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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３０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３０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に努める 

 

 

◎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 

令和元年１１月１９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 

山  倉   薫 元小学校教頭 

和 田 數 広  元社会教育委員 

行 橋 健 一  多古町体育協会副会長 

 

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、学校教育課指導主事、生涯学習課長、生涯学習課文化係

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 主な教育関係施策の内容と評価及び学識経験者の意見 

    多古町の教育関係施策について、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 

学校教育の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）児童生徒の教育的ニーズに応じた指導や支援のための多古町教育支援員

と協働し、学校教育の充実を図る。 

（４）授業時数を確保し、学習意欲の向上や学習習慣の確立を図る。 

（５）町教職員研修（チームＴＡＫＯ）や校内の研修活動等を一層充実し、教

職員の授業力や指導力の向上を図る。 

（６）読書活動の推進に向けて、学校司書と学校図書担当及び公立図書館との

連携を図り、教育活動全体を通じて取り組む読書指導体制の確立に努め

る。 

（７）ＩＣＴ（情報通信技術）機器を活用して学習活動の質を高める。 

（８）ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用し、小学校での外国語活動の充実を図

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・対話的な学びの実現を図っている。 

（３）個々の児童生徒の教育的ニーズに対応できるよう、各校に多古町教育支

援員を配置し、きめ細かな指導と支援を行った。 

（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、
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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。 

県の学教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。 

（５）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。 

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２年間取り組んだ。１１月

に年間の研究のまとめとして、公開研究会を開催した。 

   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多古町教職員研修会『チームＴＡＫＯ』では、千葉

県総合センター特別支援教育部指導主事 鈴木 淳一先生に、「連続性のあ

る多様な学びの場を形成するための手立て～通常学級における特別支援教

育・幼小中高の連携を通して～」と題して講演をしていただいた。始めに、

「連続性のある多様な学びの場」についての講話、次にグループ協議及び

発表、次に発表をもとに事例研究を行った。理論とワークショップを通し

て、通常学級における特別支援教育の在り方について学ぶことができた。 

若手教員育成研修では、若手教員育成推進員の奥田 誠先生をはじめ、

スクールソーシャルワーカースーパーバイザーの川島 隆太先生やスクー

ルカウンセラースーパーバイザーの難波江 玲子先生、不登校対策専門指

導員の桑垣 英夫先生、研究指導主事の小出 広恵先生、千葉県教育庁北

総教育事務所主席指導主事の椎名 茂雄先生、同指導主事の黒川 俊樹先

生を講師に迎え、１５名が参加し教育技術の向上やスキルアップを図った。 

   多古町教職員異校種体験研修では、小・中学校５名の教職員が異校種で

の体験研修を実施した。参加者には、それぞれの校種で求められる役割に

ついて理解を深める良い機会となった。 

（６）各学校に配置した学校司書と学校図書担当職員の連携により、読書活動

が充実しつつあるので、引き続き朝の読書活動や家読を実践していく。ま

た、今後は、教職員と学校司書だけでなく、公立図書館司書とも連携して、

各教科の指導にも読書活動を効果的に取り入れ、児童生徒の進んで読書に

親しむ態度・能力の育成に努める。それにより、教育活動全体を通しての

読書指導体制を整えていく。 

（７）ＩＣＴ(情報通信技術)教育では、児童生徒用ＰＣが４小学校に５６台、
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多古中学校に４０台、計９６台、児童生徒用タブレットは各小学校に１０

台、多古中学校に４０台、計８０台、電子黒板は各小学校に１台、多古中

学校に３台、計７台整備した。これらの機器を活用して、学校の教育活動

全体を通じて情報活用能力を育成するＩＣＴ教育を推進している。小学校

では、基本的な操作を身につけること、情報手段を適切に活用すること、

情報モラルを身に付けることに取り組んでいる。中学校では、小学校での

学習をもとにコンピュータなどを主体的に活用できるようにしている。 

（８）小学校では２名のＡＬＴ(外国語指導助手)を採用して、全学校で学級担

任とのティームティーチングで外国語活動を実施した。平成３０年度から

の２年間の移行措置期間で、学習指導要領の完全実施に向け、第３・第４

学年の外国語活動（３５時間）及び第５・第６学年の外国語（７０時間）

における指導方法の工夫改善に取り組んでいく。 

今後の取組と改善策等 

（１）千葉県が例示している思考し、表現する「実践モデルプログラム」を取

り入れた授業実践を推進し、児童・生徒の思考力、表現力を高めていく。 

（２）新学習指導要領の全面実施に向け、改訂内容に即した研修を実施し、指

導力の向上を図る。 

（３）各校の学力標準検査のデータを活用し、指導目標を明確にした指導計画

を作成し、指導と評価の一本化を図る。 

 

