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１ 教育委員会の活動状況 

 

（１）会議の開催状況 

  教育委員会は毎月１回の定例会や必要に応じて臨時会を開催し、教育長を

含め５名の教育委員により、教育行政に関する諸施策について審議を行った。 

案件の件数及び概要については以下のとおりである。 

 

 

（定例及び臨時委員会） 

 開 催 日 案       件 

臨時会 4月13日(金) ・六ヶ所村立小・中学校の配置計画について 

4月定例会 4月18日(水) ・平成30年度要保護及び準要保護児童生徒援助費支給認定について 

他 議案 5件 

5月定例会 5月16日(水) ・六ヶ所村社会教育委員の委嘱について    

他 議案5件 

Kenn け 6月定例会 6月20日(水) ・六ヶ所村の教育に関する事務の点検・評価委員の委嘱について 

 他 議案4件 

 

 改正 他 議案 4件 

連絡事項3件 

7月定例会 7月18日(水) ・六ヶ所村学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 

について   

他 報告1件 8月定例会 8月22日(水) ・平成30年度要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給認定に  

ついて   他 議案1件  

  9月定例会 9月19日(水) ・議案、報告なし。その他案件4件 

10月定例会 10月18日(木) ・六ヶ所村教育奨励賞審議委員会委員の委嘱について 

 他 議案1件 

11月定例会 11月21日(水) ・平成30年度要保護及び準要保護児童生徒援助費支給認定について 

他 議案2件、報告1件 

 他 議案3件、報告2件 12月定例会 12月19日(水) ・議案、報告なし。その他案件3件 

 

1月定例会 1月16日(水) ・平成30年度要保護及び準要保護児童生徒援助費支給認定について 

他 議案2件 

 他 議案 2件 2月定例会 2月21日(木） ・六ヶ所村学校給食費補助金交付要綱の廃止について 

 他 議案1件、報告1件 

 3月定例会 3月20日(水) ・学校給食における食物アレルギー対応マニュアルについて 

 他 議案1件 

 

件 
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（２）会議以外の活動状況 

    学校訪問や教育委員会の開催する文化行事、体育行事に出席し、教育・

   スポーツ・文化の振興に努めた。 

 

   □学校訪問（村立小・中学校８校） 

          ７月２日、７月３日及び７月1５日の三日間で小学校４校、中学校４

校の学校訪問を行った。 

学校では児童・生徒の授業の様子、施設・設備を視察し、学校長及

び教頭より最近の学校状況の説明を受け、その後に意見交換を行った。 

 

   □その他の主な事業   

・小中学校入学式 

・小中学校卒業式 

・小中学校運動会 

・学校教育振興会総会 

      ・学校保健大会及び連合PTA研究大会 

・村民文化祭 

・成人式 

・教育奨励賞、スポーツ賞授賞式 

      ・小・中学校海外体験学習結団式・報告会 

 

 

 

２ 教育予算の執行に関する状況 

 

 六ヶ所村教育委員会は、郷土に誇りを持ち、多様性を尊重し、創造力豊かで、

新しい時代を主体的に切り拓く人づくりを目指し、「夢や志の実現に向け、知・

徳・体を育む学校教育」、「学びを生かし、つながりをつくり出す社会教育」、

「次代へ伝える、かけがえのない文化財の保存・活用」、「活力、健康、感動

を生み出すスポーツ」を小・中学校、その他の関係機関・団体との連携を図り

ながら推進することを教育施策の方針としている。 

 平成30年度教育費最終予算額は、15億1,913万1千円で、前年比約9.5％の増と

なり、村予算全体に占める教育予算の割合は約9.9％であった。また、平成30年

度決算額は、15億387万8千円であり、前年比約10.4％の増であった。予算に対

する執行率は約99.0％であり、概ね予定通りの予算執行となった。前年比決算

額増額の主な要因は、郷土館及び図書館の指定管理委託業務に伴う増額である。 
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                               （単位：千円） 

費目 
平成30年度 平成29年度 増減額 

最終予算額 決算額 最終予算額 決算額 最終予算額 決算額 

1 教育総務費   528,246 523,943 

 

540,064 

 

