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※Ｈ２４はＰＴＡを対象にアンケートを実施

【４　１次評価（担当部長評価）】　　※別表

【７　最終評価】

【５　パブリックコメント】

【６　中間精査（１次評価のフォローアップ（変更点・補足事項）】

（２）　手法改善を図る事項

（１）　拡充（重点化）を図る事項（新規事業を含む。）
・エキスパートサポーター、学力向上サポーター等の人的支援を拡充させる。
・ＩＣＴ環境（ＰＣ、周辺機器等）を整備する。　　・学校における食育推進の方針等を作成する。
・学級経営への支援を図るためＱ-Ｕの実施を拡大する。　　・学校の非構造部材の安全点検を行う。
・いじめや非行、不良行為等への総合的な対応を図るため、センター機能を充実させる。
・文部科学省が定めた学校図書標準の達成に向けた蔵書の整備を行う。

・これからの学校のあり方や療育と教育の連携について、具体的に検討する。
・いじめや不登校等に関する情報の発信の方法を改善する。
・学校司書の配置と分館との連携を強化する。
・市民図書館と学校図書館のオンライン化を検討する。

（３）　縮小（統合）を図る事項

○向上、×低下 ○到達、×未達
指標４

指標３

指標２

Ｈ２２実績値
との比較

Ｈ２８目標値
との比較

指標１ 81.525.1 22.4 20.4 23.4 ○ ○

　 Ｈ２４実績値Ｈ２０実績値 Ｈ２１実績値 Ｈ２２実績値 Ｈ２３実績値

指標３ 　 　 　 　

指標４

指標１ 小中学校の教育内容に満足している市民の割合 ％ 20.4 ↗

指標２

　学校教育環境の整備・支援により、地域の特性を活かしながら、確かな学力と豊かな人間性、健康と体力など、生きる力
を育むとともに、子ども達一人ひとりが、楽しく学び、生き生きとした学校生活を送ることができるまちをめざす。

【２　戦略計画における現状と課題】
　社会変化に即した教育内容の充実に加え、いじめなどの問題行動や不登校への対応、特別支援教育の推進など、幼児・
児童生徒一人ひとりを大切にする、よりきめの細かい教育活動が求められている。
　また、子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることのないよう、登下校などの安全対策のほか、少子化による児童生徒数
の減少を踏まえた学校の適正規模の確保および配置、さらには施設・設備の老朽化、耐震化に対応した、安全安心な教育
環境の計画的な整備が求められている。

【３　成果指標】

指標の名称 単位 Ｈ２２実績値 Ｈ２８目標値

施策項目 （２）学校教育の充実
（当該施策
を担当する

部長）

百井　宏己

７２－３１７０

【１　施策の目的】

平成２５年度施策評価シート

第４期石狩市総合計画（戦略計画）における位置付け １次
評価者

教育委員会生涯学習部

めざすまちのテーマ等 ５　心豊かに学びいきいきと活動するまち　 部長



別表　平成２５年度施策評価（小施策評価）シート
【テーマ等】　　５　心豊かに学びいきいきと活動するまち 【施策】（２）学校教育の充実 【施策担当】　教育委員会生涯学習部長

施策の内容（目的） （Ａ）の具体的な取組み（手段＝４期総計の実績）
（A） （Ｂ）

成
果

・個に応じたきめ細かな指導体制の整備が図られた。
・コンピュータの整備や書画カメラなどの情報機器の計
画的な整備が進められるとともに、今後の教育情報化
の推進に向けた方向性をまとめた。
・各学校における食育授業の実施が図られた。

課
題

・授業、学校支援の人材確保と体制の整備が必要であ
る。
・ＩＣＴ環境整備における予算化と人的体制の整備が必
要である。
・市全体の食育推進の方針等の作成が必要である。

成
果

・支援の必要な児童生徒に対応する、学校や教員への
適切な指導及び必要な支援をはじめ、保護者等への相
談体制の充実が図られた。
・学校への巡回などを通し実態の把握も図られ、市と学
校との連携が図られた。

