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１. 趣旨　

この点検及び評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号。以下「法」という。）第26条第１項の規定に基づき、教育委員会が行う事務の管理及

び執行の状況について、より効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責

任を果たしていくことを目的として行うものである。

　教育委員会では、平成29年４月からの「会津若松市第７次総合計画」にあわせ、「会津

若松市教育大綱・教育振興基本計画」を策定するとともに、本市教育行政における年度ご

との実行計画と位置づけし「教育行政推進プラン」を策定し、教育行政の一層の充実・発

展に努めている。

点検及び評価においては、「教育行政推進プラン」に掲げる各政策分野及び施策ごとに

位置づけた重点事業等の執行の状況について、教育委員会自らが取組状況を十分に検証を

し、成果と課題等について点検・評価を行い、これを議会へ報告、さらに公表することで、

教育委員会の責任体制の明確化を図るものである。

あわせて、この点検・評価の結果を踏まえた取組内容の改善を図りながら、効率的かつ

効果的に教育行政の推進に努めるものである。

会津若松市教育行政推進プラン

（重点事業）

改　　善 実　　施

①

②③

④

PDCA
サイクル

教育に関する事務の管

理及び執行状況の点検

及び評価

1



２．点検及び評価　

　　教育委員会が、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す

る内容は、次のとおりとする。

　(1) 点検及び評価者

　教育長　　　　　　　　寺木　誠伸

　教育長職務代理者　　　一ノ瀨　美枝

　委員　　　　　　　　　林　　健幸

　委員　　　　　　　　　松本　健男

　委員　　　　　　　　　秋月　淳子

(2) 点検及び評価の対象

①教育委員会の会議の開催状況

⇒平成30年度に開催した会議の開催日及び案件（一覧）

②委員の会議及び研修等への参加状況

⇒平成30年度に委員が出席した会議及び研修等の開催日、場所及び名称（一覧）

③重点事業の執行の状況

⇒「平成30年度会津若松市教育行政推進プラン」に掲げる重点事業（20事業）

(3) 点検及び評価の方法

　点検及び評価にあたっては、各施策を構成する事務事業のうち重点的に取り組むこ

ととした事業について、進捗状況や執行上の課題・問題点等を検証し、その結果をふ

まえて、教育行政推進プランに掲げた計画・目標に対して「どの程度達成できたか」

を主たる視点とし、以下の４段階による総合評価を行った。

評価 評　価　基　準

Ｓ 目標を上回って達成した

Ａ 目標のとおり達成した

Ｂ 目標を少し下回った

Ｃ 目標を大きく下回った

※　点検及び評価は、平成31年３月31日現在で実施。
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３．学識経験者の知見の活用

　法第26条第２項では、教育委員会は、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者の知見の活用を図ることとされている。

　本市教育委員会では、学識経験者２名の方から、点検・評価に関する意見をいただ

き、「７.学識経験者からの意見」に掲載した。今後、この意見を事務事業に反映させ

るよう努めていく。

《学識経験者名簿（敬称略）》

№ 所属等 職氏名

１ 公立大学法人　会津大学　 准教授 蛯名　正司

２ 公立大学法人　会津大学短期大学部 講師 櫻井　直輝

４．実施スケジュール

平成30年 ４月 平成30年度教育行政推進プランの公表

平成31年

４月１日～

３月31日　

各種施策・事務事業の執行

　

令和元年 ５月16日 点検及び評価結果（素案）の決定（教育委員会定例会）

５月30日 外部知見者への報告書（素案）説明

６月28日 報告書(素案)に対する外部知見の聴取

７月18日 点検及び評価結果の決定（教育委員会定例会）

９月 議会への報告

９月下旬 公表

５．公表の方法

　点検及び評価の実施結果については、市ホームページ及び広報紙（市政だより）へ

の掲載により公表する。

　

６．点検及び評価の結果

(1) 会議の開催状況

　教育委員会の会議は、法第14条及び会津若松市教育委員会会議規則（昭和31年教

委規則第７号）の規定に基づき開催し、議案審議のほか教育行政に関する様々な事項

について、情報及び意見の交換に努めた。
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　また、平成24年度から、会議での審議事項や審議結果を市のホームページに掲載す

