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１ 趣旨 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２７条の規定に

基づき、教育委員会は、毎年、そ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

ればならないこととされています。 

  そこで、柳井市教育委員会では、法の規定に則り、効果的な教育行政の推進に資するととも

に、市民への説明責任を果たすため、平成２５年度の教育委員会の事務事業の執行状況につい

て点検及び評価を行い、教育に関し学識経験を有する者の知見も踏まえた上で、その結果をま

とめましたので、報告します。 

 

２ 点検及び評価の実施について 

（１）対象事業 

   平成２５年度に実施した教育委員会の事務事業のうち、「平成２５年度柳井市の教育」に掲

げる主要な政策的な事務事業を選定し、「柳井市総合計画」に定める具体施策ごとに分類して、

点検及び評価を行いました。 

（２）評価の方法 

   事務事業の概要、実績、経費の執行状況、課題などを内容とする「事務事業の点検・評価

票」を作成し、下記の評価基準に基づき、教育委員会事務局が内部評価を行うとともに、評

価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する者として教育委員会が委嘱した３

人の委員による外部評価を実施しました。 

 （評価基準） 

  Ａ：目的に向け、順調に事務事業を達成できた。 

  Ｂ：事務事業の進め方の改善検討はあるものの、概ね（８割程度）目的を達成できた。 

  Ｃ：目的の一部（５割程度）を達成できたが、事務事業の改善が必要である。 

  Ｆ：事務事業の抜本的な見直し、休・廃止の検討が必要である。 

 

３ 点検及び評価の結果について 

  別紙のとおり 

 

４ 学識経験者の知見について 

（１）点検及び評価全般について 

   文言をよく検討され、具体的でわかりやすい表現がされている。 

   事務事業の成果と課題では、取組の狙いが明確で分析もよくされている。 

   平成２５年度から、新たに「立志（こころざし）の教育」推進事業が追加された。今

後の取組に期待するとともに、人間性の教育という項目を入れていただき、人の命の大

切さを教える教育を進めてほしい。 
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      「柳井市の教育」の中に網羅されているものがどのように達成できているかどうかと

いう評価も考えていただきたい。 

 

（２）施策、事業ごとの知見 

【義務教育の充実】 

  No.4  小学校管理事業 

      学校施設の耐震化について、１００％を目指して取り組んでいただき、雨が漏るよう

な施設については改修をお願いしたい。 

No.5  小学校教育振興事業 

       小学校では英語教育を総合的な学習の場だけでなく、低学年まで取り入れていこうと

いう動きもある。ＡＬＴの活用の充実を図り、正しい英語の発音ができるよう取り組ん

でいただきたい。 

  No.6  中学校管理事業 

      柳井南中学校屋体照明のＬＥＤ化は大変評価できる。学校施設の耐震化について、 １

００％を目指して取り組んでいただきたい。 

No.7  中学校教育振興事業 

       ＡＬＴの活用の充実を図り、正しい英語の発音ができるよう取り組んでいただきたい。 

No.8  寄宿舎管理運営事業 

        しなやかスクールは、不登校の児童生徒が自分を出せる場所があることはいいことだ

と思う。しなやかスクールへ通わせる努力をしていただきたい。 

No.11  個を生かす生徒指導の充実 

      アンケート調査を週１回実施されていることが、不登校児童生徒の減少につながって

いるのではないか。 

全国でもいろいろな事件が発生している。人の命の大切さを教える授業に取り組んで

いただきたい。 

No.20 「立志（こころざし）の教育」推進事業 

      月性の教えは柳井市の教育の中に入り込んでいる。立志の歌の朗唱を学校現場で取り

入れたらどうか。 

 

【歴史と伝統の継承と保護】 

No.41  月性展示館管理運営事業 

      月性のことを柳井市の教育現場で取り組んでいくことになると、展示館が少し老朽化

している。もう少し輝くような誇らしいものがあるといいのではないか。また、白壁の   

町並みと一緒にＰＲすることが必要ではないか。 

 

５ 今後の取組について 
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・事務事業の点検及び評価の結果を的確に反映し、より効果的・効率的な教育行政が展開で

きるよう、学識経験者の知見も踏まえつつ、事務事業の不断の見直し、改善を進めます。 

  ・事務事業の実績や成果を、その目的又は目標に照らし、有効性、必要性、効率性及び公

平性の観点から、より客観的に評価できるよう、「事務事業の点検・評価票」に経費の前

年度対比を記載するなど、その内容について引き続き検討を進めてまいります。 

  ・「立志（こころざし）の教育」を中心に義務教育の充実を図るとともに、学力向上は

もとより、今後は体力向上の取組をより強化します。 
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事務事業の点検・評価一覧表 

施 策 名 NO 事 務 事 業 の 名 称 
経 費 

（千円） 
評価 担当課 

義務教育の

充実 

1 教育委員会運営事業 3,315 B 教育総務課 

  2 指導主事派遣事業 27,153 A 

3 スクールバス運営事業 22,949 A 

4 小学校管理事業 177,503 B 

5 小学校教育振興事業 38,938 B 
学校教育課 

教育総務課 

6 中学校管理事業 206,733 B 教育総務課 

7 中学校教育振興事業 30,086 B 
学校教育課 

教育総務課 

8 寄宿舎管理運営事業 192 A 学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 保健体育関係事業 58,488 A 

10 自立をめざしたキャリア教育の推進 － A 

11 個を生かす生徒指導の充実 2,944 A 

12 教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実  6,576 A 

13 健康・安全教育の推進 1,140 A 

14 幼保小中高の連携 － B 

15 地域に開かれた学校づくり 1,099 A 

16 教職員の資質の向上 － B 

17 学力向上の取組 605 B 

18  教育環境の充実と学校規模の適正化 － A 教育総務課 

19 学校給食センター運営事業 72,756 A 給食センター 

 20 ｢立志（こころざし）の教育｣推進事業 230 B 学校教育課 

高等学校教育･高
等教育の充実 

21 私立高等学校補助金事業 2,600 A 教育総務課 

 22 ふるさと学生応援奨学金貸付事業 1,440 B 
就学前教育の充
実 23 幼稚園教育振興事業 18,217 A 教育総務課 

生涯学習の

推進 

24 公民館各種教室講座開催事業 434 B 生涯学習・スポ

ーツ推進課 25 星の見える丘工房管理運営事業 894 B 

26 公民館管理運営事業 13,188 B 

27 文化福祉会館管理運営事業 8,825 A 

28 柳東文化会館管理運営事業 5,771 A 

29 伊保庄北文化会館管理運営事業 1,286 B 

30 学習等供用会館管理運営事業 2,644 B 
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施 策 名 NO 事 務 事 業 の 名 称 
経 費 

（千円） 
評価 担 当 課 

 
31 社会教育の振興 4,835 B  

32 図書館管理運営事業 21,841 A 図書館 

芸術・文化の

振興 

33 サンビームやない管理運営事業 72,074 B 
サンビームや

ない 

34 中央公民館芸術文化振興事業 431 A 生涯学習・スポ

ーツ推進課 

 

35 大畠公民館芸術文化振興事業 32 A 

歴史・伝統の

継承と保護 

36 しらかべ学遊館管理運営事業 1,307 B 

37 伝統的建造物群保存地区保存事業 279 A 

38 茶臼山古墳管理運営事業 2,337 B 

39 町並み資料館管理運営事業 2,967 A 

40 大畠郷土民俗資料館管理運営事業 66 B 

41 月性展示館管理運営事業 2,253 A 

42 県指定「むろやの園」保存修理事業 400 A 

43 埋蔵文化財調査事業 17,660 A 

青少年の健

全育成 

44 成人祝賀式開催事業 523 A 

45 青少年育成センター事業 1,703 B 

人権教育の

推進 

46 人権教育推進事業 230 A 

47 人権教育講座開設事業 318 A 

48 人権教育研修事業 308 A 

スポーツ・レ

クリエーシ

ョン活動の

振興 

49 各種体育施設管理運営事業 31,938 B 

50 市民球場管理運営事業 15,164 B 

51 ウエルネスパーク管理運営事業 53,003 B 

52 社会体育の推進 759 A 

53 社会体育の支援 5,963 A 

※ 経費欄の「－」は、予算執行を伴わないソフト事業 
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事務事業の点検・評価票 

