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第１章 はじめに 

 

１ 教育委員会の事務に関する点検・評価について 

 

「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、教育委員会は毎年、そ

の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関

する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表することとされました。 

 本報告書は、点検・評価にあたり、平成２２年度に策定した「阿波市第１次教育振興計画」の

目標及び基本方針を反映したものになるよう作成しました。 

 

２ 点検・評価の対象事業 

    

平成２３年度の教育委員会会議の開催状況や教育委員会の所掌に係る事務事業につい

て、点検を行いました。評価については、「阿波市第１次教育振興計画」で策定した「５年間

の主要事業」全１２４事業を対象事業としました。  

 

３ 評価の方法 

 

   「阿波市第１次教育振興計画」で策定した「５年間の主要事業」について、事業ごとに評価

シートを作成し、次のような観点に基づき評価を行いました。 

 

①事業の評価（４項目・４段階） 

  ・ 必要性：     市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。 

  ・ 有効性：     施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。 

  ・ 経済・効率性： 事務効率化・コスト縮減しているか。 

・ 目標達成度：  計画どおりに目標を達成できたか。 

②総合評価（４段階） 

Ａ 優れた取り組みが多く、十分成果が上がっている。 

Ｂ 優れた取り組みがいくつかあり、成果が上がっている。 

Ｃ 成果が十分に上がっておらず、改善の余地が多い。 

Ｄ 成果がほとんど上がっておらず、抜本的な見直しが必要。 

③事業の方向性（５段階） 

  ・ さらに重点化する。 

  ・ 現状のまま継続する。 

  ・ 見直しのうえ継続する。 

  ・ 事業の縮小を検討する。 

  ・ 休止・廃止を検討する。 



第２章　平成２３年度教育委員会活動報告

１　教育委員会の組織 　

氏　　名

大塚　　清

安田　佳子

大島　　博

大村　勝子

重清　由充

板野　　正

２　教育委員会会議開催状況

開　　催　　日 議　案 協議事項 承認事項 報告事項 計

第１回定例会 平成23年4月20日 1 1 3 2 7

第２回定例会 平成23年6月2日 3 1 2 2 8

第１回臨時会 平成23年6月28日 3 1 4

第３回定例会 平成23年8月5日 3 1 1 2 7

第４回定例会 平成23年10月20日 2 2 2 6

第５回定例会 平成24年1月12日 1 1 2 2 6

第６回定例会 平成24年2月16日 3 1 2 6

第７回定例会 平成24年3月12日 2 2 2 6

計 18 4 13 15 50

教育委員

教育長

教育委員

教育委員

教育委員長

平成２４年３月３１日現在の役職

教育委員長職務代理者

異動状況

    H23.7.1委員長就任

    H23.7.1委員長職務代理者就任



第３章　教育委員会の所掌に係る事務事業報告

（　　　）内は事業費

１　教育総務課

（１）平成２２年度　繰越明許事業

①小学校施設整備事業

・一条小学校校舎・屋内運動場地震補強大規模改修　　　　　　　　　（146,129千円）　　　　　

改修工事 ：　 139,346千円　　　　　 　　監理業務 ：　6,783千円

・柿原小学校屋内運動場地震補強大規模改修　　　　　　　　　　　　　　（8,301千円）　　　　　　　　　 

改修工事 ：　 7,587千円　　　　　 　　 　監理業務 ：   714千円

・久勝小学校屋内運動場地震補強・大規模改修　　　　　　　　　　　 　（24,839千円）　　　　　　 　　

補強工事 ： 23,077千円　　　　　　　　  監理業務 ：　1,762千円

・久勝小学校校舎地震補強・大規模改修　　                               （211,355千円）　　　　　　　　　　　

南校舎改修工事 ：　  99,078千円　　　監理業務 ：　8,148千円

北校舎改修工事 ：　104,129千円

・林小学校屋内運動場地震補強・大規模改修　　　　　　　　　　　　  　（29,979千円）　　　　　　　　　　

改修工事 ：　28,090千円　　　　　　 　　監理業務 ：　1,889千円

②中学校施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・市場中学校プール新築　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　（90,426千円）　　　　　