るなど、情報提供に努めている。

　なお、平成30年度に行われた会議（開催日、案件等）は、以下のとおりであり、委

員の会議への出席率は100％で、会議を傍聴した者は１名であった。

４月臨時会

（４月２日）

議案第１号 平成30年度会津若松市奨学生の決定について

４月定例会

（４月25日）

議案第２号 平成30年度会津若松市教育行政推進プランの策定について

議案第３号 会津若松市スポーツ推進審議会委員の任命について

報告第１号 非常勤特別職等の任命について

報告第２号 平成30年２月市議会定例会について

協議事項等 平成29年度の教育行政の点検・評価（素案）について

第30回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン大会について

あいづ相撲場竣工について

教育委員会定例会「懇談会」の開催について

５月臨時会

（５月２日）

議案第４号 会津若松市市民スポーツ施設条例の一部を改正する条例について

議案第５号 会津若松市市民スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則

について

５月臨時会

（５月21日）

議案第６号 城北小学校校舎北東棟改築工事請負契約の一部変更について

５月定例会

（５月24日）

議案第７号 財産の取得について

議案第８号 会津若松市学校評議員の委嘱について

議案第９号 会津図書館協議会委員の委嘱について

報告第３号 会津若松市立中学校部活動指導員の委嘱について

協議事項等 平成29年度学校のあり方懇談会開催概要について

平成30年度生涯学習総合センター・公民館事業計画について

６月定例会

（６月28日）

議案第10号 会津若松市教育支援委員会委員及び専門委員の委嘱及び任命につ

いて

議案第11号 会津若松市社会教育委員の委嘱について

議案第12号 会津若松市公民館運営審議会委員の委嘱について

協議事項等 行仁小学校等改築事業の中間報告について

愛のパトロールの実施について

城西っ子１４５５（放課後子ども教室）の実施について

７月定例会

（７月19日）

議案第13号 平成29年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価実

施報告書について

議案第14号 平成31年度使用教科用図書等の採択について

報告第４号 平成30年６月市議会定例会について

報告第５号 公益財団法人会津若松文化振興財団経営状況報告について

4



協議事項等 少年の主張について

第30回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソンの申込み状況について

７月臨時会

（７月31日）

議案第15号 平成30年度会津若松市奨学生の追加決定について

８月定例会

（８月17日）

議案第16号 平成30年度会津若松市教育委員会９月補正予算について　　　

協議事項等 学校ブロック塀等の安全対策について

平成30年度全国学力・学習状況調査結果について

平成30年度会津若松市スクール議会及び小学生と市長との懇談

会の実施について

まちなかアートプロジェクト2018について

平成29年度指定管理者事業報告概要

　①文化施設

　②会津若松市御薬園

　③市民スポーツ施設

　④会津若松市コミュニティプール

ジョイスポーツデーについて

2018會津稽古堂まつりの開催について                    　

あいづまちなかキャンパスの開催について

公民館図書室における会津図書館の図書返却について

第５回会津ビブリオバトルの開催について

９月定例会

（９月19日）

議案第17号 会津若松市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

について

協議事項等 会津若松市立行仁小学校等改築事業について（中間報告）　　　

2020東京オリンピック・パラリンピック関連事業（タイ王国ホ

ストタウン交流事業）について

第30回記念会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン大会進捗状況につい

て

本の夜会開催について

10月臨時会

（10月１日）

会津若松市教育委員会教育長職務代理者の指名について

協議事項等 小中学校の空調設備設置の考え方について

10月定例会

（10月 12日）

議案第18号 平成30年度会津若松市教育委員会表彰の決定について

議案第19号 会津若松市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につ

いて

報告第６号　 平成30年９月市議会定例会について

協議事項等 教育委員会表彰（奨励賞）の取り扱い変更について　　　　　　

鶴ヶ城ハーフマラソン大会の御礼について

生涯学習総合センターの表彰について

11月臨時会

（11月１日）

会津若松市教育委員会議席の指定について
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11月定例会

（11月 15日）

議案第20号 平成30年度会津若松市教育委員会12月補正予算について

議案第21号 平成31年度会津若松市立幼・小・中学校の教育課程編成指針につ

いて

報告第７号 平成30年度全国学力・学習状況調査の結果と対策について

協議事項等 授業日数の確保に伴う冬季休業日の短縮について           　

登録文化財の新規登録について

第５回会津図書館を使った調べる学習コンクールの応募状況及び

審査結果について

會津稽古堂×会津大学協働開催市民講座「あいづまちなかキャン

パス」について

12月臨時会

（12月 12日）

議案第22号 平成30年度会津若松市教育委員会12月補正予算（追加）につい

て

12月定例会

（12月 20日）

議案第23号 会津若松市少年の家に関する条例の一部を改正する条例について

議案第24号 会津若松市文化センター条例の一部を改正する条例について

議案第25号 會津風雅堂条例の一部を改正する条例について

議案第26号 会津能楽堂�条例の一部を改正する条例について

議案第27号 会津若松市御薬園条例の一部を改正する条例について

議案第28号 会津若松市市民スポーツ施設条例の一部を改正する条例について

議案第29号 会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設使用料条例の一部を改

正する条例について

議案第30号 会津若松市生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第31号 会津若松市公民館条例の一部を改正する条例について

議案第32号 会津若松市板橋好雄奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する

規則について

議案第33号 会津若松市公立小・中学校管理規則の一部を改正する規則につい

て

議案第34号 会津若松市公立小・中学校管理規則「休業日」の変更について  

議案第35号 会津若松市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則に

ついて

報告第８号 人事に関する案件について

協議事項等 平成31年度会津若松市成人式の挙行について　　　　　　　　　

スポーツ推進課「タイ王国ホストタウン交流事業」×會津稽古堂

「市民講座」について

「おはなしのもり」について

１月定例会

（１月18日）

議案第36号 会津若松市公民館運営審議会委員の委嘱について

報告第９号 平成30年12月市議会定例会について

報告第10号 平成30年度耐震診断の結果について

協議事項等 奨学生の募集について
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平成30年度幼稚園・小中学校卒業（園）式の対応について

