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Ⅰ

はじめに
この報告書は、
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の規定
に基づき、平成２９年度に鴻巣市教育委員会がその権限に属する事務の管理及
び執行の状況について、自ら点検及び評価を行った結果についてまとめたもの
です。
Ⅱ

点検・評価の基本方針
１ 目的
平成１９年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正
により、教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の状況を自
ら点検・評価を行い、その結果を議会に提出するとともに広く市民に公表
することになりました。
これは、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民に対する説明
責任を果たしていくことを目的としています。
２

点検・評価の対象及び方法
本市の教育行政の主要施策については、市政運営の基本となる「第６次
鴻巣市総合振興計画」に掲げられています。総合振興計画は、
「人口減少の
抑制と、人口減少社会への適応（準備）」を見据えた「持続可能な都市」の
実現を目指し、合併後の街づくりをさらに発展させるため策定され、６つ
の政策、２８の施策、１０１の基本事業からなり、それぞれ具体的な成果
指標を設定し、評価・見直し・公表を行っていくという行政評価の手法を
取り入れています。
したがって、この振興計画に掲げられている教育委員会の施策を対象と
し、その指標の達成状況の把握を参考にしながら、点検・評価を実施しま
した。
また、教育に関し学識経験を有する方から、各施策の取組に関して、ご
意見をいただきました。

Ⅲ 「第６次鴻巣市総合振興計画」の政策３ 教育文化に関する政策 ～子ども
から大人まで、生涯にわたる学びと文化が根付くまちづくり～ における
施策と指標の関係
今回の点検・評価に当たっては、総合振興計画の政策３における教育委員会
各課と施設の３施策、１２の基本事業を基に実施しました。１２の基本事業に
は目的達成度を示す指標として２８の成果指標がありますが、今回は、施策ご
との総合評価という観点で点検・評価を行いました。
点検・評価を行った施策と、それぞれの基本事業・成果指標の関係は次のと
おりです。
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教育委員会が取り組んでいる３つの施策と１２事業
施

策

名

基

本 事 業 名

①確かな学力の向上
（学校支援課）
②心の教育の推進
（学校支援課）

基 本 事 業 の 成 果 指 標

頁

・学習に対して意欲をもっている児童・生徒の割合
・埼玉県学力・学習状況調査の正答率において、県平均を

４

上回った学校の割合（小学校・中学校）
・規律ある態度の児童・生徒の割合
・不登校児童生徒の割合（小学校・中学校）

６
・健康な生活を送っている（毎日朝食を食べる・1 週間の
③健康・体力向上の推進
（学校支援課）

１

学校教育の充実

・新体力テストの 5 段階絶対評価で上位 3 ランク（A,B,C）

８

の児童・生徒の割合
④学習環境の整備

主管課：学校支援課

うち 1 時間以上運動をする）児童・生徒の割合

・施設維持管理上の不具合による教育支障件数

10

・標準規模（12 学級以上）小学校の割合

10

（教育総務課）
⑤小・中学校適正規模・適正
配置の推進（教育総務課）

・学校・家庭・地域が連携していると思う保護者の割合
⑥学校・家庭・地域の連携と ・学校応援団を含めた学校ボランティア数の児童生徒数に
教育力の向上
（学校支援課）

対する割合

11

・研修や研究会での成果を教育活動に積極的に反映させて
いると回答した学校の割合
・生涯学習機会に関する満足度

①生涯学習機会の充実

・生涯学習講座参加者数

（生涯学習課） ・生涯学習の場・施設が充足していると思う市民の割合

17

・青少年健全育成活動の参加者数

２

市民文化・生涯
学習の充実

②芸術文化の振興
（生涯学習課）
③伝統文化の保護・継承

主管課：生涯学習課

（生涯学習課）

・芸術・文化に親しんでいる市民の割合

18

・市内の指定文化財を知っている市民の割合

18

・市内 8 公民館利用者数
④生涯学習施設の利用促進
（生涯学習課）

３

人権尊重の推進
主管課：生涯学習課

①社会人権教育の推進

・市内 3 図書館来館者数
・生涯学習施設の不具合による利用支障件数

・人権を侵害されたと思う市民の割合
（生涯学習課）
②学校人権教育の推進
（学校支援課）

19

・相手の気持ちを考え、やさしい言葉遣
いができる児童生徒の割合
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24

24

Ⅳ

点検・評価の結果
施

策

１ 学校教育の充実
児童、生徒

施策の対象

豊かな心と創造性をもち、はつらつとした学校生活を送っています。

施策の目指す姿
成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

90.8

90.1

92.7

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

93.5

〇

29年度の主な取り組み
・少人数指導加配教員の配置（全小・中学校１～2名）による習熟度別学習等の実施
・いきいき先生（全小・中学校1～３名）日本語指導員、特別支援教育指導員の配置による個に
応じた指導の実施
学校での生活に満足し ・学力向上支援員の配置による学力層に応じた指導や支援の充実（Ｈ29年度より配置）
ていると回答している ・市教委委嘱による学校課題研究の推進（2年間）
・学校支援課・南部教育事務所合同訪問による各校の教育課程及び教育指導への指導・助言
児童生徒の割合
・「特色ある学校づくり」事業、「学校花いっぱい運動」事業等による豊かな体験活動の実施
【学校アンケート】
・教育支援センターを中心とした、各学校、さわやか相談員、スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカーと連携した教育相談体制の確立
・体力向上推進委員会を中心とした児童生徒の体力向上や基本的な生活習慣を確立する取組
・老朽化した学校施設の改修・整備
・各学校応援団の活動推進
・「のすっ子宣言」の宣言に即した取組

成果状況/達成度評価
埼玉県学力・学習状況調査質問紙調査項目が変更となったため、「学級での生活は楽しかっ
（学校支援課） たですか」という問いに対する児童生徒の回答の割合を指標としました。本市の達成状況は、
92.7％（小学校92.9％、中学校92.5％）であり、初期値を1.9％上回りました。各学校が家庭や地
域と連携して、児童生徒のニーズに応じたきめ細やかな指導を行っていたこと、また各学校の教
育課程のもとに、特色ある学校づくりの推進に努めていたことなどが成果の要因として考えられ
ます。今後も学校・家庭・地域の一層の連携を図り、さらなる向上を目指してまいります。

●教育委員会の自己評価
１ 「学力」については、引き続き個に応じたきめ細やかな指導や教育環境の整備を進めるとともに、教員の資質向上を
図っていく。
また、各校における課題解決に向けた取組の中で成果が見られたものを紹介するとともに、各校の実態に応じたプリント
データベースの活用を促進していく。
２ 「心の教育」については、埼玉県学力・学習状況調査の質問紙調査項目の一部を指標値とし、「規律ある態度の育成」
としたが、高い達成度となっている。今後も、策定した「のすっ子宣言」の内容を踏まえ、各学校や家庭での規範意識の高
揚を図る取組を進めるとともに、心の教育の推進や教育相談の充実により不登校の減少やいじめの根絶を目指した取組
を進めていく。
３ 「健康・体力向上」については、児童生徒の生活習慣や体力に課題がある。体力向上推進委員会を中心に、児童生
徒の体力の現状や課題を明確にし、各学校で課題解決に向けた取組を推進していく必要がある。家庭とも連携を図り、
基本的な生活習慣の徹底や体力の向上を図っていく。
４ 「教育環境の整備」については、平成23年度中に市内全ての小学校と中学校で学校応援団が組織され、各種教育活
動の充実が図られている。今後も、保護者や地域の方々の協力をいただき、教育活動の充実や子どもたちの安全の確保
に努めていく。
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基 本 事 業

１ 確かな学力の向上
児童、生徒

基本事業の対象

基礎基本の徹底が図られ、確かな学力が定着しています。

基本事業の目指す姿
成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

87.0

83.7

84.7

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

91.0

×

29年度の主な取り組み
・学力向上支援員の配置による学力層に応じた指導や支援の充実
学習に対して意欲をもって ・少人数指導加配教員の配置（全小・中学校１～２名）による習熟度別学習等の実施
・いきいき先生（全小・中学校１～３名）日本語指導員、特別支援教育指導員の配置による個に
いる児童の割合
応じた指導の実施および大学生学習ボランティア、学校応援団等による学習補助
【学校アンケート】
・指導委員・研究委員による授業研究（指導形態・指導方法等の実践研究）
・市教委等の委嘱による学校課題研究（2年間）
（学校支援課） ・鴻巣市教育委員会学校支援課・南部教育事務所合同訪問による各校の教育課程及び教育
指導への指導・助言
・初任者研修、若手教員研修（3年目教員研修）、転入教員研修等の実施
成果状況/達成度評価
平成29年度は埼玉県学力・学習状況調査の質問紙調査項目が変更となったため、勉強する
理由として「勉強することが楽しい、好き」「将来の役に立つ」と回答した児童の割合を指標としま
した。学習に対して意欲をもっている児童の割合は、初期値と比較して2.3％低い値となりまし
た。「将来の役に立つ」については92.0％と高い値を示しましたが、「勉強することが楽しい、好
き」については、学年が上がるにつれて減少していく傾向が見られます。各学校で、主体的・対
話的で深い学びの視点での授業改善を図っているものの、学年が上がるにつれて、学習内容
が抽象化・高度化することが未達成要因の一つとして考えられます。今後も学習意欲を高める
指導方法の工夫改善を図ってまいります。