NO.1 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 教育総務課 

事務事業の名称 教育委員会運営事業 

事務事業の概要 
教育委員会会議の運営や教育委員の研修及び学校訪問等の積極的な

委員会活動を推進する。 

事務事業の実績 

・教育委員会会議及び協議会の開催状況：12回 

議案審議 38件  報告 16件 

・教育委員研修会等の開催状況 

① 山口県市町教育委員研修会議：4月 15日（山口市） 

② 県・市町教育長意見交換会：7月 8日（光市） 

③ 夏季山口県都市教育長会議：7月 11日（防府市） 

④ 山口県教育委員会協議会研修会：7月 12日（防府市） 

⑤ 中学生との懇談会：8月 27日（むろやの園） 

⑥ 中国地区都市教育長会研究協議会：10月 17,18日（山陽小野田

市） 

⑦ 教育委員視察：2月 28日（春日市） 

・教育委員による学校訪問 計 15校、延べ 28人参加 

・その他教育関係諸行事（小中学校卒業式、運動会、柳井市教育功労

者表彰式等）への出席 

事務事業の経費 ３，３１５千円 （前年度対比１００．５％） 

事務事業の成果 

と課題 

 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について適正な

点検及び評価を行い、今後の教育行政に反映する取組を進めている。 

教育委員の研修や視察を通して、教育課題への認識を深め、教育委

員の意見を反映させるため、テーマを絞った意見交換を行うなど、教

育委員会の一層の活性化に努める必要がある。 

評     価 Ｂ 

 

NO.2 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 教育総務課 

事務事業の名称 指導主事派遣事業 

事務事業の概要 

派遣指導主事は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育

に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 

 派遣社会教育主事は、人権教育事業に関すること全般の事務に従事

する。 

事務事業の実績 

派遣された指導主事は３人で、充て指導主事１人とともに、市内の

小中学校に対し専門的な指導助言を行い、義務教育の充実に資する業

務に従事した。 
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・学校訪問指導回数：全１５校（延べ６００回） 

 派遣された社会教育主事（１人）は、主に人権教育全体に関するこ

とを分掌しており、柳井市の人権教育の企画運営、推進、人権教育団

体の連絡調整等に従事した。 

・地域、事業所向け人権研修講座：１６か所（１７回） 

・学校向け人権教育講座：全１５校（２１回） 

事務事業の経費 ２７，１５３千円 （前年度対比９３．８％） 

事務事業の成果 

と課題 

 指導主事が学校のニーズに応じて様々な支援を行い、主として生徒

指導や学習指導の面で学校の教育活動の充実に資することができた。   

学校の訪問希望日が重複することがあるので、事前の連絡調整をしっ

かりと行いたい。 

評     価 Ａ 

 

 

NO.3 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 教育総務課 

事務事業の名称 スクールバス運営事業 

事務事業の概要 

学校統合により遠距離通学となる児童生徒の通学条件の緩和を図る

ため、市所有のスクールバス８台にて交通事業者に委託運行を行う。 

・柳井中学校 ４台（対象：旧日積・旧伊陸中学校校区生徒 63人） 

・日積小学校 １台（対象：旧大里・旧日積小学校校区児童 35人） 

・柳井南小学校１台（対象：旧阿月小学校校区児童 22人） 

・大畠小学校 ２台（対象：旧神西・旧遠崎小学校区児童 54人） 

事務事業の実績 

対象児童生徒の登下校及び総合的学習活動時の送迎を行った。 

・柳井中学校 ４系統（平均走行距離 23,275ｋｍ／台） 

・日積小学校 １系統（走行距離 9,480ｋｍ） 

・柳井南小学校１系統（走行距離 6,587ｋｍ） 

・大畠小学校 ２系統（平均走行距離 7,080ｋｍ／台） 

事務事業の経費 ２２，９４９千円 （前年度対比１２１．４％） 

事務事業の成果 

と課題 

大畠地区３小学校の統合に伴い、大畠小学校にスクールバス２台を

導入した。 

遠距離通学となる児童生徒の通学条件の緩和、登下校の安全確保が

図れた。登録から９年以上が経過した車両が６台あり、今後修繕費の

増加が見込まれる。 

登校時の運行は通勤時間帯と重なるため、交通事故には特段の注意

を払い、安全運行を行う必要がある。 

評     価 Ａ 
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NO.4 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 教育総務課 

事務事業の名称 小学校管理事業 

事務事業の概要 
所管する１２小学校（内１校は休校）の施設維持管理及び学校設備

備品等の整備を行う。 

事務事業の実績 

・光熱水費等の需用費                   38,477千円 

・点検管理業務等の委託料 ２２件        32,404千円 

   機械警備、消防設備点検業務ほか 

・施設整備工事費 ４件                  68,288千円 

柳井小学校第４校舎トイレ改修工事 

柳井南小学校管理・普通教室棟外壁改修工事ほか 

平成 25年度末 小学校耐震診断実施率 100.0％ 

                  耐震化率     86.5％ 

・図書購入費                  2,692千円  

   （対前年度比 82.4％ 前年度決算額 3,265千円） 

事務事業の経費 １７７，５０３千円 （前年度対比３０．１％） 

事務事業の成果 

と課題 

 児童の安全及び良好な教育環境を確保するため、学校施設の維持管

理及び施設改修、設備備品等の整備に取り組んだ。 

１２校の内、建設後３０年以上経過している校舎等がある学校が１

０校あり、建物の維持管理に相当な費用がかかる。今後、耐震化の必

要な建物が非木造５棟、木造１棟あり、計画的に整備する必要がある。 

評     価 Ｂ 

 

NO.5 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課・教育総務課 

事務事業の名称 小学校教育振興事業 

事務事業の概要 

小学校の児童、教職員の教育振興・充実を図る諸事業である。 

主な内容については、教授用消耗品費等、学童交通安全帽子代、教

師用教科書及び指導書等購入、パソコン・プリンタ及びネットワーク

経費、ＡＬＴ経費、通学費補助、教育研究会等への補助金、就学援助

などである。 

事務事業の実績 

・学校図書館支援員の配置            642千円 

・各小学校の教授用消耗品費等の需用費    5,986千円 

・学童交通安全帽子代 （新入学児童用）    274千円 

・教師用教科書及び指導書等購入          303千円 

・各種補助金                2,212千円 

  特色ある教育活動、教職員研修、市教研会各種発表会、 

特別支援教育振興費等、通学費補助 
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・各種業務委託料 ６件    10,194千円 

英語活動・学習推進業務 ＡＬＴ １人配置 

サーバ等保守点検業務等 

・コンピュータ使用料等           8,261千円 

・教材等及び理科教育設備備品購入費     2,006千円 

  教材等 47件  理科教育設備 12件 

・就学援助費（学用品費等） 対象者 436人  8,251千円 

・特別支援教育就学奨励費（学校給食費、通学費等） 

              対象者  16人   543千円 

事務事業の経費 ３８，９３８千円 （前年度対比１０２．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

図書館支援員を雇用し、小学校図書室の環境改善を図った。教材や

理科教育設備備品及びコンピュータ機器の充実を図るため、計画的な

更新が必要である。 

評     価 Ｂ 

 

