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はじめに 

 

 紀の川市教育委員会では、紀の川市の将来を担い、２１世紀を果敢に生き抜

くたくましい人材を育成するためには、恵まれた自然環境のもと「豊かな心」

を持ったしなやかな心身を育む教育を家庭や地域社会と連携して推進していく

ことが大切であると考えております。 

 また、市民一人ひとりが社会の中で生き生きと活躍し、広い視野と社会の一

員としての自覚と責任を持ち、自ら学習する生涯学習や生涯スポーツについて

は、学習者と家庭や地域社会と養育行政が一体感を持って推進していくことが

大切であると考えております。 

 本教育委員会において、こうした取り組みを進めるに当たって、各施策、各

事業の取り組み状況について、効果的に行われているかなど点検・評価を行い、

課題や取り組みの方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政のいっ

そうの推進を図ることが必要なことであります。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の「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」の規定に基づき、平成２１年度から紀

の川市教育委員会がその権限に属する前年度の事務及び執行状況について点検

及び評価を毎年行い、その結果に関する報告書を議会に報告し、公表すること

により、教育行政の推進に資するとともに、説明責任を果たしていく趣旨から

行ってまいりました。 

 平成２３年度も前年度の事務及び執行状況について点検及び評価を行い、そ

の結果を報告書としてまとめました。 

この報告書をご覧いただき、本教育委員会の取り組みについて、ご理解を深

めていただければ幸いであります。 
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Ⅰ  紀の川市教育委員会事務の管理及び執行の状況の 

点検及び評価の報告について 

 

１． 趣旨   

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の施行

により、新たに「教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価等」が規定

され、実施が義務づけられたため教育委員会では、毎年その権限の属する事務

の管理及び執行の状況について、自己点検及び外部評価を行い、その結果を議

会に報告するとともに、広く市民に公表を行っている。主要な施策や事業の取

組状況について点検評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることによ

り、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 

 

２． 内容   

 

評価対象年度は、平成２２年度とし、所属各課４課の教育費の「目」の単位

で、事務の管理及び執行の状況の点検評価を行うものとした。 

その評価対象は、紀の川市全般の教育方針に基づく事業及び紀の川市長期総

合計画に繋がる事業でもある。本教育委員会は、特色を活かした学校づくりや、

教育施設の充実、生涯学習の推進、生涯スポーツの振興の今後の課題や改善方

策について、効果的に行われているかなどの点検評価を外部評価委員会で行っ

た。 

 

評価対象は、教育総務課・学校教育課・生涯学習課・生涯スポーツ課、４課

の目単位の主要事業とした。   

①  評価については、項目を「準備等」「運営面」「事業内容」「財政面」「目的

達成度」「総体的」に分け、５段階（５‥‥的確、４‥‥良好、３‥‥妥当、

２‥‥要検討、１‥‥要改善）で表した。 

②  評価の今後の方向性については、「継続」「見直し」「拡大」「廃止」「休止」

の５つの方向性で表した。 

各課の各施策の目的や成果指標、関連事業は、平成２２年度分教育委員会事

務事業評価一覧表のとおりである。 

なお、平成２２年度の１ヶ年分を通して、外部評価委員より点検・評価及び

意見を受け、平成２３年１２月議会に報告をする。 
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３． 教育委員会外部評価委員 

 

職    名 氏  名 

近畿大学 生物理工学部 教授 ◎仁藤 伸昌 

紀の川市元校長 ○竹中 利昭 

紀の川市社会教育委員・人権委員 楠  富晴  

紀の川市社会教育委員 三國 和美 

紀の川市体育協会                                                       出立 正則 

◎委員長  ○副委員長 

 

４． 評価にかかる日程   

  

