
［令和元年度対象］
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１．教育委員会の点検・評価について（趣旨） 

 

（趣旨） 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、すべての教育

委員会は、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表

することとされています。 

 旭市教育委員会では、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、

点検及び評価を実施し、報告書を作成しました。 

 

（点検評価の対象） 

点検・評価の対象は、旭市総合戦略「郷土愛からつなぐ未来 ず～っと大好

きなまち旭 ～三郷の実現から発展へ～」の中で掲げた教育委員会に関する施

策の取組としました。 

旭市総合戦略以外で掲載した主要な施策の取組は、「その他」としています。 

 

（点検評価の方法） 

旭市総合戦略に掲げた事業ごとに、当該年度の取組内容及び結果、評価（５

段階）、今後の取組・課題等について記載し、事業の実績を明確にするとともに

今後の対応を検討しました。 

 

評  価 評価に対する考え方 

完  了 目標を達成し、取り組みを完了した（完成した） 

順  調 目標の達成に向け、計画どおりに進行した 

概ね順調 目標の達成度は十分ではないが、概ね順調に進行した 

横 ば い 
計画どおりに進行しなかった 

調査・検討はしたが、見直しまでに至っていない 

不  調 調査・検討の結果、実施を見送った 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第１項の規定により教育長に委任

された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任

された事務を含む。）を含む。) の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結

果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 
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２．教育委員会の点検・評価について（総括） 

 
(１) 令和元年度における取組の方向  

○ 旭市は、旭市総合戦略（平成２７年度～令和元年度）の中で、「郷土愛からつな

ぐ未来 ず～っと大好きなまち旭 ～三郷の実現から発展へ～」を旭市の将来都市

像としています。また、旭市の教育に関する大綱（平成２８年度～令和元年度）で

は、「～旭に学び、育ち、旭を誇りに思うひとづくり～」を基本理念としています。

旭市教育委員会は、これらに基づいて、令和元年度旭市教育行政の運営に関する基

本方針となる、学校教育指導の指針及び社会教育実施計画を定め、各種事業を推進

することとしました。 

○ 教育委員会活動の充実については、地域・学校現場との意見交換を行う等の取組

を進めるほか、市広報紙を通じ教育委員会活動を紹介することとしました。 

 

(２) 取組の実施状況の概要 

①教育委員会活動の取組について 

○ 市内小・中学校２０校全てを訪問し、経営説明や施設等の視察、授業参観により、

各学校の状況及び校長の経営姿勢、経営方針、教職員・児童生徒の実態を把握する

とともに、教育現場との意見交換を行いました。 

また、市開催の地域意見交換会へ教育長が出席の他、教育委員研修会への参加、

教育諸団体との意見交換や市行事、生涯学習事業等への出席により、市民の教育行

政に関するニーズの把握に努めました。〔別表１（Ｐ６）〕 

○ 令和元年度においては、１２回の教育委員会定例会議と臨時会１回を開催し、教

育現場の意見を踏まえた教育委員会規則等の見直しや令和２年度の旭市教育行政

の運営に関する基本方針の制定等、重要な方針を決定しました。〔別表２(Ｐ８～)〕 

○ 平成２５年１０月から市広報紙に月１回、市民向けの教育情報の掲載を行ってい

ます。平成３０年９月からは、郷土の発展のために尽くされた「あさひ 輝いた

人々」の掲載を開始しました。 

○ 令和元年度の総合教育会議は、２回の会議を開催し、「第２期 旭市の教育に関

する大綱」の作成に向け、意見交換を行いました。 

②学校教育の充実について 

○ 学校運営の改善のため、教職員による自己評価及び保護者や学校評議員による学

校関係者評価を全小・中学校が実施し、その結果を公表しました。 

○ 各小・中学校では、「確かな学力」を育成するため、学校の実態に合わせて学習

指導の研究に取り組み、学習指導の充実や教員の指導力向上に努めました。 

○ 読書活動の充実のために学校図書館司書を派遣し、学校図書の整備と読書指導を

進めました。 
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○ 生徒指導に関する研修会や不審者対応訓練等の生徒指導・安全教育の充実を図り