成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

69.5

71.0

72.7

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

77.0

〇

29年度の主な取り組み
・少人数加配教員の配置による習熟度別指導等の実施
学習に対して意欲をもって ・いきいき先生の配置による個に応じた指導や支援の充実
いる生徒の割合
・教科指導員・研究委員による授業研究の実践研究
【学校アンケート】
・市教委等の委嘱による学校課題研究の取組（2年間）
・学校支援課・南部教育事務所合同訪問による、各校の取り組みに対しての指導・助言
・家庭学習や小テストに使用できるプリントデータベースの作成
（学校支援課） 成果状況/達成度評価
平成29年度は埼玉県学力・学習状況調査の質問紙調査項目が変更となったため、勉強する
理由として「勉強することが楽しい、好き」「将来の役に立つ」と回答した生徒の割合を指標としま
した。学習に対して意欲をもっている児童の割合は、初期値と比較して3.2％上昇しました。「将
来の役に立つ」については96.4％と高い値を示しました。「勉強することが楽しい、好き」につい
ては、学年が上がるにつれて減少していく傾向が見られますが、小６と中１の割合はほとんど変
わらない値であり、学習指導等における小中の連携が図られていることが成果の要因の一つと
して考えられます。今後も学習意欲を高める指導方法の工夫改善を図ってまいります。
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成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

41.2

47.4

46.5

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

85.1

〇

29年度の主な取り組み
・学力向上支援員の配置による学力層に応じた指導や支援の充実
・少人数加配教員の配置による習熟度別指導等の実施
・いきいき先生の配置による個に応じた指導や支援の充実
・教科指導員・研究委員による授業研究の実践研究
・市教委等の委嘱による学校課題研究の取組（2年間）
・学校支援課・南部教育事務所合同訪問による、各校の取組に対しての指導・助言
（学校支援課） ・家庭学習や小テストに使用できるプリントデータベースの作成

埼玉県学力・学習状況
調査の正答率におい
て、県平均を上回った
学校の割合（小学校）

成果状況/達成度評価
埼玉県学力・学習状況調査の正答率において、県平均を上回った学校の割合（小学校）
は、初期値と比較して、5.3％上昇しました。小５「算数」では１９校中１１校が、小６「国語」では
１０校が県平均を上回りました。学力向上支援の配置により、各学校の実態に応じたきめ細か
い指導が成果の要因の一つとして考えられます。今後も、調査結果を活用して、一人一人を
確実に伸ばす教育の推進を図ってまいります。

成果指標
埼玉県学力・学習状況
調査の正答率におい
て、県平均を上回った
学校の割合（中学校）

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

53.1

46.9

53.1

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

87.5

△

29年度の主な取り組み
・少人数加配教員の配置による習熟度別指導等の実施
・いきいき先生の配置による個に応じた指導や支援の充実
・教科指導員・研究委員による授業研究の実践研究
・市教委等の委嘱による学校課題研究の取組（2年間）
・学校支援課・南部教育事務所合同訪問による、各校の取組に対しての指導・助言
・家庭学習や小テストに使用できるプリントデータベースの作成

（学校支援課）
成果状況/達成度評価
埼玉県学力・学習状況調査の正答率において、県平均を上回った学校の割合（中学校）
は、初期値と同じでした。中２「国語」「算数」では８校中６校が県平均を上回りました。各学校
において調査結果を活用したり、効果的な取組を共有したりすることで学習指導の改善・充実
が図られ、一定の成果が出ているものと考えられます。今後も、調査結果を活用して、一人一
人を確実に伸ばす教育の推進を図ってまいります。
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基 本 事 業
基本事業の対象

２ 心の教育の推進
児童、生徒

基本事業の目指す姿 豊かな心が育まれ、よりよい人間関係が築かれています。
成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

92.1

90.5

90.4

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

93.0

×

29年度の主な取り組み
規律ある態度の児童の ・鴻巣市教育委員会における生徒指導委員会で「規律ある態度」の取組に係る情報交換
割合
・保護者向け広報誌「かけはし」の発行による家庭と連携した生徒指導（年2回）
【学校アンケート】
・児童の発達の段階に応じた計画的・継続的な指導と評価の工夫
・各学校における学習規律、基本的生活習慣の確立の推進
成果状況/達成度評価
昨年度同様に埼玉県学力・学習状況調査の生徒の質問紙の項目を指標値としました。学校
（学校支援課） ごとに「授業の約束」などの提示や実態把握の調査など、日々の教育活動においてその育成
に努めておりますが、初期値を下回っております。しかし、「登校時刻や授業開始時刻を守る
こと」「進んで返事をする」「丁寧な言葉遣いを心がけている」「進んで掃除・美化活動に取り組
んでいる」の児童の自己評価は90％を上回っています。その他の項目においても、全てが
80％を超えています。また、学年が上がるごとに、児童の自己評価は高いものになっていま
す。初期値を下回っていますが、平均で90％を超えていることから、決して低い数値とは言え
ません。学校の日々の教育活動で規律ある態度の育成としては、一定の成果が出ているもの
と考えられます。今後もさらに学校・家庭との連携を図り、生徒の発達の段階に応じた指導を
行っていきます。

成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

92.9

89.0

89.4

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

94.0

×

29年度の主な取り組み
・鴻巣市教育委員会における生徒指導委員会で「規律ある態度」の取組に係る情報交換
規律ある態度の生徒の
・保護者向け広報誌「かけはし」の発行による家庭と連携した生徒指導（年2回）
割合
・生徒の発達の段階に応じた計画的・継続的な指導と評価の工夫
【学校アンケート】
・各学校における学習規律、基本的生活習慣の確立の推進
成果状況/達成度評価
昨年度同様に埼玉県学力・学習状況調査の生徒の質問紙の項目を指標値としました。学校
ごとに「授業の約束」などの提示や実態把握の調査など、日々の教育活動においてその育成
（学校支援課） に努めておりますが、初期値を下回っております。しかし、個別の項目で「登校時刻や授業開
始時刻を守ること」の生徒の自己評価は97％以上であり、「集団の場での態度」は94.6％と初
期値を上回る項目もあります。また、「靴をそろえる」「丁寧な言葉遣いを心がけている」の生徒
の自己評価は90％を上回っています。その他の項目においても、「話を聞き発表する」以外の
項目は80％を超えています。初期値を下回っていますが、平均で90％に近い値であることか
ら、決して低い数値とは言えません。学校の日々の教育活動で規律ある態度の育成としては、
一定の成果が出ているものと考えられます。今後もさらに学校・家庭との連携を図り、生徒の発
達の段階に応じた指導を行っていきます。
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成果指標

単位

％

不登校児童の割合
（小学校）

現状値
（H27)

28年度

29年度

0.36

0.24

0.33

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

0.22

〇

29年度の主な取り組み
・開設８年目を迎えた教育支援センターに、専門教育相談員を継続的に配置
・学校と教育支援センターの連携
・適応指導教室による学校復帰支援
・各学校の教育相談主任及び各相談員の情報交換と研修の場としての担当者会議の開催
・市内全中学校に、さわやか相談員、県スクールカウンセラーの配置
・スクールソーシャルワーカーを活用した学校への連携と支援
・総合教育センターとの共催による生徒指導・教育相談中級研修会の実施

成果状況/達成度評価
不登校児童の割合は、初期値を下回っていますが、徐々に増加傾向でもあります。学校の
（学校支援課） 組織的な対応（管理職・担任・養護教諭・さわやか相談員・スクールカウンセラー等）、教育支
援センター等での相談体制や適応指導教室の充実等の成果と考えられます。今後も、家庭と
の連携を密にしながら不登校児童の減少と登校復帰の支援に努めます。

成果指標

単位

％

不登校生徒の割合
（中学校）

現状値
（H27)

28年度

2.92 2.41

29年度

2.65

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

2.10

〇

29年度の主な取り組み
・開設８年目を迎えた教育支援センターに、専門教育相談員を継続的に配置
・学校と教育支援センターの連携
・適応指導教室による学校復帰支援
・各学校の教育相談主任及び各相談員の情報交換と研修の場としての担当者会議の開催
・市内全中学校に、さわやか相談員、県スクールカウンセラーの配置
・スクールソーシャルワーカーを活用した学校への連携と支援
・総合教育センターとの共催による生徒指導・教育相談中級研修会の実施
成果状況/達成度評価

（学校支援課） 不登校生徒の割合は、初期値を下回っていますが、小学校と比べ高い割合になっていま

す。学校の組織的な対応（管理職・担任・養護教諭・さわやか相談員・スクールカウンセラー
等）、教育支援センター等での相談体制や適応指導教室の充実等の成果と考えられます。今
後も、家庭との連携を密にしながら不登校生徒の減少と登校復帰の支援に努めます。
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基 本 事 業

３ 健康・体力向上の推進
児童、生徒

基本事業の対象

運動に親しみ、健康な生活を送っています。

基本事業の目指す姿
成果指標

健康的な生活を送って
いる児童生徒の割合
（毎日朝食を食べると
回答）
【学校アンケート】

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

97.5

96.1

98.0

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

98.0

〇

29年度の主な取り組み
・市体力向上推進委員会作成の保護者向け広報誌「ホップ・ステップ・ジャンプ」で、家庭でで
きる体力向上、運動器向上のプログラム紹介、運動と食物の関係、食事の大切さ、睡眠の大
切さについて啓発
・市生徒指導委員会で「規律ある態度」の取組に係る情報交換
・各校の学校保健委員会における健康な生活についての啓発
・保護者向け広報誌「かけはし」の発行による、家庭と連携した望ましい生活リズムの確立

