
  

 

平成３０年度 みよし市教育振興計画―みよし教育プランー 

「２０の作戦」進捗状況 
資料１ 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□平成３０年４月から運用開始した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を始め行事やイベント等の情報を積極

的に発信する。 

□ファミリー・サポート・センター事業のＰＲのため、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する。 

□児童育成計画に係るニーズ調査を実施する。 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・ニーズ調査の結果に基づき、必要とされるサービス内容と利用見込量

を把握する。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□利用者ニーズに応じた運営の見直しを行う。 

 

 

 

達成状況  

H32 
目標 □事業の検証・拡充を行う。 

達成状況  

【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(H32) 

92.8% （結果集計中） 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。 



  

 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□Ｈ３１開所に向け、中部児童クラブの建設工事を実施する。 

□南部、三吉、黒笹児童クラブの第２教室の開設準備をする。 

□中部、南部、三吉、黒笹児童クラブの運営委託を行うため、運営事業

者をプロポーザルにより決定する。 

□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る。 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・運営業務を受託する事業者の指導、監督を行い、委託後も引き続き安

定した運営ができるようにする。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□中部、南部、三吉、黒笹に第 2教室を設置し、6年生まで対象を拡大 

□中部、南部、三吉、黒笹の運営を民間に委託 

□三吉児童クラブの建設 

達成状況  

H32 
目標 

□開所時間の延長 

・授業日(⇒放課後～午後 7時) 

・長期休業日等(⇒午前 7時 30分～午後 7時) 

達成状況  

【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 H31 目標(H32) 

376 人 384 人 399 人 455 人  478 人 

※定員を H29 度 360 人⇒H30 度 480 人
（120 人増）⇒H31 度 640 人（160 人増）
と計画的に増やすことで、利用数増に対
応していきます。 

 



  

 



  

【達成状況】 
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。 

  

□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 

行動予定 

□広報みよしの中で、市民の家庭教育力向上に繋がる情報「家庭教育だよ

り」を掲載する。 

・ ページ名 ： はぐくみ （ＨＵＧしてはぐくむ おやこそだち） 

・ 発行予定 ： 年６回 

（5/1号、7/1号、9/1号、11/1号、1/1号、3/1号） 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・より多くの市民に読んでもらえるように、保護者の関心が高い内容を

洗い出し、分かり易く掲載する。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□教育カレンダー発行の検討 

・三好中学校区、南中学校区で発行している小中学校行事カレンダーの中

に、子どもが参加できる地域の行事予定を盛込み、子ども目線で活用でき

るカレンダーの作成準備をする。各学校の担当者と連携を取り、地域行事

の情報提供をする。 

達成状況  

H32 
目標 □教育カレンダー発行 

達成状況  

【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 H31 アンケ―ト 目標(H32) 

― ―  ７０％ 

 ※平成 30 年度から家庭教育だよりを発行

したので、平成 31年度のアンケートで成

果を確認していく。 

 



  

 



  

【達成状況】 
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。 

・適応指導教室では、児童生徒の学習支援や自立支援をした。（毎日） 

・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。 

・個別支援検討会議で支援方法を考えて対応するなど、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 

行動予定 

□教育センター「学びの森」での教育支援センター機能の拡充 

・適応指導教室の運営や相談活動、学校支援の充実 

・学校や関係機関との連携を深めることにより、より良い相談体制の整備・

拡充を図る。 

□相談活動について広報やチラシ配布による保護者への周知 

□保護者も加えて個別支援検討会議を開催するなど、関係機関、学校、保

護者との連携をさらに深める。 

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等、学校、家庭、教育

センターで連携して対応することができた。 

□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、市内児童

生徒及びその家庭へチラシを配布した。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・個別の相談ニーズに対応するため、相談活動の充実を図る。相談活動

のチラシは、年度初め及び長期休業前に児童生徒及び保護者に配布

する。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□市専門相談員３名の配置 

 

