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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２６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２７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２７年度に実施した教育委員会の事務事業のうち、「平成２７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、具体的に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、取組のねらいが明確でよく分析もされているが、事務事

業の経費に関して、前年度との対比割合について考察してみると、増額した事業につい

ては、施設の整備充実をはじめとして、事業の活性化が図られたことに起因するものか

と思われるが、減額した事業については、経費の節減とよく言われるが、減額すること
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により事業の取組に支障が無いようにお願いしたい。 

教職員の資質の向上及び学力向上の取組についても引き続き努力してほしい。 

   いじめ問題については、早期発見・早期対応に努めていただきたい。 

 

（２）施策、事業ごとの知見 

【義務教育の充実】 

  №１ 教育委員会運営事業 

     総合教育会議を開催し、行政と地方教育行政相互の理解、連携を図ることは、今後も

必要と考える。 

№４ 小学校管理事業 

耐震診断実施率 100％は重要なことであり、耐震化率 94.6％はかなり高い率であると

考えられるが、熊本地震を考えると、100％実施に向けての努力をお願いしたい。 

№５ 小学校教育振興事業 

英語を母国語とするＡＬＴをしっかり活用して、英語の正しい発音の習得に努めてい

ただきたい。また、ＡＬＴを招いての教職員研修を企画していただきたい。 

№６ 中学校管理事業 

学校施設の耐震化については、100％を目指して取り組んでいただきたい。 

№７ 中学校教育振興事業 

英語教育については、ＡＬＴの活用を図り、正しい英語の発音ができるように努めて

いただきたい。 

№11 個を生かす生徒指導の充実 

いじめに関して、アンケート調査を週１回実施しているが、マンネリ化しないようお

願したい。 

不登校、暴力行為、いじめの認知件数は確かに増加の傾向が見られるが、早期発見、

早期対応と併せて、なぜ増加傾向にあるのかということについての原因を究明し、対策

を講じることが必要と思う。 

№13 健康・安全教育の推進 

学校保健委員会の開催時期を年度初めと年度終わりの２回だけでなく、年度途中にも

開催して、健康安全面への取組状況を考察して、より実績のあるものにしてほしい。 

№14 幼保小中高の連携 

実効性のある教育活動を推進するためには、幼、保、小、中、高の連携は重要なこと

だと思う。取組の内容を検討して、Ａ評価になるよう努めていただきたい。 

№16 教職員の資質の向上 

学習指導、生徒指導等の充実をめざし、№11「個を生かす生徒指導の充実」、№14「幼

保小中高の連携」と連動して教職員の資質の向上を図り、Ａ評価になるよう努めていた

だきたい 



3 

 

№17 学力向上の取組 

英語教育推進教員を中心として、ＡＬＴを最大限に活用して、正しい英語の発音の習

得に児童生徒のみならず教職員の研修機会を作り、英語教育の向上に努めていただきた

い。 

№18 教育環境の充実と学校規模の適正化 

耐震化率 100％を目指して取り組んでいただきたい。 

№20 「立志（こころざし）の教育」推進事業 

事業のねらい、事業内容等の検討を行い、この事業を大切に育てていただきたい。 

 

【歴史と伝統の継承と保護】 

№38 茶臼山古墳管理運営事業 

事務事業の実績にも述べてあるが、身近な素材として歴史学習に活用していただきた

い。 

 

５ 今後の取組について 

  ・事務事業の点検・評価の分析を行うことにより、その成果が効果的、効率的な教育行

政に反映できるよう、学識経験者の知見を踏まえて、事務事業の見直し及び改善に努め

ます。 

  ・平成２７年度に策定した柳井市教育大綱・柳井市教育基本計画に基づき、平成２８年

度から点検・評価報告書の内容及び様式の見直しを進めます。 
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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 3,300 B 教育総務課 

