開放である
が、使用料適正化への検討を要する。

・学校開放事業
各校屋体を地域内体育施設として、夜間
に無料で住民開放しており、本年度は9団
体が延べ300日利用している。

開放事業
は有効であ
るが、町行
財政改革
課題との整
合性検討

・教育研究所事業
教員の資質向上、町内教育の課題解決、
教職員相互の情報交換・共有化を目指し
町条例により設置され、運営委託され町
内全教職員が参加し、各教科毎のサーク
ル活動を主体に研修活動を実施してい
る。
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇学校間連携の強化

　Ｈ23実施
・学校施設営繕　　1,550千円

　Ｈ23実績（備品・図書含む）
小～6,639千円（内購入図書数  158冊）
中～3,199千円（内購入図書数　688冊）

・町内各学校長による校長会、教頭による
教頭会を教育課題の検討や各学校事情
の情報交換並びに町教委指導事項等の
確認などを行う経営研究会として組織し、
一定の連携した取り組みが安定するよう
指導・支援している。
　Ｈ23経営研究会運営補助～70千円

・町内学校長並びに教頭が、毎月定例的に
協議の場を持ち、学校課題や町課題事項に
ついて検討することで、町と学校の連携及
び情報の共有化がなされ、適正な学校運営
が図られている。
■今後益々学校間及び教委との連携は重
要となるため、活発な協議が期待される。

・施設備品・教育用備品についても、学校
要望を基本として必要性・緊急性も考慮し
ながら年次計画的に充実を図っており、教
育環境的には支障のないように努めてい
る。

・学校施設備品及び教育用備品について
は、毎年計画的に整備が図られており、学
習面での支障はない状況となっている。

計画的実
施

■教育用備品については、今後、新学習指
導要領への移行に伴い、必要な教材や実
験器具等の整備が必要になるが、支障が出
ないように順次整備をしていきたい。

強化継続

・町内の学校施設は、小平小が平成５年
度、小平中学校が平成18年度に改築さ
れ、近代的な校舎として供されているが、
鬼鹿小学校は昭和38年に、鬼鹿中学校が
昭和49年に新築された相当年数の経過し
た校舎であるため、学校施設の維持補修
は緊急性を考慮して実施している。

・学校施設の補修・修繕に関しては、急を要
する個所から実施している。
■老朽化してきている鬼鹿小・中学校の補
修は計画的に実施されてきており、両校の
屋体改修が課題である。いずれの屋体も全
面改築しかなく、児童・生徒数の今後状況を
見据えながらの検討となるため、地域・保護
者の意向を捉えながら方向付けを要する。
■廃校施設については、活用が見込めない
ものについては景観環境や管理上の関係よ
り速やかに解体を要する。

計画的実
施

・学校図書については、国の定めている蔵
書基準には及ばないものの、毎年一定額
での蔵書の充実を図り、児童・生徒の読書
意欲の向上に努めている。また、各学校に
おいては読解力の向上策とし、朝読書活
動に取り組んでいる。

・学校図書についても、毎年一定額の購入
は図られており、児童・生徒数的には支障
のない状況である。

計画的実
施

■学校用図書は、国の補正事業を活用して
整備を行った。今後も学校からの要望のも
と、整備を進めていきたい。

〇学校施設・設備の
充実
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇スクールバス運行
　管理事業

〇教員住環境整備

◎　幼稚園教育振興 〇幼稚園教育振興
　事業

・幼稚園教育は近年、遊び保育を主体とし
て集団・社会性の習得化や時間のルール
化などの教育を行っているが、地域内の
人や資源を活用しての自然・社会体験型
の学習も多くなってきている。また、学校同
様給食提供しており、決まった給食時間で
の摂食や給食当番などを通して、食べるこ
との大事さなども教えられる。

・預かり保育の運用拡大等により、保護者
からは信頼を受けており、今後の学校教育
上での成長指導のステップを担う立場とし
て、着実な指導を行っている。
■今後も、幼稚園運営の運用枠の拡大や
保護者ニーズの把握に努めながら、幼稚園
振興を図ることが重要である。

継続

・学校統合により遠距離通学となった児
童・生徒の通学手段及び部活動・少年団
等の活動支援として、マイクロバス等によ
るスクールバスを運行し、遠距離通学での
負担軽減を図っている。本年は臼谷・大
椴・本郷折真布・達布の各方面ごとにワゴ
ン車1台（直営）、マイクロバス3台（運転業
務委託）、民間事業者1台（全面委託）の計
5台が運行されている。
Ｈ23事業費
・人件費   ～  3,110千円
・委託料   ～　19,569千円
・維持経費　～  2,208千円

