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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及び評価について 

  

 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）点検及び評価の対象 

 多古町教育委員会の令和元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）令和元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．確かな学力を育む教育の充実 

 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．地域ととも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 点検及び評価会議開催日 

令和２年１１月１８日（水） 

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 

行 橋 健 一 多古町体育協会副会長 

小 川 清 治  元社会教育委員 

市 原 は る み  元公立学校教員 

 

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、学校教育課指導主事、学校教育課主任行政専門員、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 確かな学力を育む教育の充実 

（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）体験的・問題解決的な学習を推進し、学びの質を深める。 

（３）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。 

（４）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。 

（５）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。 

（６）ＩＣＴ（情報通信技術）機器を活用して学習活動の質を高める。 

（７）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、体験的・問題解決的な学習の実現を図ってい

る。 

（３）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、年度始めと年

度途中の２回にわたって授業日数や授業時数等を確認し、計画的な教育課

程の実施に努めた。しかしながら、令和元年度末のコロナ禍による３月中

の臨時休業により、多くの教科において授業時数の確保は厳しい状況とな

り、一部未習の内容については令和２年度で取り扱う。 

（４）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、
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教師個々の指導力向上に努めた。 

  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。なお、令和元年度からの２

年間にわたる多古町教育委員会研究指定校は久賀小学校で、道徳の研究に

取り組んでいる。 

町教育委員会主催の多古町教職員研修会『チームＴＡＫＯ』では、   

元品川区教育委員会教育長で、現在は一般財団法人学校教育研究所理事長

である若月秀夫先生に、「多古町の一貫教育を考える」と題して講演をして

いただいた。一貫教育に係る豊富な事例をもとに、具体的な進め方や留意

点について丁寧な説明や解説をいただき、町教育関係者が一堂に会して情

報共有を図ることができた。 

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、訪

問相談担当教員を講師に迎え、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。 

（５）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、公立学校図書館司書との連携を推進して、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。 

（６）ＩＣＴ(情報通信技術)教育について、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。 

（７）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。令和２年度から実

施する学習指導要領に向けて、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・判断力・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）各校の全国学力状況調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、指導と評価の一体化を図る。 
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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）特別の教科「道徳」の指導方法の工夫や改善を図り、学校内外における

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を行い、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。 

（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）人権擁護委員による人権教室の実施や、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）「いじめはどの学級にも起こりうるもの」という認識のもと、児童生徒
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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。

令和元年度末においては、新型コロナウイルス感染症による不安や心理的

影響への配慮を講じる必要があり、保護者との連携を密にして問題行動の

把握に努めた。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。 

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）校長のリーダーシップのもと、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。 

 

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り組みに努める。 

（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、業間活動や部活動、クラブ活動、運動会・体育祭等の学校教育活

動等を通して、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。令和元年 9 月には大型台
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風の来襲があり町内の学校も休校が続いた。この台風は児童生徒がいない

時間帯であったが、在校している時に風水害などの災害が発生した場合、

児童生徒の安全確保をどうするかについて、この台風での教訓を生かし対

応の指針について整備を行いたい。また、年度末には、新型コロナウイル

ス感染症の世界的拡大により休校を余儀なくされた。この経験から災害の

他に感染症などから身を守る学習や指導の必要性が高まった。今後は防災

教育、交通安全教育などに合わせて、感染症からも身を守る生活習慣の確

立や学習を進め、子どもたち自身の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栄養教諭等と連携し、給食の時間や生活

科・家庭科等の時間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

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）新型コロナウイルス感染症の拡大から、「新しい生活様式」を身につけ

自分自身を感染症から守る習慣が必要となった。従来の児童生徒の学校生

活との相違もあり戸惑っている面もあるが、今後も感染症の収束まで「新

しい生活様式」を守った生活について継続していく。 
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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）ニュージーランドとの国際交流に変えて、令和 2年度からは多古中学校

3 年生の修学旅行に替わる「グローバルキャリア教育海外研修事業」をグ

アムにて計画している。将来を担う子どもたちが、グアムでの研修により、

異文化を体験することにより国際感覚豊かな人材になるように事業展開を

計画している。令和元年度はグアムでの研修の説明会を行った。生徒及び

保護者に対して事前に準備するものや事業実施までのスケジュールなどを

知らせた。学校においてもこの研修をより良いものとするため、グアムの

風土や文化をはじめ、日本との関わりについて学び始めた。 

（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

事業の研究成果を継承し、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』の合い言葉のもと、産〔事業所〕学

