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第１ 教育委員会の事務に関する点検及び評価について 

 

 １ 点検及び評価の法的根拠 

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）

第２６条第１項において、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務

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。」とされており、この規定に基づき実施するものです。 

 

 ２ 教育委員会における点検及び評価 

    教育委員会制度は、首長から独立した合議制の執行機関として、教育

の政治的中立性の確保、継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映

のための機能を果たしています。教育委員会自らが点検及び評価を行い、

その結果を議会に提出し、公表することにより、効果的な教育行政の推

進に資するとともに、町民への説明責任を果たすことを目的に、毎年実

施するものです。 

    点検及び評価の具体的な項目や指標については、国で項目を定めず、   

教育委員会が実情を踏まえて決定し、議会や地域住民の指摘を受け   

て改善していくことになります。 

  

 ３ 学識経験者の知見の活用 

 点検及び評価を行うに当たっては、あくまでも客観性を確保するとい

う趣旨によるものであり、点検及び評価について意見を聴取する機会を

設けるなど、教育に関する学識経験を有する者の知見の活用を図ること

が規定されています。（地教行法第２６条第２項） 

  

第２ 多古町教育委員会の点検・評価について 

  

 １ 目的 

 毎年、教育に関する事務事業の取組状況について点検及び評価を行い、

課題や対応の方向を明らかにすることにより、効果的な教育行政の推進

を図ります。 

    点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、議会に提出するととも

に、町民に公表することにより、説明責任を果します。 
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２ 実施方法 

（１）点検・評価の対象 

 多古町教育委員会の平成２９年度多古町教育の指針に基づく事務事   

業を対象としました。 

 

（２）平成２９年度多古町教育の指針 

 

◎学校教育の指針 

子どもたち一人ひとりに「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育

むと共に、地域に開かれた「安全・安心で信頼される学校づくり」を推

進し、多古町の目指す子ども像の具現化を図る。 

 

  １．確かな学力をつける教育の充実 

 ２．豊かな心を育む教育の充実 

 ３．健やかな体を育む教育の充実 

  ４．国際理解教育・キャリア教育・グローバル化に対応した教育の推進 

 ５．地域と共に歩む学校づくりの推進 

 

 

◎生涯学習関係の指針 

  

  １． 生きがいのある生活とゆとりある心を育成する学習環境づくり 

 ２． さわやかで活力あふれる生活とスポーツ・レクリエーションの充実 

 ３． うるおいのある生活と香り高い芸術文化の創造 

   

 

◎学校給食センターの指針 

  １．食育活動の推進 

 

（３）学識経験者の知見の活用 

   点検及び評価を行うに当たっては、教育に関する学識経験を有する者の   

  知見の活用を図ることにより、客観性を確保するものであり、３名の学識

経験者の方々から意見及び助言をいただきました。 

   

① 点検評価会議開催日 

平成３０年１１月２０日 

② 開催場所 

多古町コミュニティプラザ１階 会議室 
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③ 学識経験者 

氏   名 学 識 等 

遠 藤 勝 典  元小学校長・元中学校長 

山  倉   薫 元小学校教頭 

和 田 數 広  元社会教育委員 

 

④  会議出席者 

    教育長、教育委員、学識経験者、学校教育課長兼学校給食センター所長、

学校教育係長、学校教育課主任行政専門員、生涯学習課長、生涯学習課

主幹（文化係長）、社会教育係長、社会体育係長、学校給食センター係

長 
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第３ 点検及び評価の結果について 

 １ 教育指針に基づく施策の内容と評価及び学識経験者の意見 

    多古町教育の指針の各項目に基づく施策と事業内容ごとの個票を作成

し、上段に小項目ごとの施策内容を記載し、中段に教育委員会の自己評

価として小項目ごとの「成果と課題」、下段に「今後の取組と改善策等」

を記載しました。 

    また、学識経験者の意見は、各分野（学校教育関係、生涯学習関係、

学校給食センター関係）の最後に記載しました。 

 

（１）学校教育関係 

教育指針に基づく施策の内容と評価 

１ 確かな学力をつける教育の充実 

（１）知識・技能を活用して、課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力を育成する。 

（２）主体的・協働的な学びの充実を図り、体験的・問題解決的な学習を推進

し、学びの質を深める。 

（３）学習意欲の向上や学習習慣の確立を図る。 

（４）授業時数の確保と授業力の向上を図る。 

（５）町教職員研修、校内の研修活動等を一層充実し、教職員の指導力向上を

図る。 

（６）小・中・高の授業交流を充実し、教職員の視野を広め指導力を高める。 

（７）読書活動の推進に向けて、学校司書と図書担当（司書教諭含む。）との

連携を図り、学校図書館の効果的な活用も含めた全体指導計画の作成や、

各学年の指導計画にも読書活動を位置づけるなど、教育活動全体を通じて

取組む指導体制の確立に努める。 

教育委員会の自己評価（成果と課題） 

(１）各教科の指導に当たっては、小・中とも習得した知識・技能を実生活に

活用できるような課題設定を工夫することにより、思考力・判断力・表現

力の育成に結びつけている。 

（２）これまでの蓄積を生かし、知識を正確に理解させ、理解の質を高めるた

めの地道な授業改善により、主体的・協働的な学びの実現を図っている。 

（３）県の学校教育の指針にも明示されている人生を拓く「確かな学力」を育

むため、学習意欲の向上と学習習慣の確立は各学校とも重要課題と捉え、

指導に取り組んできた。特に、家庭学習の習慣化や家読の奨励などの啓発

に努めた。 

（４）教育課程編成上で重要な要素である授業時数については、年間授業日数、

予定授業時数等を明らかにし、計画的に教育課程を実施することにより、

町内全小・中学校が標準授業時数以上を確保することができた。 
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   各学校とも、児童・生徒の実態に応じた独自の課題に対し、授業研究を

もとに指導法の工夫改善を実践した。また、校内外の研修等の充実を図り、

教師個々の指導力向上に努めた。 

（５）町教育委員会指定研究では、中村小学校が『自ら学び、考え、主体的に

問題を解決できる児童の育成～主体的・協働的な学びを取り入れた算数科

学習を通して～』を研究主題に算数科の研究に取り組んだ。今年度は、２

年間の研究のまとめとして、公開研究会を予定している。 

   各学校の校内研修では、千葉県教育庁北総教育事務所指導室訪問や要請

訪問等で指導主事等の訪問指導を受けた。町教育委員会からも指導主事等

が参加し、研修内容に応じた指導助言を行った。 

   町教育委員会主催の教職員研修では、千葉大学教育学部天笠茂特任教授

を招き、「小中一貫教育推進に向けて取り組むべき課題～幼小中高で学びを

つなぐ～」と題して講演をしていただいた。また、参加者は９グループに

分かれ、多古町学校教育スタンダード（学年別共通目標一覧表）の活用状

況についての情報交換を行った。若手教員育成研修（教職経験２～１０年

目程度の教員対象）には２２名が参加し、特別支援教育の面から、個に応

じた適切な指導方法の工夫について、公立学校の教職員としての服務につ

いて、不祥事根絶についての３点についての研修を行った。教職経験や学

校内の立場・役割に応じた資質・力量の向上を図ることができた。 

（６）『多古町教職員異校種体験研修』では、小・中学校４名の教職員が異校

種での体験研修を実施した。参加者からは「小学校の授業や一日の生活の

流れがよくわかった」「送り出した教え子が中学校で成長している姿が見ら

れて良かった」「多古の子をみんなでよく育てるという使命を忘れずに、更

なる小・中連携を図っていきたい」等の報告があり有意義な研修となった。 

   多古中学校では、多古高等学校の教員が中学生に出前授業を行った。高

度な専門的内容をわかりやすく指導してもらい、意欲的に学習に取り組む

ことができた。また、上級学校に対する見方を育てる上でも意義があった。 

（７）学校司書の配置の効果もあり、読書活動の環境づくりも整いつつある。

今後も引き続き朝の読書活動や家読を推進すると共に、各教科等の指導に

おいても学校司書との連携を図るなどして、学校図書館を活用し、児童生

徒が読書にふれる機会を充実させ、進んで読書に親しむ態度、能力の育成

に努めていく。また、家庭との連携も図り家読の奨励にも努める。 

今後の取組と改善策等 

（１）児童・生徒の思考力、表現力を育むため、千葉県が例示している「実践

モデルプログラム」を取り入れた授業を更に実践する。 

（２）家庭学習の習慣化を一層充実する。 

（３）研修については、実施後の反省や教職員の要望に即し、充実したものに

なるよう計画する。 

（４）異校種体験研修、小・中・高連携事業については、今後も継続する。 
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２ 豊かな心を育む教育の充実 