達成状況  

H32 
目標 □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 

達成状況  

【成果指標】教育相談体制の充実 
                        （学校教育課調べ） 

基準年(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

･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 

･発達検査    14 件 

･不登校相談  279 件 

･発達･生活相談 162 件 

･発達検査     9 件 

･不登校相談  151 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 

※個別の相談ニーズに対応するため、市専
門相談員（心理士）を３名配置する。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□新学習指導要領実施に対応するため、特に次の点に関する資質向上を

目指す。 

① 「特別の教科道徳」の授業づくり  

② 本市のカリキュラムに沿った小学校外国語活動の展開  

③ プログラミング学習の試行  

④ 「深い学び」を実現する授業づくり 

□平成２９年度作成のキャリアステージに応じた「みよし市教職員研修実施

体系」に基づいた各種研修の実施 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・引き続き、多忙化を招かない方法による研修の内容の充実を推進して

いく。 

・プログラミング学習の授業事例を蓄積し、全市で共有していく。 

H31 

具体化した 

行動予定 
□新学習指導要領に対応した評価規準の見直し 

達成状況  

H32 
目標 □研修状況の点検と見直し 

達成状況  

【成果指標】「毎日の授業に満足している」児童生徒の割合 
 （みよしの教育に関するアンケート【小学生・中学生】） 

基準年(H26) H29 アンケート H31 アンケ―ト 目標(H32) 

小学校８０％ 

中学校６９％ 

小学校７９％ 

中学校７１％ 
 

小学校８５％ 

中学校７５％ 

※平成２９年度からの研修体系見直しの成
果を、平成３１年度のアンケート結果を
分析することで検証していく。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□教育情報化推進計画の策定及び策定会議の実施 

□小学校プログラミング教育の推進 

・プログラミング教育に関する教員研修の講師を各校に派遣 

・近隣の学生をメンターとした出前授業の斡旋 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・本年度策定した教育情報化推進計画に基づき、今後 5 年間で、国が示す

水準までＩＣＴ機器の整備を進め、思考力・判断力・表現力を育てる授業の

充実を図る。また、授業でのＩＣＴ活用事例を蓄積し、全市で共有していく。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□推進計画に従ったＩＣＴ環境整備 

・中部小、三好中、北中、南中に普通教室数の１／２の割合まで大型提示装置を配

備する。 

達成状況  

H32 
目標 □推進計画に従ったＩＣＴ環境整備 

達成状況  

【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 H31 目標(H32) 

４６．３％ ３２．１％  ８０％ 

※新規の増設置は行っていない。古い電子黒板

で使えなくなったものが増えたことと、学級数

増により数値が低下している。今後は推進計画

に従って整備を進める予定である。 

＊ 

＊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。 



  

 

現在、小学校３，４年生では年間１５時間（年間１５時

間中）、５，６年生では年間２５時間（年間５０時間中）の

外国語活動の授業をＡＬＴ（外国語指導助手）と担任が協

力して行っています。中学校では２３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、外国語活動対応非常勤講師も、小学校で年

間２５時間の授業を担任と協力して行っています。 

 今後は、小学校３，４年生で年間３５時間の外国語活動、

５，６年生で７０時間の教科としての外国語の授業が実施

されるなど、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。 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□英語教育推進リーダーによる授業公開・研究会（年２回）、ＡＬＴによる研修  

□小学校新学習指導要領の時間数での実施に向けて、コマ数の確保につ

いて教育課程検討会議にて検討 

□ＡＬＴ・非常勤講師が参加する小学３年から６年までの授業 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 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・次年度より小学校では先行実施となり、３，４年生で年間 35 時間、５，６年

生で年間 70 時間の授業を実施するため、どの学校でも同様の学習内容となる

ように、市で統一の年間指導計画及び指導案を作成していく。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□小学校において、ＡＬＴまたは非常勤講師が学級担任と共に行う授業を   

