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Ⅰ はじめに 

 

明石市教育委員会（以下「教育委員会」という。）では、平成 20 年度から「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条の規定に基づき、教育に関する事

務の管理及び執行の状況についての点検及び評価（以下「点検及び評価」という。）

を実施しています。これは、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への

説明責任を果たすことを主な目的としています。 

なお、点検及び評価にあたっては、客観性及び公平性を確保するため、教育に関

し学識経験を有する者の知見を活用しています。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（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（前条第一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（同条第三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。  

 

Ⅱ 教育委員会の活動状況 

 

１ 教育委員会の構成 

役 職 氏 名 任期満了日 

教 育 長 公 家
く げ

  裕
ゆたか

 平成 30 年 10 月 13 日

委 員 井 筒
い づ つ

 典 久
のりひさ

 平成 31 年 10 月 27 日

委 員 川本
かわもと

 まり
ま り

子
こ

 平成 30 年 10 月 16 日

委 員 栗 岡
く り お か

 誠 司
せ い し

 平成 32 年 10 月 8 日 

委 員 

（平成29年 10月 11日就任） 
伊 賀
い が

 文 計
ふみかず

 平成 33 年 10 月 10 日

委 員 

（平成29年 10月 10日退任） 
日 下
く さ か

 孝 明
た か あ き

 平成 29 年 10 月 10 日
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２ 教育委員会会議の開催 

定例会は原則として毎月 2回、臨時会は必要に応じて開催しています。 

平成 28 年度は、定例会 24 回を開催し、議案 44 件、報告事項 44 件について審議

を行いました。 

教育委員会会議については、一部の非公開となった内容を除き、明石市教育委員

会ホームページ及び明石市役所行政情報センターで議事録を公表しています。 

 

 

３ 教育委員協議会の開催 

本市の教育行政を円滑に推進するため、重要または基本的な教育施策の決定や実

施に当たって、事務局からの内容説明や教育委員相互の意見交換を行う場として教

育委員協議会を開催しています。 

 

 

４ 総合教育会議の開催 

平成 27 年 4 月 1 日施行の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部

改正に伴い、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、本市教育の課題やあるべ

き姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政を推進するため、明石市総合教

育会議を開催しています。 

平成 28 年度は、1回の会議を開催し、本市教育施策の取組状況や今後の推進など

について協議・調整を行いました。 

 

 

５ 教育委員の活動状況 

（１）学校訪問 

本市の学校園現場の現状や取組を把握するため、学校園を視察しました。 

平成 28 年度は以下の学校園を視察しました。 

 幼稚園    播陽・朝霧・藤江・二見こども園 

小学校    朝霧・人丸・鳥羽・沢池・藤江・貴崎・大久保南 

高丘東・魚住・二見西 

中学校    朝霧・大蔵・望海・高丘・二見 

特別支援学校・高等学校  明石養護・明石商業 
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（２）外部研修会等への参加 

教育委員会連合会等の実施する研修会等に参加し、教育行政に関する動向や課題

等に関する理解を深め、教育施策について情報交換等を行い、教育委員としての資

質向上に努めました。 

 

兵庫県市町村教育委員会連合会 総会・研修会 

兵庫県女性教育委員の会 総会・研修会 

播磨東地区教育委員会連合会 総会・研修会 

近畿市町村教育委員会研修大会 

新任教育委員研修会 

播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会 

 

 

（３）その他行事への参加 

表彰式、学校行事、研究発表会等に出席しました。 

 

 ＜平成 28 年度主な出席行事＞ 

錦城中学校北校舎竣工・創立 70 周年記念式典 

トライやる・ウィーク事業所訪問 

“いじめストップあかし”こども会議 2016 

“いじめストップあかし”実践発表会 

明石市連合 PTA 懇談会 

明石市成人式「はたちのつどい 2017」 

明石市立県費負担教職員永年勤続表彰式 

学校給食展 

明石駅前再開発ビル内公共施設オープニングセレモニー 

教育懇談会 

市内学校園運動会・体育大会 

市内小学校、中学校、明石養護学校、明石商業高等学校卒業式 

市内幼稚園修了式 
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Ⅲ 点検及び評価制度の概要 

 

１ 基本的な考え方について 

「第２期あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）」（以下「教育プラン」）

及び各年度の具体的な取組をまとめた「アクションプラン（実行計画）」（以下「ア

クションプラン」という。）に掲げる９つの基本的な方策に基づく取組について点

検及び評価を行いました。 

 

第２期 あかし教育プラン（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 点検及び評価の実施手順について 

教育プランにおいては、教育プランの推進を通して、子どもたちにどのように成

長してもらいたいのかを示す成果目標として、３つの目標を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

まず、上記の成果目標の進捗確認を行ったうえで、アクションプランに定める 

９つの基本的な方策ごとに、 

①重点的な取組 ②主な取組 ③具体的な取組の数値目標 

の進捗状況を確認し、教育委員会として点検及び評価を行い、それらについて教育

に関し学識経験を有する方に総評をいただき、教育委員会としての事務の点検及び

評価の報告書を作成しました。 

第５章 計画の推進のために 

１ 計画の進行管理 

  教育プランに基づく具体的な取組（事業）については、社会情勢や財政状況など、教育 

行政を取り巻く環境や課題の変化に柔軟かつ適切な対応ができるよう、毎年度に「アクシ 

ョンプラン（実行計画）」を策定し、その推進を図ります。 

 「アクションプラン」に定める具体的な取組の進捗状況については、「地方教育行政の 

組織及び運営に関する法律」第 26 条の規定に基づき、「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」等を実施し、計画の進行管理を行います。 

第２期 あかし教育プラン ３つの成果目標 

１ 子どもたちの基礎的学力の向上（確かな学力の育成） 

２ 子どもたちの自尊感情の向上と他者を思いやる心の育成（豊かな心の育成） 

３ 子どもたちの体力や運動能力の向上（健やかな体の育成） 
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教育プランに定める９つの基本的な方策に係る体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
基
本
理
念
】 

ふ
る
さ
と
明
石
か
ら
未
来
に
は
ば
た
く
子
ど
も
を
育
て
る 

～
た
く
ま
し
く
心
豊
か
な
人
づ
く
り
～ 

【基本方針１】

一人ひとりに

応じたきめ細

やかな教育の

充実 

【基本方針３】

地域ぐるみで

子どもの健や

かな育ちを支

える活動の推

進 

【基本方針２】

子どもが安心

して学べる質

の高い教育環

境の実現 

・「ことばの力」の育成 -読む・聞く・書く・話す-  

・校種を超えて連携した教育の推進 

・就学前教育の充実 

・学習意欲の向上 

・ＩＣＴの活用 

・人権教育の推進 

・道徳教育の推進 

・体験学習の充実 

・子どもの読書活動の推進 

・子どもの体力づくり 

・「食」に関する教育の推進 

・いじめ対策の推進 

・不登校対策の推進 

・教育相談の充実 

・学習機会の保障 

・学校施設の整備 

・少人数教育の推進 

・特別支援教育の推進 

・研修・研究の充実と実践力の向上 

・若手教職員の育成 

・基本的生活習慣の確立 

・子育て支援の推進 

・放課後の子どもの居場所づくり 

・子どもの虐待・非行の防止 

・子どもの安全対策の推進 

・ふるさと教育の推進 

・防災教育の推進 

・開かれた学校づくり 

・グローバル化に対応した教育の推進 

・キャリア教育の充実 

・環境教育の推進 

・主権者教育の推進 

１ 確かな学力の育成 

２ 豊かな心の育成 

３ 健やかな体の育成 

４ 安全・安心の学習環境 

５ 一人ひとりに応じた教育 

６ 教職員の資質・指導力の向上 

７ 子ども・家庭への支援 

８ 地域・家庭・学校の連携 

９ 社会情勢の変化への対応 

 

基本的な方策 
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３ 教育委員による点検及び評価 

教育委員会の点検及び評価にあたっては、教育委員が教育プランに定めた基本的

な方策ごとに、所管課の自己評価を参考に、より大局的な視点で評価及び今後の展

開方針等の整理を行いました。 

点検及び評価の結果は、今年度の取組へ反映させるとともに、来年度「アクショ

ンプラン」作成にあたっての具体的な取組や数値目標の検討に反映させていきます。 

 

 

４ 知見の活用 

点検及び評価の実施にあたっては、その客観性及び公平性を確保するため、教育

に関し学識経験を有する方 2名にご協力いただきました。 

学識経験者には、各基本的な方策の点検及び評価に対して具体的な指導・助言を

いただくとともに、点検・評価全般について総評をいただきました。 

なお、総評の内容については、【Ⅳ 点検及び評価結果】に掲載しています。 

 

【学識経験者】 

氏  名 職  名 専門分野 

尾
お

﨑
ざ き

 公 子
き み こ

 氏 兵庫県立大学 教授 教育政策 

大 野
お お の

 裕
や す

己
き

 氏 滋賀大学大学院 教授 学校経営学 

 

 

５ 点検及び評価のスケジュール 

月 日 (曜日) 実  施  内  容 

9 月 6 日 (水) 点検・評価に係る資料提供 

9 月 22 日 (金) 教育委員説明及び質疑（基本的な方策１～４） 

10 月 4 日 (水) 教育委員説明及び質疑（基本的な方策５～９） 

11 月 1 日 (水) 教育委員による評価結果の協議 

1 月中旬 報告書の作成 ※3月市議会へ報告 
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Ⅳ 点検及び評価結果 

１ 教育プランにおける３つの成果目標の状況 

 

 

（１）子どもたちの基礎的学力の向上（確かな学力の育成） 

 

指標：すべての教科に関する調査【全国学力・学習状況調査】 

 

平成 28 年度 

国語Ａ 国語Ｂ 算数・数学Ａ 算数・数学Ｂ

小学６年生 

正答率 

明石市平均 72.6% 57.6% 76.7% 47.1% 

兵庫県平均 73.0% 57.7% 77.7% 47.3% 

全国平均 72.9% 57.8% 77.6% 47.2% 

中学３年生 

正答率 

明石市平均 77.0% 67.8% 67.1% 46.7% 

兵庫県平均 76.0% 65.8% 65.7% 45.5% 

全国平均 75.6% 66.5% 62.2% 44.1% 

  ・小学校では、算数Ａが全国・県平均を１％下回っている以外は、全国・県平均と 

   同程度です。 

  ・中学校では、全教科で全国・県平均を上回っています。 

 

 

（２）子どもたちの自尊感情の向上と他者を思いやる心の育成（豊かな心の育成） 

 

指標：質問紙調査（「自分にはよいところがあると思う」）【全国学力・学習状況調査】 

 

平成 28 年度 

(自分にはよいところが 

あると思う) 
当てはまる

どちらかと

いえば、当て

はまる 

どちらかと

いえば、当て

はまらない 

当てはまら

ない 

小学校６年生 

明石市平均 38.5% 39.8% 15.6% 6.1% 

兵庫県平均 36.2% 40.3% 16.1% 7.3% 

全国平均 36.2% 40.1% 16.2% 7.4% 

中学校３年生 

明石市平均 30.9% 44.1% 17.9% 7.1% 

兵庫県平均 27.1% 42.2% 21.5% 9.2% 

全国平均 27.4% 41.9% 21.3% 9.3% 

  ・小学校・中学校とも、全国・県平均を上回っています。 
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（３）子どもたちの体力や運動能力の向上（健やかな体の育成） 

 

指標：すべての実技に関する調査【新体力テスト】 

 

平成 28 年度 

 小学５年生

男子 

小学５年生

女子 

中学２年生 

男子 

中学２年生

女子 

握力(kg) 

明石市平均 15.54 15.13 28.18 23.98 

兵庫県平均 15.90 15.55 28.06 23.50 

全国平均 16.47 16.13 28.91 23.75 

上体おこし 

(回) 

明石市平均 18.01 16.85 27.51 23.09 

兵庫県平均 18.91 17.66 26.73 22.70 

全国平均 19.67 18.60 27.46 23.48 

長座体前屈 

(cm) 

明石市平均 31.86 37.01 40.74 45.05 

兵庫県平均 31.91 36.34 40.71 43.67 

全国平均 32.87 37.21 43.06 45.46 

反復横跳び

(点) 

明石市平均 40.50 38.70 51.48 45.93 

兵庫県平均 40.22 38.05 51.28 46.32 

全国平均 41.97 40.06 51.93 46.60 

20mシャトルラ

ン(回) 

明石市平均 49.78 37.61 87.26 59.32 

兵庫県平均 50.93 39.44 86.70 58.80 

全国平均 51.89 41.29 86.24 58.90 

50m 走(秒) 

明石市平均 9.41 9.67 7.96 8.75 

兵庫県平均 9.34 9.62 8.00 8.81 

全国平均 9.38 9.61 8.03 8.83 

立ち幅跳び

(cm) 

明石市平均 151.49 146.87 194.60 167.57 

兵庫県平均 150.84 143.59 192.95 167.56 

全国平均 151.39 146.87 194.69 168.28 

ソフトボール

投げ(m) 

明石市平均 21.71 13.09 

  兵庫県平均 22.92 13.53 

全国平均 22.42 13.88 

ハンドボール

投げ(m) 

明石市平均 

 
 

20.42 12.14 

兵庫県平均 20.23 12.57 

全国平均 20.59 12.85 

・小学校・中学校とも、全国・県平均と同程度か下回っている種目が多いが、小学校に

おける立ち幅跳びや中学校における 20m シャトルランなど、一部の種目において全国・

県平均を上回っています。 
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２ 平成２８年度アクションプランに基づく点検・評価シート 
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価 

 

平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策１ 確かな学力の育成 

≪目的≫ 

子どもたちが、基礎的な知識・技能だけでなく、それを活用する思考力・判断力・表現力、

主体的に学ぶ意欲を培えるよう、発達段階に応じた取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 に係る平成 28 年度の主な取組の内

容については、以下のとおりです。 

 