成果状況/達成度評価
本市においては、朝食を「①必ず食べる」「②１週間に２～３回食べないことがある」のH２９の
割合は、H２８に比べて上昇し、朝食摂取に対して改善が見られ、初期値を上回っています。
（学校支援課） 各学校での、教科・領域等で取り上げる食に関する指導の充実や家庭との連携を図った取組
や鴻巣市体力向上推進委員会で作成した家庭向け広報誌により積極的に家庭へ啓発したこ
と等が成果の要因として考えられます。今後も、各学校での食育に関する取組を工夫改善し
ていくとともに、保健便りや学校保健委員会等を通して、家庭への啓発を図ってまいります。

成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

79.8

83.9

88.5

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

85.0

〇

29年度の主な取り組み
・市体力向上推進委員会における各校の実態把握と取組に対する指導・助言
健康的な生活を送って ・運動好きな子どもの育成と体力向上をねらいとした体力向上推進委員会委嘱授業研究会の
いる児童生徒の割合 実施
（1週間のうち1時間以 ・学校訪問、学校課題研究に係る授業研究会等を通して、運動量の確保、技能の習得、指導
上運動をすると回答） 法等について指導・助言
・体育実技講習会、体育授業研究会、体育研修会等への参加の促進
【学校アンケート】
・「小学校体育に関する調査」及び「中学校体育に関する調査」をもとに、各校の体育授業、体
育的活動の取組に対する指導・助言
成果状況/達成度評価
体育の授業時間以外に、１週間のうち外遊びや運動・スポーツを１時間以上する日数のう
（学校支援課） ち、「①ほとんど毎日する」「②ときどきする（週１～２日）」の割合は、増加傾向であり、初期値を
上回っています。小学校においては、外遊びの奨励や学校外でのスポーツ活動への参加、
中学校においては、部活動への積極的な参加等が、成果の要因として考えられます。しかし、
その一方で、運動する子とそうでない子、運動好きな子とそうでない子の二極化の傾向が見ら
れます。今後も、体育授業や体育的諸活動の充実を図り、運動に親しむ資質や能力を育成す
ることを通して、運動に進んで取り組む児童生徒の育成に努めてまいります。
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成果指標

新体力テストの5段階
絶対評価で上位３ラン
ク（A、B、C）の児童の
割合

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

84.9

85.9

85.2

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

88.0

〇

29年度の主な取り組み
・市体力向上推進委員会における各校の実態把握と取組に対する指導・助言
・指導内容の明確化、運動量の確保等をねらいとした体力向上推進委員会委嘱授業研究会
の実施
・学校訪問等を通して、運動量の確保、技能の習得、指導法等について指導・助言
・各種実技講習会、授業研究会等への参加の促進
・中学校体育に関する調査をもとに、各校の体育授業、体育的活動の取組に対する指導・助
言

成果状況/達成度評価
新体力テストの５段階絶対評価で上位３ランク（A,B,C）の割合は初期値を上回っています。
（学校支援課） 各小学校において、鴻巣市体力向上推進委員会が作成している体力向上に効果的な取組
資料等を活用し、計画的・継続的に取り組んだことが成果の要因であると考えられます。今後
も、体育授業や体育的諸活動の工夫改善を図るとともに、引き続き、運動への啓発を図ってま
いります。

成果指標

新体力テストの5段階
絶対評価で上位３ラン
ク（A、B、C）の生徒の
割合

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

83.5

83.9

86.5

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

86.0

〇

29年度の主な取り組み
・市体力向上推進委員会における各校の実態把握と取組に対する指導・助言
・指導内容の明確化、運動量の確保等をねらいとした体力向上推進委員会委嘱授業研究会
の実施
・学校訪問等を通して、運動量の確保、技能の習得、指導法等について指導・助言
・各種実技講習会、授業研究会等への参加の促進
・中学校体育に関する調査をもとに、各校の体育授業、体育的活動の取組に対する指導・助
言
成果状況/達成度評価

（学校支援課） 新体力テストの５段階絶対評価で上位３ランク（A,B,C）の割合は向上傾向で、初期値を上

回っています。各中学校において、体力向上に向けて計画的・継続的に取り組んだことによ
り、県平均値と比較しても優位さのない項目か増加したことが成果の要因であると考えられま
す。今後も、引き続き、保健体育授業や運動部活動の充実を図るとともに、引き続き、運動へ
の啓発を図ってまいります。
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基 本 事 業
基本事業の対象
基本事業の目指す姿
成果指標

４ 学習環境の整備
児童、生徒
安全・快適な学校施設で学ぶことができます。
単位

件
施設維持管理上の不具
合による教育支障件数

現状値
（H27)

28年度

0

0

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

0

H33
目標値

成果
状況

0

○

29年度の主な取り組み
小学校：鴻巣北小校舎キュービクル改修工事、 常光小⑰棟のトイレ改修工事を実施しま
した。また馬室小③棟及び下忍小⑩棟の屋上防水等改修工事、松原小①棟及
び箕田小⑰棟のトイレ改修工事について、それぞれ設計業務を委託し完了しま
した。
中学校：鴻巣南中①・⑤・⑧棟屋上防水等改修工事を実施しました。

成果状況/達成度評価
安全で快適な施設管理上での不具合については、初期値同様の０件でした。成果の要因
（教育総務課） としては、雨漏り改修・トイレ改修工事年次計画表に則り、施設改修に努めているものと考え
ます。今後も一定額の予算を確保し、安全な施設管理に努めます。

基 本 事 業
基本事業の対象
基本事業の目指す姿

成果指標

５ 小・中学校適正規模・適正配置の推進
児童、生徒
より良い教育環境を創出するために学校の適正配置や通学区域の変更
を行います。
単位

現状値
（H27)

28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

％

47.4

47.4

47.4

63.2

△

29年度の主な取り組み
平成27年8月に鴻巣市立小・中学校適正配置等審議会を設置し、「通学区域の見直しに
ついて」「小中一貫教育について」「小学校の適正配置について」の3項目について諮問し
標準規模（１２学級以上） ました。
平成29年度には、小中一貫教育校視察のため坂戸市の城山学園を訪問、また、審議会
小学校の割合
全6回のうち、第5回、第6回の会議が開催され、審議会から教育委員会へ答申書が提出さ
れました。
今後、この答申書を受け、①中学校区を見据えた通学区域の見直し②学校間交流事業の
充実③保護者との意見交換会の実施など適正規模及び適正配置に取り組んでまいりま
す。
成果状況/達成度評価
（教育総務課） 初期値との比較では変動はなく、この間、具体的な統廃合などの学校再編の取り組みは
行われませんでした。今後は、学校の適正規模を検討していく中で、1小学校から2つ以上
の中学校へ分散しないような中学校区を見据えた通学区域の再編に取り組んでまいりま
す。
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基 本 事 業
基本事業の対象

基本事業の目指す姿

成果指標

学校・家庭・地域が連携
していると思う保護者の
割合
【学校アンケート】

６ 学校・家庭・地域の連携と教育力の向上
学校・家庭・地域
学校、家庭、地域が相互に協力・成長して、児童生徒を育む環境を構築し
ています。

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

％

92.4

92.1

92.3

92.4

×

29年度の主な取り組み
・市内全小・中学校において、学校応援団を設置
・地域の方や保護者のボランティアによる学校の教育活動への支援
・小学校では、登下校の安全の見守り、環境整備、学習支援等、中学校では、環境整備、学
習支援、部活指導等を実施
・児童生徒の地域行事やボランティア活動への参加

成果状況/達成度評価
学校・家庭・地域が連携していると回答したＰＴＡ本部役員の割合は、初期値と比較して
（学校支援課） 0.1％減少しました。活動への働きかけは行っていますが、その方法等が減少の要因として
考えられます。今後も引き続き、学校・家庭・地域が連携して児童生徒のよりよい成長を目指
すことの意義を明確に示し、より多くの方にＰＴＡ活動や学校ボランティア等に携わっていた
だけるよう、活動の充実に努めてまいります。

成果指標

学校応援団を含めた学
校ボランティア数の児童
生徒数に対する割合

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

％

38.6

38.3

41.6

46.0

○

29年度の主な取り組み
・市内全小・中学校において、学校応援団を設置
・地域の方や保護者のボランティアによる学校の教育活動への支援
・小学校では、登下校の安全の見守り、環境整備、学習支援等、中学校では、環境整備、学
習支援、部活指導等を実施
成果状況/達成度評価

（学校支援課） 学校応援団を含めた学校ボランティア数の児童生徒数に対する割合は、初期値と比較し

て、3％上昇しました。学校応援団や地域の見守り隊による登下校指導など、学校と連携した
教育活動が推進されていることなどが成果の要因として考えられます。今後もより多くの方に
学校応援団や学校ボランティア等に参加いただけるよう、活動の周知とともに内容の充実に
努めてまいります。