533,691 △11,818 △9,748 

2 小学校費 176,724 173,883 137,072 135,535 39,652 38,348 

3 中学校費 146,572 142,199 126,132 123,489 20,440 18,710 

4 社会教育費 275,189 272,865 201,743 197,306 73,446 75,559 

5 保健体育費 392,400 390,988 382,286 371,993 10,114 18,995 

合  計 1,519,131 1,503,878 1,387,297 1,362,014 131,834 141,864 

 

 

３ 主要な事業の点検・評価 

 

 第４次六ヶ所村総合振興計画及び六ヶ所村教育振興基本計画等に基づき、平

成30年度に教育委員会が実施した主要な事業について73事業を抽出し、担当課

において、妥当性、有効性、効率性の3つの指標を基に総合的に評価（一次評価）

を実施した。また、担当課による一次評価の結果を基に、教育委員が一次評価

の妥当性や今後の方向性について点検及び評価（二次評価）を実施した。 

 

(１) 一次評価の概要 

 各担当課による一次評価の結果、期待通りの成果が上がっており現状のまま

継続するとされた事業が62事業、概ね期待通りであるがさらに改善の余地があ

るとされた事業が11事業、早急に改善を要するとされた事業が0事業であった。 

 

 Ａ Ｂ Ｃ  

６２事業 １１事業 ０事業 

     Ａ 期待通りの成果が上がっており、現状のまま継続する。 

     Ｂ 概ね期待通りであるが、さらに改善の余地がある。 

     Ｃ 早急に改善を要する。 

 

 

 

(２) 二次評価の概要 

 各担当課による一次評価の結果を基に、教育委員による一次評価の検証並び

に二次評価を行い、修正すべき点については修正を加えた。二次評価の結果は、 

期待通りの成果が上がっており、現状のまま継続するとされた事業が64事業、 

概ね期待通りであるが、さらに改善の余地があるとされた事業が9事業、早急に

改善を要するとされた事業が0事業であった。 
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 Ａ Ｂ Ｃ  

６４事業 ９事業 ０事業 

     Ａ 期待通りの成果が上がっており、現状のまま継続する。 

     Ｂ 概ね期待通りであるが、さらに改善の余地がある。 

     Ｃ 早急に改善を要する。 

 

 

４ 有識者の意見 

 

有 識 者 

  氏  名   住    所   備    考 

遠 田  薫 泊字村ノ内  90番地 社会教育委員 

葛 西 奈栄子 尾駮字穴沢  22番地 尾駮小学校評議員 

佐々 木 義典 倉内字道ノ下  115番地7 南小学校 評議員 

橋 本   聖 一 倉内字笹崎  1741番地3 千歳平小学校評議員 

 

(１) 有識者の意見の聴取 

 教育に関し学識経験を有する者４名を教育委員会において選任し、７月30日

の第１回会議において事務局より事業評価シートをもとに説明を行い、各事業

についての評価結果に対する総合的な意見を頂いた。 

 

(２) 有識者の意見の概要 

 内部評価の結果については、全体的に成果が上がってきており、今後に期待

する。引き続き継続して欲しい旨の意見があった。 

しかし、一部の事業においては、内容や周知方法などに改善の余地があると

指摘された。また、事業内容は参加人数の減少等が原因による低い評価なので

あれば、事業の統廃合を検討しても良いのではないか等の意見が述べられた。 

 

 

◎個別の評価については次の通りである。 

（○付き数字は、「点検・評価事業一覧」の備考欄と附合する。） 

 

【新規事業】 

郷土館管理運営事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○1  

 ・様々なイベントを開催しており、館内外の雰囲気も大変良くなっている。 

今後も期待している。 

 

図書館管理運営事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○2  

 ・新たな視点での管理運営が実施されており、利用者の多様化するニーズに

答えられるよう引き続き期待したい。 
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【高い評価の事業】 

小・中学校教材用等備品購入事業について・・・・・・・・・・・・・・・○3  

 ・順調に事業が進められおり、必要な備品の確実な整備による学習効果の向

上を期待する。 

 

小・中学校村費負担教員及び学校教育支援員配置事業について・・・・・・○4  

・より効果的な支援体制の構築に努めるよう今後も継続して欲しい。 

 

