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杞₁論恣論嘲
薄征釡

胎宗教法人70貢42喝ª⎞祚貢き祇膏伍鍍刷┶U杞₁
論侮貢胎宗教法人70⎞祚貢賚收蔡驟惚òª行伍返身
昴貢盻殀◥齪行泱港紅42拍ů惚誓設浩伍杞₁
論貢渡論艷沸砿胎に艷貢き祇惚労鵠午

42拍ů貢
誓設徙〵
論澱舂

754斥

┶U杞₁論杞
澱臙に竭8542
拍ů征釡

斃塔貢┶U杞₁論行徙浩伍杞₁論貢胎に艷̌
貢き祇惚òª膏浩紅42拍ů惚誓設浩伍稿貢ù
橲受惚鯱蠻貢胎に艷拘穀收浩楡晃梗膏行国
酷伍胎宗教法人70貢42喝ª⎞祚貢き祇沸砿杞澱臙に
貢竭85惚労鵠午

42拍ů貢
誓設徙〵
論澱舂

615斥
)蠻霸于*

咤楼テラ窩怡拍
眛ル五征釡

ラテラ惚鯲テラ膏溝鵠咤楼貢⻗朮惚腎嶌貊行抗杭
鵠咤楼テラ篷釡貢42拍̌貢Ⓜ鳩行歹征江皇鵠梗
膏行国酷伍ラテラ臙に伍楼墫弴る臙に貢展帑沸
砿咤楼斥膏貢唆財肴採佐察査崎策㋞陪貢に癩
惚労鵠午

腎嶌貊琨
貊巷紅酷
貢霸于╀
ぜ憐舂

69
憐

ち泱窩怡臙帷
ぉ遊征釡

秦̈貊澱h﨟歸貢嶌貊殱昜行圃杭紅絏拍沸砿
窩怡惚广柎刷嶌貊刷欄妥雍欄膏貢ヾ縟行国酷
セ逸ª行〕濠鵠午

梅盻荳舂 281荳

嶌貊苙ル80訝
日苳征釡

蓖北67朮宣撚貢莠80訝儼腿行国酷椥ル江黒紅
嶌貊苙ル控伍丱訝行徙浩肱航貢⅓柤貢80訝淤
㋞惚衄浩肱広鵠拘惚硅紿溝鵠紅濠伍セ逸ª行
80訝日苳惚帑苙溝鵠午

80訝日苳
帑苙苙ル
舂)G舂*

6轢

恠嶌貊行抗広肱咤楼テラ┽罰控帑苙江黒
鵠梗膏荒航惚ぺ合恒鵠膏伍袿征釡貢氣
P淤購㔾晃伍責歙伍鴈侮善だ香貢埣ハ
荒航貢眛┃行国酷咤楼テラ窩怡拍眛惚匆
満溝鵠荒航伍征釡貢樛泌控鵯濠穀黒
鵠午

賓粉腔巷鵠梗膏膏弐苳江黒荒控穀伍徙
ø控苙江黒肱広荒広貢腔巷黒郊哢哇荒
黙主腔巷鵠貢腔伍80訝日苳貢46詬惚ぺ
合恒伍賓粉荒苙ル行考広肱購莨淺行徙
泱巡広紅広午

棋臙に埣満善行抗杭鵠征鳩貢à弴沸砿儡ネ貢◥齪貢♧遲刷℀卒貢46詬

征 釡 鞭

霸癩31朮柤購伍慎巵貢癩詬惚巷校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙購伍菟肱貢咤楼テラ篷釡行抗広肱
咤楼テラ窩怡拍眛膏貢塞墾察冴塞墾察
債策些惚帑﨑溝鵠梗膏̌行国酷伍慎
愀貢展帑惚労鵠氣P控巷鵠午

嶌貊苙ル購伍澱h﨟歸貢嶌40刷﨟┽
貢凅膏浩肱紘杭腔購荒晃伍尨并蕁行
購泱淺ぱ聟凅盻膏浩肱貢櫻琶惚詬紅
溝豪貢腔巷鵠梗膏拘穀伍莨淺行80訝
日苳惚〕濠鵠膏膏豪行伍80訝泌粐〕
セ逸惚ø巵溝鵠氣P控巷鵠午

征 釡 貢 鉐 P
焚36◥齪

霸癩31朮柤購伍慎巵貢癩詬惚疹校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙購伍胎宗教法人70沸砿袿征釡貢帑苙行
巷紅酷表陪惚殀肱広鵠杞₁論拘穀貢
P衽̌惚ぺ合恒伍征釡貢慎愀貢展帑
行考広肱遲チ溝鵠氣P控巷鵠午