〔学校〕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。学校での外国語

活動のほか、児童が空港で外国人にインタビューを行うなどの各種国際交

流活動を通じて、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ことを目

的としている。その中で、令和 2 年から中学校の修学旅行に替えて「グロー

バルキャリア教育海外研修事業」を企画したが、今般新型コロナウルス感染

症の世界的な感染拡大で中止となってしまった。中学生の異文化体験の機会
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は、生徒自身の将来設計の参考にもなる機会である。今後の感染症の動向に

応じて、こうした異文化体験の機会を多く創出していきたいと考えている。 

（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。田んぼの先生や人セミナー、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、児童・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 地域ととも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

校づくりの推進を図る。（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、ホームページ・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「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
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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。調査項目によっては児童生徒、教職

員との間に意識の差異が見られるものもある。 

（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

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）町内の全小中学生が、ふるさと多古町あじさい祭り等に参加して、町の

行事を盛り上げている。また、地域と学校が連携して、各地区の敬老会、

ゴミゼロ運動、祭りなどの伝統行事等に積極的に参加できるようにしてい

る。今後は、カリキュラムマネジメントにおいて、どのようにして地域活

動に取り組んだり、大人と交流したりしていくか、工夫していく必要があ

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。元品川区教育委員会教育長の若月秀夫

氏を講師に迎え『多古町の一貫教育を考える』という演題で講演をしてい

ただいた。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・高の職

員が一堂に会し、親睦を深めることができた。 

   ２月には、『多古町幼小中一貫教育推進プラン』を策定し、幼小中連携

教育・小中一貫教育のグランドデザインを示した。具体的には、４つのケ
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ースを基に幼小中連携教育・小中一貫教育を推進していくこととした。 

（６）前年度までの３年間、千葉県から福祉教育推進校として指定を受けて取

り組んだ成果を生かし、他者とのかかわりや地域の交流を通して、「地域

共生社会」に向けた共に生きる力の育成に努めた。 

今後の取組と改善策等 

（１）学校自由参観日、１０００か所ミニ集会、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。ま

た、学校評価における積極的な学習態度に係る意識については、児童生徒

及び保護者と教師間で差が見られる。今後は，調査結果を基にＰＤＣＡサ

イクルにより教職員の意識改革や指導方法の工夫改善に生かしていく。 

（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）学校・家庭・地域が三位一体となって、『多古の子 町の子 みんなの子 

』の合い言葉のもと、郷土を愛し、多古町の次代を担う児童生徒の育成 

に努めていく。 

（５）『多古町幼小中一貫教育推進プラン』により、町勢や社会の変化を基に、

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。 

（６）多古町社会福祉協議会をはじめ、様々な団体の協力を得て、学校そして

児童生徒が地域の一員として役割を持ち、世代や性差などを越えて、共に

支え合う地域コミュニティーの育成と、福祉の向上を目指した教育を推進

していきたい。 
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学識経験者の意見（学校教育関係） 

【意見等】 

 

〇各年度の事務の点検及び評価は義務であり必要と思う。できれば、この点検評

価は年度末に行い、それを基に新年度の方向を出すと良いと思う。 

 

〇ＩＣＴ（情報通信技術）教育及び小学校のＡＬＴ（外国語指導助手）の配置は

時代にあった取組と思う。今後も期待している。 

 

〇キャリア教育など地域の方々と児童生徒との交流については、今後も継続して

ほしい。 

 

〇情報機器の活用が今後多くなってくると思う。情報モラルについては、学校で

もしっかりと指導してほしい。 

 

〇コロナウイルス感染症対策について、児童生徒の対応のほか教職員も不安なこ

とがあると思う。教職員の心のケアについても配慮してほしい。 

 

 

【質疑及び回答】 

問 Ｐ２（２）の「学校教育の指針」に示される「多古町の目指す子ども像」と

は。 

答 「多古町の目指す子ども像」は、「早寝、早起き、朝ご飯の趣旨を理解し、

規則正しい生活を身につけた子ども」「主体的に学習に取り組み、夢や希望に

向かって努力する子ども」「他者との関わりを大切にし、コミュニケーション

能力を高め、変化に対応できる子ども」「郷土を愛し、ふるさとを誇りに思う

子ども」としている。 

 