第１回外部評価委員会を平成２３年８月３日に開催し外部評価委員が教育総

務課・学校教育課・生涯学習課・生涯スポーツ課の各４課の事務事業について

各課長からヒアリングを実施した。第２回外部評価委員会を平成２３年８月２

４日に開催し総合評価と点数による評価判定と今後の事業の方向性を検討した。

また、第３回外部評価委員会を平成２３年９月１６日に開催し、教育委員会事

業全般について今後の方向性を検討した。 

報告書は、平成２３年９月の第９回教育委員会定例会へ上程承認を得て、そ

れを平成２３年１２月の議会に報告することとした。 

 

５． 教育委員会事業（概 要）   

 

紀の川市教育委員会は、紀の川市長期総合計画の教育・文化について、『お互

いの人権を尊重しあい、ふるさとを愛し、感謝の気持ちを大切にし、いきいき

と輝いている』ことを施策目標にして取り組んでいる。主要事業を取り組む課

としては、教育総務課・学校教育課・生涯学習課・生涯スポーツ課がある。 

 

教育総務課では、「教育環境の充実」を重点施策とし、安全・安心な学校づく

りを推進している。主な事業は、公立学校施設危険改築事業・地震防災対策事

業や太陽光発電導入事業などで、着実に計画的に進められているところである。 

校舎改築工事も複数校同時に着実に進みまた、校舎移転改築事業も実施して

いる。更に学校施設の耐震化を重要事業として位置づけ、平成２７年度末には、

小・中学校施設の耐震化率１００％達成を目指し、着実に耐震補強事業を実施

している。また、空調設備も改築と同時に設備されており、さらには、環境に

やさしい太陽光パネル設置事業も進めている。 

教育委員会事業として、教育委員会を年 17回開催し、教育の基本方針である、 
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学校教育、生涯学習、社会教育、スポーツの振興についての教育行政の諸問題・

検討課題の審議等を行い方針が決定された。 

 

次に学校教育課の所管事業では、「心の教育の充実」、「基礎学力の向上」、「学

校・地域・家庭の連携強化」を重点施策とし、更なる紀の川市の学校教育の充

実を図っている。「心の教育の充実」では、教育相談推進事業や適応指導教室設

置事業がある。 

教育相談推進事業では、不登校・いじめ・問題行動・子育てに関する教育相

談活動を推進するため、相談員４名（うち１名スクールソーシャルワーカー）

でさまざまな教育問題解決の推進に効果を上げている。 

適応指導教室設置事業では、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安

定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための指導を行うことにより、

学校復帰と不登校児童生徒の社会的自立をめざし、ほほえみ粉河教室、ほほえ

み貴志川教室で取り組んでいる。不登校児童生徒数は、昨年度とほぼ同数では

あるが、指導員の取り組みにより大いに効果も上がっている。今後も引き続き

継続的な対応に努める。 

また、「基礎学力の向上」では、教職員の資質向上事業・ALT 設置事業・研究

指定校補助事業などがある。紀の川市管内の小中学校教職員を対象にした講演

会では、非行、いじめ、不登校、校内暴力等の法的な側面からの危機管理、特

別支援を必要とする児童生徒の支援と対応、また、身近な問題をテーマにした

研修会において資質向上に努めた。市内の全教職員が受講できるよう夏休み期

間中を重点に研修会を実施した。 

 ALT設置事業は、中学生に対する外国語指導助手を９月から効率的に配置する

ことにより減員を実施し、学習指導要領改定に伴い小学校の語学指導に２名の

外国人英語教師を配置し英語活動の充実を図った。 

研究指定校補助事業では、研究指定校に指定された学校は、それぞれ学力向

上に鋭意取り組んでいる。研究等に必要な教材備品等を補助し、また、市単独

指定として確かな学力・特色ある学校づくりの実践と推進に努めている。 

また、「学校・地域・家庭の連携強化」では、紀の川市立小中学校ホームペー

ジ整備事業や学校評価推進事業がある。学校教育の状況を広く家庭や地域社会

に知らせるために学校便りの配布やホームページを公開するなど効果的な方法

を全学校に推進している。 

学校評価推進事業では、すべての学校が実施しており、学校・保護者・地域・

児童生徒の声を聞いて学校教育活動の計画・運営・まとめとすべての面で活か

せている。 

本年度は、紀の川市の望ましい学校給食のあり方検討事業を実施した。検討

委員会では、安全・安心な学校給食の提供はもちろんのこと、今後の児童生徒 
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の動向、平等な行政サービスの提供、施設の建設費用、運営費用等を議論して