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）特別の教科「道徳科」の指導方法の工夫や改善を図り、学校内外におけ

る奉仕体験活動を推進する。 

（３）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。 

（４）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。 

（５）情報機器（携帯電話、スマートフォン、パソコン等）の正しい使い方に

ついて、学校・保護者が連携してルール作りや有害情報へのフィルタリン

グ仕様等、具体的な指導や支援にあたり、情報モラル教育の充実に努める。 

（６）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

程に位置付けて実践している。学校司書及び図書館司書と連携して、日本

語の持つ美しさやリズム感を体感させる暗唱や読み聞かせ等を積極的に取

り入れるなど、心の耕しに力を入れている。 
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（２）「特別の教科 道徳」は、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び

特別活動など、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要である。各

学校においては、校長の方針の下に、道徳教育推進教師を中心に全職員が

協力して、道徳教育を推進している。「特別の教科 道徳」は、小学校では

平成３０年度から、中学校では令和元年度から新学習指導要領で実施とな

った。各学校では、文部科学省や県教育委員会の指導資料及び教科書会社

の資料等を活用して研修を行った。また、外部研修会に参加したり授業研

究会を実施したりして、実践を通して、指導方法の工夫改善に取り組んだ。 

（３）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ていく。 

（４）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、人権意識及び自尊感情を高めるための

取組を実践し、いのちを大切にする心を育んだ。 

（５）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。また、保護者の情報モラルに関する意識を高めるために、

ＰＴＡ集会等で啓発活動を行った。今後も定期的に啓発を続けていく。 

（６）「いじめはどの子にも起こりうるもの」という認識のもと、児童生徒と

の良好な信頼関係を構築していじめの早期発見、早期対応に努めている。

学校においては児童生徒の実態を把握するために、アンケート調査、個人

面談、スクールカウンセラー面談等、複数の目により児童生徒の「サイン」

を見逃さないよう情報共有を図っている。また、保護者との連携を密にし

て問題行動の把握に努めている。 

今後の取組と改善策等 

（１）学校司書と連携しながら、学校図書館の活用をはじめ、充実した読書活

動を今後も奨励する。 

（２）全教育活動を通じて道徳教育を推進するとともに、「特別の教科 道徳」

の指導が児童生徒の心に響き道徳的実践力を高められるようにする。道徳

教育映像教材（千葉県教育委員会作成）の活用等、教師の道徳の授業力向

上を図り、心の教育を推進する。 

（３）生徒指導上の問題については、教育委員会並びに児童相談所・役場担当

課・警察等関係機関との素早い連絡・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、自己有用感の育成に努める。 
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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を育成し、「自分の命は自分で

守る」という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に努める。 

（４）小児生活習慣病対策として、保健福祉センター事業と連携し、肥満傾向

児童生徒の指導を進める。 

（５）早寝・早起き・朝ごはんの趣旨を理解し、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、発達段

階における自己の体力や体の状態に応じた活動を通して、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。 

   また、業間活動、部活動、クラブ活動、運動会・体育祭等の学校教育活

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。 

（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、学校給食センターの学校栄養職員等と連携し、給食の時間や生

活科の時間等に食育指導を実施している。 

（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。また、『わくわく親子健康教室』を開催し、親子体操・調理実習

等により、児童生徒の健康保持推進に努めた。 

（５）近年、児童生徒の生活習慣の乱れが学習意欲、体力、気力の低下の要因

の一つとして指摘されている。各小中学校では、『多古町学校教育ビジョン
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の実現に向けた学年別共通指導事項一覧（多古町学校教育スタンダード）』