問 Ｐ２(２)の「学校教育の指針」の中で普遍的な内容は毎年変わるものではな

いと思う。しかし時代の変化によって変わるものもあると思う。国際理解など

だが、この設定年度はいつか。最近では防災教育、感染症等の予防について健

康教育なども話題になると思うが。このあたりも指針として検討する必要があ

ると思う。 

答 国際理解教育については、平成 22 年度から設定されている。当時から中学

生のニュージーランドとの交流なども行っており国際理解の事業を展開して

いる。感染症の予防については、「3健やかな体を育む教育の充実」で今後の取

組として記述したが、新型コロナウイルス感染症の拡大により感染症予防につ

いて重要性が増している。今後は感染症予防についても検討していきたい。 
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問 Ｐ４成果と課題（２）授業改善として、どのような取組を具体的にしているのか。 

答 研究主任や教科主任を中心に、各校の実態に合わせて、主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた校内研修を通して授業改善を図っている。また、全国学力学習状

況調査による誤答分析を各校で行っており、自校の課題に対する授業改善に取り組

んでいる。 

 

問 Ｐ４成果と課題（３）新型コロナウイルス感染症拡大防止措置として行った令和元年

度末の臨時休業において、令和２年度に取扱う一部未習の具体的状況はどのような

ものか。 

答 各校、学年や教科によっては一部単元において令和２年度に取扱うものがある。令

和２年度においては、令和元年度から繰り越した単元を含めて、年度内に全ての教

育課程を実施する見通しを立てて、工夫を講じながら進めている。 

 

問 Ｐ５成果と課題（４）若月秀夫先生の講演について、教育委員会や町の先生方だけ

でなく、もっと広く関心のある人々は参加できないのか。 

答 多古こども園職員や町立小中学校職員、県立多古高等学校職員等を対象として、

教育委員会は毎年『多古町教職員研修会』を実施しており、目指す子ども像の具現

化に向けて町の教育力向上を図っている。若月先生の講演は令和元年度における

本研修の一環として実施したものである。 

若月秀夫先生に講演を依頼することになったいきさつは、教育委員会では「多

古町学校教育ビジョン」を受けて、「多古町幼小中一貫教育推進プラン」を策定

することになった。そこで、多古町に勤務する教職員にも、幼小中連携教育・

小中一貫教育についての研修を実現したいと考え、講師を選考していた。そし

て、担当者が知り合いの先生に相談したところ、若月先生を紹介してくれた。

若月先生は、事前打合せで、多古町の現状をよく理解してくださり、自分のこ

れまでの経験を基に『多古町の一貫教育を考える』という具体的な講演をして

くださった。 

 

問 Ｐ５成果と課題（６）学校でのＩＣＴ教育について、生徒の主体的な活用としてどのよう

な学習活動が行われているのか。 

答 インターネットを用いて素早く的確に情報収集を行い、調べた内容を見やすい資料

としてレポートにまとめるなど、アクティブラーニングに向けた学習活動に取り組んでい

る。 

 

問 Ｐ５今後の取組と改善策等（３）及びＰ７成果と課題（１）学力及び体力については、

どのような状況であるか。 

答 全国学力学習状況調査の結果では、小学校においては全国平均と比べてやや低

い状況にあり、中学校ではほぼ全てにおいて全国平均を上回る結果となっている。教
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科による優位性は小学校、中学校共に見られない。 

また体力面については、全国の調査結果において昭和６０年をピークとして低下傾

向にある。町においては、学年・性別に関係なく、「反復横とび」や「50ｍ走」の種目で

全国平均と比べて落ち込みがあり、敏捷性やスピード面の向上に向けた指導の工夫

改善を図っている。 

 

問 Ｐ５今後の取組と改善策等（３）指導と評価の一体化を図る取組とは具体的にどのよ

うなものか。 

答 指導と評価の一体化はカリキュラムマネジメントの一環として行われるもので、指導

計画に基づく学習指導後に児童生徒の学習状況を評価し、評価結果を児童生徒の

学習改善や教師の指導改善に生かしている。このような PDCA サイクルを通して、組

織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図っている。 

 