（１）教育課程に位置づけて、心を育てる読書活動を推進する。 

（２）道徳教育の充実、学校内外における奉仕・体験活動（地域福祉）の推進

を図る。 

（３）心を一つにして楽しく歌う学校にする。 

（４）児童生徒理解に基づく信頼関係を大切にした指導を進める。 

（５）人権意識・福祉意識の向上、規範意識の醸成を図り、自尊感情を高め、

いのちを大切にする心を育む。 

（６）インターネットや携帯電話、スマートフォンなどの児童生徒の活用の実

態を把握し、情報機器の正しい活用について、学校・保護者が連携して活

用に当たってのルール作りや有害情報へのフィルタリング仕様等、具体的

な指導、支援にあたり、情報モラル教育の充実に努める。 

（７）いじめ早期発見のためのチェックリスト等を活用し、いじめの未然防止

及び適切な対応に努める。 

教育委員会の自己評価（成果と課題） 

（１）「朝の読書活動」等、各学校とも工夫して心を育てる読書活動を教育課

程に位置づけて実践している。日本語の持つ美しさやリズム感を体感させ

る暗唱等を積極的に取り入れるなど、心の耕しに力を入れている。 

（２）道徳教育は「道徳の時間」を要として各教科、外国語活動、総合的な学

習の時間及び特別活動等、学校の教育活動全体を通して、児童生徒の発達

段階を考慮した適切な指導を行っている。「さわやかおはようタイム」「地

域人材活用」「家庭教育学級」「祖父母家庭教育学級」「お年寄りや園児との

交流」等、家庭や地域と連携した活動を推進し、豊かな心を育むことを目

指している。また、相手の立場に立って考え、他者との信頼関係を築くこ

とができるよう、コミュニケーション能力を育成するため、「豊かな人間関

係づくり実践プログラム」を教育課程に位置づけて実施している。 

（３）各学校とも、「朝の会」「帰りの会」「集会活動」等で楽しく歌う活動を

行っている。また、校内音楽会等の学校行事や『多古町児童生徒音楽会』

等の行事を良い契機として、みんなで心を一つにして歌う活動を実践して

いる。歌うことを通して心と心を通い合わせる「連帯の心づくり」は、思

いやりや支え合う気持ちを育てることにつながっており、学校に児童生徒

の歌声が響く教育環境は、好ましい仲間づくりや豊かな情操教育に有効な

手だてとなっている。 

（４）児童生徒理解は、効果的な学校教育活動の基盤である。そのために、各

学校とも組織として対応できる生徒指導の校内体制の充実を図っている。

今後も児童生徒相互・児童生徒と教師・保護者と教師等の信頼関係に基づ

く豊かな人間関係の構築により、カウンセリングマインドを生かしたきめ

細かな指導を行っていく。特に、いじめを許さない風土の構築には全校体

制での指導が欠かせないことから、生きて働く組織づくりを進めたい。 
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（５）人権擁護委員を活用した人権教室の実施や、人権週間の周知、いのちを

大切にするキャンペーンの実施等、人権意識を育むための取組を実践し

た。 

（６）児童生徒が携帯電話によるトラブルに巻き込まれないようにするため

に、情報モラルに関する指導を各学校の現状や児童生徒の発達段階に応じ

て推進している。今後も定期的に啓発を続けていく必要がある。 

（７）定期的な教育相談やチェックリスト等を活用して、各学校で児童生徒の

情報やいじめ等の実態を把握して生徒指導に活用している。 

今後の取組と改善策等 

（１）朝の読書活動、学校司書と連携した学校図書館の活用をはじめ、読書活

動を今後も奨励する。 

（２）道徳教育映像教材（千葉県教育委員会作成）の活用、各教科等における

道徳教育の充実など、全教育活動を通じて道徳教育を推進すると共に、道

徳の時間が児童生徒の心に響き、道徳的実践力が図れるよう、各担任の道

徳の授業力向上を要として、心の教育の推進を図る。 

（３）生徒指導上の問題については、速やかな教育委員会への「報告・連絡・

相談」並びに児童相談所・役場担当課・警察等関係機関との連絡・連携を

今後も徹底する。 

（４）児童生徒一人一人の心の居場所づくり、全ての子どもたちが活躍できる

場、絆づくりなど学級経営の充実を図り、子ども一人一人の自己有用感の

育成に努める。 

 

 

３ 健やかな体を育む教育の充実 

（１）体育の授業を充実し、体育活動の日常化を図る。 

（２）健康で安全な生活を実践する能力と態度の育成～「自分の命は自分で守

る」防災意識の定着～を図る。 

（３）「食育基本法」を踏まえ、家庭と連携しながら「食に関する指導」の推

進に向けて、食に関する全体指導計画の作成や、それに基づいた学校栄養

職員等との連携を図った食に関する指導の計画的な取組みに努める。 

（４）肥満傾向の児童生徒の指導を進める。～小児生活習慣病対策保健福祉セ

ンター事業との連携～ 

（５）早寝・早起き・朝ご飯の趣旨を理解し、基本的生活習慣の確立を図る。 

教育委員会の自己評価（成果と課題） 

（１）子どもの体力は、昭和６０年以降低下傾向が続いている。ライフスタイ

ル等の変化が原因と考えられているが、直接的な原因としては、室内遊び

時間の増加による外遊びの減少、空き地等の減少、学校外の学習活動など

による仲間の減少があげられる。これらを受け、体育の授業では、楽しみ

ながら運動量を確保できる授業を組み立て、実践している。 
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   特に、小学校では、業間活動、クラブ活動、運動会等の学校教育活動や

千葉県教育委員会主催『遊・友スポーツランキングちば』等を通して、自

ら進んで運動に親しむための基礎を培っている。 

（２）各小中学校では、地震・火災に対応した避難訓練等の防災訓練を実施し

ている。また、不審者対応訓練も実施している。引き続き全教育活動を通

じて防災教育を推進し、子どもたちの自助・共助の防災意識を高め、危機

回避能力の育成に努める必要がある。 

（３）学校における「食に関する指導」は、給食の時間をはじめとして学校教

育活動全体を通じて総合的に推進している。また、学年便りや保健便り等

を通して各家庭に食育の大切さについて啓発するとともに、家庭との連携

により食事のマナーや食事を通した人間関係能力の育成に努めている。 

さらに、町給食センターの栄養士に協力を依頼し、給食の時間や生活科の

時間等に食育指導を実施した。 

（４）偏った栄養摂取による肥満傾向児童生徒対策や小児科生活習慣病対策の

一環として、各種会議や保護者会等において、食生活を含めた生活習慣の

確立の重要性について専門職員の講話など実施し、保護者等への理解啓発

を図った。 

今後の取組と改善策等 

（１）体育の合同訪問、指導室訪問などの機会を積極的に捉え、体育の授業法

について改善を図る。 

（２）食生活の改善には家庭の理解と協力が不可欠である。家庭教育学級に食

育に関する講座を設けること等、今後も保護者への啓発に努める。 

（３）食生活を含めた生活習慣の確立について、「早寝・早起き・朝ご飯」の

奨励等、引き続き保護者等への理解啓発を図る。 

 