醐臙に埣満善行国鵠♧遲刷℀卒46詬乞

42喝秦齪貢荒拘伍斃鴈貢﨟┽腑絏麹岌
に肱腑絏貢慎考膏浩肱豪ĩP腔巷酷伍
責歙豪9394浩肱征釡行焚酷36合黒紅
広午

袿征釡購伍胎宗教法人70貢42喝ª⎞祚貢き
祇沸砿┶U杞₁論貢竭85惚労鵠摂伍
岌に肱腑絏貢煙拘穀豪慎巵貢櫻琶惚
詬紅浩肱広鵠午
責歙購伍牀W伍P衽̌惚ぺ合恒征釡
貢展帑̌惚遲チ溝鵠氣P控巷鵠午

岌に肱腑絏貢慎考膏浩肱豪ĩP腔巷
酷伍責歙豪征釡貢9394沸砿展帑惚衽壕
紅広午

醐衄㍒70貢厨荒牀W刷P衽̌乞

霸癩31朮柤購伍筆薙荒癩詬惚疹校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙購伍＊盻浩肱広荒広秦̈貊澱
h刷﨟歸貢匆秤惚ぺ合恒伍嶌貊麹欄
妥雍欄膏貢歳再宰昨察魂惚慎愀展帑
江皇鵠氣P控巷鵠午

秦̈貊澱h﨟歸香貢徙泱購淺‖荒﨟┽
猤劵貢哇泌荒航行国酷聟浩晃荒耕肱攻
肱広鵠午
責歙購伍秦̈貊貢袤®輯驗伍ち泱窩怡
臙帷拘穀嶌貊香貢殱昜荒航行考広肱伍
欄妥雍欄購柏陪巡広紅広午
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腎嶌貊臙に詹
犀裟唆策與喋
征釡

唆策祭肴察座察臙帷貢犀裟唆策與喋沸砿貊塔
MBO貢與喋惚〕濠伍嶌貊塔貢航梗行巷耕肱豪嶌
貊塔咤貢鐶娯荒炒况∇遜行坤魂詐瑳腔攻鵠猤
劵貢帑﨑惚ò窩溝午

﨟歸琨斥
巷紅酷琨
癖貢犀裟
唆策控與
喋江黒紅
嶌貊舂

琱貊

恠嶌貊臙に詹
犀裟唆策與喋
征釡

澱h控㔾柤炒况泌行氣P荒∇⇄惚掃康梗膏控
腔攻鵠国康伍唆策祭肴察座察貢與喋惚〕濠伍
斃塔恠嶌貊行抗杭鵠炒况臙に貢┽̇泌惚労
鵠午

澱h琨斥
巷紅酷琨
癖貢犀裟
唆策控與
喋江黒紅
嶌貊舂

琤貊

嶌貊労蟷丹労
蟷與喋征釡

澱h﨟歸貢ファラドる陪貢圃疹惚労鵠膏膏豪行ϕ拘
荒氛惚に癩溝鵠紅濠伍嶌貊労蟷丹行抗広肱伍
范Y労蟷貢〰渡荒航行国酷嶌貊労蟷丹貢展帑
惚労鵠午

閹腿ª荒
労蟷宕舂
惚衄溝鵠
嶌貊舂

7貊

徙咤椹輩21罰
硫珙BFE珩
ル五征釡

澱h﨟歸沸砿嶌貊デ嶇貢創鴈控伍氛帷21罰行
国酷氛は遅驗行荒耕紅凅遍伍膽棒粭五膏浩肱
衄莫荒氛43香貢輩21罰珙袞鴪査崎再魂珩惚◉
麹拘行ネ康紅濠伍返嶌貊行徙咤椹輩21罰硫惚
與喋溝鵠午