・スクールバスは車輌5台により各方面別に
最長30分以内の乗車ルートを設定してお
り、幼・小・中併せて約80名が安全に通学し
ている。
・通学以外にも学校事業・社会教育事業や
部活動（鬼鹿中の合同も含む）においても、
利便性や子ども達の意向を考慮した活用が
なされており、有効な運行がされている。
■町内地形上、運行経路が複数あるため、
安全管理面や効率的運行に配慮し、使用学
校との密なる連携が必要である。

継続

・教員住宅については、現在26戸保有し、
23戸入居又は活用されているが、3戸が空
家でその内2戸は入居不能である。空家を
含め9戸が築25年以上経過の老朽住宅で
あり,更新時期を迎えているがそのほとん
どが鬼鹿地区に集中している。空き家の
解消や入居不能住宅の整理をし建替まで
計画的な修繕により入居者の環境改善を
図っている。
Ｈ23実績
・住宅修繕～　995千円
・住宅解体～ 1.670千円（2棟2戸）

・教職員居住環境の改善は各市町村の責
務であり、町内教員住宅の改築改善率は約
75％となっている。未改善住宅については、
居住者の要望等を考慮しながら順次修繕を
実施している。
■町内教職員の町外からの通勤率が約
45％と高く、空家の存在により建替えが進ま
ない状況である。
■永年空家状態にある住宅は、老朽化もし
ており解体も視野に入れた整理と入居したく
なる住宅への建替実施が必要である。

計画立案
と実施
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

◎　小・中学校教育
　振興事業

〇健康安全対策

・学校が安全で集中できる学習環境にある
ことが必要であり、今後も各種制度を活用し
ながら、環境整備・就学支援等を進める。

学校との
連携深め
継続

・各学校では、伝染性疾患の発生時等で指
導・助言を得て適宜対応している。
■学校保健対策上極めて重要である。

継続

・学校における不慮の事故等により、負傷す
ることが増えており、保健互助制度として治
療費の保護者負担軽減に役立っている。
■怪我のない学校活動に努める必要がある
が、万が一における負傷時に医療費補填で
きる共済制度は有効である。

○子育て支援対策と
の連携事業

・地域全体で子育てを支援するため、保育
施設を鬼鹿幼稚園に併設し、満１歳から就
学までの安全・安心な育児環境を提供す
る。

・３歳未満児の保育施設を整備することによ
り、鬼鹿幼稚園と一体になった安全・安心な
乳幼児保育事業を実施することができた。

保護者意
向を反映
しながら運
営継続

〇小・中学校教育振
興

・各学校において、安全・安心な環境のも
とで通学し、学習に集中してもらうための
環境づくりを行うとともに、就学するための
保護者負担の軽減策等も実施している。

継続

・児童・生徒の健康安全対策は設置者の
責務であり、校内での事故による怪我・疾
病等に備える年1回の血液・尿・心電図検
査と就学児検診を実施し、子ども達の健康
管理に万全を期している。町内で勤務する
教職員についても、年1回の総合検診によ
り健康対策を実施している。
（実績：1,033千円）
・各学校には担当学校医の委嘱をしてお
り、校内での健康安全対策上、相談・意見
を求められることとしている。
（実績：736千円）
・児童・生徒が校内において、不慮の事故
により怪我等の負傷を負った場合に治療
費等の救済を受けるため、日本スポーツ
振興センターが取り扱う災害共済制度へ
加入している。
（実績～213千円）

・児童・生徒の健康安全管理は、設置者の
義務として法に基づき実施している。
・教職員の健康管理も、雇用主としての責任
から実施されている。
■教職員の健康面での不安が、子ども達に
与える影響も大きいことから、健康管理は重
要である。

継続
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇就学援助対策 継続

〇ＡＬＴ配置事業

Ｈ23経費～4,877千円

〇特別支援教育の充実

・中学校英語教育のＴ・Ｔとして、外国人指
導助手を1名配置し、英語力の向上対策に
活用しているが、幼稚園や小学校での英
語に親しむ取り組み等でも活用されてい
る。

・ＡＬＴの配置により、中学校での英語力は
大幅に向上しており、小学校や幼稚園にお
いても英語への順応は早く、配置効果は大
きい。
■小学校における英語学習も、ＡＬＴによる
役割は重要となっており、教員との連携を高
めた指導体制の構築が期待される。

・障害のある子ども達への教育は、個の状
態に応じた指導内容が求められており、校
内体制の整備が進んだことで、各学校にお
いても的確な支援体制がとられ、在籍児の
保護者からも信頼を得た中で進められてい
る。
・指導にあたっては、普通学級との交流を主
体にカリキュラムが構成され､小平高等養護
学校コーディネーターからの指導・助言を得
ながら、子どもの成長に向けた学級運営が
行われている。
■障害の多様性から、保護者の認識しずら
いケースも多々あり、保護者へ障害態様の
認識と個別指導の必要性の理解を得ること
が難しい状況もあるため、各保護者への多
種多様な障害の認識と理解を得ることで、
家庭での気づきも含め、早期に対応可能と
なるよう周知していくことが必要である。