① 「ことばの力」の育成 -読む・聞く・書く・話す- 

○「ことばの力」の育成に向けた実践研究の推進 （学校教育課）

 国語をはじめとする全ての教科等で、言語活動を重視した指導を充実させます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・授業における「見通しと振り返り」、「効果的な学習形態による意見交流」、「考えて書く」

ことの周知徹底 

 

② 校種を超えて連携した教育の推進 

○就学前施設、小・中・特別支援学校の連携 （学校教育課）
（こども育成室）

 中学校区内の就学前施設、小・中・特別支援学校が校種を越え、校種間連携（*1）及び小

中一貫教育（*2）に取り組みます。 

 また、各地域の学校、幼稚園、保育所及び小学校で授業や行事などの交流を進めます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・「チーム○○中学校区ＵＮＩＴ会議」（*3）において、「目指す子ども像」を設定し、「学

び」と「育ち」の接続について、その方策を協議するとともに、「チーム中学校区ＵＮＩ

Ｔプロジェクト会議」（*4）において、各校区の取組について情報交換を実施 

・小中一貫教育モデル校区を設置するとともに、「明石市小中一貫教育推進会議」を開催し、

「明石市における小中一貫教育推進計画」を策定 

・小学校における授業（生活科）、運動会及び音楽会等で交流 

  （*1）機会を捉えて、校種間で教職員間や幼児・児童・生徒間の交流を進め、子どもたち

の「学び」と「育ち」の円滑な接続を図る。 

（*2）小学校と中学校が目指す子ども像を共有し、小学校 6 年間と中学校 3 年間の円滑な

接続を図り、系統的な教育を展開する。 

（*3）各中学校の担当者及び管理職によって組織される会議 

（*4）各中学校の代表者によって組織される会議 

（１）主な取組内容  
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○就学前施設間の連携 （こども育成室）

 幼稚園・保育所（園）・認定こども園といった就学前施設の形態を超えて、教育・保育内容

の充実と推進、並びに小学校への滑らかな接続を目的とした、就学前教育・保育指針を策定

するとともに、職員が互いの教育や保育、子どもの育ちについて共に学ぶ研修を行います。

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・「就学前教育・保育指針」の策定 

・近隣の幼稚園と保育所の職員が、互いの教育・保育現場で実習を行い、教育・保育の実

践方法について学び合う「幼保体験研修」を実施 

・近隣の幼稚園と保育所の子ども同士の交流を深める「あかしっこ交流」を実施 

・幼稚園グループ研究会に、近隣の保育所の職員が参加し、意見交流を実施 

・幼稚園及び保育所で実施される内部研修への相互参加を実施 

 

③ 就学前教育の充実 

○保育研究の推進 （学校教育課）
（こども育成室）

 保育の内容及び方法について一層の深化・充実を図るため、研究指定園を定め、2年間にわ

たって研究を行います。 

 また、中学校区を基本単位に全幼稚園をグループに分け、実際保育を中心に保育研究を進

めます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・平成 27・28 年度研究発表指定園：播陽幼稚園・錦浦幼稚園 

・平成 28・29 年度研究発表指定園：林幼稚園・谷八木幼稚園 

○「明石市就学前教育・保育共通カリキュラム」の検証 （こども育成室）

 平成 28 年 3 月に策定された、「明石市就学前教育・保育共通カリキュラム」を活用し、検

証します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・二見こども園（*1）にて活用し、検証 

（*1）0～5 歳の教育・保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園として、平成 28 年 4

月に開園。 
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④ 学習意欲の向上 

【重点的な取組】 

●学習意欲及び学力の向上の推進 
（学校教育課）

（青少年教育課）

 明石の子どもたちの基礎基本の確実な定着を図り、更なる学力向上を図るため、平成 27 年

度全国学力・学習状況調査結果や「明石市教育大綱」、「第２期 あかし教育プラン」を基に、

放課後や土曜日、夏季休業期間中に、教員ＯＢを中心に地域の人材を活用し、学習教室を開

催するなど、学習意欲及び学力の向上施策を推進します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・わくわく地域未来塾（参加を希望する小学校３年生を対象に、地域住民や教員ＯＢ等ボ

ランティアによる算数・国語の学習教室）を、前年度の 10 校から拡充し、20 小学校で土

曜日に年間 20 回程度実施 

 ・数学・英語応援団（参加を希望する中学生を対象に、地域住民や教員ＯＢ等ボランティ

アによる数学・英語の放課後学習教室）を全中学校で年間 25 回程度実施 

・おもしろドキドキ科学教室（科学の専門性を持つ講師を派遣し、実験や観察を中心に身

近な科学を体験する教室）を希望する学校で年間 13 回実施 

 
⑤ ＩＣＴの活用 

○学校配備の ICT 機器の活用 （学校教育課）

 児童生徒の発達段階に応じて、コンピュータやタブレット端末等のＩＣＴ機器の活用やそ

の他ソフトウェアの基礎的な使い方、情報モラル等を系統的に指導し、情報活用能力を育成

します。 

 ＩＣＴ機器を活用した協働的な学びを推進し、児童生徒の思考力・判断力・表現力の向上

を図ります。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・小・中・特別支援学校に配備されたコンピュータやタブレット端末等のＩＣＴ機器を活

用 

 ・「小学校・養護学校・中学校情報教育担当者会」等において、ＩＣＴ機器の効果的な活用

  策について検討 
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教育プランの計画期間における＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 に基づく取組の成

果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 H32 年度末

現状値 現状値 目標値 目標値 目標値 

「幼保体験研修」 

職員体験率 
20％ 64％ 40％ 70％ 100％ 

わくわく地域未来塾 

実施校数 

及び参加人数 

 

10 校  

289 人 

※1 

20 校 

357 人 

20 校 

350 人 

28 校 

400 人 

28 校 

420 人 

数学・英語応援団 

参加人数 
425 人 450 人 280 人 300 人 350 人 

おもしろドキドキ科学

教室参加人数 
158 人 955 人 900 人 1,000 人 1,050 人 

※1 平成 27 年度は「わくわく土曜チャレンジ」として実施 

 

 

＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 27 年度 平成 28 年度 

学力向上推進事業 学校教育課 10,472 16,878 

学校支援地域本部事業 青少年教育課 961 8,129 

子ども・子育て支援推進事業 こども育成室 4,360 1,883 
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（学校教育課） 

平成 28 年度は、子どもたちの学習意欲及び基礎学力の向上を図るため、学習教室を開催す

るとともに、小中一貫教育と就学前施設、小・中・特別支援学校の校種を超えた連携に取り

組んだ。また、「全国学力学習状況調査」の結果から、本市の子どもたちの学力状況を分析し、

より効果的な指導方法を検討するとともに、ＩＣＴ機器についてはグループ学習や体育の授

業等で効果的に活用している。 

わくわく地域未来塾、数学・英語応援団、おもしろドキドキ科学教室については、児童生

徒のアンケートから「普段の授業がよくわかるようになった」「理科のおもしろさがよくわか

った」等の声により成果の確認をしている。今後も引き続き取組を推進していく。 

 平成 30 年度以降も、人材確保などの課題はあるが、引き続き、教員ＯＢや地域の協力を得

ながら、地域ぐるみで子どもたちの発達段階に応じた成長を支えていけるよう取組を進めて

いくとともに、小中一貫教育についてもモデル校区の検証等を参考に推進していき、子ども

たちの学力向上を一層図り、「生きる力」を育成していく。 

（青少年教育課） 

 わくわく地域未来塾について、平成 28 年度は 20 小学校区で実施し、実施校数、参加人数

ともに目標値を達成した。平成 29 年度は全 28 小学校区での実施に向け、取組を進めている。

 子どもたちの学習を現場で直接支援する学習支援ボランティアの確保が課題となってお

り、引き続き、学校教育課と連携し、教員ＯＢや地域の協力を得ながら、学習意欲及び学力

の向上に取り組んでいく。 

（こども育成室） 

 子ども子育て支援新制度の流れを受け、二見幼稚園と二見保育所を一体化し、幼稚園と保

育所の機能を併せもつ、幼保連携型認定こども園として｢二見こども園｣が平成 28 年４月に開

設された。 

就学前教育・保育の充実に向け、幼稚園・保育所・認定こども園それぞれの施設がその特

徴を生かしながら、就学前教育・保育に携わる職員の資質向上を目指し、研修の充実を図っ

ている。特に「幼保体験研修」においては、保育所・幼稚園での体験研修を通して、双方の

教育、保育を知ることで、各施設における相違点等の気付きにつながっている。錦浦幼稚園

と中尾保育所のように園児の交流を実施するための職員の保育内容研修等を含め、引き続き

幼稚園・保育所・認定こども園の職員の研修充実を図る。 

平成 28 年度に策定した教育保育共通カリキュラムについて、二見こども園における実践を

通して検証を進めている。 

また、就学前施設、小・中・特別支援学校との連携については、トライやるウィーク・小

学校での一日入学・園児と小学生交流による体験活動など校種間での交流を通し、幼児、児

童、生徒間の親しみが増し、就学への期待が深まるなど校種間連携の成果が見られる。 

 平成 29 年度改訂（改定）、平成 30 年度実施の『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』『認定

こども園教育・保育要領』についての伝達講習をこども育成室で実施する。職員の研修・相

互理解を深め、さらなる就学前教育の充実に向け取組を進めるとともに、就学前施設及び小・

中・特別支援学校の｢学び｣｢育ち｣の円滑な接続を意識した実践に努める。 
 

「基本的な方策１ 確かな学力の育成」に対する所管課評価 
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価 
 

平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策２ 豊かな心の育成 

≪目的≫ 

子どもたちが命や人権を尊重し、共に生きる心を大切にするとともに、豊かな人間性や感

性、道徳性等を養うことができるよう、取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 に係る平成 28 年度の主な取組の内容

については、以下のとおりです。 

 

① 人権教育の推進 

○人権教育の研究   （学校教育課）

小学校及び中学校を研究校として指定し、個々の学校の人権課題をテーマにした研究に取

り組みます。また、人権教育の一層の充実を図るため、各学校の全体計画及び年間指導計画

を整備します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・研究校：錦浦小学校 

○人権教育研修会の実施  （学校教育課）

小学校、中学校及び明石養護学校の人権教育推進担当教員を対象とした「人権教育研修会」

を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・招聘講師による研修会の実施（夏季休業期間中） 

○地域での人権文化の醸成    （人権推進課）

自治会や子ども会など、地域にある各種団体を対象に「人権研修会」を開催し、人権文化

の醸成に努めます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・人権研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）主な取組内容  
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② 道徳教育の推進 

●道徳教育の研究 （学校教育課）

 「特別の教科 道徳」の導入（小学校：平成 30 年度、中学校：平成 31 年度）に向け、道

徳教育の研究を進めます。 

 「兵庫版道徳教育副読本」（兵庫県教育委員会作成）を積極的に活用した授業づくりを進め

ます。 

 体験活動を道徳的実践の場と位置付け、一層の充実を図るとともに、「特別の教科 道徳」

の導入に向けた各学校の全体計画及び年間指導計画を整備します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・道徳教育担当者会を中心とした研究会の実施（研究校：鳥羽小学校、錦城中学校） 

・「兵庫版道徳教育副読本」を積極的に活用した授業実践 

・各学校での全体計画及び年間指導計画の作成 

 

③ 体験学習の充実 

○社会体験活動の実施 （学校教育課）

 「心の教育」の実践の場として、中学校及び明石養護学校中学部の２年生が、地域のよさ

やふるさとの恵みに触れ、地域の中での生徒の主体性を尊重したさまざまな社会体験活動「ト

ライやる・ウィーク」に取り組みます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・全ての中学校及び明石養護学校中学部の２年生による社会体験活動の実施 

○「小学校体験活動」の実施 （学校教育課）

 小学校３年生の「環境体験事業」や小学校５年生の「自然学校推進事業」を通して、学校

として繋がりのある「小学校体験活動事業」に取り組みます。 

 また、明石養護学校においては、小学部高学年以上の児童生徒を対象とした「体験チャレ

ンジ事業」として県内の施設に宿泊し、野外活動や自然観察を行う等、主体的に活動するこ

とを目的としたさまざまな活動を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・全ての小学校において、学校や地域の実情及び創意工夫を活かした活動の実施 

 ・明石養護学校小学部高学年以上における活動の実施 

・自立活動キャンプ、宿泊体験活動等の実施 
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○「次代の親育成（未来のパパママ事業）」の実施    （子育て支援課）

 次代の親となる中高校生や大学生、若い親を対象に、生命の尊さや家族の大切さについて

理解が深められる講座や事業を展開します。 

また、中学校での授業に助産師や保健師等を派遣し、生命の尊さ等への理解を深める学習

を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・「もうすぐパパママ講座」の開催（6回）、「ひだまりオープンスペース」の開催（16 回）

・「ふれあい週間」（プレイルームでの乳幼児やその親との交流） 

・中学校にて生命の尊さや家族の大切さへの理解を深める学習（未来のパパママ事業）の

実施 

 

④ 子どもの読書活動の推進 

○家庭・地域における子どもの読書活動の推進    （青少年教育課）

 子どもたちが本を通して心豊かに育つ環境づくりに寄与するため、乳幼児期から本に親し

む機会の提供や、保護者への啓発、地域での読書活動の推進等の取り組みを進めます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・４か月児健康診査時に、乳児とその保護者に絵本と読み聞かせ体験を贈るブックスター