斃塔恠腎
嶌貊香貢
BFE貢ル
五舂)G
舂*

28癖

嶌貊宰婚削┠
椹泌膃黛征釡

北椹宰婚削貢藻詹控賂聟荒澱h﨟歸荒航貢紅
濠伍┠椹宰婚削貢ル五江黒肱広荒広恠腎嶌貊
惚徙〵行伍┠椹宰婚削貢與喋惚〕濠鵠午

┠椹宰婚
削ル五È
盻舂

瑄桜盻

嶌貊61㔟糶俗
征釡

澱h﨟歸貢氛ホ貢筑菟荒̇け行∇溝鵠嶌貊61
㔟惚糶俗浩伍澱h﨟歸貢豐掃貢膃薬沸砿筑框
貢匆〕惚労鵠午

豐掃吩貢
嶌貊ヨ黙
憐舂

27憐

澱h﨟歸貢﨟┽鐶椹沸砿40瑯貢哇泌惚
ぺ合恒伍腎嶌貊豪簿濠菟肱貢嶌貊香貢
┠椹宰婚削貢ル五惚莨淺行〕濠肱馘浩
広午

范Y怡渡鷺察瑳貢墫行購伍澱h琨斥行
琨癖貢犀裟唆策惚與喋浩伍犀裟唆策控
衄莫行┽詹江黒鵠国康行浩肱馘浩広午
合紅伍﨑鷺察瑳袗侮塔腔巷耕肱豪壁㋞
荒與喋惚〕濠肱馘浩広午

范Y怡渡鷺察瑳貢墫行購伍炒况砌ヘ貢
̇悽行鉧牀浩考考伍犀裟唆策控衄莫行
藻詹腔攻鵠国康行征釡惚〕濠肱馘浩
広午
合紅伍﨑鷺察瑳袗侮塔腔巷耕肱豪壁㋞
荒與喋惚〕濠肱馘浩広午

霸癩31朮柤購伍筆薙荒癩詬惚疹校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙購伍藻詹苜┃行考広肱貢臙満圃
杭ｫ黛惚巵袗ª行帑苙溝鵠膏膏豪
行伍丱僥創鴈香徙咤椹輩21罰硫惚〝
紳溝鵠焚36惚〕濠鵠午

B淺蕁行臙Ⓜ満菟満控藻詹腔攻鵠国康
行ｫ黛惚楡攻94攻帑苙巡広紅広午
合紅伍丱僥創鴈行考広肱豪伍徙咤椹輩
21罰硫貢ル五凅盻惚ブ㌙浩伍B淺蕁行
藻詹腔攻鵠梗膏控衽合浩広午

霸癩31朮柤購伍筆薙荒癩詬惚巷校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙購伍☞卒㔾香貢徙泱伍丱凅﨡☞
貢怡渡荒航貢㌼主行焚酷36拷膏膏豪
行伍し噌貢る⑳沸砿衲㔟饉㔟伹貢祇
怙惚労鵠午

霸癩31朮柤購伍慎巵貢癩詬惚巷校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙豪伍23嶌貊47桜盻貢┠椹宰婚削
ル五惚ò閹行伍9394ª行┠椹宰婚削
貢ル五惚〕濠鵠午

楡攻94攻丱﨡丱⑳貢粐〕伍譜褫艷’貢
㔾魔香貢徙泱行柏陪浩伍嶢菟荒嶌貊61
㔟惚糶俗溝鵠膏膏豪行伍澱h﨟歸貢筑
框匆〕惚労耕肱馘浩広午

霸癩31朮柤購伍慎巵貢癩詬惚疹校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙豪楡攻94攻伍菟肱貢恠腎嶌貊控
閹腿ª荒労蟷宕舂惚衄溝鵠梗膏控腔
攻鵠国康伍范Y労蟷貢〰渡沸砿労蟷
貢廛✿惰〕貢焚36惚〕濠鵠午

霸癩31朮柤購伍慎巵貢癩詬惚巷校鵠
梗膏控腔攻紅膏68恒肱広鵠午
責歙購伍霸癩32朮柤合腔貢臙に詹犀
裟唆策貢鷺察瑳袗侮34凄歙行圃杭
肱伍澱h2斥行犀裟唆策2癖貢猤劵與
喋行考広肱遲チ惚〕濠鵠午

霸癩31朮柤購伍慎巵貢癩詬惚巷校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙購伍霸癩34朮柤合腔貢臙に詹犀
裟唆策貢鷺察瑳袗侮34凄歙行抗杭鵠
貊塔MBO麹貊鳩詹犀裟唆策貢與喋行考
広肱伍遲チ惚〕濠鵠氣P控巷鵠午

楡攻94攻労蟷廛✿貢惰〕荒航行国酷伍
徨著薙ǒ貢展帑惚労酷考考伍労蟷貢與
喋惚〕濠肱馘浩広午
合紅伍労蟷貢與喋紘杭腔購荒晃伍澱h
﨟歸貢肉詹惚惰〕溝鵠梗膏控ĩP腔巷
鵠午
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嶌貊﨟┽赤拍
満ョ五征釡