内容充実
させて継
続

・従来より、低所得層の家庭及び特別支
援学級の児童・生徒の保護者に対し、安
心して就学できるよう一定経費の公費負
担を行っており、生活困窮による未就学児
童・生徒が出ないよう努めている。
支援内容～給食費・通学用品・学用品等
対象者数～小15名、中12名
支援額　～小1,092千円、中1,189千円
要件～特別児童扶養手当支給世帯、町民
税・所得税非課税世帯、低所得世帯等

継続

・知的・身体・病弱に加え多動性・自閉症・
学習障害といった多種多様な障害を持つ
児童・生徒が増えてきており、それぞれの
態様に適応した教育の取り組みが、平成
19年度からそれまでの特殊学級から特別
支援教育学級と変更され、各学校におい
ても、校内委員会の設置、支援コーディ
ネーターの指名、個々の支援計画の策定
を求められることとなり、町内各小・中学校
ではこれらに対応する体制を整える中、町
においても平成19年5月に特別支援連携
協議会を設立し、関係機関連携による支
援体制を構築してきた。
Ｈ23特別支援学級
小平小～1学級1名（病弱）
小平中～2学級2名（知的）
鬼鹿中～1学級1名（知的）

・就学援助を受ける世帯は年々増加傾向に
あるが、学校とも強く連携した中で、町内に
未就学児童がないよう万全を期して対応し
ている。
■保護者申請により学校長からの提出であ
るため、申請行為をプライバシー保護の理
念に反しないよう慎重を期するとともに、家
庭環境を常に把握して子どもの就学に支障
が起きないよう配慮していくことが重要であ
る。
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇食育教育推進

◎学校給食 〇共同調理場運営

Ｈ23実績
日給食人数～　　354人　
年間配食数～67,001食
栄養士～1名
調理員～臨時調理員5名
配食方法～各方面に配送委託　
運営経費
施設運営維持～17,956千円（町負担）
食器食缶洗浄機取替～8,715千円（町負担）
食材等費～15,295千円（保護者負担）

・小平共同調理場は、昭和51年に設置さ
れ、平成4年度に現施設が移転改築され
たものであり、平成19年度末をもって、鬼
鹿地区学校給食センターを統合し、現在
は小平全町内幼・小・中学校への給食提
供を行っている。ただし、米飯持参の副食
給食であるが、週2日はパン・麺による完
全給食となっている。給食費は、食材購入
費及び調理用原材料費のみを計算し、保
護者負担として、各学校経由での納入とし
ている。

・小平共同調理場は、設立当時から米飯持
参の副食給食方式として運営されてきてい
るが、子ども達の栄養管理・健康管理面か
らもその効用は大きく、就学における保護者
負担の軽減の観点からも運営意義は大き
い。また、平成20年度から鬼鹿地区学給セ
ンターを統合し、施設の管理や衛生面でも
効率化が図られ、安全・安心な給食提供が
実施されている。
■施設そのものの規模が、現在要求されて
いる衛生管理面で対応するには手狭となっ
ているため、慎重な調理手順を要する。
■地産地消奨励として、地物産品の使用を
求められているが、購入単価及び供給先の
確保面から課題となっている。（地域の生産
者の好意により、地元産の農水産物が食材
として無償又は格安にて提供されている。）

衛生面重
視で運営
継続

地産食材
の使用を
考慮しな
がら継続

内容充実
させて継
続

・学校教育推進上、学習能力の向上に食
育教育の重要性が認められ、健康な体が
脳の活性化を促すことから、朝食の重要
性とともに食育教育が推進されており、給
食活動における食の安全教育や地産地消
運動を通しての食材本来の美味しさなど
を、低学年の頃から覚える必要性から、平
成19年度に栄養教諭制度を設け、学校授
業としても食育授業時間を確保することと
されている。                       　　　　　　・
栄養職員（調理場栄養士兼務）1名が小平
小学校に配置され、各学校の要請に応じ
て指導を行っている。

・平成19年度から栄養教諭が採用配置さ
れ、総合学習や給食時間等を活用した食育
教育が実施され、子ども達の食や地場産食
材に対する認識が変化しており、特に1日３
食を中心とした食事が、健康な体と脳を育て
る源である意識が芽生えてきた。
■栄養教諭制度がスタートしてから５年経過
したが、各学校の指導要請も遠慮気味であ
るため、食育教育として確立されたカリキュ
ラムであることから、積極的に対応していき
たい。
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