 

４ 国際理解教育・キャリア教育・グローバル化に対応した教育の推進 

（１）多古中学校を中心にニュージーランドとの国際交流事業を推進する。 

（２）多古町キャリア教育推進連絡協議会と連携し、キャリア教育の効果的、

効率的な推進を図る。 

（３）異文化理解を深める中で、広い視野から思考する力等を養うとともに、

他者を尊重し、協働するためのコミュニケーション能力等の資質・能力を

育む。 

教育委員会の自己評価（成果と課題） 

（１）平成２９年度は、年度末にニュージーランド（北島）へ多古中学校の２

年生２５名（男子１１名・女子１４名）の派遣を行った。日程は３月１２

日（月）から１９日（月）までの８日間で、ニュージーランド北島ニュー

プリマスにあるイングルウッドハイスクールでの学校体験やホームステイ

を通じて、ニュージーランドの文化、歴史、風土等に直接肌で触れること
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により、相互理解を深めるとともに、豊かな国際感覚を育むことができた。 

（２）平成１６・１７・１８年度文部科学省指定 キャリア教育推進地域指定

事業における３年間の研究成果を生かすために、町教育研究協議会にキャ

リア教育研究部を組織し、その後も継続して小・中・高連携のキャリア教

育の推進に取り組んでいる。 

   小学校では、『ゆめ・仕事ぴったり体験』での職場体験活動、多古高校

生徒との『花交流』、多古中学校生徒との『夢を育む部活動交流』等を行っ

た。 

   中学校では、『キャリアスタートウィーク』の職場体験活動、『人セミ  

ナー』『道セミナー』のゲストティーチャーによる特別授業、多古町あじさ

い祭りでのボランティア参加等を実践した。 

（３）文部科学省指定の際に設置を義務づけられ、町全体のキャリア教育を視

野に入れた「キャリア教育実践協議会」は、平成１８年の公開をもって解

散したため、校長会に働きかけ、平成２１年度に「多古町キャリア教育推

進連絡協議会」を新たに立ち上げた。この協議会は産学官の協力体制の下、

より良いキャリア教育の在り方について各校に提言したり、職場体験受入

事業所に対する連絡調整を図ったりと、町の文教政策の大きな特色の一つ

として、多古町の子どもたちの将来を見据えたキャリア教育を積極的に推

進している。 

今後の取組と改善策等 

（１）国際化に対応できる人材の育成を図るため、本事業の重要性はますます

大きくなると思われる。 

国際交流に意欲のある中学生を今後もできるだけ海外に派遣し、学校体

験やホームステイ等を通じて、文化、歴史、風土等全般に渡り相互理解を

深めるとともに、豊かな国際感覚を育むよう中学校とも入念に協議をして

いきたい。 

（２）人セミナー、道セミナー等、今後も地域の人材を活用した教育を推進す

る。また、生徒の受け入れを含め、職場体験学習へも積極的に協力する。 

（３）多古町キャリア教育推進連絡協議会を中心として、時代の教育ニーズに

沿って全体計画を見直しつつ、今後もキャリア教育を推進する。 

 

 

５ 地域と共に歩む学校づくりの推進 

（１）地域の教育力を生かした活動を推進する。 

（２）学校評価の実施と結果の公表を通して、学校改善の推進に努める。 

（３）防災教育の充実と家庭・地域社会と連携した安全・安心で信頼される学

校づくりの一層の推進（安全パトロール・青少年健全育成パイロット事業

連絡協議会等との連携） 
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（４）家庭・地域社会と連携し、いじめの早期発見・早期対応など、いじめ問

題への対応に万全を期する。 

（５）地域の伝統行事等への積極的な参加や地域の大人（学校支援者等）との

交流を通じて、地域の一員としての自覚を高め、地域へ貢献する意欲や郷

土愛を育む。 

（６）小・小連携、小中連携を一層重視し、開かれた学校づくりを推進してい

く中で、保護者、地域等と連携協働し教育活動の更なる充実を図る。 

（７）多古町社会福祉協議会等と連携し、地域一体となって福祉コミュニティ

ーの形成を図る。 

教育委員会の自己評価（成果と課題） 

（１）人間関係の基盤づくりを学校・家庭・地域が連携して行うという共通認

識のもと、信頼される学校づくりを推進した。各学校では、学校公開・学

校自由参観週間等の実施や、学校便り等の発行により学校の情報を伝えて

いる。また、『学校を核とした県内１０００か所ミニ集会』及び青少年相談

員、子ども会育成連絡協議会、敬老会への参加等の活動により、地域住民

や保護者の提言・アイディアを学校経営に生かしている。保護者をゲスト

ティーチャーとして迎えて授業に参画してもらう取組も学校の教育活動を

理解していただく上で意味あるものであり、豊富な知識と経験を持つ地域

人材の協力を得て、学習指導、キャリア教育、文化・スポーツ活動等で地

域教育力を生かした活動を推進した。小学校の「畑の先生」「昔の遊びゲス

トティーチャー」中学校の「道セミナー」「人セミナー」「おやじも出番セ

ミナー」の講師等により特色ある教育活動を実践できた。 

（２）各学校とも、自己評価を実施してその結果を公表している。学校評価の

実施とその結果の公表・説明等により説明責任を果たすとともに、教職員・

保護者等が学校運営について意見を交換し、課題意識を共有することで開

かれた学校づくりを推進した。年間に複数回実施することにより、ＰＤＣ

Ａサイクルによる検証ができ、より良い学校経営につながっている。 

（３）各学校とも『学校安全計画』や『学校の危機管理マニュアル』に基づき、

学校の現状や児童生徒の発達段階に応じた安全教育を推進している。各学

校では、災害対策訓練、不審者対応訓練、防災（避難）訓練、引き渡し訓

練、交通安全教室等の実施、通学路安全マップの作成、警察官や子ども防

犯指導員の講話等により、危険を回避する能力と自他の命を大切にする心

の育成に努めた。 

交通安全指導・登校指導等のＰＴＡ活動や町防災無線による下校時の見

守り、地域見守りボランティア等、地域と連携した活動を行っている。 

   また、小学生への防犯ブザーの配付、中学校の自転車通学生徒へのヘル

メット購入助成、『子ども１１０番の家』の設置協力等により児童生徒の安

全・安心の確保に努めた。 

多古町青少年健全育成パイロット事業連絡協議会と連携し、毎週月曜日
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朝の「さわやかおはようタイムあいさつ運動」及び毎週金曜日夕方の「青