を活用して指導に当たっている。また、「早寝 早起き 朝ごはん」国民運

動の推進について保護者に啓発している。今後も、児童生徒にとって当た

り前で必要不可欠な基本的生活習慣を確立させ、生活リズムの向上を図る

ための取組を推進していく。 

 

今後の取組と改善策等 

（１）体育の合同訪問や指導室訪問の機会に加え、様々な研修会を生かしなが

ら、体育の指導方法の工夫改善を図る。 

（２）家庭教育学級に食育に関する講座を設け、食生活の改善において家庭の

理解と協力を得ながら啓発に努める。 

（３）「早寝・早起き・朝ごはん」の奨励等、引き続き保護者等への理解啓発

を図りながら、規則正しい生活習慣を確立していく。 

 

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３０年度は、ニュージーランド（南島）へ多古中学校の２年生１９

名（男子９名・女子１０名）の派遣を行った。日程は３月１２日（火）か

ら１９日（火）までの８日間で、ニュージーランド南島テ・アナウにある

フィヨルドランドカレッジ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年度の文部科学省指定キャリア教育推進地域指定

事業の研究成果を生かすために、多古町教育研究協議会キャリア教育研究

部及び多古町キャリア教育推進連絡協議会が連携してキャリア教育推進に

取り組んでいる。小学校では、職場体験学習『ゆめ・仕事ぴったり体験』

やあじさい祭りへの参加、中学校では、『人セミナーⅠ（民生児童委員と将

来の夢について語る）』『人セミナーⅡ（ロータリークラブの会員による働

くことの意義についての講話）』『道セミナー（航空業界の講師による講

話）』、職場体験学習『キャリア・スタート・ウィーク』やあじさい祭りへ

の参加等が行われた。 

   『多古の子 町の子 みんなの子』の合い言葉の元、産〔事業所〕学〔学
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校〕官〔町行政〕が三位一体となりキャリア教育を推進している。 

（３）グローバル化する世界の中で文化の多様性を尊重し受け入れる寛容な姿

勢を育むための国際理解教育や国際交流を推進している。小学校での外国

語活動及び中学校での国際交流事業等を通して、異文化理解を図り、外国

の人々の倫理観や価値観を尊重するとともにコミュニケーション能力を育

んでいる。 

 

今後の取組と改善策等 

（１）次代を担う多古の子を育てるために、中学生の国際理解教育や国際交流

事業等を通して、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に中学校とも入念に協議していく。 

（２）多古町キャリア教育推進連絡協議会を中心として、今後もキャリア教育

を推進する。 

（３）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。 

 

５ 地域と共に歩む学校づくりに努める 

（１）地域の教育力を生かした活動を推進し、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、保護者との信頼関係を確立する。 

（２）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） 

（３）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。 

（４）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。 

（５）幼・小連携、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、保護者や地域等と連携協働した教育活動の更なる

充実を図る。 

（６）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
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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」「田んぼ

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。 

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、保護者との信頼関係を構築し

ている。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ている。

年間に複数回実施することにより、ＰＤＣＡ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。 

（２）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の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

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のか検証を行い、通学路の安全確

保の改善・充実を図っている。 

（３）各学校において策定した「いじめ防止基本方針」について、学校訪問を

通じ、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。いじめ対策組織を活用し、全教職員による共通理解・共通実践を基本

として取り組み、一貫性のある指導を行っている。また、教育相談窓口を
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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。 

（４）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。「多古

の子 町の子 みんなの子」の合言葉のもと、郷土を愛し、多古町の次代

を担う児童生徒の育成に努めている。 

（５）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。幼・小・中・高の連携及び小中一貫教

育に向けて取り組むべき課題について研修した。また、その後、会場を移

し、幼・小・中・高の教職員が一堂に会し、懇親を深めることができた。 

（６）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定期的

に開催し、福祉教育推進校と福祉教育推進団体が連携・協働して福祉教育

を推進した。３年目の今年度は８月に開催された、「千葉県福祉教育研究

大会」でその実践の成果を発表した。 

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、あじさい祭りへの積極的な参

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）自分たちの命は自分で守るよう、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、防災・減災に能動的な態度・能力の育成に努め