ました。 

○ 全小学校では、「小学校キャリア教育に関わる体験学習（ゆめ・仕事ぴったり体

験事業）」、全中学校では「職場体験事業」を実施し、キャリア教育の充実を図りま

した。 

○ 授業でのＩＣＴの積極的な利用を呼びかけるとともに、校務システムによる事務

処理の効率化と情報管理の徹底を推進しました。 

○ 小・中学校指導力向上研修会等、新たな教育課題に対応した研修会を実施するこ

とにより、教職員の専門性の確保と指導力向上を図りました。また、全国学力・学

習状況調査結果の有効活用を図りました。併せて、教務主任研修会を実施し、各校

での調査結果の活用方法等について研修を深めました。 

○ 特別支援教育推進のため、研修会の実施や「旭市特別支援連携協議会」の充実、

「就学情報パンフレット」の小学校就学予定者の保護者への配付、小学校就学にお

ける「旭市就学支援ステップシート」の活用等、特別支援教育の理解と体制の整備・

充実を図りました。 

○ 学力向上や生徒指導関連問題、教職員のモラールアップにつながる情報等を、学

校教育課便りを通して全教職員に発信しました。 

○ 児童生徒の登下校中の安全を確保するため、平成２６年度に策定した「旭市通学

路交通安全プログラム」に則り、関係機関との連携体制を図りながら重点校に指定

された５校について合同点検を実施しました。 

③総合戦略における社会教育について 

○ 「結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり」を

基本目標に、「スポーツの振興」、「子育て支援の充実」、「生涯学習の充実」、「芸術

文化の振興・伝統文化の保存」、「青少年の健全育成」、「交流の促進」の基本施策を

それぞれ展開しました。 

○ 「スポーツの振興」では、スポーツ活動の充実を図るため、各種市民スポーツ大

会に係る助成を行うとともに、市民の一体感を醸成する事業として、市民駅伝大会

や市民スポーツのつどい、健康体力づくりフェスティバル等を実施しました。さら

に、スポーツ活動の支援として、スポーツ協会・スポーツ少年団等への運営補助を

行うとともに指導者等の養成に努めました。 

また、スポーツ施設の維持管理については、スポーツやレクリエーションによる

地域の交流の場となる施設の整備充実を図るとともに、利用しやすい管理運営に努

めました。  

○ 「子育て支援の充実」では、３歳児の保護者を対象にした「わくわく子育て学級」

並びに小・中学校の１学年の保護者を対象とした「家庭教育学級」の充実に努めま

した。 

○ 「生涯学習の充実」では、老朽化した干潟公民館に代わる施設として、干潟支所
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を複合施設ひかた市民センター（干潟公民館）に大規模改造するなどの関連施設の

整備を行い、学習環境の充実に努めました。各公民館等においては個人の資質の向

上に向けた各講座の充実に努めました。 

○ 「芸術文化の振興・伝統文化の保存」では、市民文化活動の推進、文化振興事業

の充実、文化財の保存等を重点に実施しました。 

市民参加型事業については、文化団体の活動の成果を発表する場が求められてい

ることから、文化祭の開催や、市民音楽祭、あさひのまつり等を東総文化会館で実

施しました。舞台芸術の鑑賞としては、プロによる演芸等を開催しました。 

また、文化施設の利用助成、文化協会等への補助を行いました。 

地域固有の歴史、文化財等の保存継承について、文化財の保存・継承団体へ補助

を行うとともに、国指定文化財大原幽学遺跡史跡公園管理においては、台風被害に

よる施設等の復旧工事を実施しました。 

また、大原幽学記念館については、千葉県教育委員会博物館の登録を申請し、令

和元年１２月１９日付けで登録博物館となりました。 

○ 「青少年の健全育成」では、青少年相談員の各種事業への積極的な協力や、子ど

も会事業でのリーダーの育成を推進するとともに、地域子ども教室の充実を図りま

した。 

海上キャンプ場については、隣接する滝のさと自然公園を生涯学習課に所管換え

し、キャンプ場とともに指定管理者制度により一体的に管理を行います。また、指

定管理者として、令和２年度から７年度までの５年間、（株）塚原緑地研究所が管

理運営することになりました。 

○ 「交流の促進」では、東京 2020 オリンピックの事前キャンプ地としてザンビア

共和国オリンピック委員会と覚書を締結しました。これを受けて、国の進めるホス

トタウンの申請を行い、既に登録されているドイツ連邦共和国に次いで登録となり

ました。 

   また、「いいおかみなと公園」から「いいおかユートピアセンター」の区間が、

東京オリンピック聖火リレーのルートに決定され、聖火ランナーについても飯岡中

学校卒業生と在校生が県内唯一のグループランナーに選考されました。 

 