１００％実施する。 

□小学校高学年で教科化となるため、評価方法について検討を行う。 

□中学校において、ＡＬＴが教科担任と共に行う授業を年間２８時間実施する。 

達成状況  

H32 
目標 □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 

達成状況  

【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 H31 目標(H32) 

小 80％ 
中 11％ 

小 80％ 
中 11％ 

小 100％ 

中 115％ 

小 100％ 

中 116％ 
 

小 100％ 
中 125％ 

※ＡＬＴ・非常勤講師が参加する小学校３～
６年生の授業を 100％実施できた。次年度
は、先行実施によりさらに授業時数増とな
るが、100％の実施を維持していく。 



  

 

しました。 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□「特別の教科道徳」の実施に伴う年間指導計画の見直しと、指導方法や評価方
法の在り方について協議する。 

・市主催による道徳教育推進教師研修会を実施する。 

・外部講師を招聘して道徳科の授業研究を実施している学校の研修計画を市内

で共有し、他校からの参加を促す。 
・道徳科の授業づくりや評価の在り方について各校で研究を進めるための資料・書籍代金を助成する。  

□三好丘中学校区人権教育推進地域事業の成果を新年教育研究大会で発表 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・外部講師を招聘して道徳科の授業研究を実施している学校の研修計画

を他校に周知し、参加を促した。（年間 16回） 

・先進校が作成した「教材分析シート」を全市に共有する。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□市道徳教育推進プランの作成 

 

達成状況  

H32 
目標 □市道徳教育推進プランの検討・改善 

達成状況  

【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 H31 目標(H32) 

小 97.3％ 
中 90.0％ 

小 96.7％ 
中 90.9％ 

小 96.6％ 

中 93.5％ 

小 96.5％ 

中 93.3％ 
 

小 98.0％ 
中 95.0％ 

※中学生には伸びがみられるが、小学生の
内訳を見ると「強く思う」が減っている。
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。 



  

 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□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、授業での活用を促す。 

□「みよしっ子スポーツチャレンジ（仮）」を市の HP に掲載し、市内の学級対

抗で大縄跳びの記録等を競い合えるようにする。 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・「ウォーミングアップドリルや運動遊び集」は、各学校における教材

作成の負担軽減ともなる。さらに充実させ、活用を促していく。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□体つくり運動プログラムの作成 □体力向上プロジェクトの見直し 

 

 

達成状況  

H32 
目標 □体つくり運動プログラムの見直し□体力向上プロジェクトの見直し 

達成状況  

 

【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(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 
小男：全国比△0.8 
小女：全国比△0.5 
中男：全国比△0.7 
中女：全国比△0.6 

小男：全国比＋1.1 
小女：全国比＋0.6 
中男：全国比△0.9. 
中女：全国比△2.7 

小男：全国比△0.5 
小女：全国比△0.3 
中男：全国比△2.7 
中女：全国比△1.8 

小男：全国比△4.4 
小女：全国比△1.2 
中男：全国比△1.6 
中女：全国比△2.2 

 
小中・男女とも
全国を上回る 

※小学生は男女ともに県平均は上回っているも
のの、全国平均は下回る。中学生は女子が県平
均も下回っており、対策の必要がある。 



  

 



  

【達成状況】 
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、ハートケア主任サポーター

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 

行動予定 

□各種「個別の教育支援・指導計画」による支援及び内容の見直し 

□中学校から高等学校への「個別の教育支援・指導計画」の引継ぎを推進する。 

□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、支援

の充実を図る。 

□ハートケア教育主任サポーターによる不登校児童生徒や学校への支援を

充実させる。 

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。 

□ハートケア教育主任サポーターによる不登校児童生徒及びその保護

者の支援をした。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・不登校、発達の課題、特別支援教育に対する相談・支援の要望が多い

ため、個別のニーズに対応する支援体制の整備が必要である。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□対象児童生徒の各種「個別の支援・指導計画」の作成・実施 継続的な見直し 

 