̇け姚并弗購稿黒行腿甲鵠姚并惚衄溝鵠澱h
﨟歸控伍ち謎荒臙に惚奮杭穀黒鵠国康行０迩
腑絏臙に腑絏満惚ョ五浩伍荳晝﨟┽罰捜貢赤
拍麹嶌40┽罰疹貢左材察宰惚ネ康梗膏行国
酷伍嶌貊臙に貢展帑惚労鵠午

嶌貊﨟┽
赤拍満貢
ョ五舂
珙G舂珩

3鞭

斃鴈哢嶌
ぉ遊征釡

斃鴈控氛ϕ拘行展帑浩紅﨟┽惚ョ鵠梗膏控腔
攻鵠国康伍嶌40雍善惚G遍ª刷喪1/10ª行糶俗
溝鵠疲06傚斃鴈哢嶌惚ぉ遊溝鵠午

斃鴈哢嶌
パスカル柞奮パスカル
70舂

437
斥

鍍鴈丹
┽罰征釡

斃鴈貢紅濠行伍帑墫﨟┽行敏溝鵠臙に伍嶌ヘ
沸砿艙泌行欄溝鵠返Ě貢征釡惚ネ広伍斃鴈貢
臙掃貢圃疹伍筑框貢匆〕伍炒翕貢0泌惚労
酷伍﨟┽艙泌貢竭85伍だ善┗ぶ貢匆〕行廛紳
溝鵠午

鍍鴈丹征
釡複秤70
舂

2-347
斥

¶34憐楼鴈艙
泌┅征釡

楼鴈艙泌┅控06傚0腔梅挑江黒鵠行巷紅酷伍
袿斃腔購伍厨挑征釡膏浩肱碁康紅貢╈シ肩鉤
┅語沸砿碁ǒ塀聳炒斎昏瑳塞墾采作語惚帑苙
浩紅午

疲06傚斃
厨挑征釡
襷帛70舂

5-899
斥

疲06傚斃艙泌
表善ぉ遊42拍
征釡

疲06傚斃艙泌表善行42拍ů惚誓設浩伍表善腔
購伍五ヘ艙ウ悽伍ウヘ̇ヱ̌惚ネ康膏膏豪
行伍五ヘ悽伍騁d賎伍儲牌̌貢に牌刷褐⇐惚
ネ康ウヘ褐⇐偏貢箭逸刷ぉ遊惚帑苙溝鵠午

厨挑征釡
複秤70舂

2-368
斥

労蟷丹à弴ぉ
遊征釡

﨟㌧嶌40貢稠♧膏浩肱斃鴈貢艙泌ªP衽行泱
恒鵠紅濠伍労蟷∇艷貢ぬ巵奮渡伍〝頓ナ瓶伍
ファラド蟷ù㍃沸砿複68∇艷ù㍃̌貢釡鳩惚粐〕溝
鵠午

24蟷〝頓
憐ゞ伹

1/::

肉詹◥齪貢曾砿濺壕購伍労蟷∇艷貢
矧泌麹突諂∇艷貢匆秤荒航控P煉膏
浩肱68恒穀黒鵠午
責歙購伍9394ª荒㌼主膏浩肱伍労蟷
∇艷貢展帑沸砿丹塔左察砦瑳貢展帑
惚労鵠氣P控巷鵠午

蒻朮柤購筆薙荒癩詬惚巷校鵠梗膏控腔
攻紅午
楡攻94攻伍像穀黒紅⎡遜惚衄莫行┽詹
浩伍罵牀攤啌行国酷労蟷∇艷貢展帑惚
〕濠肱馘浩広午

表善惚鏐癩溝鵠返練喪控71恒甲圃疹氛
麹㌼主惚窗耕肱征釡行焚酷36拷膏膏豪
行伍複秤70控朗巵浩荒広国康荒箭逸ぉ
遊控氣P腔巷鵠午
合紅伍斃控艙泌表善惚に癩浩肱広晃梗
膏控氣P腔巷鵠午

複秤70貢朮滽愀貢地酷荒航貢㌼主惚衄
溝鵠控伍楡攻94攻伍晰杰広朮滽愀香徙
泱浩紅征釡惚粐〕巡広紅広午
合紅伍鍍鴈丹貢衄艷泌行考広肱遲チ浩
肱馘浩広午

複秤70貢朗巵荒航貢黙主惚衄浩肱広鵠
控伍蕁千貢哇泌香貢徙泱麹奮パスカル70貢欄
氛控㔾広薙ǒ荒航惚68琿浩紅パスカル柞貢梅
ル荒航行国酷伍慎愀貢展帑惚鵯濠紅
広午