(３) 今後の課題と対応 

①教育委員会活動の取組について 

○ 新教育委員会制度の下、首長との連携の強化を図るとともに、総合教育会議にお

いて、教育条件の整備等重点的に講ずるべき施策について協議・調整をしていきま

す。今後も、市教育委員会の役割、責務を果たし、「第２期 旭市総合戦略」の基

本目標に基づく各施策、及び「第２期 旭市の教育に関する大綱」の５つの重点目

標を踏まえ、教育活動に向けて重要な方針や方向を決定していきます。また、地域

の教育ニーズに応える教育委員会として、常に教育現場や地域・保護者の声に耳を
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傾け、安全で安心な学習環境づくりと教職員の指導力向上に向けて、旭市教育委員

会ならではの教育行政を推進していきます。  

②学校教育の充実について 

○ 学習指導要領のねらいや千葉県教育委員会の施策等の動向を踏まえつつ、地域や

社会から求められる道徳教育、特別支援教育や食に関する指導、安全・防災教育の

推進、グローバル化に対応した教育の推進等、現代的な教育課題に向けて、指導の

充実を図っていきます。 

③総合戦略における社会教育について 

○ 市民のニーズが多様化していることから、誰もが生きがいを持てるまちづくりを

めざし、生涯学習の基本目標の達成に向けて、関係機関、関係団体、民間等と連携

を図り、さまざまな学習機会の提供や各種活動の支援、また、世代間交流の促進に

よる青少年の健全育成を目指します。 



(別表１）

  

３．教育委員活動状況

平成31年4月～令和2年3月

6
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（別表２）４．教育委員会会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）会議の開催（平成31年4月～令和2年3月）

（２）審議内容等

8



（３）議決事項別　議案数

9



【評価結果一覧表】

施　　策 No 事業名 完了 順調
概ね
順調

横
ばい

不調

５．総合戦略掲載事業の進捗状況及び評価等について

施策の展開

 10



１．文化財看板の整備

２．健康づくり運動推進事業

旭市総合体育館トレーニングルーム

大塚原古墳看板

11



５．競技団体の支援

３．各種スポーツイベントの開催

４．スポーツ推進計画の策定

世界ジュニア日本代表選手選考会

旭市飯岡しおさいマラソン大会

12



６．指導者の育成

市民スポーツのつどい

13



８．総合体育館管理費

７．社会体育施設管理費

バスケットゴールの購入

飯岡児童体育館 解体撤去工事

14



９．コミュニティ・スポーツ広場の管理

１０．社会体育施設改修事業

仁玉コミュニティ広場ネットフェンス
台風第15号災害復旧工事

旭市総合体育館
サブアリーナ天井改修工事

15



１２．家庭教育相談体制の充実

１１．家庭教育学級の充実

１３．情報提供の推進

３歳わくわく子育て学級 合同学習会

16



１５．幼稚園運営助成事業

１４．放課後児童クラブ運営事業

17



１７．第３子以降保育料等の無料化

１６．育英資金給付事業

18



１９．小・中学校情操教育推進事業

１８．学校いきいきプラン事業

19



２０．小・中学校情報教育推進事業

２１．学校給食の充実

20



２２．小・中学校教諭補助員配置事業

２３．英語指導助手配置事業

学習支援する教諭補助員

21



２４．学校図書館司書配置事業

２５．スクールカウンセラー配置事業

(件)

