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はじめに 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）の一部改正により、平成20

年４月から、「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

に公表しなければならないこと」とされました。また、点検及び評価を行うにあたっ

ては、教育に関し学識経験を有するものの知見の活用を図ることとしています。 

 北島町教育委員会でも、教育行政サービスの質の向上と効率化の実現、コスト削減

を図るために、教育に関する事務の管理及び執行状況を点検及び評価することにより、

効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民サービスの向上に努力していきます。 

 

 

 

 

  〈参考〉 

      地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抄) 

 

(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｡))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｡ 

 

 

  



北島町教育委員会評価結果一覧表 

 

 北島町教育委員会では、地教行法の一部改正により、平成２０年度から「事務・事

業の点検評価」を実施することになりました。 

 教育行政サービスの資質の向上と効率化の実現等を進めるため、この評価システム

を十分活用していきたいと考えております。 

 

事業の評価結果 

ＮＯ 事  業  名 所 管 等 評  価 

１ 学力定着事業 学校教育係 Ｂ 

２ 特別支援教育就学奨励費補助事業 〃 Ｂ 

３ 幼稚園午後預かり保育事業 〃 Ａ 

４ 就学援助事業 〃 Ａ 

５ 幼稚園就園奨励費事業 〃 Ｂ 

６ 児童・生徒派遣事業 〃 Ａ 

７ 心の教育相談事業 〃 Ｂ 

８ 安全な学校施設整備事業 〃 Ａ 

９ 確かな学力定着事業 〃 Ｂ 

１０ 小中学校施設環境整備事業 〃 Ａ 

１１ 学校給食事業 給食センター Ａ 

１２ 生涯学習事業 生涯学習係 Ｂ 

１３ 青少年健全育成事業 〃 Ｂ 

１４ 国際交流研修事業 〃 Ｂ 

１５ 文化事業 〃 Ｂ 

１６ 人権教育推進事業 〃 Ｂ 

１７ 幼・少年期教育推進事業 〃 Ｂ 

１８ スポーツ教室開催事業 〃 Ｂ 

１９ スポーツ普及活動支援事業 〃 Ｂ 

２０ 体育協会スポーツ大会事業 〃 Ｂ 

２１ 読書環境充実事業 図書館 Ｂ 

２２ 読書活動推進事業 〃 Ｂ 

２３ 図書館・学校・地域連携事業 〃 Ｂ 

 



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 番　　号 1

総合計画の 地教行法 ２１条１項５号

計画の体系 担当課名 学校教育係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 665 668 697

内一般財源 （千円） 665 668 697

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

学力検査・知能検査料 千円 665 668 697

千円

千円

事業実績・成果 千円

（指標） 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

■　増　加 □　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する □　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明

及び考察

■　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

　　北島町教育委員会

学力向上への期待は非常に大きく、特別な支援、個別的な学習等の必要な子どもが

各学校に在籍しており、個人に応じた指導等、検査による結果を今後反映していく必要がある。

事業の方向性 評価委員会意見 教育委員会評価のとおり認める

Ｂ 計画どおりに執行され、事業結果をいかした運用がなされている。

事
業
の
評
価

名　　　称

事業コスト

事業の対象 町内小学校児童生徒

事 業 内 容 基礎学力の定着度調査、学習を計画的に進めるための客観的資料となる検査等。

事業の目的
児童生徒の基礎学力向上と、豊かな心を持った人間の育成をめざし、
発育段階や個性・能力に応じた教育内容、教育方法の充実に努める。

教育内容の充実

学力定着事業



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 番　　号 2

総合計画の 地教行法 ２１条１項９号

計画の体系 担当課名 学校教育係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 509 490 371

内一般財源 （千円） 509 490 371

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

事業実績・成果

（指標） 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

■　増　加 □　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する □　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明

及び考察

□　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

　　北島町教育委員会

成果が十分上がっている

特別支援教育学級への就学に必要な経費を補助することにより、保護者等の

経済的負担を軽減でき、教育機会の均等の保持を図る事ができた。

特別支援学級に就学する児童生徒のうち、負担能力に応じて学用品費や通学用品費、
学校給食費等の給付金を支給する。

人 18 18 15

Ｂ

教育委員会評価のとおり認める事業の方向性 評価委員会意見

事
業
の
評
価

千円 509
支給額

490 371
就学特別支援教育就学奨励費

就学特別支援教育就学奨励費

認定児童生徒数

名　　　称

事業コスト

事業の対象 特別支援学級に就学する児童生徒のうち、国の基準に該当する世帯。

事 業 内 容

事業の目的
特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、負担能力の程度に応じ、

就学に必要な経費の一部を補助することにより、特別支援教育の普及奨励を図る。

人権尊重教育の推進

特別支援教育就学奨励費補助事業



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 番　　号 3

総合計画の 地教行法 ２１条１項５号

計画の体系 担当課名 ２１条１項５号

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 7,228 7,107 5,908

内一般財源 （千円） 7,228 7,107 5,908

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

人 1,807 1,592 1,477

千円 7,228 7,107 5,908

千円

事業実績・成果 千円

（指標） 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増　加 ■　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する □　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明

