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２０の作戦 R2進捗状況（報告） 
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【進捗状況】 
重点施策 (仮称)子ども総合支援センターでの交流・相談活動の推進 

担当課 子育て支援課 

H28 達成状況 

□（仮称）子ども総合支援センター整備工事を実施するとともに、備品、

消耗品等の購入等、平成２９年４月の開所に向けた準備を行った。 

・施設の開所に先立ち、みよし市子育て総合支援センター設置条例、管

理規則を制定した。（１２月） 

H29 達成状況 

□子育て総合支援センターの開所 

・総合相談窓口のほか広場等でも、保育コンシェルジュが来館者に声をかけて、

不安や悩みがある場合に相談に応じた。 

・親子で参加する工作、わらべうた、手遊び等の行事を開催するとともに、毎

日２回絵本の読み聞かせを行った。 

・ファミリー・サポート・センターの入会説明会や講習会を交流室で開催した。 

H30 達成状況 

□みよし市子育て情報ナビ「みよぴよ！」を活用し、市の子育て支援サ

ービスの他、行事やイベント等の情報発信を行った。 

□ファミリー・サポート・センター交流会を子育て総合支援センター及

び地区子育て支援センターで開催し制度のＰＲと会員の交流を実施。 

□児童育成計画に係るニーズ調査を実施。 

R1 達成状況 

□児童育成計画（２０２０～２０２４）の策定 

□ファミリー・サポート・センターによる病児・病後児預かりスタッフ養成講座を

開催 

□みよし市子育て情報ナビ「みよぴよ！」掲載情報や機能の充実 

R2 

行動予定 

□ファミリー・サポート・センターによる病児・病後児預かりスタッフ養成講座

及びフォローアップ研修の開催 

□みよし市子育て情報ナビ「みよぴよ！」掲載情報の充実 

達成状況 

□新型コロナウイルス感染症拡大防止のためファミリー・サポート・センター

による病児・病後児預かりスタッフ養成講座及びフォローアップ研修中止 

□みよし市子育て情報ナビ「みよぴよ！」掲載情報の充実 

【成果指標】子育てに関する相談相手がいる人の割合 
 （子育てに係る意向調査） 

基準年(H25) H30 アンケート 目標(R2) 

92.8% 91.3％ 95% 

※相談窓口の周知を

行うとともに、相談

に対応する職員の

技術力向上に努め

ます。 

【進行計画】では H31「ニーズに対応した事業の企画」となっている。子

育て総合支援センターで実施している様々な企画がニーズに合って

いるのかを検証するとともに、企画参加者への聞き取りや、情報コー

ナー・子育てふれあい広場の利用者数など、実績をもとに多角的に

検証することで、総合的に成果指標の数値を判断したい。 
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 現在、本市には、小学生を対象に公立の放課後児童

クラブが設置されています。 

 平成２５年度に行ったアンケートでは、開所時間の

延長や、小学校６年生までの対象拡大に対する要望が

強いことが分かりました。 

本市では、市民の要望に応えるため、夏休み期間に

６年生までを対象とする試行運用の実施を経て、令和

元年度からは、通年で全ての小学生を対象に放課後児

童クラブを運営し、働きながら子育てをする市民を応

援しています。 
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【進捗状況】 
重点施策 放課後児童クラブによる子育て支援の拡充 

担当課 子育て支援課 

H28 達成状況 

□開所時間を、朝・晩それぞれ 30分ずつ延長し、午前 7時 30分から午

後 6時 30分までとした。 

□北部児童クラブ専用施設を建設し、9 月末に工事が完了、平成 28 年

10月 10日（月）に北部小校舎から移転し開所した。 

H29 達成状況 

□天王児童クラブ建設工事が完了 

□中部児童クラブ建設工事設計業務委託が完了 

□天王、三好丘、緑丘の第２教室の開所準備を実施（平成３０年４月開所） 

H30 達成状況 

□北部に加え、天王、三好丘、緑丘児童クラブの対象学年を 6年生まで

に引き上げた。 

□北部、天王、三好丘、緑丘児童クラブの運営業務を委託 

□中部児童クラブの建設工事が完了 

□南部、三吉、黒笹児童クラブの第２教室の開設準備を実施 

□放課後児童支援員研修を受講させ、資格認定者の増員を図った。 

R1 達成状況 

□全クラブ 2教室化を実施し、対象学年を 6年生までに引き上げ、利用希望

者数に対する定員の充当割合を把握した。 

□全クラブの運営を民間に委託した。 

□三吉児童クラブの建設及び開所した。 

R2 

行動予定 
□夏休み期間中に、利用人数の少ない他クラブへの移送業務委託を実施

し、待機児童を解消する。 

達成状況 □夏休み期間中に、利用人数の少ない他クラブへの移送業務を実施した。 

【成果指標】放課後児童クラブの利用児童数 
（子育て支援課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 R1 R2 目標(R2) 

376 人 384 人 399 人 455 人 544 人 602 人 478 人 

※定員を H29 度 360 人⇒H30 度 480 人
（120 人増）⇒令和元年度 640 人（160
人増）と計画的に増やしてきたことで、
利用数増につながっている。 

 

達成 
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【進捗状況】 
重点施策 家庭の教育力向上のための啓発活動の推進 

担当課 教育行政課 

H28 達成状況 
□本市の家庭教育の現状と課題の整理を行い、家庭教育だよりに掲載す

る内容の検討を進めた。 

H29 達成状況 

□本市の家庭教育の状況を把握し、家庭教育力の向上に必要とされてい

る事項をリストアップした。 

□年度ごとに取組みの柱を設定し、毎号に特集記事を作成することを決

定した。平成 30年度は、年 6回（2ヶ月に 1 回）「広報みよし」に 

掲載する。 

H30 達成状況 

□広報みよしの中に「はぐくみ」ページを確保し、保護者に向けて、日々

の子育ての中で家庭教育の向上につながるヒントやポイントを掲載

し、年６回（5/1号、7/1号、9/1号、11/1号、1/1号、3/1号）発行した。 

R1 達成状況 

□広報みよしの中に「はぐくみ」ページを確保し、保護者に向けて、日々の子

育ての中で家庭教育の向上につながるヒントやポイントを掲載し、年６回（5/1

号、7/1号、9/1号、11/1号、1/1号、3/1号）発行した。 

R2 

行動予定 

□教育カレンダー発行の検討 

・教育カレンダーの発行に向けて、子どもが参加できる地域の行事予定を盛

り込み、子ども目線で活用できるカレンダーの作成準備を行う。 

・各学校の担当者及び行政区と連携を取り、学校・地域行事の情報提供をカ

レンダーに盛り込む。また、学校や地域のみならず、庁舎内関係課とも連

携をとり、児童生徒が活発にみよし市内の行事に参加できるよう、魅力的な

カレンダーを制作する。 

達成状況 

□広報みよしの中に「はぐくみ」ページを確保し、保護者に向けて、日々の子

育ての中で家庭教育の向上につながるヒントやポイントを掲載し、年６回（5

月号、7月号、9月号、11月号、1月号、3月号）発行した。 

□教育カレンダー発行の検討 

・教育カレンダーの発行に向けて、学校・地域行事の情報提供方法につい

て、更なる検討を重ね、学校や地域のそれぞれ特色を生かすべく、各学校

区での地域学校協働活動等で、児童生徒が活発にみよし市内の行事に参

加できるよう、魅力的なカレンダーの制作を依頼するための準備を行った。 

【成果指標】広報と共に配布する家庭教育だよりを読んでいる保護者の割合 
 （みよしの教育に関するアンケート【保護者】） 

基準年(H26) H29 アンケート R1 アンケ―ト 目標(R2) 

― ― ４１.３％ ７０％ 

 ※３年目の発行を終えて、様々な反響があった。今後は

ホームページでのバックナンバーの掲載や、チラシの

作成など、記事についての広報を行い、多くの市民に

読んでもらえるよう努めたい。 



7 

 
 