いただき、平成２２年１２月、教育長あてに答申が提出された。教育委員会と

しては、答申を重く受け止め、「学校給食の整備方針」を決定した。 

 

生涯学習課では、「公民館活動の充実」、「家庭教育の推進」、「人権教育推進事

業」、「文化財の保全と意識啓発」、「地域での子どもの健全育成の推進」、「図書

館活動の充実」、「生涯学習の推進」、「市民の自発的な学習活動支援」、「市民の

文化活動の充実」を重点施策に生涯学習の充実を図っている。 

「公民館活動の充実」は、公民館の運営事業について、市民のニーズに応じ

た様々な講座を５館で行っているが、その目的を全て達せられているとは言え

ない。今後は、地域の素材や地域の特性を生かしながら、市民が関心のある社

会問題から地域の課題まで幅広く取り上げ講座の充実を進めていく。また、ロ

ビー等の空きスペースを利用して、作品展、企画展、イベント等を実施し、地

域の人々がより多く集える公民館としていきたい。 

「家庭教育の推進」では、家庭教育楽習講座事業を実施、子どもを心身とも

に健やかに育てていく上で、親としての役割を適切に果たせるようにするため

の学習機会・情報の提供を行っているが、より多くの方に参加してもらうため

広報の充実を図っていく。 

「人権教育推進事業」では、紀の川市人権啓発ポスター・差別をなくす作文

集「紀の川」を発行し子ども達からのメッセージに触れることができる。身近

なことから命の大切さや人権を考え、市民一人ひとりが人権意識を高め、すべ

ての人権が尊重される差別のない明るい社会の実現を推進することを目的に作

成している。紀の川市人権啓発ポスター・差別をなくす作文集「紀の川」は児

童・生徒や公共施設・図書館等に配布し市民の人権意識高揚を図っている。ま

た、人権学習講座では、市民一人ひとりが人権について正しく理解し、自らの

生き方に関わる問題として受け止め、人権尊重の精神を日常の生活に活かせる

ことができるよう地区別に学習講座を開催した。 

保護者学級開設事業は、市内の小学校に在籍する児童の保護者を対象に各小

学校において同和問題、子ども、女性、高齢者、障がい者などの人権に関わる

問題についての学習である。これについては、特色ある計画実施とともに数多

く保護者の出席を得る工夫をしている。 

「文化財の保全と意識啓発」では、文化財保存整備・啓発推進事業があり、

各地域には、先人たちの努力により貴重な文化遺産や伝統芸能が数多く残され

てきた。これらの文化財を調査、研究し、地域の歴史・文化を正しく理解し、

その情報を市民に伝えなければならない。また、これらの文化財を積極的に保

護・活用し、市民の理解と意識の高揚に努める。子どもたちに郷土の歴史文化

を学ぶ機会をつくり、日本の歴史・文化への興味を抱かせ、郷土のすばらしさ、 
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大切さを学び、生きる力を育むため、歴史体験教室を開催した。さらに、平成