るとともに、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。 

（３）いじめ防止基本方針の見直し等による実効性の向上とともに、全ての児

童生徒がいじめの当事者とならないよう、心の教育の充実に努める。 

（４）児童生徒の教育環境を第一に考え、町の教育目標の具現化に向けて、学

校規模適正化の取組と幼小中連携教育及び小中一貫教育を推進していく。 
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学識経験者の意見（学校教育関係） 

【意見等】 

 

○多古町の少子化も進んでいる、今後の学校の適正配置について教育委員会とし

て検討を進めて欲しい。 

 

○不審者対策として、今後は学校付近の道路などに防犯カメラの設置を進めて欲

しい。 

 

○学力向上については、やはり教師の指導力の向上が必要だと思う。今後の英語

や道徳などの授業方法について、外部講師などの指導も大切であるが、同じ学

校の教員同士がお互いの授業を見て、互いに改善点を言い合い、指導力の向上

をめざすなどの取組も行ったら良いのではないか。 

 

○学校公開や授業参観の日に「特別の教科 道徳」を取り入れて欲しい。学校で

の道徳教育の内容を、保護者にも理解してもらいたい。学校と家庭が同じ方向

性で道徳教育を行うことが大切であると思う。 

 

○学校図書館の運営にあたっては、学校司書が児童生徒の欲しい本を取り寄せた

り、授業に使う本を準備したりととても良く、高い教育効果が出ていると思う。 

 

○校外学習等のお弁当の時間、おかずの交換を見かけることがある。一見微笑ま

しく見える光景であるが、食物アレルギーを持つ児童生徒がいる場合は危険な

行為となってしまう。そういった場面でも、食物アレルギーの子がいる場合に

は注意を払う必要がある。今後とも食物アレルギーを念頭において学校運営を

お願いしたい。 

 

【質疑及び回答】 

問 Ｐ４中段（７）ＩＣＴ機器の今後の整備計画について 

答 ＩＣＴ機器について、記載のとおりタブレット端末や無線ＬＡＮ整備を行っ

た。今後は、大型画面で移動が困難な電子黒板について追加整備を計画してい

る。 

 

問 Ｐ４中段（８）ＡＬＴの配置小学校についてはどこか。 

答 小学校へのＡＬＴの配置については、多古第一小学校の週３日と中村小学校

の週２日訪問するＡＬＴ、常磐小学校週２日と久賀小学校週 2 日及びこども園

に半日訪問するＡＬＴの合計２名を配置している。 
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問 Ｐ４中段（７）（８）情報教育と英語教育について指導要綱などあるのか。

また、今後どのように指導する計画か。専門家などからの指導の計画はあるの

か。 

答 町としての指導要綱は特にない。文部科学省の学習指導要領、県の指導資料

等をもとに指導していく。 

   外国語も ICT教育も各校の担当者が悉皆研修に参加し、専門的立場にある講師

からの講習を受け、その内容を校内研修で広めている。今後は、専門家による指導

も検討していきたい。 

 

問 Ｐ６中段 町内小学校の学力標準検査の結果はどうだったのか。それを踏ま

えてどのように指導を進めていくのか。 

答 学力状況調査の結果は、指導方法の工夫改善に生かすもので、各校で現状を

把握し適切に指導に生かすように各学校に指示をしている。全国との比較で平

均正答率をみると、小学校においては国語で３ポイント、算数では４ポイント

低く、中学校においては、国語は全国と同程度、数学は４ポイント低かった。 

各小中学校では、学力学習状況調査の分析をし、授業等の学習環境の改善に

向けた具体策な取組を行っている。 

教育委員会として、改善に向けた取組について把握し、具体的な指導や支援

をしていく。 

 

問 Ｐ７中段 生徒指導の関係者との情報共有について指針はあるのか。また、どのよ

うなものか。またいじめの実態について知りたい。 

答 町としての指針は「多古町の学校教育の指針」による。情報共有については

月に１回開催している町校長会議で行っており、問題行動や気になる児童生徒

の情報共有をしている。また、多古町教育研究協議会の生徒指導研究部でも、

各校の生徒指導主任が定期的に集まり情報の共有を行っている。 

いじめの実態（平成３０年度）については、小学校で３件、中学校９件、計 

１２件の認知があり、現在これら全てが解消している。 

 