 子どもを取り巻く環境は複雑化しており、虐待や

ネグレクト(育児放棄)などの深刻な問題を抱える

家庭も増加傾向にあります。また、不登校傾向の子

どもも増加しています。その一因として、子どもの

発達の問題があることも少なくありません。 

 このような家庭に対して、各学校はチームを組ん

で対応していますが、問題の根は深く、解決までに

多くの時間を要します。専門的な立場から、家庭を

支援したり、学校と家庭とを結び付けたりしながら

解決を図っていく人材が求められています。 
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【進捗状況】 
重点施策 困難さを抱える家庭に対する個別支援の充実 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□ハートケア教育主任サポーターを計２名とし、事業の充実を図った。 

・不登校傾向にある児童生徒や家庭の相談にのったり、家庭訪問をした

りすることで家庭教育を支援することができた。（随時） 

・適応指導教室の児童生徒のために学習支援をした。（毎日） 

・実態把握と児童生徒支援のために学校を訪問した。（週１回程度） 

H29 達成状況 

□適応指導教室の支援体制や教育センター「学びの森」及び学校での心

理相談員による相談活動の充実を図った。 

・市心理相談員及び専門相談員は、のべ 663 件の相談活動を実施した。 

・関係機関と連携して児童生徒を支援することができた。（随時） 

H30 達成状況 

□教育センターへの相談事案や不登校生徒の対応について、情報交換会

等を実施、学校、家庭、教育センターが連携して対応できた。 

□児童生徒及び保護者へ相談活動についての周知を図るため、年度初め

や長期休業前に市内児童生徒及びその家庭へチラシを配布した。 

R1 達成状況 

□市専門相談員を３名配置できたことで、相談時間数が増えた。 

□随時、学校と専門相談員等、ケースによって各関係者が連絡を取り合い、

ケース会議を開催し、連携して対応することができた。 

□みよし市の相談機関について、周知のためのチラシを年４回配布できた。 

R2 

行動予定 

□市専門相談員の相談時間数を週に１時間ずつ増やす。 

□発達検査が学校で適宜実施できるよう、小学校のスクールカウンセラーの

配置を月２回６時間から週に１回６時間に増やす。 

□各小中学校のスクールカウンセラーへの相談件数や内容、相談者の内訳

等を把握し、市専門相談員の相談内容等ともあわせて、みよし市の相談

活動全体の実態や課題を把握する。 

□相談機関の周知を図るチラシを、入学説明会や懇談会等の機会に保護

者へ直接配付し周知を図る。 

達成状況 

□各小学校へ、週に１回６時間のスクールカウンセラーを配置し、発達検査

や相談活動を実施することができた。  

□各小中学校のスクールカウンセラー、市専門相談員の相談件数や内容、

相談者の内訳等を把握するとともに、みよし市の相談活動全体の成果と

課題を把握した。 

□相談機関の周知を図るチラシを、懇談会で保護者へ直接配付し、そのチ

ラシを見た保護者から連絡があり相談へつなぐことができた。 

【成果指標】教育相談体制の充実(市専門相談員の相談件数) 
                        （学校教育課調べ） 

基準年(H26) H28  H29 H30 R1 R2 目標(R2) 

･発達相談   189 件 

･不登校相談  14 件 

･生活全般相談 14 件 

･発達相談   174 件 
･発達検査    20 件 
･不登校相談  19 件 
･生活全般相談  9 件 

発達･生活相談 339 件 126 件 270 件 539件 速やかに相談がで
き、不安を軽減で
きるような相談体
制の整備拡充 

発達検査 14 件 43 件 10 件 15件 

不登校相談 279 件 165 件 116 件 156件 

 ※相談件数等は、市専門相談員（臨床心理士）の実
績のみ示してあるが、実際には各校に配置している
スクールカウンセラーも多くの相談・検査を実施し
ている。全体像を明らかにして実態を把握したい。 

Ｒ２ スクールカウンセラー相談件数【参考】 
発達・生活相談：1,052件 
発 達 検 査：   51件 
不 登 校 相 談 ：  156件 

達成 
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【進捗状況】 
重点施策 主体的・協働的な学びを生み出すための、教職員の資質向上への取り組み 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□新学習指導要領実施に向け取り組みを進めた。 

・学校訪問で、「わかる授業」「できる授業」について指導をした。（各校年１回） 

・校内現職研修を中心に「主体的・対話的で深い学び」を意識した授業づくりを進めた。 

・教職員のキャリアステージに応じた研修計画を立案した。 

H29 達成状況 

□１０月に全校の校長を訪ね、今後の研修の在り方についてヒアリングを行ったところ、研修全体の見直しが必要で

あることが分かった。そこで、研修を充実させつつ、多忙化を招かない方法を模索し、新たな研修計画を作成した。  

□キャリアステージに応じた教職員の資質向上指針については、県のものが示されたところなので、それを活用し、

本市の研修全般の見直しを進めている。 

H30 達成状況 

□市内小中学校で「特別の教科道徳」及び「小学校外国語活動」の授業づくりについての研修会に相互に参

加し合った。 

□プログラミング学習についての勉強会を市内小学校で行った。 

□市内小中学校で行われた「深い学び」を実現する授業づくりが５３回行われ、相互に参加し合った。 

□みよし市教職員研修実施体系」に基づいた各種研修を実施し、特に、若手の教員に向けた研修の充実を図

った。 

R1 達成状況 

□市内小学校教務主任、市教科領域等指導員による教育課程評価検討会議を開催し、小学校新学習指導要領

に対応した評価基準の見直し、今後の評価規準作成の見通しづくりを行った。 

□市内小中学校で講師を招聘した「深い学び」を実現する授業づくりが６０回行われ、教員相互に参加し、

学び合った。 

□「単元構想づくり」「教育実践の進め方」「朝の会・帰りの会」をテーマとしたみよし市教師塾を開催し、

計１３１名の教員が参加し、学び合った。 

R2 

行動予定 

□「自分で考える みんなで考える 学びを深める」授業づくりの実現を柱とした、初任

者研修、教員２・３年目研修の主催 

□市内小中学校講師招聘現職研修への積極的な参加による、「深い学び」を実現する授業

づくりの学び合い 

□「教育実践の進め方①②」「学級づくり」をテーマとした、夏季休業中に実施するみよ

し市教師塾の研修 

□市内中学校教務主任、市教科領域等指導員による教育課程・評価検討会議を開催し、中

学校新学習指導要領に対応した評価規準の見直し、「指導と評価の一体化」のためのポ

イントの集約 

達成状況 

□初任者研修、教員２・３年目研修はコロナ感染対策を行いつつ、対象者全員の参加によ

る授業参観をし、学びを深めるための手立てについて協議することができた。 

□市内中学校教務主任、市教科領域等指導員による教育課程・評価検討会議では、「指導

と評価の一体化を目指して」と題した冊子を作成し、市内教職員に伝達した。 

□コロナ感染に伴い、みよし市教師塾は開催できなかった。 

【成果指標】「毎日の授業に満足している」「自分の考えを深めたり、広げたりすること
ができている」児童生徒の割合 

 （みよしの教育に関するアンケート・全国学力・学習状況調査） 

基準年(H26) H29 アンケート R1 アンケ―ト 目標(R2) 

小学校８０％ 

中学校６９％ 

小学校７９％ 

中学校７１％ 

小学校７６％ 

中学校７６％ 

小学校８５％ 

中学校７５％ 

※中学校では学び合いの授業の充実によ
り、自分の考えを深めることができたと
思う中学生が年々増加している。 

達成 
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 国は、新学習指導要領でめざす「主体的・対話的で深

い学び」の実現のために、ＩＣＴを活用した授業が有効

であるとして、「平成 30年度以降の学校におけるＩＣＴ

環境の整備方針」を示しました。本市でもこの整備目標

の水準に近づけ、質の高い学習を進めることが急務とさ

れています。 
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【進捗状況】 
重点施策 ＩＣＴ教育の推進 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□文部科学省事業を活用してＩＣＴアドバイザーを招聘し、ＩＣＴ教育推進に係る具