  2 指導主事派遣事業 29,388 A 

3 スクールバス運営事業 23,374 B 

4 小学校管理事業 750,548 B 

5 小学校教育振興事業 61,971 B 
学校教育課 

教育総務課 

6 中学校管理事業 107,148 B 教育総務課 

7 中学校教育振興事業 35,535 B 
学校教育課 

教育総務課 

8 寄宿舎管理運営事業 156 A 学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 保健体育関係事業 59,132 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 3,052 B 

12 教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実  6,963 A 

13 健康・安全教育の推進 1,138 A 

14 幼保小中高の連携 － B 

15 地域に開かれた学校づくり 1,045 A 

16 教職員の資質の向上 － B 

17 学力向上の取組 619 A 

18  教育環境の充実と学校規模の適正化 － B 教育総務課 

19 学校給食センター運営事業 91,018 A 学校給食センター 

 20 ｢立志（こころざし）の教育｣推進事業 175 A 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 1,680 B 
就学前教育の充
実 23 幼稚園教育振興事業 27,467 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 415 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 1,070 B 

26 公民館管理運営事業 35,057 B 

27 文化福祉会館管理運営事業 8,115 A 

28 柳東文化会館管理運営事業 5,757 A 

29 伊保庄北文化会館管理運営事業 1,191 B 

30 学習等供用会館管理運営事業 3,561 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 4,582 B  

32 図書館管理運営事業 22,594 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 29,631 B 
サンビームや

ない 

34 中央公民館芸術文化振興事業 426 B 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 31 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 1,340 B 

37 伝統的建造物群保存地区保存事業 7,000 A 

38 茶臼山古墳管理運営事業 2,468 B 

39 町並み資料館管理運営事業 2,980 A 

40 大畠郷土民俗資料館管理運営事業  55 B 

41 月性展示館管理運営事業 2,686 A 

42 県指定「むろやの園」保存修理事業   0 B 

43 埋蔵文化財調査事業 19,037 A 

青少年の健

全育成 

44 成人祝賀式開催事業 561 B 

45 青少年育成センター事業 1,725 B 

人権教育の

推進 

46 人権教育推進事業 219 A 

47 人権教育講座開設事業 330 A 

48 人権教育研修事業 345 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 60,127 B 

50 市民球場管理運営事業 11,521 B 

51 ウェルネスパーク管理運営事業 54,332 B 

52 社会体育の推進 930 B 

53 社会体育の支援 6,404 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：13回 

議案審議 48件  報告 13件 

・総合教育会議の開催状況：3回 

・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 全国都市教育長協議会：5月 20日～22日（厚木市） 

③ 山口県都市教育長会議：7月 9、10日（萩市） 

④ 山口県教育委員会協議会研修会：11月 12日（光市） 

⑤ 県・市町教育長意見交換会：10月 15日（周南市） 

・教育委員による学校訪問 計 14校、延べ 23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 ３，３００千円 （前年度対比１００．０％） 

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。 

また、今年度から総合教育会議を開催し、市長と教育委員の連携を

図った。 

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人と共に、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
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に従事した。 

・学校訪問指導回数：全１５校（延べ８８１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、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：１５か所（２１回） 

・学校向け人権教育講座：全１５校（２１回） 

事務事業の経費 ２９，３８８千円 （前年度対比１０４．１％） 

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台の運行を交通事業者に委託して実施

する。 

・柳井中学校 ４台（対象：旧日積・旧伊陸中学校校区生徒 65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 19人） 

・大畠小学校 ２台（対象：旧神西・旧遠崎小学校区児童 45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 23,996ｋｍ／台） 

・日積小学校 １系統（走行距離 9,836ｋｍ） 

・柳井南小学校１系統（走行距離 6,368ｋｍ） 

・大畠小学校 ２系統（平均走行距離 7,973ｋｍ／台） 

事務事業の経費 ２３，３７４千円 （前年度対比９５．１％） 

事務事業の成果 

と課題 

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１１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ため、車両の更新を検討する必要がある。 

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 Ｂ 
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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                   36,945千円 