「文化財防火デー」火災防ぎょ訓練について

２月臨時会

（２月１日）

議案第37号 会津若松市立小中学校空調設備整備事業（Ａグループ）工事請負

契約の締結について

議案第38号 会津若松市立小中学校空調設備整備事業（Ｂグループ）工事請負

契約の締結について

議案第39号 会津若松市立小中学校空調設備整備事業（Ｃグループ）工事請負

契約の締結について

議案第 40号 会津若松市立小中学校空調設備整備事業（Ｄグループ）工事請負

契約の締結について

２月定例会

（２月12日）

議案第 41号 平成30年度会津若松市教育委員会２月補正予算について

議案第 42号 平成31年度会津若松市教育委員会当初予算について

協議事項等 平成30年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果について

２月臨時会

（２月18日）

議案第 43号 平成30年度会津若松市教育委員会表彰（３月表彰）の決定につ

いて

３月臨時会

（３月５日）

議案第 44号 平成31年度会津若松市立小中学校長の異動について

３月臨時会

（３月18日）

議案第 45号 会津若松市教育委員会課長・館長等の異動について

３月定例会

（３月20日）

議案第 46号 会津若松市指定文化財の指定について

報告第11号 平成31年会津若松市板橋好雄奨学資金の貸与の決定について

協議事項等 板橋好雄奨学資金貸与及び市奨学資金給与事務取り扱いの変更に

ついて

会津若松市学校評議員設置要綱の一部を改正する要綱について

会津若松市部活動に関する方針について

市教職員離任式及び着任式について

第31回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン大会について

あいづっこ宣言リーフレットの配付について

平成31年度会津若松市奨学生について

３月臨時会

（３月28日）

議案第 47号 会津若松市立学校看護師職員の勤務時間等に関する規程について

7



(2) 教育長・教育委員の会議、研修等への参加状況

　教育長・教育委員が、職務上出席した会議、研修会等については、以下のとおりで

ある。（ただし上記の教育委員会及び来賓等として出席した会議、会合等を除く。）

月日 会議等の名称 出席者

４月10日 福島県都市教育長協議会役員会・教育長会議 教育長

４月10日 福島県都市教育長協議会総会 教育長

４月11日 福島県市町村教育委員会連絡協議会第１回理事会 教育長

４月16日 会津教育事務所域内三支会連絡会定例会
教育長・教育長職

務代理者

４月16日 会津教育事務所域内市町村教育委員会教育長会議 教育長

４月19日

～20日
東北都市教育長協議会定期総会・研修会・視察研修 教育長

５月８日 福島県市町村教育委員会連絡協議会定期総会
教育長・教育長職

務代理者

５月31日
福島県市町村教育委員会連絡協議会北会津支会第１回定例会・

研修会
教育長・委員

６月８日 第１回会津採択地区協議会 教育長

７月11日 第２回会津採択地区協議会 教育長

７月13日 東北六県市町村教育委員会連合会研修会 教育長・委員

７月23日 福島県市町村教育委員会連絡協議会会津ブロック研修会 教育長・委員

８月28日 福島県市町村教育委員会連絡協議会教育委員・教育長研修会 委員

10月 19日
福島県市町村教育委員会連絡協議会北会津支会第２回定例会・

研修会
教育長・委員

11月２日 会津教育事務所域内三支会連絡会定例会
教育長・教育長職

務代理者

11月２日 会津教育事務所域内市町村教育委員会教育長会議 教育長

１月17日 福島県市町村教育委員会連絡協議会第２回理事会 教育長

（参考）

　○平成 30年度教育費

　○教育費当初予算額の推移

　○一般会計と教育費の当初予算額推移
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単位：千円

予算科目（項・目） 当初予算額 予算科目 当初予算額

１　教育総務費 559,219 ４　社会教育費 723,099

4,734 348,652

333,359 327,878

221,126 46,569

２　小学校費 1,321,906 ５　文化費 686,298

1,019,016 112,307

214,174 176,008

88,716 397,983

３　中学校費 716,487６　保健体育費 164,392

582,193 教育費合計 4,171,401

122,790 8,259

11,504 教育関係費合計 4,179,660

教育費当初予算額の推移

千円

予算科目（項）

455,676 457,400 459,391 520,605 559,219

2,108,152 2,704,188 1,285,300 1,213,027 1,321,906

584,140 1,182,770 1,549,831 2,180,527 716,487

683,006 669,302 674,190 685,315 723,099

485,766 467,694 475,458 609,937 686,298

135,947 133,624 141,067 214,791 164,392

教育費計 4,452,687 5,614,978 4,585,237 5,424,202 4,171,401

平成30年度　教育費

　(1)教育委員会費 　(1)生涯学習推進費

　(2)事務局費 　(2)公民館費

　(3)指導研究費 　(3)青少年育成費

　(1)学校管理費 　(1)文化振興費

　(2)教育振興費 　(2)文化財保護費

　(3)学校建築費 　(3)文化施設費

　(1)学校管理費

　(2)教育振興費 2.7.⑵放射線安全対策費

　(3)学校建築費

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

　1.教育総務費

　2.小学校費

　3.中学校費

　4.社会教育費

　5.文化費

　6.保健体育費

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

教育総務費

小学校費

中学校費

社会教育費

文化費

保健体育費

幼稚園費

百万円
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一般会計と教育費の当初予算額推移

単位：千円

年　度 一般会計 教　育　費

43,065,000 4,903,936 11.4%

22 44,508,000 5,332,815 12.0%

23 43,743,000 3,696,543 8.5%

24 43,770,000 3,896,607 8.9%

25 44,014,000 3,937,458 8.9%

26 45,945,000 4,452,687 9.7%

27 48,977,000 5,614,978 11.5%

28 46,857,000 4,585,237 9.8%

29 48,687,000 5,424,202 11.1%

30 48,625,000 4,171,401 8.6%

千円

事業名

１．教育総務費

　○あいづっこ人材育成プロジェクト事業費 20,128 19,635 16,704 16,244 －

　○あいづっこ学力向上推進事業費 － － 2,633 62,219 79,315

　○指導研究に要する経費 34,722 35,276 38,501 40,458 48,657

２．小学校費

　○学校施設耐震化事業費 4,809 13,916 9,187 12,777 73,128

　○学校維持管理費 391,302 347,266 320,048 324,129 410,037

　○城北小学校校舎北東棟改築事業費 － － － 122,429 7,539

　○行仁小学校改築事業費 － － － 46,550 81,177

３．中学校費

　○学校施設耐震化事業費 30,268 489,021 13,050 13,874 124,060

　○学校維持管理費 199,323 159,823 182,869 162,674 203,691

6,000 175,386 973,791 1,622,809 11,504

４．社会教育費

　○子どものことばの力・まなびの力育成事業費 － 5,940 4,986 5,018 2,509

　○生涯学習総合センター管理運営費 146,659 146,991 152,403 146,687 152,023

５．文化費

－ － － 84,307 －

　○墓料遺跡発掘調査事業費 － － － － 15,437

　○城前団地発掘調査事業費 － － 24,484 － 17,469

　○會津風雅堂管理費 151,279 154,409 202,702 155,144 331,000

６．保健体育費

　○全国高等学校総合体育大会開催に要する経費 － － 8,120 60,229 －

－ － 1,173 900 487

　○相撲場建設事業費 － － － 5,103 －

一般会計に
対する割合

平成21年度

■平成30年度の主な増減要因
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

　○（仮称）河東学園中学校建設事業費

　○ICTオフィス環境整備発掘調査事業費

　○2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連事業費

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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点検及び評価対象事務事業一覧

　　　

〈政策分野１〉　学校教育

　　（施策１）確かな学力の育成

　 　 ○　あいづっこ学力向上推進事業　………………………………………………　13

　　（施策２）豊かな心の育成

　　　○　あいづっこ人材育成プロジェクト事業　……………………………………　15

　　　○　スクールカウンセラー等活用事業　…………………………………………　17

　　（施策３）健やかな体の育成

　　　○　児童生徒体力向上事業　………………………………………………………　18

　　（施策４）特別支援教育の充実

　　　○　特別支援推進事業　……………………………………………………………　19

〈政策分野２〉　教育環境

　　（施策１）就学環境の充実

　　　○　就学援助事業　…………………………………………………………………　20

　　（施策２）学校環境の充実、整備

　　　○　学校施設耐震化事業　…………………………………………………………　21

　　　○　学校維持管理事業　……………………………………………………………　22

　　　○　学校施設改築事業　……………………………………………………………　23

　

〈政策分野３〉　地域による子ども育成

　　（施策１）子どもと子育て家庭を支える地域づくり

　　　○　放課後子ども教室推進事業　…………………………………………………　25

　　（施策２）青少年の健全育成

　　　○　青少年の心を育てる市民行動プラン事業　…………………………………　26

　

〈政策分野４〉　生涯学習

　　（施策１）生涯学習活動の支援

　　　○　會津稽古堂・まちづくり会津協働事業　……………………………………　28

　　（施策２）読書活動の推進

　　　○　読書活動推進事業　……………………………………………………………　29

　　（施策３）地域における社会教育の推進

　　　○　住民参画による公民館事業　…………………………………………………　30

〈政策分野５〉　スポーツ

　　（施策１）スポーツ機会の充実

　　　○　鶴ヶ城ハーフマラソン大会事業　……………………………………………　32

　　（施策２）スポーツ環境の充実

　　　○　市民スポーツ施設管理事業　…………………………………………………　33
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〈政策分野６〉　歴史・文化