袿斃腔購筆薙荒癩詬惚巷校鵠梗膏控腔
攻紅午
責歙伍楼鴈艙泌┅惚梅挑溝鵠ジぐ枴0
沸砿斃﨤襁購伍畎疁貢苜┃控㌼主行荒
鵠豪貢膏淞腰黒鵠午

霸癩31朮柤購伍慎巵貢癩詬惚疹校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙購伍憎袗ª荒㌼主膏浩肱伍マ朮
愀貢善満惚ブ胎溝鵠梗膏行国酷表善
貢展帑惚労鵠氣P控巷鵠午

楼鴈艙泌┅行考広肱購伍袿斃厨挑征
釡香貢複秤70舂荒航拘穀伍筆薙荒癩
詬惚巷校鵠梗膏控腔攻紅午
責歙購伍楼鴈艙泌┅歙貢艙泌┽罰惚
航貢国康行悽梅浩肱広晃拘控㌼主腔
巷鵠午

袿斃腔購恠腎嶌貊香貢嶌貊﨟┽赤拍
満貢ョ五控秦筆薙腔巷酷伍責歙伍斃
塔返恠腎嶌貊行琨鞭貢腑絏満ョ五惚
〕濠鵠紅濠伍赤拍満貢伴滾苜┃貢膃
薬荒航惚労鵠氣P控巷鵠午

霸癩31朮柤購伍奮パスカル70貢肉詑淤貢圃
疹惚òª膏浩紅斃塔腎氛貢パスカル柞梅
挑伍06傚紺鷺瑳宰臙哢嶌膏貢ヾ縟行
国鵠哘鐶荒採察砂行徙泱浩紅嶌40雍
善貢糶俗̌貢焚36惚粐〕浩紅46詬伍
慎巵貢癩詬惚疹校鵠梗膏控腔攻紅午

哘鐶泌溝鵠だ善猤劵惚ぺ合恒伍斃鴈
貢臙掃惚㔾濠鵠梗膏控袗欹江黒鵠荒
拘伍袿斃貢鍍鴈丹┽罰征釡貢複秤70
購撚朮柤行鰔高肱匆秤溝鵠荒航伍慎
巵貢癩詬惚疹校鵠梗膏控腔攻紅午

蒻朮柤行鰔高肱癩詬購巷控耕肱広鵠膏
㌙濠穀黒鵠控伍ユⓂ臙満麹徨著ª荒砌
ヘ惚窗考70荒航貢表陪̌行国酷赤拍満
貢匆満惚労鵠荒航伍莨淺荒徙ø控氣P
腔巷鵠午



迩互互ヱ

窩閹鞭 帑カ
征 釡 鞭 征 釡 貢 鉐 P

焚36◥齪
醐臙に埣満善行国鵠♧遲刷℀卒46詬乞 醐衄㍒70貢厨荒牀W刷P衽̌乞

嶌貊苙ル梅膠
征釡

斃行抗杭鵠だ善臙に沸砿だ善喪に貢藺沸貢紅
濠伍嶌貊苙ル沸砿ル喋惚慎l斃鴈行梅膠浩伍
瑳材察最磌削魂鷺昆察査崎策┽罰惚粐〕溝鵠午

苙ル梅膠
肉詹70舂
珙椄珩

87-951
斥

斃鴈返Ě哢善
梅挑征釡

返Ě瑳材察最刷削魂鷺昆察査崎策哢善惚伍斃
弗購疲06傚斃喪に表善控梅挑浩伍斃鴈行筑菟
荒瑳材察最刷削魂鷺昆察査崎策貢雍善惚糶俗
溝鵠梗膏行国酷伍斃鴈貢筑框匆〕伍斃鴈侮貢
ちV沸砿丱僥瑳材察最竭85惚労鵠午

返u砌哢
善̌貢複
秤70舂

9-367
斥

肉詹70貢肉詑淤惚68琿浩伍67裼泌浩紅
喪に苙ル貢膃黛惚〕濠肱剛浩広午
合紅伍秤ç溝鵠練喪豪簿濠喪に表善貢
展帑惚労酷伍表善貢厨挑哢善惚匆麹溝
梗膏控ĩP腔巷鵠午

霸癩31朮柤購伍慎巵貢癩詬惚疹校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙購伍嶌貊苙ル肉詹練喪香貢苙ル
肉詹疹貢┑牀征慌貢惴ネ勿̇荒航惚
＊港伍㌵豪控泛ち行肉詹腔攻鵠苙ル
猤劵貢ブ胎行柏濠鵠氣P控巷鵠午