及び考察

□　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

　　北島町教育委員会

Ａ

幼稚園に在籍し、家庭の状況により午後の預かりを要する幼児について、
午後も保育を行う。
町立幼稚園に在籍する児童のうち、家庭の状況により午後の保育を
必要と認める者。

午後預かり保育延べ人数／月

午後預かり保育事業費

成果が十分上がっている。

預かり保育は、家庭の状況により必要不可欠な事業となっており、今後も継続が求められている。

事業の方向性 評価委員会意見 教育委員会評価のとおり認める

事
業
の
評
価

名　　　称

事業コスト

事業の対象

事 業 内 容

事業の目的
家庭の状況により午後の預かりを要する幼児について、午後も保育を
行うことにより、保育者への支援を図る。

教育内容の充実

幼稚園午後預かり保育事業



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 就学援助事業 番　　号 4

総合計画の 地教行法 ２１条１項９号

計画の体系 担当課名 学校教育係

経済的な理由によって就学困難な児童又は生徒の保護者に対し、教育に必要な経費を
援助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、義務教育の円滑な実施に資する。
生活に困窮していると認めた児童生徒に対し、学用品費や通学用品費、学校給食費、医療費等の　
給付金を支給する。

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 10,466 10,862 10,675

内一般財源 （千円） 10,466 10,862 10,675

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

就学援助費支給額 千円 10,466 10,862 10,675

就学援助認定児童生徒数 人 155 160 167

千円

事業実績・成果 千円

（指標） 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増　加 ■　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する □　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明 就学に必要な経費を補助することにより、保護者等の経済的負担を軽減でき、教育機会均等の

及び考察 保持を図る。

□　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

　　北島町教育委員会

事業の方向性 評価委員会意見 教育委員会評価のとおり認める

Ａ 教育機会均等の必要性。

事
業
の
評
価

名　　　称

事業コスト

事業の対象 生活保護法第６条第２項に規定する要保護者とそれに準ずる程度に困窮していると教育長が認めた者。

事 業 内 容

事業の目的

低所得者福祉



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 番　　号 5

総合計画の 地教行法 ２１条１項９号

計画の体系 担当課名 学校教育係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 415 0

内一般財源 （千円） 294 0

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

人 11 0

千円 415 0

千円

事業実績・成果 千円

（指標） 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増　加 ■　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する □　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明

及び考察

□　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

　　北島町教育委員会

多子世帯等における保護者の経済的負担軽減のため補助金を交付する。

北島町に住民登録があり、私立幼稚園に在園する園児の保護者であり、非課税世帯・
多子世帯等の要件を満たす者。

多子世帯等における保護者の経済的負担軽減を図るため必要。

Ｂ 子育て支援に寄与している。

就園奨励費需給人数

教育委員会評価のとおり認める事業の方向性 評価委員会意見

事
業
の
評
価

就園奨励費支給額

名　　　称

事業コスト

事業の対象

事 業 内 容

事業の目的
多子世帯等における保護者の経済的負担軽減を図る。

子育て支援の充実

私立幼稚園就園奨励費事業



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 番　　号 6

総合計画の 地教行法 ２１条１項５号

計画の体系 担当課名 学校教育係

児童・生徒が各種大会及び研修会等に参加するための費用を補助することにより、自らが持っている
個性や能力を十分発揮させるとともに、自ら学び自ら考える力など「生きる力」を育成する。

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 3,695 4,594 3,916

内一般財源 （千円） 3,695 4,594 3,916

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

児童・生徒派遣補助金（負担金） 千円 3,295 4,194 3,516

進路指導費補助金 千円 400 400 400

千円

事業実績・成果 千円

（指標） 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増　加 ■　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する ■　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明 中学校では柔道部や卓球部において県大会で優秀な成績を収め、全国大会に出場し、すばらしい

及び考察 活躍ができている。他の部活動においても活躍を期待する。

これらの事業は、児童・生徒にとって重要な施策と位置づけられている。

□　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

　　北島町教育委員会

事業の方向性 評価委員会意見 教育委員会評価のとおり認める

A 優れた取組がいくつかあり、成果が上がっている。

事
業
の
評
価

名　　　称

事業コスト

事業の対象 町内小・中学生

事 業 内 容 各種大会・宿泊訓練・進路指導の補助

事業の目的

教育内容の充実

児童・生徒派遣事業



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 番　　号 7

総合計画の 地教行法 ２１条１項９号

計画の体系 担当課名 学校教育係

学校生活上の問題や基本的な生活習慣が身についていない児童・生徒への早期の段階で
対応を効果的にすることにより、不登校や問題行動の解消を図る。

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 540 431 550

内一般財源 （千円） 540 431 550

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

心の教室相談事業（北島中） 千円 540 431 550

千円

千円

事業実績・成果 千円

（指標） 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増　加 ■　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する ■　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明 中学校における心の教室相談では多くの生徒が利用されており、悩みを持つ生徒の心を少しでも