　　（施策１）地域の文化力を醸成する文化、芸術の振興

　　　○　あいづまちなかアートプロジェクト事業　…………………………………　35

　　（施策２）地域の歴史・文化を育む環境づくり

　　　○　文化施設管理事業（會津風雅堂管理事業）　………………………………　36

　　　○　歴史資料センター管理運営事業　……………………………………………　37

　　（施策３）歴史資源・伝統文化の保存・継承

　　　○　御薬園整備事業（池護岸修復）　……………………………………………　37
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〈政策分野１〉学校教育

　

　【　目指す姿　】

　    学ぶ喜びや楽しさを実感しながら、確かな学力、豊かな心、健やかな体をバラ

　　ンスよく身に付けた子どもたちが育つまちを目指します。

　　

　　（施策１）確かな学力の育成

平成30年度重点事業 １　あいづっこ学力向上推進事業

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

　　これまでの学力向上推進の取組の更なる充実を図るとともに、長期的かつ総合的な

　視点から人材育成を進めていくため、平成 29年度から平成38年度までの10年間を展

　望した「あいづっこ学力向上推進計画」に基づき、「児童生徒の確かな学力の向上を

　図る基盤づくり」等の４つの視点で「あいづっこ学力向上推進事業」に取り組んだ。

　○平成30年度に実施した主な学力向上推進事業

　　①学級集団育成事業

  　　児童生徒の確かな学力の向上を図る基盤づくりとしてＱ-Ｕ（児童生徒個人、学級

　　集団の状態、個人と集団の関係性を把握するためのアンケート）を実施し、個人の

　　実態及び学級の状況を把握するとともに、研修等を行い、Ｑ-Ｕを活用し、より良い

　　学びの集団づくり、実態に応じた指導の充実に取り組んだ。

　　 ②読解力向上事業

　　　 学校図書館支援員５名を基幹中学校ごとに21校に配置し、図書の整理や補修、掲

　　 示物の作成を通し、学校図書館の環境整備を図った。配置された学校においては、

     利用者数が増加するなど、読書好きな児童生徒を増やすとともに、授業における積

　　 極的な図書館や新聞等の教材の活用を通して、読解力の向上に取り組んだ。

     ③指導力向上事業

　     先進地域である秋田県学力フォーラムを学校教育指導員４名が視察するとともに、

     会津若松市教育講演会（約400名参加）を開催するなど、指導力の向上を図り、授 

     業の改善に取り組んだ。

≪政策１≫　次代を創る子どもたちの育成
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     ④ＩＣＴ活用学力定着事業

       全小学校に電子黒板 84台(累計 小学校119台、中学校 32台）を配置するととも

　　 に、小学校３・４・５・６年算数及び中学校全学年の数学と英語の指導者用デジタ

     ル教科書及びデジタル教材を整備した。ＩＣＴ機器等の活用により、児童生徒の理

　　 解を深め、学力向上を図った。

     ⑤チャレンジ事業

       児童生徒の意欲を高め、挑戦することの楽しさや達成感を養うため、英語検定や

     漢字検定の検定受検に対して延べ 1,973人（英語検定 712人、漢字検定 1,261人）

     に助成を行った。

     ⑥学力向上推進委員会

　     学識経験者、ＰＴＡ代表、小・中学校長関係者等で構成される「会津若松市学力

     向上推進委員会」を３回（５月、10月、２月）開催し、「あいづっこ学力向上推進

     計画」の検証と評価を行った。

　　　　[達成状況]　あいづっこ学力向上推進計画進捗状況より

　　　①全国学力学習状況調査(実施日：平成30年 4月17日）

目　　標 実　　績

小学６年生：99.6

中学３年生：96.2

小学６年生：101.1

中学３年生： 94.5

　　　　※　全国平均を100とした際の本市の数値

　　　②主体的な学習態度（学習状況調査より項目を抜粋）

　　　　（ア）授業内容の理解度（国語、算数・数学、理科）　

目　　標 実　　績

　小学校６年、中学校３年で、前年度

と比較し、改善することを目標とする。

小学６年生：88.0％（+5.0ポイント）

中学３年生：64.2％（-3.5ポイント）

　　　　（イ）平日の家庭学習時間 

目　　標 実　　績

　小学校６年で１時間以上学習する児

童の割合を 76.3％に、中学校３年で２

時間以上学習する生徒の割合を29.4％

とすることを目標とする。

　　

小学６年生：74.3％

中学３年生：28.3％

　　　③英検３級の取得率（取得者数／在籍人数）

目　　標 実　　績

中学校３年　 15.7％以上 中学校３年 15.2％（160人/1,050人）

　　　・【英検３級相当の英語力】※英語担当教員判断（3級相当数／在籍人数）

目　　標 実　　績

中学校３年　 27.8％ 中学校３年 32.5％（341人/1,050人）
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　　　④一人当たりの読書冊数（読書月間 1ヶ月間）

目　　標 実　　績

小学校全学年 　12.5冊

中学校全学年 　 3.2冊

小学校全学年 　10.6冊

中学校全学年 　 2.7冊

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    計画の検証と評価を行う学力向上推進委員会による平成30年度の総括において英語

　検定や漢字検定の受検者の増加が顕著であることや、全国学力・学習状況調査結果や英

　検３級の取得率等の各種指標が上昇していることから、相対的に良い方向であるとの評

　価を受けたところである。

    今後の主な課題としては、小中学校ともに家庭学習時間が不足しているため、家庭で

　の学習習慣や、読書習慣の育成に取り組むとともに、分かりやすい授業展開の工夫や、

　学力調査等の分析方法やＩＣＴ機器の効果的な活用等、指導力向上に関わる各種研修の

　充実に重点を置いて取り組んでいく。

⑶　評価　

Ｂ

　学校図書館支援員を配置し読解力の向上を図るとともに、

電子黒板の効果的な取組を推進すべくデジタル教材の整備・

充実など、教育環境の改善を進めることができた。しかしな

がら、実績として、一部の項目において目標指標を達成する

ことができなかった。

　　（施策２）豊かな心の育成

平成30年度重点事業
１　あいづっこ人材育成プロジェクト事業

２　スクールカウンセラー等活用事業

【点検及び評価の結果】

１　あいづっこ人材育成プロジェクト事業　

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

　　「ならぬことはならぬ」という心根を持ち、貪欲に知識を得ようとした先人に憧れ、

  そして学び、故郷会津に誇りを持つ人材の育成を進めるため、教育委員会のスローガン

  である「憧れ」「学び」「誇り」をキーワードに継続して事業を実施した。

  ○平成30年度に実施した主な人材育成事業

    ①　映画から学ぶ～感動をつくる仕事～

　　　　映画人の講演、映画上映などを通して、中学生に本物の映像文化に触れ、感性を
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　　　高める機会を提供した。また、共同作業としての映画づくりの楽しさ、難しさを学