22



２７．適応指導教室指導員配置事業

２６．特別支援教育体制推進事業

23



２８．課外活動支援事業

３０．キャリア教育推進事業

２９．教職員研修事業

24



３１．学校大規模改造事業

３２．飯岡中学校改築事業

干潟小学校屋内運動場防災機能強化工事

（外壁補修）

平成27年12月竣工

第二中学校武道場防災機能強化工事

（天井材の軽量化・補強）

25



３３．学校施設改修事業（空調設備設置）

26



３５．生涯学習講座の開催

３４．生涯学習施設活動費

３６．生涯学習ボランティアリーダーバンクの充実

おもしろ世界遺産「館外研修」

27



３７．生涯学習関連施設のネットワークの活用

28



３８．各施設の整備充実

３９．生涯学習センター複合施設の検討

ひかた市民センター

（干潟公民館）

29



４２．図書館の整備

児童書新刊コーナー

30



４３．市民文化活動の支援

４５．文化振興事業

４４．文化施設の利用助成事業

旭市文化祭展示部門あさひ少年少女合唱団

あさひのまつりチェコ少年合唱団

交流コンサート

31



４６．大原幽学関係資料の保護・保存

４７．文化財保存事業

４８．文化財保存・継承団体助成

企画展のようす

後草水神社神楽

文書館

32



４９．大原幽学遺跡史跡公園管理費

大原聖殿の台風被害

33



５０．成人式開催事業

５２．青少年問題協議会の開催

５１．青少年育成市民会議の推進

令和２年１月１２日

34



５３．青少年相談員連絡協議会活動の推進

５５．地域子ども教室事業

５４．通学合宿の推進

ものづくり科学教室

登校のようす

キャンプ場宿泊体験

35



５６．子ども会活動の促進

５７．海上キャンプ場管理事業

子どもパークゴルフ大会

炊事棟

36



５８．スポーツ交流の促進

５９．オリンピック事前キャンプ地誘致

向太陽杯パークゴルフ大会

ザンビア共和国覚書調印式

37



６０．ドイツ交流事業

38



６１．茅野市児童交流事業

６２．沖縄交流事業

地曳網体験

39



６３．青少年センター活動費

40
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６．点検・評価に関する学識経験者からの意見 
 
                                                   

菅 谷 充 雅 

 

「旭市の教育に関する大綱」の最終年度を迎え、その目標達成の具現化が着実に 

図られています。示された教育委員会の事業評価は適切と判断します。 

学校教育に関しては学校や児童生徒の実態に応じた教育支援体制を構築して、計 

画的に各事業を進めていることがわかります。 

市内全小中学校への教育委員会訪問、定例教育委員会議や総合教育会議の開催、

教職員研修の実施、屋内運動場等の改修、教室への空調設備の設置など教育委員会

としての責務を着実に果たしています。また、限られた予算の中で様々な専門性を

持つ多くの外部人材を学校現場の状況に応じて手厚く配置しており、学校教育に求

められている諸課題の解決に向けて大きく貢献しています。 

社会教育については「結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持

てるまちづくり」という基本目標の実現に向けて、社会教育施設の整備改修、各種

講座の開催、文化の醸成に結びつく芸術文化事業の開催、健康増進に向けた各種ス

ポーツ活動の実施、子育て世代への支援活動、青少年の健全育成など「開かれた教

育委員会」としての機能を活かした取組が計画的に行われていて大いに評価できま

す。今後は、これまでの取組の成果を踏まえ「第２期旭市教育に関する大綱」を作

成し、少子・高齢化という社会の中で市民ニーズに沿った生涯にわたる教育活動の

支援をお願いします。 

 

〔施策 03 観光の振興〕 

②観光施設の整備                      評価：良好 

文化財は市の歴史・文化を継承する上で貴重な財産です。しかし、本市の文化財 

に対する市民の意識はあまり高いとは言えません。そこで看板や案内板の設置は市 

民の意識を高める上でも大きな効果があります。特に登録博物館になった大原幽学 

記念館については看板等も含めて広く周知していく必要があります。引き続き市内 

の現状を確認して修繕・設置を計画的に進めていただきたい。 

 

〔施策 05 保健の充実〕 

①健康づくりの推進                     評価：良好 

健康意識の高まりからトレーニングルームを積極的に活用する市民は増えてい

ます。こうした中、トレーニング機器の修繕やトレーニングルームの維持管理、各

種スポーツ教室の開催など市民ニーズにこたえた取組は評価できます。また、予約

システムの導入は利便性とともに感染症予防対策にも有効だと思います。ぜひ実現

に向けて努めていただきたい。 
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〔施策 06 スポーツの振興〕 

①スポーツ活動の充実                    評価：良好 

各種スポーツイベントの開催、各競技団体への支援、指導者の育成など市民の健 

康増進に向けた取組は評価できます。今後は広報活動等を工夫してより多くの市民 

の参加が得られるよう努めていただきたい。スポーツ推進計画については広く周知 

を図る必要があると思います。 

②スポーツ施設の維持管理                  評価：良好 

本市は充実したスポーツ施設が数多くあり、市民が積極的にスポーツに参加でき 

る環境がよく整備されています。こうした中で総合体育館を中心に各種社会体育施 

  設の計画的な改修・修繕は大いに評価できます。今後は市民の意見も参考にし、費 

用対効果を十分に検討した上で、統廃合を含めて計画的な取組を進めていただきた 

い。 

 