成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

％

48.2

63.0

63.0

85.2

○

29年度の主な取り組み
・若手教員研修会、転入教員研修会等、鴻巣市独自の教職員研修の計画・実施
・教育支援センターの教育指導員や指導主事による、初任者、若手教員、転入教員、臨任
教員対象の学校訪問の実施
・鴻巣市全員研修会における「特別な教科・道徳」完全実施へ向けた講演会の実施
・初任者研修、ステップアップ研修、５年経験者研修、１０年経験者研修、２０年経験者研修
等、ライフステージに対応した諸研修の各学校への確実な周知
成果状況/達成度評価
研修や研究会での成果を教育活動に積極的に反映させていると回答した学校の割合は、
初期値と比較して、14.8％上昇しました。小学校では、およそ80％の先生方が「よく行った」と
（学校支援課） 回答しており、各小学校での研修の充実が図られています。鴻巣市教育委員会教職員研修
グランドデザインに基づき、ライフステージに対応した諸研修を各学校に周知し、計画・実施
してきたことが成果の要因の一つと考えられます。今後も、学校内外の研修等を通じて、教
職員の資質・能力の育成を図るとともに、学校課題等の解決に向けて、その成果を積極的に
教育活動に反映してまいります。

研修や研究会での成果
を教育活動に積極的に反
映させていると回答した
学校の割合
【学校アンケート】
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■学識経験者の意見と意見に対する回答
№

施策１

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

児童、生徒の学習に対する意欲と学力の向上

１

埼玉県学力・学習状況調査の結果を見ると、

については教育現場の支援を中心として多くの

正答率には課題が残りますが、学力が伸びた児

工夫をされており、現時点で大きな変化はない

童生徒の割合は県を上回っています。本市とい

ものの将来の伸びが期待できると思いました。

たしましては、「鴻巣市学習指導の重点」を踏
まえた授業改善や実態に応じた学力向上の取
組により、一人一人を確実に伸ばす教育を推進
してまいります。

ＩＣＴを活用した授業を行うことで生徒のや

【学校支援課】

各学校では、大型テレビやパソコン等、効果

る気が高くなるのではないかと考えます。また、 的なＩＣＴの活用により、児童生徒の学習意欲
２

プリントデータベースも家庭でインターネット

を高め、主体的に学習に取り組む態度が養われ

を通してダウンロードして行えるような仕組み

ているものと捉えています。学習プリント等の

が有ると家庭でも活用できると思いました。

データベースにつきましては、より活用しやす
い形になるよう検討してまいります。
【学校支援課】

３

４

学力向上支援員の配置は、一つの有効な手立

埼玉県学力・学習状況調査の結果やアンケー

てであると考えます。今年度は、７校に配置し

トの結果等から、学力向上支援員の配置は、児

ていますが、今後さらに拡充していく必要があ

童の学力の向上や学習意欲の向上につながっ

ると思います。今年度は、配置２年目というこ

ていると捉えております。今後も学力向上支援

ともあり、まだ過渡期であり、試行錯誤の段階

員の活用状況や配置の効果を適切に検証する

であろうと思いますが、配置されたことによる

とともに、市内小学校児童の学力の向上を目指

メリットや課題をさらに精査する必要があると

し、きめ細やかな教育を実施・推進してまいり

考えます。

ます。

いきいき先生の配置は、鴻巣市教育委員会が

いきいき先生については、児童生徒への学習

長年にわたって行ってきた有効な施策であり、

指導の補助、特別に配慮が必要な子どもへの支

学校現場において、なくてはならない事業にな

援を目的に各学校の要望を基に配置しており

っていると思います。本来の配置目的とかけ離

ます。各校の実態や要望を踏まえながら、いき

れてきている事象もあるようなので、見直す必

いき先生のあり方については今後検討してま

要があると考えます。

いります。

児童、生徒における規律ある態度の割合につ

５

【学校支援課】

【学務課】

小学校で本年度より実施となった「特別の教

いては低下傾向のようですが、これは世相的に

科

道徳」の指導の充実はもちろんのこと、一

やむを得ないのかもしれません。その中でも鴻

昨年度、未来議会で採択された鴻巣独自の「の

巣市は違うといえるような心の教育の推進をよ

すっ子宣言」に則った取組等、今後も学校、家

ろしくお願い致します。

庭、地域と連携した「心の教育」を推進してま
いります。
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【学校支援課】

№

６

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

心の教育において「規律ある態度」という言

県では、
「規律ある態度」として、挨拶や言

葉を指標に使用していることに、やや違和感を

葉遣いなど、具体的な１２の行動目標を設定

抱きました。譲り合いや助け合いなど、内面の

し、豊かな心の育成を図る一つの指標としてい

優しさから沸いてくる人間として重要な部分は

ます。本市においても、県の事業を受け、
「規

規律という言葉と合わないと思います。

律ある態度」の育成への取組を通して、今後も
豊かな心の育成を推進してまいります。
【学校支援課】

人間関係を築いていく実践の場が学校だと思

７

８

保護者向け広報誌「かけはし」の発行を通し、

います。引き続き進めていただきたいと思いま

今後も家庭と連携した「心の教育」を推進して

す。
「かけはし」の発行が年に２回ということで

まいります。
「かけはし」の認知度を高めるべ

認知度が少ないように感じます。ホームページ

く方策といたしましては、ホームページの活用

等を活用してより周知をすることが必要だと感

等を視野に入れ、より周知が図れるよう検討し

じました。

てまいります。

規律ある態度の児童生徒の割合の指標です

学習規律については、学力の基盤となる重要

が、近年特に、小学校低学年の学習規律の未熟

な要素として、低学年に限らず全学年において

さが気になるところです。様々な課題を抱えて

徹底が図れるよう、学校訪問等を通じて、働き

いる子どもたちの指導は、かなりの御苦労があ

かけてまいります。また、引き続き、県や市の

ろうかと考えますが、教師側の指導力も向上さ

主催する特別支援教育に係る研修会等への参

せていく必要があると考えます。

加を呼びかけ、教師の指導力の向上に努めてま
いります。

９

【学校支援課】

【学校支援課】

教育支援センターによる教育相談は、かなり

現在、教育相談・さわやか相談担当者連絡会

の成果を上げていると考えます。大方、相談に

議、鴻巣市学校教職員全員研修会、特別支援教

来られた児童生徒・保護者に寄り添った教育相

育研修会等に相談員が出席し、教育相談に係る

談ができていると考えます。今後さらに、相談

資質の向上を図っております。今後さらに、相

者に対する厳選された言葉づかいを念頭に置い

談者の気持ちに寄り添った相談に向けて、相談

た相談業務を進める必要があると考えます。そ

員の資質向上のための研修の充実に努めてま

のためには、現在実施されている相談員自身の

いります。

【教育支援センター】

研修の充実を図る必要があると考えます。

10

体力については、運動をやっている子とやっ

市の体力向上推進委員会委嘱による授業研

ていない子の差は歴然としているわけなので、

究会を年間３回開催し、各校の体育授業の充実

いかに学校にいる時に運動をさせるか、各学校

に生かすとともに、各校の児童生徒の体力等の

の更なる工夫が必要であると思います。また、

実態を踏まえた体育的活動の充実を図ってま

余暇のスポーツクラブ等への推奨を図るなど、

いります。地域との連携につきましては、今後、

学校と地域が共に手を携えて推進していく必要

調査・研究してまいります。 【学校支援課】

があると考えます。

-13-

№

11

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

さまざまな生徒に対するサポート体制を導入

教育支援センターの相談員、さわやか相談

されているにもかかわらず、不登校児童の割合

員、スクールカウンセラー、スクールソーシャ

は横ばいですので、もっと手厚い、または専門

ルワーカー、スクール・サポーター等の専門家

家も入れたサポート体制が必要かもしれませ

と連携し、不登校児童へのサポート体制を整え

ん。また、思春期に入った生徒達の心情的な部

ております。また、そのサポート体制は、児童

分のサポートは現場の先生方にとって非常に大

生徒への対応はもちろんのこと、教職員に対し

変なはずです。現場の先生方のご負担は非常に

ても相談体制が整えられております。今後、児

大きいと思いますので、生徒側だけでなく、教

童生徒へのサポート体制の充実及び教職員の

職員の実務的、精神的サポート体制の拡充もお

実務的、精神的サポート体制の拡充に向けて、

願いします。

更に改善されるように努めてまいります。
【学校支援課】

12

学習環境の整備については、予算次第のとこ

施設の老朽化に伴い、修繕等においては年々

ろがあると思いますが、今後も計画的に各学校

増加傾向にあります。修繕等については、学校

と情報交換をしながら整備していく必要がある

からの要望に対し、児童・生徒への危険性や緊

と考えます。

急性など優先順位を決め、順次対応していると
ころです。今後も雨漏り改修及びトイレ洋式化
など年次計画を明確にし、対応してまいりま
す。

13

14

【教育総務課】

耐震補強やトイレの洋式化で快適な学校施設

非常時には、１９小学校の体育館は「指定避

になってきていると感じています。今後は是非

難所」として、８中学校の体育館は「補助避難

ＩＣＴに力を入れていただきたいと思います。

所」として開設されます。危機管理課において、

北海道での大規模な停電の報道を見ると、避

各学校敷地内に防災倉庫を設置し、食料・日用

難所に指定されている学校には非常用の発電施

品・発電機・投光器などが備蓄されており、非

設が必要ではないかと感じております。

常時の対応に備えています。

【教育総務課】

小・中学校適正規模・適正配置の推進につい

学校によっては数年後に複式学級が見込ま

て、長年慣れ親しんできた学校区を変更すると

れる状況が出てきていることからも、適正規

いうのは、大変な労力を要すると思いますが、

模・適正配置については喫緊の課題であると認

十分な住民への説明や情報を共有することで理

識しております。従いまして、本市のより良い

解を求めていく必要があると考えます。今後も

教育環境の整備充実を図るため、鴻巣市通学区

少子化がさらに進むであろう未来に向かって喫

域審議会を開催し、今後の取り組みの方向性を

緊な課題であることは間違いないと思います。

協議してまいります。 【教育総務課・学務課】

もうそろそろ、統廃合を視野に入れた適正配置
をする時期に来ているのではないでしょうか。
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№