色回転灯車安全パトロール」を通して児童生徒の安全確保に取り組んだ。 

平成２６年２月に策定した、多古町通学路交通安全プログラムによる通

学路安全推進会議を年２回開催し、香取警察署をはじめ、学校、保護者、

道路管理者、町交通安全対策部局による危険箇所の合同点検を実施し、対

策結果についてどのような効果があったかの検証を行い、通学路の安全確

保の改善・充実を図っている。 

（４）各学校において策定した「いじめ防止基本方針」について、学校訪問等

を通じて、その進捗状況の確認と実効性に向けた改善等への助言を行って

いる。また、教育相談窓口を教育委員会に設置し、保護者からの相談を受

け付けている。 

（５）多古町あじさい祭りに全小中学生が参加して町の行事を盛り上げてい

る。また、地域の行事等に積極的な参加を促している家庭も多い。 

（６）多古町教職員研修『チーム TAKO』を、こども園、各小中学校、多古高校

の教職員が参加して実施した。小中一貫教育に向けて取り組むべき課題に

ついて話を伺った。また、その後、会場を移し、幼・小・中・高の教職員

が一同に会し、懇親を深めることができた。 

（７）平成２８年度から３年間千葉県から福祉教育推進校に町内各小中学校と

多古高校が指定され、多古第一地区社会福祉協議会が千葉県社会福祉協議

会から福祉教育推進団体に指定されている。福祉教育担当者会議を実施

し、福祉教育の推進について共通理解を図った。 

今後の取組と改善策等 

（１）学校自由参観日、１０００カ所ミニ集会、地域行事への積極的な参加な

ど、学校・地域相互に「開かれた学校づくり」を今後も実践する。 

（２）学校評価の結果を活用しながら、今後も開かれた学校経営を実行する。 

（３）学校安全マニュアルを見直し、危機に即応できるものとする。また、児

童生徒の発達段階に応じた安全対応能力の育成及び防犯教育に力を注ぎ、

自分たちの命は自分で守ることの徹底を図り、防災・減災に能動的な態

度・能力の育成に努める。見守りボランティア活動、パイロット事業等に

ついては今後も積極的に推進する。 

（４）いじめ防止基本方針の見直し等による実効性の向上と全ての子ども達が

「いじめの当事者とならない教育」の推進に努める。 
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学識経験者の意見（学校教育関係） 

【意見等】 

〇学校での道徳の学習が実際の生活や社会に生かされるようになるのが本来の

姿だと思う。特に中学生は個性豊で指導が難しい時期かと思うが、研修や授業

実践を積んで指導していってほしい。「特別の教科 道徳」がやがて子どもた

ちが社会に出た時に生きると思う。 

 

〇学校司書を全校に配置して、家庭での読書指導、読み聞かせ等を行っていると

のことなので更に図書室の利用者数や読書量が増えていくと思う。今後の町立

図書館及び学校図書室の活用や読書活動の充実に期待する。 

 

〇『実践モデルプログラム』については、県教育委員会の資料等を基に町内の各

学校で連携して取り組んでいることがわかった。 

 

〇教育相談について、いじめの早期発見や児童生徒の指導に努めていることがわ

かった。教育相談の資料やチェックリスト等は、児童生徒の指導を継続する上

でも重要な資料である。きちんと管理し活用してほしい。 

 

〇防災教育については、登下校時の安全確保も重要である。今後、子どもたちが

一人になったときや大人がいないときの、自分の身の安全を確保する能力を付

けさせたい。多古町では、地域防災訓練を実施しているが、小中学生の参加が

少ない。小中学生の参加者を増やす工夫をお願いしたい。また、子どもたちに

心肺蘇生の仕方やＡＥＤやエピペンの使い方等の講習を実施しても良いと思

う。 

 

〇今後、多古町においては小中一貫教育が課題になってくると思う。今後のスケ

ジュールや計画を示してほしい。学校規模適正化に向けた取組についても、今

後の見通しを示してほしい。 

 

〇平成３０年２月に『多古町読書活動推進計画』が作成されていることから、読

書活動の推進に向けた取組の中で、その計画に沿ってどのように進めていくか

を示すと良い。 

 

〇グローバル教育について、現在、多古町では英語圏に向けた取組が進んでいる

が、今後は、第二外国語としてアジア圏の国々、特に中国等への取組があって

も良いと思う。 
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【質疑及び回答】 

問 P6 上段（７）いじめの実態について、報告できることがあれば聞きたい。 

答 平成２９年度の各小中学校の合計いじめ件数は４０件。内、解消済みの件数は

４０件。内容は、冷やかしや悪口２６件、仲間外れや無視９件、たたかれたり蹴

られたりする４件、所有物を隠されたりする１件、携帯電話等での誹謗・中傷２

件。（内容については複数回答） 

 

問 P6 下段（２）道徳の授業の評価方法について、各学校の研修や取組を教示し

ていただきたい。 

答 小学校では、平成３０年度から「特別の教科 道徳」として、評価を伴う教

科として実施している。平成２９年度に各学校とも道徳推進教師を中心に、評

価を伴う指導方法や評価の方法についての研修が行われた。中学校では平成３

１年度の実施に向けて『中学校道徳科スタートブック』というテキストを取り

寄せて研修した。 

※『中学校の道徳科スタートブック』https://gakkokyoiku.gakken.co.jp/cdoutoku/pdf/cd_startbook.pdf 

 

問 P4 下段（３）「特に家庭学習の習慣化や家読の奨励などの啓発に努めた。」と

あるが、具体的にどのような取組をされたか。 

答 『家庭学習の進め方』というプリントを作成して保護者に配り、家庭学習を

習慣付けるポイントや子どもたちへの対応の仕方の例を示した。また、中学校

では、『学力向上五箇条』という授業規律をつくり、学習習慣の定着を図った。 

 

問 P5 下段（１）「実践モデルプログラムを取り入れた授業を更に実践する。」と

あるが、どのような指導を考えているか。 

答 千葉県教育委員会で作成した指導事例の活用を推奨している。中学校では学

力向上に向けた取組の一環として実践をしている。 

 

問 P7 上段（７）「定期的な教育相談やチェックリスト等の活用」について、説

明していただきたい。 

答 Ｑ－Ｕ検査を実施することで、児童生徒の人間関係を把握し、生徒指導に生

かしている。いじめ早期発見のための家庭用チェックリストを活用し、また児

童生徒へのアンケート調査を実施して情報を収集している。４小学校に１名、

中学校に１名スクールカウンセラーが派遣されており、町内の小中学生全員と

面談を実施している。教育委員会の紫陽花教室でも相談を受け付けている。 

  

問 P8 上段（２）「子どもたちの自助・共助の防災意識を高め…」に関連して家

庭や地域・各種団体と連携した訓練については、どのように考え、取り組んで

きたか。 

答 不審者対応訓練では、多古幹部交番や地域の駐在の協力を得て実施してい
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る。中学校では不審者が校内に侵入したことを想定して避難訓練を実施した。

また、小学校のプール清掃の際には地域の消防団の協力を得て、子どもたちと

消防団が協働で行っている。町の地域防災訓練にも小中学生が参加して家庭・

地域・各団体との連携を深めている。日常の防犯活動としては青少年健全育成

パイロット事業で青色回転灯装着車両による巡回を行っている。 

 

問 P9 中段（２）（３）いずれもキャリア教育の記述なので、順番を入れ替えた

方が良い。キャリア教育全体計画の設定についても触れた方が良いのではない

か。 

答 ご指摘のとおり、順番を入れ替えて文言修正する。今後も教育委員会が中心

となって共通理解・共通実施ができるようにしたい。 
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（２）生涯学習関係 

 