ト事業の実施 

【重点的な取組】 

●学校園等における子どもの読書活動の推進 （学校教育課）
（青少年教育課）

 ことばを学び、感性を磨き、表現力を高めるなど内面を豊かにするとともに「読み・書き・

話す」ための表現力や理解力など（確かな）学力の育成につながる子どもの読書活動を推進

するため、学校図書室の機能充実を図りながら、効果的な取組の検証を行います。 

また、読書意欲の向上のための全校一斉の読書活動など、図書を活用した教育活動を推進

します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・図書室の蔵書内容の充実及び古くなった図書の更新 

・保護者ボランティアとの連携 

・図書室の利用の活性化 

   教育委員会の学校図書館支援員（司書 2 名）による開館、図書の紹介、研修、運営上の

実務相談対応などの支援の実施 

・指導者の意識改革 
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【重点的な取組】 

●公立図書館における子どもの読書活動の推進 （青少年教育課）

市立図書館において、青少年や子ども向けの図書、子育て関連図書の充実を図るとともに、

子どもや保護者を対象とした行事を実施する等、子どもの読書活動や自主学習を支える環境

の整備を進めます。 

また、学校図書館や子育て支援施設、ボランティア等との連携を深め、本に親しむ環境づ

くりを推進します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・あかし市民図書館の開設 

・児童書エリア、ティーンズコーナー、子育て関連の図書の充実 

・読み聞かせやおはなし会等、子どもや保護者を対象とした図書館行事の実施 

・学校図書館連携事業の実施 

○子どもの読書活動の啓発・広報の推進 （青少年教育課）

ことばを学び、感性を磨き、表現力を高めるなど内面を豊かにするとともに「読み・書き・

話す」ための表現力や理解力など（確かな）学力の育成につながる子どもの読書活動を推進

するため、広く市民を対象とした啓発イベントや広報活動を通して、子どもたちの読書意欲

の向上を図ります。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・「子どもに伝えたい『本』感動大賞」の実施 

 子ども自身が薦めたい本を紹介する「本の帯」や、読み聞かせを受けた子どもが、その

感動を表現して「１枚の絵」の募集、展示紹介等により、子どもの読書活動の推進を図

る取組 
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教育プランの計画期間における＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 に基づく取組の成果

を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 H32 年度末

現状値 現状値 目標値 目標値 目標値 

人権課題をテーマにし

た指定研究発表会 

参加者数 

小学校 

80 人 

中学校 

30 人 

小学校 

120 人 

中学校 

45 人 

小学校 

90 人 

中学校 

40 人 

小学校 

120 人 

中学校 

50 人 

小学校 

120 人 

中学校 

50 人 

「人権教育研修会」 

参加者数 
42 人 70 人 50 人 75 人 75 人 

「兵庫版道徳教育副読

本」を積極的に活用し、

「読み物資料」を教材

とした授業実践を各学

年 6時間実施した割合

78％ 100％ 83％ 100％ 100％ 

「トライやる・ウィー

ク」が参加生徒にとっ

て充実した活動であっ

た割合 

96％ 94％ 97％ 97％ 100％ 

学校の授業以外で、普

段（月～金）全く読書

をしない中学３年生の

割合 

33.3％ 34.5％ 32.0％ 32.0％ 28.0％ 

小中学校図書室におけ

る年間貸出冊数 
378 千冊 378 千冊 400 千冊 420 千冊 600 千冊 

公立図書館 

本の貸出冊数 

1,723 

千冊 

1,675 

千冊※1 

1,700 

千冊 

2,200 

千冊 

2,400 

千冊 

※1 平成 28 年度については、あかし市民図書館開館準備のための休館期間があったため、

貸出冊数が減少。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  
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＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 27 年度 平成 28 年度 

小学校体験活動事業 学校教育課 47,174 45,968 

トライやる・ウィーク推進事業   〃 17,915 16,505 

特別支援学校交流・体験チャレンジ事業   〃 235 235 

本のまち明石推進事業 青少年教育課 241 2,091 

子どもの読書活動推進事業   〃 26,548 25,873 

図書館運営事業   〃 315,311 528,355 

図書館施設整備事業   〃 1,000 1,000 

人権教育・啓発推進事業 人権推進課 27,691 27,452 
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（学校教育課） 

人権教育・道徳教育のさらなる推進を図るため、研究指定校の実践を中心に各校の全体計

画及び年間指導計画の整備を行った。特に平成 30 年度からの「特別の教科 道徳」の導入に

向けて、今後も研修会や研究会を通して授業実践や教材研究についての取組を中心に進めて

いく必要がある。 

また、豊かな心を育むための体験活動や読書活動の推進についても計画的に進めることが

できた。中学校２年生の「トライやる・ウィーク」は平成 30 年度に 20 周年を迎える。活動

の意義を再確認するとともに、事後の展示会等を充実させ、家庭・地域にも広く発信してい

きたい。       

読書活動については、研究指定校の実践を市内に広げるとともに、新しく駅前に開設した

「あかし市民図書館」とも連携し学習に活用するなど、子どもが本に親しみ、意欲をもって

読書する活動を計画していく。それにより、小中学校図書室における年間貸出冊数を増やし

たい。 

（青少年教育課） 

子どもの読書活動の推進を図るため、平成 28 年度は、学校図書室の蔵書内容の充実及び更

新を行うとともに、教育委員会の学校図書支援員による開館や運営の支援、図書館教育担当

教員や保護者ボランティアへの研修等を行った。また、自分が薦めたい本を紹介する「本の

帯」や読み聞かせの感想を表現した「一枚の絵」を募集する「子どもに伝えたい『本』感動

大賞」を実施するなど、子どもたちの読書意欲の向上に努めたが、「中学３年生の不読率」の

改善及び「小中学校図書室における年間貸出冊数」の増加には至らなかった。 

平成 29 年度は、小中学校計８校に学校司書をモデル配置し、図書室の環境整備や開館・貸

出業務、公共図書館や保護者ボランティアとの連携などの運営業務を担うとともに、調べ物

相談などの情報提供サービスや読み聞かせなどの読書意欲を高める取組、図書を活用した授

業への支援なども行い、図書室の一層の利活用を図っている。 

平成 30 年度以降も、引き続き、学校図書室の蔵書内容の充実、図書室の運営支援、教員や

ボランティアへの研修、イベント等の読書意欲を高める取組などを行い、図書室の利用の活

性化を図るとともに、今年度の取組内容や成果を検証したうえで、学校司書の配置について

も検討していく。 

 

市立図書館においては、平成 29 年１月 27 日に明石駅前再開発ビル４階に「あかし市民図

書館」を開設した。駅前に移転したことによる交通の便の向上や、図書の充実や開館日・開

館時間の拡充などサービス面の充実により、全体的に貸出冊数や貸出者数も増加しており、

読書離れが指摘される 10 代向けには、ティーンズコーナーを設け、読書に誘うアプローチを

図っている。 

また、定期的なおはなし会など実施に加え、ワークショップや図書館の使い方講座、新た

に託児付きのイベントなど、子どもも保護者も本に親しめるイベントを実施し、多くの方の

参加があった。「あかし市民図書館」開館に合わせて開始したブックスタート事業では、４か

「基本的な方策２ 豊かな心の育成」に対する所管課評価 
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月児健康診査時に絵本と図書館司書等による読み聞かせ体験をプレゼントし、家庭での読書

推進を図った。今後、ブックスタート事業に続く新たな事業の展開についても、検討を進め

ていく。 

学校との連携事業としては、各校へ図書館の活用方法を紹介するとともに、図書館見学受

け入れ、学校からの依頼に応じ図書館が学校に本を配送する団体貸出、それに加えて授業に

活用できる図書のセット貸出も開始し、さらなる連携の強化に努めた。 

（子育て支援課） 

 平成 28 年度は、市内小中学校に対して、赤ちゃん人形などの物品貸出や看護職による「い

のちの学習」などを実施した。また妊婦やそのパートナーが沐浴や抱っこの仕方を学習する

「もうすぐパパママ講座」及び「オープンひだまりスペース」などの講座、主に小学校高学

年から中高生までを対象に乳幼児とその保護者が交流できる「ふれあい週間」を開催した。

平成29年度からは明石駅前再開発ビル内にあかしこども広場が開設されたことに伴い、「も

うすぐパパママ講座」については開催数を年 12 回に増加させるなど一層の取組を推進してい

るところである。これらの取組により児童生徒らに思いやりの心の育成を促すとともに、妊

婦やパートナーの育児への不安を軽減し子育てを楽しもうとする意欲の醸成を支援してい

る。 

平成 30 年度以降も、これらの取組により近年の核家族化や地域コミュニティの希薄化など

により乳幼児と触れ合う機会がないまま親になる世代に対し、生命の尊さや家庭の大切さの

役割について理解を促すとともに、将来的に養育知識の不安さから生じる児童虐待の予防を

図る。 

（人権推進課） 

 平成 28 年度、自治会や子ども会等、地域にある各種団体にて人権研修会を 598 回行い、総

数 19,702 名の参加があった。内容としては、子ども、高齢者、障害のある人、同和問題等、

多種多様な人権課題について研修を行い、幅広く市民に人権教育・啓発を行った。 

 平成 29 年度も、市内 13 中学校区に配置している人権教育推進員を中心に各地区で積極的

に研修会の取組を行っている。また、平成 28 年 12 月に施行された「部落差別解消推進法」

の周知についても、兵庫県作成のリーフレットを配布し積極的な活用を促すなど、取組を進

めている。 

平成 30 年度以降も参加者が、同和問題をはじめとする人権課題を正しく理解するとともに

“わがこと”としてとらえられる研修を企画・実施し、人権文化の醸成に努める。  
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価 
 

 
 

平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策３ 健やかな体の育成 

≪目的≫ 

子どもたちが健康で安全な生活を送るための能力・態度・習慣を培えるよう、体力向上、

健康教育の推進に向けて取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 に係る平成 28 年度の主な取組の内

容については、以下のとおりです。 

 

① 子どもの体力づくり 

【重点的な取組】 

●「あかしっ子元気・体力アップ推進事業」の実施 

 

（学校教育課）

児童生徒が運動に親しむ機会を提供し、「新体力テスト」の分析結果を踏まえ、発達段階に

応じた適切な指導を行うとともに、「にこにこスポーツチャレンジ」への支援等を行い、児童

生徒の体力及び運動能力向上を図ります。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・新体力テストへの記録カード及びチャレンジシールの配布 

・走・跳・投（50m 走・立ち幅跳び・ソフト（ハンド）ボール投げ）の全学年実施 

・「にこにこスポーツチャレンジ」の開催 

○学校体育行事の開催    （学校教育課）

小学校及び中学校の体育やスポーツの活性化を図ります。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・学童水泳記録会（小学校）、総合体育大会・新人体育大会（中学校）の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）主な取組内容  
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○学校保健の充実 （学校教育課） 

児童生徒等が安心して学校園生活を送れるよう、健康の保持増進を図ります。また、児童生徒

等に対し、生涯にわたって心身の健康を保持増進できる能力の育成に努めます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・健康診断等の保健管理の充実 

・学校保健に関する講演会の実施 

・学校における薬物乱用防止・性教育・がん教育等に関する講演会等の開催支援 

 

② 「食」に関する教育の推進 

○「食生活の大切さ」の啓発 （学校教育課）

 「市立学校食育推進協議会」の活動を通じて、「食生活の大切さ」を保護者に啓発します。

 また、各学校における、食に関する校内指導体制の整備及び指導計画策定を推進します。

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・朝食の大切さを啓発するチラシの作成と学校園の児童生徒等への配布 

○学校給食における地産地消の推進 （学事給食課）

 児童生徒の地域の伝統的食文化や産業・自然の恩恵に対する理解を深めるため、学校給食

に地元産の食材を積極的に取り入れます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・明石特産品や兵庫県産品を使用した献立の提供 

・献立表などを通じた啓発の実施 

【重点的な取組】 

●中学校給食の導入 

 

（学事給食課）

 成長期にある中学生に栄養バランスのとれた安全・安心な昼食を提供するとともに、食事

に関する正しい知識や望ましい食習慣を養うなど、一層の食育推進を図るため、中学校給食

を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・西部給食センターを整備し、9月よりモデル校である大蔵中、高丘中、魚住中で給食開始

・全校実施に向けた東部給食センターの建設工事着手、配膳室の整備 
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教育プランの計画期間における＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 に基づく取組の成

果を測るための指標や数値目標です。 

指 標 

数値目標 

H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 H32 年度末

現状値 現状値 目標値 目標値 目標値 

「にこにこスポーツチ

ャレンジ」参加者数 
160 人 220 人 200 人 200 人 200 人 

朝食の大切さを啓発 

するチラシの作成 

と学校園の児童生徒等

への配布 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

学校給食における 

地産地消率 

（一定期間の献立にお

ける兵庫県産食材の使

用率【食材数ベース】） 

43.3％ 

(小学校) 

45.9％ 

（小学校）
40％以上 40％以上 40％以上 

中学校給食の提供を 

受ける学校数 
未実施 3 校 3 校 3 校 13 校 

 

 

＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 27 年度 平成 28 年度 

学校給食一般運営事業 学事給食課 539,183 560,180 

学校給食従事者等研修事業   〃 633 635 

学校給食衛生管理事業   〃 102,265 92,213 

中学校給食導入事業   〃 20,972 333,295 

学校体育一般事務事業 学校教育課 7,411 7,412 

学校体育関係団体助成事業   〃 1,596 1,502 

学校体育行事開催事業   〃 11,959 2,756 

あかしっ子元気・体力アップ推進事業   〃 813 796 

学校保健一般事務事業   〃 473 779 

学校保健管理事業   〃 143,162 142,103 

児童・生徒・教職員健康診断事業   〃 50,300 51,480 
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（学事給食課） 