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

学校応援団が各学校に設置されて久しいが、

各学校では、地域の実情を踏まえ、学校応援

マンネリ化していないでしょうか。また、参加

団の効果的な活用を図りながら、特色ある教育

人数はどんな変化をしているのでしょうか。

活動を展開しているものと認識しております。

15

参加人数については、ここ数年大きな変化はご
ざいません。今後も各学校の実情に応じた活動
となるよう働きかけてまいります。
【学校支援課】
学校・家庭・地域の連携については、連携し

アンケートの対象につきましては、今後、よ

ていると思うと答えた割合が比較的高水準であ

り多くの保護者の意見を取り入れる観点を踏

り、十分と感じました。しかしこのアンケート

まえつつ、保護者への負担等も考慮しながら検

はＰＴＡ役員を対象にしているとのことでした

討してまいります。また、ＰＴＡ活動やボラン

ので、一般保護者に同様にアンケートをとって

ティアへの協力につきましては、ＰＴＡ連合会

みる必要もあるかと思います。

が主体となり、来年１月開催の「教育委員とＰ

ＰＴＡ活動やボランティアへの協力は、生活

ＴＡ会長の会」において、複数校から特色ある

スタイルの変化から、協力したくてもできない、 ＰＴＡ活動について発表していただく予定と
16

協力できないという家庭が多いと思います。そ

なっております。今後も機会を捉えて、学校間

こを無理矢理やらせるのではなくＰＴＡの仕事

の情報共有を図ってまいります。

をボランティアプール化するなど、もっと緩い

【学校支援課・生涯学習課】

形の学校支援を模索していく必要があるのでは
ないかと思いました。すでにこのような試みを
一部の小学校ではされているとのことですの
で、そこで得られた経験をぜひ共有していただ
きたいと思います。

17

少子化や女性の雇用拡大等でＰＴＡを支える

事業削減につきましては、ＰＴＡ連合会の翌

人材が少なくなってきているのが現状です。無

年度事業計画案作成時に、見直しも含めて協議

理のない範囲で行えるよう事業の削減を進めな

を行う必要があると考えております。また、地

ければならないと思っています。

域との連携では、主となって活動されていた

これを行うためには地域との連携が不可欠で

方々の高齢化により、新たな人材の確保に苦慮

す。子どもを通してより連携が図れるようにし

している状況です。地域との連携については、

ていきたいと考えています。

今後、調査・研究をしてまいります。
【生涯学習課・学校支援課】
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施

策

施策の対象
施策の目指す姿
成果指標

２ 市民文化・生涯学習の充実
市民
多様な文化にふれあう機会や生涯学習に取り組む市民が増えています。
単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

55.0

53.4

52.3

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

61.0

×

29年度の主な取り組み
・幅広い教養の取得と共に、仲間づくりや地域への理解を深めることを目的として、文学、自然
科学、社会保障等様々なテーマで市民大学講座「こうのとりアカデミー」を開催。（H29.8.22～
H30.2.13 開講式・閉講式含み19回）受講者166名
・教養の向上を図ることを目的に、「幻の「源氏物語絵巻」をめぐって」と題し、立正大学教授に
生涯学習に取り組んで よる市民教養講座を開催。（H29.6.30～H29.7.21 4回）受講者60名
・文化センター小ホールでの成果発表や指導者による体験コーナー、展示コーナー等を設
いる市民の割合
け、学習の機会を提供し、自分にあった生涯学習を見出してもらうため、生涯学習フェスティバ
【市民アンケート】
ルを開催。（29.11.25） 来場者1,306名
・各公民館・生涯学習センター（８館）において、青少年向け講座・成人向け講座・高齢者向け
講座を開催。
・図書館（３館）において、３館共通事業及び各図書館での単独事業にて、各種講座（子ども
向け・一般向け）を開催。

成果状況/達成度評価
生涯学習に取り組んでいる市民の割合は、初期値と比較し、2.7％減少しました。
（生涯学習課） 成果が向上しなかった要因としては、個人の価値観やライフスタイルが多様化する中で、余
暇における過ごし方も多種多様化し、パソコンやスマートフォンを利用し、手軽に誰もが情報
入手や学習等ができる環境となり、継続的に生涯学習に取り組む市民が減ったものと考えら
れます。
今後は、社会環境の変化に対応しつつ、市民ニーズをとらえた各種講座の充実等により、生
涯学習に取り組む市民の割合向上に努めます。

●教育委員会の自己評価
１．「生涯学習機会の充実」については、青少年健全育成活動の参加者数は増加しましたが、その他３点の成果指標
（生涯学習機会に関する満足度や公民館での講座参加者数、生涯学習施設の数や整備の満足度）が減少しました。こ
れは、個人の価値観やライフスタイルが多様化したこと、また、スマートフォンやパソコンの普及により、個人の学習が居
ながらにしてできる環境となったこと等、社会の変化が影響していると捉えておりますが、教育委員会として、学習機会
を提供することは重要であり、住民ニーズの把握に努め、講座参加者の終了後の仲間づくりやサークルなどが結成でき
るような環境づくりを目指すなど、工夫していく必要があると考えます。
２．「芸術文化の振興」については、指標が、趣味（茶道、絵画、音楽等）・芸術鑑賞・国際交流・伝統芸能を継続的に
行っている人の割合となっており、H27年度より減少しました。余暇時間における学習活動が多種多様化したことが考え
られます。文化センター、こうのすシネマとの連携や公民館や図書館の企画講座等を通じて、継続して芸術文化活動
ができるような機会の提供について調査研究していくことが必要であると考えます。
３．「伝統文化の保護・継承」については、指標が、市内の指定文化財を知っている市民の割合となっていますが、まだ
まだ周知不足であることが否めません。貴重な文化財を適切に保存・活用し、次世代に継承していくことが重要であると
認識しており、H30年度から職員出前講座にメニューを加えていただき、直接市民と対話をしながら文化財のPRに努め
てまいります。
４．「生涯学習施設の利用促進」については、公民館利用者、図書館来館者ともに、H27年度を下回りました。人口減少
や公民館の利用サークルの少人数化が影響していると考えますが、各施設において、地域住民のニーズを捉え、利用
促進につなげてまいります。
市民文化・生涯学習は、市民生活に潤いと活力を与え、「人輝くこうのす」の実現に欠くことができないものであり、成
果指標の向上を目指して、事業を推進してまいります。
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基 本 事 業

１ 生涯学習機会の充実
市民

基本事業の対象
基本事業の目指す姿
成果指標

学習の機会が充実して、多くの市民が参加しています。
単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

73.5

71.0

73.4

30年度

31年度

32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

79.8

×

29年度の主な取り組み
市民大学講座「こうのとりアカデミー」、市民教養講座、生涯学習フェスティバルを開催。市民大学講
座は全講座89名、公開講座のみ77名の合計166名、市民教養講座は60名、生涯学習フェスティバル
は、来場者1,306名。
サークルガイド（年１回：7月）・生涯学習ガイド（年2回：4・10月）を各2,000部を発行し、各公民館の
サークル、講座等の案内、活動状況を紹介。
成果状況/達成度評価
生涯学習機会に関する満足度が、28年度より伸びたものの初期値と比較すると0.1％減少しました。
（生涯学習課） 未達成要因として、市民の価値観や働き方の多様化により、市民ニーズに対応しきれなかったこと
が考えられます。
今後は、各種講座内容について、講座時のアンケートを参考にしながら、市民のニーズにあったも
のを企画して、成果の向上を図ります。

生涯学習機会に関する
満足度
【市民アンケート】

成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

30年度

31年度

32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

17,200
人 15,971 16,292 14,493
×
29年度の主な取り組み
生涯学習講座参加者数 8公民館・生涯学習センターで青少年、成人、高齢者等を対象に延べ300講座以上実施し、延べ
14,493人の参加。
成果状況/達成度評価
講座参加者数について、初期値と比較して1,478人減少しました。
（生涯学習課） 要因としては、同様の講座を複数館で開催したことが考えられます。
今後は講座の内容を充実し、多様化する住民のニーズに応えていくよう努めます。
成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

76.2

73.1

73.4

30年度

31年度

32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

82.0

×

生涯学習の場・施設が 29年度の主な取り組み
充足していると思う市民
各地域に「学びの拠点」として公民館・生涯学習センター８館が整備されており、各施設で各種講座
の割合
（青少年・成人・高齢者向け）を開催し、生涯学習事業を実施。
【市民アンケート】
成果状況/達成度評価
生涯学習の場・施設が充足していると思う市民の割合は、初期値を2.8％減少しました。
（生涯学習課） 要因として、複数の公民館の老朽化、また他の施設への案内周知が不十分なことが考えられます。
利用に支障がないよう施設を適正に運営するとともに他の施設の周知活動も併せて行うなど活動場
所の選択を増やしてもらえるよう努めます。
成果指標

青少年健全育成活動の
参加者数

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

人

2,228

2,525

2,789

30年度

31年度

32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

2,800

〇

29年度の主な取り組み
青少年健全育成のための各種イベントを開催。
・青少年健全育成市民のつどい
・子ども大学こうのす
・青少年非行防止パトロール
・子ども英語大学こうのす（H29年度新規事業）
・ジュニアリーダー研修会
・チャレンジスクール
・家族ふれあい魚つり大会
・彩の国２１世紀郷土かるた鴻巣大会