達成状況  

H32 
目標 □対象児童生徒の各種「個別の支援・指導計画」の作成・実施 継続的な見直し 

達成状況  

【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 目標(H32) 

日本語指導が必要な児童生徒用：― 
不登校傾向の児童生徒用：― 

日本語指導が必要な児童生徒用：100% 
不登校傾向の児童生徒用：100％ 

日本語指導が必要な児童生徒用：100% 
不登校傾向の児童生徒用：100％ 

日本語指導が必要な児童生徒用：８０％ 
不登校傾向の児童生徒用：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

対する個別の指導計画作成は、100%を維持し

ている。 



  

 

少人数学級編制については、国が小学１年生を、

県が小学校２年、中学校１年でいわゆる３５人学級

を実施し、本市では、義務教育全ての学年での少人

数学級実現を目指し、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２９年

度からは中学校３年生に順次拡大を図っています。 

 学級規模を小さくすることで、より一人一人に目

が行き届くようになり、学習面に加え生活面でもき

め細かい指導が可能となります。 

 保護者の全学年での少人数学級実現への期待も

年々大きくなっています。 

中3追加実施 全学年実施 

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 



  

【達成状況】 
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。 

 

行動予定 

□小学４、５、６年生の３５人学級実現に向けて、必要となる人員、教

室、備品等の教育環境整備を進める。 

□少人数指導を活用した指導方法についての研究・実践を継続し、少人

数指導のメリットについて具体的にまとめる。 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

□少人数学級編制は、教員にとって児童・生徒の多様なニーズの応える

ためにも最も重要な施策の一つであり、さらなる少人数学級編制の拡

大への実施の可能性についての検討が必要 

H31 

具体化した 

行動予定 

□小学校４、５、６年生での少人数学級編制の追加実施 

 

 

達成状況  

H32 
目標 □更なる拡大に向けた検討 

達成状況  

 

【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 H31（予定） 目標(H32) 

小１２３年 
中１年 

小１２３年 
中１２年 

小１２３年 
中１２３年 

小１２３年 
中１２３年 

小１２３４５６年 
中１２３年 

小１２３４年 
中１２年 

※当初目標を大幅に上方修正し、平成３１

年度から全ての学年での３５人学級実現

を目指していく。 



  

 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□北中学校大規模改修３期工事（プール・外構）の実施 

□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）の実施 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・夏の猛暑・酷暑をふまえ、普通教室に加え特別教室にもエアコンを設

置し、快適な学習環境の整備を目指していく予定。 

・今後も教育環境の充実を目指して大規模改修工事等による施設整備を

計画的に進める。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□三吉小学校大規模改修１期工事（体育館・プール・外 構）の実施 

□三吉小学校大規模改修２期工事実施設計（南舎：管理棟）の実施 

 

達成状況  

H32 
目標 

□三吉小学校大規模改修２期工事（南舎：管理棟）の実施 

□三吉小学校大規模改修３期工事実施設計（北舎：普通教室棟）の実施 

達成状況  

 

【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 H31 アンケ―ト 目標(H32) 

小学生８４％ 
中学生７０％ 

小学生８４％ 
中学生８１％ 

 
小学生８７％ 
中学生７５％ 

※北中学校、三吉小学校の大規模改修が進

んだことが、児童生徒の満足度にどのく

らい表れるのかを来年度のアンケートで

確認し、検証していく。 



  

 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□各校の実践や研究資産を市内小中学校で共有 

・各中学校による小中、小小による連携活動を市内に広める。 

・校務支援システムで各中学校区での取り組みを市全体に広げる。 

□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を図る。 

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） 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・授業実践に関する資料を「指導案等アーカイブ」として校務支援シス

テムに保存し、教職員が自由に閲覧、活用できるようにする。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□教職員同士が得意分野を生かした自主研修（みよし教師塾）を行うなど、

学校を越えた連携を深める。 

達成状況  

H32 
目標 □１２校での更なる連携強化を目指す。 

達成状況  

【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(H26) H28 H29 H30 H31 目標(H32) 