問 Ｐ１１下段 小中一貫教育について、令和２年度多古第一小学校と常磐小学

校の統合を予定しているが、今後就学者の減少も予想される中、今後の学校の

適正配置の考えや検討についてどう考えているのか。 

答 小中一貫教育については、報告書案に記載のとおり幼・小・中の連携を推進

するとともに、コミュニティ・スクールに取り組む県立多古高等学校をも含め

て園児、児童生徒並びに教職員の交流・連携強化に取り組んでいる。 

学校の適正配置ついては、人口減少、少子化に伴い児童生徒数の減少が予想

されるものの、現時点で小学校の１校化や施設一体型の小中一貫校及び義務教

育学校を建設するような施設整備を伴う計画は検討していない。 
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現在、町総合計画・総合戦略の見直しを行っており、町の現状及び将来推計

人口や住民ニーズを踏まえて各分野の計画づくりを行う中で、今後の学校の適

正配置や施設整備の方向性を考えていきたい。 

 

問 Ｐ４上段（３）教育支援員の配置と指導支援について、現状と把握されてい

る成果があれば教えていただきたい。 

答 配置人数は２３名である。月曜日から金曜日までの５日間勤務できる方が少

ないので、週２日、３日の方にも協力いただいている。学校現場では、まだ不

足している現状である。成果としては、個々の教育的ニーズに対応した指導が

可能になっている。 

学力や集中力など個人差はあるが、それぞれの学習の進み具合に対応しなが

ら、学習の定着とともに、学習意欲の向上がみられる。また、支援している児

童生徒の笑顔が増えたとの報告も受けている。 

 

問 Ｐ４下段（４）時数について実際どの程度上回っていたのか。今年９月の台

風災害による休業が生じても十分な時数確保がされるのか、具体的な数値を示

して欲しい。 

答 標準授業時数に対する余剰時数がおおむね４０～５０時間あり、９月２０日

時点での試算では、学校再開の早かった多古第一小学校と多古中学校は、その

余剰時数で全学級において補うことができる。それ以外の学校においては、主

に小学校第６学年において補え切れないため、短縮日課の削減や放課後授業等

の工夫も必要であるが、文部科学省初等中等教育局教育課程課からの通知には

「教育課程の授業時数を下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反

するものとはされない」とある。指導内容や指導方法を工夫して、学習指導要

領の内容を実施できるようにしていく。 

 

問 Ｐ６上段（８）外国語活動及び外国語についての指導方法の工夫改善に取り

組んでいくとあるが、計画されていることについて説明をいただきたい。 

答 ＡＬＴと連携した学習指導を継続して推進するとともに、外国語担当教員に

よる小学校外国語活動中核教員養成研修への参加を通して、具体的な指導法の

改善について校内で広めていく。 

 

問 Ｐ６上段（３）学力標準検査のデータを活用しとあるが、各校それぞれの取

組に委ねられているのか、町教育委員会が実態把握をいただいた上で、検証的

な取組がされているのか説明をいただきたい。 

答 データの活用は、指導方法の工夫改善に生かすものとする。教育委員会とし

ては、各学校に自校の課題を把握し、誤答分析ツールの活用を依頼し、改善策

を講じるように指導している。 
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問 Ｐ７下段（２）教師の道徳の授業力の向上について具体的な施策を教えてい

ただきたい。（交流参加とか） 

答 道徳教育推進教員を中心に、求められている道徳科の授業実践や検定教科書

を活用した授業作りの充実などの校内研修を推進していく。 

学校フリー参観日において道徳授業の実施を奨励し、家庭・地域との連携に

よる一貫した道徳教育を推進している。 

  文部科学省や県教育委員会の研修に参加したり、教科書会社の資料等を活用

して校内研修を行ったりしている。 

 

問 Ｐ８上段（１）は、多古町の児童生徒の現状ですか。全国的に見て、どの点

が一番問題なのか。何を改善しようと試みているのか説明いただきたい。 

答 全国の調査結果において、昭和６０年がピークとなっており、特にボール投

げにおいては、低下傾向にある。教育委員会としても学校訪問や教員育成研修

の場を活用し、体育科学習において投げる動作を積極的に取り入れた活動を推

進し改善を図っている。 

 