成果状況/達成度評価
青少年健全育成活動の参加者数が、初期値と比較し561人増加しました。
（生涯学習課）
達成理由としては、各事業の参加対象者に応じて周知を行ったことにより増加したことが考えられま
す。
今後も、各事業の充実及び効果的な周知方法を検討・実施して、成果が向上するよう努めます。
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基 本 事 業
基本事業の対象
基本事業の目指す姿
成果指標

芸術・文化に親しんでい
る市民の割合
【市民アンケート】

２ 芸術文化の振興
市民
市民が芸術文化にふれあう機会が増えています。
単位

現状値
（H27)

28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

％

60.3

57.9

57.2

65.0

×

29年度の主な取り組み
・各公民館・生涯学習センター（８館）において、「絵画教室」や「陶芸入門講座」、０歳か
らの「ピアノコンサート」などを開催。
・図書館（３館）において、「バリアフリー映画会」や「影絵劇団公演会」、「落語会」などを
開催。

成果状況/達成度評価
芸術・文化に親しんでいる市民割合は初期値に比べると3.1％減少しました。
（生涯学習課） 要因としては、余暇の過ごし方が多様化したためと考えられます。
今後は、公民館や図書館等において、市民ニーズに応じ、様々な世代が芸術文化に
触れ合う機会となる講座やイベントの企画立案に努めます。また、積極的に周知し、利用
率を上げるよう努めます。

基 本 事 業
基本事業の対象
基本事業の目指す姿
成果指標

３ 伝統文化の保護・継承
文化財・伝統芸能
文化財や伝統芸能を保護・継承し、活用しています。
単位

現状値
（H27)

28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

％

71.6

69.5

66.4

74.8

×

29年度の主な取り組み
市内の指定文化財を知っ ・県指定史跡一里塚の土地寄附に伴い、土留めや注意看板の設置など、史跡整備を実
施。
ている市民の割合
・広報や市ホームページに記事を掲載し、文化財を周知。
【市民アンケート】
・吹上生涯学習センターにて、古写真展や市収蔵品展を開催。
・郷土芸能保存団体（５団体）に補助金を支出し活動を支援。・文化財啓発のため、文化
財説明板（箕田７号墳）を設置。
成果状況/達成度評価
（生涯学習課） 市内の指定文化財を知っている市民の割合は初期値に比べると5.2％減少しました。
要因としては、文化財の周知不足が考えられます。今後は出前講座や市収蔵品展等
を開催し、市指定文化財が、より市民の目に触れる機会が増えるよう努めます。
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基 本 事 業
基本事業の対象
基本事業の目指す姿

成果指標

４ 生涯学習施設の利用促進
市民・生涯学習施設
生涯学習施設が整備され、多くの市民に利用されています。

単位

現状値
（H27)

28年度

人

344,564

347,173

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
326,092

H33
目標値

成果
状況

388,000

×

29年度の主な取り組み
・成人向け講座では食育に関する講座「米粉を使った健康パン作り」や「米粉を使ったヘル
シーケーキ」「四季の料理教室」を開催。
市内８公民館利用者数 ・青少年の講座では「わくわくホリデー（学校週五日制事業）を中心に「子ども絵画教室」や
「子どもクッキング教室」、「子ども将棋教室」等を開催。
・サークルや地域との協働による公民館まつりや七夕まつり、ふきあげ音楽祭等、公民館活
動を実施。
成果状況/達成度評価
公民館利用者数は初期値に比べると5.4%減少しました。
（公民館） 要因としては公民館講座の参加者数減少、また施設の利用団体の減少が要因と考えら
れます。
今後は、施設の周知を兼ねて多様なニーズに対応した各講座を公民館及び図書館にて
積極的に実施をしていき、利用者の増加を図っていきます。

成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

人

610,924

578,483

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
581,881

H33
目標値

成果
状況

790,000

×

29年度の主な取り組み
・H29.5月より、読書通帳の対象者を小学生のみから全利用者に拡大。
・学校図書館支援を市内小中学校16校に行い、環境整備、授業支援、読書を推進。
市内３図書館来館者数 ・おはなし会や紙芝居をボランティアと協働で定期的に実施。
・大人の教養講座、大人の趣味講座を開催。
以上の企画事業を行い、図書館へ来館する動機になる機会を提供できるよう取り組みまし
た。
成果状況/達成度評価
（生涯学習課） 図書館利用者数は、H28年度よりは伸びたものの、初期値より4.8%減少しました。
要因として、予約の本を借りる事が目的の利用者は増加していますが、予約無しに立ち
寄る人が少なくなっていることが考えられます。
今後は図書館の企画を工夫するとともに居心地の良い空間になるように努めます。

成果指標

単位

現状値
（H27)

28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

件

0
0
0
0
〇
29年度の主な取り組み
生涯学習施設の不具合 生涯学習施設の修繕等は、利用者の安全性・利便性を第一に優先順位を考慮しながら対
による利用支障件数
応。
不具合による利用者への支障がないよう、施設の維持管理に努めます。
成果状況/達成度評価
H29年度の生涯学習施設の不具合により、利用者の活動不可となった件数は０件を維
（生涯学習課）
持しています。
要因として、施設の適正な管理・調整をしたため、と考えます。
これからも施設の適正な管理を継続するとともに利用者に施設を大切に使っていただくよ
う声がけをし、利用しやすい施設運営をしていきます。
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■学識経験者の意見と意見に対する回答
№

施策２

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

青少年健全育成活動の参加者は増えている

講座等の周知方法として、広報かがやき・市

ようですが、大方学校頼みのところがあるよ

ホームページ・ポスター・チラシ設置を行って

うです。市民向けの講座や事業に関しては、す

おりますが、成果向上に至らない状況の中、他

べての成果状況が達成されていません。成果

市等を参考に効果的な PR 方法を研究し、情報

状況にも書かれていますが、市民への周知が

発信に努めてまいります。

十分ではなかったのではないでしょうか。周

また、インターネットを利用した講座は、パソ

１ 知方法をさらに模索し、具現化していかない コンやスマートフォンで時間や場所を問わずに
と改善は図れないと思います。また、魅力的な 利用でき、広島市や名古屋市等大都市で導入さ
講座やインターネットを利用した講座等の開

れておりました。開設に当たりシステムの導入

設も考えていかなければならないでしょう。

費用や講師の著作権等課題があり、調査・研究

これからは、市民から要望がないからなど

が必要と考えております。

【生涯学習課】

の受け身ではなく、積極的に発信していかな
ければならないと考えます。

２

民間でも多くの講座やイベントを行ってい

広報かがやき・市ホームページ・ポスター・

ます。この講座やイベントでは広報活動を徹

チラシの設置や就学児向けには学校経由での広

底して行っているようです。独自の広報ツー

報活動を行っておりますが、その他、独自の広

ルが有ると良いなと感じます。

報ツールとしまして、本庁舎のインフォメーシ

青少年健全育成関係は概ね良好のようです

ョンディスプレイや鴻巣駅自由通路に設置され

ので、子どもを絡めた講座やイベントを行う

ているデジタルサイネージ、また、テレビ埼玉

と集客が上がるように思えます。

によるデータ放送サービス等があり、今後は積
極的に活用するよう努めてまいります。
【生涯学習課】

芸術文化の振興、伝統文化の保護・継承と

３

市では、文化団体連合会との共催で市民文化

も、教育委員会だけの取り組みではなく観光

祭を開催し、芸術文化の振興を図っておりま

ＰＲと絡めて観光戦略課や観光協会と連携し

す。伝統文化については、市収蔵品展や古写真

て行く必要が有ると考えます。

展を開催して市民の皆さんにご紹介しておりま
す。また、観光との連携は有効な手段であると
考えております。観光協会発行の「観光こうの
す」に伝統芸能情報を掲載していただいてお
り、今後も機会を捉えて連携を図ってまいりま
す。
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【生涯学習課】

№

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

伝統文化の保護・継承については、市民が誇

文化財の重要性を認識し、教育委員会では、

れるまち、鴻巣市を築くうえでもかなり重要

文化財の調査、伝統芸能団体への補助金交付や

な分野であると考えます。さらにクリエイテ

関係者との会議等を実施しております。文化財

４ ィブな事業計画を期待します。

を保護し、次世代に継承していけるよう、市教
育委員会だけではなく観光との連携も視野に入
れ、文化財行政の推進に努めてまいります。
【生涯学習課】

生涯学習施設の利用促進については、利用

公民館の利用実績については、利用者数と併

者数だけで成果状況を判断するのではなく、

せて利用団体数も調査しております。成果指標

利用団体数での調査も必要なのではないでし

に利用者数を採用しているのは、第５次鴻巣市

ょうか。

総合振興計画での成果指標を公民館利用者数に
設定したことから、第６次につきましても、同

５

様といたしました。人口減少とともに利用者が
頭打ちになってきている状況であり、次期総合
振興計画では、利用団体数を指標候補の一つと
することも検討してまいります。
【生涯学習課】