奨学資金貸付及び償還事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・○5  

 ・児童・生徒及び保護者にとっても、学習する上で経済的負担の軽減が図ら

れる事は、大変良い事なので継続して欲しい。 

 ・無利子貸与は大変素晴らしい。しかし、卒業時に数百万の借金を抱えるこ

とを考えると、進学を諦める人もいるのではないか。成績などの条件を付

しての給付型も今後必要ではないかと感じる。 

 

要保護及び準要保護児童生徒援助事業について・・・・・・・・・・・・・○6  

小・中学校入学祝金支給事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・○6  

・児童・生徒及び保護者にとっても、学習する上で経済的負担の軽減が図ら 

れる事は、大変良い事なので継続して欲しい。 

 

小・中学校給食費補助事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・○7  

 ・全員が一緒に栄養バランスの良い給食で育つことができ大変望ましい。 

 ・地元食材を利用した調理がなされているのがよい。 

 

小・中学校検定受験費補助事業について・・・・・・・・・・・・・・・・○8  

 ・合格経験を積むことで、生活に張り合いが持てる機会が増えることは望ま

しい。 

 

教育相談員配置事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○9  

 ・保護者や教員と違う目線での相談者がいることが必要であり、子どもの気

持ちに寄り添える相談者であれば尚良いと感じる。 

 

通学バス運行委託事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○10  
 ・事故のないよう努めて欲しい。 

 

六ヶ所高校通学バス委託事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・○11  
 ・六ヶ所高校の存続のためにも必要な事業である。 
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小・中学校施設改修事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○12  
 ・環境改善に努めており、児童生徒の安全な学校生活に向け、引き続ききめ

細かい修理・修繕を望む。 

 

「六ヶ所村夢をはぐくむ教育」推進事業について・・・・・・・・・・・・○13  
 ・汗して働くという言葉があるが、遊びや体験で体を動かす経験が小さい頃

には必要なことで、継続と更なる活用を望む。 

 

学校健診・就学時健診・教職員健診事業について・・・・・・・・・・・・○14  
 ・巷では肥満や早期糖尿病など、食生活や生活習慣に起因する症例も見聞き

するが、結果を踏まえた指導や啓蒙活動に繋げてほしい。 

 

村営学習塾運営業務委託事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・○15  
 ・児童生徒の基礎学力の向上のため、引き続き積極的に事業を進めて欲しい。 

  

環境・エネルギー教育推進事業について・・・・・・・・・・・・・・・・○16  
 ・エネルギー関連施設の多い本村の現状から、それを積極的に知ることは非

常に良いことであると感じる。 

 

海外体験学習事業（小・中学校）について・・・・・・・・・・・・・・・○17  
 ・最近、急激に国際化してきているので語学力向上に期待する。 

 ・将来の人材育成の為にも是非継続してもらいたい。実際、海外体験学習の

経験者の多くは見聞を広めた進路に向かっていると感じる。 

 ・世界に目を向ける機会となる非常によい事業である。 

 

外国語指導業務委託事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○18  
 ・言葉のみならず異文化を知ることができ、視野が広がることで寛容な人格

形成に繋がると感じる。 

 

バイキング給食事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○19  
 ・盛り付けられたものと違い、自分で適量を考え、食べられる分の惣菜を取

り分けるという行為は、マナー向上のためにも大切な経験であると感じる。 

 

リフレッシュセミナー開催事業について・・・・・・・・・・・・・・・・○20  
 ・事業名の通りリフレッシュな企画を期待する。 
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中央公民館講座開設事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○21  
 ・様々な年代に向け多種多様の講座等の開催について大変ありがたく感じて

いる。参加人数のアップも大事だか、受講者が充実感を得られ、更に波及

していく様な方法を常に考えていく事が大切である。 

 

ジュニアリーダー研修会開催事業について・・・・・・・・・・・・・・・○22  
・未来のリーダー育成に向け、引続きプログラムの充実を図り、より効果的な

事業になるよう期待する。 

 

成人式運営事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○23  
 ・充実しており今後も期待する。 

 

スポーツ大会開催事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○24  
・大きい大会が実施できる環境になり充実していると感じる。 

 

県民駅伝競走大会参加事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・○25  
 ・今後もスポーツの村にふさわしい充実した支援を期待する。 