苙ル肉詹70行徙浩肉詹罪才察貢圃疹惚
某砿拘杭伍ぉ遊惚〕濠紅梗膏購撚〕腔
巷酷伍肉詹70購伍責歙豪肉詹罪才察貢
ど嶂惚氈枡巡広紅広午

霸癩31朮柤購伍筆薙荒癩詬惚巷校鵠
梗膏控腔攻紅午
責歙購伍67裼泌控〕拷喪に苙ル控哘
広梗膏拘穀伍肉詑淤貢圃疹惚労鵠紅
濠伍セ逸ª行苙ル貢膃黛惚〕濠鵠氣
P控巷鵠午



別　　表

指標名 実績

幼稚園就園奨
励事業

保護者の経済的負担の軽減と、公・私立幼稚
園間の保護者負担の格差是正を目的に、各世
帯の所得状況に応じた補助金を交付し、幼稚
園の入園料及び保育料の軽減を図る。

補助金の
交付対象
園児数

643人

私立幼稚園幼
児教育振興補
助金事業

市内の私立幼稚園に対し、幼稚園の保育料等
の軽減を目的とした補助金を交付し、その相
当額を毎月の保育料から差し引くことによ
り、保護者の経済的負担の軽減及び幼児教育
の振興を図る。

補助金の
交付対象
園児数

504人
(月平均)

外国語指導助
手設置事業

英語を母語とする外国の青年を中学校におけ
る外国語授業の補助等の職務に従事させるこ
とにより、英語教育、国際理解教育の充実及
び外国人とのコミュニケーション能力の育成
を図る。

中学校１
校あたり
の平均派
遣回数

58
回

適応指導教室
運営事業

不登校児童生徒の学校復帰に向けた援助及び
指導を家庭・学校・関係機関との連携により
計画的に進める。

開所日数 170日

学校施設耐震
診断事業

昭和56年以前の旧耐震基準により建設された
学校施設が、地震に対してどの程度の耐震性
能を有しているかを把握するため、計画的に
耐震診断を実施する。

耐震診断
実施施設
数(総数)

5棟

小学校において外国語活動が実施され
ることなどを踏まえると、本事業の必
要性は高く、今後、民間会社への委託
などの手法により外国語指導助手を増
員するなど、事業の強化が求められ
る。

危険であることと判断されながら、対
策が施されていないのであれば大変な
問題であるので、耐震診断の結果を踏
まえ、危険な施設については早急に対
応願いたい。

■教育委員会における事務の管理及び執行の状況の点検・評価の結果

事 業 名

平成20年度は、一定の成果をあげる
ことができた。
今後は、全ての外国語授業において
外国語指導助手とのティームティー
チングを実現すること等により、一
層の充実を図る必要がある。

学校施設は、児童生徒の学習・生活
の場としてだけではなく、災害時に
は応急避難場所としての役割を果た
すものであることから、早急に耐震
診断を進めるとともに、耐震化推進
計画を策定する必要がある。

事 業 の 概 要
取組状況

平成20年度は、一定の成果を上げる
ことができた。
今後は、保護者及び本事業の実施に
あたり協力を得ている幼稚園からの
要望等を踏まえ、事業の一層の充実
について検討する必要がある。

【教育委員会による点検・評価結果】

経済不況のなか、市民の生活支援や子
育て支援の一つとしても重要であり、
今後も継続して事業に取り組まれた
い。

本事業は、保護者の経済的負担の軽
減及び私立幼稚園の振興を図る他、
子育て支援の面からも一定の役割を
果たしている。
今後は、意見、要望等を踏まえ事業
の充実等を検討する必要がある。

子育て支援の一つとしても重要であ
り、今後も事業の継続及び充実を望み
たい。

【有識者の主な意見・要望等】

平成20年度は、十分な成果を上げる
ことができた。
今後は、通所していない不登校児
童・生徒の増加を踏まえ、学校や関
係機関とのネットワークを一層充実
させる必要がある。

不登校児童生徒への対応は急激な生活
環境の変化などにより難しくなってき
ている。
今後は、不登校の未然防止、適応指導
教室から学校への復帰などについて、
関係機関は努力願いたい。