２２年度は、紀の川市が生んだ偉人、華岡青洲生誕２５０周年記念事業を実施

し多くの参加者を得、偉人を顕彰するとともに、郷土愛を育む事業となった。 

「地域での子どもの健全育成の推進」では、紀の川市少年メッセージ開催事

業がある。紀の川市内６中学校の代表生徒の作文発表や、講演会を行った。青

少年に生きる力の育成と心の教育の充実のために、家庭・学校及び地域社会と

連携・協調し青少年の健全な育成の推進を図っている。また、紀の川市青少年

センターを市単独で設置し、青少年を取りまく環境浄化等の推進を図っている。 

また、「図書館活動の充実」では、図書館運営事業として、来館せずともパソ

コン、携帯電話で本の検索や予約が行える等、市民のニーズに応えるためサー

ビスの提供を行っている。より多くの市民が来館してもらえる図書館である事

と、各旧町単位の５館で運営をしているが、市民の声の集約と全市的な視野に

立って総合的な図書館のあり方の検討を進めている。 

「生涯学習の推進」・「市民の自発的な学習活動支援」では、成人式開催事業

は、実行委員が主体となり企画運営する実行委員会形式で開催し自分たちで作

り上げる事業へと意識が変わってきている。市民の自発的な学習活動支援では、

生涯学習メントル活動推進事業として進められているが、生涯学習の推進者・

協力者として更なる育成が必要と考えている。 

また、「市民の文化活動の充実」では、身近に文化や芸術に触れる機会の充実

や文化意識の向上、振興を図り、音楽祭や映画会等市民のニーズに応える自主

事業を開催し、文化振興や地域活性化に繋がる自主事業を展開している。 

 

生涯スポーツ課では、紀の川市スポーツ振興計画に基づき生涯スポーツの振

興に努めている。「地域でのスポーツ活動の振興」、「スポーツ施設の充実」を重

点施策とし、｢地域でのスポーツ活動の振興｣では、生涯を通じたスポーツ活動

の推進事業について、各種スポーツの行事に市民が参加することによりスポー

ツを通じて自己の健康増進を図り、市民に対して実技指導やスポーツに親しむ

機会を多く提供している。 

桃源郷ハーフマラソンのように、全国各地からの参加者を募る事業について

は、地域特産品のＰＲを考慮し、費用対効果の上で大きな成果が見込まれる。

また、参加者の少ない事業においては地域参加型や市民と協働できる事業を展

開する工夫や、ニュースポーツの普及等にも取り組み、市民一人１スポーツの

実現を目指している。市町村ジュニア駅伝競走大会は、平成 22年度は、過去最

高の順位を獲得し、スポーツを通して市民の郷土愛を深め、参加選手の充実感、

更なる向上心を芽生えさせている。 

「スポーツ施設の充実」として、社会体育施設の利用促進事業がある。旧５

町（30ヶ所）の施設は、建築後約３０年経過した施設等もあり、老朽化が進み 
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利用者の安全確保のために行う維持管理に経費がかさむ等課題がある。平成２

７年開催の「紀の国わかやま国体」の紀の川市開催種目施設としての整備も踏

まえ、すみやかに、総合的に、統廃合を含め整備方針を出す必要性がある。 

 

以上、紀の川市長期総合計画の政策目標や施策目標などに基づき、外部評価

委員会が教育委員会４課の全般的な事務事業の評価点検を行った。 

今後、益々社会情勢が厳しくなり、限られた財政状況の中で、この事務事業

の点検・評価を次の施策に効率的に反映させていくことが重要である。 
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Ⅱ 紀の川市教育委員会外部評価委員会点検及び評価について 

 

紀の川市教育委員長殿                平成 23 年 9 月 16 日 

 

１．紀の川市教育委員会事務事業外部評価について（報告） 

                   紀の川市教育委員会外部評価委員会 

                          委員長 仁藤 伸昌  

 

 紀の川市教育委員会外部評価委員会は，「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」の規程に則る，紀の川市教育委員会外部評価委員会設