〔施策 07 子育て支援の充実〕          

①結婚・子育て環境の整備                  評価：良好 

現在の子どもを取り巻く状況をみると、家庭教育学級の開催や家庭教育相談体制 

の充実はとても重要です。今後も保護者の要望等しっかり把握して内容の充実に取 

り組んでいただきたい。 

放課後児童クラブは市内全１５小学校区で設置されていますが、専用施設がある 

地区や小学校の一部を使用する地区など環境面で大きな違いがあります。保護者の 

ニーズも高く、子育て世帯が住居を構える上でも大きな判断基準となっており、少 

子化対策の点からもとても重要です。指導員の配置を含めて環境整備を更に進めて 

いただきたい。なお、国や県との関係、事業の趣旨からも子育て支援課の所管が望 

ましい。移管に向けて引き続き取り組んでいく必要があると思います。 

②子育て世帯への経済的支援                 評価：良好 

育英資金給付事業や私立幼稚園への助成は保護者の経済的負担を軽減できる素

晴らしい取組です。特に市独自の育英資金給付は学習権を保障する観点からも大変

有意義な事業です。財源的に課題があると思いますが引き続きお願いしたい。 

 

〔施策 11 学校教育の充実〕 

①教育内容の充実                      評価：良好 

学校いきいきプラン事業は他には見られない市独自の学校支援策であり素晴ら

しい取組で大いに評価できます。各学校では児童生徒の健やかな成長につながる特

色ある学校づくりに活用しています。児童生徒の「生きる力」を育むためにもこの

事業の教育的効果は非常に大きいので引き続きお願いしたい。 

児童生徒科学作品展、図工美術作品展には毎年多くの出品があります。作品から 

は児童生徒の創造性、独創性が感じられ、児童生徒の成長に大きく貢献しています。 

小学校音楽会は児童の交流を通して感受性を高めることができる素晴らしい取

組だと思います。 

情報教育推進事業では、パソコン教室をはじめ各種機材を効果的に活用して児童 
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生徒の情報活用能力を高めていることがわかります。今後は研修を充実させて教 

職員の指導力を更に高めるとともに機材の計画的な更新をお願いしたい。 

学校給食は食育を進める上で重要な役割を担っています。給食だよりの発行、「千 

産千消デー」「WASHOKUの日」「ものがたり給食」「食育出前授業」の設定、栄 

養教諭、栄養士の学校への派遣、家庭教育学級での講話など食に対する子どもや保 

護者の興味関心を高める様々な取組は大いに評価できます。 

②教育支援体制の充実                   評価：良好 

教諭補助員、英語指導助手、学校図書館司書、スクールカウンセラー、部活動指

導員等、多くの専門的な人材を学校へ派遣することで学校の教育体制を充実させる

ことができています。こうした手厚い人的な配置は教職員の働き方改革の視点から

も重要な施策です。更なる充実をお願いします。 

特別支援教室の果たす役割が高くなっているなか、特別支援連携協議会や専門家 

  チーム会議の開催、巡回相談の実施、適応指導教室の設置などきめ細やかな取組は 

  大いに評価できます。保護者のニーズも高まっておりこうした取組はとても重要に 

なっています。 

また平成２０年度から開始した「旭市就学支援ステップシート」も幼・小・中か 

ら高校へと連携も進み、その役割もますます大きくなっています。このシートを有 

効に活用するためにも多くの教職員や保護者の共通理解と効果的な運用方法の更 

なる検討が必要だと思います。 

教職員研修については、各種教職員研修の実施や校内研究会の情報提供など教職 

員の力量を高める工夫が見られます。また、教育委員会からの情報発信も教職員の 

意識を高める上で非常に有効です。今後は現在の教育課題を踏まえ学校のニーズに 

応じた研修をきめ細かく実施していただきたい。 

③学校施設の充実                     評価：良好 

児童生徒の安全を守り快適な教育活動を進める上でも屋内運動場や武道場の改

造工事は必要不可欠です。また学校施設は地域防災の拠点としても大変重要な施設

です。 

今後も各学校施設の現状を把握して計画的に事業を進めていただきたい。普通教

室への空調設備の設置は児童生徒の健康を守り教育効果を高める重要な取組で大

いに評価できます。今後は特別教室などへの設置についても検討をお願いしたい。 

 