・点検管理業務等の委託料 ２２件        69,217千円 

   機械警備、消防設備点検業務ほか 

・施設整備工事費 ６件                  601,988千円 

柳井小学校屋内運動場改築工事 

新庄小学校屋内運動場耐震補強・第１校舎改築工事ほか 

平成 27年度末 小学校耐震診断実施率 100.0％ 

                  耐震化率     94.6％ 

・図書購入費                  2,955千円  

   （対前年度比 96.8 ％ 前年度決算額 3,053千円） 

事務事業の経費 ７５０，５４８千円 （前年度対比３６８．７％） 

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、施設改修及び設備備品等の整備に取り組んだ。 

１２校のうち建設後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２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          1,110千円 

・各小学校の教授用消耗品費等の需用費    6,687千円 

・学童交通安全帽子代 （新入学児童用）    301千円 

・教師用教科書及び指導書等購入       17,443千円 

・各種補助金                2,014千円 
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  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 

・各種業務委託料 ５件     8,330千円 

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 

・コンピュータ等使用料           7,020千円 

・教材等及び理科教育設備備品購入費     9,400千円 

  教材等 48件  理科教育設備 11件 

・就学援助費（学用品費等） 対象者 436人  8,431千円 

・特別支援教育就学奨励費（学校給食費、通学費等） 

              対象者  11人   376千円 

事務事業の経費 ６１，９７１千円 （前年度対比％）１４４．７％ 

事務事業の成果 

と課題 

図書館支援員を配置し、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                   22,443千円 

・点検管理業務等の委託料 １４件         13,189千円 

   機械警備、消防設備点検業務ほか 

・施設整備工事費 ３件                  56,697千円 

  大畠中学校屋内運動場改築工事ほか 

平成 27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                  1,932千円 

   （対前年度比 100.1％ 前年度決算額 1,931千円） 

事務事業の経費 １０７，１４８千円 （前年度対比１８６．４％） 

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、設備備品等の整備に取り組んだ。 

４校のうち建設後３０年以上経過している校舎等がある学校が３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。 
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評     価 Ｂ 

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            45千円 

・教授用消耗品費等の需用費             2,760千円 

・各種業務委託料 ５件               9,192千円 

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 

・コンピュータ等使用料             4,326千円 

・教材等及び理科教育設備備品購入費       5,065千円 

  教材等  24件  理科教育設備  5件 

・ヘルメット（140人）、安全ベスト（259人）、教育研究会補助金等 

1,489千円 

・就学援助費（学用品費等） 対象者 246人      11,128千円 

・特別支援教育就学奨励費（学校給食費、通学費等）  

対象者 5人      252千円 

事務事業の経費 ３５，５３５千円 （前年度対比１１８．２％） 

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月に入寮を開始したが、平成１９

年度から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。 
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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   126千円  建物保険料    14千円    

  下水道使用料   16千円 

事務事業の経費 １５６千円 （前年度対比９０．７％） 

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箇所もあり、

寮の再開には課題がある。 

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                  179千円 

・心臓・貧血検診事業              2,422千円 

・就学時健康診断事業               947千円 

・教職員健康診断事業              1,517千円 

・児童生徒健康診断事業             16,559千円 

・学校保健体育事業等              7,793千円 

・就学援助費（給食扶助等） 対象者  682人   29,715千円 

事務事業の経費 ５９，１３２千円 （前年度対比９６．４％） 

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 

・キャリア教育で育成が求められるコミュニケーション能力を高める場
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づくりを意図した授業の実施 

   各中学校での職場体験学習の実施 

   中学生企業家セミナーの開催 

・全小中学校で「キャリア教育年間計画」の見直しを行い、次年度用を

作成 

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。 

キャリア教育を意図した体験的な活動の充実だけでなく、日頃の授業の

中でキャリア教育の充実をめざした研修を行った。 

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 

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

Ｈ26 小 1人 中 6人   小 2件 中 1件    小 10件 中 4件 

Ｈ27 小 6人 中 14人  小 4件 中 3件    小 28件 中 13件 

事務事業の経費 ３，０５２千円 （前年度対比９８．５％） 

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増加傾向にあるが、全てのケ

ースに対して、学校がその改善に向けて組織的に対応している。 

今後もこれらの問題行動等はどの子どもにも起こりうるという認識を

学校全体で共有し、早期発見・早期対応を心掛け、自己肯定感を高める

取組を充実するとともに、個に応じた生徒指導体制を一層強化していき

たい。 

評     価 Ｂ 
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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（１１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） 