教育指針に基づく施策の内容と評価 

１ 生きがいのある生活とゆとりある心を育成する学習環境づくり 

（１）生涯学習推進体制の充実 

（２）学習機会の充実 

（３）青少年教育の充実 

（４）学習環境の整備と活用の促進 

教育委員会の自己評価（成果と課題） 

（１）コミュニティプラザを生涯学習施設の拠点として、各種講座を開設する

とともに、サークル活動支援のため、施設の貸出しを行った。 

   各種講座の受講生同士から自主サークルの設立に発展したケースも多

数あるなど、昼夜を問わず多くの町民の施設利用があった。また、定期利

用団体として各種サークル等が年間を通じて活発な活動を行った。 

○コミュニティプラザの利用状況【開館 293 日】 

  コミュニティプラザ利用者数   延べ 37,296 人 

    （主な利用者：各種サークル、団体、企業、学校、官公署等） 

図書館については旧多古幼稚園を改修し、公立図書館として平成２８年

４月１５日に開館した。２年目の本年も引き続き機能の充実を図った。利

用促進の独自イベントとして図書館まつりを開催した。 

○図書館の利用状況【開館 292 日】 

  ・利用者数    延べ 8,796 人 

  ・図書貸出冊数     34,798 冊 

・図書受入冊数     2,331 冊 

 ○図書館まつり 10 月 28 日・29 日 延べ 104 人 

  事業の主体は、教育委員会の主催だけではなく共催・後援の形態で各種団

体とも連携・協力しながら種々の事業を展開し、協働の体制で生涯学習の推

進を図った。また、社会教育委員会議を年４回開催し、四半期ごとの事業実

績及び計画に対する意見や助言をいただきながら過去の反省を将来事業に

反映するよう努めた。 

図書館を公立図書館に位置づけたことから、図書館運営に関する諮問・助

言機関として図書館協議会を設置した。委員には充て職で社会教育委員があ

たり、社会教育委員会議と併せて図書館協議会を開催し、生涯学習と同様に

委員意見を反映しながら図書館事業の充実を努めた。 

 

（２）学習機会の拡充としては、コミュニティカレッジとして、一般の方が対

象の「外国語会話講座（初級・実践英会話）」「外国語会話講座（初級・実

践中国語）」「四季のお花教室」、小学生が対象の「夏休みキッズ英語教室」、

女性が対象の「女性大学」、高齢者が対象の「ゆうゆう塾」のほか、町民



 

16 

 

の健康維持・増進を目指す「KA ストレッチ教室」等の各種講座を開催し

た。子どもから高齢者まで年齢や能力に合わせた企画で、参加者からは好

評であったことから、講座開催の目的は達成されていると思われる。 

「生涯学習文化講演会」については、近年、多古町にゆかりのある有識

者や著名人を講師に迎えているが、多古町出身で落語家の吉原朝馬氏に講

演を頂き、８５名の参加者であった。今後も多くの町民にとって意義のあ

る講演会を実施し、生涯学習意欲の向上を図っていきたい。 

○外国語会話講座（初級英会話）  6 回・23 人  延べ 123 人 

○外国語会話講座（実践英会話）  6 回・21 人  延べ 104 人 

○外国語会話講座（初級中国語）  6 回・17 人  延べ  68 人 

○外国語会話講座（実践中国語）  6 回・11 人  延べ  43 人 

〇四季のお花教室         4 回・18 人  延べ 64 人 

〇夏休みキッズ英語教室      3 回・13 人  延べ 26 人 

〇女性大学            12 回・21 人  延べ 158 人 

 〇ゆうゆう塾           12 回・28 人  延べ 306 人 

〇ＫＡストレッチ教室       7 回・54 人 

○第 41 回千葉県移動美術館「美術とくらし」 

10 日間       延べ 379 人    

（３）青少年教育の充実としては、平成１９年度より実施の国際交流海外派

遣事業において、ニュージーランド北島ニュープリマスの町にあるイン

グルウッドハイスクールでの交流を中心にニュージーランドの生活、教

育、文化を学び期間中、現地ホストファミリーでの 5 日間のホームステ

イ等を通じて交流を図った。ニュージーランドの異文化交流を通じて、

新しい時代に対応できる国際感覚や思いやりの心を身につけた人材の育

成を図った。 

【派遣事業】平成 30 年 3 月 12 日（火）～19 日（火） 

ニュージーランド（北島）ニュープリマス 

イングルウッドハイスクール【ホームステイ 5 日間】 

参加者：多古中学校の 2 年生 25 人（男 11・女 14） 

 

家庭教育の充実としては、家庭教育力向上のため町内全小学校の 1 年生

と多古こども園 5 歳児の保護者を対象とした「家庭教育学級」や「家庭教

育学級中央研修会」のほか、中村小 4・5 年生の祖父母を対象とした「祖父

母家庭教育学級」を開設し、年間を通して子どもたちとの関わりを深めな

がら、家庭教育をサポートした。また、適応指導教室として「あじさい教

室」を開設し、不登校など学校生活に馴染めない児童生徒の学校復帰を支

援した。“子育ての基本は家庭”との考えのもと、子どもとの関わりやふれ

あいのサポートを目的とした「家庭教育学級」及び「祖父母家庭教育学級」

は、出席者にとって有意義で効果も高かったと考えている。 
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また、心理的・情緒的不安定や家庭環境の問題等で不登校になってしま

った児童生徒の集団生活適応、基礎学力補充、生活改善を目的とした「あ

じさい教室」は、登校へ向けた支援により、一定の成果があった。 

○家庭教育学級           町内 4 小学校・こども園 

  ○家庭教育学級中央研修会      2 回    153 人 

○祖父母家庭教育学級（中村小）   5 回  延べ 110 人 

 

青少年健全育成活動の推進としては、町内全域の小学校高学年児童を対

象とした「多古っ子カレッジ」の実施や、子どもたちの健全育成や福祉増

進を図るとともに、各種行事を通して子どもたちの交流を深めてもらうこ

とを目的に活動している青少年相談員連絡協議会、子ども会育成連絡協議

会と連携しながら、各種事業に取り組んだ。 

青少年相談員、子ども会会員の積極的な参加とボランティア活動により、 

それぞれの事業がスムーズかつ盛大に実施されているが、企画・運営する

会員も、多忙の中でのボランティア活動であることから、参加者も一部の

積極的な会員に偏ってしまう傾向がある。また、学校行事の多様化や少子

化の影響等から、行事に参加してくれる子どもの数自体も減少傾向にある。 

○多古っ子カレッジ（子ども地域活動促進事業） 

各種講座：9 回・28 人  延べ 244 人 

  ○青少年相談員・子ども会事業 

あじさい祭りでの竹コースターの製作・運営 

ヘルスバレーボール大会  1 回・7 チーム・57 人 

子どもフェスタ   1 回・延べ 1,337 人 

ウォークラリー大会（常磐学区）1 回・151 人 

   次期ジュニアリーダー研修会  1 回・ 50 人 

 

（４）学習環境の整備と活用の促進として、コミュニティプラザの整備及び維

持管理は、建築後約 25年が経過し、年々施設の老朽化により改修の必要性

が高まっている。今年度は受変電設備の修繕を実施した。 

図書館の維持管理は、旧多古幼稚園を改修整備し図書館としての機能を

回復したところではあるが、図書館の利便性を踏まえて効率的な維持管理

を図っていきたい。 

今後の取組と改善策等 

（１）コミュニティカレッジについては、より多くの町民に参加いただくため

にも、年間実施計画を前年度中に策定するとともに、広報紙等を通じて早

い段階で住民への周知を図り、より多くの参加を促したい。 

また、バラエティに富んだ講座・教室のためには、各分野の講師確保が

課題となるため、講師の登録制度やボランティアの募集等についても検討

していきたい。 



 

18 

 