及び考察 和らげている。又、昼休み時間に相談室を開放し、雑談をしながら相談室に備えてあるパソコン等

を媒体として、学年の枠を超えた交流や息抜き、緊張緩和の効果が得られている。

□　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

　　北島町教育委員会

事業の方向性 評価委員会意見 教育委員会評価のとおり認める

Ｂ 優れた取組がいくつかあり、成果が上がっている。

事
業
の
評
価

名　　　称

事業コスト

事業の対象 児童・生徒又その保護者等

事 業 内 容 北島中学校に心の相談員を配置する。

事業の目的

環境教育とこころの教育の充実

心の教育相談事業



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 安全な学校施設整備事業 番　　号 8

総合計画の 地教行法 ２１条１項７号

計画の体系 担当課名 学校教育係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 32,165 34,560

内一般財源 （千円） 22,630 1,625

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

千円 0 32,165 34,560

千円 0 0 0

千円

事業実績・成果 千円

（指標） 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

■　増　加 □　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する □　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明 平成23年度に学校施設の耐震化100％を達成。

及び考察 引き続き、非構造部材の補強対策の推進を図る。

□　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

　　北島町教育委員会

教育委員会評価のとおり認める事業の方向性 評価委員会意見

Ａ 計画に沿って順調に事業を進め、完了した。

事
業
の
評
価

小学校施設整備工事

中学校施設整備工事

名　　　称

事業コスト

事業の対象 町内小中学校児童生徒及び地域住民

小中学校の非構造部材補強等工事の実施。事 業 内 容

事業の目的 「学校施設環境改善交付金」制度の活用により学校施設の耐震化等を図る。

防災施設等の充実



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 番　　号 9

総合計画の 地教行法 ２１条１項６号

計画の体系 担当課名 学校教育係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 8,798 6,499 6,077

内一般財源 （千円） 8,305 6,012 5,028

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

千円 0 0 0

千円 5,922 3,549 3,170

千円 2,876 2,950 2,907

事業実績・成果 千円

（指標） 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

■　増　加 □　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する ■　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明 基礎学力検査を各小２・４・６年、標準検査を各小１・３・５年で毎年実施している。

及び考察 これらの結果を踏まえ、学習計画を進めている。

また、理科・算数振興備品の整備を２１年度から小中でローテーションで進めている。

■　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

　　北島町教育委員会

事業の方向性 評価委員会意見 教育委員会評価のとおり認める

Ｂ 優れた取組がいくつかあり、成果が上がっている。

事
業
の
評
価

図書備品の購入（幼小中）

ＩＣＴ関連事業費

教材備品の購入（幼小中）

名　　　称

事業コスト

事業の対象 町内幼・小・中学校児童生徒

事 業 内 容 基礎学力の定着度調査、児童生徒の学校生活の状況を知り、学習を計画的に進める。

事業の目的 「確かな学力」を育成し、個性と創造力豊かな児童生徒を育成する。

教育内容の充実

確かな学力定着事業



 

 

 

平成２９年度 事業点検・評価シ－ト（２８年度事業）

事務事業名 幼小中学校施設環境整備事業 番　　号 10

総合計画の 地教行法 ２１条１項７号

計画の体系 担当課名 学校教育係

学校施設・設備の改修及び修繕。
幼小中学校における学校備品の購入等。

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 42,194 180,031 140,680

内一般財源 （千円） 42,194 111,910 71,765

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

施設改善・修繕

　　幼稚園 千円 2,957 2,265

千円 33,903 167,842 129,707

事業実績・成果 　　中学校 千円 1,378 1,526 2,899

（指標）

　　幼稚園 千円 613 1,539

　　小学校 千円 3,373 4,795 3,994

　　中学校 千円 3,540 2,298 276

千円

千円

千円

千円

千円

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

■　増　加 □　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する □　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明 校舎その他の施設及び設備の整備について年次的に計画し、実施されており評価できる。

及び考察

□　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

　　北島町教育委員会

事業の方向性 評価委員会意見 教育委員会評価のとおり認める

Ａ 優れた取組がいくつかあり、成果が上がっている。

事
業
の
評
価

備品整備

　　小学校

名　　　称

事業コスト

事業の対象 町内幼小中学校園児児童生徒

事 業 内 容

事業の目的 学校施設・設備の環境整備を図るとともに、より快適な学校環境を維持・整備することを目的とする。

教育施設・機材の整備と活用



 

 

 