・通級指導教室における指導体制の充実（学習指導の拡充） 

・教育支援委員会の拡充（年２回）とそれに併せた校内教育支援委員会

の効果的な措置 

・特別支援教育推進週間の実施（２回） 

事務事業の経費 ６，９６３千円 （前年対比１０２．２％） 

事務事業の成果 

と課題 

年２回の教育支援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） 

事務事業の経費 １，１３８千円 （前年度対比９９．８％） 

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児童生徒の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 
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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「スタートカリキュラム実践事例集」の活用 

・小中高連携教育協議会 

  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）、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 １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 

・中学校区ごとに学校支援ボランティア総会を開催（柳北小・余田小・

小田小・大畠小） 

・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（新庄小学校） 

・地域教育ネットの開催（学校区中心に１０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１４日） 

事務事業の経費 １，０４５千円 （前年度対比１０２．３％） 

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４中学校区に地域教育ネットを

設置。柳井中学校区のしらかべネットにおいて、学校、保護者、地域

の役割に関するアンケートを実施。その結果をもとにコミュニティ・

スクールへの参画意識を高めるための取組について協議した。 

評     価 Ａ 
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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 

事務事業の経費 ― 

事務事業の成果 

と課題 

どの学校も授業改善の重要性を自覚し、熱心に研修に取り組んでい

るが、その力点の置き方は学校の置かれた状況によって様々である。

今後は学校の規模や校種の違いなどを踏まえ、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及び英語教育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回学力向上研究集会を開催 

・アクティブ・ラーニングのある授業の推進 

事務事業の経費 ６１９千円 （前年度対比９８．９％） 

事務事業の成果 

と課題 

どの学校においても、全教員で学力学習状況調査等のデータ分析の

結果を共有し全校体制で学力向上に取り組んでいる。また「授業の機

能マップ」を基にした授業改善のための校内研修も定着してきている。

今後も全国学力学習状況調査のＢ問題で求められる活用力をより一層

伸ばしていくために、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支援していく。 

評     価 Ａ 
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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

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 

・余田小学校管理特別教室棟基本実施設計業務 

・市内小中学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事実施設計業務 

平成 27年度末の小中学校の耐震化率 94.5％ 

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」に基づき、学校の適正規模・

適正配置及び学校施設の安全確保を計画的に実施している。 

なお、耐震基準を満たさない施設３棟の耐震化については、「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計画的に

進める必要がある。 

評     価 Ｂ 

 

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するとともに、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 小中学校 14校 

・年間給食日数 195日 

・年間食数 468,427食 
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・給食費収入額 119,225千円 

・米飯 週 4回 パン 週 1回 

・地産地消率 24.5 ％(野菜) 

・各小中学校への学校給食巡回訪問回数 48回 

・食育出前授業「ふるさと食材の会」 小学校 ７校 

事務事業の経費 ９１，０１８千円 （前年度対比１１７．９％） 

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管理の徹底を図っている。 

 また、学校給食協力会の協力を得て、地産地消の大切さや農産物の生

産の様子を学び、食の大切さを理解する食育出前授業を実施し、食育の

推進を図った。 

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

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（中核となるリーダーの育成）受講者１２人 

「克己堂」の開催（授業づくり名人の育成）受講者 6 人 

・講師招へいによる校長の人材育成 １月２０日         

・「柳井市小中学校算数・数学王決定戦」の開催 ８月２７日     

・「やない立志の教育のつどい」の開催 １２月５日     

 ＊立志の主張、俳句コンクール等の入賞者の表彰式 

 ＊中学生起業家セミナー体験作文発表 

 ＊柳井市教育大綱・教育振興基本計画発表 

 ＊講演 

事務事業の経費 １７５千円 （前年度対比６３．６％） 

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１人の指導主事が誕生した。 

「柳井市小中学校算数・数学王決定戦」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、今年度は、教育振興基本計画の策定に向けた
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熟議を実施するなど、継続的行事として実施するため、マンネリ化や形