（２）学習機会拡充としては、講座内容のマンネリ化を防ぐためにも、新たな

視点と住民ニーズ、アンケート等に基づき、バラエティに富んだ講座・教

室の開催につとめていきたい。 

（３）国際交流海外派遣事業は、今後もできるだけ多くの生徒に参加してもら

えるよう、派遣時期や派遣対象者を中学校側とも入念に協議をしていく。

また、ニュージーランドからの受入が決定した際には、ホームステイの協

力や学校体験等の受入対象者や中学校側と入念に協議をしていく。 

家庭教育の充実については、いじめ、不登校、虐待など、子どもや家庭

を取り巻く諸問題が全国的に顕在化する中、引き続き中学校、小学校や多

古こども園等と連携を深めながら、「家庭教育学級」や「祖父母家庭教育学

級」、「あじさい教室」を中心に家庭の教育力向上を図りたい。 

   青少年相談員、子ども会の関連行事は、他市町村と比べて年間行事数が

多く、そのほとんどが週末に開催されているため、仕事の都合等で行事に

参加できない会員が増えてきている。 

今後は、現役会員や地区役員等からの呼びかけにより新規会員を募ると

ともに、行事内容の見直し等についても随時検討していきたい。 

また、学校行事や町関連行事の多様化により、週末に実施される学校行

事等が増加しているため、各行事の実施日を決定する際は、事前に学校行

事等との重複がないか十分確認し、より多くの子どもたちに参加してもら

えるよう努力したい。 

（４）コミュニティプラザは老朽化に対応した施設整備の年次計画を立てなが

ら、効率的な維持管理を図っていきたい。  

   図書館は、蔵書数の増加や公立図書館としての更なる機能の充実を図る

ために環境整備につとめていきたい。 

 

 

２ さわやかで活力あふれる生活とスポーツ・レクリエーションの充実 

（１）生涯スポーツの充実 

（２）競技スポーツの充実・強化 

（３）スポーツ交流の推進 

（４）社会体育施設の整備 

（５）スポーツ推進体制の強化 

教育委員会の自己評価（成果と課題） 

（１）ジュニアサッカー教室、ジュニアゴルフ教室、スナッグゴルフ教室など

小学生を対象とした講座やゴルフ教室など年齢性別を問わない講座を開催

することで、生涯スポーツへのきっかけづくり（入門機会）の場を提供し、

ジュニアの掘り起し・育成及び競技人口の底辺拡大に努めた。また、町体

育協会加盟団体やスポーツ少年団の育成を支援し、生涯スポーツ活動を拡

充するとともに、各種スポーツ指導者の養成及び活用を図った。 
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スポーツ教室では、既存種目以外の講座の開設及び指導者の確保が課題

である。 

（２）体育協会の主催により近隣小学校駅伝大会及び町民マラソン大会を実

施した。また、体育協会専門部を中心とした町民野球大会、ゴルフ大会等

を開催し、競技スポーツの充実・強化を図った。 

町民大運動会については、今年度は開催当日が雨天のため、残念ながら

中止となりました。 

（３）異世代、多世代が交流する軽スポーツ大会「スポレク中央祭」を広域開

催するとともに、各種スポーツ大会、スポーツ少年団交流大会など参加者

がスポーツを通じて交流できる場を創出・提供した。 

（４）町民体育館、町民運動場及び小・中学校体育館（夜間開放）の利用は、

利用者会議を開催し生涯スポーツ団体間の施設の利用調整を図り、各団体

の活動場所の確保と施設の利用促進を図った。 

施設面では、社会資本整備計画に基づき、２か年の継続事業である町民

体育館の建設工事のうち、今年度は基礎工事部分まで実施した。（基礎杭

107 本）なお、社会体育施設全般の整備について遅れていることが課題で

ある。 

（５）スポーツ推進委員を中心に軽スポーツの普及・推進を図るとともに、体

育協会専門部等を中心とした各種スポーツの推進と競技力の向上に努め

た。 

体育事業の推進体制については、スポーツ推進委員が月１回定例会を実

施し、自主事業を企画・展開するほかに体育協会事業には常に連携・協力

して運営にあたり、競技役員の中心として活動した。 

今後の取組と改善策等 

（１）現在、多古町では体育協会専門部の協力により各種大会や教室を開催し

ており、スポーツの普及・推進の大きな役割を担っている。今後は地域ス

ポーツの拠点となる体育館を整備するとともに、誰もがいつでもスポーツ

を楽しめる環境整備と組織づくりを行っていく。 

また、若い世代の指導者の確保・育成も課題であり、スポーツ少年団等

の指導者研修等への積極的な参加を促進するなど、指導者育成に努める。 

（２）町民大運動会については、引き続き体育協会を中心とする町民主体の大

会運営を支援し、将来的にも持続可能な行事となるよう内容の見直しを図

りつつ、多くの町民が参加しやすい「町民スポーツの祭典」として維持・

促進していきたい。また、その他の体育事業についても継続を図りつつ、

大会の充実と競技力の強化・向上に努める。 

駅伝大会やマラソン大会等で公道を使用する事業については、警察等関

係機関との連携を密にし、町民の安全を第一に考えた計画立案と体制整備

に努め、事業運営に当たる。 

（３）各種スポーツの競技力向上を目指す一方で、スポーツを通じて参加者同
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士の交流が生まれることを目標にした新たな場の提供や既存事業の見直し

を積極的に検討し、誰もがスポーツに親しめる環境づくりに努める。 

（４）町民体育館については利用者の声を反映し、ニーズにあった施設整備を

推進する。その他の施設については、町民運動場及びテニスコートの整備

の必要性を認識しており、対応を検討する。 

また、社会体育施設の利用については、今後も利用者会議等で調整する

ことにより円滑で計画的な施設利用を図り、利用率向上に努める。 

（５）スポーツ推進委員会議を中心に新しいスポーツ・レクリエーション競技

の導入・普及を含む生涯スポーツ活動の推進を図るとともに、自主事業を

はじめ各スポーツ団体と連携した取り組みを実施し、町民の生涯スポーツ

への意識高揚と積極的な参加を促進する。 

また、町民スポーツの牽引役である町体育協会各専門部の一層の活性化

を支援する。 

 

 

３ うるおいのある生活と香り高い芸術文化の創造 

（１）町文化団体の芸術文化活動への支援 

（２）文化ホール自主公演事業の開催 

（３）学校音楽鑑賞教室の開催 

（４）郷土の歴史・文化の継承 

教育委員会の自己評価（成果と課題） 

（１）町内の文化サークルの多くが加盟している多古町文化協会に補助金を交

付し、各種団体の活動を支援した。また、文化協会加盟団体が開催する作

品展示会や舞台発表会については、コミュニティプラザや文化ホールの会

場使用料を免除して、芸術文化活動の振興を図った。 

「いきいきフェスタ TAKO2017」文化祭は、11 月 3 日（文化の日）か

ら 3日間開催した。文化協会加盟団体を中心に、陶芸・絵画・写真等多数

の作品展示やダンス・舞踊・民謡等の芸能発表大会、合唱・器楽演奏等の

音楽会をコミュニティプラザ及び文化ホールを主会場に行った。 

（２）文化ホールの自主公演事業は、内容をあらゆる年代に向けた多様なジャ

ンルの公演を心がけて実施している。幅広い年代に向けた「華原朋美コン

サートツアー2017」（券売 794 枚完売）、小さな子どもとファミリー向けの

「福田りゅうぞう×鈴木翼 親子コンサート」（券売 149 枚）、伝統芸能分

野では「多古特選落語会 鯉昇・花緑・菊之丞 三人会」（券売 207 枚）、

本格的なクラシックコンサートは「クレア・フアンチ ピアノリサイタル」

（券売 94 枚）、宝くじの助成による「森麻季＆新ヴィヴァルディ・アンサ

ンブル」（券売 598 枚）を開催した。 

 また、入場を無料として定期的に開催しているファミリー向けのクラシ

ック系コンサート「ブレーメンの音楽会 in 多古 2018」は 217 人の集客を
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得ている。  