平成29年度 事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

事務事業名 番　　号 11

総合計画の 地教行法 ２１条１項１１号

計画の体系 担当課名 給食センター

学校給食施設・設備の充実を図り、健全な心身を養い安全でおいしい給食運営を図ることを目的と
する。

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 222,714 230,710 239,385

内一般財源 （千円） 154,186 160,983 170,197

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

給食実施日数 日 192 194 193

食 441,380 448,925 443,302

千円 95,451 101,070 110,687

事業実績・成果 千円 127,263 129,640 128,698

（指標）

円／食 280 280 280

円／食 310 310 310

円／食 310 310 310

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増　加 ■　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する □　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明

及び考察

□　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

　　北島町教育委員会

事業の対象 幼・小・中学校児童生徒

学校給食事業

教育内容の充実

事業の目的

事 業 内 容 学校給食の調理及び配送。

事
業
の
評
価

事業コスト

名　　　称

年間配食数

学校給食費（調理加工費）

学校給食費（調理加工費を除く）

給食費　Ｈ２１．６改定

　　幼稚園・小学校

　　中学校

　　給食センター

Ａ 優れた取組が多く、十分成果が上がっている。

事業の方向性 評価委員会意見 教育委員会評価のとおり継続とする

地産地消を原則とした地元産の食材利用に努め、郷土料理を献立に取り入れるなど好評であった。
毎月食育の日には、栄養教諭による食材や食事についての指導啓発や、親子料理教室等の開催で、食育活
動にも成果を収めている。



 

 

 

平成2９年度

事務事業名 生涯学習事業 番　号 12

総合計画の 地教行法 ２１条１項１２号

計画の体系 担当課名 生涯学習係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 950 950 950
内一般財源 （千円） 950 950 950

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

人権啓発講話 回／人 1/16 1/24 1/36
生涯学習記念講演　  回／人 1/30 1/35 1/16
シルバー講座　回／人 回／人 38/533 35/404 37/316
ストレッチ講座　回／人 回／人 37/734 72/1459 72/1577

事業実績・成果 ボランティア養成講座  回／人 回／人 36/633 35/978 36/895
（指標） 放課後子ども教室　 回／人 234/443 233/429 224/412

生涯学習成果発表会 出演数 400 486 511
子育て講座「ベビーマッサージ」 回／組 1/22 1/31 1/30
趣味講座「ソープカービング」 回／人 3/21 1/6 1/13
趣味講座「初めての絵手紙講座」 回／人 1/11
子育て支援「赤ちゃんとお母さんのためのビデオ上映会」 回／人 1/77 1/14 1/27

回／人 1/250 1/250 1/250
回／人 1/5

生涯学習推進事業・読書週間行事「手づくりのへや」 回／人 1/115 1/150
生涯学習講座「ロコトレ体操」 回／人 1/12
小学生講座「くらしnoすてっぷあっぷ教室」 回／人 1/36

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　増　加 □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の □　十分寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 ■　現状のまま継続する □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

□　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 評価委員会意見

□　事業の縮小を検討する

□　休止・廃止を検討する

北島町教育委員会

                   事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

生涯学習活動の充実

教育委員会評価のとおり成果があり継
続とする

優れた取り組みがいくつかあり、成果が上がっている。

判　定　説　明
及　び　考　察

事業の方向性

総 合 評 価 B

事業の目的

事 業 内 容 生涯学習講座の開催

事業の対象 全町民

生涯の各期に応じた学習の機会を提供し、年代に即応した知識、教養の向上充実を図り、豊かで住みよい地域社会づ
くりを目指す人づくりに努める。

名　　　称

事 業 コスト

■　　横ばい

■　　概ね寄与する

子育て支援「ファミリーコンサート」

□　できている

■　できている

中学生講座「私たちのくらしと税金」

常設講座については講座継続の希望者が多い。各講座、十分に学習効果が発揮できている。子育て講座や趣味講座
は、好評であるので新たな講座の試みが必要である。



 

 

平成2９年度

事務事業名 青少年健全育成事業 番　号 13

総合計画の 地教行法 ２１条１項１２号

計画の体系 担当課名 生涯学習係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．2７決算 Ｈ．２８決算

事業費①　 （千円） 188 188 188
内一般財源 （千円） 180 180 188

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．2７年度実績 Ｈ．28年度実績

サンセットパトロール　 回 12 12 12
あいさつ運動 回 11 11 11

回／人 3/62 3/48 3/53
青少年健全育成講演会 回／人 1/256 1/240 1/251

事業実績・成果 みんなで楽しく健康づくり 回／人 1/71
（指標） みんなで楽しくミニ運動会 回／人 1/122

回／人 1/56

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　増　加 □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の □　十分寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 □　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