置要項（平成 21 年 3 月 30 日付け，教育委員会告示第 5 号）に基づき，平成 22

年度の事業に対する点検・評価を実施しましたのでその結果を報告します。 

 なお，昨年度の報告書において，点検・評価実施の時期について提言し，関

係部署に検討を依頼したところですが，市役所内での事務執行の年度内計画の

状況を配慮すると，報告書作成は，9 月末を目処とせざる得ない状況です。その

時間的範囲の中で，点検・評価担当の教育総務課の迅速な対応により，早期の

報告書作成を目指しています。付け加えれば，新年度開始後に前年度の点検・

評価を行うことにより，進行中の当該新年度の事業に反映することも可能であ

り，点検・評価開始の数ヶ月の遅延が業務執行には何らマイナスの要因にはな

っていないものと判断できます。 

 紀の川市合併前にそれぞれの旧町が有していた，図書館，公民館，プールな

どの施設に対する事務事業の評価項目と評価の方法に精粗があるのではないか

との指摘がありました。次年度に向けての検討をお願いします。 

 近年特に，公共施設に避難場所としての機能を付加する対応が求められるよ

うになりました。教育委員会所管の建造物についての点検をお願いしたい。 

最後に，本報告書の作成に係わった関係の方々に深謝申し上げます。 
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２．総評 

 

紀の川市教育委員会は，教育総務課，学校教育課，生涯学習課及び生涯スポ

ーツ課の 4 課から成り，それぞれの掌握分担の独自性を図り，さらに他の課と

密に連絡・協調し合いながら事務の執行を行っている。 

 各課の基本施策に基づく事業の目的と事業内容の設定は，本市の特性を反映

して適切に立案されている。具体的な事業内容に対しては，関係者の尽力によ

り，滞りなく執行されているものと判断できる。 

学校教育課が所管した「紀の川市の望ましい学校給食のあり方検討事業」に

関しては，検討委員会を設置し，検討審議を重ねた結果，センター方式での整

備を推進することとし，本事業は終了することとした。他の 3 課の評価対象と

した事業に関しては，今後の改善と発展を視野に入れ，継続の事業と位置付け

た。 

 生涯学習課と生涯スポーツ課が所管する各種事業に対しては，市民に十分な

満足感を提供することができなかったという念が表された。両課が担当する事

業は，年齢，職種，性別等幅広い市民層に提供するものであり，一元的な事業

計画ですべての要望を網羅することは不可能である。また，文化事業，スポー

ツ等の種類・種目も多岐にわたり，立案・執行者と受益側の市民との間に齟齬

が生じたことは否めない。このような理由により，評価段階は，やや低めに評

価された傾向にあるが，事務管理及び執行に滞りがあるというものではない。 

 合併後 6 年を経た紀の川市ではあるが，旧 5 町のそれぞれの特性が残り，同

一の足並みとならない事業もあり，教育委員会の事業推進の障壁のひとつとな

っている。1 つの市として，ひとくくりとなり得ない状況はあるが，それぞれの

地域の歴史的背景や要望を生かした上で統合・整理等の検討も必要である。紀

の川市民に共通の利益を提供できるよう教育委員会は，真摯に取り組み，その

成果も明確になりつつある。 

市民への共通の利益の提供は，教育委員会のみで推進できるものではなく，

行政全体の課題として受け止める必要がある。紀の川市の益々の発展を祈って

やまない。 
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３．各課の事業に対する委員会点検・評価 

 

（1） 教育総務課 

 