NO.6 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 教育総務課 

事務事業の名称 中学校管理事業 

事務事業の概要 
所管する４中学校の施設維持管理及び学校設備備品等の整備を行

う。 

事務事業の実績 

・光熱水費等の需用費                   21,876千円 

・点検管理業務等の委託料 １７件         12,972千円 

   機械警備、消防設備点検業務ほか 

・施設整備工事費 ５件                 160,941千円 

  柳井中学校図書室空調設備設置工事 

柳井南中学校屋内運動場耐震補強及び改修工事ほか 

平成 25年度末 中学校耐震診断実施率 100.0％ 

                  耐震化率     94.4％ 

・図書購入費                  1,891千円 

   （対前年度比 99.8％ 前年度決算額 1,893千円） 

事務事業の経費 ２０６，７３３千円 （前年度対比４０５．１％） 

事務事業の成果 

と課題 

生徒の安全及び良好な教育環境を確保するため、学校施設の維持管

理、耐震化、設備備品等の整備に取り組んだ。 

４校の内、建設後３０年以上経過している校舎等がある学校が２校

あり、建物の維持管理に相当な費用がかかる。今後、耐震化の必要な

建物が１棟あり、計画的に整備する必要がある。 

評     価 Ｂ 
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NO.7 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課・教育総務課 

事務事業の名称 中学校教育振興事業 

事務事業の概要 

中学校の生徒、教職員の教育振興・充実を図る諸事業である。 

主な内容については、教師用教科書及び指導書等購入、教授用消耗

品費等、パソコン・プリンタ及びネットワーク経費、ＡＬＴ経費、教

材備品等購入経費、ヘルメット等の補助、教育研究会等への補助金、

就学援助などである。 

事務事業の実績 

・教師用教科書及び指導書等購入            22千円 

・教授用消耗品費等の需用費             2,751千円 

・各種業務委託料 ４件               8,235千円 

英語活動・学習推進業務等 ＡＬＴ 1人配置 

サーバ等保守点検業務等 

・コンピュータ使用料等             3,630千円 

・教材等及び理科教育設備備品購入費       1,778千円 

  教材等  25件  理科教育設備  9件 

・ヘルメット（131人）、安全ベスト（272人）、教育研究会補助金等   

1,249千円 

・就学援助費（学用品費等） 対象者 257人     11,699千円 

・特別支援教育就学奨励費（学校給食費、通学費等）  

対象者 8人       385千円  

事務事業の経費 ３０，０８６千円 （前年度対比８４．４％） 

事務事業の成果 

と課題 

教材、理科教育設備備品及びコンピュータ機器の充実を図るため、

計画的な更新が必要である。 

評     価 Ｂ 

 

NO.8 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 寄宿舎管理運営事業 

事務事業の概要 

平郡の中学生を対象に柳井中学校に通学するための寄宿舎「海風寮」

を平成５年度に建設し、平成６年４月１日より入寮を開始したが、平

成１９年度より入居者がなく休寮している。平成２２年度から施設の

一部を利用して、不登校児童生徒適応指導教室（しなやかスクール）

を開設し、維持管理業務も兼ねて３人の指導員を配置し、施設の有効

利用に努めている。 

事務事業の実績 

休寮につき維持管理を学校教育課が行っている。 

  光熱水費等   161千円  建物保険料    15千円    

  下水道使用料   16千円 
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事務事業の経費 １９２千円 （前年度対比１０４．３％） 

事務事業の成果 

と課題 

不登校児童生徒適応指導教室の利用もあり、施設を良好に維持でき

ているが、設備面においては老朽化により改修が必要な個所もあり、

今後平郡在住の児童の推移により寮を再開するのか検討が必要であ

る。 

評     価 Ａ 

 

NO.9 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 保健体育関係事業 

事務事業の概要 

学校保健安全法に基づく小中学校児童生徒の各種健診や学校で使用

する保健薬剤等の購入、小中学校体育連盟等への関係補助事業及び就

学援助を実施している。 

事務事業の実績 

全小中学校において下記事業を実施した。 

・結核検診事業                  162千円 

・心臓・貧血検診事業              2,372千円 

・就学時健康診断事業               951千円 

・教職員健康診断事業              1,491千円 

・児童生徒健康診断事業             16,990千円 

・学校保健体育事業               7,229千円 

・就学援助費（給食扶助等） 対象者  695人   28,693千円 

事務事業の経費 ５８，４８８千円 （前年度対比９６．８％） 

事務事業の成果 

と課題 

児童生徒の健康管理について、学校医、校長及び養護教諭等と連携

を図り、管理が必要な児童生徒の学校生活の安全と管理について迅速

かつ適切に対応している。 

評     価 Ａ 

 

NO.10 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 自立をめざしたキャリア教育の推進 

事務事業の概要 
夢や目標をもち「しなやかさ」と「なごやかさ」を兼ね備えた社会

人・職業人として自立するキャリア教育を推進する。 

事務事業の実績 

・「柳井市キャリア教育研究集会」を企画・開催し、学校と地域及び産業

界と連携したキャリア教育について協議 

・校内研修における授業指導案の中に、キャリア教育の視点を明記し、

授業改善を実施 

・全小中学校で「キャリア教育全体計画」の見直しを行い、次年度用を

作成 



 

12 

 

事務事業の経費 ― 

事務事業の成果 

と課題 

柳井まつりの子ども広場がキャリア教育の場として定着している。 

キャリア教育研究集会だけでなく、小・中・高連携教務主任会でもキャ

リア教育を推進するための協議を行った。 

評     価 Ａ 

 

NO.11 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 個を生かす生徒指導の充実 

事務事業の概要 

心の居場所となる温かい学級・学校づくりに努め、不登校やいじめな

どにきめ細かく迅速に対応し、個に応じた支援体制を具体的に構築する

など一人ひとりの自己実現を支援する積極的な生徒指導を推進する。 

事務事業の実績 

・ 生徒指導主任研究集会を開催（３回） 

・ 中学校区ごとに生徒指導上の努力目標を設定 

・ 各学校においていじめを早期に発見するためのアンケート調査を 

週１回実施 

・ ケース会議の開催（学校の要請に応じて生徒指導担当指導主事も同

席） 

・ 社会福祉課相談員との情報交換実施 

     不登校      暴力行為   いじめの認知件数 

Ｈ23 小 0人  中 11人   小 4件 中 1件  小 5件 中 4件  

Ｈ24 小１人 中 8人   小 0件 中 0件    小 4件 中 4件 

Ｈ25 小 1人 中 8人    小 1件 中 3件    小 4件 中 6件 

事務事業の経費 ２，９４４千円 （前年度対比９６．７％） 

事務事業の成果 

と課題 

不登校、暴力行為、いじめの認知件数はいずれも少なく、軽微。 

今後も早期発見・早期対応を心掛け、個に応じた生徒指導体制を一層

強化していきたい。 

評     価 Ａ 

 

NO.12 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実 

事務事業の概要   一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進する。 

事務事業の実績 

 

・５歳児発達相談会と連動させた全幼稚園及び保育園巡回訪問実施（指

導主事、地域コーディネーター、保健師参加） 

・特別支援学級支援員の配置（１０人） 

・特別支援教育推進リーダー会議（２回） 

・校内コーディネーター研修会の実施（１回） 
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・通級指導教室における指導体制の充実（学習指導の拡充） 

・就学指導委員会の拡充（年２回）とそれにあわせた校内就学指導委員

会の効果的な措置 

・特別支援教育推進週間の実施（１回） 

事務事業の経費 ６，５７６千円 （前年対比１０６．８％） 

事務事業の成果 

と課題 

年２回の市就学指導委員会により一人ひとりのニーズに即した就学

指導を行うことができた。 

保護者との合意形成を得ることが困難なケースは、関係機関との連携

が一層必要である。 

評     価 Ａ 

 

No.13 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 健康・安全教育の推進 

 事務事業の概要  主体的な態度を育てる体育、健康教育、食育、安全教育を推進する。 

事務事業の実績 

・体力向上プランの作成と定期的な評価（全小中学校） 

・学校保健委員会の開催（２回） 

・栄養教諭による食育指導の実施 

・スクールガードリーダーの委嘱と活動実施 

・防犯・防災に係る危機管理マニュアルの充実と点検 

・地震（津波）・火災・不審者を想定した避難訓練の実施（年３回以上

全小中学校） 

・柳井市避難所生活体験活動の実施（８月３日～４日 柳井南小、南中） 

事務事業の経費 １，１４０千円 （前年度対比１０７．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

各学校の実状に応じた危機管理マニュアルの作成、見直しを行って 

いる。 

 関係機関との連携により主体的で実践的な態度を育てる防災避難訓

練を行う。 

評     価 Ａ 

 