問 Ｐ８中段（２）防災教育を推進してきて、今回の台風災害から明らかになっ

た課題があれば加えていただきたい。 

答 ９月９日発生の台風第１５号については想定外の災害であった。今回明らか

になったことをもとに、児童生徒の安否確認や休校などの情報伝達の手段な

ど、その対応策を今後検討していきたい。 

 

問 11P下段（５）「チームＴＡＫＯ」の研修について述べられているが、ここで

幼小中高連携についてあるので、Ｐ１０中段（５）にも高を入れた方が良いの

ではないか。 

答 ５－（５）の幼小中連携の記載については「多古町の学校教育の指針」から

の引用である。 
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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 296 日】 

  コミュニティプラザ利用者数   延べ 35,648 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。３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 294 日】 

  ・利用者数    延べ 9,753 人 

  ・図書貸出冊数     37,201 冊 

・図書受入冊数     2,430 冊 

 ○図書館まつり 10 月 27 日・28 日 延べ 93 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ている。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に努めた。 

 

（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」、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、町民の健康維持・増進を目指す「KA ストレッ
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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、多古町にゆかりのある有識者や著

名人等を講師に迎えているが、元多古町在住で心療カウンセラーの宮内 

一郎氏に講演を頂き、９６人の参加者であった。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・19 人  延べ 88 人 

○外国語会話講座（実践英会話）  6 回・27 人  延べ 123 人 

○外国語会話講座（初級中国語）  6 回・ 9 人  延べ  37 人 

○外国語会話講座（実践中国語）  6 回・ 5 人  延べ  29 人 

〇四季のお花教室         4 回・20 人  延べ 80 人 

〇女性大学            12 回・22 人  延べ 221 人 

 〇ゆうゆう塾           13 回・33 人  延べ 352 人 

〇ＫＡストレッチ教室       8 回・延べ 472 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、ニュージーランド南島テ・アナウの町にあるフィヨル

ドランドカレッジでの交流を中心に、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 31 年 3 月 12 日（火）～19 日（火） 

ニュージーランド（南島）テ・アナウ 

フィヨルドランドカレッジ【ホームステイ 5 日間】 

参加者：多古中学校の 2 年生 19 人（男 9・女 10） 

 

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、常磐小 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。 

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
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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    265 人 

○祖父母家庭教育学級（常磐小）   5 回  延べ 34 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・33 人  延べ 243 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・6 チーム・52 人 

子どもフェスタ   1 回・延べ 1,114 人 

ウォークラリー大会（中村学区）1 回・ 99 人 

   次期ジュニアリーダー研修会  1 回・ 20 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 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、自動火災報知設備の更新を実施した。 

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、図書館の利便性向上を図るため、より効率的

な維持管理に努めていきたい。 

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・教室を開催するためには、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。 

（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
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室の開催に努めていきたい。 

（３）国際交流海外派遣事業は、国際交流、国際理解、英語教育の充実を図る

ことを目的に実施していたが、令和２年度から多古中学校の修学旅行が海

外を予定していることから、その目的や実施時期、対象となる生徒の重複

など、本事業の今後の方向性を検討した結果、事業を廃止することとした。 

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、他市町村と比較して年間行事数

が多く、そのほとんどが週末に開催されていることから、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、環境整備に努めていきたい。 

 

 

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、スナッグゴルフ教室、バスケットボール教室な

ど、小学生を対象とした講座やゴルフ教室や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

の拡充を図るとともに、各種指導者に対し、スポーツ研修へ参加を促した。 

各種スポーツ教室では、既存種目以外の講座の開設や指導者の確保等が

課題となっている。 



- 21 - 

 

（２）体育協会主催により、町民運動会、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。 

町民運動会については、消防団や老人クラブの各団体をはじめ、子ども

からお年寄りまで参加し、盛大に実施することができた。しかし、少子高

齢化や児童・生徒数減少の影響から、年代別では困難な種目等も生じてお

り、内容の見直しや参加者数の確保が課題である。 

（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」を開催す

るとともに、町民運動会や各種スポーツ大会、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）の利用につ

いては、利用者会議を開催し、生涯スポーツ団体間の利用調整を図り、各

団体の活動場所の確保と施設の利用促進に努めた。 

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多古

町民体育館の建設工事が完了したが、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、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・推進に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の利用者拡大を図るとともに、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、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ながら、