□　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 評価委員会意見

□　事業の縮小を検討する

□　休止・廃止を検討する

北島町教育委員会

                   事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

青少年の意識の高揚と諸事業の推進

あいさつ運動懇談会

みんなでアイデア大作戦

事業の方向性

■　　横ばい

■　　概ね寄与する

■　できている

事 業 コスト

校区ごとのあいさつ運動懇談会・サンセットパトロール・あいさつ運動・講演会・三世代交流事業

事業の目的

事 業 内 容

事業の対象 全町民

青少年問題の持つ重要性に鑑み、広く町民の総意を結集し、行政施策と呼応し、心身ともに健全な人間づくりのため、
地域社会の有機的、系統的かつ組織的な活動を促進し次世代を担う青少年の健全な育成を図る。

名　　　称

優れた取り組みがいくつかあり、成果が上がっている。

■　できている

判　定　説　明
及　び　考　察

教育委員会評価のとおり継続とする

総 合 評 価 B

あいさつ運動をはじめとする各事業には、家庭・学校・地域社会から関係者が積極的に参加しているが、なおいっそう
の広報活動に努め、一般町民の参加を求める必要がある。



 

 

平成2９年度

事務事業名 国際交流研修事業 番　号 14

総合計画の 地教行法 ２１条１項１２号

計画の体系 担当課名 生涯学習係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 4,325 4,323 4,076
内一般財源 （千円） 4,325 4,323 4,076

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

国際交流研修事業（カナダバンクーバー） 回／人 1/14 1/14 1/14

事業実績・成果
（指標）

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の □　十分寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 ■　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

□　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 評価委員会意見

□　事業の縮小を検討する

□　休止・廃止を検討する

北島町教育委員会

                   事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

中学生の国際化時代に対応する人材の育成

■　　横ばい

□　できている

町内に在住する中学２～３年生

ホームステイと現地の学校での授業参加と交流会、カナダ(アールマリオット校)からの派遣生受入れ。

名　　　称

国際化の進む中で、これからの北島町を担う中学生を海外に派遣し、国際的視野を広めるとともに、訪問国において同
世代の学生と交流活動を行い、国際化時代にふさわしい人材を育てる。

教育委員会評価のとおり成果があり継
続とする

□　増　加

■　できている

事 業 コスト

事業の目的

事 業 内 容

事業の対象

総 合 評 価 Ｂ

事業の方向性

■　　概ね寄与する

判　定　説　明
及　び　考　察

21年度から姉妹校交流が始まり、今後も事業の継続と活性化を図る必要がある。また、姉妹校生の受け入れについて
も検討していく必要がある。

カナダでの交流や研修ができている。



 

 

平成2９年度

事務事業名 文化事業 番　号 15

総合計画の 地教行法 ２１条１項１２号

計画の体系 担当課名 生涯学習係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．2７決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 615 628 623
内一般財源 （千円） 615 628 623

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．2７年度実績 Ｈ．28年度実績

北島町文化祭（出展数） 件 900 900 940
北島町芸能大会（出演者数） 人 197 256 290

人 30 35 31
各サークル活動 団体 48 48 49

事業実績・成果 生涯学習成果発表会 人 400 486 511
（指標） 公民館クラブ 団体 26 27 24

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の □　十分寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 □　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

□　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 評価委員会意見

□　事業の縮小を検討する

□　休止・廃止を検討する

北島町教育委員会

教育委員会評価のとおり成果があり継
続とする

                   事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

文化・芸術活動の推進

事 業 内 容 文化活動事業

事業の対象

優れた取り組みがいくつかあり、成果が上がっている。

町民の自主的な文化・芸術活動の活性化を図るために、文化協会など文化団体の支援、活動の場を提供し、豊かな地
域文化づくりを進めることを目的とする。

全町民

事業の目的

事 業 コスト

名　　　称

文化施設見学

総 合 評 価

事業の方向性

文化祭は、毎年１０月に２日間、成果発表会は２月に開催している。新規クラブも増え、活動発表への参加が増えてい
る。さらに今後も文化の活性化を図っていく必要がある。

判　定　説　明
及　び　考　察

■　できている

■　できている

■　　横ばい

■　　概ね寄与する

□　増　加

Ｂ



 

 