骸化の防止に留意している。 

評     価 Ａ 

 

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 
学校法人の運営、学校教育の振興を目的として実施される事業等の

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 

事務事業の実績 

基金積立額  30,000千円 

平成２７年度 応募者 ２人  貸付決定者 ２人 

       貸付額 1,680千円（一般奨学金・定住促進奨学金） 

貸付者（平成２７年度末累積） ７人 

償還金 288千円  償還者 ２人 

平成２７年度末基金残髙 23,635千円 

事務事業の経費 １，６８０千円 （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、

制度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 
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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 

市内２園と市外２園に入園している市内在住の園児２２４人を対象

に保育料等の一部を補助した。 

・柳井幼稚園  102人（12,827千円）  

・柳美幼稚園   77人（ 9,620千円） 

・麻郷幼稚園   44人（ 4,528千円） 

・田布施幼稚園   1人（   168千円） 

研究研修費補助 市内 2園（324千円） 

事務事業の経費 ２７，４６７千円 （前年度対比１０８．７％）  

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 
生涯学習の拠点である公民館を活用し、いつでも、誰もが、学びた

いときに必要な学びを行えるよう、各種教室講座を開催する。 

事務事業の実績 

・中央公民館教室講座  開催数    7講座 

報償費   56千円 

・地区公民館 9館講座  開催数   103講座 

報償費  359千円 

事務事業の経費 ４１５千円 （前年度対比１０３．０％） 

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、地域における学習環境

の整備や地域の特色を生かした生涯学習の推進が求められている。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、講師等の

確保に苦慮している。 

また、生涯学習への取組を通した社会参加や地域貢献により、公民

館を中心とした活力のある地域づくりを進めることが重要である。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 
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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 

  153件  1,949人 （H26 198件 2,604人） 

・主な主催行事 

  天体観測会 6回 参加者 164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 １，０７０千円 （前年度対比１１６．９％） 

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、年間を通して定期的に天体観察会を実施する

よう努めている。今後は、特定の団体だけでなく、多くの市民が利用

できる施策（利用ＰＲ含む。）を進める必要がある。 

評    価 Ｂ 

 

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と施設の維持管理を

行う。また、施設の利便性向上や利用の際の安心安全を確保するため、

公民館の整備を進める。 

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     36千円 (5,100円× 7人) 

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

  新庄公民館建替に係る実施設計業務委託料等   20,993千円 

事務事業の経費 ３５，０５７千円 （前年度対比２４９．６％） 

事務事業の成果 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
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と課題 割を担っていくようにする。老朽化に伴う施設整備を計画的に行う必

要がある。 

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２６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  3,096件 59,037人（H26 3,247件 57,955人） 

・勤労青少年ホーム   1,108件 16,307人（H26 965件 14,850人） 

事務事業の経費 
８，１１５千円  （前年度対比９８．４％） 

（うち、指定管理運営委託料 ８，１００千円） 

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、指定管理者も利用者の

ニーズを把握し、自主事業を企画するなど、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 

 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 

  1,031件 24,466人 （H26 1,145件 24,204人） 

・使用料収入 415千円 （H26 468千円） 

・自主グループ数 19団体 

・主な主催事業 

  春まつり 5月 17日 

  秋まつり 10月 17日～10月 18日 

 社会福祉・健康づくり推進の集い 3月 14日 
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事務事業の経費 ５，７５７千円 （前年度対比９７．５％） 