自主公演の事業費が限られたなか、如何に充実した内容の芸術文化公演

を提供するかが課題であり、公演費用を要しない共催公演を導入し多数の

コンサートを開催した。クラシックコンサートでは「髙木竜馬ピアノリサ

イタル」「ウィーンの風 with ヴァイオリン」「髙木薫子 ピアノリサイタ

ル」、地域密着型オペラ合唱団ワイズオペラコーラスの第 2 回定期演奏会

「愛の妙薬」、多古町アートフェスティバル「午後の演奏会＆映画上映会」、

ホワイエに於いては「NTS ヴォカーレ クラシックコンサート公開リハー

サル」、歌とオカリナで奏でる「和やかコンサート」を開催した。そのほか

に、地域密着型オペラ合唱団の定期演奏会に向けたセミナーを毎月隔週で

開催した。そのほか、多古町でロケーション撮影した「ねこあつめの家」

の上映会を行った。 

（３）今年度は、多古町立多古中学校の全校生徒を対象に、千葉交響楽団（旧

ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉）演奏による学校音楽鑑賞教室

を開催した。50 人編成によるフルオーケストラの迫力ある生の演奏は、子

どもたちに感動を与え、心の豊かさを育むものと期待し、毎年行っている。

また、情操の涵養を図るため、優れた音楽を鑑賞する機会を提供し、ひい

ては芸術文化活動への参加の気運を醸成することを趣旨として実施してい

る。なお、開催に要する経費の一部は千葉県が負担している。 

（４）郷土の歴史的文化財、史跡や指定文化財などへの誘導案内板や説明板の

設置を毎年計画的に推し進めている。今回は、多古台にある「多古城跡（空

堀跡）」の案内板及び説明板（地図型案内板）の設置を行った。なお、設置

工事に要する経費は、千葉県の観光関連補助事業を活用して、多言語表記

をすることにより 2/3の補助を受けて行っている。それに伴い、多古城跡

見学者の利便性の向上を図るため空堀内に密生した竹林の伐採を行い環境

整備した。    

また、観光案内の要素も加えた文化財ガイドマップ「多古町ぶらり散歩

（中村・常磐地区編）」を作成した。地区内の、史跡・遺跡、神社仏閣や自

然・景観などカラー写真をまじえて分りやすく記述した。以降、計画的に

多古町全域のガイドマップを作成する予定である。 

そのほか、新規事業として、多古町歴史講座「千田荘と千葉氏を探る」

と題した全５回の講座を、文化ホールを会場に行い、毎回１５０人前後の

受講者を集めた。 

今後の取組と改善策等 

（１）今後も同様に、多古町文化協会に対し補助金の交付や、日頃の活動の成

果を発表する展示会や舞台発表会等に対し、会場の提供や援助を行い芸術

文化の振興を推し進める。 

（２）厳しい財政のなか、文化ホール自主公演事業も、常に予算の確保が懸念

されている。そのような状況を受け、公演委託料が助成される宝くじコン
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サート等を活用し、質の高い芸術文化の提供に努める。また、音の響きの

良いホワイエを利用した「ロビーコンサート」も継続して行い、身近に音

楽を親しめる環境づくりを心がける。そのほか、芸術文化公演を開催する

各種団体とともに企画し、共催公演という形でオペラやピアノリサイタル

をはじめとしたクラシックコンサート等を開催し、多様な分野の公演の充

実に心がける。 

（３）厳しい財政のなか、学校音楽鑑賞教室も例外ではなく、予算の確保が懸

念されているが、引続き音楽の感動や魅力を伝えるフルオーケストラの演

奏により、質の高い音楽を児童・生徒に提供して行く。 

（４）発掘調査で出土した土器や石器等の埋蔵文化財を多古町魅力発信交流館

に展示し公開・活用に努める。出土遺物の中には学術上価値の高いものも

あり、県内外の博物館等への貸出しや刊行物への資料提供等、多古町の文

化財を活きた史料として町内外に向け広く発信する。また、歴史上価値の

高い遺跡（史跡）等については整備し公開活用に努める。 

   現在、計画的に行っている文化財の誘導案内板や説明板の設置を継続

し、既設のものに関しては経年劣化も心配されることから必要に応じて更

新する。 

文化財ガイドマップ「多古町ぶらり散歩」は、来年度で多古町全域をカ

バーする計画であり、最終的には 3 分冊を合本して多言語化したものを、

デジタル公開し、多古町の歴史・魅力を世界に向け発信する。 

また、多古町の歴史を町民の方々に広く正しく知っていただくため、今

後も魅力ある講座を計画して行く。 
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学識経験者の意見（生涯学習関係） 

【意見等】 

○コミュニティプラザは生涯学習施設の拠点として推進体制がすごく充実し

ていると常々感じている。なじみやすく、一歩踏み出しやすいコミュニティ

カレッジが開催されていてありがたいと思っている。 

○国際交流海外派遣事業は 10 年以上続いているが、時代に先駆けて多古町が

事業をやってきたということが素晴らしいと思っている。これからもいろい

ろな面で課題がでてくると思うが継続してほしい。 

○図書館協議会のメンバーについて、会議の場で現場の声が聞きたいと感じて

いた。代理で担当係長から意見をもらうが、現場の司書が会議のメンバーに

入れないかという思いがある。 

○町民大運動会について予備日なしで開催しているため、開催日当日が雨天の

場合、その年は中止になってしまう。雨天の場合に備えて、新しい町民体育

館を利用して行うことが可能なプログラムも検討した方が良い。 

○多古町は他の市町村と比べて、スポーツ教室や大会等の行事数が非常に多い

ので、指導する大人や教員に多大な負担がかかってしまう。子どもたちの数

も減少しており、行事に参加するために休日の過ごし方を犠牲にしていると

感じるので、新しい事業を考えるのは良いが、既存の事業を精査の上、見直

しを行っていくことも必要ではないかと思う。 

○部活動への過剰な取組が勉強の時間を増やしたい子どもへの弊害になって

おり、また専門的な競技を教えることができる教員が少なくなっている。勉

強や運動をしたい子どもが選択できるよう、教員の指導による部活動から地

域の人が指導する社会体育の活動に切り替わっていくことが学力や運動能

力の向上につながると思う。 

〇文化財ガイドマップの作成については詳細な予定を聞いた。今後、作成まで

大変なことと思うが、協力するのでよろしくお願いしたい。 

〇文化ホールの自主公演は多様なジャンルで行い、年代等も意識して有難いと

思っている。しかし、全体的に児童生徒の参加が少ないと感じている。もう

少し子どもたちが一所懸命見てくれると嬉しい。 

〇ブレーメンの音楽会はかなりの年数行っているが、継続できていることはす

ごく有難い。 

〇公演の経費の工面については、いろいろ工夫されていると思う。 

千葉県からも文化的事業の案内が来ると思うが、こういったものも取り入れ

ると経費面から負担が少なくなると思うので考慮してみてはいかがか。 

〇文化財の誘導案内板があるだけで、多古町は文化的レベルが高いなと思うの

で事業を継続してほしい。 

〇文化芸術については、ある程度経費が掛かるのは事実で、安かろう悪かろう

では意味がないので、現在の予算ベースを何とか堅持していただきたい。 
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【質疑及び回答】 