平成2９年度

事務事業名 人権教育推進事業 番　号 16

総合計画の 地教行法 ２１条１項１２号

計画の体系 担当課名 生涯学習係

区　　分 Ｈ26決算 Ｈ27決算 Ｈ28決算

事業費①　 （千円） 1,100 1,000 800
内一般財源 （千円） 1,100 1,000 800

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27年度実績 Ｈ．28年度実績

回／人 1/16 1/24 1/36
回／人 9/137 10/153

企業・職域合同人権啓発研修会 回／人 7/203 1/47 1/63
回／人 30/387

事業実績・成果 北島町人権問題講演会 回／人 1/250 1/250 1/300
（指標） 人権教育推進協議会研修会 回／人 1/38 1/70 1/44

現地研修会（人権セミナー第3回） 回／人 2/55 1/30 1/22
回／人 11/63 15/202 16/96

回 12 12 12
回／人 3/277 5/318
回／人 3/82 3/97
回／人 1/22 1/30

事 必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

業 □　減　少 □　かなり減少

の 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

評 □　十分寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

価 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

■　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

□　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 評価委員会意見

□　事業の縮小を検討する

□　休止・廃止を検討する

北島町教育委員会

事業の方向性

判　定　説　明
及　び　考　察

総 合 評 価

人権尊重の理念について正しい理解と、人権問題の積極的解決を図り、人権文化を創造しようとする態度を養うため、
各種研修会等を実施する。

教育委員会評価のとおり成果があり継
続とする

Ｂ

地区懇談会

優れた取り組みがいくつかあり、成果が上がっている。

企業出前講座

                   事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

人権教育の推進

□　できている

名　　　称

各種人権研修・大会等参加

人権セミナー（第１．２．４回）

人権フィールドワーク（PTA）

■　　概ね寄与する

事業の目的
豊かな人間性の育成と、人権を尊重する民主的な社会づくりに努め、うるおいと活力に満ちた住みよい町づくりを進める
ことを目的とする。

■　できている

事 業 内 容

事業の対象

事 業 コスト

全町民

生涯学習講座受講生人権研修

人権啓発・広報活動

□　増　加

人権出前講座

■　　横ばい

27年度から地区懇談会に代わる事業として、出前講座や人権セミナー、人権フィールドワークを開催した。また、町独
自の「企業・職域合同人権啓発研修会」や小・中学生による人権問題意見発表等様々な取り組みを行っているが、更
なる人権意識の向上を図っていくため、今後も様々な機会での啓発の必要がある。



 

 

平成2９年度

事務事業名 幼・小年期教育推進事業 番　号 17

総合計画の 地教行法 ２１条１項１２号

計画の体系 担当課名 生涯学習係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 900 900 900
内一般財源 （千円） 900 900 900

単　位 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

回／人 2/45 2/41 2/38
町子連ドッジボール大会 回／人 1/36 1/18
町子連カローリング講習会 回／人 1/39
町子連体験活動（遠足） 回／人 1/62 1/79 1/92

事業実績・成果 町子連凧作り大会 回／人 1/52 1/52 1/61
（指標） ジュニアと遊ぼう 回／人 1/30 1/22 1/20

町子連誌発行 回 1 1 1

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の □　十分寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 □　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

すぐれた取り組みがいくつかあり、成果が上がっている。

□　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 評価委員会意見

□　事業の縮小を検討する

□　休止・廃止を検討する

北島町教育委員会

継続的な事業に取り組み、成果を期待
する

                   事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

青少年の活動や参加の促進

様々な体験学習の機会を提供し、自ら学び自ら考える力を育む。

名　　　称

異年齢間の集団生活を通じて情報を養い、協調性を育て、心身ともに健康な幼・少年を育成するための活動を推進す
る。又、子ども会等の活動を積極的に指導できるリーダーを育成する。

事業の目的

事業の方向性

事 業 内 容

事業の対象

総 合 評 価

町内幼・小・中学生及びその保護者

事 業 コスト

子ども中央委員会

単位子ども会22団体が結集する町子連の活動は、子ども会活動を支えてくれるジュニアリーダーズクラブの存在があ
り、指導者の指導のもと活動しており、今後も支援していく必要がある。また、新たな単組子ども会の設立やより多くの
子どもの入会を募る必要がある。

Ｂ

■　　横ばい□　増　加

■　できている

■　　概ね寄与する

■　できている

判　定　説　明
及　び　考　察



 

 

 

平成29年度

事務事業名 スポ－ツ教室開催事業 番　号 18

総合計画の 地教行法 ２1条１項１３号

計画の体系 担当課名 生涯学習係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円）
内一般財源 （千円）

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

回／人 23/381 23/391 22/357

回／人 23/281 23/297 23/259

ラージボール 回／人 24/195 23/283 23/281

事業実績・成果 ソフトバレーボール 回／人 23/218 23/199 23/226

（指標） 回／人 20/297 23/357 23/598

バトミントン 回／人 23/280 23/207 23/312

体力テスト 回／人 1/27 1/21 1/17

回／人 1/27 1/21 1/25

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の □　十分寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 ■　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

□　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 評価委員会意見

□　事業の縮小を検討する

□　休止・廃止を検討する

北島町教育委員会

太極拳

ランニング

ウォーキング

□　増　加

事業の目的

事 業 内 容

事業の対象 全町民

事 業 コスト

教育委員会評価のとおり継続とする

ソフトテニス

■　　横ばい

総合型地域スポーツクラブ事業

生涯にわたるスポ－ツ、年齢に応じたスポ－ツの普及と定着のため、気軽に参加できるスポ－ツ教室の開催、スポ－
ツ活動への支援を行うことを目的とする。

総 合 評 価 Ｂ

事業の方向性

各教室とも定期的に開催され、自らの健康・体力の維持増進のため気軽に参加できるスポ－ツとして楽しんでいる。
又、交流の場としても効果が期待できる。２０年度よりクラブ自主運営により会費を徴収しているが、クラブ員の大きな減
少もみられない。