問 Ｐ６成果と課題（６）いじめの早期発見、早期対応に努めているとあるが、現在の状

況はどうなのか。 

答 令和元年度の認知件数は小学校４３件、中学校９件の計５２件あり、現在すべてに

おいて解消している。内容としては、「冷やかし・からかい」が２７件、「仲間外れ」が７

件、「物を隠す」が７件、「体にぶつかる」が６件、「嫌なことをされる」が５件挙げられて

いる。豊かな心の育成とともに、いじめの早期発見、対応については重点を置いて取

り組んでいく。 

 

問 Ｐ９成果と課題（1）中学校の修学旅行を「グアムにした」とある。グロー

バル教育を視野に入れた活動と理解するが、グアムをなぜ選んだのか。太平洋

戦争について学ぶのであれば沖縄や広島もあると思う。事前事後の学習を含め

て、忙しい中学生が多くのことを学ぶ場所を、あえて外国にした理由は何か。 

答 平成 30年度まで実施していたニュージーランドとの国際交流事業を踏まえ、

また成田国際空港に近い利点を生かして、より多くの生徒に異文化を体験して

ほしいと、町でも費用を助成して中学生 3年生の修学旅行をグアムでの海外研

修とした。学校や旅行業者などとの話し合いにより、次の点から行き先をグア

ムとした。グアムは英語圏であり、渡航時間及び費用の面でも事業が可能な地

域である。また、グアムにある第二次世界大戦関連の記念館の訪問から、平和

についても考えることができる。海外で異文化理解を進めると同時に、戦争の

足跡に触れることにより平和を願う気持ちも育んでいきたいと考えている。こ

のように多角的に検討した結果、グアムにて研修を実施することとした。 

 

問 Ｐ１０成果と課題（１）学校評価は年間何回実施しているのか。 

答 児童生徒や保護者、教員に対し、年末年始の頃に 1 回、また学校によっては前期

末にも実施するなど、年間１、2回実施している。 
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問 Ｐ１０施策（５）の地域との連携について 

答 本町では「多古の子 町の子 みんなの子」の合い言葉の基、学校・家庭・地

域が、三位一体となって児童生徒の育成に努めている。今日、個別の教育的支

援を必要としている児童生徒は増えつつある。家庭に課題があるケースや学校

だけでは、十分な対応ができないケースがあり、様々な方々のサポートが必要

である。多くの方々の支援や協力を引き続きお願いしたい。 

 

問 Ｐ１１成果と課題（４）町の行事に参加する時の学校との調整（先生方との

意見交換）はできているか。 

答 ふるさと多古町の各種行事に参加することは、とても教育的意義がある。あ

じさい祭りでの、鼓笛隊パレード、御神輿行列、中学生の運営スタッフとして

の従事等は、祭りを盛り上げている。 

  一方、児童生徒数の減少及び，授業時数の確保，指導内容の多様化、生徒指

導・教育相談等々、学校現場の多忙化は解消されていない。そのような中、児

童生徒にとって意義のある教育活動を精選し、学校の負担とならないようにし

ていかなければならない。 

  地域の一員としての自覚を高め，郷土愛を育んで行くためには，校長先生の

リーダーシップのもと、全教職員がアイディアを出し合い、取り組んでいって

ほしいと考える。教育委員会としても、学校の方針や要望等に耳を傾け、情報

を共有しながら、次代の多古町を担う児童生徒を育成していきたい。 

 

問 Ｐ１２今後の取組と改善策等（５）「多古町幼小中一貫教育推進プラン」に

ついて 

答 「多古町幼小中一貫教育推進プラン」は、令和２年２月に策定された。内容

は，策定に至るまでの経緯、町の現状と将来像、小中一貫教育の概要、町が目

指す幼小中連携教育・小中一貫教育などとなっている。今後は，４つのケース

を基に、子どもたちの教育環境を第一に考え、町の教育目標と目指す子ども像

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・小中一貫教育を

推進していく。 

 