新築工事 ：　87,864千円　　　　    設計監理業務 ：　2,562千円　　　

③きめ細かな交付金事業

・市場小学校屋内運動場屋根改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14,259千円）　　　　　　　　　　　　　　

改修工事 ：　13,860千円　　　　        　監理業務 ：　399千円

・大俣小学校校舎屋根防水工事　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　（7,587千円）　　　　　　　　　　　　　　

防水工事 ：　7,367千円　　　　　          監理業務 ：　220千円　

・市場幼稚園屋上防水一部改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1,281千円）　　　　　　　　　　　　　　

防水工事 ：　1,155千円　　　        　　  監理業務 ：　126千円　

（２）平成２３年度　現年度事業

①小学校施設整備事業

・大俣小学校校舎地震補強・大規模改修　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3,990千円）　　　　　　　　　　　　

設計業務 ：　3,990千円

・土成小学校消防設備等改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15,099千円）　　　　　　　　　　　　

改修工事 ：　13,671千円　　       設計監理業務 ：　1,428千円　



②中学校施設整備事業

・阿波中学校校舎地震補強・大規模改修　　　　　　　　　　　　　　　　　（11,487千円）　　　　　　　　　　　　

設計業務 ：　11,487千円

・市場中学校消防設備等改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （4,002千円）　　　　　　　　　　　　

改修工事 ：　3,571千円　　　　     　設計監理業務 ：　431千円　

③周辺対策事業

・一条小学校運動場防球ネット改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7,190千円）　　　　　　　　　　　　　　

改修工事 ：　7,190千円　　　　

・柿原小学校運動場防球ネット改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4,677千円）　　　　　　　　　　　　　　

改修工事 ：　4,677千円　　　　

・一条小学校・柿原小学校運動場便所新築その他工事　　　　　  　　（19,110千円）　　　　　　　　　　　　　　

一条小運動場便所新築 ：   8,463千円　　設計監理業務 ：　1,522千円

柿原小運動場便所新築 ：　 9,125千円

④給食センター新築事業                      　　　　　　　　　　　　　　　　        (6,300千円)

・事業認定申請図書作成業務 ：　 6,300千円　　　　　　　　　　　　

２　学校教育課

（１）外国青年招致事業　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　（19,623千円）

　 外国語指導助手(ALT）４人を市内の各中学校に配置し、授業の補助、教師の補助教材

の作成、小学校の英語活動の推進、地域住民の英語講座の指導等を行い、国際理解教

育の推進を図っている。

（２）　奨学金交付事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11,770千円）

　 教育の機会均等に資することを目的に、学校教育法に基づく高等学校、特別支援学校

高等部、高等専門学校及び大学に在学し、経済的な理由のため修学が困難な方を対象

に奨学金を交付している。23年度は108名に交付。

（３）　小学校英語活動事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15,144千円）

　 英語活動を通じて、外国の言語や文化に慣れ親しみ、聞くことや話すことなどで、実践

的なコミュニケーション能力の基礎を養うことを目的に、市内の全小学校で１年生から６年

生まで、学校の実態に応じた英語活動を実施している。



（４）　適応指導事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3,270千円）

　 不登校やひきこもり等の学校に行きにくい児童生徒に対して、情緒の安定、基本的生活

習慣の改善、集団生活への適応、基礎学力の補充等を行い、学校への復帰を目指すとと

もに、社会的に自立する力を養う。23年度は、6名の児童生徒とハイスクールからの1名が

通級した。

３　学校給食センター

　 学校給食衛生管理基準に基づき、安全・安心でおいしい給食を児童生徒に提供するととも

に、食育への取組を推進している。

（１）市場学校給食センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50,333千円）

23年度給食配食数 　　： 158,570食

23年度給食費　　　　　 ： 39,080千円　 （1食当り 小学校240円，中学校260円）

23年度食育実施回数　： 58回　（各小中学校にて児童・生徒対象、保護者対象等）

（２）阿波学校給食センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57,539千円）

23年度給食配食数　　 ： 182,453食

23年度給食費 　　　　　： 45,113千円　 （1食当り 小学校240円，中学校260円）

23年度食育実施回数　： 41回　（各小中学校にて児童・生徒対象、保護者対象等）



４　社会教育課

（１）　阿波ｽﾎﾟｰﾂ育成事業

①阿波市ｼﾞｭﾆｱ駅伝　　   　                                      　　　　　　　　　　　     　　（204千円）

平成23年12月18日実施　　参加ﾁｰﾑ：男子19ﾁｰﾑ、女子5ﾁｰﾑ　　計189名

②日独同時交流派遣補助事業　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　（240千円）

ｽﾎﾟｰﾂ少年団日独交流派遣補助は1名。

③阿波ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ　　　　　　　　　         　　　　　               　     　　             　　 （3,457千円）

平成24年3月4日実施　ｹﾞｽﾄﾗﾝﾅｰとして弘山晴美選手を迎える。参加者：656名

④徳島駅伝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  （4,100千円）

徳島駅伝阿波市候補選手練習会を9月より週2回実施し、徳島駅伝に参加している。

⑤総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ活動補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（500千円）

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞへの助成。地域ｺﾐｭﾆﾃｨの核として、ｽﾎﾟｰﾂ及び文化的活動を通じて、地域