判　定　説　明
及　び　考　察

優れた取り組みがいくつかあり、成果が上がっている。

□　できている

生涯スポ－ツ活動の普及と振興

名　　　称

■　　概ね寄与する

                   事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

■　できている



 

 

 

平成29年度

事務事業名 スポ－ツ普及活動支援事業 番　号 19

総合計画の 地教行法 ２１条１項１３号

計画の体系 担当課名 生涯学習係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 1,945 1,731 1,753
内一般財源 （千円） 1,945 1,731 1,753

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

団体 9 9 9

団体 17 16 16

全国・四国大会参加補助 団体 10 6 9

事業実績・成果 人 44 60 28

（指標） 国体出場選手激励会 人 11 8 6

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の □　十分寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 □　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

□　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 評価委員会意見

□　事業の縮小を検討する

□　休止・廃止を検討する

北島町教育委員会

スポ－ツ少年団

体育優秀選手表彰

■　できている

■　できている

□　増　加

事業の対象 町体育協会・スポ－ツ少年団

スポ－ツ団体・指導者の育成

スポ－ツの普及と運動を日常生活の中に取り込み、定着化を図るとともに、自主的なスポ－ツ団体の育成と指導者の
確保を図る。

事業の目的

事 業 コスト

事 業 内 容

各スポーツ団体は、町の体育振興の鍵をにぎる拠点団体である。少子高齢化社会でスポ－ツ人口の減少が著しいな
か普及活動を積極的に展開している。活動を後押しするために助成を継続していく必要がある。

優れた取り組みがいくつかあり、成果が上がっている。

名　　　称

判　定　説　明
及　び　考　察

事業の方向性

総 合 評 価 Ｂ

                   事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

教育委員会評価のとおり継続とする

各スポ－ツ団体および全国大会参加者等へ補助金を支給し、優秀選手の表彰を行っている。

北島町体育協会専門部

■　　横ばい

■　　概ね寄与する



 

平成29年度

事務事業名 体育協会スポーツ大会事業 番　号 20

総合計画の 地教行法 ２１条１項13号

計画の体系 担当課名 生涯学習係

区　　分 Ｈ．26決算 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

事業費①　 （千円） 1,823 1,840 2,533
内一般財源 （千円） 1,823 1,840 2,533

単　位 Ｈ．26年度実績 Ｈ．27決算 Ｈ．28決算

人 121 116 166

北島町ゲートボール大会 人 17 12 19

人 59 43 43

事業実績・成果 人 89 91 89

（指標） 人 55 42 45

人 1,850 1,850 1,500

北島町ターゲットバードゴルフ 人 43 35 36

人 45 74 54

人 36 36 36

北島町マラソン大会 人 - 179 202

北島町少年少女駅伝大会 人 128 125 157

北島町歩け歩け運動 人 93 80 107

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の □　十分寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 ■　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　あまり寄与していない □　できていない

□　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 評価委員会意見

□　事業の縮小を検討する

□　休止・廃止を検討する

北島町教育委員会

北島町グラウンドゴルフ大会

北島町卓球大会

北島町バレーボール大会

北島町ソフトボール大会

北島町バドミントン大会

北島町民運動会

事業の目的

各スポーツ大会事 業 内 容

町民全員が参加し、スポ－ツに親しみながら健康増進と地域の連携、世代間交流を図るとともに、青少年の体力の向
上・心身ともに健全な児童・生徒の育成を目的とする。

事 業 コスト

事業の対象 全町民

生涯スポ－ツ活動の普及と振興

□　できている

事業の方向性

■　できている

名　　　称

優れた取り組みがいくつかあり、成果が上がっている。

気軽にできる種目は参加者も増加しており、生涯スポ－ツにおける効果は大きい。町民運動会に関しては、参加選手
を集めるのが各地区苦労されている。運動会の抜本的な見直しも必要かもしれない。

判　定　説　明
及　び　考　察

Ｂ

                   事業点検・評価シ－ト（28年度事業）

総 合 評 価

教育委員会評価のとおり継続とする

■　　概ね寄与する

■　　横ばい

北島町カローリング大会

□　増　加



 

 