問 不登校など学習の遅れている子どもたちや、特別に支援を要する児童生徒につい

てどのように取り組んでいるのか。また、一人一人をサポートする教育支援員につい

ては「学校教育の指針」のどの項目に入るのか。 

答 不登校児童生徒支援では、町の適応指導教室や不登校等児童生徒サポートセン

ター、スクールソーシャルワーカー等、様々な専門機関と連携しながら所属学級への

復帰支援にあたっている。 

また、登校はできているものの特別な支援を要する児童生徒に対しては、様々な学

力や集中力、学習の進み具合など、個々の教育的ニーズに対応するため、令和元年

度は２３名の教育支援員を配置し、学習内容の定着とともに意欲の向上といった成果



17 

 

が見られた。なお教育支援員の配置については、学校教育の指針１『確かな学力を

育む教育の充実 （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』の項目に位置づけられるもので、児童生徒の教育的ニー

ズに応じた指導や支援を担っており、改めて指針に盛り込むよう検討したい。 

 

問 町で買い物をしていた時に、親が子どもを激しく叱っているのを見かけたことがあ

る。その際に児童虐待をイメージしたが、町内で児童虐待として取り上げられる案件

はあるのか。 

答 町内でも児童虐待として、児童相談所など関係機関が対応する案件はある。

そうした案件があると、学校は児童相談所や町の子育て支援課など関係機関と

連携をして対応している。 
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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、各種講座の開催や施

設の貸出を中心に事業を展開した。各種講座については、それぞれのライ

フステージに応じた学習、歴史・文化・自然に根差した学習、健康づくり

のための学習など多様な講座を開催した。昼夜を問わず多くの町民の施設

利用があり、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 29,402 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。４年目を迎え令和元年度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 288 日】 

  ・利用者数    延べ 9,242 人 

  ・図書貸出冊数     39,752 冊 

・図書受入冊数     2,436 冊 

 ○図書館まつり 10 月 26 日・27 日 延べ 63 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、今後の事業に反映するよ

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開催をしているが、新型コロナウイルス感染症予防の

観点から延期・中止とした。今後は、感染症リスクに十分配慮し、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・9 人  延べ 41 人 

○外国語会話講座（実践英会話）  6 回・9 人  延べ 40 人 

○外国語会話講座（初級中国語）  6 回・2 人  延べ 12 人 

○外国語会話講座（実践中国語）  6 回・2 人  延べ 12 人 

〇四季のお花教室         4 回・22 人  延べ 79 人 

〇女性大学            10 回・21 人  延べ 177 人 

 〇ゆうゆう塾           10 回・26 人  延べ 245 人 

〇ＫＡストレッチ教室       7 回・延べ 403 人 

〇健康ウォーキング教室 1 回・21 人 

 

（３）青少年教育の充実としては、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ることを目

的に、平成 19 年度より中学２年生を対象に取り組んできた国際交流海外

派遣事業を、グローバルキャリア教育海外派遣事業と目的が重複するこ

と等を考慮し、その方向性を検討した結果、廃止とした。 

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、久賀小 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「紫陽花教室」

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「紫

陽花教室」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    158 人 

○祖父母家庭教育学級（久賀小）   3 回  延べ 74 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
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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：8 回・32 人  延べ 226 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・5 チーム・41 人 

子どもフェスタ   1 回・延べ 1,112 人 

ウォークラリー大会（久賀学区） 中止（新型コロナウイルス感染 

拡大防止のため） 

次期ジュニアリーダー研修会   延期（新型コロナウイルス感染 

拡大防止のため） 

 

（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 年以上が経過し、年々施設の老朽化により改修の必

要性が高まっている。令和元年度においては、１階ロビー照明等の修繕を

行った。 

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

室の開催に努めていきたい。 

（３）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
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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」、「紫陽花教室」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。 
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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などの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、スポーツ研修への参加を

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。 

町民大運動会については、令和元年房総半島台風の被害により、残念な

がら中止となった。なお、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。 

（２）体育協会主催により、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・強化を図ったが、北総選抜中学校野球大会

については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となった。 

（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」をはじめ、

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。 
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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、新型コロナウ

イルス感染症対策を講じながら、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。 

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ながら、

大会の充実と競技力の強化・向上に努める。 

（２）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。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、開催可能な大会に

ついて実施していく。 

（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

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

運動場における野球・サッカー・グラウンドゴルフ等各種競技場の敷地整

備やテニスコートの補修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。 
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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 TAKO2019」文化祭は、11 月 1 日から文化の日ま