体的なアドバイスを得た。（10月・12月・１月） 

□タブレット端末を利用した授業研修会を行った。（８月、12月） 

□学校教育情報化推進委員会を開催し、今後のＩＣＴ整備の方向性と、教職員のＩ

ＣＴセキュリティ強化についても協議した。（12月） 

H29 達成状況 

□タブレット端末を用いた公開授業を年間５回実施（10月・１１月・１２月・１月・２月） 

・タブレットの効果や課題、改善点を記した授業参観シートの集約 

□プログラミング教育に関する研修会の実施（８月） 

□学校教育情報化推進委員会を開催し、ＩＣＴ環境整備計画の方向性と情報セキュリティ実

施手順について協議した。（12月） 

□実践校によるタブレットの活用事例及びその成果と課題の報告（３月） 

H30 達成状況 

□平成３１年度から５年間のＩＣＴ機器整備計画を含む学校教育情報化推進計画を策

定（３月末） 

□教育情報化推進委員会で、本市がめざすＩＣＴを活用した学びのスタイルの確立や

整備すべきＩＣＴ機器について協議した。 

□小学校でプログラミングに関する校内研修が行えるよう、大学から講師を招聘した。 

□小学生がプログラミングの授業を体験できるよう、大学生をメンターとした出前授業

を実施。 

R1 達成状況 

□中部小、三好中、北中、南中に普通教室数の１／２の大型提示装置を配備。 

□タブレット端末を中部小に４０台、三好中、北中、南中に２０台ずつを配備。 

□全小学校でマイクロビットを活用したプログラミング学習を実施。 

□全小学校でプログラミングに関する校内教員研修及び大学生をメンターとした出

前授業を実施。 

R2 

行動予定 
□国が打ち出したGIGAスクール構想のロードマップに沿って、校内無線LAN整備

と全児童生徒に一人一台のタブレット配備していく。 

□さらに市として全普通教室への大型提示装置の常設を進めていく。 

達成状況 

□市内全ての小中学校の校内無線ＬＡＮ整備と全児童生徒一人一台の学習用タ

ブレットの配備が完了。令和３年１月より運用開始。 

□市内全ての小中学校の普通教室に大型提示装置を配備。【通常の学級はＩＣＴ

カート（プロジェクタ）、特別支援学級は電子黒板を配備】 

□全小学校でプログラミングに関する校内教員研修及び大学生をメンターとした出

前授業を継続実施。 

【成果指標】普通教室における大型提示装置の設置割合 
 （学校教育課調べ） 

基準年(H29) H30 R1 R2 目標(R2) 

４６．３％ ３２．１％ ４５．９％ １００％ ８０％ 

※本年度、学習用タブレットの導入に合わせ、

普通教室全てに大型提示装置を配備すること

ができ、目標を上回って、全普通教室への常

設を達成した。 

＊ 

＊アンケート結果から、普通教室への大型提示装置

設置の必要性が高いことが明らかとなったため、

基準年を H29 として成果指標を改めました。 

達成 
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令和元年度より、小学校では新学習指導要領で定められ

ている授業時数（３，４年生年間３５時間、５，６年生年

間７０時間）を先行実施しています。担任とＡＬＴ（外国

語指導助手）もしくは外国語活動対応非常勤講師が協力し

てすべての授業を TT で行っています。中学校では２８時

間（年間 140 時間中）の英語の授業をＡＬＴと教科担任

が協力して行っています。 

 また、小学３年生で外国語活動をスムーズにスタートす

るため、小学１年生で年間２時間、２年生で年間５時間の

外国語活動を独自に進めています。今後も、グローバル化

した教育が展開されていくため、生きた英語によるコミュ

ニケーション活動のさらなる充実が求められています。 
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【進捗状況】 
重点施策 ALT・外国語活動対応非常勤講師による外国語指導の充実 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□ＡＬＴ・非常勤講師が参加する小学校高学年の授業８０％実施 

□中学校でのＡＬＴが参加する授業を全学級年間１５時間実施した。 

□英語教育推進リーダーを講師に、外国語活動研修会の実施。（８月）。 

H29 達成状況 

□英語教育推進リーダーによる伝達講習、及びＡＬＴによる実技研修。（8 月） 

□英語教育推進リーダーによる師範授業公開、及び授業研究会。（2月） 

□平成 30 年度からの外国語活動の授業時数について全小学校で統一。（1 月） 

□ＡＬＴ・非常勤講師が参加する小学校高学年の授業 100％実施 

□中学校でのＡＬＴが参加する授業を全学級年間 23 時間実施した。 

H30 達成状況 

□英語教育推進リーダーによる師範授業公開、及び授業研究会を実施。（6 月） 

□ＡＬＴを講師としたワークショップ研修を実施（8 月） 

□小学校における平成 31年度の先行実施に向け、コマ数増への対応を検討・統

一（12 月） 

□ＡＬＴ・非常勤講師が参加する小学３年から６年までの授業を 100％実施 

□中学校でのＡＬＴが参加する授業を全学級年間２３時間実施 

R1 達成状況 

□小学校のほとんどの授業でＡＬＴ又は非常勤講師が学級担任とTTを実施 

□８月に小・中合同でワークショップ形式の研修会を実施 

□イングリッシュキャンプに９１名の小学５，６年生が参加 

□中学校においてＡＬＴが教科担任と共に行う授業を年間２３時間実施 

R2 

行動予定 

□小学校で学級担任がＡＬＴ又は非常勤講師と共に行う授業を１００％実施 

□教科化された小学校外国語、及び中学校新学習指導要領に準拠した評

価方法について検討を行う。 

□中学校において、ＡＬＴが英語科教員と共に行う授業を２５％実施 

□みよし市イングリッシュキャンプの継続実施 

達成状況 

□小学校で行うほとんどの授業で、学級担任がＡＬＴ又は非常勤講師と TT

を実施した。 

□評価基準に照らした言語活動及びルーブリックによる評価についてまとめ

た。 

□中学校において、総授業数の２５％をＡＬＴと英語科教員が TT で行うこと

ができるように ALTの時間数を配分（年間３５時間） 

□新型コロナウイルス感染症拡大防止のためイングリッシュキャンプは中止

した。 

【成果指標】ＡＬＴ及び外国語活動対応非常勤講師が参加する外国語の授業の割合 
    （学校教育課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 R1 R2 目標(R2) 

小学校 80％ 80％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

中学校 11％ 11％ 15％ 16％ 20％ 25％ 25％ 

 
※小学校ではＡＬＴ・非常勤講師が参加する
３～６年生の授業を 100％実施し、中学校
ではＡＬＴが参加する授業 25％分の時間
数を各校に配分することができた。 

達

成 
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市内の小中学校では、以前より道徳の研究に力を入

れてきました。学習指導要領の改訂に伴い、平成３０

年度からは小学校で、令和元年度からは中学校で「特

別の教科 道徳」となり、教科化がスタートしました。  

平成２７年度に、子どもに「人の気持ちが分かる人

間になりたいと思いますか」と尋ねたところ、９割を

超える子どもが、「なりたい」と回答しました。今後

も道徳科の授業はじめ学校生活全体を通して、さらに

家庭や地域とも連携を図りながら、互いを思いやった

り認め合ったりすることのできる温かいまちづくり

を進めることが求められています。 
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【進捗状況】 
重点施策 道徳教育の研究推進 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□南中学校が２年間の研究の成果を発表し、市内外に広く道徳教育の進