６

図書館の利用者数は減少していますが、貸

図書館での新作本の受入については、話題の

出数は増えているとの報告でしたが、人口減

ものを中心に定期的に購入しておりますが、イ

もありますので利用者減はやむを得ないと思

ンターネットで予約が出来ることから、新作本

いました。新作本については手薄な気がしま

や話題の本は予約者が殺到し、中には１年以上

す。本関連の雑誌で取り上げられた本、その他

待つような人気本もあります。本が予約者から

話題になった本については、市民のリクエス

予約者へと貸出されるため、すぐに書架に並ぶ

トがなくても入れていただきたいと思いま

ことはなく、そのため新作本が手薄な印象を持

す。そうすれば、どんな本が話題なのかを知る

たれてしまうのだと考えます。
今後は新作本や話題の本の購入情報を PR す

ために図書館に来る方も増えるのではないか
と思います。

るよう努めてまいります。
また、図書館のホームページでは、個人の興味
があるテーマを登録していただくと、そのテー
マの新着本が入った時にメールでお知らせする
「新着案内配信サービス」があります。これら新
作本の情報等について、周知に努めてまいりま
す。
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【生涯学習課】

№

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

生涯学習の機会や満足度、公民館等施設の

公民館の施設予約については、施設内に様々

使用者数低下が見られます。これには、高齢化 な用途の部屋があり、利用目的が多岐にわたる
と、若い世代に対する施策の不十分さが原因

ことや、オンライン予約に馴染めない方がいる

の一つと思います。公民館等を使用する団体

ことから、現在は施設窓口と電話での予約（平成

登録などの手続きを簡略化し、また施設予約

３０年１０月より開始）の受付をしています。オ

についてもオンライン予約システム（体育施

ンライン予約を始めるには、パソコン操作に不

設予約では導入済みのものです）を追加する

慣れな方とそうでない方が不公平にならないよ

などして、若い世代が使用しやすくすること

うな仕組みを作ることが必要であり、電話予約

が必要と思います。現在のように利用施設に

での課題を踏まえ、システム導入費用等も考慮

出向いて予約する方法では、現役世代は土日

し、予約方法を検討してまいります。

などの利便性の良い時間を予約することが出

また、公民館等を中心に、開催するイベントや

来ません（勤務があるため朝一番で並ぶこと

講座について内容や開催時期を再検討し、若い

が出来ない）
。また、生涯学習関連のイベント 世代にＰＲ出来るような講座を企画できるよう
や講座も、その多くが若い世代が勤務中の時

努めてまいります。そのためには、普段公民館へ

７ 間に、行きにくい場所で開催されているよう 足を運ばない方々へのアンケート方法等につい
です。一方で高齢化は進み、これでは生涯学習

て、研究してまいります。

【生涯学習課】

に興味を持つ人達が減るのは当然です。若い
世代、特に現在生涯教育に参画していない世
代を中心に、もっと目を向けていただけたら
と思います。
一方で、ネット経由でいつでも欲しいメデ
ィアにアクセスできるという社会環境の変化
も原因として大きいと思います。開催するイ
ベントとしては、ネット経由では出来ない物
事、たとえば実際に身体を動かし、体験する必
要があるものが求められると思います。また、
どのようなイベントや講座に参加してみたい
か、講座に参加したことがない方々からアン
ケートを採ることが重要と思いました。
近隣の市町に比べ、図書館の蔵書数が少な

鴻巣市の人口一人当たりの蔵書冊数は 3.47 冊

いという市民の声を聴きますがいかがでしょ

（平成２９年度）となっており、県平均の 3.16

うか。鴻巣市は、蔵書がいくつかの図書館に分

冊を上回っておりますが、蔵書が複数館に分散

散しているからなのでしょうか。総数はかな

し、閲覧スペース等との兼ね合いから書庫へ入

８ りあるのだと思いますが、中途半端になって るものもございます。
はいないでしょうか。

図書館だけではなく、公民館図書室や市民セ
ンター図書室に設置された検索機により、書庫
や他館の書籍貸出ができますので、周知に努め
てまいります。
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【生涯学習課】

施

策

施策の対象
施策の目指す姿
成果指標

３ 人権尊重の推進
市民
市民がお互いの人権を尊重しあい、共に生きる社会が形成されています。
単位

現状値
（H27)

28年度

29年度

％

61.2

61.5

60.7

30年度

31年度

32年度

33年度

H33
目標値

成果
状況

65.0

×

29年度の主な取り組み
・集会所の利用者や、商工会、社会福祉協議会などの職員を対象とした人権教育指導者養
成講座や老人クラブ連合会人権啓発研修会、吹上ふれあいセンター利用者リーダー研修会
などの人権啓発研修会を開催し、人権教育を推進。
・３か所の集会所での各種講座やふれあいの旅を実施し、人権問題に対する理解、認識の向
人権が尊重されている
上と人権感覚の高揚を促進。
社会であると思う市民
の割合
【市民アンケート】

成果状況/達成度評価
人権が尊重されている社会であると思う市民の割合が、初期値と比較し0.5ポイン減少しまし
（生涯学習課） た。これまで人権教育・啓発に取り組み、人権意識の高揚に努めてきましたが、インターネット
を利用した新たな人権問題が生じる等の要因が影響したものと考えられます。今後は、研修
会や市広報紙等を活用し、一層の人権教育及び啓発活動を推進します。

●教育委員会の自己評価
1.お互いの人権を尊重しあい、共に生きる社会が形成されることが、人権尊重の推進の目指すべき姿であり、自分の権
利と同様に他人の人権を尊重する人権感覚を養うことが求められています。人権教育・啓発は、家庭、学校、地域社
会、職域など、様々な機会を通して実施することで効果を上げるものであり、H29年度、各種施策を実施してまいりまし
た。「社会人権教育の推進」においては、成果指標：侵害されたと思う市民の割合は減少し、H33目標値に達成しました
が、本施策の成果指標：人権が尊重されている社会であると思う市民の割合が、H27年度より0.5ポイント減少しました。
今後につきましても、市長部局（やさしさ支援課）とも連携を図りながら、生涯を通じた人権教育、人権感覚を培う人権
教育に努め、市民一人ひとりがお互いが尊重し合い、共に生きる社会が形成されるよう、施策を推進してまいります。
2.「学校人権教育の推進」において、人権教育の目標は「自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動がとれ
るようになること」であり、そうした実践行動は、児童生徒に「自分の人権を守り、他者を守ろうとする意識・意欲・態度」が
十分育成されたときに実現できるものであると認識しております。今後もいじめの防止や人権感覚を育成する人権教育
の充実を図るとともに、お互いを認め合える豊かな人間性をもった児童生徒の育成に努めてまいります。
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基 本 事 業
基本事業の対象
基本事業の目指す姿

成果指標

１ 社会人権教育の推進
市民
一人一人の人権尊重意識の高揚が図られ、人権侵害を受ける方が減少
しています。
単位

現状値
（H27)

28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

％

12.8

13.6

12.0

12.0

〇

29年度の主な取り組み
・集会所の利用者や、商工会、社会福祉協議会などの職員を対象とした人権教育指導者
人権を侵害されたと思う 養成講座や老人クラブ連合会人権啓発研修会、吹上ふれあいセンター利用者リーダー研
市民の割合
修会、人権・同和問題研修会などの人権啓発研修会を開催し、人権教育を推進。
【市民アンケート】
・各種講座やふれあいの旅を実施し、交流を通して人権問題に対する理解、認識の向上と
人権感覚の高揚を促進。
成果状況/達成度評価
人権を侵害されたと思う市民の割合が、前年度より1.6ポイント、初期値よりも0.8ポイント減
（生涯学習課） り、H33目標値に達することができました。人権教育・啓発に取り組み人権意識の高揚に努
めてきましたが、男女差別・DV・LGBTなど様々な人権侵害について、市民への周知が浸
透してきたものと考えられます。今後とも、研修会や市広報紙等を活用し、積極的に人権
教育及び啓発活動に取り組みます。

基 本 事 業
基本事業の対象
基本事業の意図
成果指標

２ 学校人権教育の推進
児童生徒・教職員
お互いに相手の立場を認め合える豊かな人間性を持った児童生徒が
育っています。
単位

現状値
（H27)

28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

H33
目標値

成果
状況

％

91.4

86.9

87.9

93.0

×

29年度の主な取り組み
・全小・中学校の児童生徒を対象に「ありがとう」「心に残る言葉」をテーマとした人権作文
相手の気持ちを考え、や の作成
さしい言葉遣いができる ・人権文集「人輝く言葉」の作成及び市内全小・中学校の児童生徒への配布
・管理職（校長）､人権教育主任等を対象とした人権教育研修会の開催（各１回）
児童生徒の割合
・人権教育の指導に当たっての留意事項について全教職員に対する指導
【市民アンケート】
・南部地区人権教育実践報告会、北足立地区人権教育研究集会等各研修会への教職員
の参加
・人権教育授業研究会の実施と教職員に対する指導
・各学校における人権教育研修会の推進
成果状況/達成度評価

（学校支援課） 相手の気持ちを考え、やさしい言葉遣いができる児童生徒の割合は、初期値より減少し

ていますが、平成28年度より1％上昇しています。上昇の理由としては、学校の教育活動全
体を通じて、いじめの防止や人権感覚を身につけさせる人権教育の充実などが挙げられ
ます。今後も引き続き児童生徒の豊かな人間性を育めるよう教育活動の充実を図ってまい
ります。
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■学識経験者の意見と意見に対する回答
№