中学校給食については、西部給食センターを整備し、平成 28 年９月よりモデル校である大

蔵中学校、高丘中学校、魚住中学校で給食を開始した。平成 29 年度は、平成 30 年４月から

の全校実施に向け、東部給食センターの建設や、配膳室整備、導入前準備訓練（調理等）な

どを進めていく。平成 30 年度以降についても、食材管理をはじめ、給食センターの施設設備

や作業面の厳格な衛生管理などを行うことにより、安全な給食を安定的に提供していく。 

また、学校給食における地産地消の推進については、「食育の日（毎月 19 日）」にあわせ、

毎月 19 日近辺で「食べよう兵庫の食材」と標し、兵庫県産の食材をより多く取り入れた献立

を提供する日を設定しているほか、ＪＡ・市場関係者等と協議しながら、明石産の米や野菜

などの農産品のほか、たこ・海苔などの明石特産水産品の提供にも努めた。なお、これらの

取組の結果、国・兵庫県の学校給食における県産品使用率の平均値【国：26.9％（平成 26 年

度）、兵庫県：29．7％（平成 27 年度）】を大きく上回る県産品使用率を達成することができ

た。 

今後、中学校給食が全校実施となることも考慮しつつ、学校給食を食育の「生きた教材」

として更なる活用を図るため、関係団体との連携を強化しながら、引き続き地産地消を推進

していく。 

（学校教育課） 

 児童生徒の体力及び運動能力向上を図るため、「チャレンジシール」「個人記録カード」を

配布し、子どもたちの体力づくりの意欲を高めている。「走・跳・投」の底上げを図るため、

重点的に取り組ませることで、児童生徒の基本的な運動能力・体力は、ゆるやかに向上して

いる。平成 29 年度は、全市的な課題を見つけるため学校訪問を行い、体力及び運動能力向上

に向けての方策に活かす。「にこにこスポーツチャレンジ」の開催については、定員を超える

参加希望者があり、子どもたちの運動意欲を高める目的を達成することができている。継続

実施することで、運動好きな子どもを増やしていく。 

学童水泳記録会（小学校）、総合体育大会・新人体育大会（中学校）についても、計画通り

開催できた。各チーム・個人が積み重ねて練習してきた技を試合で十分発揮することができ

た。平成 29 年度も東播大会、県大会を勝ち抜き、近畿・全国大会へと上位大会に進んだ個人・

チームが多数あった。 

児童生徒の健康の保持増進を図る取組についても計画的に進めることができた。学校保健

に関する講演会の実施については、明石市学校保健会と市教委が連携して実施した。平成 30

年度以降については、今日的な学校保健の課題解決に向けた取組を進めていく。学校におけ

る薬物乱用防止・性教育・がん教育等に関する講演会等の開催についても継続実施をするこ

とで、今日的な学校保健課題の解決を図るとともに、児童生徒等・教職員・保護者の知識を

深めていく。 

「食」に関する教育の推進については、市立学校食育推進協議会と連携して、「朝食の大切

さを啓発するチラシ」を作成し、学校園の児童生徒等を通して各家庭へ配布している。平成

29 年度は、「朝食の大切さ」「朝食と学力の関係」「孤食を止め、家族みんなで食事を」「手ご

「基本的な方策３ 健やかな体の育成」に対する所管課評価 
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ろな朝食の作り方」を掲載し、配布した。平成 30 年度以降は、「睡眠と朝食」「朝食と学力」

「生活チェック表」等を内容として検討している。明石市の食育の日にチラシを全家庭へ配

布することで、意識の向上を図る。 
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価 
 

平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策４ 安全・安心の学習環境 

≪目的≫ 

子どもたちが、基礎的な知識・技能だけでなく、それを活用する思考力・判断力・表現力、

主体的に学ぶ意欲を培えるよう、発達段階に応じた取組を進めます。 

すべての子どもたちの健やかな成長を促すため、安全に安心して学ぶことができるよう、

良好な教育環境を整備するための取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 に係る平成 28 年度の主な取組

の内容については、以下のとおりです。 

 

① いじめ対策の推進 

○いじめ防止啓発活動の実施 （児童生徒支援課）

「いじめは絶対に許されない」という意識の定着を図るため、さまざまな啓発活動を実施

します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・「いじめ防止人形劇“ニコニコあかし”」の開催（6月～3月） 

・「“いじめストップあかし”こども会議」の開催（7 月） 

・「いじめ防止月間」の推進（「“いじめストップあかし”実践発表会」及びいじめ防止啓発

作品表彰式の実施、いじめ防止啓発リーフレットの配付 等） 

 

② 不登校対策の推進 

○不登校対策のさらなる充実 （児童生徒支援課）

不登校の未然防止、早期発見、早期対応に向けた学校の取組をさらに充実させ、研修等を

通して教職員の資質の向上を図ります。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・「ストップ不登校あかし」の有効活用と、年 4 回の不登校対策研修会の実施 

・校内における不登校支援体制構築のための、3 名の市費負担スクールカウンセラーの配置

・担当係の計画的な学校訪問 

・主任スクールカウンセラー、主任スクールソーシャルワーカーによる学校支援と、県ス

クールカウンセラーや関係機関との連携 

 

 

 

（１）主な取組内容  
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③ 教育相談の充実 

○相談支援の充実    （児童生徒支援課）

 教育相談員・指導主事及び精神科医や臨床心理士・社会福祉士等の専門家による教育相談

により、いじめ・非行等の問題行動や不登校、しつけや子育てなど、児童生徒や保護者等に

対する相談支援を行います。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・臨床心理士・社会福祉士の資格を有する職員及び指導主事・教職員ＯＢによる教育相談

活動や訪問支援活動（週 5日） 

・臨床心理士の資格を有する専門相談員による相談活動（週 5日） 

・精神科医による相談活動（月 1回） 

 

④ 学習機会の保障 

○就学援助の実施 （学事給食課）

 経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費、学校給食費や校外活動

費などの一部を援助します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・援助基準を満たした保護者に対する就学援助の実施 

○奨学金の貸与 （学事給食課）

 経済的理由により修学困難な高校生等に対し、学資を貸与します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・貸与基準を満たした高校生等に対する奨学金の貸与 

 

⑤ 学校施設の整備 

【重点的な取組】 

●学校普通教室等への空調設備の設置 （学校管理課）

児童生徒の健康管理や学習意欲の向上を図るため、市立学校の普通教室及び音楽教室（中

学校のみ）に空調設備を設置します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・全中学校の普通教室及び音楽教室(13 教室)への設置工事 

・全小学校の普通教室への空調設備設置に係る工事実施設計 

・高等学校の普通教室(24 教室)への設置 

○各学校へのエレベーターの整備 （学校管理課）

 児童生徒が安全で快適な学校生活を送れるようエレベーターの整備を行います。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・谷八木小学校及び高丘中学校へのエレベーター設置工事 

・魚住小学校及び大久保北中学校への設置工事実施設計 
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○各学校のトイレの整備 （学校管理課）

 児童生徒が学校活動を円滑に実施するため、清潔で快適なトイレ整備を図り、さらに便器

の洋式化を推進します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・錦が丘小学校南校舎便所改修工事 

・大蔵中学校北校舎便所改修工事 

○学校園の美化・緑化の推進 （学校管理課）
（こども育成室）

 各学校園において、園児、児童生徒、教職員、保護者及び地域の人々が協力して、快適な

教育環境の維持管理に努めます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・年間を通じた全学校園での実施（清掃・修繕・芝生管理等） 

○小・中学校の規模の適正化 （総務課）

 「小・中学校の規模等に関する基準」（H28.1 策定）に基づき、将来に渡って、児童生徒へ

の良好な教育環境を確保し、教育効果の維持・向上を図るため、学校規模の適正化に取り組

みます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・過大規模校・小規模校の適正化に向けた検討を行い、対策を講じるとともに、必要に応

じて通学区域審議会を開催し、適正な通学区域のあり方について協議 

○学校へのパソコン配備 （学校管理課）
（こども育成室）

 ＩＣＴ機器を活用して教職員の校務の軽減・効率化を図るため、各学校に教職員の校務用

パソコン等を配備します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・小学校の校務用パソコンを中心に更新等を行うとともに、既存配備パソコンのメンテナ

ンスを適宜実施 
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教育プランの計画期間における＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 に基づく取組

の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 H32 年度末

現状値 現状値 目標値 目標値 目標値 

いじめ解消率（いじめ

を認知した件数のう

ち、解消または一定の

解消が図られた件数の

率） 

100％ 92.8％ 100％ 100％ 100％ 

中学校 

不登校出現率 

明石市

3.74％ 

全国 

（H26年度）

2.76％ 

差＋0.98％

明石市

4.00％ 

全国 

（H27年度）

2.83％ 

差＋1.17％

全国との差

＋0.7％ 

以下にする

全国との差 

＋0.7％ 

以下にする 

全国との差

＋0.5％ 

以下にする

市立学校の普通教室及

び音楽教室（中学校の

み）への空調設備の設

置率 

事業 

未実施 

小・中学校

30.7％ 

（255/830

教室） 

小・中学校

30.7％ 

（255/830

教室） 

小・中学校 

73.9％ 

（613/830

教室） 

小・中学校 

100％ 

各学校のエレベーター

整備率 

小学校 

28.6％

（8/28 校）

小学校 

35.7％

（10/28校）

小学校 

35.7％

（10/28校）

小学校 

39.3％

（11/28校） 

小学校 

50.0％

（14/28校）

中学校

53.8％

（7/13 校）

中学校 

61.5％

（8/13 校）

中学校

61.5％

（8/13 校）

中学校 

69.2％

（9/13 校） 

中学校

92.3％

（12/13校）

各学校のトイレ整備率

小学校 

77.3％

（215/278

か所） 

小学校 

78.4％

（221/282

か所） 

小学校 

78.4％

（221/282

か所） 

小学校 

79.8％

（225/282

か所） 

小学校 

84.4％

（238/282

か所） 

中学校 

58.2％

（78/134か

所） 

中学校 

61.2％

（82/134か

所） 

中学校 

61.2％

（82/134か

所） 

中学校 

64.2％

（86/134か

所） 

中学校 

72.4％

（97/134か

所） 

 

（２）指標及び数値目標  
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＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 27 年度 平成 28 年度 

就学事務事業 総務課 725 888 

学校園運営支援事業 学校管理課 38,119 40,039 

学校美化・緑化推進事業   〃 11,457 11,457 

小学校管理運営事業   〃 619,154 618,263 

小学校施設維持補修事業   〃 95,481 97,187 

小学校施設整備事業   〃 152,870 190,990 

小学校耐震化特別対策事業   〃 870,149 39,700 

中学校管理運営事業   〃 270,771 272,900 

中学校施設維持補修事業   〃 46,518 48,970 

中学校施設整備事業   〃 38,317 72,254 

幼稚園施設整備事業   〃 22,032 72,432 

特別支援学校管理運営事業   〃 15,627 16,626 

特別支援学校施設維持補修事業   〃 5,901 5,904 

特別支援学校施設整備事業   〃 476 12,050 

学校体育施設整備事業   〃 24,934 22,997 

学校保健管理事業   〃 9,214 10,123 

就学事務事業 学事給食課 887 937 

高校生等奨学資金貸付事業   〃 12,840 8,760 

小学校就学援助事業   〃 57,953 54,270 

小学校就学援助（医療費）事業   〃 500 400 

小学校特別支援教育就学奨励事業   〃 1,937 2,851 

中学校就学援助事業   〃 89,895 85,799 

中学校就学援助（医療費）事業   〃 400 300 

中学校特別支援教育就学奨励事業   〃 1,223 1,935 

無戸籍者教育支援事業 学校教育課 64 64 

学校園指導事業 児童生徒支援課 4,688 4,688 

不登校対策事業   〃 8,625 10,541 

いじめ対策事業   〃 1,285 1,285 

教育相談事業   〃 4,872 4,883 

明石商業高等学校管理事業 明石商業高等学校事務局 52,673 57,583 

明石商業高等学校施設整備事業   〃 0 2,800 

公立保育所整備事業 こども育成室 71,290 57,000 

公立保育所運営事業   〃 294,677 337,377 
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幼稚園管理運営事業 こども育成室 52,219 52,880 

幼稚園施設維持補修事業   〃 30,230 32,175 
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（総務課） 

 平成 28 年度は、山手小学校の過大規模対策として、喰ヶ池（大久保町大窪）の通学区域に

ついて、明石市立学校通学区域審議会にて審議を行い、山手小学校区から高丘東小学校区へ

の校区変更を実施した。 

 平成 29 年度以降についても、児童生徒の良好な教育環境を確保するため、明石市立小中学

校の通学区域の現況を注視しながら、必要に応じて通学区域審議会を開催し、適正な通学区

域のあり方について審議を行っていく。 

（学校管理課） 

 子どもたちの健康管理や学習意欲の向上を図るため、中学校の普通教室及び音楽教室に空

調設備を設置するとともに、学習環境の向上を図るため、エレベーターの設置やトイレの全

面改修を行い、目標値を達成した。 

 平成 29 年度も、14 小学校への普通教室への空調設備の設置や、小・中１校へのエレベータ

ーの設置、さらには、小・中１校のトイレ改修を予定している。すでに、夏休み以降工事を

開始しており、関係課と協力しながら、工事が停滞することのないよう努めていきたい。 

 学校園の美化・緑化の推進については、各学校園で清掃・修繕・芝生管理等の取組が行わ

れた。今後も引き続き美化・緑化の取組を推進していく。 

学校へのパソコン配備については、小学校・養護学校の校務用パソコンを中心に機器の更

新を行った。平成 29 年度は中学校のコンピュータ教室等を中心に機器の更新を行っていく。

 平成 30 年度以降も、厳しい財政状況のなか財源確保の課題はあるが、計画的に学習環境の

向上を図っていきたい。 

（学事給食課） 

平成 28 年度は、経済的理由により就学に困難が生じている世帯等に対し、就学援助の実施

や奨学金の貸与を通じて、児童生徒の学習機会の保障に努めた。 

平成 29 年度も引き続き、これらを必要とする世帯に適切に対応しているところである。な

お、入学準備に係る保護者負担を軽減するため、平成 30 年度入学予定の新小中１年生を対象

に、就学援助の援助費目の一つである「新入学児童生徒学用品費」を「入学準備費」として

入学前に支給する予定にしている。 

平成 30 年度以降も、引き続き、学習機会の保障に向けた方策の充実を検討していく。 

（児童生徒支援課） 

いじめについては、学校が積極的認知に努めた結果として認知件数が増えた。いじめの未

然防止については今後とも啓発事業等への取組を継続的に進めていく一方、早期対応につい

ても学校支援に努めていく。 

市費スクールカウンセラーの配置や「ストップ不登校あかし」のシステム運用等により不

登校支援にあたってきたが、平成 28 年度の中学校の不登校出現率は６年ぶりに４％を超える

結果となった。今後、当課の不登校対策を見直し、支援の充実に努めていく。 

相談事業について保護者や学校関係者に広く周知してきた結果、教育相談の件数が増加し

た。これは、保護者が子育てについて相談できる相手が少なくなってきていることも一因と

「基本的な方策４ 安全・安心の学習環境」に対する所管課評価 
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して考えられる。今後、学校と連携しながら、なお一層の教育相談の充実を図っていく。 