め方を提案した。（１０月） 

□三好丘中学校区の３小中（三好丘中・三好丘小・黒笹小）が連携して

人権教育事業に取り組み、児童生徒・教職員の人権意識を高めた。 

H29 達成状況 

□市主催による道徳教育推進教師研修会を実施（10月） 

□教科化に向けた検討会議を３回実施（8月、10月、12月） 

□市主催による新年教育研究大会で道徳に関する講演会を実施（1月） 

□三好丘中学校区の 3小中学校が連携して人権教育事業に取り組んだ。 

□三吉小学校が道徳教育の抜本的改善･充実に係る支援事業を実施し、
道徳の授業づくりや評価の在り方について力量向上に取り組んだ。 

H30 達成状況 

□市主催による教務・校務主任対象に、道徳の評価のあり方に関する研

修会を実施（８月） 

□市主催による道徳教育推進教師研修会を実施（９月） 

□道徳科の資料・書籍代金を助成し、各校で授業づくりや評価の在り方

に関する研究・検討を進めた。 

□三好丘中学校区の 3小中学校が連携して人権教育推進地域事業に取

り組み、新年教育研究大会で成果発表を行った。 

R1 達成状況 

□児童生徒の実態把握・資料収集を行い、その結果を用いて市道徳教育推

進プランを作成した。 

□市主催による道徳推進教師研修会を実施した（11月）。 

□三好丘中学校区３小中学校連携による人権教育推進地域事業に関する

取組を精選しつつ、継続的に実施した。 

R2 

行動予定 

□市道徳教育推進プランに基づいた各校での道徳教育の推進 

□市主催による道徳教育推進教師研修会の実施（９月） 

□道徳科の資料・書籍代金の助成による、各校で授業づくりや評価の在

り方に関する研究の支援 

達成状況 

□市主催による道徳推進教師研修会を実施した（９月）。 

□各校で道徳科資料・書籍購入費を活用し、授業づくり・評価・年間指導計

画作成に生かすことができた。 

【成果指標】「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う」児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

基準年(H27) H28 H29 H30 R1 R2 目標(R2) 

小学校 97.3％ 96.7％ 96.6％ 96.5％ 97.0％ 実施せず 98.0％ 

中学校 90.0％ 90.9％ 93.5％ 93.3％ 94.3％ 実施せず 95.0％ 

 ※R2 年度は新型コロナウイルス感染症拡大による臨
時休業の影響で全国学力・学習状況調査は実施され
なかったが、引き続き、子どもの心に届く指導・支
援のあり方について研修・実践を重ねていく。 

＊国の全国・学力学習状況調査の質問項

目に変更があったため、基準年にさか

のぼって成果指標を改めました。 
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【進捗状況】 
重点施策 みよし市体力向上計画の推進 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□体力テストの結果を分析したり、各校から体育や体力向上のためのカ

ードを収集したりした。（１０月、１２月） 

□市内の児童生徒や学校での取組の現状を把握し、体つくり運動の領域

に絞って体力向上カードを作成した。 

□子どもの体力向上課題対策プロジェクト検討委員による研修の実施。 

H29 達成状況 

□各校から、体育科の各領域の学習カードをデータで収集した。現在、学習

カードのデータファイルやウォーミングアップドリル案を作成中である。 

□子どもの体力向上プロジェクト検討委員が作成した「体力向上プロジェク

ト」を市内小中学校へ配付し、活用を促した。体育の授業で活用された。 

□子どもの体力向上のための「小４プロジェクト」講習会に、市内小中学校の

教員 41名が参加し、「走力」を高めるためのアクティビティを学んだ。 

H30 達成状況 

□平成２９年度に各学校へ配付した「ウォーミングアップドリルや運動遊び

集」の見直し及び充実を図り、授業での活用を促した。 

□小学校では、児童会や高学年を中心に大縄跳び大会などを計画し、記録

を競い合えるようにした。 

R1 達成状況 

□「ウォーミングアップドリルや運動遊び集」の器械運動領域について

作成し、学校へ配布した。 

□「ウォーミングアップドリルや運動遊び集」の器械運動領域について、

実技講習会で活用した。 

R2 

行動予定 

□「ウォーミングアップドリルや運動遊び集」の見直し及び充実を図る。 

□体育主任者会等を通して、「ウォーミングアップドリルや運動遊び集」の活

用促進を図る。 

達成状況 

□「ウォーミングアップドリルや運動遊び集」を見直し、学校へ配付した。 

□体育主任者会等を通して、「ウォーミングアップドリルや運動遊び集」の活

用促進を図った。 

【成果指標】全国体力・運動能力調査の体力テストの合計点（全国との比較） 
   （全国体力・運動能力調査） 

基準年(H27) H28 H29 H30 R1 R2 目標(R2) 
小学男子 全国比△0.8 全国比＋1.1 全国比△0.5 全国比△1.4 全国比△0.6 

実施せず 
小中・男女
とも全国を
上回る 

小学女子 全国比△0.5 全国比＋0.6 全国比△0.3 全国比△1.2 全国比△0.5 
中学男子 全国比△0.7 全国比△0.9 全国比△2.7 全国比△1.6 全国比△1.2 
中学女子 全国比△0.6 全国比△2.7 全国比△1.8 全国比△2.2 全国比△0.9 

 
※ウォーミングアップドリルや運動遊びを広め
たり、大縄跳びの通信制大会を開催したりする
など、子どもが進んで運動したくなる取組を実
施し、子どもの体力向上を目指すとともに、豊
かなスポーツライフの実現を目指す。 



19 

 
 

みよし市教育センター学びの森では、  
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【進捗状況】 
重点施策 個別支援を要する子どもへのサポート体制の充実 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□日本語指導が必要な子どもや不登校傾向の子どもの支援体制を整え、個

別の指導計画の様式を作成した。 

・子どもの在籍校の担当者が初期指導教室の利用状況を参観したり、指
導者との情報交換を行ったりして、指導や情報の共有を図った。 

・不登校の未然防止・初期対応を図るため、ハートケア教育サポーター
が必要に応じ学校や家庭に巡回指導を行った。 

H29 達成状況 

□いじめ・不登校対策委員会を二度実施し、各機関との連携体制について協議した。 

□必要に応じてケース検討会議を実施し、不登校傾向の児童生徒に対し

切れ目のない支援を行うために、指導・支援計画を作成した。 

□日本語指導が必要な子どもの個別の支援･指導計画の様式を作成し、

各校で該当児童生徒の個別の支援・指導計画の作成を進めた。 

H30 達成状況 

□「個別の教育支援計画・指導計画」による支援及び内容の見直しを図

った。 

□不登校児童生徒のための児童生徒理解・教育支援シートを作成した。 

□ハートケア教育サポーターが不登校児童生徒及びその保護者の支援

をした。 

R1 達成状況 

□不登校児童生徒のための「児童生徒理解・教育支援シート」の作成及

び引継ぎを学校訪問で確認。また、「個別の支援・指導計画」の作成・

実施・継続的な見直し。 

□ハートケア教育サポーター（SSW）が保護者、学校、関係機関をコー

ディネートし、不登校児童生徒を支援。 

R2 

行動予定 

□不登校児童生徒の状況や支援計画を「児童生徒理解・教育支援シート」

に記録し、関係機関で情報共有を図りつつ支援するとともに、次年度への

引継ぎを確実に行う。 

□個別支援を要する児童生徒の指導・支援を切れ目なくつなげていくため

に、次年度の計画を本年度中に作成するように働きかける。 

□日本語初期指導教室へ通う児童生徒の増加により、初期指導教室を教育

センター「学びの森」に加え、三好丘小学校内にも設置した。 

達成状況 

□「個別の教育支援計画・指導計画」や「児童生徒理解・教育支援シート」の

見直しとともに、次年度に引き継ぐ準備をした。また、次年度の計画を本年

度中に作成するように働きかけた。 

□初期指導教室を教育センター「学びの森」内（なかよし教室）に加え、三好

丘小学校内（おかよし教室）にも設置した。 

【成果指標】個別の指導計画の作成割合 
 （市教育支援センターによる調査） 

基準年(H26) H29 調査 H30 調査 R1 調査 R2 調査 目標(R2) 

日本語指導が必要な児童生徒用 ―％ 100% 100% 100% 100% 80% 

不登校傾向の児童生徒用 ―％ 100% 100% 100% 100% 80% 

 
※障がいのある子ども、日本語指導を必要とする子ども、不登校傾向の子ども、それぞれに対する個

別の教育支援計画・指導計画作成は、100%を維持している。作成した個別の教育支援計画・指導

計画を活用し、次年度へ丁寧に引継ぎ、適切な支援に役立てていく。 

達成 



21 

 

 

