
 

 

 

５ 施策及び主要事業の点検・評価の結果 
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　豊かな心の育成
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

1 命の教育活動の推進 指導室 Ｂ 継続（現状維持）

2 人権教育の推進 指導室 Ａ 継続（現状維持）

3 道徳教育の推進 指導室 Ｂ 継続（現状維持）

4 情報モラル教育の推進 指導室 Ｂ 拡充

5 体験活動の充実と支援 指導室 Ａ 拡充

確かな学力の育成
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

6 国際教育の推進 指導室 Ｃ 見直し（手法等）

7 ＩＣＴ機器の活用推進 指導室 Ｃ 見直し（手法等）

8 少人数学習指導・習熟度別指導の推進 指導室 Ｂ 見直し（手法等）

9 理数教育の推進 指導室 Ｂ 見直し（手法等）

10 学校図書館の活用の推進 指導室 Ａ 拡充

健やかな体の育成
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

11 体力向上への支援 指導室 Ｂ 拡充

12 オリンピック教育の推進 指導室 A 拡充

13 学校における食育の推進 学務課 Ｂ 見直し（手法等）

安全・安心な学校づくりの推進
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

14 食物アレルギー対策の推進 学務課 Ａ 継続（現状維持）

15 安全教育の推進 指導室 Ａ 継続（現状維持）

16 防災教育の日の推進 教育総務課 Ｂ 拡充

17 通学路等の安全確保の推進 学務課 Ａ 継続（現状維持）

18 シックハウスに対する取組 教育総務課 Ｂ 拡充

教職員の資質・能力の向上
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

19 指導力向上への取組 指導室 Ａ 拡充

20 人権研修の推進 指導室 Ａ 拡充

魅力ある学校づくりの推進
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

21 特色ある教育活動の推進 指導室 Ａ 拡充

22 中学校学校選択制の実施 学務課 Ａ 継続（現状維持）

施策　５
主要事業

施策　６

点検・評価の評価基準について
   各事業の評価については主管課による自己評価とした。評価に当たっては下記の評価基準に基づいてＡ
～Ｅの指標で表した。

事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が
　Ａ：十分得られた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【達成率　９０％以上】
　Ｂ：概ね得られたが，一部課題がある。　　　　　　　　　　　　　　　【達成率　８９％～７０％】
　Ｃ：成果や効果が得られたが，課題が複数ある。　　　　　　　　　　　【達成率　６９％～５０％】
　Ｄ：成果や効果があまり得られず，課題が多くある。　　　　　　　　　【達成率　４９％～３０％】
　Ｅ：成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

主要事業

施策　１

施策　２

主要事業

主要事業

主要事業

(1)　主要事業の点検・評価結果一覧

事業展開の分類について
継続（現状維持）・・・・・今までも取り組んでおり，今後も継続（現状維持）する事業
拡充・・・・・・・・・・・今まで取り組んできたが，今後は拡充を図る事業
見直し（手法等）・・・・・手法等について見直しが必要な事業
廃止（縮小）・・・・・・・廃止もしくは縮小する事業

施策　４

施策　３
主要事業
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個に応じた支援及び指導の充実
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

23 特別支援教育の推進 指導室 Ａ 継続（現状維持）

24 教育相談の充実 教育相談所 Ａ 継続（現状維持）

25 いじめ，虐待，不登校等の把握と連携・支援 指導室 Ａ 継続（現状維持）

学校施設整備の推進
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

26 快適な教育環境の整備 教育総務課 Ａ 継続（現状維持）

27 老朽化・長寿命化対策の推進 教育総務課 Ａ 継続（現状維持）

28 避難所機能の充実 教育総務課 Ａ 継続（現状維持）

協働の学校づくり
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

29 地域人材等を活用した教育支援 指導室 Ａ 拡充

30 学校経営への支援 指導室 Ｂ 拡充

31 幼・保・小及び小・中連携の推進 指導室 Ａ 継続（現状維持）

32 学校アセスメントの充実 指導室 Ａ 継続（現状維持）

33 学校教育との連携事業の推進 郷土博物館 Ａ 継続（現状維持）

34 家庭教育への支援 社会教育課 Ｂ 拡充

青少年の育成
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

35 リーダー養成講習会の実施 社会教育課 Ｂ 継続（現状維持）

36 児童・生徒の意見発表機会の提供 社会教育課 Ｂ 継続（現状維持）

37 放課後遊び場対策事業（ユーフォー）の充実 社会教育課 － 事業移管済

38 青少年交流・体験事業の推進 社会教育課 Ｂ 拡充

学習機会の提供・学習活動の支援
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

39 市民の読書・調査活動への支援 図書館 Ａ 継続（現状維持）

40 地域に根差した公民館活動の推進 公民館 Ａ 継続（現状維持）

41 市民，社会教育団体等の活動への支援 社会教育課，
公民館，図書館 Ｂ 拡充

42 障害のある児童・生徒等の自立活動支援 社会教育課 Ｃ 見直し（手法等）

歴史・文化遺産の保全と活用の推進
事業主管課 目標達成度 次年度の事業展開

43 史跡・文化財の保全及び保護啓発の推進 郷土博物館 Ａ 継続（現状維持）

44 郷土の歴史・文化及び武者小路実篤を核とした特色ある事業の展開 郷土博物館 Ａ 継続（現状維持）

目標達成度 平成２７年度

Ａ 25

Ｂ 15

Ｃ 3

Ｄ 0

Ｅ 0

－ 1

合計 44

主要事業

主要事業

施策１１
主要事業

施策１２

施策１０

施策　９

施策　７
主要事業

施策　８

主要事業

主要事業
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