（こども育成室） 

 平成 28 年度は、年間を通じ快適な教育環境を維持するために、園児と保護者、地域の方々

と協力し、各園での清掃、修繕、芝生管理等に取り組んだ。平成 29 年度も快適な教育環境を

維持できるよう、平成 28 年度に引き続き取組を進めている。 

 平成 30 年度以降も、各園の実態及び環境を十分に把握し、各園や地域の実態に合わせた取

組を進めていく。 
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価 
 

平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策５ 一人ひとりに応じた教育 

≪目的≫ 

子どもたちが個性や能力に応じてより適切な指導や支援を受けられるよう、取組を進めま

す。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 に係る平成 28 年度の主な取

組の内容については、以下のとおりです。 

 

① 少人数教育の推進 

【重点的な取組】 

●小学校 1 年生への 30 人学級編制の導入 

 

（学校教育課）

子どもたちが、それぞれの個性や能力に応じた指導や支援が受けられるよう、特にきめ細

かな教育が必要となる小学校 1 年生について学級編制の標準を平成 28 年度より 30 人とし、

少人数教育の推進を行います。 

また、小学校 5 年生で 35 人を超える学級がある学校及び 6 年生で 35 人を超える学級が 3

学級以上ある学校に臨時講師を加配し、同室複数指導や少人数授業を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・小学校 1年生における 30 人学級編制の実施については、12 小学校に臨時講師配置 

・小学校 5年生及び 6年生における臨時講師の配置については、9小学校に 11 名配置 

 

② 特別支援教育の推進 

○介助員・特別支援教育指導員・特別支援教育サポーター 

（学生スタッフ等）の配置 

（学校教育課）

小学校及び中学校の特別支援学級並びに明石養護学校において、特に介助の必要な幼児、

児童生徒に対して介助員を配置します。 

また、小学校及び中学校の通常学級に在籍する発達障害等の児童生徒の支援のために、特

別支援教育指導員を配置します。 

さらに、発達障害を含む特別な教育的支援を要する児童生徒に対し、学生や一般市民によ

る特別支援教育サポーターを配置します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・介助員：66 名（平成 27 年度：64 名）・特別支援教育指導員：62 名（平成 27 年度：62 名）

・特別支援教育サポーター：12 名（平成 27 年度：17 名） 

（１）主な取組内容  
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○特別支援教育の専門家による巡回指導 （学校教育課）

発達障害を含む、特別な教育的支援を要する幼児、児童生徒が在籍する学校園に、臨床心

理士・言語聴覚士等の専門家を派遣します。 

その上で、各学校園での指導や支援に対し、個に応じた指導助言を行います。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・派遣回数：34 回（臨床心理士等）、12 回（言語聴覚士） 

（平成 27 年度：36 回（臨床心理士等）、13 回（言語聴覚士）） 

○明石市における障害のある子どもに対する就学（就園）相談の実施 （学校教育課）

 心身等の発達の遅れ、何らかの障害があるための特別な教育的ニーズを必要とする幼児・

児童・生徒のよりよい就学先についての相談を行います。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・早期からの情報収集、相談活動 

・適切な就学相談の実施 

○障害のある子どもに対する就園相談の実施と介助員の配置 （こども育成室）

 子どもの発達の遅れを心配する保護者の意向をうけて、入園前に医師の診察や観察、面接

を受けてもらうことで、幼児教育相談室（通級指導教室）の利用と集団生活の中での介助員

の配置を行います。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・幼児教育相談室利用予定人数：191 名（平成 27 年度：185 名） 

・介助員：73 名（平成 27 年度：73 名） 

○保育所児童発達指導員による巡回指導 （こども育成室）

 専門的知識や経験を有する者が全保育所を巡回し、保育所職員や保護者に対して、障害児

や発達に遅れがある児童等の保育に関する指導・助言を行います。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・派遣回数：112 回（56 園×2回） 

○明石養護学校の拠点機能の充実 （学校教育課）

 校内外での教育相談の実施、教材・教具の紹介、障害のある幼児や児童生徒への指導及び

支援、教員研修会への協力等、地域における特別支援教育の拠点としての機能充実に努めま

す。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・校内研修会のオープン化の実施 

・巡回指導・教育相談等の実施 
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教育プランの計画期間における＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育に基づく取組

の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 H32 年度末

現状値 現状値 目標値 目標値 目標値 

全国学力・学習状況 

調査 質問紙調査 

（先生はあなたのよい

ところを認めてくれて

いると思う） 

A: 当てはまる、B: どちらかといえば当てはまる、C: どちらかと

いえば、当てはまらない、D: 当てはまらない 

【小学校】 

未実施 

A: 42.1％

B: 40.3％ 

C: 13.1％ 

D:  4.2％ 

A: 60.0％

B: 40.0％ 

C:    0％ 

D:    0％ 

A: 65.0％ 

B: 35.0％ 

C:    0％ 

D:    0％ 

A: 75.0％

B: 25.0％ 

C:    0％

D:    0％ 

【中学校】 

未実施 

A: 33.0％

B: 47.6％ 

C: 14.0％ 

D:  5.2％ 

A: 60.0％

B: 40.0％ 

C:    0％ 

D:    0％ 

A: 65.0％ 

B: 35.0％ 

C:    0％ 

D:    0％ 

A: 75.0％

B: 25.0％ 

C:    0％

D:    0％ 

 

 

＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 27 年度 平成 28 年度 

教育支援事業 学校教育課 1,107 1,181 

特別支援教育推進事業   〃 3,724 5,014 

特別支援学校教育振興事業   〃 5,775 7,960 
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（学校教育課） 

小学校１年生における 30 人学級編制の実施により、個に応じた指導ができた。また、学級

の人数が増える小学校５年生及び６年生は臨時講師を配置し、児童に対するきめ細やかな指

導ができた。今後は、少人数指導や同室複数指導における有効な指導方法等、取組の検証を

行い実践に活かす。 

特別支援学級に配置されている介助員や特別支援教育指導員については効果的な支援がで

きるよう研修会を実施した。今後は、教職員との連携を強化するため、教職員対象に研修の

機会を設ける。 

 特別支援教育巡回指導については、学校園からのニーズは多い。専門家の助言をいかした

指導や改善点などを振り返り、個別の指導計画にいかすなど日々の指導につながっている。

引き続き個に応じた効果的な支援ができるよう巡回指導をいかしていく。また指導の結果を

踏まえてどのように改善をしていくかについて、個別の指導計画などを活用しながら、さら

に効果的な支援を継続的に実施できるようにしていく。 

 就学相談については、就学相談を受ける幼児・児童・生徒の数が増加している。教育支援

委員会において、就学相談会での専門家の見立てや学校園からの情報を総合的に判断し、幼

児・児童・生徒にとって、適切な学びの場はどこであるかについて、今後も適切に判定を実

施していく。 

 明石養護学校のセンター的機能の充実については、定期的に市教委や市立発達支援センタ

ーとの連携会議も実施している。今後も明石養護学校の拠点機能の充実を図るために、連携

を強化していく。 

（こども育成室） 

 発達に遅れや偏りがある子どもは年々増加の傾向にあり、幼稚園においても幼児教育相談

室への通級人数が増加している。平成 28 年度の通級回数は月に１～２回程度で、幼児の実態

に即した通級日の確保が難しい現状にある。また、集団生活において個別支援が必要な園児

に介助員を配置しているが、対象園児の増加で必要量の配置は難しい。 

保育所では、加配保育士を配置しているが、職員の資質向上に向けた取組が必要である。

また、巡回指導においては支援の必要な子どもに対して指導・助言をいただくことで、保育

士間の共通理解ができ、連携を深めながら、適切な関わり方や環境の整備が整ってきた。 

就学前の子どもたちは、個人差が大きく、集団生活を迎えるにあたり、保護者の不安や心

配も強い。発達に遅れや偏りがある子どもへの十分な支援を考慮するとともに、保護者支援

という点においても就園相談や入所・入園後の支援、小学校・特別支援学校への接続等、継

続した取組を意識したい。 

 

「基本的な方策５ 一人ひとりに応じた教育」に対する所管課評価 
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価 
 

 
 

平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策６ 教職員の資質・指導力の向上 

≪目的≫ 

子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、個々に応じた適切な指導を行うことがで

きるよう、教職員の専門性を高め、資質や指導力の向上を図る取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 に係る平成 28 年度の主

な取組の内容については、以下のとおりです。 

 

① 研修・研究の充実と実践力の向上 

○教育研究所の機能充実 （教育研究所）

教職員の資質能力向上のための研修をはじめ、特色ある教育活動を推進するため、教育研

究所の機能の充実に向けての調査研究を行います。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・他府県の教育センターとの交流、学校園の研修ニーズの把握並びに教育資料や情報の整

理・リスト化と頒布 

・各学校園作成による、研究紀要および研究授業の学習指導案・授業記録等の収集・整理・

データ化 

【重点的な取組】 

●教職員研修講座の実施 （教育研究所）

教職員の資質及び実践的指導力の向上のため、年次別研修や今日的教育課題の解決に向け

た研修等を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・本市の教育課題や教職員のライフステージに応じた各種研修の実施（61 回） 

○スーパーバイザー講師の派遣 （教育研究所）

特色ある充実した教育活動を推進するとともに、学校園の課題解決と校内研修のさらなる活性

化を図るため、各分野の優れた指導者を「明石市スーパーバイザー講師」として派遣します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・講師登録（51 名、教科、環境教育等の講師を増員） 

・学校園等への派遣（115 回程度） 

 

 

 

 

（１）主な取組内容  
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○校内研究等のオープン化 （教育研究所）

 各学校園における校内研究や校内研修をオープン化し、他校園との交流を進めるとともに、自

校園の校内研究を活性化させます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・中学校区ＵＮＩＴ（*1）等を活用しながら、オープン化を実施 

（*1）校種を越えて連携し、共通した視点で子どもたちを見守り育てるため、中学校区ご

とに設置された会議 

○教職員の勤務時間適正化の推進 （学校教育課）

 教職員の負担軽減や児童生徒と向き合う時間の確保に向け、具体的な方策を検討します。 

また、「学校業務改善実践事例集」の普及・推進や、事例集を活用した教職員の勤務時間適正化の

推進に取り組みます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・「教職員定時退勤日」「ノー会議デー」「ノー部活デー」の徹底 

・電子ファイルの共有化、会議や校内研修の効率的な運営及び文書量の見直しの実施 

・「学校業務改善実践推進会議（仮称）」の開催 

○特別支援教育に携わる教員等の資質向上 （学校教育課）

（小中学校） 

特別支援教育に携わる教員、介助員及び特別支援教育指導員の資質向上を図るため、それ

ぞれを対象にした研修会を開催します。 

（明石養護学校） 

在籍児童生徒の障害の重度化や多様化に対応した教育が行われるよう、明石養護学校の教

員を対象とした研修を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

（小中学校） 

・研修会開催回数：17 回程度（教員対象、管理職含む）、4 回（介助員・特別支援教育指導

員対象） 

（明石養護学校） 

・「動作法・意思の伝達講習」「子どもの思考・知覚・行動を理解するための認知講座」等

の研修の実施 
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○「免許外教科サポート事業」の実施 （学校教育課）

 免許外教科を担当する教員を補助し、指導の充実を図るため、実技教科の免許を所有する

教員ＯＢを免許外教科サポート補助員として派遣します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・兵庫県教育委員会へ実技教科の免許外教科担任の許可申請を行わなければならない学校

へ免許外教科サポート補助員を派遣 

○体力、運動能力向上に向けた研修会の実施 （学校教育課）

 体育科教育の充実を図るとともに、幼稚園及び小学校の教員の指導力の向上を図るため、

研修会を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・「あかしっ子体力向上指導者研修会」の実施 

・「領域別指導力向上実技研修会」（運動遊び、水遊び、水泳）の実施 

 

② 若手教職員の育成 

○年次研修「初任者研修講座」「2 年目研修講座」「3 年目研修講座」の実施 （教育研究所）

 採用 3 年間で若手教員の実践的指導力を高めるため、年次に沿って計画的な研修を行いま

す。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・「授業づくり」「学級づくり」「生徒指導」「先輩教員の授業公開や講話」等（10 回） 

○若手教職員研修講座の実施 （教育研究所）

保育・学習指導等で優れた実践を行っているアドバイザー役の先輩教員が、若手教員に基

本的な教育技術の指導や公開授業・保育を通した実践を支援する「授業力向上講座」を実施

するとともに、経験年数が概ね 15 年以下の教員、臨時講師及び非常勤講師を対象にした時間

外自主研修「あかし若手教師塾」を開催し、若手教職員の資質能力及び指導力の育成・向上

を図ります。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・授業力向上講座として講義を 17 講座、公開授業を 6 回実施 
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教育プランの計画期間における＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 に基づ