少人数学級編制については、国が小学校１年生を、

県が小学校２年生、中学校１年生でいわゆる３５人

学を実施し、本市では、、義務教育全ての学年での少

人数学級の実現を目指し、平成２３年度より小学校

３年生で、平成２８年度より中学校２年生、平成２

９年度より中学校３年生に順次拡大をし、平成３１

年度より残る小学校４年生から６年生まで拡大を図

り全ての学年で３５人学級を実施しています。 

今後は、少人数学級の利点を生かした効果的な指

導の研究・検討を行う必要があります。 

中3追加実施 全学年実施 

令和元年度より義務教育全ての学年で３５人学級編制による学校運営を実施していま

す。児童生徒一人一人に対するきめ細かい指導を実施できる少人数学級の利点を生かし、

個に応じた適切な指導を行うことができるように、より効果的な指導について研究・実践

を実施していきます。 

少人数学級の利点を

生かした効果的な指

導の研究・検討 

全学年実施 

少人数でのより効果的な指導

について研究・実践します 
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【進捗状況】 
重点施策 小中学校少人数学級体制の拡大 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□中学校２年生での３５人学級を実現させたことで、三好丘中学校が、  

３８人学級×６クラス⇒３２（３３）人学級×７クラスになった。 

・学級規模が小さくなったことで、担任の先生は一人一人に目が届き、

きめの細かい指導が可能になった。 

H29 達成状況 

□中 3 での 35 人学級を実現させたことで、三好丘中学校の 3 年生が、

38・39人学級×6クラス⇒33人学級×7クラス になった。 

・学級規模が小さくなったことで、担任の先生は一人一人に目が届き、

きめの細かい指導が可能になった。 

□新しい学習指導要領のキーワードとなる「主体的・対話的で、深い学

び」の実現を目指し、少人数の良さを生かしながら実践を重ねている。 

H30 達成状況 

□一人一人に目が届き、きめの細かい指導が実施できている。 

□小学校４、５、６年生への少人数学級編制実現に向けた教職員の確保

と教育環境整備への目途が立ったことから少人数学級編制の拡大を

図るために必要な予算計上を行った。 

R1 達成状況 

市による３５人学級編制の状況 

小学校３年生 中部小、北部小 

小学校４年生 三好丘小 

小学校６年生 北部小、三好丘小、緑丘小 

中学校２年生 三好中、北中、南中 

中学校３年生 北中 

R2 

行動予定 
□少人数学級の利点を生かし、個に応じた効果的な指導が行える教育環境

の整備を検討 

達成状況 

□市内小中学校全学年が３５人以下の学級であることを生かし、新型コロナ

ウイルス感染防止対策に取り組んだ。３１人以上の学級については、教科

によって２学級を３学級に分けて授業を行ったり、広い特別教室を通常の

教室として転用したり、教室と廊下を分けるパーテーションを取り外したりし

て感染防止対策に取り組んだ。 

□３５人学級の利点を生かし、個に応じたきめ細かな支援に取り組んだ。 

【成果指標】３５人以下学級を実施している学年 
 （学校教育課による調査） 

基準年(H26) H28 H29 H30 R1 R2 目標(R2) 

小学校 １,２,３年 １,２,３年 １,２,３年 １,２,３年 １,２,３,４,５,６年 １,２,３,４,５,６年 １,２,３,４年 

中学校 １年 １,２年 １,２,３年 １,２,３年 １,２,３年 １,２,３年 １,２年 

 
※当初目標を達成したため、３５人学級によ

る利点を生かし、新型コロナウイルス感染

防止対策に取り組むとともに、個に応じた

きめ細かな支援を継続していく。 

達

成 
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【進捗状況】 
重点施策 大規模改修による学校施設の整備 

担当課 教育行政課 

H28 達成状況 

□夏季休業期間を中心に６月から１月末までかけて南舎（管理棟）・武

道場の大規模改修を実施し、老朽化した施設の長寿命化とトイレのド

ライ化、洋式化を進めることができた。 

□学校現場の要望も踏まえ、平成２９年度に実施する２期工事（北舎：

普通教室棟・技術課室棟・体育館）の設計を行うことができた。 

H29 達成状況 

□北中学校大規模改修 2期工事（北舎：普通教室棟・技術科室棟・体育

館）の契約を 5月に交わし、1月末までに工事を実施した。 

□北中学校大規模改修 3期工事実施設計（プール・外構）の業務委託の

契約を 5月に交わし、1月末までに設計を行った。 

H30 達成状況 

□北中学校大規模改修３期工事（プール・外構）の契約を６月に交わし、

１月末までに工事を実施した。 

□三吉小学校大規模改修１期工事実施設計業務委託（体育館・プール・

外構）の業務委託の契約を４月に交わし、２月下旬に設計完了予定。 

R1 達成状況 

□三吉小学校大規模改修１期工事（体育館・プール・外構）の契約を７月に

交わし、３月下旬に工事完了予定。 

□三吉小学校大規模改修２期工事実施設計（南舎：管理棟）の業務委託の

契約を４月に交わし、２月に設計を完了した。 

R2 

行動予定 □三吉小学校増築工事実施設計（南舎：管理棟増築）の実施 

達成状況 
□三吉小学校増築工事実施設計（南舎：管理棟増築）の業務委託の契約を

６月に交わし、３月に設計完了した。 

 

【成果指標】「学校施設が安心・安全・快適である」児童生徒の割合 
（みよしの教育に関するアンケート【小学生・中学生】） 

基準年(H26) H29 アンケート R1 アンケ―ト 目標(R2) 

小学生８４％ 
中学生７０％ 

小学生８４％ 
中学生８１％ 

小学生８８％ 
中学生８４％ 

小学生８７％ 
中学生７５％ 

※北中学校、三吉小学校と大規模改修が計画的

に進んだことで、児童生徒の満足度が年々増

加している。今後も安心・安全・快適な学校

施設づくりに取り組んでいきたい。 

達成 
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 みよし市では平成２６・２７年度に実施した「魅力あ

る学校づくり調査研究事業」を基に、平成 28 年度から

は三好丘中学校区（三好丘中、三好丘小、黒笹小）で３

年間「人権教育総合推進地域事業」に取り組みました。

自他の一人一人を大切にする心を育もうと学校、家庭、

地域社会が一体となって活動しました。 

 これらの取り組みから、学校間の連携した指導が教職

員の力量向上や楽しい学校づくり、新たな不登校の子ど

もを出さないことに対して、大変効果的であることがわ

かりました。これらの取り組みを市内全学校に広げ、学

校が楽しいと思う子どもを増やすことが期待されます。 
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【進捗状況】 
重点施策 １２校の連携強化による教職員の資質向上 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□三好丘中学校区では、中学校区の３校が連携し、人権教育に総合的に

取り組んだ。小中学生が一緒にあいさつ運動に取り組んだり、人権啓
発標語の書かれたのぼりを作成して地域にもＰＲ活動をしたりした。 

□校務支援システムを活用して、自校で行われる研究授業を他校に紹介
し、参観者を募るなど、学校間の連携が進んだ。 

□三好中学区での連携が継続し、南中学校区でも取り組みが始まった。 

H29 達成状況 

□三好中学校区による連携を継続し、強化を進めた。 

□三好丘中学校区で、小中合同あいさつ運動や部活動交流会など、小中

連携活動を充実させた。 

□市教育センターを開設に伴い、各校の研究物や文部科学省が作成した
資料をライブラリに整理した。 

H30 達成状況 

□各校の実践や研究資産を市内小中学校で共有 

・各中学校区の連携が養護部会、生徒指導部会等で推進された。 

・校務支援システムで各校の授業実践についての資料を共有した。 

□市教育センターライブラリに収蔵されている資料のリストを作成し、

校務支援システムにより教職員に周知。（年度末） 

R1 達成状況 

□校務支援システムによる、各校の授業実践、講師招聘現職研修計画の

全教員への周知を行った。 

□市内学校で活躍する先生を講師として、みよし市教師塾の企画、運営

を行った。 

R2 

行動予定 

□「子どもの力を生かす」視点で児童生徒の主体的な学びを引き出す各校の授業実

践を周知するための【みよし市 ｆｉlｅ share】の活用 

□市小中学校保健事業部会「レジリエンスを高め、元気に学校生活を送ることができ

る子」の取組の、市内全教職員での理解、参加 

達成状況 

□教科領域等指導訪問や各校現職研修の授業実践記録を【みよし市 ｆｉlｅ share】に

保存し、いつでも資料を検索できる環境をつくった。また、Ｆｉｌｅ ｓｈａｒｅに保存され

た実践を基に、市教育課程及び評価検討会議では「指導と評価の一体化を目指し

て」を作成し、評価の在り方を考えるデータとしても活用を促すことができた。 

□市小中学校保健事業部会では、レジリエンスと生活習慣の相関関係について調

べ、これまでの指導・支援を継続して取り組む重要性を市内全教職員に周知した。 

【成果指標】「先生は、自分のよいところを認めてくれている」と思う児童生徒の割合 
 （全国学力・学習状況調査） 

基準年(H30) R1 R2 目標(R2) 