での 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、デーモン閣下＆岡本

知高の劇的コンサート「悪魔の森の音楽会」（券売 573 枚）、中高年向け

の「岡林信康コンサート 2019」（券売 346 枚）、本格的なクラシックコ

ンサート「川井郁子ヴァイオリン・コンサート」（券売 495 枚）を開催し

た。そのほか、響きの良いロビーを活用した無料コンサート「大人園園外

ライブⅡ」(入場 42 人)を開催した。 

なお、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 2020」は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため中止となった。 

 自主公演の事業費が限られるなか、いか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。クラシック系のコンサート「髙木竜馬ピアノリ

サイタル」「高橋里奈ピアノリサイタル」「クリスティアン・トカチェフ

スキ ピアノリサイタル」「ソナムギャルモ＆彩愛玲 ジョイントコンサ

ート」や往年の名曲を皆で楽しく歌う「杉山公章の歌声コンサート」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。その定期演奏会は第 3 回目となり、歌劇「椿姫」を

上演した。 

（３）今年度は、多古町立多古中学校の全校生徒（参加 313 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、
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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、説明板（地図型案内板）を、

多古第一小学校の敷地内に「多古藩陣屋跡と周辺の観光地」、南中の日本寺

境内に「日本寺・中村檀林跡と周辺の観光地」とそれぞれ設置した。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。 

   前年に図書館振興財団の助成金を活用して準備を行った多古町史およ

び関連歴史資料のデジタル公開「多古町デジタルアーカイブ」は、4 月か

ら町ホームページで公開している。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 3シーズンを迎

え、今回は多古町デジタルアーカイブ公開記念と銘打ち、毎回 120 人前後

の来場者を迎え好評を博した。そのほか、多古城跡空堀の環境整備も継続

して行っている。   

また、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、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』は、昨年度までに地区別で 3 分冊作成したが、この度、

体裁を変更し内容を増補した合冊版を作成し 1 冊で多古町全域の観光地が

手軽に見られるようになった。 

新規事業としては、多古町魅力発信交流館「たこらぼ」敷地内に文化財

収蔵庫を建設し、多古町歴史民俗資料館から民俗文化財や埋蔵文化財を移

動した。 

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

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
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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・活用を図っているが、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】 

○ 生涯学習に携わっている各種団体の人材不足は、今後の生涯学習活動にお

ける課題のひとつとなっている。町全体で生涯学習を推進する体制整備が必

要であると感じた。 

○ 学校音楽教室は今後も実施してほしい。 

 

【質疑及び回答】 

問  「生涯学習文化講演会」について 

答  多古町にゆかりのある等に拘らず、時代やニーズに合いタイムリーな演

題での講演会を開催していきたいと考えております。 

問  講師確保や人材不足により、講座や行事の削減があるか 

答  新型コロナウイルス感染症予防関係以外で延期・中止した講座等はな

い。しかしながら人材不足は課題の一つであることから、育成者募集をし

ている。 

問  各講座等における住民ニーズ・アンケートについて 

答  昨年アーケートを実施した講座もあり、その結果を今年度の講座に反映

をしている。 

問  図書館の整備について 

答  令和２年度においてはコロナ対策の交付金を活用し、蔵書検索・予約シ

ステムの導入や図書除菌機、発熱測定器など設備面での充実を図ってい

る。 

問  中止となった「夏休み NHK ラジオ体操」について 

答  代替施策として、「デジタル巡回ラジオ体操会」を実施した。当日の様

子は、かんぽ生命の YouTube公式チャンネルで公開されている。次年度に

ついては、開催希望の申し込みをしており、選定された場合には、全力で取り組

む。 

問   クラシック系のコンサートに、小中学生の観客がいない。若い観客を増やすこ

とについてどのように考えているか 

答   町では幼少期からクラシック音楽に親しむ機会を設けている。学校音楽教室

や親子向けのオペラ、クラシックコンサートを行いそれなりの入場がある。こども

園や学校に出向いてのコンサート等も行い、クラシック音楽を聴く意識づくり、環

境づくりを行ってきている。その他にも小中学生の無料招待も行っているが、今

後も折に触れて工夫していきたい。 

問   文化ホールでの演奏・公演が多いなか、ピアノリサイタルの空席が目立った。 

   良い演奏を多くの人に聞いてもらえるようにするには、どうしたらよいのか。 

答   クラシック音楽の集客には悩んでいるが、有名な方であれば完売や多数の集

客があった。開催したピアノリサイタルは主に共催公演であり、名の知れていな

いアーティストや地元のアーティスト等だが、根強いファンは来場している。いろ
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いろと PR活動を行っているが中々集客できないのが現状である。人気のアーテ