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など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

備に努めながら、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

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
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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）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。また、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。 

今後も、利用者会議等での調整により、円滑で計画的な施設利用を図り

ながら、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組を実施し、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より一層の活

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）町内の主な文化サークル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、その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

料を免除するなど、芸術文化活動の振興に努めた。 

「いきいきフェスタ TAKO2018」文化祭は、11 月 2 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、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「高嶋ちさ子 12 人の

ヴァイオリニスト」（券売 794 枚完売）、小さな子どもとファミリー向けの

「音楽のおくりもの」（券売 113 枚）、伝統芸能分野では、多古特選落語会

「柳家小三治・三三 親子会」（券売 387 枚）、歌舞伎公演「あんまと泥棒」

（券売 144 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 115 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 2019」は 210 人の集客を

得ている。そのほか、響きの良いロビーを活用した無料コンサート「女の

愛と生涯」(入場 50 人)、「大人園園外ライブ」(入場 55 人)、「わせ学音楽ラ

イブ＠tako」(入場 30 人)を開催した。 
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自主公演の事業費が限られるなか、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「ウィーンの風デュ

オラズーリ」「美女と野獣物語」「クリスティアン・トカチェフスキ ピア

ノリサイタル」「髙木薫子 ピアノリサイタル」「童謡・唱歌を歌う会」、そ

のほか「ロス・ボラーチョス フラメンコ公演」「千葉県音楽祭」を開催し

た。また、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。 

（３）今年度は、多古町立の全小学校児童 3 年生以上（参加 415 人）を対象に、

千葉交響楽団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、寺作にある東禅寺の境内に

「東禅寺と千葉氏、千葉氏の関連地」の説明板（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、多言語表記をすること及び案内地図の占有率を 2/3以上にすること

により、2/3の補助を受けて行っている。 

そのほか、多古城跡空堀の環境整備を昨年に引き続き行っている。また、

文化ホールを会場に開催している多古町歴史講座「千田庄と千葉氏を探る」

（全５回）も第 2 シーズンを迎え、毎回 150 人前後の来場者があり、好評

を博している。   

また、観光案内の要素も加えた文化財ガイドマップ 3 分冊目の『多古町

ぶらり散歩（久賀地区編＋）』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。以上で多古

町全域のガイドマップが完成した。 

新規事業としては、図書館振興財団の助成金を活用し、『多古町史』及び

関連歴史資料のデジタル公開事業を行った。平成 31年 4月から町ホームペ

ージで「多古町デジタルアーカイブ」として公開している。 

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する補助金の交付や、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て、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

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
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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

実に努める。 

（３）厳しい財政のなか、学校音楽鑑賞教室も例外ではなく、毎年予算の確保

が懸念されるが、引き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・生徒に提供していく。 

（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

「たこらぼ」に展示し、公開・活用を図る。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、

デジタル公開等、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）等については整備を行い、

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』を多言語化してデジタル公開

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いく。 
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学識経験者の意見（生涯学習関係） 

【意見等】 

〇図書館事業は、利用者・貸出冊数ともに前年を上回っている。また、学校司

書と図書館司書の連携が取れており、図書資料が有効に活用されている。 

 

○町民船越プールについて、光熱水費や修繕などの経費がかかり、維持してい

くことが年々難しくなってきているので、多古第一小学校の夏休みのプール

授業が終了した後に町民プールとして利用すれば、経費削減につながると思

う。 

 

○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、連続して中止になってしまう時が過去にあった。高齢化が進むなか、

持続可能な行事にすべく、雨天の場合にも備えて、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。 

 

〇多古町の文化ホール(自主)事業は、近隣からも大変評価が高い。 

 「文化」は、お金を投下しても、すぐに成果が見えるものではない。 

 予算も厳しい状況だが、多古町は文化事業をとても良く行っている。 

 

【質疑及び回答】 

問 家庭での読書奨励に係る図書館事業について。 

答 平成２９年度策定の「多古町子ども読書活動推進計画」に基づき、子ども

の読書活動の推進を図っている。 

 