小 85.7％ 

中 78.8％ 
小 86.5％ 

中 84.2％ 実施せず 小 90.0％ 
中 80.0％ 

※R2 年度は新型コロナウイルス感染症拡
大による臨時休業の影響で全国学力・学
習状況調査は実施されなかった。今後も
100％を目指して、子ども理解を深める
努力を続けていく。 

※全国学力・学習状況調査の質問紙調査の項目が変

更されため、基準年を H30 として成果指標を改め

ました。 
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みよし市では、市民一人一人が、生涯を通じて生きが

いをもって学ぶことのできる場や機会を充実させるた

めに、図書館学習交流プラザ「サンライブ」を拠点に、

幅広い分野にわたる生涯学習講座を開催しています。 

 人生１００年時代を迎え、最新の社会情勢と市民のニ

ーズに即した生涯学習事業を展開していくため、多様な

生涯学習講座の開催を通じ、誰もがいつでも学べる環境

づくりの推進が求められています。 

 そのため、講座の開催時間や講座の対象者に柔軟性を

もたせるなど、生涯学習機会の提供方法等の検討を進め

る必要があります。 
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【進捗状況】 
重点施策 サンライブの生涯学習拠点化の推進 

担当課 生涯学習推進課 

H28 達成状況 

□７月２日に図書館学習交流プラザ「サンライブ」を開館し、生涯学習

講座をサマースクールから開講した。 

・年間の講座としては、春夏講座２２講座・サマースクール１１講座・

秋冬講座５９講座・新春講座５５講座を開講し、2,309人が受講した。 

H29 達成状況 

□生涯学習講座を、公開講座 2 講座、生活創造講座 84 講座、国際理解講

座 37講座、情報・通信講座 60講座、合計 183講座を開催した。 

□夜間や土曜日に 43 講座を開催し、生涯学習機会を増やし、勤労者の生

涯学習を支援した。 

H30 達成状況 

□生涯学習講座を、公開講座２講座、生活創造講座を７７講座、国際理

解講座を３９講座、情報・通信講座７２講座、合計１９０講座を開催

する。 

□夜間や土曜日に４５講座を開催し、生涯学習機会を増やし、勤労者の

生涯学習を支援する。 

R1 達成状況 

□生涯学習講座を、大学との連携 2 講座、生活創造 74 講座、国際理解 62

講座、情報通信64講座、年間202講座企画し、2,334人の方が受講した。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、その内 8 講座について中

止とした。 

□生涯学習講座の運営方法について、管理運営検討委員会で審議し、今

後も直営という現状の体制で企画運営することを決定した。 

R2 

行動予定 

□来年度も市民ニーズ、ライフステージに即した魅力ある生涯学習講座を開 

 催し、一人でも多くの方に受講していただくことを目標に掲げ、生涯学習の 

 更なる活性化に努めます。 

達成状況 

□生涯学習講座を、大学との連携 2 講座、生活創造 53 講座、国際理解 51

講座、情報通信 51 講座、年間 157 講座企画し、538 人の方が受講した。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、その内 74講座について中

止とした。 

□夜間や土曜日に 4講座を開催し、生涯学習機会を増やし、勤労者の生涯

学習を支援した。 

【成果指標】生涯学習講座を受講した人の数 
 （生涯学習推進課調べ） 

基準年
(H26) 

H28 H29 H30 R1 R2 目標(R2) 

延べ 

2,563 人 

延べ 

2,450 人 

延べ 

2,328 人 

延べ 

2,193 人 

延べ 

2,334 人 

延べ 

538 人 

延べ 

4,500 人 

 

 
※令和 3 年度は、リピーター以外に新規で
多くの方に生涯学習講座を受講していた
だけるよう、魅力ある講座の企画運営に
取り組んでいきたい。 
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みよし市では、生涯学習講座などで出会った

市民が、気の会う仲間と共に自主的に活動する

生涯学習活動団体を作り、スポーツから伝統工

芸まで幅広い分野で活動を展開しています。 

これらの団体が成果を発表できる場を準備し

たり、継続して活動できるよう支援をしたり、

団体を作りたいと思っている人たちを応援した

りすることで、市民が発信する生涯学習活動を

活性化することが求められています。 
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【進捗状況】 
重点施策 地域や自主的サークルによる生涯学習の推進 

担当課 生涯学習推進課 

H28 達成状況 

□生涯学習活動団体として７団体へ助成し、各団体特色ある講座を開講

した。 

□生涯学習発表会を３月４日(土)、５日(日)に開催し、４７２人が参加

した。 

H29 達成状況 

□生涯学習活動団体として７団体へ助成し、各団体特色ある講座を開講

した。 

□生涯学習発表会を３月２日(土)、３日(日)に開催する予定である。 

H30 達成状況 

□生涯学習活動団体として５団体へ助成し、各団体特色ある講座を開講

した。 

□前年度の開催場所を見直し、生涯学習発表会を２月２３日(土)から３

月３日(日)まで開催する。 

R1 達成状況 

□平成 31年度から補助事業の見直しを行い、地区文化活動と生涯学習活 

 動について一本化した。生涯学習活動団体として 5団体、地区文化祭等 

 行政区に対しては、15行政区に補助金を交付した。 

□生涯学習発表会の展示発表は予定通り開催できたが、芸能発表は新型

コロナウイルス感染症の影響により中止とした。 

R2 

行動予定 

□地域市民が自主的に文化活動や生涯学習活動を行えるよう、補助事業を 

継続する。また、生涯学習活動団体数を増やすための啓発活動等を更に 

強化する。 

達成状況 

□地区文化祭等行政区に対して、3行政区に補助金を交付した。 

生涯学習活動団体からの申請はなかった。 

□生涯学習発表会の展示発表は予定通り開催できたが、芸能発表は 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止とした。 

【成果指標】生涯学習活動を行っている団体の数 
 （生涯学習推進課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 R1 目標(R2) 

生涯学習活動 
登録団体数 17 

生涯学習活動 
登録団体数 14 

生涯学習活動 
登録団体数 15 

生涯学習活動 
登録団体数 16 

生涯学習活動

登録団体数 18 
生涯学習活動 
登録団体数 30 

 

 

 

 

 

基準年(H26) H28 H29 H30 R1 R2 目標(R2) 

生涯学習活動 
登録団体数 

４６ 
団体 

５６ 
団体 

６４ 
団体 

６４ 
団体 

６４ 
団体 

５９ 
団体 

７０ 
団体 

※生涯学習活動登録団体数については、従来は生涯学習活動団体登録申請数のみで計上していたが、

生涯学習センタークラブ登録申請書に「生涯学習活動団体に登録をするか否か」の項目があり「す

る」にチェックした団体は、本来登録団体数に含める必要があるため、基準年の H26 にさかのぼ

って次のように改めた。 



31 

 
 



32 

 