 基本施策は，「小・中学校教育が充実して，子どもたちの基礎学力が向上して

いる」ことにある。9 項目の事務事業に対して点検・評価を行い，評点 4 が 8

事業，評点 3 が 1 事業であった。昨年度に比べ相対的に評価は高まったと判断

でき，事業の遂行は良好に行われていた。 

 教育委員会事業及び教育委員会の運営事業は紀の川市の教育政策の策定の要

であり，適切な事務管理が行われていた。教育委員会内での情報の共有，市民

への情報の開示等の新しいタイプの教育委員会のあり方についての検討が開始

されることを期待したい。 

 小・中学校施設整備管理事業においては，児童生徒に安全・安心を提供する

ために教育環境の維持管理，保守点検に努め，早い時期での不良箇所の発見に

より経費削減にも効果を示した。市民が期待する自然災害に対する安全・安心

に対し，耐震工事の年次計画を明確にするとともに今後の学校施設の改修，新

築にも自然災害に対する十分な配慮が払われている。 

 スクールバス運行事業は，本市の地理的特性による独自の事業であり，経費

や運用面で厳しい状況がある。しかし，児童生徒の授業やクラブ活動の実体に

応じきめ細やかな対応への工夫がなされている。 

 名手小学校の校舎改築と付帯工事の完了，それに引き続く長田小学校の屋内

運動場新築工事の計画も適切に行われた。中学校施設整備・管理及び建設事業

では，耐震化工事が多く行われた。中学校建設については，地域住民との対応

等で多大な努力が払われた。 

 給食調理場施設等整備・管理事業では，新たなセンター方式に向けての準備

が開始した。現存の自校給食施設については，従来通りの機能で給食を提供し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１０－ 



 

－１１－ 



 

－１２－ 



（2）学校教育課 

 

基本施策は，教育総務課と同じく「小・中学校教育が充実して，子どもたち

の基礎学力が向上している」ことにある。11 項目の事務事業に対し点検・評価

を行った。評点 4 の良好とする事業が 9，評点 3 の妥当とするものが 2 事業で

あった。当該課の事務管理は適切に行われ，教育環境の整備充実の効果が上が

り，「子供たちの基礎学力の向上」の推進役になっている。 

 学校安全対策協議会事業のさらなる充実が必要である。紀の川市メール配信

サービス，携帯電話等を通じての協議会メンバーへの情報の提供方法の改善の

拡充が必要である。自然災害に対する避難訓練，防災マニュアル改訂の議論が

開始されている。 

 教職員の資質向上事業において，小中学校教職員を対象とした講演会を実施

した。教職員の意識向上は，児童・生徒への指導に反映することが期待できる

ので，今後も継続して推進して欲しい。 

 ALT 設置事業では，本市への外国語指導助手の配置が 2 名減となったが中学

校英語教育の水準維持をするとともに、小学校英語活動をより充実させるため、

学校教育課の創意工夫により児童・生徒に生きた英語にふれさせることができ

た。 

 学校給食関係の事業では，「望ましい学校給食のあり方検討委員会」によるセ

ンター方式の結論が出たので，検討事業は発展的に廃止となった。しかし，既

存の 2 ヶ所の給食センター施設は従来通りの管理が必要である。 
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（3）生涯学習課 

 

生涯学習課が担当する基本施策は 4 項目，事務事業は 9 項目であり，その担

当分野は多岐にわたっている。 

基本政策「市民が生涯にわたり学習する機会をもち，生きがいのある生活を

送っている」に対しては 6 項目の事務事業がある。文化協会事業に対し「2－要

検討」の評価となった。当該課として事業への取り組みは，適切に行われてい

るが，運用及び事業内容に期待する成果がみられなかった。市民の興味が多様

化する状況において，受け入れ側にとってインパクトの高い事業を提供するの

は容易ではない。改善の検討を進め，効果あるものに発展させていただきたい。 

公民館事業への評価では，旧町時代からある施設における活動は，それぞれ

に特徴を出しながら適切に運営されているが，紀の川市としての活動と捉えた

とき，活動状況に温度差がみられた。個々の活動状況の精査と評価により改善

を期待したい。図書館運営事業，生涯学習推進事業及び自主文化事業に関して

も同じ状況がみられ，紀の川市の将来を見据えての議論が必要になる。 

人権教育事業は，適切，かつ良好に行われていた。 

文化財保護事業においては，「医聖華岡清州生誕 250 年」事業を成功裏に実施

した。全国規模のイベントであり，当該年度最大の成果と評価できる。 

青少年育成事業においては，「紀の川市少年メッセージ 2010」を開催し，健

全な青少年の育成に寄与した。 

昨年度の点検・評価において，生涯学習推進事業の中の細目である，生涯学

習メントルの育成事業及び文化事業に対し，「建設的見直し」との評価があった。

今年度もメントル育成事業と 60 のつどい開催事業に対し，「要検討」の評価と

なった。次年度に向けて視点を変えての検討を期待したい。 
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（4）生涯スポーツ課 