施策３

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

世の中では、インターネットやメディアを中心に、

人権施策の推進については、やさしさ

社会的弱者を攻撃する風潮が高まっており、非常に残

支援課を中心として全庁的に取り組んで

念です。しかし鴻巣では人権を侵害されたと思う市民

おり、毎年、「人権を守る市民のつどい」

の割合は増加しておらず、これは評価できると思いま

を開催し、多くの方に人権を考えていた

す。一方で、ネットやメディアの影響を受けやすい児

だく機会を設けております。また、人権問

童生徒においては、相手の気持ちを考え、やさしい言

題に関する正しい知識と感性及び実践力

葉遣いができる割合が減少傾向です。人権問題は無関

を身につけ指導者として育成することを

心、無知が大きな原因となりますので、講演会を中心

目的に、人権教育指導者養成講座を実施

１ とした活動を広くやっていただきたいと思います。法 しており、参加型・体験型の啓発方法を取
的、制度的な話よりも当事者やその周辺の方々からの

り入れて研修内容の充実を図っておりま

実際のお話を中心に据えた講習会が必要と思います。 す。各学校においても毎年、校内人権教育
また、代表者に講習してもらう間接的な方法でなく、 研修会を実施し、教職員とＰＴＡを対象
現場にいる人達に直接学んでいただく方法でないと

に人権に対する意識の啓発に取り組んで

感覚的なところが伝わりませんので、学校で、または

おり、今後につきましても、機会を捉えて

子どもたちに影響が強い子育て世代が参加できる利

人権教育を推進してまいります。

便の良い環境（場所、時間）で講習会をやっていただ

【生涯学習課・学校支援課】

けたらと思います。
社会人権教育の推進については、今後も着々と意識

人権教育推進事業の活動紹介として、

の高揚を図っていく必要があると思います。良い事例

北足立北部地区人権教育推進協議会で発

を市の広報誌やホームページで紹介するなどの活動

行の人権教育広報「北足立北部人権教育」

はされているのでしょうか。

に、鴻巣市内の学校や集会所における取
り組みを掲載し、市内幼稚園、保育所、小・
中学校、高等学校ほか、人権教育に携わる

２

方々に配布しております。その他、小中学
校児童生徒による人権文集「人輝く言葉」
や人権啓発リーフレット「ありがとう」を
作成し、周知を図ってまいりました。ホー
ムページ等も活用について検討してまい
ります。
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【生涯学習課】

№

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

鴻巣市は人権に対して力を入れて広報されている

性的少数者に対する社会的関心が高ま

なと感じます。最近になって広く認知されるようにな

り、渋谷区や札幌市などいくつかの地方

ったＬＧＢＴなどに力を入れていかなければならな

自治体では性的少数者の希望を踏まえ

いと感じています。今後、パートナーシップ条例につ

て、婚姻に相当する関係を認める「パート

いても考えていかなければならないと思います。

ナーシップ制度」を新たに設けています。
本市では研修会での情報提供や集会所
講座内で DVD の視聴を行うとともに、当

３

事者から話を伺う講演会や研修会も開催
しております。
本市におけるパートナーシップ条例制
定につきましては、人権施策の担当課（や
さしさ支援課）との協議を要するもので
すが、共生社会の実現に向け、今後も連携
を図ってまいります。

４

【生涯学習課】

学校人権教育の推進については、学力向上に力をい

本市では各学校において校内人権教育

れると自ずと道徳等の時間が切り詰められてしまっ

研修会を実施し、教職員やＰＴＡを対象

ていると思います。心の教育と連動して家庭から人権

に人権教育に対する意識の啓発に取り組

に対する啓蒙を図らなければならないと思います。

んでおります。小学校で本年度より実施
となった「特別の教科 道徳」の指導の充
実とともに、今後も家庭と連携した人権
教育を推進してまいります。
【学校支援課】

学校人権教育の推進については、今後も学校生活全

本市「指導方針」に基づき、今後も人間

般において、人間性豊かな児童生徒の育成に取り組ん

性豊かな児童生徒の育成に努めるよう各

でほしいと思います。ＬＧＢＴに苦しんでいる児童生

学校に働きかけてまいります。また、ＬＧ

徒が、もし身近にいたらどう対応して行くのか、研修

ＢＴの可能性のある児童生徒への具体的

をしておく必要があると考えます。

な対応については、平成２７年度に文部
科学省「性同一性障害に係る児童生徒に

５

対するきめ細やかな対応等の実施につい
て」の通知文を通じて各学校に周知して
おりますが、今後も様々な研修の機会を
捉えて、具体的な対応についての研修を
深められるよう努めてまいります。
【学校支援課】
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■全体を通じての総括的な学識経験者の意見と意見に対する回答
№

学識経験者の意見

意見に対する回答【回答課】

今年度も昨年度同様に事業を引き続き行ってこ

成果状況が思わしくない事業については、現

られていると思います。成果状況が良好な課題に

状の取り組みを精査し、他部署との連携を含め

対しては例年通りで良いと思いますが、成果の上

た事業内容の充実や見直し、また新たな取り組

がらない課題に対しては新たな取組が必要だと感

みなどについて検討してまいります。

じました。また、教育委員会だけではなく他の部

市のホームページの教育委員会のページに

署と連携していかなければならないと感じまし

ついては、誰もが簡単に必要とする情報を閲

１ た。

覧、取得できるよう工夫、改善してまいります。

また、鴻巣市ホームページの教育委員会のペー

各種講座やイベントの周知については、広報

ジは文字ばかりで分かりづらいし、階層が深いの

かがやきや市のホームページ等、既存の広報活

で目的の場所までたどり着くのに時間が掛かりま

動だけでなく、様々なツールを活用し情報発信

す。こうのすＬＩＦＥや子育てアプリを今回のＰ

していくよう努めてまいります。

Ｒ不足となった施策で活用して認知度アップを狙
ってほしいと感じます。
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【教育委員会】

Ⅴ

結びに

「教育委員会の事務に関する点検・評価」は、冒頭で述べたように「地方教育行政
の組織及び運営に関する法律」の改正により、平成２０年度より実施しています。今回
は、成果指標の基となっている第６次鴻巣市総合振興計画 前期基本計画（平成２９
年度から平成３３年度）の初年度となり、目標値の達成に向けて取り組みを始めたとこ
ろです。
成果状況については、約半数の指標が、設定した目標に向けて順調に推移し始め
ている一方で、残りの約半数の指標は、進捗状況が思わしくない状況となっており、そ
れらの指標の施策については、具体的な取り組み状況や指標の達成状況をしっかりと
把握するとともに、施策の成果と課題を明らかにしながら、効果的な工夫・改善に取り
組んでまいります。
教育への取り組みは、事業の実施や予算の投入が直ちに結果となって表れるもの
ばかりではありません。また、その成果を具体的に数値化することが難しい上に、時間
がかかる取り組みも数多くあります。しかし、教育委員会といたしましては、今後とも実
証的に成果を検証する観点から、この点検・評価の結果及び学識経験者からいただ
いたご意見・ご提言を生かし、課題の解決に向けた効果的な教育行政の推進に努め
てまいります。
なお、本報告書につきましては、市議会に提出するとともに、市のホームページにて
公表いたします。
最後に、今回の教育委員会の事務の点検・評価に当たっては、その客観性を確保
するため、次の学識経験者の方々に、ご意見・ご提言をいただきました。心からお礼申
し上げます。
平成３１年１月２３日
な

ら

たか

お

わた

なべ

みね

お

お

がわ

かず

よし

奈 良 高 男

渡 邉 峰 雄

小 川 和 義

元鴻巣市小・中学校長会会長

鴻巣市文化団体連合会副会長

鴻巣市ＰＴＡ連合会会長
（敬称略）
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Ⅵ

用語解説
用 語

説

明

市費臨時職員として教育活動の補助・支援を行う職員のこと
いきいき先生

で、平成２９年度は市内小・中学校すべてに５８名配置してい
ます。
市費臨時職員として市内小学校の算数の授業に重点をおいた

学力向上支援員

支援を行う職員のことで、平成２９年度は市内小学校に９名
配置しています。

学校応援団

保護者や地域住民による学校の教育活動を支援する組織のこ
とで、市内小・中学校すべてに設置されています。
平成２８年７月、鴻巣市未来議会において、子どもたちが日常

鴻巣市「のすっ子宣言」

生活の中で自ら実践する行動指針として提案・採択された宣
言のことです。
「自分から笑顔であいさつします」など、６つ
の宣言があります。

埼玉県小・中学校
学力・学習状況調査

小中一貫教育

新体力テスト

小４～小６の国語・算数、中１～中３の国語・数学、中２と中
３の英語を対象に行われる県内一斉の調査です。毎年４月に
実施しています。
小・中学校の円滑な接続を重視し、９年間を見通した教育課程
を編成して行う系統的な教育のことです。
５０ｍ走やボール投げなどの測定を毎年全学年で実施し、体
力・運動能力を調査しています。
教職を目指している大学生を募集し、学校で児童・生徒の学習

大学生学習ボランティア

や学校行事、部活動などへの支援を行うことで、実際の教育現
場を知ってもらう機会としています。平成２９年度は市内小・
中学校１２校に１５名配置しています。
市費臨時職員として特別支援学級の教育活動の補助・支援を

特別支援教育指導員

行う職員のことで、平成２９年度は特別支援学級が設置され
ている市内小・中学校２１校に４４名配置しています。
市費臨時職員として市内小・中学校に在籍している外国籍の

日本語指導員

児童・生徒への支援を行う職員のことで、平成２９年度は市内
小・中学校４校に２名配置しています。
市教育委員会が、学習プリント等を学年や教科にわけて、パソ

プリントデータベース

コン上に整理し、各学校で自由に閲覧・活用できるようにして
います。
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