【進捗状況】 
重点施策 総合型地域スポーツクラブの育成 

担当課 スポーツ課 

H28 達成状況 

□６月１８日総会開催三好ともいきスポーツクラブを設立した。 

・第４回設立準備会を開催。平成２７年度事業報告・収支決算及び平成   

２８年度事業計画・収支予算を承認した。 

・第５回設立準備会を開催。準備会規約の廃止を承認、準備会を解散し

た。 

H29 達成状況 

□中学校部活動支援として、なかよしクラブではソフトテニス、三好さ

んさんスポーツクラブではバレーボールをそれぞれ受け入れた。 

□市内 3総合型地域スポーツクラブに対して、それぞれ運営補助金を交

付。またあわせて、三好さんさんスポーツクラブにはクラブハウス整

備費補助金を交付し、クラブの円滑な運営を支援した。 

H30 達成状況 

□みよしレクリエーション・スポーツフェスタ 2018 において、市内３

総合型地域スポーツクラブによるニュースポーツ等のデモンストレ

ーション及び事業ＰＲを実施した。 

R1 達成状況 
□スポーツクラブへの聞き取りを実施。現状では屋外照明設備のある施設は

充足しているとの意見であった。 

R2 

行動予定 
□学校部活動の在り方の今後の変化を見据え、総合型地域スポーツクラブ

等がどのような形で学校部活動に支援（関与）できるか、検討する。 

達成状況 

□学校部活動の在り方の今後の変化を見据え、総合型地域スポーツクラブ

等がどのような形で学校部活動に支援（関与）できるか、引き続き検討す

る。 

【成果指標】総合型地域スポーツクラブで活動した人の数 
 （スポーツ行政概要） 

基準年(H26) H28 H29 H30 R1 R2 目標(R2) 

42,641 人 51,003 人 51,815 人 55,153 人 53,187 人 25,159 人 50,000 人 

 ※R２年度は、新型コロナウイルスの影響により、

活動を縮小したことによる減。 
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歴史民俗資料館では、常設展示をリニューア

ルしたことで、猿投古窯関係の展示がいつでも

見学できるようになりました。また、民具につ

いては、季節により一部入れ替えを行って展示

し、常設展に変化をつけています。 

入館者数は、リニューアル後は微増していま

すが、依然伸び悩んでいる状況です。 

このため、今後も本市の歴史や文化を広く発

信していくことが必要です。 
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【進捗状況】 
重点施策 歴史民俗資料館展示資料の充実 

担当課 資料館 

H28 達成状況 
□２階展示室を改修し、ひな人形展を開催。常設展示室をリニューアル。 

・リニューアルオープンチラシ・パンフレットの作成 

□古窯を理解してもらうため出張授業の説明（２校で開催） 

H29 達成状況 

□企画展（「みよし最後のやきもの」、「昆虫展」、「ひな人形展」）並びに特別展「伊勢門水展」を開催した。 

□石川家住宅で「夏まつり」「町なかアートギャラリー」を開催。３月「クイズラリー」を開催予定。 

□資料館のリニューアルを記念して、古窯に関する講演会並びに「手回しロクロ」・「大甕」・

「灰釉陶器」以上３種類の陶器づくりの講座を開催した。 

H30 達成状況 

□企画展３回（猿投古窯×陶芸、色から見たみよしのやきもの、ひな人形展）、特別展１回（の

ぞいてみよう世界の民俗仮面）を開催した。 

□常設展示で新たに「むかしの食卓」に関連した展示を計画し実施した。 

□夏季に土器作りと石器作り体験講座を各２回開催した。 

□夏季に土器型クッキー（ドッキー）作りの体験イベントを開催した。 

□市指定文化財の黒笹２７号窯や、福谷城跡・石川家住宅などを回る文化財めぐりを実施。 

R1 達成状況 

□市制施行１０周年記念事業の計画を作成し、準備を整えた。 

□企画展３回（発掘調査成果展、東海の化石から探る いきものの４億年、ひな人形展）、特

別展１回（太古のロマンを求めて 稲垣輝行氏石器コレクション展）を開催した。 

□夏季に土器作りと石器作りの体験講座を各２回開催した。 

□夏季に土器型クッキー（ドッキー）作りの体験イベントを開催した。 

□灰釉陶器づくり体験講座を夏季、秋季、冬季に開催した。 

□黒笹２７号窯、福谷城跡、石川家住宅等を回る文化財めぐりを実施した。 

□石川家住宅で「夏まつり」「町なかアートギャラリー」を開催した。 

R2 

行動予定 

□市制施行 10周年記念として、みよしの猿投窯に関する展示を春季と夏季に行う。 

□資料館やサンライブ、石川家住宅をめぐる歴史スタンプラリーを開催する。 

□市指定文化財である黒笹 27号窯などを回る文化財めぐりを実施する。 

□学校における灰釉陶器づくり体験を実施する。 

達成状況 

□市制施行 10周年記念として企画展「市指定文化財 黒笹 90号窯跡展」、特別展

「下り松瓦窯と西三河の古代瓦」を、その他に企画展「ひな人形」をそれぞれ開催

した。 

□新型コロナウイルス感染症拡大防止のため歴史スタンプラリー及び土器づくり等

体験講座中止した。 

□黒笹２７号窯、福谷城跡、石川家住宅等を回る文化財めぐりを実施した。 

□灰釉陶器づくり体験講座を７月と９月に開催した。 

【成果指標】みよし市の歴史に関心のある市民の割合 
 （みよしの教育に関するアンケート【市民】） 

基準年(H26) H29 アンケート R1 アンケ―ト 目標(R2) 

有数の陶器産地であっ

たことを知っている 

２７％ 

有数の陶器産地であっ

たことを知っている 

３３％ 

有数の陶器産地であっ

たことを知っている 

３２％ 

有数の陶器産地であっ

たことを知っている 

６０％ 

※体験講座や各種イベントに参加する市民

が増えてきているが、成果に結びついてい

ない。より趣向を凝らした PR を継続的に

行い歴史への興味を喚起していく。 
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平成２８年７月にサンライブに新しい図書館がで

きました。蔵書能力は３２万冊あり、子どもからお

年寄りまで誰でもが利用できる施設です。 

 １階に生活に関する一般図書を配架し、新たにテ

ィーンズコーナー、おはなしの部屋を設置し、定期

的におはなし会も開催するなど魅力的な図書館とな

っています。 

 しかし、令和元年度のアンケート調査では、平成

２９年度の「本が好き」と答えた割合を上回ったも

のの、今後いかに目標値に近づけるかが課題です。 
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【進捗状況】 
重点施策 サンライブでの充実した図書館サービスの推進 

担当課 生涯学習推進課 

H28 達成状況 
□計画的に図書を購入し、２８年度末の蔵書数は、225,562冊。 

・図書 13,341冊、視聴覚資料 304点購入 

H29 達成状況 

□７月校長会議で配本事業の概要を説明し、「貸出期間１か月間(30日)、１回

につき 30冊以内」とする配本事業を、10月より試行で実施した。１月末現

在で延べ 7校からの申請があった。 

□図書館学習交流プラザ「サンライブ」の開館により旧図書館と比較して、

貸出者数は約 3 倍に、貸出冊数は約 2 倍へと増加した。利用者の要望に応

えるため、市内利用者へ 5冊までリクエストの受付を行った。 

H30 達成状況 

□中央図書館の図書は、計画的購入により、平成３０年度中に２５万冊 

を超えることができた。特に３０年度からは、生活に関する一般図書

を重点的に購入している。 

□今年度から各学校への配本事業に加え、学校支援用図書も購入した。 

R1 達成状況 

□管理運営検討委員会で図書館の管理運営方針を検討した結果、現在の 

業務委託及び直営から変更することにより行政側の図書館運営ノウハウが

失われる可能性があること、指定管理者側の収益が見込めず、また、小中

学校との連携がとれずサービスの低下につながる可能性があること、図書

館利用者、貸出冊数ともに年々増加し市民からの満足度が高いことから現

在の業務委託及び直営の体制を維持することが決定した。 

R2 

行動予定 

□現在の業務委託及び直営の体制を維持することに決定したので、今後も

多くの人に利用してもらえるよう、読書講演会、各種図書館講座の開催を

はじめ、来館者に満足していただけるよう図書館サービスの向上を目指

す。また、現在の窓口等運営業務委託が今年度で終了するため、令和３

年度以降の委託業者をプロポーザルにより選定する。 

達成状況 

□多くの人が本に親しんでもらえるように各種図書館講座を、新型コロナウイ

ルス感染症防止を考慮し規模を縮小して開催した。また、現在の窓口等

運営業務委託が今年度で終了するため、プロポーザル方式により令和３

年度から令和５年度までの委託業者を選定した。 

【成果指標】「本を読むことが好き」児童生徒・市民の割合 
   （みよしの教育に関するアンケート） 

基準年(H26) H29 アンケート R1 アンケ―ト 目標(R2) 