第４期総合計画（戦略計画）の「きめ細やかな」評価 平成２６年度及び第５期総合計画への位置付け

小施策 （Ｂ）の成果と課題
（A)の
達成度

方向性 優先度 具体的な取組み内容（案）

①学習内
容・学習指
導の充実

児童生徒の生きる力の育成をめざし、
学習内容や学習方法の充実を図るた
め、地域の有識者、技術者、学生等を
活用した事業や学校教育におけるＩＣＴ
（情報通信技術）の利活用を推進しま
す。
また、社会の変化に対応した学習内
容となるよう、福祉教育、環境教育、
人権教育、情報化教育などの充実を
図るとともに、保健教育の充実をはじ
め、栄養教諭や栄養士などと連携し、
食育を推進します。

・外部指導者活用事業において、ＳＡＴ、学力向上サ
 ポータ等を活用し、きめ細かな指導を図った。

・教育ＩＣＴ活用推進事業や教育用コンピュータ整備事
 業を進めるとともに、教育情報化検討委員会において
 今後の推進に向けた検討を行なった。

・各学校が主体的に取組む環境、人権、平和教育等
 に、奨励プログラム推進事業により支援をした。

・各学校における食育授業を推進するとともに、地域
 における講演会を開催した。

■A

□B

□C

■拡充

□手法
　改善

□継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

・エキスパートサポーター、学力向上サポーター等の人
的支援の拡充
・ＩＣＴ環境（ＰＣ、周辺機器等）の整備
・学校における食育推進の方針等の作成

■拡充

■手法
　改善

□継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

・学級経営への支援を図るためＱ-Ｕの実施拡大
・療育と教育の連携による今後のあり方の検討

※Ｑ－Ｕ（検査）
Questionnaire-Utilities(楽しい学校生活を送るためのア
ンケート)の略。学級集団の状態や、子ども一人ひとりの
意欲・満足感などを測定できることから、学級経営のた
めの有効な資料が得られるとともに、いじめなどの問題

・特別支援教育に関する専門的知識、経験を有する職
員を新たに配置した。

・特別支援教育支援員、地域コーディネーター※を配置
し、学校及び学級支援を行なった。
※H25より呼称は（CA：コーディネーターアシスタント）

■A

□B

□C

課
題

・支援の必要な児童生徒の増加に対する、学校や市の
支援体制の充実が必要である。

成
果

・学校や保護者を始め、道路管理者、警察等の関係者
と連携し、通学路の点検を実施した。
・学校の耐震化が確実に実施されている。
・今後の学校のあり方について、地域と共に考える機会
を設けることができた。

課
題

・児童生徒の安全を確保するための活動と体制の継続
化が必要である。
・学校の非構造部材の安全点検の実施と対応の検討が
必要である。
・今後の学校のあり方に関する具体的検討が必要であ
る。

②特別支援
教育の推進

めの有効な資料が得られるとともに、いじめなどの問題
行動の予防と対策に活用できる。学習面や生活面で困り感をもつ児童

生徒に、きめ細かい教育を行うため、
特別支援教育の取組を推進します。

■拡充

■手法
　改善

□継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

・子どもたちを見守る体制の継続的な取組み
・学校の非構造部材の安全点検
・今後の学校のあり方に関する具体的検討

③教育環境
の整備

児童生徒を事故や犯罪から守るた
め、関係機関や地域と連携し、学校や
通学路などの安全対策に取り組みま
す。
また、耐震化を見据え、学校施設・設
備の計画的な整備充実につとめるとと
もに、地域間の児童生徒数の偏りに
対応した学校の適正規模・適正配置
の検討を進めます。
併せて、教職員一人ひとりが資質・能
力の向上を図り、今日的課題に積極
的に取り組むことができるよう、研修
機会や研究活動の充実を図るととも
に、校種を超えて一貫した人間形成を
目標とする教育活動の実践をめざし、
中学校区を核に連携教育が進められ
るよう、学校等に対し支援します。

・通学路の交通安全に係る点検を実施するとともに、ＰＴ
Ａや地域の協力の下、子どもたちの安全確保と見守る
取組みを推進した。

・学校施設の耐震補強工事や耐震化に向けた実施設
計を行なった。

・厚田地区における、今後の学校のあり方について、地
域の方々と検討を行なった。

・市独自の教職員研修を開催した。

■A

□B

□C



別表　平成２５年度施策評価（小施策評価）シート
【テーマ等】　　５　心豊かに学びいきいきと活動するまち 【施策】（２）学校教育の充実 【施策担当】　教育委員会生涯学習部長

