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担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ１４ 終了年度 未定

Ｈ１５

施策コード

4030301

4030303

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

227 219 219 219 10

#REF! #REF! #REF! 209

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

3,109 3,186 #REF!

#REF! #REF! #REF!

0.35人 0.35人 0.35人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 60 80 81

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

樋口　幸廣
平成17年9月2日

平成１6年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１6主な特定財源の内訳

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

石狩市教育プラン（地域の教育資源や学習環境の活用を進めます　基本計画　２-（２））

課内№教育委員会地域教育
推進室参事

担当部課
高井　史朗 百井　宏己

１）
　事  　　業　　  名

総合学習等に関する相談・調整事務
最近の事業内容見直し年度

２）
総合開発計画での
事業体系

１）事業の目的
→何のために

「総合的な学習の時間」等が、各学校の創意工夫により、充実が図られるために。

２）目指す成果
→何をどんな状態に
する（何がどんな状
態になる）ように

２　事業の内容

・教員が地域の教育資源を効果的に活用できるように。
・児童生徒の学習活動が充実するように。
※教育資源とは、学校や授業にとって教育的価値のある「ひと」、「もの」、「こと」（人材、自然、歴史など）。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１6事業費の主な内訳
３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

学校教育主事配置費

消耗品費

２）その他の間接経費　（千円）

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
幼児教育、学校教育の充実/時代変化に対応した個性を伸ばす教育の実践/学習内容・方法の充実
幼児教育、学校教育の充実/時代変化に対応した個性を伸ばす教育の実践/郷土学習、福祉教育、環境教育の取り組み

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

・学校からの「総合的な学習の時間」等の相談窓口を地域教育推進室に一本化し、調べる学習などの対応先（市
役所、社会福祉協議会、国際交流協会など）の調整や、学習に活用する地域の教育資源に関わる情報提供など
を行う。
・総合学習等に活用できる地域資料や利用方法等をまとめた「地域学習活動ハンドブック」を作成し、各学校に配
布する。

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

・平成１５年度の相談状況、会議での意見等を踏まえ、地域学習活動ハンドブックを改訂するとともに、概要版を作
成した。

●事業の更なる充実を望む。直接、児童・生徒を指導している側が必要と判断していることに対しては、積極的な
協力体制を築いてほしい。●各学校の取り組みを知る場があると良い。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

・平成１４年度の新学習指導要領の実施により、総合的な学習の時間が新設された趣旨から、その内容の充実が
求められている。
・地域の教育資源を活用する際に、学校・学年・学級・グループ別などの多様な単位での依頼や、複数の対応先
の調整が必要であることなどから、相談窓口の設置が求められている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 なし。

各指標の説明・算定方法

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

項　　　　　目

事業活動の結果を示す指標

１）直　接　事　業　費　（千円）

事務に従事した正職員のべ人数

市民一人当たり一般財源使用額（円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

目標は、学校の求めに応じ相談・調整を行なうため、未
設定。件数については、一件で複数の相談・調整が必
要になる場合がある。

相談件数(件）



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 100 100 100 100

実績値 100 100 100 目標レベル

達成率 100.0% 100.0% 100.0% ★

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度）

現状維持 一部見直し 大幅見直し

拡大方向

現状維持 ＊●

縮小方向  

統　　　合

休・廃止

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

「総合的な学習の時間」等を進める上で、各学校における創意工夫が求められており、内容や手法が多岐にわた
るため、情報提供と、相談･調整という２つの支援内容については妥当である。

７　平成１6年度事業の総合評価

【評点の意味】
A：極めて良好
Ｂ：良好
Ｃ：可も不可もない
Ｄ：問題がある
Ｅ：大きな問題がある

（平成17年度）多岐にわたる相談に対応する情報の収集
（中長期）相談・調整体制の検討

上に
つい
ての
説明

 

課長評価を了承する。

●；最終評価

課長評価を了承する。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

地域教育
相談対応
票相談対応率（％）

２）有効性・必要性　

６　事業の観点別評価
１）事業活動の状況

【評価ポイント】
活動結果や活動効率、事
業改善等の効果はどう
だったか

■概ね良好 □一部問題あり□極めて良好 □大きな問題あり

□ともに疑問あり

教職員の相談窓口に対する認知度は高まってきており、寄せられた相談に対し、時間的、内容的に実現不可能
な事項以外は１００％対応しており概ね良好である。

【評価ポイント】
その事業は事業目的の達
成に効果があるか、また、
市民（対象者）に必要とさ
れているか

３）市関与の妥当性　

【評価ポイント】
その事業に市が関与する
必要があるか、市がどこ
まで関与するのが適当か

□極めて妥当

学校からの相談窓口設置への要望や、学習に対して、地域の多様な教育資源の活用が求められており、相談件
数が増加傾向にある点において必要性があると判断される。また、教務、総合学習担当者会議での意見等を踏ま
え、効果的に相談、調整を行えるよう対応しており、事業目的の達成に対して有効性があると判断される。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

４）事業内容の妥当性

【評価ポイント】
目指す成果を挙げるため
には今の事業内容が適当
か、受益と負担の関係に
不公平はないか

８　今後の方向性・課題

「総合的な学習の時間」等、学校教育活動の充実を図るために、教育委員会として必要な情報を収集、提供した
り、相談・調整に応じることによる支援については、一定の妥当性がある。また、特に依頼が集中する機関、団体等
については、教育委員会が一本化して調整することが望ましい。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

内容や手法が多岐にわたる「総合的な学習の時間」等
を支援する手法として適切である。

■極めて妥当 □一定の妥当性あり

□有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

■有効かつ必要 □必要性に疑問あり

目標は、全ての相談に対し適切な対応を行
う。ただし、時間的、内容的に対応不可能な
事項は除く。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 総合学習等に関する相談・調整事務

事業の成果を示す指標


	詳細評価（総合学習等に関する相談・調整事務）