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、主催事業も定期的に毎年

積極的に実施している。 

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 

  467件 8,173人  （H26 491件 7,565人） 

・使用料収入 35千円 （H26 40千円） 

・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 １，１９１千円 （前年度対比９８．１％） 

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 

 

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、石神及び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 465件 4,022人（H26  457件 3,695人） 

  石神 163件 2,015人（有料 42件 225人）（H26 217件 1,589人） 

  遠崎 279件 3,397人 (有料  7件  60人)（H26 296件 2,961人） 

・使用料収入 140千円 （H26 147千円） 
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事務事業の経費 ３，５６１千円 （前年度対比１２５．３％） 

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、トイレやエアコンなどの計画的な改修・修繕が必要である。 

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ほか 

・社会教育指導員 3人の配置 (しらかべ学遊館 3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 ４，５８２千円 （前年度対比９３．５％） 

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、会議等への参加機会を増や

し、さらに資質の向上を図る必要がある。 

評    価 Ｂ 

 

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 114人 

柳井 おはなしバスケット    開催  5回 参加者 82人 

大畠  おはなしの会       開催 10回 参加者 150人 

（図書購入実績） 柳井   1,297冊 （H26  1,448冊） 

         大畠    502冊 （H26   423冊） 

（貸出冊数）   柳井  106,319冊 （H26 114,538冊） 

         大畠   11,240冊 （H26   9,372冊） 

（入館者数）   柳井   47,827人 （H26  48,702人) 

         大畠    8,434人 （H26   8,542人） 

（優秀感想画・感想文展示事業） 柳井まつりの日（11月 23日）に実
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施 

（図書館まつり事業） ふれあいうずしおまつり（5 月 10 日）と大畠

公民館まつり（11月 1、2日）に併せて実施 

事務事業の経費 ２２，５９４千円 （前年度対比８２．７％） 

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   78日    （H26  73日） 

 入場者数   24,721人  （H26 28,749人） 

使用料収入  6,186千円  （H26 7,091千円） 

自主文化事業 

第 27回サザンセト音楽祭の開催 

 洋楽の部            (11月 8日  14組 157人出演) 

 郷土芸能の部・邦楽の部（ 1月 17日  10組 92人出演) 

施設の修繕 

 客用便所汚水排水設備改修工事  1,888千円 

事務事業の経費 ２９，６３１千円 （前年度対比７５．６％） 

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（111千円） 

 ４月～５月 募集 
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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）  773句      344句 

 短歌部門（投稿数）  324首      128首 

 詩部門 （投稿数）    99編       33編 

・第 49回市生活芸術展覧会開催（135千円） 

  11月 1日（日）～11月 3日（火） 

  市内の６グループの作品を一堂に展示、観賞する事業 

・第 51回市美術展覧会開催（180千円） ※第 50回（360千円） 

  11月 14日（土）～11月 18日（水） 

  出品作品 188点  出品者 161人 

事務事業の経費 ４２６千円 （前年度対比６９．０％） 

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、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、

基本・原点に戻って市の芸術文化の振興を図っていく上で市民の投稿、

出品を促進していく必要がある。 

評    価 Ｂ 

 

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。 

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（11月 7日～11月 8日） 参加者 延べ 399人 

   おはなしの会(人形劇)、茶道体験教室、デコナップ教室、図書

館クイズ、読書通帳作成、月性さん紙しばいの展示ほか 

・こども作品展（大畠地区内小中学校・保育所から）244点 

 ・文化作品展（11月 7日～11月 8日） 来場者 399人 

   地区内文化サークル、個人の芸術作品の展示（12団体 個人 12    

人 378点） 

事務事業の経費 ３１千円 （前年度対比９１．２％） 

 

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、地元を中心に各地区からの

参加の促進に努める必要がある。 
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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   （H26 306日） 

入館者数 12,423人  （H26 10,571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 １，３４０千円 （前年度対比９６．１％） 