く取組の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 H32 年度末

現状値 現状値 目標値 目標値 目標値 

全国学力・学習状況 

調査 質問紙調査 

（教職員は、校内外の

研修や研究会に参加

し、その成果を教育活

動に積極的に反映させ

ている） 

A:当てはまる、B:どちらかといえば当てはまる、 

C:どちらかといえば当てはまらない D:あてはまらない 

【小学校】     

A: 50.0％ 

B: 46.4％ 

C:  3.6％ 

D:    0％ 

A:39.3％ 

B:50.0％ 

C:10.7％ 

D:   0％ 

A: 55.0％ 

B: 43.5％ 

C:  1.5％ 

D:    0％ 

A: 57.0％ 

B: 41.5％ 

C:  1.5％ 

D:    0％ 

A: 60.0％

B: 40.0％ 

C:    0％

D:    0％ 

【中学校】     

A: 30.8％

B: 46.2％ 

C: 23.1％ 

D:    0％ 

A:46.2％ 

B:46.2％ 

C: 7.7％ 

D:   0％ 

A: 35.0％

B: 45.0％ 

C: 20.0％ 

D:    0％ 

A: 50.0％ 

B: 45.0％ 

C:  5.0％ 

D:    0％ 

A: 40.0％ 

B: 45.0％ 

C: 15.0％ 

D:    0％ 

全国学力・学習状況 

調査 質問紙調査 

（学校の教員は、特別

支援教育について理解

し、前年度までに、調

査対象学年の児童に対

する授業の中で、児童

の特性に応じた指導上

の工夫（板書や説明の

仕方,教材の工夫など）

を行いましたか） 

A:当てはまる、B:どちらかといえば当てはまる、 

C:どちらかといえば当てはまらない、D:あてはまらない 

【小学校】     

A: 25.0％

B: 64.3％ 

C: 10.7％ 

D:    0％ 

A: 17.9％ 

B: 75.0％ 

C:  7.1％ 

D:    0％ 

A: 30.0％

B: 65.0％ 

C:  5.0％

D:    0％ 

A: 30.0％ 

B: 65.0％ 

C:  5.0％ 

D:    0％ 

A: 35.0％

B: 65.0％ 

C:    0％

D:    0％ 

【中学校】     

A: 53.8％

B: 30.8％ 

C:  7.7％ 

D:  7.7％ 

A: 38.5％ 

B: 46.2％ 

C: 15.4％ 

D:    0％ 

A: 55.0％

B: 40.0％ 

C:  5.0％ 

D:    0％ 

A: 55.0％ 

B: 40.0％ 

C:  5.0％ 

D:    0％ 

A: 55.0％

B: 45.0％ 

C:    0％ 

D:    0％ 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  
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＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 27 年度 平成 28 年度 

免許外教科サポート事業 学校教育課 300 300 

学校園指導事業   〃 6,590 8,081 

人権教育研究事業   〃 250 275 

小学校教育振興事業   〃 21,497 21,398 

小学校人権教育研究事業   〃 448 476 

中学校教育振興事業   〃 20,013 19,917 

中学校人権教育研究事業   〃 248 276 

学校体育研究助成・教員実技研修事業   〃 808 836 

学校保健研究会等開催事業   〃 765 767 

教育研究所運営事業 教育研究所 673 667 

教育研究事業   〃 6,031 6,031 
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（学校教育課） 

「教職員定時退勤日」「ノー会議デー」「ノー部活デー」については、学校現場に定着しつ

つある。今後も定期的に実施できるよう管理職を中心に周知徹底していく。教職員の事務的

作業の負担軽減に向けて、電子ファイルの共有化、会議や校内研修の効率的な運営及び文書

量の見直しの実施について更なる取組を進めていく必要がある。 

免許外教科サポート補助員の派遣については、平成 28 年度は教員配置上、免許外指導が生

じなかったので派遣実績はなかったが、今後も指導の充実を図るために、学校の希望に対応

していく。 

介助員や特別支援教育指導員については、効果的な指導ができるよう研修会を実施してい

る。また、それぞれの職種で効果的な指導の事例について収集し、支援ファイルとして資料

にまとめて配布し情報共有することで、個別の具体的指導に生かす取組を行っている。 

 明石養護学校の教職員の指導力向上に関しては、研究テーマを毎年設定し、テーマに基づ

いた教職員向けの研修を計画的に実施している。またその成果について、例年、２月には自

主研修会を開催している。 

体力、運動能力向上に向けた研修会の実施については計画に基づき実施でき、子どもの体

力向上に効果が見られはじめた。今後は、特に若手教師の指導力向上を図るために、「領域別

指導力向上実技研修会」の充実を図っていく。 

（教育研究所） 

 教職員の資質及び実践的な指導力の向上のため、教育課題や教職員のライフステージに応

じた研修を行った。特に若手教員の「基礎的な実践的指導力」や「研修に向かう姿勢」は最

初の３年間で高めることが重要であることから、「授業づくり」「学級づくり」「生徒指導」「先

輩教員の授業公開や講話」等の研修を、計画的に実施した。また、時間外の自主研修として

「あかし若手教師塾」を６回開催した。 

 研修参加者へのニーズや満足度等についてのアンケート結果では「満足」及び「概ね満足」

という評価が 95％以上である。また、「全国学力・学習状況調査学校質問紙」では「教職員の

校内外研修の積極的参加と教育活動への反映」の項において、「当てはまる」「どちらかとい

うと当てはまる」を合わせると平成 27 年度と比べて小学校 4.1 ポイント、中学校 15.4 ポイ

ント上昇している。 

 平成30年度以降も平成30年度の中核市移行による年次研修の県教委からの移譲を踏まえ、

若手教職員等の研修を計画的に実施し、さらなる資質能力及び指導力の向上を図るとともに、

施設面も含めた体制及び機能の充実に向けて調査研究及び連携を進めて取り組んでいく。 

 

「基本的な方策６ 教職員の資質・指導力の向上」に対する所管課評価 
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価 
 

平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策７ 子ども・家庭への支援 

≪目的≫ 

家庭は、子どもたちが人格を形成する最も基本的な場です。地域ぐるみで子どもの育ちや

子育てする家庭を支える取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 に係る平成 28 年度の主な取組

の内容については、以下のとおりです。 

 

① 基本的生活習慣の確立 

○幼児の健康な生活づくりに向けた家庭支援 （こども育成室）

幼児の実態把握及び家庭との連携を図り、基本的生活習慣の確立に向け、各園の実態に合

わせた保育内容及び保育実践に向けて取り組みます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・生活習慣（生活リズム）実態の調査、運動遊び・食育指導などの取組、健康指導及びお

便り等による発信 

 

② 子育て支援の推進 

○「子育て支援センター」の運営 （子育て支援課）

地域における子育て支援の拠点として、就学前の子どもと親が自由に遊び、交流出来る場

を提供します。 

また、子育て相談や子育て支援ボランティアの育成、さまざまな世代を対象とした講座の

開催、子育てに関する情報提供等を行います。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・「子育て支援センター」（6か所）の運営 

・「子育て講演会」「子育てファミリーふれあい講座」「子育て親育ちセミナー」等の開催 

○預かり保育の推進 （こども育成室）

保護者の子育て支援や就労支援を目的に、幼稚園において保育時間終了後及び長期休業中

に預かり保育を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・明石幼・松が丘幼・人丸幼・林幼・鳥羽幼・藤江幼・大久保南幼・山手幼・高丘西幼・

江井島幼・錦が丘幼・錦浦幼・二見北幼及び二見こども園にて実施 

（１）主な取組内容  
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○幼稚園・保育所の園庭開放 （こども育成室）

 未就園の子どもと親が、幼稚園の遊具等で遊んだり、園児と交流したりする場を提供する

「ふれあいキッズ」を実施します。 

また、在園児を対象に、降園後の園庭を開放し、園児及び保護者の交流の場として提供す

る「なかよし広場」を実施します。 

保育所に在園していない子どもとその保護者が、保育所の遊具等で遊んだり、園児と交流

したりする場を提供します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・「ふれあいキッズ」（各園毎月 2 回）・「なかよし広場」の実施 

・各保育所における園庭開放の実施（概ね月 4 回） 

 

③ 放課後の子どもの居場所づくり 

【重点的な取組】 

●「放課後児童クラブ」事業の推進 （青少年教育課）

児童の健全な育成を図るため、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、授

業終了後や長期休業期間等に適切な遊びの場や生活の場を提供します。また、入所希望者が

年々増加するなど社会的ニーズに対応するため、事業の一層の充実を図ります。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・育成内容の充実（地域等との連携、育成時間の延長） 

・指導体制の充実（主任指導員の配置、指導員の処遇改善等） 

・学校の余裕教室を活用した児童クラブ室の整備 

○放課後子ども教室の推進 （青少年教育課）

 次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様

な体験・活動を行うことができるよう「放課後子ども教室」を計画的に整備します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・9 小学校区において、地域住民の参画や協力により、引き続き学習やスポーツ、文化活動、

地域住民との交流活動等を実施 

・未実施の小学校区を調査・把握し、地域や学校等と協議の上、実施に向け計画的な整備

を推進 

 

④ 子どもの虐待・非行の防止 

○児童健全育成支援システム（こどもすこやかネット）の推進 （子育て支援課）

次代を担う子どもを心豊かで健やかに育成するため、家庭、保育所、学校園、地域及び関

係機関が一体となって、支援を要する子ども及び家庭への支援を行います。また、児童虐待

や少年の非行・犯罪を未然に防止するための取り組みを総合的に推進します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・構成機関による支援策検討会議の実施 

 

 

51



 

 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 に基づく取組

の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 H32 年度末

現状値 現状値 目標値 目標値 目標値 

プレイルーム利用者数 104,877 人 131,471 人 105,700 人 150,000 人 150,000 人

子育て支援に係る各講

演会・講座等の 

開催回数 

「子育て講演会」の開催 

1 回 1 回 1 回 1 回 未定 

「子育て親育ちセミナー」の開催 

3 回 2 回 3 回 2 回 未定 

「子育てファミリーふれあい講座」の開催 

4 回 3 回 4 回 4 回 未定 

その他の講座開催 

27 回 27 回 27 回 27 回 未定 

放課後児童クラブ 

待機児童数 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

放課後子ども教室 

実施校数 
9 校 9 校 9 校 11 校 14 校 

 

 

＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 27 年度 平成 28 年度 

放課後子ども教室推進事業 青少年教育課 1,088 1,088 

青少年活動施設管理運営事業   〃 367 367 

青少年活動促進事業   〃 485 485 

子ども育成活動推進事業   〃 5,853 5,853 

放課後児童健全育成事業   〃 462,048 525,967 

幼稚園預かり保育事業 こども育成室 8,158 8,154 

子育て支援センター（明石）事業 子育て支援課 25,134 29,520 

児童健全育成支援システム（こどもすこやかネット）事業    〃 4,005 3,981 
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（青少年教育課） 

放課後児童クラブについては、平成 28 年度は、増加する放課後児童クラブへの入所希望者

の受け入れのため、専用施設を新たに整備するなど児童クラブの施設整備を行うとともに、

指導員の処遇改善及び資格要件の緩和を行い不足する指導員の確保に努めた。また、多様な

保護者ニーズに対応するため、利用時間を午後７時まで延長したほか、主任指導員の配置を

行うなど、育成内容の充実に努めた。 

平成 29 年度以降は、入所を希望する全ての児童の受け入れを行うため、学校施設の有効活

用を図り施設定員の増加に努めるとともに、更なる指導員の処遇改善を行い指導員の確保に

努めるほか、将来にわたって放課後児童クラブを計画的かつ安定的に運営し、より質の高い

サービスを提供するため、運営委員会のあり方や運営主体の拡大について検討していく。 

放課後子ども教室については、平成 28 年度は、９小学校区で、放課後や週末等に小学校施

設を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点である「子ども教室」を実施した。そこ

では、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民

との交流活動等の取組を実施して、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかにはぐく

まれる環境づくりを推進している。具体的には、子どもたちは、自然観察や科学実験教室、

俳句・短歌の創作や和太鼓演奏などの伝統文化体験、打楽器や金管楽器等の楽器演奏、アー

ト体験などに取り組んでいる。 

平成 29 年度は、松が丘、人丸、大観、沢池、貴崎、大久保南、山手、谷八木、錦が丘、二

見西の 10 小学校区で開講しており、１小学校区あたり、年間５回～25 回開講し、市内全体で

は、年間 180 回開講する予定である。 

今後は、各校区の特色を生かした取組を継続するとともに、開講校区の拡大に向けた取組

を進める。 

（こども育成室） 

 基本的生活習慣の確立は、幼児の生活の基盤となるものである。幼児の健やかな生活と発

達を支えるためには、保護者との連携が不可欠である。さまざまな家庭環境があることを踏

まえ、実情に応じた取組を行っている。 

幼稚園における預かり保育では、保護者のニーズに応じた子育て支援を目指し取り組んで

いるところである。 

未就園児への支援における園庭開放は、乳幼児のみならず保護者同士の交流の場となると

ともに子育て経験のある保護者や園の職員と話すきっかけの場となる等、地域の子育て支援

の場として必要であると考える。 

 平成 30 年度以降も、各園・地域の実態に合わせた取組を進めながら、子育て支援に努める。

（子育て支援課） 

 子育て支援の推進について、平成 28 年度は、あかし子育て支援センターの移転オープンに

伴い、利用者数が目標値を大幅に上回った。平成 29 年度・30 年度以降も多数の利用者が見込

まれるため、子どもと親の居場所としての機能を確保できるよう留意しながら運営に当たる。

また、講座等の開催については、平成 29 年度から委託により実施しており、平成 30 年度以

「基本的な方策７ 子ども・家庭への支援」に対する所管課評価 
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降、内容の一層の拡充を図る。 