別　　表

指標名 実績
事 業 名 事 業 の 概 要

取組状況
【教育委員会による点検・評価結果】 【有識者の主な意見・要望等】

中学校教育用
パソコン整備
事業

コンピューター教室のパソコン整備及び校内
LANの整備を進め、学校内のどこにあっても学
校内外の様々な情報資源にアクセスできる環
境の実現を目指す。

生徒１人
あたり１
台のパソ
コンが整
備された
学校数

５校

小学校教育用
パソコン整備
事業

児童が高度情報化に必要な資質を養うことが
できるよう、コンピューターの整備を進め、
市内小学校における情報教育の活発化を図
る。

児童１人
あたり１
台のパソ
コンが整
備された
学校数

０校

学校図書館図
書整備事業

児童生徒の読解力の向上を図るとともに豊か
な心を育成するため、学校図書館において、
新規図書の購入などにより学校図書館の充実
を図る。

標準的な
図書冊数
を有する
学校数

6校

対外式除細動
器（AED）
設置事業

児童生徒及び学校近隣の住民が、心室細動に
より心肺停止になった場合、救命措置として
有効な心臓への除細動（電気ショック）を速
やかに行うため、各学校に対外式除細動器を
整備する。

市内小中
学校への
AEDの設
置数(総
数)

17台

学校トイレ洋
式化改修事業

和式トイレの使用が困難な児童生徒などのた
め、洋式トイレの設置されていない小中学校
を対象に、洋式トイレの整備を進める。

洋式トイ
レ設置箇
所数

７ヶ所

学校給食提供
事業

児童生徒の心身の健全な発達に資する学校給
食を提供し、児童生徒の栄養の改善及び健康
の増進を図る。

栄養士の
学校訪問
回数

16回

児童生徒の生活様式及び習慣の変化を
踏まえ、中学校も含め全ての学校への
洋式トイレの設置を早急に進めて欲し
い。

新規導入リースの際には、児童１人に
１台のパソコンを整備し、パソコンが
有効に活用されるようにして欲しい。
また、現リース期間内であっても可能
な整備を進めて欲しい。

新規導入リースの際には、情報技術の
発展に留意しつつ、パソコンが有効に
使用できるように事業を進めて欲し
い。
また、現リース期間内であっても可能
な整備を進めて欲しい。

平成20年度は、十分な成果を上げる
ことができた。
今後は、使用方法についての教員向
け研修を定期的に実施するととも
に、地域住民へ対外式除細動器を貸
与する取組を進める。

緊急時に教職員全員が使用できるよう
に研修を引き続き実施願いたい。
また、地域住民についても、対外式除
細動器の設置場所を確認し、緊急時に
使用できることが望ましい。

平成20年度は、十分な成果をあげる
ことができた。
今後は、物価高への対応、地場産物
の導入などの課題に取り組むととも
に、肥満の解消及び朝食欠食率の減
少を図る。

平成20年度は、一定の成果をあげる
ことができた。
今後も、12学校36ヶ所の洋式トイレ
設置を目標に、継続的に洋式トイレ
の設置を進める。

引き続き地産地消の推進、原材料費の
高騰への対応に努力し、安全な学校給
食を提供するとともに、児童生徒の健
康増進を図って欲しい。

平成20年度は、一定の成果を上げる
ことができた。
今後も引き続き、全ての小中学校が
標準的な図書冊数を有することがで
きるよう、新規図書の購入及び図書
の寄贈促進の取組を進める。

平成20年度は、一定の成果をあげる
ことができたと考えている。
今後は、平成21年度までの教育用パ
ソコンのリース期間終了後に向け
て、児童1人にパソコン1台の環境整
備について検討を進める。

平成20年度は、一定の成果をあげる
ことができた。
今後は、平成23年度までの教育用パ
ソコンのリース期間終了後における
校内LANや校務用パソコンの整備につ
いて、検討を進める必要がある。

引き続き図書寄贈の促進などにより、
専門分野の充実を図りつつ、図書の整
備を進めて欲しい。
また、図書の整備だけではなく、児童
生徒の利用を促進することが重要であ
る。



別　　表

指標名 実績
事 業 名 事 業 の 概 要

取組状況
【教育委員会による点検・評価結果】 【有識者の主な意見・要望等】

学校生活介助
員配置事業

発達障害又はそれに準ずる障害を有する児童
生徒が、適切な教育を受けられるように特別
支援教育支援員を配置し、日常生活動作の介
助や学習活動上のサポートを行うことによ
り、学校教育の充実を図る。

学校生活
介助員の
配置数
（総数）

2名

市民大学
運営事業

市民が心豊かに充実した生活を送ることがで
きるよう、学習機会を総合的・体系的に提供
する北茨城市民大学を運営する。

市民大学
講座受講
者数

326
人

公民館
活動事業

市民のために、実際生活に即する教育、学術
及び文化に関する各種の事業を行い、市民の
教養の向上、健康の増進、情操の純化を図
り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与
する。