ィストであればすぐにでも完売する。名の知れない人でも世界的な優れた演奏

家であったりするので、来場者が少なくても良い演奏は良いと楽しんでいただけ

ればと思う。 
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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）令和元年度も、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１，０６３食

を提供した。 

例年と異なった点は、９月の台風１５号の影響による停電のため６日間

の給食停止をした。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため全国

学校一斉休業により、３月中の給食提供はこども園のみとなり、小中学校 

１日当たり９３４人分が減となった。 

学校給食の献立は、栄養のバランス、こどもの日・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、１１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】 

〇 令和元年 ６月５日～７日  職場体験 多古中学校２年生 ３名 

○ 令和元年 ６月１２日    文教産業建設常任委員及び 

               教育委員学校訪問    ２０名 

○ 令和２年 １月１５日    ゆうゆう塾          ３０名 

○ 令和２年 ２月１３日    女性大学           ２４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。食材の購入につ

いては、生産地の確認をしており町のホームページに公表しております。 

 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、１１．４１％であっ

た。 
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【地元食材の主な取引先】 

〇米 多古町米穀商組合   ○豚肉 ジェリービーンズ 

○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） 

○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、青果組合、道の駅多古 

（２）栄養教諭（栄養士）が、各学校を訪問して食の大切さを伝える授業をし

た。 

小学校では、「よくかむことの大切さ」、「朝ごはんの大切さ」、「おはし名

人になろう」などテーマを決めて授業をした。また、指導内容が定着する

よう事後指導を行った。また、家庭教育学級に出向き親子でのおやつ作り

や講話をした。 

多古中学校では、全学年の給食時間に訪問して食事を共にした。 

   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、令和元年度分の滞納はなかった。 

平成 29 年度までの給食費の滞納者には、催告書を郵送し、連絡のない家

庭には電話催告を行った。再三の催告にも応じない家庭は訪問し、家庭状

況を聞き取り、分割納付を促し滞納額を減らす努力をした。 

この結果、延べ１２世帯からの納付があった。 

今後の取組と改善策等 

（１） 給食センター開設以来、１７年が経過し、厨房機器・設備の劣化が進み、

修繕件数が増加してきている。令和元年度は、プレハブ冷蔵庫の改修工

事、配送用コンテナの購入が主なものであった。今後食器洗浄機の全面

改修やボイラーの交換をはじめ大規模な改修工事が必要になるため、計

画的に更新整備を図っていきたい。 

（２） 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、食数

に必要な食材を安定して供給してくれる生産者が少ないため、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。 

（３） 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、食育の

授業をとおして、食の大切さを伝えていきたい。 

（４） 給食費の収納事務は、過年度滞納分については給食センターで事務処理

を行っている。すでに卒業してしまっている家庭が多いが、催告書を送

付し、連絡のない家庭には電話催告や訪問により家庭状況の把握に努め

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】 

〇 食育、食べることは人の一番の基本である。「給食がおいしい、楽しみ」と

の言葉を子供たちから聞くことがある。おいしい給食を支えてる教育委員会や

関係者の配慮工夫に感謝している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質疑及び回答】 

 

問 小学生に施設見学をさせたい。 

答 小学校の施設見学については、直近では平成２８年度に受け入れ、２階の見

学窓から 1階の調理室を見たり栄養士が説明を行った。 

  今後も、受け入れていきたいと考えている。 

 

問 食育も兼ねて、家庭教育学級や祖父母学級で給食を提供することは可能か。 

答 令和２年度は、11月に中村小の家庭教育学級で食育の講話を兼ねた給食提供

を行った。 

  昨年度は、祖父母学級では給食の提供を、家庭教育学級では栄養士の食育の

講話を行った。  

  学校の事業計画の要望に沿うように、食育の授業や給食の提供をしていきた

い。 

 

 

 