子どもの虐待・非行の防止については、児童福祉法により市に設置が義務付けられている

「要保護児童対策地域協議会」（明石市児童健全育成支援システム（こどもすこやかネット））

を組織し、要支援児童等に対する適切な支援に努めている。平成 28 年度は、地域や学校、関

係機関が一体となって、児童虐待等の未然防止や早期対応及び再発防止に向けた支援策を検

討するため、代表者会議１回、所属長会議６回、定例実務者会議 12 回、臨時実務者会議 15

回を開催することで関係機関の連携強化が図られた。さらに、児童虐待臨床の専門家による

同会議におけるアドバイスや、幼稚園教諭を対象とした研修会の開催により、支援者の専門

性を高めることで、困難な事例への対応力の向上を図っている。 

児童虐待防止のための啓発活動としては、11 月に国の児童虐待防止月間に合わせて実施す

るオレンジリボンキャンペーンにおいて、協賛企業等を募り、各種広報媒体や出前講座を通

した市民への啓発を図ることにより、地域で子どもを見守る意識が高まり、相談件数の増加

につながり、児童虐待の早期の把握と対応につながっている。 

また「こどもスマイル１００％事業」を実施し、民生児童委員や保健師の訪問により市内

在住の新生児の確実な実態把握に努め、居所不明児童数０を達成するとともに、児童虐待に

かかるハイリスク家庭への早期支援を行うことができている。 

 なお、平成 29 年度からは、子育て世代包括支援センターにおける妊婦の全数面接を開始し

ており、妊娠期・乳幼児期からの切れ目のない子ども・家庭への支援に、関係機関との連携

強化を進めながら引き続き取り組むとともに、各種啓発活動を通して市民の児童虐待に対す

る理解を増進し、次世代を担う子どもの健やかな育成を図っていく。 
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価 
 

平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策８ 地域・家庭・学校の支援 

≪目的≫ 

平成 31 年に明石市制施行 100 年及び明石城築城 400 年を迎えることを踏まえ、子どもたち

が、一層「ふるさと明石」に対する理解や愛着を深め、心豊かに育つことができるよう、地

域・家庭・学校がそれぞれの役割を担い、連携した取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 に係る平成 28 年度の主な取

組の内容については、以下のとおりです。 

 

① 子どもの安全対策の推進 

【重点的な取組】 

●学校における安全対策の推進 （青少年教育課）

子どもたちが元気で楽しく活動し、安全にかつ安心して学ぶことができる教育環境づくり

を推進するため、子どもたちへの安全対策、安全教育を地域と連携して引き続き推進すると

ともに、学校園への不審者侵入による子どもへの被害を防止し、校内の安全性を確保するた

め、校門に防犯カメラを設置し学校警備員１名を配置する「学校の安全対策モデル事業」の

検証結果を踏まえ、新たな安全対策を全ての小学校で取り組みます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・学校警備員の配置 

・防犯カメラ及びモニターの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）主な取組内容  
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【重点的な取組】 

●「みんなで子どもの安全を守る運動」の推進 （青少年教育課）

子どもたちが元気で楽しく活動し、安全にかつ安心して学ぶことができる教育環境づくり

を推進するため、子どもたちへの安全対策、安全教育を地域と連携して引き続き推進します。

〈平成 28 年度の取組〉 

・「スクールガード」「おれんじキャップ」等の活動を推進 

 各校区スクールガードによる通学路等での子どもたちの見守り活動等の実施。また、子

どもの見守り活動を行っている方におれんじキャップを配布 

・不審者情報メールの配信 

 学校園情報配信システムにより、不審者情報や学校園からの緊急連絡等を保護者等へメ

ール配信 

・防犯ブザーの配付 

 子どもの危険防止及び防犯意識の向上を図るため、全小学生に防犯ブザーを配付 

・防犯教室・防犯訓練の実施 

 児童や保護者、地域の方向けの防犯教室や、教職員対象の防犯訓練を実施 

・「子ども安全の日」運動 

 毎月 15 日を「子ども安全の日」と定め、学校と地域が連携した安全に関する取組として、

施設の安全点検、通学路の安全点検、登校指導、下校指導などを実施 

 

② ふるさと教育の推進 

○ふるさと意識を高める学習活動    （学校教育課）

児童が住む地域の産業やくらしを守る諸活動への理解促進のため、社会見学や校外学習等

を充実させます。 

小学校社会科副読本「わたしたちの明石」（全小学校３年生へ配布）の内容の見直しや指導

方法の研究を進めます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・全ての小学校において、社会科、生活科、総合的な学習の時間及び特別活動に位置付け

た学習活動の実施 

・「小学校社会科担当者会」を中心とした検証（平成 28 年度版改訂） 

○文化博物館との連携 （学校教育課）

学校園での教材として活用できる内容の企画展を文化博物館で実施するなど、文化博物館

と学校園との連携を推進します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・希望する小学校を対象に、「くらしのうつりかわり展」を社会科学習教材として活用 
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○天文科学館との連携 （学校教育課）

教材として活用できるプラネタリウム投影を行うとともに、学習に役立つ体験的な展示の

利用方法をサポートするなど、天文科学館と学校園との連携を推進します。 

また、資料提供や出前講座などにより星や星座、天文現象に親しむ機会を提供するととも

に、星や星座、天文現象の楽しさを実感出来るような取組を推進します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・学校団体を対象にした「プラネタリウム学習投影」、プラネタリウムドームの行事等での

利用 

・就学前の子どもを対象にした「幼児対象プラネタリウム投影」の行事等での活用 

・「天体観望会」「移動式プラネタリウム」などの出前講座の実施 

・天文現象の情報の提供 

○ホームルーム活動におけるふるさと教育の実施 （明石商業高等学校事務局）

ホームルーム活動を通じて明石市の歴史、地理、産業、観光等についての学習に取り組み、

地域の一員であることを自覚させ、「ふるさと明石」への理解と愛着を深めます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・全生徒に対して「明石学講座」を実施 

・地域活動への参加 

 

③ 防災教育の推進 

○実践的な防災教育の推進 （学校教育課）

各教科や体験活動等を通して、災害から自分の命を守るため主体的に行動する力や、地域

の一員としての自覚をもって行動しようとする態度を育成します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・防災教育の年間指導計画の作成 

・防災教育副読本等の計画的活用 

・地域と連携した防災訓練・避難訓練等の実施 

 

④ 開かれた学校づくり 

○オープンスクールの実施 （学校教育課）
（こども育成室）

学校内の普段の様子を保護者や地域の人々に知っていただき、理解を得るため、授業や部

活動など学校の教育活動を一定期間公開します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・全ての学校園において実施 

○小学校施設の開放に伴う利用活動の支援    （学校教育課）

夏季休業中において、地域や子ども会等がプール開放を利用して行う活動を支援します。

〈平成 28 年度の取組〉 

・プール開放に伴う利用活動の支援（全小学校） 
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○市民参加講座の実施 （明石商業高等学校事務局）

 明石商業高等学校がこれまで蓄積してきた商業科としてのノウハウを活かし、市民が参加

できる講座を実施します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

 ・市民電卓講座の実施 

  春期（春～夏） 秋期（秋～冬） 

○学校評価に基づく学校運営の改善 （学校教育課）

教育活動その他の学校運営について、組織的かつ継続的な改善に取り組みます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・学校評価を活用し、課題に係る改善の実施 

○コミュニティ・スクールについての検討 （学校教育課）

学校・家庭・地域社会が連携して、子どもたちの学びと育ちを推進するため、コミュニテ

ィ・スクール（学校運営協議会制度）の導入について検討していきます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・モデル校の設置について検討 

・教職員研修の実施 
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教育プランの計画期間における＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 に基づく取

組の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 H32 年度末

現状値 現状値 目標値 目標値 目標値 

小学校の安全対策 

事業実施校数 
7 校 18 校 18 校 28 校 28 校 

メールシステム（すぐ

メール）登録者数 

（6月 1 日現在） 

20,302 人 20,960 人 21,000 人 21,000 人 21,000 人 

スクールガード 

登録者数 
5,425 人 5,669 人 5,500 人 5,600 人 5,700 人 

オープンスクール 

実施率 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

市民電卓講座 

参加のべ人数 

春期 15 名 

秋期 26 名 

合計 41 名 

春期 14 名 

秋期 24 名

合計 38 名 

春期 20 名 

秋期 30 名

合計 50 名 

春期 20 名 

秋期 30 名 

合計 50 名 

春期 20 名 

秋期 30 名

合計 50 名 

 

 

＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 27 年度 平成 28 年度 

生涯スポーツ推進事業 学校教育課 1,887 1,888 

青少年健全育成事業 児童生徒支援課 10,324 10,359 

みんなで子どもの安全を守る運動事業 青少年教育課 7,898 8,079 

学校安全管理事業   〃 119,944 109,035 
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（学校教育課） 

ふるさと意識を高める学習活動を積極的に行うため、社会科、生活科、総合的な学習の時

間及び特別活動等に地域教材を位置付けるよう各担当者会で指導している。地域の資料・情

報資源として活用している小学校社会科副読本「わたしたちの明石」の改訂を行った。今後

も内容の見直しや効果的な指導方法の研究を進めていく。 

文化博物館や天文科学館を活用した学習については、各校とも社会科、理科等の年間計画

に位置付け連携できている。今後も情報を共有し、各校に発信することで積極的な活用を促

していく。 

防災訓練・避難訓練等も含めた防災教育については、各校で年間指導計画を作成し実践し

ている。今後は家庭・地域と連携した体験的な取組を工夫して行い、災害から自分の命を守

るため主体的に行動する力や、地域の一員としての自覚をもって行動しようとする態度をさ

らに育成していく必要がある。 

オープンスクールや施設開放等、積極的に行うことができた。学校評価については、ＰＤ

ＣＡサイクルを活用し改善を図るとともに、結果についても家庭・地域に公表している。コ

ミュニティ・スクールについては管理職、中堅教員対象の研修会を実施するとともに、モデ

ル校の設置に向けて準備委員会を開催し、平成 29 年度のモデル実施に向けて協議を行った。

学校・家庭・地域社会が連携して、子どもたちの学びと育ちを支える仕組みについて今後も

検討していく。 

（青少年教育課） 

 平成 28 年度は、子どもたちが元気で楽しく活動し、安全にかつ安心して学ぶことができる

教育環境づくりを推進するため、子どもたちへの安全対策、安全教育を地域と連携して引き

続き推進するとともに、学校園への不審者侵入による子どもへの被害を防止し、校内の安全

性を確保するため、校門に防犯カメラを設置し学校警備員１名を配置する「学校の安全対策

モデル事業」の検証結果を踏まえ、新たな安全対策を 11 校で実施した。 

 平成 29 年度は、新たな安全対策を全ての小学校で実施し、さらなる学校安全に取り組んで

いく。 

（明石商業高等学校事務局） 

 平成 28 年度は、地域の人々との繋がりを深め、地域の一員であることを自覚するため、野

球部、ダンス部が地域クリーンキャンペーンに参加したのをはじめ多数のクラブ、生徒が様々

な地域活動に取り組んだ。また、開かれた学校づくりとして、市民と学校の交流の場となる

商業高校のノウハウを活かした市民電卓講座を春期と秋期に実施し、合計38名が参加者した。

 平成 30 年度以降も、地域との繋がりを深めるため、地域活動への参加や市民電卓講座を実

施するとともに、「ふるさと明石」に対する理解と愛着を深めるための「明石学講座」を実施

する。 

 

「基本的な方策８ 地域・家庭・学校の支援」に対する所管課評価 

61



 

 

（こども育成室） 

 例年11月実施の幼稚園ウィークの期間にオープンスクールを実施している。園によっては、

それ以外にもオープンスクールの日を設け、就学前教育の理解を得る機会とし、また、地域

に開かれた幼稚園を目指し取り組んでいる。 

 オープンスクール実施の際、保護者や地域の方・関係者等にアンケートを実施し、今後の

園運営・教育実践の参考としている。 

平成 30 年度以降もこのような機会を意識的に設けるとともに、普段の保育実践においても

保護者や地域の理解を得、連携を図りながら子どもたちの育ちを支えられるよう努めていく。
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価 
 

平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策９ 社会情勢の変化への対応 

≪目的≫ 

教育を取り巻く社会情勢が大きく変化するなか、子どもたちが、自立し、夢や目標に向か

って、たくましく心豊かに育つことができるよう、取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 に係る平成 28 年度の主な取

組の内容については、以下のとおりです。 

 

① グローバル化に対応した教育の推進 

○「外国語活動」の充実及び外国人講師の配置 （学校教育課）
（明石商業高等学校事務局）

小学校の「外国語活動」において、「Hi, Friends!」「明石市小学校外国語活動指導の手引

き」等を活用し、内容の充実を図ります。 

また、コミュニケーション能力の育成や国際理解教育の充実を図るため、小学校、中学校、

明石養護学校、明石商業高等学校に外国人講師を配置します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・市内研修会等で、「Hi, Friends!」「明石市小学校外国語活動指導の手引き」を活用した

実践交流会の実施。 

・すべての小・中・養護学校を対象に外国人講師を配置 

・明石商業高等学校においては、年間 259 時間の外国人講師の授業を実施 

○異文化理解の促進及びコミュニケーション能力の育成 （明石商業高等学校事務局）

国際会計科の海外修学旅行を通じて異文化理解に努めるとともに、留学生や海外修学旅行

生を受け入れ、交流するなかでコミュニケーション能力の育成を図ります。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・国際会計科の海外修学旅行の実施    

・台湾の修学旅行生の受け入れと交流 

○外国人の児童生徒等に対する支援の実施 （学校教育課）

多文化共生サポーター派遣事業（兵庫県）と連携し、外国人の園児、児童生徒とその保護

者に対して支援を行います。また、日本語指導が必要な外国人の児童生徒とその保護者に対

し「多文化共生ボランティア」や「日本語指導協力者」を派遣し、学習言語の習得や児童生

徒の自己実現を支援します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・派遣回数：40 回（多文化共生ボランティア）、70 回（日本語指導協力者） 

 

（１）主な取組内容  
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② キャリア教育の推進 

○夢と希望を育むキャリア教育の推進   （学校教育課）

就学前教育保育施設・小学校・中学校の連携を図りながら、キャリア教育で期待される基

礎的汎用能力を構成する「人間関係形成・社会形成能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課

題対応能力」、「キャリアプランニング能力」の育成に取り組みます。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・中学校区での連携を活かし、子どもの発達に応じた教育の実施 