　　　ぶ場として、中学生を対象とし実写映画製作ワークショップを実施した。

    ②　こころのふるさと会津～会津を学ぶ～

   　 ○「会津人に学ぶ」…郷土の歴史研究者等を各小中学校に招き、会津の歴史や伝統

      文化の学びを図った。

        ・対象　全小中学校

      ○「まなべこツアー」…歴史資料センター（まなべこ）を活用し、会津の歴史講話

      を聞き、会津藩主松平家墓所（院内御廟）等を見学することで郷土の歴史への関

      心を高めた。

　　　  ・対象　小学校６年生全員

　  ③　会津ジュニア大使～会津の元気を全国に発信～

　　　　中学生をゆかりの地（新潟県長岡市）に派遣し、地元中学生との交流を通して会

　　　津の元気を発信した。

　　　  ・対象　各中学校から３名推薦

        [達成状況]

      ①児童生徒の参加してよかったとの回答の割合

　　　　（あいづっこ人材育成プロジェクト参加者アンケートで「よかった」と回答した

          児童生徒数／参加した児童生徒数）

目　　標 実　　績

100％ 95.2%（3,953人/4,152人）

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    平成 30年度も、市民や民間企業等との協働により、事業を予定通り実施することが

　できた。本プロジェクトは、「本物に出会い本物に学ぶ」をコンセプトに、心に残る感

　動体験を通じ、「憧れ」や「郷土への誇り」といった豊かな心の育成を図るものである。

　　事業内容については、実行委員会において検証・評価を行い、事業目的である「復

　興」の役割を一定程度達成したことから、事業の再構築を図り、確かな学力の育成の重

　点事業である「あいづっこ学力向上推進事業」とともに、本市の人材育成の両輪として

　位置づけ、会津の未来の創り手であるあいづっこが、感性を豊かに働かせながら、自ら

　考え、判断し、表現していく、生きる力を培う機会を提供していく。

 

⑶　評価

Ａ

　アンケート結果から、会津には歴史があり、たくさんの

人々の思いが今の会津を作っていることを知ることができた。

もっといろんな歴史を調べてみたいと思ったなど、95.2％の

児童生徒から「参加してよかった」との回答が得られており、

本事業が目指す、子どもたちの豊かな心の育成につながった。
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２　スクールカウンセラー等活用事業

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    小中学校の児童生徒、保護者、教職員を対象に、不登校やいじめの未然防止など問題

  行動等に対する専門的な指導助言を行い、迅速かつ的確な対応に資するようスクールカ

  ウンセラーや心の教室相談員を派遣した。

　　また、平成 29年度からスクールソーシャルワーカーを２名体制としたことで、相談

　業務の充実を図ることができた。

        [達成状況]

       ①小・中学校における不登校の出現率（不登校児童生徒数／全児童生徒数）

目　　標 実　　績

1.5％ 2.19％（199人/9,087人）

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    平成 30年度においては、スクールカウンセラーを延べ 249回、心の教室相談員を延

  べ 200回、適応指導教室（ひまわり）を 95日開設するなど、教育相談業務の充実によ

  り、相談件数は 7,302件となり、平成29年度の 7,060件を超える実績となったところ

　である。

    しかし、小・中学校における不登校の出現率は平成29年度の1.83％（170人／9,286

　人）を大きく上回る結果となり、特に小学校において増加傾向にある。

    今後も、引き続きスクールカウンセラーや心の教室相談員等を各学校に派遣し児童生

　徒、保護者、教職員を対象に、不登校やいじめの未然防止など問題行動等に対する専門

　的な指導助言を行い、児童生徒に寄り添った相談業務を充実させる。また、スクールカ

　ウンセラーの積極的な活用について広報を充実させることにより、スクールカウンセ

　ラーと保護者、教職員のさらなる連携強化を図り、不登校児童生徒の減少に向け取り組

　んでいく。

⑶　評価

Ａ

　指標において、目標達成に至らなかったものの、相談業務

の充実及び組織的な対応に努めたことから、相談件数が増加

するとともに、不登校からの復帰を目指す児童生徒が増える

など、児童生徒に寄り添った支援を行うことができた。
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　　（施策３）健やかな体の育成

平成30年度重点事業 １　児童生徒体力向上事業

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    児童生徒の体力や健康状態を各調査によって把握し、体力向上推進計画に基づいた体

　育の授業実践に努めるとともに、給食指導や食育の授業の実践、家庭との連携により、

　体力の向上と健康の保持増進（特に肥満傾向児出現率の減少）を図った。

    また、体育の授業等において、専門的な指導力を備えた外部講師（県派遣事業）を活

　用したり、人材育成プロジェクトで現役のアスリートを招聘した講習会を実施したりす

　るなど、児童生徒の運動技能の向上を図った。

        [達成状況]　

       ①全国体力・運動能力、運動習慣等調査（調査期間：平成30年４月～７月）に

　　　　 おける全国と本市の比較値　　　　

目　　標 実　　績

小学５年生：103.2

         中学２年生： 98.6

小学５年生：103.1

         中学２年生： 97.1

          ※　全国平均を100とした際の本市の数値。

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    小学校においては、運動能力について男女とも県平均、全国平均を上回る種目が多く、

  肥満傾向出現率も大きく改善するなど望ましい傾向がみられる。                    

    一方で中学校は、体力運動能力について全国平均を下回る種目が多く、肥満傾向出現

  率も高かったことから、引き続き生活習慣の改善を含めた指導が必要であると考える。

    種目別にみると、長座体前屈においてすべての学年で全国平均・県平均を下回り、

 「柔軟性」に引き続き課題がある。改善傾向もみられることから、学校においては体育

  の時間に「柔軟性」を高める運動を引き続き計画的に実施していくことが大切である。

  　また、運動時間についても課題があることから、学校における運動時間の確保ととも

　に、家庭とも連携を深め、運動に関する興味・関心を高め、日常的に体を動かす機会を

　作っていくこととする。

    

⑶　評価

Ｂ

　小学生は、目標値に迫り、全国平均を上回る実績をあげる

ことができた。一方、中学生は、平成29年度の実績を下回り、

全国平均も下回る結果となった。

　種目別において、「柔軟性」については、平成29年度に引

き続き、全ての学年が県平均を下回る結果となり、継続的な

課題となった。
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　　（施策４）特別支援教育の充実

平成30年度重点事業 １　特別支援推進事業

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

　　心身に障がいのある子どもたちが、それぞれに適した教育を受け、将来自立した生活

　を送ることができるよう、教育支援委員会において適切な就学の判断や相談を行なうと

　ともに、肢体不自由や自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨ

　Ｄ）など、障がいのある児童生徒のニーズに応じて特別支援員を学校に配置し、個別の

　支援に努めた。　

        [達成状況]