住民の健康づくり・地域社会の活性化・青少年の健全育成のため、各種ｽﾎﾟｰﾂ教室を開

催している。

⑥チャレンジデー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  （1,050千円）

平成23年5月25日実施　ｽﾎﾟｰﾂ運動をして、対戦相手と参加の率を競う。しかし、今回は

東日本大震災の影響により対戦はなし。

（２）　学力向上支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（967千円）

学力向上支援事業を３カ所で実施している。授業回数：532回　参加者：延べ1,840名

（３）文化振興事業

①文化振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　（1,620千円）

文化振興のため、阿波市文化協会等に助成を行っている。

②生涯学習事業（各種講座等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　（1,800千円）

各種講座等を開催している。　　　開催日数：157日　　参加者：延べ3,796名

③文化施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

●住民生活に光をそそぐ交付金事業　　《平成22年度　繰越明許事業》

・市場図書館情報システム導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5,859千円）

・吉野笠井図書館情報システム導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5,890千円）

・阿波図書館　図書購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（3,307千円）

・市場図書館　図書購入　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　（3,174千円）

・土成図書館　図書購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（3,423千円）

・吉野笠井図書館　図書購入　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　（3,257千円）



・土成図書館防水改修事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　（2,000千円）　　　

防水改修工事 ：  1,911千円　　　　　監理業務 ：　89千円

④平成23年度周辺対策事業　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 （6,074千円）　　　　　　 　 　

・土成図書館空調改修工事　　　　　　　　　

改修工事　：　5,534千円　　　　　　 　設計監理　：　540千円

（４）社会教育関係事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　（1,957千円）

①成人式　　　　　　　　　　　　平成24年1月2日開催　　　　　　　　　　参加者：339名

②ALTによる英会話教室 　　開催数：160回　　 　　　　　　　　　　　　参加者：延べ3,080名

③親子映画会　　　　　　　　　平成23年7月23日開催　　　　 　　　 　 参加者：125名（児童数）

④親子ふれあい木工教室    平成23年7月30日、7月31日開催　　  参加者：173名（生徒数）

（５）人権教育活動事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（7,517千円）

①人権教育啓発のための各種研究大会・研修会 　 開催数：8回　　　参加者：101人

②人権啓発を進めるための事業

・人権ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　　　　　　　 　 　 　　　 参加者：４00人　

・心のﾘﾌｫｰﾑ学級　4地区　　　　　　　　　　 　 　　開催数：1６回　　参加者：426人　　

・講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　  開催数：2回　　　参加者：427人　

（６）文化財保護事業

①文化財維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（1,791千円）

・市指定史跡維持管理事業（土成丸山古墳・北岡東古墳・秋月歴史公園等）

・御所神社・案内神社獅子舞補助事業

（７）青少年健全育成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　（1,300千円）

青少年を健全に育成するため青少年健全育成講演会を開催している。

開催数：１回　　参加者：250名

剣山夏山登山　　開催数：1回　参加者：５６名

　　　

（８）社会教育施設整備事業

①きめ細かな交付金事業　　《平成２２年度　繰越明許事業》

・市場市民プール改修事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20,349千円）　　

解体工事 ：  19,992千円　　　　　監理業務 ：　357千円



５　公民館

（１）阿波女性セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（142千円）

久勝、伊沢、林公民館　：　健康づくりについて他　9回　　　参加者：延べ208名

（２）地域ふれあい体験事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（265千円）

久勝、伊沢、林公民館：　13回　　　参加者：延べ587名

親子ふれあい田植え・稲刈り体験、わら細工、竹細工、ふれあいｸﾘｽﾏｽ会他

（３）高齢者教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（168千円）

久勝、伊沢、林公民館：　23回　　　参加者：延べ771名

現地研修、お誕生会、幼稚園ふれあい会、三代ふれあいｸﾘｽﾏｽ会他  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：延べ５６０名

（４）老人ｸﾗﾌﾞ活動事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３３千円）

八幡、市場、大俣公民館：8６回　　　参加者：延べ1,８６２名

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、健康教室、交通安全講習会他

（５）婦人会活動事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０千円）

八幡、大俣公民館：6０回　　　参加者：延べ1,４４０名

生け花、茶道、健康教室、料理教室、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動、研修会他

（６）その他公民館事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3９３千円）

①八幡公民館　　　　３世代ふれあい料理教室　 　開催数：　1回　参加者：　56名

　　　　　　　　　　　　　　　成人講座　　　　　　 　 　 　　　 開催数：　5回　参加者：　1１０名

②市場公民館　　　　ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ教室　　　　　　 　　 開催数：　3回　参加者：　延べ5８名

③大俣公民館　　　　自然観察会　　 　  　　　　　 　開催数：　４回　参加者：　延べ１５５名

④吉野中央公民館　紙芝居・お菓子づくり　　　　　開催数：１０回　参加者：７２名

（７）各種団体の育成　（利用団体　97団体）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

舞踊、生け花、茶道、手芸、水彩画、詩吟、大正琴、ちぎり絵、グラウンドゴルフ他

（８）勤労青少年ホーム教室・クラブ活動事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５８千円）

生け花、茶道、ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ、硬式ﾃﾆｽ、卓球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ他　　　340回実施