問 青少年健全育成事業に関し、働き方改革や多忙化解消を念頭においた企画

の見直し等はあるか。 

答 現時点において具体的な見直し案はなく、検討中である。 

 

問 生涯スポーツへの意識高揚について、２０２０東京オリンピック・パラリ

ンピックと関連した取組・計画はあるか。 

答 １１月２３日に開催するいきいきフェスタの際に、ＶＲ（ヴァーチャルリ

アリティ）を利用したフェンシング及びサーフィン、ゴールボール、ボッチ

ャの体験コーナーを予定している。競技内容が分からない人もいると思うの

で、体験することによりオリンピック・パラリンピックを身近に感じること

ができると考える。 
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問 Ｐ２２（２）文化ホール自主公演について、券売数が７９４枚のものか 

 ら１１３枚と差があるが、企画時点での企画方針などを説明いただきたい。 

答 一定の予算から、費用のかかるメインのコンサートを決定して、その残り

の額から、クラシック、小さな子ども向けのコンサート、伝統芸能などに割

り振りしている。集客数については、過去の例を参考にしている。 

 

問 Ｐ２３（３）学校音楽教室の開催について、千葉県が経費の一部を負担す

る学校音楽教室が開催されたことは良かったと思う。 

答 千葉県の負担は、５０人編成のオーケストラの場合は約１７％で、上限額

が決まっており、割高になっている。大半は町が負担している状況である。 
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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３０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１，１６９

食を提供した。 

学校給食の献立は、栄養のバランス、七夕・お月見等の行事食、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３０年 ６月 ６日～ 

６月 ８日    職場体験 多古中学校２年生 ３名 

○ 平成３０年 ６月 ８日    文教産業建設常任委員及び 

               教育委員学校訪問   ２０名 

○ 平成３１年 １月１６日    ゆうゆう塾      ３６名 

○ 平成３１年 ２月１４日    女性大学       ２５名 

 地産地消の推進のため、地元産（千葉県産）の食材を可能な限り取り入

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生産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。 

なお、地元産（千葉県産）食材の購入金額割合は、１４．５８%であった。 

【地元食材の主な取引先】 

〇米 多古町米穀商組合 

○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） 



 

- 28 - 

 

○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 

（２）平成 30 年度から、栄養教諭（栄養士）が着任したため、各学校を訪問し

て授業という形で食の大切さを伝えることができた。 

小学校では、給食の時間に訪問して共に食事をしながら、はしの持ち方・

地元の食材の紹介をした。 

   また、「バランスの良い献立を考える」家庭科の授業、「家庭教育学級」

に出向き親子でのおやつ作りを指導、多古中学校では、食育活動の一環と

して調理実習を行った。 

   給食費については、平成 30 年度から小学校・中学校給食費実質無償化が

実施された。これにより、平成 30 年度分の滞納はなかった。 

前年度までの給食費の滞納者には、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。 

この結果、延べ１９世帯からの納付があった。 

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） 栄養教諭と各学校が連携を取りながら、計画的に学校への訪問、授業を

行い、家庭教育学級のような保護者も交えた食育も実施していきたい。 

（３） 給食費の収納事務については、平成 30 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。 

（４） 給食センター開設以来、１６年が経過し、厨房機器・調理機器の劣化が

進み、修繕件数が増加してきた。平成３０年度は、食器消毒保管庫を購

入した。大型の厨房・調理機器は高額であることから、今後も計画的に

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】 

 

 

○栄養教諭による食育指導について実施計画されていることに期待している。 

○学校給食センターの厨房機械は高額なものが多いので、切れ間なく更新してい

ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

【質疑及び回答】 

 

問 こどもたちのアレルギーが増えていると思いますが、多古町の児童・生徒で

どのくらいの人数がいますか。 

また、どのような対応をしていますか。 

答 アレルギー対応を必要とする児童生徒は 11 名です。学校給食センターでは

アレルギー対応の調理施設がありません。 

料理ごとに使用している材料の記載とアレルゲンの含有がわかる詳細な献立表

を学校に配付し、該当の保護者に渡しています。学校と保護者で気を付けても

らっています。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

ます。 

 

 