〔施策 12 生涯学習の充実〕 

①生涯学習機会の充実                   評価：良好 

各公民館を中心に各種講座が開催され市民の学習機会が提供されています。講座 

については内容の見直しや開催時期を変更するなどの工夫が見られ、市民のニーズ 

にこたえています。また、広く市民に周知し参加者を募る上でも生涯学習ガイドや 

公民館だよりの発行などは効果があると思います。引き続きリーダーとなる人材の 

発掘や育成、広報活動に尽力していただきたい。 

②生涯学習関連施設の充実                 評価：良好 

これまでの検討結果を踏まえて市内の多くの施設の改造・修繕工事が順調に進め 
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られていることを評価します。今後も市民ニーズを把握して計画的に整備・改修を 

進めていただきたい。整備状況等については広く市民に伝えていくことも大切だと 

思います。 

③図書館及び関連施設の充実                評価：良好 

市民のニーズに応じた図書の充実、学校への図書の貸し出し、読み聞かせボラン 

  ティア活動、インターネットを活用した貸し出し等の取組は読書活動を推進する上 

  でも大切な事業であり評価できます。特に児童向けの図書の充実は大変ありがたい 

です。図書館施設については老朽化や利用実態などの面で多くの課題があります。 

「旭市図書館の個別施設計画」に基づいて関係機関との調整を図り早急に機能移転 

を進めていく必要があります。また、図書館に携わる職員の配置についても専門性 

を含めて検討をお願いしたい。 

 

〔施策 13 芸術文化の振興・伝統文化の保存〕 

①芸術文化の振興                     評価：良好 

芸術文化の振興は市民の情操意識を高め、市民に潤いを与える重要な取組です。 

こうした点からも文化活動を行っている団体への補助金の交付や東総文化会館 

利用料の助成等の事業は評価できます。今後も市民のニーズをとらえ、質の高い芸 

術・文化に触れる機会を多く設けていただきたい。 

②文化財の保護                      評価：良好 

各施設に散在していた市内の貴重な文化財をひかた市民センターへ集約するこ

とにより文化財の保護・保存が効率的にできるようになったことは大いに評価でき

ます。今後は文化財の活用方法を検討していただきたい。登録博物館となった大原

幽学記念館については周辺公園の整備や、資料・施設の整備を計画的に進めるとと

もに更なる広報活動に取り組む必要があると思います。 

 

〔施策 14 背少年の健全育成〕 

①青少年の健全育成の推進                 評価：良好 

実行委員会形式の成人式は参加者の意識を高める上でも効果のある取組です。 

また、児童生徒の率直な考えを披露できる青少年意見発表大会の開催、地域で育 

てることを具現化した通学合宿、多くの人と触れ合える地域子ども教室の開催等、

青少年の健全育成に向けた取組は大いに評価できます。今後は青少年相談員や子ど

も会を含めて大人のリーダー育成が益々重要になっていると思います。 

 

〔施策 17 交流の促進〕 

①交流事業の促進                     評価：良好 

ドイツとの卓球交流やザンビアへのオリンピックキャンプ地誘致活動は、国際交 

流の面からもまた市民の意識を高める上でもとても有意義な取組です。多数の参加 

が見られる飯岡しおさいマラソン大会やパークゴルフ大会、その他本市で開催され 

ている大規模大会等についても、多くの人々との交流が図られていて素晴らしい事 

業となっています。今後も更に多くの人々が参加できるように内容の充実を図って 
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いただきたい。 

②自治体間交流の促進                   評価：良好 

長野県茅野市や沖縄県中城村との長年にわたる交流事業については多くの児童

が参加し見聞を深めることで本市を再認識する貴重な機会となっています。本市の

未来を担う子ども達を育成する上でも素晴らしい取組です。また、受け入れ校でも

交流を通じて本市との違いなど様々なことを学ぶことができています。ぜひ継続を

お願いするとともに、より多くの児童がこの交流事業に参加できることを望みま

す。 

 

〔施策 29 防犯体制の充実〕 

①防犯体制の充実                     評価：良好 

スクールガードリーダーの配置は学校安全に大きく寄与しています。パトロール  

については活動時間や活動場所が学校や児童生徒の実態に応じて実施されていて

評価できます。また各学校で行われている不審者対応訓練や防犯教室は教職員や児

童生徒の意識を高める上で大きな効果があると思います。今後も多くの市民の目で

子どもを見守る取組を続けていただきたい。なおスクールガードリーダーの活動に

ついては市の広報誌で紹介するなど広く市民や保護者への周知をお願いしたい。 

 

※評価は、「良好」・「概ね良好」・「普通」・「要努力」の４段階としました。 
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