No.14 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 幼保小中高の連携 

事務事業の概要 校種を越えて子どもの情報を共有し幼保小中高の連携を推進する。 

事務事業の実績 

・幼保小連携協議会の開催（２回） 

・県教委作成資料「つながる子どもの育ち」の活用 

・「つながる子どもの育ち大会」柳井大会の実施（10月 29日） 

・柳井市小中高連携教育協議会 



 

14 

 

  校長会（２回）、教務主任研究集会（１回）、中高生徒指導連絡協

議会（３回）、柳井市学校保健委員会（２回） 

・小学校教諭による保育体験の実施（夏休み期間中 ２日） 

事務事業の経費 ― 

事務事業の成果 

と課題 

教職員間の連携は強化されてきている。児童・生徒間の連携を一層

深める取組を多く実施することが求められる。 

評     価 Ｂ 

 

NO.15 

施  策   名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 地域に開かれた学校づくり 

事務事業の概要 

コミュニティ・スクール、学校支援ボランティア、地域ぐるみで子

どもを育てる推進会議等を通して、学校・家庭・地域との連携を強化

し、地域に開かれた学校づくりを推進する。 

事務事業の実績 

・学校支援ボランティア総会の開催（柳井市文化福祉会館） 

・地域コーディネーター協議会の開催（市内１５校） 

・学校支援ボランティア研修会の開催（柳井南小学校） 

・地域ぐるみで子どもを育てる会の開催（学校区中心に７回） 

・学校運営協議会の開催（各校４～５回） 

・柳北文化フェスティバルの開催（１１月１６日） 

事務事業の経費 １，０９９千円 （前年度対比１０９．５％） 

事務事業の成果 

と課題 

 各学校を単位としたコミュニティ・スクールや学校支援ボランティ

ア活動の充実を図りながら、各中学校区を単位とした異校種、家庭、

地域連携を推進していく。そのためにもこれらの活動の中核となるボ

ランティアコーディネーターと学校との連携をより一層推進していく

必要がある。 

 また、柳北小のコミュニティルームを活用した取組にも着手した。 

評     価 Ａ 

 

NO.16 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 教職員の資質の向上 

事務事業の概要 
 授業力や個に応じた指導力の向上をめざして、教職員の資質向上の

ための研修を充実する。 

事務事業の実績 

・「柳井市の教育」を市内全教職員に配付し、「しなやかさ・なごやか

さ」の育成をめざした協働的な研修体制を確立 

・学校担当指導主事が各校の校内研修に合わせて学校を訪問 

・「授業の機能マップ」を用いた授業分析による授業の改善 
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事務事業の経費 ― 

事務事業の成果 

と課題 

授業改善の取組に学校間格差があるので、各校の実態に応じた支援 

の在り方を考えていく必要がある。 

評     価 Ｂ 

 

NO.17 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 学力向上の取組 

事務事業の概要 

 学校の組織的な取組、指導方法の工夫改善、学習環境の整備、学習

習慣の確立を図るとともに、子どもたちの学力状況の把握に基づく課

題の明確化と解決に向けた具体的な取組を推進する。 

事務事業の実績 

・「授業の機能マップ」による授業改善の推進 

・「学びのサイクル」による家庭学習の充実 

・学力向上推進リーダー・推進教員の活用による授業改善 

・学校担当指導主事による授業改善支援 

・市販の学力検査ＮＲＴを全小中学校で実施（小５・中２） 

・学力調査の結果を踏まえ、年３回学力向上委員会を開催 

事務事業の経費 ６０５千円 （前年度対比９０．４％） 

事務事業の成果 

と課題 

各学校で「授業の機能マップ」を基にした校内研修が行われるよう

になった。全国学力テストのＢ問題に対応した力を身に付けさせるた

めに、日々の授業で「授業の機能マップ」を意識した授業が展開され

るようにしていくことが課題である。 

評     価 Ｂ 

 

NO.18 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 教育総務課 

事務事業の名称 教育環境の充実と学校規模の適正化 

事務事業の概要 

安全で快適な教育環境と教育条件の整備を図るため、平成２３年２

月に策定した『新たな柳井市立小中学校整備計画』に基づき、小中学

校の適正規模・適正配置計画及び学校施設の安全確保を計画期間内に

実施することとする。 

① 適正規模・適正配置計画の内容 

児童・生徒の登下校の安全確保を最優先に考え、適正な通学時間、

通学距離の範囲に適正規模・適正配置の学校づくりを行う。また、活

力ある学校づくりと指導体制の充実を図り、複式学級の解消に向けた

取組を進める。 

② 学校施設の安全確保の内容 

校舎等の耐震化対策のためには、相当の経費と時間を要することか
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ら、目標期間を定めるとともに、改築、耐震補強など具体的な手法を

検討し実施する。 

事務事業の実績 

① 耐震化対策の取組 

・柳井南中学校屋内運動場耐震補強及び改修工事を完了 

平成 25年度末の小中学校の耐震化率 89.1％ 

事務事業の経費 － 

事務事業の成果 

と課題 

『新たな柳井市立小中学校整備計画』に基づいた適正規模・適正配

置計画において、西部地区の小学校の統合も提案しているため、今後、

適時に関係者との協議の場を設け、理解を得ながら進める必要がある。 

また、学校施設の安全確保では、耐震基準を満たさない施設が６棟

あるため、耐震化対策の事業を「柳井市実施計画」に位置付け、中期

財政計画との整合を図りながら進める必要がある。 

評     価 A 

 

NO.19 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校給食センター 

事務事業の名称 学校給食センター運営事業 

事務事業の概要 

安全で栄養バランスのとれた給食を提供し、食に関する正しい理解や

望ましい食習慣を育むために、学校給食の充実及び学校における食育の

推進を図る。 

事務事業の実績 

・給食対象校 柳井市内小中学校 14校 

・年間給食日数 199日 

・年間食数 497,218食 

・給食費収入額 115,697千円 

・米飯 週 4回 パン 週 1回 

・地産地消率 25.0％ 

・各小中学校への学校給食巡回訪問回数 45回 

事務事業の経費 ７２，７５６千円 （前年度対比１０４．０％） 

事務事業の成果 

と課題 

 全国で学校給食における食中毒や異物混入等が発生しており、学校給

食安全基準に即した衛生面の徹底管理及び労働安全衛生の徹底を図っ

ている。 

評     価 Ａ 

 

NO.20 

施  策  名 義務教育の充実 担当課 学校教育課 

事務事業の名称 「立志（こころざし）の教育」推進事業 

事務事業の概要 
児童生徒が夢を抱き自己実現が図れるよう、発想力や想像力を育成し

たり、教員の指導力を高める事業を実施したりする。また、地域と共に
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ある学校づくりを推進する。 

事務事業の実績 

・教師の人材育成講座『時習館』の開催 受講者   １２人 ７回 

・講師招へいによる校長の人材育成 １月２７日         

・柳井市算数・数学ジュニアオリンピックの開催  ８月２６日     

・「やない立志の教育のつどい」の開催 １月１８日     

  立志の主張、俳句コンクール等の入賞者の表彰式  

  パネルデスカッション「地域と共にある学校づくり」 

事務事業の経費 ２３０千円 

事務事業の成果 

と課題 

平成２５年度からの新規事業である。 

『時習館』では２人の指導主事が誕生した。 

「柳井市算数・数学ジュニアオリンピック」では、小中教員が問題作

成に携わることにより、教員の力量アップ及び児童・生徒の学力向上に

寄与している。 

「やない立志の教育のつどい」は、柳井の地における人材育成のシン

ボル的行事として企画し概ね好評であった。継続的行事として実施する

ためには、今後は、マンネリ化や形骸化の防止に留意する必要がある。 

評     価 Ｂ 

 