       ①特別支援員配置校の割合

目　　標 実　　績

70％ (30校中 21校に配置） 70％（30校中 21校に配置）

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    特別な支援が必要とされる児童生徒について増加傾向にあることから、専門的見地か

　らの判断・相談機能のさらなる充実を図る必要がある。

　　このことから、特別支援員について、平成30年度は平成29年度より２名増の23名

　を配置し、支援体制の充実に努めたが、特別支援員の配置を希望する全ての学校への配

　置には至らなかったため、今後も、障がいのある児童生徒のニーズに応じた支援体制の

　充実に向け取り組んでいく。

　

⑶　評価

Ａ

　小学校６学級、中学校３学級に特別支援学級を新設した結

果、小学校19校中 17校、中学校11校中９校に設置となり、

支援体制の充実が図られた。また、専門的知識を有する教育

相談員の配置により、支援を要する子どもの早期対応や相談

体制の充実が図られた。
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〈政策分野２〉教育環境

　【　目指す姿　】

    すべての子どもたちが、等しく教育を受け、安全で安心して学校生活を送れる環境

  が整ったまちを目指します。

　  

　　　（施策１）就学環境の充実

平成30年度重点事業 １　就学援助事業

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    経済的に就学が困難な児童生徒の世帯に対して学用品費、学校給食費、医療費等を支

  援し、義務教育の円滑な実施を図った。

    また、援助を必要とする保護者が適切に利用することができるよう、様々な機会を捉

  え、制度の周知徹底に努めるとともに、平成 30年度新入学児童生徒より「新入学児童

　生徒学用品費等」の入学前支給を実施し、援助を必要とする時期に速やかな支援が行わ

　れるよう支援の充実を図った。

        [達成状況]

       ①要保護・準要保護認定者の小・中学校の児童生徒に対する周知率

　　　　（保護者への就学援助チラシ配布率）

目　　標 実　　績

100％ 100％

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    就学援助制度については、今後も支援を必要とする保護者が適切に利用することがで

  きるよう、引き続き保護者への周知に努めていくとともに、早期支給など、速やかな支

　援が行われるよう取組の充実を図っていく。

  　また、被災児童生徒等への就学支援についても、平成 30年度、県の補助を活用して

　実施したが、今後の実施については、国や県の動向を注視していく必要がある。

⑶　評価

Ａ

　市政だよりや市ホームページ並びに学校等を通じて周知に

努めるとともに、申請書のダウンロード活用など、保護者に

とって、より利用しやすい制度を目指した。

　また、平成30年度新入学児童生徒より、新入学学用品費の

入学前支給を実施し、支援の充実を図っている。
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　　　（施策２）学校環境の充実、整備

平成30年度重点事業

１　学校施設耐震化事業 

２　学校維持管理事業

３  学校施設改築事業

【点検及び評価の結果】

１　学校施設耐震化事業 

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    児童生徒の安全・安心な学習環境を確保するため、国の補助制度等を活用し、学校施

  設の耐震化を進めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ○小学校

　　　・神指小学校校舎西棟耐震基本計画策定業務委託　

   　 ・一箕小学校校舎南棟耐震工事実施設計業務委託

　　　・神指小学校校舎東棟耐震補強工事

　　○中学校

　　　・第六中学校校舎耐震基本計画策定業務委託

　　　・第五中学校校舎中央棟耐震工事実施設計業務委託

　　　・一箕中学校校舎南・西・北棟耐震補強工事

　　　　[達成状況]

　　　 ①耐震基準を満たす学校施設の割合（耐震基準を満たす棟数／全棟数）

目　　標 実　　績

91.9％ 91.9%(91棟/99棟）

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    小学校、中学校各１校の耐震補強工事を実施するとともに、令和元年度以降の耐震補

　強工事につながる基本計画の策定や実施設計を行った。

　　なお、令和２年度の工事完了に向けて、一定程度の見通しがついたところである。

　

⑶　評価

Ａ
　会津若松市学校施設耐震化推進基本方針の年次計画に沿っ

た事業の進捗が図られ、目標の耐震化率を達成できた。
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２　学校維持管理事業

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

　①　学校トイレ洋式化

　教育環境の充実を図るため、目標を１校上回る小学校９校、中学校８校、計17校

のトイレ洋式化工事を実施した。

　

　　[目　標]　16校

　　　小学校９校

　　　　城西小、謹教小、日新小、一箕小、神指小、門田小、東山小、荒舘小、川南小

　　　中学校７校

　　　　第一中、第三中、第四中、第五中、湊中、一箕中、大戸中

　　[実　績]　17校

　　　小学校９校

　　　　城西小、謹教小、日新小、一箕小、神指小、門田小、東山小、荒舘小、川南小

　　　中学校８校

　　　　第一中、第三中、第四中、第五中、第六中、湊中、一箕中、大戸中

　②　学校空調設備整備

　改築により整備する行仁小を除く小中学校 29校の普通教室等に、夏の暑さ対策と

して、可及的速やかに空調設備を整備するため、設計・施工一括発注方式により発注

し、受注者を決定した。

　　　　○整備概要

　　　　　整備教室数　648室

　　　　　事業期間　　平成31年２月12日～令和元年９月30日

※　早期の空調設備の整備と確実な事業遂行のため、４発注グループに分けて

事業を実施

　　

　③　学校ブロック塀安全対応

　　　不適合ブロック塀等のある小中学校について、撤去工事等の安全対応を実施した。

　　　○ブロック塀の撤去工事等実施校（検査 30校中、不適合４校）

　　　　　行仁小、城西小、門田小、川南小

※　城西小及び門田小については、ブロック塀撤去工事後、フェンス設置工

事を実施した。

　　　○石積塀の改修工事実施校（検査 30校中、不適合５校）

　　　　　謹教小、城南小、第六中、一箕中

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

　トイレの洋式化は、学校からの要望が高い事業であり、これまで重点的に整備を進め

た結果、未設置校が解消され、区画整備率は、小学校約 80％、中学校約70％となった。

今後も、洋便器率の向上とともに、トイレの臭い解消に向けた取組も計画的に進めてい

く。
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　なお、令和元年度については、児童生徒の安全確保に必要な学校空調設備整備事業を