施策の内容（目的） （Ａ）の具体的な取組み（手段＝４期総計の実績）
（A） （Ｂ）

第４期総合計画（戦略計画）の「きめ細やかな」評価 平成２６年度及び第５期総合計画への位置付け

小施策 （Ｂ）の成果と課題
（A)の
達成度

方向性 優先度 具体的な取組み内容（案）

成
果

・複雑化、多様化する児童生徒や保護者の抱える問題
に対し専門的、人的支援が行なわれている。
・いじめや不登校、問題行動等の問題、課題に対し、総
合的に対応する体制、ネットワークの整備が進められて
きている。

課
題

・小学校へのスクールカウンセラーの配置拡大を検討
する必要がある。
※H25に道費1名増（担当は南小・緑苑台小）で、計6名
（市費１名、道費5名）。
・学校、家庭、関係機関などと連携した取り組みが必要
である。

成
果

・学校図書標準の達成に向けた蔵書の整備が進んでい
る。
・学校司書の配置により、授業支援や読書量の増加が
図られている。

課 ・学校司書の配置の拡大を進める必要がある。

■拡充

■手法
　改善

□継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

・文部科学省が定めた学校図書標準の達成に向けた蔵
書の整備
・学校司書の配置と分館との連携
・市民図書館と学校図書館のオンライン化

⑤学校図書
館の整備

児童生徒が読書活動や調べもの学習
に活用する学校図書館を整備するとと
もに、市民図書館や地域と連携し、楽
しく本に触れることができる図書館づく

・学校図書館の整備を図るため、蔵書の充実、学校司
書の配置の拡充を進めた。

・学校図書館と市民図書館の機能統合や連携を行なっ
た。

■A

□B

□C

■高い

□中位

□低い

■拡充

■手法
　改善

□継続

■高い

□中位

□低い

・いじめや非行、不良行為等への総合的な対応を図る
ため、センター機能の充実
・いじめや不登校等に関する情報の発信

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止
④いじめな
どの問題行
動や不登校
への対応

いじめや非行などの問題行動や不登
校に対し、関係機関と連携を密にし、
相談・指導の充実につとめるとともに、
地域コミュニティが持つ力も活用し、学
校・家庭・地域が連携して取り組む体
制づくりを進めます。

・スクールカウンセラー、自立支援教室支援員の配置な
ど、いじめや不登校等の指導、相談体制の整備を行
なった。

・学校復帰や社会的自立を支援するため、不登校児童
生徒支援事業（ふらっとくらぶ）を実施した。

■A

□B

□C

課
題

・学校司書の配置の拡大を進める必要がある。

成
果

・幼・保・小・中の連携教育やCAPプログラム、更には食
育プログラムなど幼稚園の取組みとして定着している。

課
題

・幼稚園としては、特色ある幼児教育の推進のため幼
児用図書整備、障がい児教育、水泳学習、預かり保育
などを実施するほか、地域との関わりも持っているが、
活動頻度の面からも親子の学習の場としての幼児教育
センター的な活動には至っていない。

□拡充

□手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

しく本に触れることができる図書館づく
りを進めます。

⑥幼児教育
の充実

家庭、地域、保育所、幼稚園の相互連
携を深め、一貫性ある幼児教育が実
践されるようつとめます。
また、幼稚園が親の学習の場として地
域における幼児教育センター的役割
を担うなど、家庭や社会に一層開かれ
た活動を推進できるよう支援します。

・幼児教育の充実に向けたこれまでの取組みや、地域
に開かれた幼稚園としての振興対策は継続していくが、
幼児教育センター的な役割を担う幼稚園の在り方につ
いては今後も検討していく。

・一貫性のある幼児教育においては、中学校区ごとに
設置している、幼・保・小・中の連携教育組織による教
育活動を実施し、小1プロブレムや学びの連続と一貫性
を高めるなど学力向上対策を推進した。
・また、親の学習の場としての幼稚園の取組みとして、
CAP（子どもへの暴力防止）プログラムの親子への実施
や、「いしかりっ子いきいきカルタ」による望ましい生活
習慣の普及啓発活動を実施した。
・なお、園外活動ではあるが、藤女子大学との協働によ
り子どもの食育プログラムを親子参加で実施している。

□A

■B

□C