事務事業の成果 

と課題 

民俗資料・文学資料等のテーマ展示や企画展示を実施し、市及び白壁

の町の歴史について情報発信を行っているが、企画展示や情報発信を

より活発に行い、リピーターの期待に応えるよう努める必要がある。 

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 

 

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 修理・修景に関する補助金交付（１棟）4,538千円 

事務事業の経費 ７，０００千円 （前年度対比５５．３％） 

事務事業の成果 

と課題 

保存計画に沿って、地元住民の理解と協力を得ながら、伝建地区の

景観や文化財を保護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 
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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 308日    （H26 307日） 

総入場者数 6,744人  （H26 6,296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 ２，４６８千円 （前年度対比１０４．８％） 

事務事業の成果 

と課題 

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。ま

た、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。 

今後、入館者・見学者がさらに増加するようＰＲ及び情報提供・発

信に努める必要がある。 

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 

事務事業の実績 

開館日数 267日   （H26 265日） 

入館者数 21,645人  （H26  20,370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 ２，９８０千円 （前年度対比１０１．４％） 

 

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５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。 
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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 

 建物面積 156㎡ 

事務事業の実績 
入館者数 170人  （H26  90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 ５５千円 （前年度対比７３．３％） 

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 

  建物面積 117㎡ 

事務事業の実績 
入館者数 1,586人  （H26 1,122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。 

事務事業の経費 ２，６８６千円 （前年度対比１１９．２％） 

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。 

平成２７年度は、平成２７年放映のＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」の

影響により入館者が増加した。 

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 
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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 老朽化による損傷部分の修理及び補強の実施 

事務事業の実績 主屋等毀損屋根修理補助 

事務事業の経費 ０千円 （前年度対比０％） 

事務事業の成果 

と課題 

今後も、災害時などの緊急時に必要な修繕を行うとともに、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 Ｂ 

 

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  日積地区大原団地内（南大原Ａ・Ｂ、鳥屋尾） 

・発掘調査取りまとめ 伊保庄「阿原・立石・貞政遺跡」 

事務事業の経費 １９，０３７千円 （前年度対比１１９．２％） 

事務事業の成果 

と課題 

 国及び地元と連携を図りながら事業を行っており、概ね順調に調査

を進めている状況である。 

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 7年 4月 2日から平成 8年 4月 1日までの出生者 

 310人 

事務事業の実績 

行事開催内容 

・開催日時 平成 28年 1月 9日 11:00～ 

・会 場  アニバーサリーステージ ベルゼ 

・出席者  200人(出席率 64.5％) 

事務事業の経費 ５６１千円 （前年度対比１０２．４％） 

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、

毎年公募するスタッフの確保と開催日程の調整である。 

評    価 Ｂ 



 

30 

 

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 93人 

  巡視回数  50回 

・危険箇所調査と立て札設置   4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 １，７２５千円 （前年度対比９９．７％） 

事務事業の成果 

と課題 

相談体制の充実を図るため、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とともに、警察署とも連携し、青少年の実態の把

握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人権教育を推進するとともに、

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 14回 

事務事業の経費 ２１９千円 （前年度対比１１９．７％） 

事務事業の成果 

と課題 

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や交流

の機会の増大に努めている。 

各地区公民館との連携を図りながら、推進委員の資質向上及び地域

リーダーの育成に向けて、研修内容を見直していきたい。 

評    価 Ａ 

 

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(42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 
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・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                   20回 

事務事業の経費 ３３０千円 （前年度対比１０６．１％） 

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必要がある。

したがって、今後も計画的に充実した研修会を実施していくためには、

講師のリスト及び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 31人 

事務事業の経費 ３４５千円 （前年度対比８８．２％） 

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 
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、施設の適正な管理運営を行う。 

事務事業の実績 

施設の使用(利用)状況 

・市体育館（指定管理） 

           2,595件 104,153人（H26 2,579件 86,973人） 

・武道館（指定管理）  855件 19,915人 

・弓道場        557件 10,271人（H26  950件 17,772人） 

・南浜グラウンド（指定管理） 

1,141件 28,124人（H26 1,600件 47,475人） 
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・小田浜グラウンド（指定管理）  