優先的に進める必要がある。

⑶　評価

Ｓ

　平成 30年度は学校トイレ洋式化について重点的に整備を

行い、目標としていた学校数よりも１校多く実施するなど、

区画整備率及び洋便器率の向上を図ることができた。

　また、不適合ブロック塀等についても、速やかな撤去等及

び児童生徒の安全対策のためのフェンス設置などを実施した

ところである。

　さらに、建替えを予定している行仁小学校を除く全小中学

校の普通教室等への空調設備導入を決定し、早期整備に向け

て取組を進めているところである。

　これらのことから、目標以上の成果を上げることができた。

３　学校施設改築事業  

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    児童生徒の安全・安心な学習環境を確保するため、国の補助制度等を活用し、学校施

  設の改築を進めた。

    ○平成30年度

　    ・城北小学校校舎北東棟改築事業

　    ・行仁小学校改築事業

      【参考】

　    　・城北小学校校舎北東棟改築事業

　　　  　　平成30年度：北東棟改築工事等

　　　  　　平成31年度：北東棟供用開始

　　　　　　令和２年度以降：南棟解体工事等

      　・行仁小学校改築事業

　　  　　　平成29年度：整備方針

　　　  　　　　　　　　 基本設計（プロポーザル方式により業者選定）

　　　  　　平成30年度：実施設計

　　　  　　令和元～２年度：改築工事等

　　　  　　令和３年度：新校舎供用開始

　　　　  　　　  　  　 現校舎解体、グラウンド整備工事等　

  

        [達成状況]

       ①各学校施設改築スケジュールに基づく進捗率

目　　標 実　　績

　年次スケジュールに基づき、着実に

改築を行っていく。

　当初の目標どおり、事業の進捗が図

られた。
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⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    城北小学校校舎北東棟改築事業では、北東棟の改築工事を実施し、平成31年２月に

　竣工、４月より供用開始となった。また、行仁小学校の改築事業についても年次スケ

　ジュールに沿った事業の進捗が図られた。

　　ただし、城北小学校南棟の解体工事は、令和２年度以降に延期とした。

　

⑶　評価

Ａ
　学校改築の年次スケジュールのとおり事業が実施され、目

標どおり事業の進捗が図られた。
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〈政策分野３〉地域による子ども育成

【　目指す姿　】

　　地域社会全体で子どもたちを育み、子どもたちが社会的、精神的に成長するまちを

　目指します。

　　　（施策１）子どもと子育て家庭を支える地域づくり

　　 

平成30年度重点事業 １　放課後子ども教室推進事業 

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

　　地域と連携を図りながら、放課後に余裕教室等を活用し、大人が指導者となり、子ど

　もたちに将棋や昔遊び、スポーツ・レクリエーションなど体験活動の場を提供すること

　で、地域における子どもたちの健全な育成を図るとともに、安全・安心な居場所となる

　ための環境づくりを進めた。

    子ども・子育て支援事業計画に沿って、平成30年度は湊公民館が湊小学校に一体型

　の子ども教室を、大戸公民館が大戸小学校に、生涯学習総合センターが城西小学校にそ

　れぞれ単独の子ども教室を開設した。

    　　 [達成状況]

    　　①放課後子ども教室の利用児童の割合

　　　　　（登録児童数／対象となる小学校の児童総数）

目　　標 実　　績

　6.8％ 7.3％（441人/6,032人）

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    この取組を継続したものにするためには、地域の方々の理解と協力を得ることが不可

　欠である。地域の将来の担い手となる子どもたちを育むために社会教育及び地域活動の

　拠点である公民館を中心に事業を展開し、コーディネーターをはじめとする地域人材の

　発掘や育成及びボランティアの募集、身近に行われている活動の様子を広く広報し、地

　域の中で子どもを育む取組として多くの人に主体的に参画いただけるよう努めていく必

　要がある。
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⑶　評価

Ｓ

　新規開設を予定していた２地区のほか、城西地区も開設し

たことで実施教室数が増え、登録児童数が増加し、利用児童

の割合は目標を上回って達成した。また、一体型を実施して

いる教室では、こどもクラブ登録児童が全体の６割を占め、

共働き家庭の子どもたちも地域の方々と触れ合う機会を提供

することで、一体化の成果が表れている。

　　　（施策２）青少年の健全育成

　

平成30年度重点事業 １　青少年の心を育てる市民行動プラン事業

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    “あいづっこ宣言”の推進母体である青少年育成市民会議を中心として家庭、学校、

  地域及び青少年育成に関する団体が連携し、「あいづっこ宣言暗唱合格証」の配布や、

  絵手紙コンクールの実施などを通し、児童・生徒等へ宣言の普及啓発を図り、青少年問

  題に取り組むとともに、各地区においても、その実情に応じた様々な活動を主体的に実

  施してきた。

    また、大人への普及促進を重点的に図るため、民間企業に協力を依頼し、啓発用パネ

　ルの掲示やチラシの配布などを行い、社員並びに家族への普及促進に努めるとともに、

　会津大学短期大学部に協力を依頼し、若い世代に向けた新たなリーフレットデザインの

　作成を行うなど、未来を担う青少年の育成に効果的な事業を地域社会全体で推進してき

　た。

         [達成状況]

        ①民間企業への普及啓発

目　　標 実　　績

新規に３社程度 ３社（累計12社）

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

　　“あいづっこ宣言”の更なる周知・啓発を図るために、推進母体である青少年育成市

  民会議を中心として、「市民総ぐるみ朝のあいさつおはよう運動」や「あいづっこ宣言

  表彰」等を継続するとともに、各地域においてもそれぞれの実情に即した事業を展開し

  ていく必要がある。また、民間企業への普及啓発事業の推進など、“あいづっこ宣言”

　が、市民共通の指針として認識され、それが地域の連帯感や様々な立場からの青少年健

　全育成の活動となり、規範意識の高まりにつながるよう継続した取組が必要である。

　　今後とも、これまでの取組の充実を図るとともに、新たに作成した“あいづっこ宣

　言”リーフレットの有効活用などにより、大人へのより一層の普及啓発に努めていく。
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⑶　評価

Ａ

　目標である市内民間企業３社に協力を依頼し、社員並びに

家族などへの普及啓発を図り、宣言に込められた内容の理解

促進に努めるとともに、若い世代向けのリーフレット作成を

通して、大人への普及啓発推進に向けた環境整備が図られて

いる。
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〈政策分野４〉生涯学習

【 目指す姿　】

   誰もが生涯にわたって学び、活躍でき、地域社会の中で輝いているまちを目指します。

　

　　　（施策１）生涯学習活動の支援 

　　　　　