・小・中学校教師用指導資料「キャリア教育の推進～自立して未来に挑戦するひょうごっ

子！～」の活用 

・小・中学校版「キャリアモデルノート」の活用 

○社会体験の実施 （明石商業高等学校事務局）

生徒の主体的な進路選択を支援するため、社会体験の機会を設け、自立した社会人として

の能力を育成します。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・企業における業務内容を正しく理解させるため、企業見学を実施 

 

③ 環境教育の推進 

○学習活動の充実 （学校教育課）

児童生徒が、環境問題や環境保全に主体的にかかわることができる能力や態度を育成しま

す。また、環境と社会の関わりについて、発達段階に応じた指導を行います。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・環境教育副読本の活用や学校・家庭・地域との連携の下、指導計画に基づいた学習活動

の充実 

 

④ 主権者教育の推進 

【重点的な取組】 

●主権者教育に係る指導の充実 

（学校教育課）

公職選挙法改正により選挙権年齢が 18 歳以上に引き下げられることに対応し、国や社会の

問題を自己の問題として捉え、自ら考え、判断し、行動する主権者となる意欲や態度を育成

します。社会科・公民科における指導に加え、総合的な学習や特別活動等における指導の充

実を図ります。 

〈平成 28 年度の取組〉 

・明石市「選挙啓発セミナー」の実施（選挙管理委員会事務局と連携） 

・「私たちが拓く日本の未来（高等学校等の生徒向け副読本）」（文部科学省作成）を活用し

た政治的教養の育成 
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教育プランの計画期間における＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 に基づく取

組の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 H32 年度末

現状値 現状値 目標値 目標値 目標値 

小・中学校に在籍する

日本語指導が必要な外

国人児童生徒の自己実

現や学力保障を行うた

めに派遣した多文化共

生ボランティア等の指

導を受けた児童生徒数

21 人 26 人 28 人 30 人 35 人 

企業見学 

参加のべ人数 
70 人 131 人 100 人 140 人 150 人 

 

 

＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 27 年度 平成 28 年度 

明石商業高等学校運営事業 明石商業高等学校事務局 30,980 30,215 

66



 

 

（学校教育課） 

外国語活動では、すべての小・中・養護学校を対象に外国人講師を配置し、年間指導計画

のもと学習活動を進めることができた。今後は、指導力向上に向けた教員の研修会を計画的

に実施し、小学校の英語教科化に向けて準備していく。 

 外国人児童生徒等への支援については要望に応じて指導ボランティアを派遣し、日本語及

び学習言語の習得や児童生徒の自己実現を支援することができた。今後も需要が増えてくる

と予測できるので、指導ボランティアのさらなる確保を行っていく。 

キャリア教育、主権者教育等、今日的な教育課題については、文部科学省や県の副読本・

資料を活用するとともに、各施設等と連携し体験的な学習が組めるよう工夫する必要がある。

主権者教育では、選挙管理委員会事務局と連携した明石市「選挙啓発セミナー」を実施し

ており、今後も各校が計画的に実施できるよう取り組んでいく。 

（明石商業高等学校事務局） 

 平成 28 年度は、英語のコミュニケーション能力と国際理解の向上を図るため、外国人講師

による授業を実施した。国際会計科の生徒については、台湾、オーストラリアの修学旅行生

との交流やグアムへの修学旅行を実施し、平成 29 年度は、海外留学生の受け入れも行ってい

る。 

就職希望の生徒については、企業の業務内容を正しく理解するため 131 名が企業見学を行

った。平成 29 年度は、企業見学に加え２学年においてインターンシップを実施する。 

平成 30 年度以降も、社会人として自立し、グローバル社会に対応できる人材を育成するた

め、外国人講師の活用、海外との交流、企業見学等を実施する。 

 

「基本的な方策９ 社会情勢の変化への対応」に対する所管課評価 
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平成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に係る 

教 育 委 員 意 見 
（平成 28 年度アクションプラン対象） 

 

                                           

 平成 28 年度アクションプランに基づく点検・評価にあたっては、９つの基本的な方策ご

とに具体的な取組内容、指標及び数値目標、所管課評価について、教育委員会会議にて２

回に分けて教育委員によるヒアリングを実施し、下記のとおり主な意見をまとめました。 

 

＜基本的な方策１ 確かな学力の育成＞ 

【指標に対する主な意見】 

○ 指標「数学・英語応援団参加人数」について、参加人数を指標とするのではなく、参

加者が満足感を得られているか、アンケート結果などを指標としてはどうか。 

【今後の方向性等に対する主な意見】 

○ 数学・英語応援団のような学力補完を目的とする取組にあたっては、兵庫県公立高校

の学区再編に伴う入試状況の変化について、情報収集を行う必要がある。 

○ 学力補完を目的とする取組も重要であるが、成績上位層をさらに伸ばしていくための

取組も検討していく必要がある。 

 

＜基本的な方策２ 豊かな心の育成＞ 

【今後の方向性等に対する主な意見】 

○ 学校司書のモデル配置は、その効果を検証しながら取組を拡大していかれたい。 

○ 「本のまち明石」として、学校図書室における年間貸出冊数を増やし、不読率を改善

するため、さらなる取組を検討していく必要がある。 

○ 家庭の中で本を読む習慣を育んでいくため、保護者への啓発などの取組について検討

する必要がある。 

 

＜基本的な方策３ 健やかな体の育成＞ 

【指標に対する主な意見】 

○ 指標「『にこにこスポーツチャレンジ』参加者数」について、指標として挙げるのが

適当か、検討すべきではないか。 

○ 指標「朝食の大切さを啓発するチラシの作成と学校園の児童生徒等への配布」につい

て、配布ができたかどうかではなく、配布の成果としての朝食欠食等の状況などを指

標とできないか。 

○ 栄養教諭等が献立を考えていることに関連して、残食率を新たな指標として検討して

はどうか。 
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【今後の方向性等に対する主な意見】 

○ 学校教育において、通常の授業における工夫はもちろん、休み時間に外遊びをする習

慣づけや、運動会などの行事において「走・跳・投」の競技をバランスよく行うなど

を通して、子どもたちがそれぞれ目標をもって体力・運動能力の向上を図ることが必

要である。 

○ 子どもたちが幼少期から公園などで外遊びする習慣づくりのため、保護者向けの啓発

も検討していく必要がある。 

 

＜基本的な方策４ 安全・安心の学習環境＞ 

【指標に対する主な意見】 

○ 指標「中学校不登校出現率」について、全国と同等という数値目標の設定ができない

か検討してはどうか。 

【今後の方向性等に対する主な意見】 

○ 不登校になっている子どもたちの現況把握をより一層丁寧に行われたい。 

○ 小学校から中学校へ進学するタイミングで不登校になる子どもを可能な限り減らし

ていくため、小・中学校間の連携をさらに深める必要がある。 

 

＜基本的な方策５ 一人ひとりに応じた教育＞ 

【指標に対する主な意見】 

○ 方策の目的、取組内容、指標及び数値目標のつながりが見えづらいので、取組や指標

が方策の目的に合致しているか検討する必要がある。 

【今後の方向性等に対する主な意見】 

○ 子どもたちの自尊感情をより高めていけるよう、教職員が子どもたちの良いところを

積極的に褒めたり、認めることができる意識改革が必要である。 

○ 幼稚園における介助員の配置体制について、対象園児の増加に伴う今後のあり方を検

討していく必要がある。 

 

＜基本的な方策６ 教職員の資質・指導力の向上＞ 

【指標に対する主な意見】 

○ 方策の目的、取組内容、指標及び数値目標のつながりが見えづらいので、取組や指標

が方策の目的に合致しているか検討する必要がある。 

【今後の方向性等に対する主な意見】 

○ 教職員の負担軽減を目指し、校務支援システムの導入について、積極的に取り組むと

ともに、勤務時間適正化のさらなる取組についても検討されたい。 
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＜基本的な方策７ 子ども・家庭への支援＞ 

【指標に対する主な意見】 

○ 指標「放課後子ども教室実施校数」について、取組の指標として、実施校数だけでな

く、市内偏りなく実施できているかも考慮すべきではないか。 

【今後の方向性等に対する主な意見】 

○ 放課後児童クラブの取組については、児童の情報共有など、学校との連携をより密に

行っていく必要がある。 

 

＜基本的な方策８ 地域・家庭・学校の支援＞ 

【指標に対する主な意見】 

○ 文化博物館などの社会教育施設と学校の連携に係るものなど、方策の目的でもある子

どもたちのふるさと意識を高める取組に係る新たな指標がないか検討してはどうか。

【今後の方向性等に対する主な意見】 

○ 明石商業高等学校の商業科としてのノウハウを活かし、新たな講座について検討して

はどうか。 

 

＜基本的な方策９ 社会情勢の変化への対応＞ 

【指標に対する主な意見】 

○ グローバル化に対応した教育や環境教育の推進に係る新たな指標がないか検討して

はどうか。 

【今後の方向性等に対する主な意見】 

○ 新学習指導要領の実施に伴う小学校の英語教科化を受け、英語教育の強化に向けた取

組を積極的に進めていくとともに、小・中学校で連携した指導内容の研究が必要であ

る。 
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３ 学識経験者「総評」 

 

【兵庫県立大学 尾﨑 公子 教授】 

 

平成29年度の明石市教育委員会の「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」は適切に実施されたと判断する。 

昨年度、「第2期あかし教育プラン」が策定されたのを機に点検・評価の手法も改

良が加えられた。プランは、「ふるさと明石から未来にはばたく子どもを育てる～た

くましく心豊かな人づくり～」を基本理念に掲げ、その実現に向けて9つの基本的方

策を定め、成果目標として①確かな学力②豊かな心③健やかな体の育成を据えている。

新たな点検・評価手法では、3つの目標達成に照準を合わせて、方策ごとに実施され

ている事業を検証できるように点検・評価シートの様式が整えられた。これにより、

プランに基づく政策体系を大局的に把握しながら、各事業を捉えて点検・評価ができ

るようになった。 

点検・評価シートは、(1)主な取組内容(2)指標及び数値目標(3)所管課評価から構

成されている。教育委員による教育委員会会議での所管課ヒアリングは、このシート

に基づいて行われる。今年度は、2回に分けて実施され、2回目の教育委員会会議に陪

席した。質疑応答は非常に活発で、事業の取組過程を多角的に検証し、教育委員や職

員の政策形成能力を高める場になっていることが確認できた。 

質疑は、指標や数値目標の妥当性に関わるものが多く、改善の余地があることが示

唆された。①取組の成果を測る指標や数値目標になっているのか。②設定した指標や

数値目標の根拠は何か。①②を再確認する必要があろう。もとより教育分野は、目標

の数値化や指標の設定が難しい領域でもあり、定性的評価も適宜設定する必要がある。

さらに、成果となるものは、量的拡大のみならず、質的深化を伴うものでなければな

らず、現状値と目標値にギャップがあるのであれば、問題の所在を分析しなければな

らない。分析を踏まえて、ギャップを埋めるべく改善に向けた手立てを立案し、政策

に反映させていくことが望まれる。このプロセスこそが、点検・評価の実効性を高め

る上で重要となるため、評価結果の分析等をもう少し明示していく必要があると思わ

れた。 

平成 24 年度より明石市の点検・評価に関わってきたが、評価方式の改善充実に向

けた努力が重ねられている。さらなる充実を図るためにあえて指摘するならば、上記

であげた①指標設定、②定性的評価手法、③評価結果の分析活用過程の明示、の 3点

が今後の検討課題だと考えられる。 
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【滋賀大学大学院 大野 裕己 教授】 

 

平成 29 年 9 月 22 日に開催された明石市教育委員会会議における「教育に関する事

務の管理及び執行状況の点検及び評価（以下、「事務事業の点検評価」と表記）」の議

事に陪席するとともに、事務局総務課より送付された関連資料を精査した。 

 明石市教育委員会は、平成 28 年度より「第２期 あかし教育プラン（明石市教育振

興基本計画）」（平成 28 年 3 月策定）及び各年度の「アクションプラン」に基づく教

育行政を推進している。これを受けて、事務事業の点検評価についても、昨年度から

今年度にかけて実施手順・様式に順次変更が加えられた。すなわち、所管課の自己評

価を参考に教育委員が評価･今後の展開方策検討を行う形式は継承しつつ、「第２期 

あかし教育プラン」で設定された「３つの成果目標（「生きる力」に基づく）」の進捗

確認を行ったうえで、年度「アクションプラン」に定める 9つの「基本的な方策」別

に、①重点的な取組、②主な取組、③具体的な取組の指標及び数値目標の進捗状況を

確認することとされた。 

従来の社会的関心や事業費の観点から選定された事業に対する6視点からの分析精

査を中心とする点検評価方式にも一定程度の有効性を見いだしうるものの、「第２期 

あかし教育プラン」及び年度「アクションプラン」における成果目標、各事業におけ

る指標及び数値指標の体系的な設定を踏まえた新たな点検評価方式には、教育振興基

本計画に基づく教育行政の着実な推進に寄与する政策評価としての意義を認めるこ

とができる。この点、9月 22 日に陪席した教育委員会会議においても、主管課担当者

による事業自己評価の説明、教育委員の質疑の双方において、児童生徒への成果目標

達成につながる事業の継続的改善の意識が共有されていたこと、そして各事業（例え

ば、読書活動の推進事業など部課横断的事業）の明石市の文脈における固有の意味･

意義（全国レベルで明石市施策が示唆・可能性を持つ点）が再確認されていたことを

確認できた。 

教育委員会会議における主管課担当者と教育委員の質疑、さらに本報告書における

教育委員意見を顧みると、各事業に設定された指標及び数値目標について、さらなる

精錬の余地を確認できる。この点は、市の施策→市教委の条件整備→各学校レベルで

の教職員／保護者･地域関係者の取組→児童生徒への成果までの過程･因果の検証の

妥当性を高めるために重要なポイントであると感じる。これまでの明石市教育委員会

会議における施策検証の丁寧な努力を活かす上でも、次年度以降のアクションプラン

策定における指標及び数値目標の設定、事務事業の点検評価の記述において、この点

でのさらなる改善が追求されることを期待したい。 
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