NO.21 

施  策  名 高等学校教育・高等教育の充実 担当課 教育総務課 

事務事業の名称 私立高等学校補助金事業 

事務事業の概要 
学校法人柳井学園の運営、学校教育の振興を目的として、私学運営

事業の経費に係る補助を行う。 

事務事業の実績 補助額 2,600千円 

事務事業の経費 ２，６００千円 （前年度対比１００％） 

事務事業の成果 

と課題 

老朽化・耐震化等施設関係の支出が学校運営を圧迫する中、学校運

営経費に対する補助を行うことにより、私学運営の健全化に寄与した。    

今後も補助を継続していく必要がある。 

評     価 Ａ 

 

NO.22 

施  策  名 高等学校教育・高等教育の充実 担当課 教育総務課 

事務事業の名称 ふるさと学生応援奨学金貸付事業 

事務事業の概要 

向学心に燃え、人物及び学業が優秀でありながら家庭の経済的理由

により修学が困難な人に対し、奨学金を貸し付けることにより、有為

な人材を育成するとともに、将来にわたる人材の定住を促進する。 

一般奨学金 月額 30,000円  定住促進奨学金 月額 10,000円 
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事務事業の実績 

基金積立額  30,000千円 

平成２５年度 応募者 2人  貸付決定者 1人（内 1人辞退） 

       貸付額 1,440千円（一般奨学金のみ） 

貸付者（平成２５年度末累積） ４人 

平成２５年度末基金残髙 26,091千円 

事務事業の経費 １，４４０千円 （前年度対比１３３．３％） 

事務事業の成果 

と課題 

奨学金の貸付により、学生の修学環境の向上が図られた。 

平成２３年度から応募者が募集人員に満たない状況が続いており、

事業のより一層の周知を図る必要がある。 

評     価 Ｂ 

 

 

NO.23 

施  策  名 就学前教育の充実 担当課 教育総務課 

事務事業の名称 幼稚園教育振興事業 

事務事業の概要 

家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減等を図るため、

幼稚園の入園料及び保育料について、その一部を補助する。また、幼

稚園教諭を対象とした教育研究・研修活動への補助を行う。 

事務事業の実績 

平成２５年度は市内２園と市外４園に入園している市内在住の園児

１８７人を対象に保育料等の一部を補助した。 

・柳井幼稚園   83人（8,035千円）  

・柳美幼稚園   71人（6,596千円） 

・麻郷幼稚園   30人（2,995千円） 

・田布施幼稚園   1人（144千円） 

・玖珂中央幼稚園 1人（62千円） 

・聖光幼稚園   1人（62千円） 

研究研修費補助 市内 2園（324千円） 

事務事業の経費 １８，２１７千円 （前年度対比１２５．１％）  

事務事業の成果 

と課題 

保護者の所得状況に応じて、入園料及び保育料の全額又は一部を補

助することにより、子育て世帯に対し経済的支援を行った。 

今後も国の動向を見ながら事業を継続実施していく必要がある。 

評     価 Ａ 

 

NO.24 

施   策   名 生涯学習の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 公民館各種教室講座開催事業  

事務事業の概要 
生涯学習の拠点のひとつである公民館を活用し、いつでも、誰でも

が学びたいときに、必要な学びが始められるよう、各種教室講座を開
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催する。 

事務事業の実績 

・中央公民館教室講座  開催数    8 講座 

報償費   64千円 

・地区公民館 9館講座  開催数   100講座 

報償費  370千円 

事務事業の経費 ４３４千円 （前年度対比８５．６％） 

事務事業の成果 

と課題 

生涯学習に対する関心や意欲が高まる中で、地域の特色を生かした

生涯学習が求められている。そのため公民館では、地域の特色を生か

した講座に取り組んでいるが、指導者の確保に苦慮している。 

地域における学習環境づくりを進めるためには、生涯学習を通じた

社会参加や地域活動を通じて学ぶことで活力のある地域づくりを進め

ることが重要となる。そのためにも、各公民館を中心とした生涯学習

ネットワークの強化や公民館主事の人材育成に努める必要がある。 

評    価 Ｂ 

  

 

NO.25 

施   策   名 生涯学習の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 星の見える丘工房管理運営事業 

事務事業の概要 

星の見える丘工房施設の管理運営を行う。 

施設の概要 

 面積 144.4㎡ 

建設時期 平成 10年 

設備概要 

 屈折天体望遠鏡、陶芸窯、作業場、研修室 

事務事業の実績 

・使用状況 

  242件  2,832人 （H24 243件 3,145人） 

・主な主催行事 

  天体観測会 4回 参加者 109人 

・自主グループ数 2団体 

  陶芸グループ、竹細工グループ 

事務事業の経費 ８９４千円 （前年度対比１００．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

各種工作や作業ができるスペース、陶芸窯や天体観測施設を有する

特色のある施設であり、年間を通して、天体観察会等を実施するよう

努めている。また、特定の団体だけの利用ではなく、多くの市民が利

用できる施策を進めることが必要である。 

評    価 Ｂ 
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NO.26 

施   策   名 生涯学習の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 公民館管理運営事業 

事務事業の概要 
公民館運営審議会及び公民館連絡協議会の開催、公民館運営上必要

な基本的一般事務及び施設の管理を行う。 

事務事業の実績 

・公民館運営審議会 開催数 10回  (中央 1回、各館×各１回)   

・公民館連絡協議会 開催数 １回 

・主な支出 

  報酬 公民館運営審議会   291千円 (5,100円×57人) 

     公民館連絡協議会     31千円 (5,100円× 6人) 

     公民館主事   2,804千円 (116,800円×12月×2人) 

事務事業の経費 １３，１８８千円 （前年度対比９３．３％） 

事務事業の成果 

と課題 

出張所併任の職員の公民館事業への関わりを強め、公民館主事の役

割を担っていくようにする。 

評    価 Ｂ 

 

 

NO.27 

施   策   名 生涯学習の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 文化福祉会館管理運営事業 

事務事業の概要 
指定管理者制度の導入による管理運営（平成２３年度から３年間）

を行う。 

事務事業の実績 

施設の利用状況(中央公民館事業含む。) 

・文化福祉会館  2,980件 57,844人（H24 3,200件 61,513人） 

・勤労青少年ホーム   940件 14,761人（H24 923件 14,844人）  

事務事業の経費 
８，８２５千円  （前年度対比１１８．３％） 

（内、指定管理運営委託料 ７，３２０千円） 

事務事業の成果 

と課題 

アンケートによる利用者の評価は良い。 

指定管理者制度の導入が利用者に理解され、指定管理者も自主事業

を多く実施するなど、利用者のニーズを把握し、適切なサービスの提

供に努めている。 

評    価 Ａ 

  

NO.28 

施   策   名 生涯学習の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 柳東文化会館管理運営事業 

事務事業の概要 
柳東文化会館の運営及び施設の管理を行う。 

施設の概要 
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 建設時期 昭和 62年  RC造 2階建 

 敷地面積 約 3,600㎡ 

 建物面積 335.95㎡ 

柳東文化会館運営協議会に業務委託 

事務事業の実績 

・使用状況 

  1,276件 32,213人 （H24 1,266件 27,571人） 

・使用料収入 468千円 （H24 368千円） 

・自主グループ数 27団体 

・主な主催事業 

  春まつり 5/19 

  秋まつり 10/19～10/20 

 社会福祉・健康づくり推進の集い 3/8 

事務事業の経費 ５，７７１千円 （前年度対比９４．０％） 

事務事業の成果 

と課題 

会館の運営管理を地元の運営協議会に委託している。利用状況は活

発で、自主グループも充実している。また、主催事業も毎年積極的に

実施している。 

建物の設備の老朽化が進んでおり、計画的な改修の必要がある。 

評    価 Ａ 

 

 

NO.29 

施   策   名 生涯学習の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 伊保庄北文化会館管理運営事業 