問 生涯スポーツ活動の推進における今後の具体的な取組内容について教え

ていただきたい。 

答 体育協会専門部やクラブ、ゴルフ場の協力のもと、サッカー教室、ミニバ

スケットボール教室、卓球教室、スナッグゴルフ教室、ジュニアゴルフ教室、

ゴルフ教室など各種スポーツ教室を行う予定である。また、スポーツ推進委

員を中心として、香取郡市でヘルスバレーボールを実施しているが、新たな

取組として、多古っ子カレッジ等で実施しているユニカールの普及に努めて

いきたい。 

 

問 文化財ガイドマップ作成の具体的な予定を知りたい。 

答 平成 30年度に「多古町ぶらり散歩（久賀地区編＋）」を作成する。今後、

掲載箇所の選定、写真撮影等取材活動、文章執筆の順で行う。平成 31 年度

には「多古町ぶらり散歩」3分冊の合冊版(A5判)の作成を予定している。そ

して 300 円～500 円で販売したいとも考えている。また、翌年度には、英訳

したものと併せて、ADEACでのデジタル公開を予定している。 
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（３）学校給食センター関係 

 

教育指針に基づく施策の内容と評価 

１ 食育活動の推進 

（１）学校給食による食育の推進 

（２）学校との連携・連絡の強化 

教育委員会の自己評価（成果と課題） 

（１）平成２９年度も、学校給食事業の基本である衛生管理に重点を置き、食

中毒防止・異物混入等の防止に努め、安心・安全でおいしい給食を中学校

１校、小学校４校、及びこども園の４歳児、５歳児に１日当たり約１，２

００食を提供した。 

学校給食の献立は、栄養のバランス、七夕等の行事に合わせた行事食、

そして季節の旬の物を使うことを考え作成した。 

 また、中学２年生の職場体験で生徒に献立を考えてもらい、１０月に「中

学生メニュー」と題し給食として提供した。 

 中学校の職場体験等を受け入れ、実際に自分たちが毎日食べている給食

の、献立～食材購入～調理～洗浄までの流れを体験したり見学したりして、

食べ物のありがたさや給食を作ってくれている人達に感謝の気持ちを持つ

ことの大切さを伝えられた。 

【給食センター施設見学等受け入れ】 

○ 平成２９年 ６月２１日～ 

６月２３日    職場体験 多古中学校２年生 ３名 

○ 平成２９年 ６月 ９日    文教産業建設常任委員及び 

               教育委員学校訪問   １８名 

○ 平成３０年 １月１７日    ゆうゆう塾      ３１名 

○ 平成３０年 ２月１５日    女性大学       ２２名 

 地産地消の推進のため、地元産（千葉県産）の食材を積極的に取り入れ

た献立づくりを実施した。週４日の米飯給食は、すべて多古米を使用して

おり、その他の食材も地元生産者の協力をお願いした。１１月には県立多

古高等学校の生徒が作付けした大根を使用したおでんを献立にした。 

 また、ＪＡ多古町から米粉、養豚組合から豚肉の提供があり、１１月に

米粉パンと米粉のシチュー、２月に受験に勝つという意味でとんかつを給

食の献立にした。 

 食材の購入については、１０月に発生した台風２１号の影響で農作物が

被害を受け、キャベツ、大根の価格が高騰。また、長雨による天候不順や

１月の大雪の影響でほうれんそう等の野菜の価格が高騰し、野菜の価格が

読めないなかで学校栄養職員（栄養士）が予算を考えつつ献立を組み立て

ることに苦慮した。 
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【地元産使用率】 １３．１%（購入金額より） 

【地元食材の主な取引先】 

○卵 山崎養鶏場（川島） ○しめじ 小島忠敬（大門） 

○きゅうり 及川清徳（塙）○味噌 鵜澤ゆき（間倉） 

○トウモロコシ、ネギ 飯田治男（南並木） 

○こまつな 林栄（東松崎） 

○野菜類 ＪＡ多古町、旬の味産直センター、青果組合 

〇米 多古町米穀商組合 

 

（２）学校栄養職員（栄養士）が各小中学校の給食の時間に訪問し、献立の説

明等をするとともに子供たちと給食をともにして「食の大切さ」を伝えた。 

   また、各小学校からの依頼で「上手なおやつのとり方」についてや「栄

養バランスを考えた食事」について保護者も参加した授業を行い、多古中

学校では、食育活動の一環として調理実習の指導を行った。 

   給食費の収納については、現年度分は学校側に未納者の通知や給食費の

収納事務の協力をお願いしている。年々増加する滞納については、給食セ

ンターで催告書の郵送、電話催告をして支払いをお願いした。再三の催告

にも応じない保護者については相談日を設け、保護者面談を行い家庭状況

の聞き取りを行った。その結果、新規に児童手当から納付申出書が２世帯、

分割納付申出が２世帯あった。 

今後の取組と改善策等 

（１） 地産地消による地元産の食材の使用率の向上を図っていきたいが、作付

農家の減少や食数に必要な食材を安定して供給してくれる生産者の減少

に伴い年々厳しくなってきている。地元産や千葉県産の農作物を継続的

に使用できるよう、これからも地元生産者の協力をお願いしていく。 

（２） 栄養士の業務量を考え、計画的に学校への訪問・指導の機会を多くでき

るようにしたい。 

給食費の収納事務については、今年度から児童・生徒の給食費は実質無

償化となり、給食費負担金は一般会計から助成金として交付を受ける形

となった。過年度滞納分については給食センターで事務処理をしている。

すでに卒業をしてしまい、学校との関係性もなくなって支払いを催告す

る通知を郵送しても連絡のない家庭が多いが、家庭状況の把握に努め、

文書でのお願いや訪問徴収を実施し根気よく説明をしていきたい。 

（３） 給食センター開設以来、１５年が経過し、調理機器の劣化が進み、修繕

件数が増加してきた。平成２９年度は、スチームコンベクションオーブ

ンを購入した。大型の調理機器は高額であることから計画的に更新整備

を図っていきたい。 
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学識経験者の意見（学校給食センター関係） 

【意見等】 

○給食費の滞納問題については難しい問題であると思われるが、適切に処理して

いると感じた。 

 

○アレルギーについては、学校にアレルギー報告書を提出してあっても、急にお

こることがある。学校と学校給食センターとの連絡を密にしていくことが大切

だと思われる。 

 

○多古町の給食は工夫されていておいしい。ご飯もおいしい。 

 

○学校給食センターの栄養士が学校へ行って児童・生徒たちと一緒に給食を食べ

るという取組は、食育推進において良い取組であると思う。 

 

○ご飯を残さない食べ方の指導や献立の工夫も食育指導の一環と思われる。 

 

○新聞に「朝ごはんを食べない子は学力も低下傾向にある」という記事が掲載さ

れていたことがあった。食育は本当に重要であると思われる。 

 

【質疑及び回答】 

問 給食費滞納について現に徴収できる状況なのか。また、アレルギー対応、給

食残菜の状況について教えていただきたい。 

答 給食費の過年度分については、すでに卒業してしまっている方もいるので、

納めてもらうことは現実難しい状況である。しかし、分割納付で納めている方や

何度も通知を出すと納めに来てくれる方もいるので、これからも催告の通知は出

していこうと考えている。アレルギー対応については、学校給食センターはアレ

ルギー食に対応する区画された調理施設がないため、レベル 1という詳細な献立

表を作成し学校に配付し養護教諭から該当の保護者に渡してもらっている。不明

な点については、学校給食センターの栄養士が対応している。給食の残菜につい

ては、ご飯が残ってしまうことが多いが、昨年度も今年度も栄養士が給食時間に

学校を訪問し、食育の大切さを話しておいしく給食を食べてもらうよう指導して

いる。 

 