小 86.1％ 
中 76.4％ 

小 85.4％ 
中 81.9％ 

小 86.8％ 

中 79.1％ 
小 85.7％ 

中 78.8％  
小 90.0％ 
中 80.0％ 

※平成 30年度から成果指標を改めたので、
次年度から経年変化を分析・検証し、成
果を確認していく。 

 

※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、成果指標を改めました。 



  

 

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

持たせるなど、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。 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□生涯学習講座を、公開講座２講座、生活創造講座を９７講座、国際理解

講座を３３講座、情報・通信講座６０講座、合計１９２講座を予定している。 

□夜間や土曜日、日曜日に講座を開催することにより、より参加しやすい生

涯学習講座にする。 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

□次年度にサンライブ全体の管理運営についてのあり方を検討するな

かで、生涯学習講座の運営等についても検討する。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□講座体系・運営体制の見直し。 

 

 

達成状況  

H32 
目標 □新たな体制による運営。 

達成状況  

 

【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 H31 目標(H32) 

延べ 

2,563 人 

延べ 

2,450 人 

延べ 

2,328 人 

年度末に

集計予定 
 

延べ 

4,500 人 

 

 
※Ｈ３１年度に生涯学習講座を含めたサン
ライブの管理運営のあり方について検討
する。 

 



  

 

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。 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□生涯学習の普及、促進を目的に、生涯学習活動を積極的に推進する団

体等に、活動費用の一部を助成する。 

□生涯学習に取り組む団体等に、活動の成果を発表する機会を提供するた

め、生涯学習発表会を開催する。 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

□生涯学習の普及、促進を目的に、生涯学習活動を積極的に推進する団

体等への助成方法を見直した。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□生涯学習活動団体への助成。 

□生涯学習発表会を実施予定。 

□生涯学習活動団体の広報。 

 

 

達成状況  

H32 
目標 

□生涯学習活動団体への助成。 

□生涯学習発表会を実施予定。 

□生涯学習活動団体の広報。 

達成状況  

 

【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 H31 目標(H32) 

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 30 

 
※前年度より１団体増加してはいるが、目

標値の 30 団体を達成するためには、一

層の支援強化が必要であり、団体等への

助成方法を見直す。 



  

 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 
□市内３総合型地域スポーツクラブによる、レクリエーションスポーツフェスタ

等のスポーツイベントへの協力及び事業ＰＲ 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

□平成 30年度の行動予定については達成済 

H31 

具体化した 

行動予定 

□小中学校の屋外照明設備の設置についてスポーツクラブと小中学校と協

議を行う。 

 

 

 

達成状況  

H32 
目標 □小中学校の部活動支援を行う。 

達成状況  

 

【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 H31 目標(H32) 

42,641 人 51,003 人 51,815 人 
年度切替後に

集計を予定 
 50,000 人 

※年度終了時に集計を行うため、現時点では未

集計。次回の委員会の中で結果を報告する。 



  

 

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。 



  

【達成状況】 
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 

□展示リニューアル業務委託により、２階展示室を改修し、ひな人形展を開

催した。（１月～３月）。常設展示室を３月末にリニューアル。 

・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 

行動予定 

□企画展（３回）、特別展（１回）を開催する。 

□常設展示で新たに「むかしの道具」に関連したテーマ展示を計画し実施

する。 

□夏季に土器作り・石器作り体験講座を開催する。 

□夏季に土器形クッキー（ドッキー）作りの体験イベントを開催する。 

□市指定文化財である黒笹２７号窯を含む市内文化財めぐりを実施する。 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

□新たな視点による企画展・特別展の開催に合わせ、参加体験型の関連イベント

や、県内の他の資料館と連携したスタンプラリーを開催するなど、入館者が郷土

の歴史や伝統文化、民俗資料などに触れる機会を設けます。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□市制施行１０周年記念事業準備 