事務事業の概要 

伊保庄北文化会館施設の管理運営を行う。 

施設の概要 

 建設時期 昭和 63年  RC造 2階建 

 建物面積 190.3㎡ 

事務事業の実績 

・使用状況 

  498件 7,071人  （H24 485件 7,536人） 

・使用料収入 40千円 （H24 32千円） 

・自主グループ数 5団体 

施設の一階部分は、児童クラブとしても活用されている。 

事務事業の経費 １，２８６千円 （前年度対比１０６．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

伊保庄公民館と連携し、地域の生涯学習施設として利用されている。 

地域活動の拠点として、さらに利用の促進を図る。 

評    価 Ｂ 
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NO.30 

施   策   名 生涯学習の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 学習等供用会館管理運営事業 

事務事業の概要 

神代、石神、遠崎地区の学習等供用会館３施設の管理運営を行う。 

施設の概要 

 神代 平成 2年建設  RC造 2階建 延床面積 101.76㎡   

 石神 昭和 62年建設  RC造 2階建 延床面積 181.38㎡  

 遠崎 平成元年建設    RC造 2階建 延床面積 193.33㎡  

事務事業の実績 

・使用状況 

神代 521件 4,077人（H24  645件 4,229人） 

  石神 152件 1,733人（有料 2件 56人）（H24 167件 1,725人） 

  遠崎 314件 3,076人 (有料 9件 55人) 

    （H24 279件 2,277人（有料 12件 69人）） 

・使用料収入 123千円 （H24 138千円） 

事務事業の経費 ２，６４４千円 （前年度対比７７．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

大畠公民館と連携し、地域の生涯学習施設として、また地域活動の

拠点として利用されている。 

各施設ともに建設後２５年以上が経過し、建物の設備の老朽化が進

んでおり、計画的な改修の必要がある。 

評    価 Ｂ 

 

 

NO.31 

施   策   名 生涯学習の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 社会教育の振興 

事務事業の概要 
社会教育振興のため、社会教育指導員を配置する。 

社会教育法に基づき社会教育委員会議を開催する。 

事務事業の実績 

・社会教育振興団体への補助事業 

  小中学校ＰＴＡ、市子ども会育成連絡協議会他  

・社会教育指導員 2人の配置 (しらかべ学遊館 2人) 

・社会教育委員会議開催状況 2回  委員数 16人 

事務事業の経費 ４，８３５千円 （前年度対比１０７．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

社会教育指導員及び社会教育委員は、円滑に社会教育事業を推進す

るために重要な役割を担っており、研修、会議等によりさらに資質の

向上を図る。 

評    価 Ｂ 
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NO.32 

施  策  名 生涯学習の推進 担当課 図書館 

事務事業の名称 図書館管理運営事業 

事務事業の概要 知の拠点施設としての柳井・大畠図書館の適切な管理運営を行う。 

事務事業の実績 

（児童サービス事業） 

柳井 おはなしの会       開催 5回 参加者  91人 

柳井 おはなしバスケット    開催  5回 参加者 66人 

大畠  おはなしの会       開催 11回 参加者 291人 

（図書購入実績） 柳井   1,306冊 （H24  1,578冊） 

         大畠    301冊 （H24   371冊） 

（貸出冊数）   柳井  117,209冊 （H24 123,937冊） 

         大畠   10,873冊 （H24   12,311冊） 

（入館者数） 柳井 54,759人 （H24 55,501人) 

       大畠  8,446人 （H24  8,918人） 

（優秀感想画・感想文展示事業） 柳井まつりの日と 2月上旬に実施 

（図書館まつり事業）  大畠公民館まつりに併せて実施 

事務事業の経費 ２１，８４１千円 （前年度対比８７．５％） 

事務事業の成果 

と課題 

市民サービスの向上を図るため、祝日の開館及び平日の開館時間の

延長を行っている。 

今後も図書の充実について引き続き取り組む。 

評     価 Ａ 

 

NO.33 

施  策  名 芸術・文化の振興 担当課 サンビームやない 

事務事業の名称 サンビームやない管理運営事業 

事務事業の概要 
芸術文化の拠点施設として貸館業務の円滑な運営と施設の維持管理

を行う。 

事務事業の実績 

施設の使用状況 

 使用日数   61日    （H24  56日） 

 入場者数   25,654人  （H24 31,326人） 

使用料収入  5,849千円  （H24 6,055千円） 

自主文化事業 

第 25回サザンセト音楽祭の開催 

 洋楽の部            (10月 27日  16組 156人出演) 

 郷土芸能の部・邦楽の部（12月 22日  11組  98人出演) 

施設の修繕 

 空調設備改修工事        40,950千円 

 オーケストラピット昇降装置修繕 4,032千円 



 

24 

 

事務事業の経費 ７２，０７４千円 （前年度対比１７１．３％） 

事務事業の成果 

と課題 

市民に身近な文化施設として貸館業務とサザンセト音楽祭を行って

いるが、今後も計画的な施設の修繕と人的体制の整備及び館の有効活

用策について検討する必要がある。 

評     価 Ｂ 

  

 NO.34 

施   策   名 芸術・文化の振興 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 中央公民館芸術文化振興事業 

事務事業の概要 
市民が芸術文化に触れ、また参加することができる場を提供するこ

とにより芸術文化の振興を図る。 

事務事業の実績 

・短詩型文学祭開催（116千円） 

 ４月～５月 募集 

６月２３日 優秀作品等発表 

<一般の部>  <小中高校生の部> 

俳句部門（投稿数）  477句      437句 

  短歌部門（投稿数）  407首      140首 

  詩部門 （投稿数）   112編       72編 

・第 47回市生活芸術展覧会開催（180千円） 

  11月 2日（金）～11月 4日（日） 

  市内の６グループの作品を一堂に展示、観賞する事業 

・第 49回市美術展覧会開催（135千円） 

  11月 9日（土）～11月 13日（水） 

  出品作品 185点  出品者 158人 

事務事業の経費 ４３１千円 （前年度対比９９．８％） 

事務事業の成果 

と課題 

短詩型文学祭の投稿者は、全国各地から応募があり、また、市美展

の出品者についても市外の方の参加割合が大きくなっている。多くの

投稿・出品作品に触れる機会が持てることはとても良いことであるが、

今後、市の芸術文化の振興を図っていく上でしっかりとＰＲを行い、

市民の投稿、出品を促進していく必要がある。 

評    価 Ａ 

 

NO.35 

施   策   名 芸術・文化の振興 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 大畠公民館芸術文化振興事業 

事務事業の概要 

公民館で自主活動をしているグループの作品発表等により自己研

鑽、生涯学習の活性化を図る。 

大畠公民館まつり（文化作品展、こどもの広場等）開催 
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事務事業の実績 

公民館まつり（図書館まつり同時開催） 

 ・こどもの広場（10月 26日～10月 27日） 参加者 延べ 321人 

   おはなしの会(人形劇)、茶道体験教室、トールペイント、図書

館クイズほか 

・こども作品展（大畠地区内小中学校・保育所から）217点 

 ・文化作品展（10月 26日～10月 27日） 来場者 286人 

   地区内文化サークル、個人の芸術作品の展示（14団体 個人 10    

人 411点） 

事務事業の経費 ３２千円 （前年度対比９４．１％） 

 

事務事業の成果 

と課題 

大畠地区の芸術・文化振興事業として定着し、出展者及び来観者等

も楽しみにしている地域の重要な行事となっている。 

今後さらに企画運営等に工夫を凝らし、地元はもとより、各地区か

らの参加の促進に努める必要がある。 

評    価 Ａ 

 

 

NO.36 

施   策   名 歴史・伝統の継承と保護 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 しらかべ学遊館管理運営事業 