 

本課の基本施策は，「スポーツ環境が整い，スポーツを楽しむ市民が増えてい

る」ことにある。3 項目の事務・事業は妥当に執行されていた。 

生涯スポーツ活動推進事業では，12 件の事業が行われ，いずれも良好に推進

されていた。21 年度評価と比べ，改善の努力がみられた。事業によっては特定

の参加者に限られているものもあるが，内容の改善の工夫により克服できるも

のと思われる。 

社会体育施設利用促進事業においては，施設の老朽化への対応が急務である

と同時に，2015 年和歌山国体へ向けての施設充実の対応が必要である。また，

災害時緊急避難所としての役割についても検討が必要である。 

海洋センター利用促進事業においては，災害環境に対応し，室内プールの重

要性が高まっている。施設の老朽化への対応と新たな機能の付加の検討が必要

である。 
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Ⅲ  第９回教育委員会定例会において（平成２３年９月２９日） 

 

紀の川市教育委員会 

委員長 佐野 一男 

 

紀の川市教育委員会事務の管理及び執行状況の点検及び評価について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 27 条の規定に基づき、学識経験

者の方々に点検評価委員を委嘱して教育委員会事業の点検・評価を頂くと共に、

自己点検も行いました。 

 教育総務課では、安全・安心な学校づくりを最優先課題とし、小・中学校耐

震化率は、平成 27 年度末 100％達成を目指し着実に進めるとともに、小・中学

校建設事業についても基本計画に沿って速やかに且つ確実に事業を推進してま

いります。 

 学校教育課においては、安全対策や、多様な課題をもった子どもに対する教

育相談推進事業を実施し、教育問題解決に一定の成果はあがっています。今後

とも継続した取り組みが重要であります。豊かな学びと育ちをつなぐために、

保・幼・小連携に基づく教育活動を推進するとともに、地域コミュニティを活

用した子どもの居場所づくりの推進を図ってまいります。 

基礎学力の向上を図るため、教職員の資質向上事業では、現在、学校で抱え

る身近な問題をテーマにした研修を実施し、教職員の志気の高揚に努めており

ます。紀の川市の望ましい学校給食のあり方検討事業で、委員会の答申を重く

受け止め、センター方式を核とした学校給食の整備方針を決定いたしました。 

 生涯学習課は、市民のニーズに応えるため様々な事業を実施し成果はあがっ

ています、反面更に努力を要する事業もありました。今の課題を的確に捉え、

より充実した事業となるよう努力してまいります。生涯学習推進事業として「60

のつどい」開催事業を実施していますが、より多くの市民の参加が得られるよ

う工夫を凝らす取り組みを図ってまいります。 

文化財保存事業では、特に「医聖華岡青洲生誕 250 年事業」を全国規模で実

施し、本市の偉人を顕彰することにより先人の偉業を全国に発信でき、子ども

達にも郷土の誇りを改めて周知できるよい機会となりました。 

 生涯スポーツ課は、「市民一人いちスポーツ」のもと、生涯スポーツ活動推進

事業を実施した。市民の参加を得るべく各種スポーツイベントを計画し、着実

に成果はあがっています。桃源郷ハーフマラソンは回を重ねるにつれ参加者は

増えています。また、市町村対抗ジュニア駅伝競走大会では、過去最高の好成

績を獲得することが出来ました。それは桃源郷ハーフマラソンにおいて培われ

た成果が一つ実を結んだと思います。 
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教育委員会といたしましては、外部評価委員のご意見を真摯に受け止め、今

後の事務事業を推進してまいる所存でございます。 

 外部評価委員会で、ご審議いただきました委員の皆様に厚くお礼を申し上げ

ます。 
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