・土器作り・石器作りの体験講座及び土器型クッキー（ドッキー）作り体験イベントを開催。 

・市指定文化財の黒笹 27号窯・石川家住宅を含む市内文化財めぐりの実施。 

・灰釉陶器づくり体験講座を夏季と秋季に開催。 

・常設展示の中で民俗資料や昔の道具などにかかるテーマ展示を実施。 

達成状況  

H32 
目標 □市制施行１０周年記念事業 

達成状況  

【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 H31 アンケ―ト 目標(H32) 

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 ６０％ 

※情報発信を続ける中、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。今

後も、様々な企画を計画し、みよし市の歴

史への興味を喚起していく。 



  

 

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、２９年度のアンケート調査では、２６

年度の「本が好き」と答えた割合を下回り、今後

いかに目標値に近づけるかが課題です。 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□中央図書館の蔵書冊数を２５０，０００冊以上とする。 

□生活に関する一般図書を重点的に購入し拡充する。 

□学校支援用図書を購入し各学校の調べもの学習などに提供できるように

する。 

□各学校への配本事業を引き続き実施する。 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

□図書館の管理運営方法を検討し、利用者の増加につなげ、本を読む機

会を増やせるよう魅力的な図書館を目指していく。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□図書館の管理運営方法を検討する。他市町の状況を確認し、指定管理者

制度のメリット、デメリットを検証したうえで現在の業務委託にするのか、指

定管理者制度を導入するのか決定する。 

達成状況  

H32 
目標 □新たな手法での管理運営（指定管理者制度） 

達成状況  

 

【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【保護者】） 

基準年(H26) H29 アンケート H31 アンケ―ト 目標(H32) 

小・中学生 74％ 
市  民  72％ 

小・中学生 72％ 
市  民  68％ 

 
小・中学生 80％ 
市  民  80％ 

 ※小中学校、市民共にポイントが下がった。 

今後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。 

 



  

 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 
□市内見学・体験活動データベース見直し 

□副読本「みよし」の教職員への配付 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

・新学習指導要領に対応した、副読本「みよし」を改訂、編集作業に向

けて内容の検討をしていく。 

H31 

具体化した 

行動予定 

□新学習指導要領に対応した、第１５版副読本「みよし」の改訂に向けた編

集委員の選定。 

□１５版副読本「みよし」の内容検討。 

□市内見学・体験活動データベースの整理 

達成状況  

H32 
目標 □１５版副読本「みよし」活用事例作成 

達成状況  

 

【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 H31 アンケ―ト 目標(H32) 

小学生 － 

中学生 － 

市 民 － 

小学生８２％ 

中学生７８％ 

市 民９３％ 

 小学生８５％ 

中学生８５％ 

市 民９５％ 

※H29 が基準年となっている。今後も継続し

てふるさと学習を推進し、次年度のアンケ

ートで成果を測りたい。 



  

 



  

【達成状況】 
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 

行動予定 

□各校のボランティア活用に関するアンケートの実施（ボランティア、学校） 

□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獲得準備 

□市民ボランティアを発掘するための広い広報 

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。 

学識経験者の意見

（点検評価）の分析 

H31 に向けた改善 

□「みよし未来塾」事業の更なる拡大実施 

□更なる市民ボランティアの人材発掘及び育成 

H31 

具体化した 

行動予定 

□「みよし未来塾」の夏休み期間の日数の延長 

□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拡大 

□地域コーディネーターによるボランティアの派遣モデルを実施 

達成状況  

H32 
目標 □地域コーディネーターの配置拡大 

達成状況  

【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 H31 調査 目標(H32) 

各学校での創
意工夫による

取り組み  

学生ボランティア活用   1 2 校 

保護者ボランティア活用  1 2 校 

地域ボランティア活用   1 2 校 

※窓口 教頭(12 校)・学年(4 校) 

教務(1 校)・担当教諭(1 校) 

 

地域学校の連携を

促進する地域 
コーディネーター  

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。 