事務事業の概要 

しらかべ学遊館の管理運営を行う。 

施設の概要 

 建築時期 平成 16年 （商家を改修） 

 建物面積 366㎡ 

 展示室及び学習室 

 休館日 毎週火曜日 

事務事業の実績 

開館日数 309日   （H24 308日） 

入館者数 12,996人  （H24 13,762人） 

白壁の町「やない」の歴史や見所を紹介した。 

やないの伝統や文化を保存し伝えていくため、民俗資料展示及び学習

機会を提供した。 

事務事業の経費 １，３０７千円 （前年度対比１０３．７％） 

事務事業の成果 

と課題 

民俗資料のテーマ展示や企画展示を充実し、柳井市及び白壁の町の

歴史について情報発信を活発に行い、リピーターの期待に応えるよう

努めた。 

放課後子ども教室の活用なども積極的に進め、施設の多様な活用を

図る必要がある。 

評    価 Ｂ 
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NO.37 

施   策   名 歴史・伝統の継承と保護 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 伝統的建造物群保存地区保存事業 

事務事業の概要 伝統的建造物群保存地区内の建物等の修理、修景による整備を行う。 

事務事業の実績 修景に関する補助金交付  １００千円 

事務事業の経費 ２７９千円 （前年度対比６．３％） 

事務事業の成果 

と課題 

保存計画に沿って、地元住民の理解、協力を得ながら景観、文化財

を保持していく必要がある。 

評    価 Ａ 

 

NO.38 

施   策   名 歴史・伝統の継承と保護 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 茶臼山古墳管理運営事業 

事務事業の概要 

茶臼山古墳の管理運営を行う。 

施設の概要 

 整備時期 平成 10年 

 資料館建築面積 185㎡ 

 昭和 23年国史跡に指定 

 休館日 月曜日 

事務事業の実績 

開館日数 309日    （H24 309日） 

総入場者数 7,193人  （H24 8,755人） 

貴重な歴史遺産として情報を発信し、学習機会を提供した。 

事務事業の経費 ２，３３７千円 （前年度対比１０１．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

歴史遺産として市の観光スポット、児童生徒の歴史学習などに活用

されている。また、市民の憩いの場として親しまれるよう適切な管理

に努めている。 

今後、入館者がさらに増加するよう取り組むことが課題である。 

評    価 Ｂ 

 

NO.39 

施   策   名 歴史・伝統の継承と保護 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 町並み資料館管理運営事業 

事務事業の概要 

町並み資料館の管理運営を行う。 

施設の概要 

 国登録有形文化財（平成 12年 12月） 

 建築時期 明治 40年 （県内最古の銀行建物） 

 建物面積 347㎡ 

 休館日 月・木曜日 
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事務事業の実績 

開館日数 266日   （H24 265日） 

入館者数 21,706人  （H24  17,955人） 

古市金屋地区の町並みに関する歴史的資料を展示し、情報提供した。 

金魚ちょうちん祭りひなめぐり開催期間中に臨時的に開館した。 

事務事業の経費 ２，９６７千円 （前年度対比９３．４％） 

 

事務事業の成果 

と課題 

白壁の町並みを訪れる人々に、町並みの見所をできるだけわかりや

すく説明し、商家の歴史について理解を深めてもらうよう工夫してい

る。 

松島詩子の業績を紹介する「松島詩子の名曲を歌う会」は、「白壁の

町並みを守る会」の主催により３か年継続しており盛況である。 

今後も来訪者に親しまれる施設の運営・管理に努める。 

評    価 Ａ 

 

NO.40 

施   策   名 歴史・伝統の継承と保護 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 大畠郷土民俗資料館管理運営事業 

事務事業の概要 

大畠郷土民俗資料館の管理運営を行う。 

施設の概要 

 建築時期 平成 3年 

 建築面積 156㎡ 

事務事業の実績 
入館者数 216人  （H24  235人） 

民俗資料を保存及び展示し、学習機会を提供した。 

事務事業の経費 ６６千円 （前年度対比１０８．２％） 

事務事業の成果 

と課題 

民俗資料の保存や展示を充実し、郷土の民俗文化について情報発信

を活発に行うとともに、児童生徒の歴史学習などの場として活用を図

る必要がある。 

評    価 Ｂ 

 

 

NO.41 

施   策   名 歴史・伝統の継承と保護 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 月性展示館管理運営事業 

事務事業の概要 

月性展示館の管理運営を行う。 

施設の概要 

 建築時期 昭和 45年 

  建築面積 117㎡ 

事務事業の実績 
入館者数 813人  （H24 726人） 

幕末の勤王僧月性の業績について、資料を保存し展示した。 
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事務事業の経費 ２，２５３千円 （前年度対比１００％） 

事務事業の成果 

と課題 

幕末の勤王僧月性の業績について、資料展示とその保存により、情

報発信を行っている。 

今後は、入館者の増加に努めるとともに歴史遺産として児童生徒の

歴史学習などの場として活用を図る必要がある。 

評    価 Ａ 

 

NO.42 

施   策   名 歴史・伝統の継承と保護 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 県指定｢むろやの園｣保存修理事業 

事務事業の概要 老朽化により損傷のあった庇、壁面の修理、補強の実施 

事務事業の実績 主屋毀損外壁修理補助 

事務事業の経費 ４００千円 （前年度対比３９２．２％） 

事務事業の成果 

と課題 

今後も、山口県教育委員会及び所有者と協力して、建物全体の適切

な維持管理に努める必要がある。 

評    価 Ａ 

 

NO.43 

施   策   名 歴史・伝統の継承と保護 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 埋蔵文化財調査事業 

事務事業の概要 国営緊急農地再編整備事業に伴う埋蔵文化財試掘調査及び発掘調査 

事務事業の実績 
・発掘調査  伊陸地区内４遺跡 

・発掘調査取りまとめ 阿月「山添遺跡」 

事務事業の経費 １７，６６０千円 （前年度対比９６．２％） 

事務事業の成果 

と課題 

 農地所有者との協議に時間を要し、埋蔵文化財の有無の調査時期が 

延期される場合もあるが、国とも連携を図り事業を行っており、概ね

順調に推移している。 

評    価 Ａ 

 

NO.44 

施   策   名 青少年の健全育成 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 成人祝賀式開催事業 

事務事業の概要 

新成人の自主運営による成人祝賀式を開催する。 

 対象者は平成 5年 4月 2日から平成 6年 4月 1日までの出生者 

 317人 

事務事業の実績 
行事開催内容 

・開催日時 平成 26年 1月 5日 11:00～ 
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・会 場  アニバーサリーステージ ベルゼ 

・出席者  240人(出席率 75.7％) 

事務事業の経費 ５２３千円 （前年度対比９９．２％） 

事務事業の成果 

と課題 

新成人スタッフを公募し、実行委員会を組織して、記念式典、記念

パーティーの内容を検討し実施しており、大変好評である。課題は、

毎年変わるスタッフの確保。 

評    価 Ａ 

 

NO.45 

施   策   名 青少年の健全育成 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 青少年育成センター事業 

事務事業の概要 センターに相談員 1人を配置し、指導、相談体制の充実に努める。 

事務事業の実績 

・街頭補導 

 少年補導員 88人 

  巡視回数  64回 

・危険箇所調査と立て札設置   2か所 

・青少年問題協議会（１回）及び青少年健全育成市民会議常任委員会

（１回）の開催 

事務事業の経費 １，７０３千円 （前年度対比９８．６％） 

事務事業の成果 

と課題 

相談体制の充実を図るため、警察署とも連携し、青少年の実態の把

握や研修会への参加等を行い、相談員の専門性の向上に努める必要が

ある。 

評    価 Ｂ 

 

NO.46 

施   策   名 人権教育の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 人権教育推進事業 

事務事業の概要 
柳井市人権教育推進委員会を設置し、各地区公民館で地域住民対象

の研修を行い、地域リーダーを育成する。 

事務事業の実績 
人権教育推進委員会の開催回数  2回 

地域住民対象研修会の開催回数 13回 

事務事業の経費 ２３０千円 （前年度対比９３．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

地域での人権教育を推進していくため、人権推進委員相互の情報交 

換、交流の機会の増大に努めている。 

推進委員の資質向上に向けての研修をさらに充実するために、各地

区公民館との連携を図りながら研修内容や研修時期を見直していきた

い。 

評    価 Ａ 
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NO.47 

施   策   名 人権教育の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 人権教育講座開設事業 

事務事業の概要 人権教育を推進するための講座を開設する。 

事務事業の実績 

講座の開催回数(35回) 