公民館事
業参加者
数

1,236
人

第23回国民文
化祭事業

国民文化祭が茨城県で開催されるにあたり、
本市では、主催事業として「うたの浜辺音楽
祭」及び「野口雨情フェスティバル」を実施
した。

北茨城市
主催事業
来客者数

4,788
人

北茨城市文化
協会運営補助
事業

北茨城市文化協会に補助金を交付し、協会で
は、美術文芸展、芸術発表等を行うととも
に、美術展、歌舞伎、演劇等の観劇・鑑賞を
行う芸術鑑賞号の企画・運営を実施する。

主催事業
参加者数

1,257
人

図書館管理運
営事業

生涯学習の拠点として市民の文化的要望に応
えるため、図書資料の選定受入、貸出返却、
読書相談及び参考資料相談等の業務を推進す
る。

蔵書貸出
回転率

0.99

利用状況の伸び悩みは、図書資料の
劣化や閉架資料の増加などが要因と
して考えられる。
今後は、継続的な課題として、図書
資料の充実及び館内サービスの充実
を図る必要がある。

昨年度は十分な成果をあげることがで
きた。
引き続き、限られた財源を有効に活用
し、創意工夫により図書資料の充実を
進めて欲しい。

協会を構成する各団体が絶えず向上心
や課題を持って事業に取り組むととも
に、参加者が固定しないような企画運
営が必要である。
また、市が文化協会を育成していくこ
とが必要である。

参加者の年齢層の偏りなどの課題を有
するが、引き続き、幅広い年齢層へ対
応した事業を推進願いたい。
また、公民館の有料化について検討し
て欲しい。

参加者の固定などの問題を有している
が、時代の変化への対応や受講者の関
心が高い分野などを考慮した講座の開
設などにより、一層の充実を求めた
い。

本市では十分な成果をあげることがで
きた。
今後、国民文化祭を開催する都道府県
及び市町村は、ＰＲの方法が課題にな
るものと思われる。

平成20年度は、一定の成果を上げる
ことができた。
今後は、長期的な課題として、若年
層の会員を確保することにより協会
の充実を図る必要がある。

国民文化祭については、本市主催事
業への参加者数などから、十分な成
果をあげることができた。
今後は、国民文化祭後の文化活動を
どのように展開していくかが課題で
ある。

本市では小中学校への学校生活介助
員の配置が不十分であり、今後、市
内各小中学校に１名の支援員配置を
進めるため、介助員の募集方法の改
善などを図る必要がある。

平成20年度は、受講者の利便性の向
上を目的とした市内中心の講座開
催、茨城キリスト教大学との連携に
よる多様なニーズに対応した学習機
会の提供等の取組を推進した結果、
一定の成果を上げることができた。

多様化する社会環境を踏まえ、市民
の教養を高めることが期待されるな
か、本市の公民館活動事業の参加者
は前年度に比べて増加するなど、一
定の成果を上げることができた。

昨年度に比べて成果はあがっていると
認められるが、退職教員や専門的な技
術を持つ者などの協力等により介助員
の増員を図るなど、早急な対策が必要
である。



別　　表

指標名 実績
事 業 名 事 業 の 概 要

取組状況
【教育委員会による点検・評価結果】 【有識者の主な意見・要望等】

学校施設開放
事業

市における社会教育及び社会体育の普及のた
め、学校施設及び設備を一般市民に開放し、
スポーツ･レクリエーション活動を推進する。

施設開放
利用者数
（延）

76,840
人

市民各種大会
開催事業

各種スポーツ・レクリエーション大会を、市
又は北茨城市体育協会が開催し、市民に健全
なスポーツ・レクリエーションの機会を提供
することにより、市民の健康増進、市民間の
親睦及び地域スポーツ振興を図る。

各競技大
会等の参
加者数

8,256
人

利用者の利便性を考慮し、老朽化した
体育施設の改修を進めてほしい。
また、加盟する団体も含め体育協会の
充実を図り、協会の主催大会を増やす
ことが重要である。

平成20年度は、一定の成果を上げる
ことができた。
今後は、学校施設利用団体への施設
利用上の注意事項の履行啓発などを
通じ、誰もが快適に利用できる施設
環境の確保に努める必要がある。

施設利用者に対し利用マナーの向上を
呼びかけ、運営を進めたことは前進で
あり、利用者は、今後も利用マナーの
遵守を徹底願いたい。

平成20年度は、十分な成果をあげる
ことができた。
今後は、老朽化が進む体育施設が多
いことから、利便性の向上を図るた
め、計画的に施設の改修を進める必
要がある。