平成29年度 事業点検・評価シ－ト(28年度事業）

事務事業名 読書環境充実事業 番号 21

総合計画の 地教行法 ２１条１項１２号

計画の体系 担当課名 図書館

図書館蔵書、各種資料の充実により、図書館機能及びサービスの向上を図る。

H．26決算 H．27決算 H．28決算

事業費①　 （千円） 4,650 4,644 4,655

内一般財源 （千円） 4,650 4,644 4,655

単　位 H．26年度実績 H．27年度実績 H．28年度実績

冊 2,911 2,987 3,906

点 102 166 85

点 169,283 172,408 173,604

84,404

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の ■  十分寄与する □　  概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 ■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明

及び考察

□　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

事業の目的

事業内容

事業の対象

事業コスト

Ｂ

全町民

事業の方向性

学校と家庭・地域社会の連携

図書をはじめとする資料の充実

区　　分

■　増　加

図書購入

年度末総資料数

名　　　称

評価委員会意見

限られた予算の中で成果が上がっている。

図書館は鮮度が大切であるといわれている。資料充実は、永続的課題なのでこれを継続前進させてゆかなけ
ればならない。

事業実績・成果
（指標）

教育委員会評価の
とおりと認める。。。

視聴覚資料購入



 

 

平成29年度 事業点検・評価シ－ト(28年度事業）

事務事業名 読書活動推進事業 番号 22

総合計画の 地教行法 ２１条１項１２号

計画の体系 担当課名 図書館

図書館の機能を生かし、町民の読書活動の推進を支援する。

H．26決算 H．27決算 H．28決算

事業費①　 （千円） 350 396 413

内一般財源 （千円） 350 396 413

単　位 H．26年度実績 H．27年度実績 H．28年度実績

人 11,068 11,587 11,957

冊 158,628 166,814 163,366

人 36,561 37,686 35,986

クリスマス会 回／人 2/188 2/189 2/189

１日図書館員 回／人 1/9 1/18 1/20

外国絵本のお話会 回／人 1/35 1/30 1/40

講習会・講演会 回／人 2/416 3/268 3/221

ワンワンくらぶのお話会 回／人 45/841 45/555 46/437

回 55 55 55

回／人 3/90 4/175 4/164

回／人 3/54 4/126 4/150

回／人 2/58 2/141 2/167

回／人 3/175 3/110 3/111

スタンプラリー 回／人 1/378 1/471 1/486

回／組 1/8 1/13 1/8

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の ■  十分寄与する □　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 ■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明

及び考察

■  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

事業の目的

事業内容

名　　　称

区　　分

全町民

■　増　加

B

有効登録者数

教育委員会評価の
とおりと認める。。。

学校と家庭・地域社会の連携

事業の方向性

　読書活動の推進は、国民的課題でもあり、永続的な展開が必要である。
創意工夫に満ちた取り組みによって町民に親しまれ、利用率も高い。

事業の対象

事業コスト

事業実績・成果
（指標）

読み聞かせなどの各種読書振興活動、各種普及行事の展開

ビデオ上映会

限られた予算の中で創意ある取り組みをしており、少しずつ成果が
上がっていると判断している。

評価委員会意見

植物と貝に名前をつける会

貸出冊数

貸出人数

点字体験教室

職員による赤ちゃんのお話会

職員によるお話会

工作教室・手作り教室



 

 

平成29年度 事業点検・評価シ－ト(28年度事業）

事務事業名 図書館・学校・地域連携事業 番号 23

総合計画の 地教行法 ２１条１項１２号

計画の体系 担当課名 図書館

図書館の施設・資料を活用し、町内幼小中学校等の教育活動を支援・連携する。

H．26決算 H．27決算 H．28決算

事業費①　 （千円）

内一般財源 （千円）

単　位 H．26年度実績 H．27年度実績 H．28年度実績

回 56 56 48

冊 2,181 4,346 3,884

学生職業体験受入 回 1 2 3

ブックスタート(保健相談センター) 回 6 6 6

回 2 1 2

回 1 1 1

84,404

必要性（町民のニ－ズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事 □　　横ばい □　減　少 □　かなり減少

業 有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

の □　十分寄与する ■　　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

評 経済・効率性（事務効率化・コスト縮減しているか。）

価 ■　十分できている □　できている □　あまり寄与していない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまり寄与していない □　できていない

総合評価

判定説明

及び考察

□　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

名　　　称

出張読み聞かせ（保育所）

団体貸出冊数

町内幼・小・中学校への団体貸出、総合学習・職業体験支援

全町民

学校と家庭・地域社会の連携

■　増　加

事業の目的

事業の対象

区　　分

事業内容

事業コスト

教育委員会評価の
とおりと認める。。。

保育所、保健相談センターへの出張読み聞かせなど地道な努力を継続している。

　地道な取り組みで成果が上がっている。保育所での出張読み聞かせは、低年齢児からの読書への親しみを
育み、保健相談センターでの乳児検診時の読み聞かせは子育て支援に直結しており、いずれも大切な取り組
みである。

評価委員会意見事業の方向性

Ｂ

校外学習見学受け入れ

小中学校意見交換会

事業実績・成果
（指標）



 