・幼・保・小・中・高等学校人権教育主任研修会 1回 

・企業・事業所人権教育研修会         1回 

・学校人権教育研修会                1回 

・保護者対象人権教育研修会           15回 

・地区別学校人権教育研修会           4回 

・その他                   13回 

事務事業の経費 ３１８千円 （前年度対比８４．６％） 

事務事業の成果 

と課題 

幅広い人権課題の解決に向けて人権教育を推進していくためには、

市内外から専門知識を持った講師を招いて研修会を行うことが必要で

ある。従って、今後も計画的かつ組織的に研修会を実施していくため

には、講師を招へいするための予算の確保が必要である。 

評    価 Ａ 

 

NO.48 

施   策   名 人権教育の推進 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 人権教育研修事業 

事務事業の概要 
自由・平等・生命をキーワードとする人権を尊重した行政の推進の

ため、たゆまぬ研修に努める必要があり、研修会等へ参加する。 

事務事業の実績 

運動団体の研修会や大会への参加 

・回数  8回 

・人数 29人 

事務事業の経費 ３０８千円 （前年度対比９６．６％） 

事務事業の成果 

と課題 

各運動団体の取組や方向性等を把握するために、積極的に研修会や

大会へ参加し、情報収集に努める必要があり、今後も予算確保が不可

欠である。 

評    価 Ａ 

 

NO.49 

施   策   名 スポーツ・レクリエーション活動の振興 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 各種体育施設管理運営事業 

事務事業の概要 
柳井市体育館の指定管理を含め、市内各体育施設を快適に使用でき

るよう、施設の適正な管理を行う。 

事務事業の実績 施設の使用(利用)状況 
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・柳井市体育館（指定管理） 

           2,361件 85,962人（H24 2,442件 81,152人） 

・武道館       1,295件 26,573人（H24 1,233件 24,890人） 

・南浜グラウンド   1,766件 55,482人（H24 1,716件 56,965人） 

・小田浜グラウンド    294件 16,417人（H24  337件 15,775人） 

・大畠グラウンド       610件 17,549人（H24   634件 18,319人） 

・伊陸地区体育館    574件 13,260人（H24  520件 12,361人） 

・阿月地区体育館    153件 4,866人（H24   293件 6,653人） 

・神西地区体育館    153件  4,323人 

・遠崎地区体育館    386件  6,959人 

・学校体育施設開放事業 

           4,301件 71,689人（H24 4,997件 88,431人） 

事務事業の経費 ３１，９３８千円 （前年度対比８７．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

指定管理の施設を含め、体育館や武道館、グラウンド、さらに各地

区の体育館など管理する施設を計画的に見回り、整備を行っている。

今後、使用者のマナーの向上を高めていく必要がある。 

また、施設の老朽化も進み、計画的な改修が必要である。 

評    価 Ｂ 

 

NO.50 

施   策   名 スポーツ・レクリエーション活動の振興 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 市民球場管理運営事業 

事務事業の概要 

市民球場の管理運営を行う。 

施設の概要 

 建築時期 平成 2年 

 建築面積 2,991㎡ 

事務事業の実績 

・使用状況 

110日 8,322人  （H24 124日 8,476人） 

・主な支出 

  施設改修工事費          815千円 

施設管理のための雇用賃金    3,289千円 

球場整備業務等委託料          6,090千円 

事務事業の経費 １５，１６４千円 （前年度対比７３．７％） 

事務事業の成果 

と課題 

竣工後２４年が経過し、計画的な施設の改修が必要である。 

また、施設の利用を促進し、市民に親しまれる管理運営に努める必

要がある。 

評    価 Ｂ 

 



 

32 

 

NO.51 

施   策   名 スポーツ・レクリエーション活動の振興 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 ウエルネスパーク管理運営事業 

事務事業の概要 

柳井ウエルネスパークの指定管理を行う。（平成 24年度から 5年間） 

施設の概要 

 総面積 20.4ha 

 テニスコート、緑地と大型遊具、多目的広場 

 温水利用型健康運動施設アクアヒルやない  

事務事業の実績 

・施設利用状況 

テニスコート    2,064件 16,527人（H24 2,059件  6,712人） 

アクアヒルやない   307日 64,699人（H24   308日 62,426人） 

多目的広場      457件 15,986人（H24   322件 8,838人） 

・主な支出 

  ウェルネスパーク管理運営委託料  52,480千円 

事務事業の経費 ５３，００３千円 （前年度対比９９．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

平成２４年度から施設全体が柳井市に移管となり、公募により「美

津濃株式会社」が指定管理者として施設の管理運営を行っている。利

用者数を増やすことが管理運営上の最重要課題であり、随時、指定管

理者との協議を行っている。アクアヒルやないについては、移管前の

平成２３年度に、県により施設の大規模な改修工事がなされたが、温

水を扱う大規模な施設で、多くの機械設備が付帯している。このこと

から、専門的な知見をもって日常の機器の点検管理を励行し、利用者

の安心・安全を第一義に管理を行う必要がある。 

評    価 Ｂ 

 

NO.52 

施   策   名 スポーツ・レクリエーション活動の振興 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 社会体育の推進 

事務事業の概要 各種行事の運営を関係団体に委託して、社会体育の充実を図る。 

事務事業の実績 

・市民スポーツレクリエーションのつどい 10月 14日（祝） 

    参加者 2,556人 

・市民駅伝競走大会  12月 8日（日） 

     参加者 86チーム 600人 

・短縮マラソン大会   1月 13日（祝） 

     会場  ウエルネスパーク 

    参加者 12部門 435人 

・健康ハイキング 2月 11日（祝） 

  参加者 約 660人（新庄・余田含む。）  
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事務事業の経費 ７５９千円 （前年度対比１２９．５％） 

事務事業の成果 

と課題 

各事業とも、スポーツイベントとして長い伝統があり、市民の参加

も活発であるが、行事が冬期に集中していることで、業務内容が過密

となっている。 

今後も、マンネリ化にならないように、また、安全にも十分配慮し

て行事を継続するとともに、参加を促進していく必要がある。 

評    価 Ａ 

NO.53   

施   策   名 スポーツ・レクリエーション活動の振興 担当課 生涯学習・スポーツ推進課 

事務事業の名称 社会体育の支援 

事務事業の概要 

社会体育振興のため、スポーツ推進審議会・スポーツ推進委員との

協議、地域スポーツ振興のための補助金交付、全国大会等への出場者

激励を行う。 

事務事業の実績 

・スポーツ推進審議会の開催 

   2回 10人 

・各団体への補助金交付 

柳井市体育協会補助金         1,720千円 

我がまちスポーツ推進事業補助金    1,500千円      

地区スポーツ振興補助金         202千円 

スポーツ少年団関係補助金        172千円 

ビジコムカップ野球大会補助金      300千円 

・全国大会出場者に激励金の交付 

個人  88人 

団体   9件 

    県体(一般)  11団体 155人  

県体(スポ少) 16団体 232人 

高校野球 ３校 

事務事業の経費 ５，９６３千円 （前年度対比９３．３％） 

事務事業の成果 

と課題 

団体の自主運営化の推進と、団体相互の交流の促進に努めている。 

 今後もスポーツ推進条例に基づき、全市的なスポーツ振興を一層図

る必要がある。 

評    価 Ａ 
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参 考 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（事務の委任等） 

第26条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務

の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 

⑴ 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

⑵ 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

⑶ 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

⑷ 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免

その他の人事に関すること。 

⑸ 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

⑹ 第29条に規定する意見の申出に関すること。 

３ 教育長は、第１項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部

を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員（以

下この項及び次条第１項において「事務局職員等」という。）に委任し、又は事務局

職員等をして臨時に代理させることができる。 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局

職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、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する。 

（都道府県知事に対する都道府県委員会の助言又は援助） 

第27条の２ 都道府県知事は、第24条第２号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、

及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育

に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。 

 