小・中学生 74％ 
市  民  72％ 

小・中学生 72％ 
市  民  68％ 

小・中学生 77％ 
市  民  71％ 

小・中学生 80％ 
市  民  80％ 

 ※小中学校、市民共にポイントが上がった。 

今後も魅力ある各種講演会、講座等開催

し、図書館利用者を増加させ、本を読む機

会を増やす。 
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みよし市の有名な「人・もの・こと」というと、

これまで多くの子どもは「柿・なし・ぶどう」の

ことを思い浮かべていました。最近は、副読本「み

よし」を活用した授業によって、「カヌーのまち」

「石川家住宅」などへの関心が高まってきまし

た。 

 これからもふるさと学習を推進し、未来のみよ

しを支える子どもたちに、今後もみよしの良さを

伝え、「ふるさとみよし」に誇りを感じられるよ

うにしていきます。 
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【進捗状況】 
重点施策 ふるさと学習の推進 

担当課 学校教育課 

H28 達成状況 

□副読本「みよし」１４版完成・編集委員会を７回開催し、現在と昔の

みよしに子どもたちが興味をもてるように内容を工夫し、編集作業を

行った。（６月～１月） 

・市内の農業、工業、商業、公共に関する施設やそこで働く人について

情報収集を行い、写真等「データを集めた。（６月～１月） 

H29 達成状況 

□本年度の副読本「みよし」を活用し、小・中学校において市内のどの

ような施設の見学や体験活動が行われているか状況を調べ、データベ

ースを作成した。 

□初任者教職員及び教職員の中の希望者を対象に、「みよしを知ろう」

という研修を実施し、本市の「教育」「食」「文化」「歴史」「農業」「工

業」「スポーツ」について理解が深まった。 

H30 達成状況 

□市内小・中学校における、副読本「みよし」を活用した施設見学や体

験活動の実施状況を調べ、データベースに登録した。 

□副読本「みよし」は初任者研修で配付し、本市の理解を深めた。 

R1 達成状況 

□副読本「みよし」を初任者研修で配付し、本市の理解を深めた。さらに、１５

版副読本「みよし」作成に向けて、組織づくりなどに取り組んだ。 

□初任者及び希望教職員計１６名を対象に、研修「みよしを知ろう」を

実施。本市の「教育」「食」「文化」「歴史」「農業」「工業」「スポーツ」

について理解を深めた。 

R2 

行動予定 

□みよしの魅力をさらに盛り込んだ１５版副読本「みよし」の編集。 

□市内見学・体験活動データベースの整理・活用。 

□初任者教職員及び教職員の中の希望者を対象にした、研修「みよしを知

ろう」の実施。本市の「教育」「食」「文化」「歴史」「農業」「工業」「スポーツ」

について理解を深める。 

達成状況 

□新型コロナウイルス感染症拡大により、副読本「みよし」の編集作業の時間

確保が難しくなったため、改訂は来年度に延期し、令和３年度中の完成に

向けて準備を進めた。 

□初任者教職員を対象にした研修「みよしを知ろう」は、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため研修内容を変更し、副読本「みよし」を活用するこ

とによって、本市の「教育」「食」「文化」「歴史」「農業」「工業」「スポーツ」に

ついて理解を深めた。 

【成果指標】「みよしのことが好きである」児童生徒の割合 
    （みよしの教育に関するアンケート【小学生・中学生】） 

基準年(H26) H29 アンケート R1 アンケ―ト 目標(R2) 

小学生 － 

中学生 － 

市 民 － 

小学生８２％ 

中学生７８％ 

市 民９３％ 

小学生９３％ 

中学生８５％ 

市 民９１％ 

小学生８５％ 

中学生８５％ 

市 民９５％ 

※H29 が基準年となっている。R1 アンケート

では、小中学生の割合は上がっているので、

引き続き「ずっと住み続けたい」と思える

ようなふるさと学習を推進していく。 

達

成 
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【進捗状況】 
重点施策 学校ボランティアをきっかけとした地域教育力の結集 

担当課 教育行政課・学校教育課 

H28 達成状況 

□「みよし未来塾」では地域の力で中高生への学習指導を行うことができた。 

・ふれあい交流館を会場に、夏休みに１０日間冬休みに３日間実施し、

夏休みには延べ４６３人、冬休みには延べ７３人が参加した。 

・夏に引き続いて参加した者が７３％、来年度も参加したい者が６４％

となるなど、利用者から大変好評な声が聞かれた。 

H29 達成状況 

□「みよし未来塾」の拡大実施 

・夏休み 10 日間に延べ 375 人、冬休み３日間に延べ 105 人の中高生が参加した。 

・冬休みは、試験的に実施会場を市内２箇所【①サンライブ（ふれあい交流館）、

②カリヨンハウス】としたため、北中・三好丘中生徒の参加が増えた。 

□「広報みよし」で学校支援ボランティアを募集した。市民・学生ボランティア

82名が登録をし、各校で活躍した。 

H30 達成状況 

□「みよし未来塾」の拡大実施 
・夏休み８日間に延べ 423人、冬休み３日間に延べ 108人の中高生が参加した。

夏休み期間が２日間減ったが、参加人数は増加した。 

・アンケート「次回また参加したい」と答えた理由として「学校や家より集中で

きる」「支援員に質問しやすい環境で勉強がはかどる」という意見が多かった。 

□「広報みよし」で学校支援ボランティアを募集した。市民・学生ボラ

ンティア 91名が登録をし、各校で活躍した。 

R1 達成状況 

□「みよし未来塾」の拡大実施 

・夏休み１２日間に延べ 456人、冬休み４日間に延べ 92人の中高生が参加 

□ボランティア保険の予算を、Ｒ１は７０名分に拡大（Ｈ３０ ４０名分）することができた。 

□中学校区に１名地域コーディネーターを配置するための予算立てを行った。 

R2 

行動予定 

□「みよし未来塾」の開催日数や実施時間をさらに検討する 

□安心して参加してもらうためのボランティア保険等の予算のさらなる拡大  

□コミュニティースクール構想を踏まえた、愛知教育大学・東海学園大学との連携方法の検討、

設置に向けた会議等の開催、地域コーディネーターによる地域と学校の連携による協働本部

設置に向けた検討、地域ボランティア等の活用に関する検討 

達成状況 

□「みよし未来塾」を冬休み３日間に延べ４４人の中高生が参加した。 

□コミュニティースクール構想を踏まえた、愛知教育大学・東海学園大学との連携の検

討、その設置に向けた会議の開催、各中学校区学校評議員会での説明、各学校区

の地域コーディネーターの候補者検討、地域と学校の連携による協働本部設置に向

けた要領・要綱を作成した。 

【成果指標】学校ボランティアを活用する取り組み 
 （学校教育課調べ） 

基準年(H26) H29 調査 R1 調査 R2 調査 目標(R2) 

各学校での
創意工夫に

よる取組  

学生ボランティア 12 校 

保護者ボランティア 12 校 

地域ボランティア 12 校 

＜窓口＞ 

教頭(12 校)・学年(4 校) 

教務(1校)・担当教諭(1校) 

ボランティア登録数 

（愛教大サポート活動学生含む） 

学生：86 名 一般：9 名 

（H29 学生：63名 一般：6名） 

＜窓口＞ 

教頭(12 校)・教務（1 校） 

ボランティア登録数 63 名 

 

各中学校区において、

地域コーディネーターの

候補者検討 

地域学校の連携
を促進する地域 

コーディネータ 
中学校区１名 

 
※ボランティアの活用はどの学校でも盛ん

に行われているが、窓口を教頭が担い、仕

事量が増えている学校が多い。 