260件 11,926人（H26  368件 18,303人） 

・大畠グラウンド       573件 15,331人（H26   534件 12,526人） 

・伊陸地区体育館    776件 14,347人（H26  735件 12,855人） 

・阿月地区体育館     97件 3,861人（H26    82件 3,522人） 

・神代地区体育館    309件  5,486人（H26   246件  5,144人） 

・遠崎地区体育館    438件  7,813人（H26   464件  9,094人） 

・学校体育施設開放事業 

           3,694件 53,619人（H26 4,223件 66,988人） 

事務事業の経費 ６０，１２７千円 （前年度対比１９９．７％） 

事務事業の成果 

と課題 

指定管理の施設を含め、弓道場、グラウンド、さらに各地区の体育

館などの施設について、計画的に施設維持管理のための修繕を行って

いる。武道館は平成２６年９月に新築したが、他の施設は老朽化が進

んでおり、計画的な改修が必要である。 

また、施設を大切に使用してもらう観点から、使用マナーの向上が

図られるよう指導、助言を行う必要がある。 

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 

市民球場の指定管理を行う。（平成 27年度から 5年間） 

施設の概要 

 建築時期 平成 2年 

 建物面積 2,991㎡ 

事務事業の実績 

・使用状況 

133日 8,965人  （H26 120日 8,638人） 

・主な支出 

市民球場管理委託料       11,508千円 

事務事業の経費 １１，５２１千円 （前年度対比５９．６％） 

事務事業の成果 

と課題 

竣工後２６年が経過し、計画的な施設の改修が必要である。 

今年度から、指定管理を導入し施設の利用促進及び市民に親しまれ

る管理運営に努めているが、さらなる施設活用を進める必要がある。 

評    価 Ｂ 

 

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 
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事務事業の名称 ウェルネスパーク管理運営事業 

事務事業の概要 

柳井ウェ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   2,104件 15,331人（H26 2,123件 16,477人） 

アクアヒルやない  310日 69,445人（H26   312日 65,781人） 

多目的広場      306件 10,343人（H26   398件 15,861人） 

・主な支出 

  ウェルネスパーク管理運営委託料  52,977千円 

事務事業の経費 ５４，３３２千円 （前年度対比１０１．６％） 

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。健

康施設として、心身のリフレッシュが図られ、安心安全に多くの方に

利用してもらうことが管理運営上の重要課題であり、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・安全を最優先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 12日（祝） 

    参加者 1,880人     （H26 台風接近により中止） 

・市民駅伝競走大会  12月 13日（日） 

     参加者 82チーム 434人 （H26 65チーム 365人） 

・短縮マラソン大会   1月 11日（祝） 

     会場  ウェルネスパーク 

    参加者 12部門 405人   （H26 12部門 401人） 

・健康ハイキング 2月 11日（祝） 

     参加者 約 730人（新庄含む。）   （H26 650人） 
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事務事業の経費 ９３０千円 （前年度対比１４８．１％） 

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、日程が過密とな

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

て行事を継続し、参加を促進していく必要がある。 

評    価 Ｂ 

 

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 

   1回 11人 

・各団体への補助金交付 

柳井市体育協会補助金         2,020千円 

西日本卓球選手権大会補助金      1,000千円      

地区スポーツ振興補助金         180千円 

スポーツ少年団関係補助金        172千円 

レクリエーション協会補助金        30千円 

ビジコムカップ野球大会補助金      300千円 

プラチナ卓球大会補助金         800千円 

・全国大会出場者に激励金の交付 

個人 72人 

    県体(一般)  16団体 185人  

県体(スポ少) 14団体 213人 

事務事業の経費 ６，４０４千円 （前年度対比１１３．３％） 

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及びスポーツ推進計画に基づき、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25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27条の２及び第29条に規定する意見の申出に関すること。 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第１項の規定により委任された

事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければ

ならない。 

４ 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 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。 

 