 

 全国大会等参加競技団体支援事業について・・・・・・・・・・・・・・○26  
 ・村内各団体の活動を支える大事な事業であり、継続と拡充が期待される事

業である。  

 

 千歳平地区体育館及び屋内グラウンド管理運営事業について・・・・・・・○27  
 ・地域住民の健康増進・スポーツ少年団活動の拠点となっており、今後も適

切な維持管理が確実に実施されることを期待する。 

 

泊地区ふれあいセンター浴場施設管理運営事業について・・・・・・・・・○28  
・施設管理を万全にし、今後も地域の人に愛されるように期待する。 

 

環境美化運動事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○29  
 ・各自治会からの好評価を得ており、より一層美化に努めるよう期待する。 

 

【改善の余地がある事業】 

教員住宅改修事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○30  
 ・空き家状態になっている住宅もあるので有効活用を検討して欲しい。 

   

教育支援委員会補助事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○31  
 ・毎年担任が代わり不安に感じるという意見を聞くが、学校生活の不安が少

しでもなくなる様な配慮が必要ではないかと感じる。 
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家庭教育（乳幼児）学級開催始業について・・・・・・・・・・・・・・・○32  
 ・多忙な保護者に、いかに参加してもらうかが事業開催の課題であり、解決

策の検討に期待する。 

 

小中学校家庭教育学級（地域連携学習）開催事業について・・・・・・・・○33  
 ・実施の有無、参加人数等の点でＢ評価なのだろうが、各学校の要望に応じ

て、対応する方法で評価しても良いのではないか。 

 ・より魅力的な内容での開催を期待する。 

 

ことぶき教室開催事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○34  
 ・違う事業の検討も視野に入れ改善に努めて欲しい。 

 

村民文化祭開催事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○35  
 ・コーラスなどのステージ発表の観客数が少ないように感じるため、館内放

送などで観客のスムーズな移動を促して欲しい。 

 

民族芸能発表会開催事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○36  
 ・担当課では問題を明らかにしており、対応策を考えているので、特に問題

はないと感じるが、開催時期・時間を早めるなどの検討が必要と思われる。 

  

社会教育団体等補助金交付事業について・・・・・・・・・・・・・・・・○37  
分館運営委託事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○37  

 ・活動内容、方法等積極的に助言してもよいと感じる。 

・地域の伝統行事継続のためにも、継続しての支援を望む。 

 

少年少女発明クラブ活動事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・○38  
 ・ロボットコンテスト参加という目的もあり、部活との両立は大変だろうが

継続して欲しい。 

 

スポーツ教室開催事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○39  
 ・より興味を持てる講座の開催を望む。 

 ・個々にスポーツを楽しんでいる人が増加傾向にあるため、事業としての必

要性を検討して欲しい。 

 

公民館講座開講事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○40  
 ・講座開催事業で新しいリーター的人材発掘をして欲しい。 

 ・生きがい構築のためにも継続して欲しい。 
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館内小・中学校映画鑑賞開催事業について・・・・・・・・・・・・・・・○41  
 ・良質な映画の鑑賞という機会は少ないので、今後も豊な心の育成に寄与し

て欲しい。また、内容、開催時期なについては、より工夫して欲しい。 

 

 広報活動事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○42  
 ・公民館活動の広報誌として、もっと身近に公民館が感じられ、公民館を活

用したくなるような情報提供を行ってはどうか。 

 

５ 総括 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により、六ヶ所村教

育委員会において、平成30年度の教育に関する事務の管理及び執行状況につい

て、教育委員会の活動状況、教育予算の執行の状況、各所管事業に係る点検・

評価の結果を取りまとめ、それらを教育委員会が選任した４人の評価委員より

点検・評価していただいた。 

 全体的には概ね期待通りの成果である旨の評価であったが、更に円滑に事業

を展開するための様々な助言をいただいた。 

 以上のことを踏まえ、高い評価をいただいた事業については、継続して実施

していくと共に、改善を要する事業については早急な対応を講ずることはもと

より、他の事業においても、適切な計画性、進むべき方向性を考慮し、一層効

果的かつ効率的な事業の推進に努めていく。 

 