平成30年度重点事業 １　會津稽古堂・まちづくり会津協働事業

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

  　㈱まちづくり会津と協働しての講座「つるし雛　作ってみらんしょ　飾らんしょ」を

　開催し、生涯学習総合センター（會津稽古堂）において作品の制作と展示会を実施した。

　当初の予定より多くの申し込みがあり、受講者 42名を２グループに分け、10月から２

　月までの５か月間、各10回の講座を実施した。　　

　　また「㈱まちづくり会津」のネットワークを生かし、地域商店街の「雛めぐり」と連

　携した展示会「春が来た！　つるし雛　みんなの作品展示会」を２月下旬に會津稽古堂

　で開催した。６日間の開催期間中、約 2,000人が来場し、地域と一体となり、まちなか

　の活性化を図ることができた。

            [達成状況]

           ①受講者数

目　　標 実　　績

　150人 　420人

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

 　 つるし雛制作に携わった講師の「ちくちく倶楽部」皆さんの、受講生一人ひとりに寄

　り添った支援により、全員が期限までに課題作品の制作を終えることが出来た。終始、

　和気あいあいとした雰囲気のなかで行うことが出来、受講生の満足度も高かった。

　　当初の計画より２倍の受講生を受け入れたことから、事前準備や受講生へのフォロー

　など、講師の負担が大きくなった点で課題が残ったが、講座終了後も、受講生の多くが

　継続して作品制作に取り組む意欲を示しており、今後は、受講者の自主活動化を支援し

　ていくとともに、市民講座については、㈱まちづくり会津や講師との打ち合わせを密に

　しながら、実施回数や受講者数などの見直しを図り、令和元年度に向けて実施していく。

≪政策２≫　生涯にわたる学びと活躍の推進
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⑶　評価

Ｓ

　参加者数を当初計画の倍以上に増やしたことで、実績値は

延べ420人となり目標を上回って達成した。また、展示会へ

の来場者数は、２月下旬の６日間で約 2,000人と多くの市民

が来場し、地域商店街へも多くの方々が訪れ、好評を博した。

　　　（施策２）読書活動の推進 

　　　　　

平成30年度重点事業 １　読書活動推進事業　

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    戊辰 150周年記念事業として、新潟県長岡市や二本松市、白河市の図書館と連携して、

　観光情報エクスチェンジを実施し、「戊辰戦争とその後の会津」をテーマとした歴史講

　演会を開催した。また、様々なテーマ展示を行うことで、成人に向けた読書活動の機会

　創出を図った。

  　読書イベント「本の夜会」を開催することで、利用者のニーズ・知的好奇心に応える

　図書館の理解に繋がった。また、普段手に取らないような本へ楽しく触れる機会を作っ

　たことで、読書意欲を喚起し、読書の幅を広げる機会を創出した。

　　移動図書館は、商業施設や福祉施設への巡回開始、団地を中心に巡回する日曜運行

　コースの増設を行い、運行を拡大した。また、㈱まちづくり会津と連携して民間主催の

　ブックイベント「Book！Book！AIZU」に参加することで、来場していた幅広い世代の

　方々に図書館をＰＲし、図書館利用の促進を図った。

 

         [達成状況]

        ①年間貸出冊数

目　　標 実　　績

　500,000冊 　　501,204冊

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    読書活動推進に向けては、読書イベントやテーマ展示などの実施が効果的であるため、

　引き続き読書推進事業を実施することが必要である。

　　市制120周年を迎える令和元年度は、図書館所蔵資料展を開催するとともに、関係各

　課と連携したテーマ展示を行い、成人に向けた読書活動の機会創出を図る。

また、読書イベント「本の夜会」は、参加者の要望を踏まえ開催回数や内容を充実さ

てせていく。

　　さらに、移動図書館は、引き続き運行を行い、幅広い世代の図書館利用を促していく。
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⑶　評価

Ａ

　年間貸出冊数は、戊辰 150周年を記念した歴史講演会の開

催や、テーマ展示、読書イベントの実施、移動図書館の運行

拡大、臨時休館に伴って貸出冊数を増やす等の取組を行い、

目標値を概ね上回り目標を達成した。また、会津図書館の入

館者は、平成29年度と比べて5,079人増の292,359人となっ

た。

　　（施策３）地域における社会教育の推進

　　　　　

平成30年度重点事業 １　住民参画による公民館事業　

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

     東公民館の「地域交流館　～ひがしカフェ～」や「地域づくり教室」、湊公民館の

　「よろず湊屋」など、区長会や地域福祉団体、学校など、各種団体や関係機関との連携

　・強化を図りながら、地区公民館において、地域住民が主体となって地域活動に取り組

　んでいくための環境づくりを進めた。

    平成 30年度は、新たに南公民館において、地域包括支援センターと連携しながら、

　様々な学習・体験活動を通じて、一人暮らしや高齢者が気軽に集い活動できる環境づく

　りの構築に努めてきた。活動内容は、包括支援センターの持つノウハウを生かした軽ス

　ポーツやレクリエーション、料理教室、さらには交通安全協会門田支部との協働による

　交通安全教室など、様々な学習・体験活動を行い、南公民館を拠点として、多くの高齢

　者が仲間づくりや健康づくりを行う環境整備を進め、「よろずお楽しみ会」を全 11回

　開催し、延べ 223人が参加した。

   

         [達成状況]

       ①住民参画事業の実施館数

目　　標 実　　績

３館 ３館

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

  　門田地区では、高齢者世帯や高齢者の一人暮らし世帯などが増え、その方々が交流す

　る場所の設定や健康維持などが地域の課題となっており、南公民館では、平成 30年度

　より第三地域包括支援センターと連携して、「よろずお楽しみ会」を開催した。

　　現在は、公民館と包括支援センターが連携して企画・運営にあたっているが、参加者

　の中で自主的に受付や運営に関わるようになり、今後はさらに地域団体と参加者が企画

　運営に参画し、参加者の拡大を目指すことが課題となっている。
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　　今後も引き続き、各地区公民館において、区長会、民生児童委員協議会など、地区

　の団体等との連携を踏まえながら、地域住民が主体となって地域活動が取り組んでいく

　ための環境づくりを行い、社会教育を推進していく。

⑶　評価

Ａ

　南公民館においては、地域の課題を地域団体等と協働し、

解決していくための取組が実施されており、今後は、地域団

体や会の参加者が、事業の企画・運営に積極的に携わってい

くといった課題は残るものの、地域の参画事業としての成果

が見られた。実績値は、東公民館や湊公民館に南公民館を含

めて目標値である「住民参画事業の実施館：３館」となり、

目標のとおり達成した。
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〈政策分野５〉スポーツ

  【　目指す姿　】

　　　いつでも、どこでも、誰でも、いつまでも、スポーツを楽しむことができるまちを

　　目指します。

    

　　　（施策１）スポーツ機会の充実 

平成30年度重点事業 １　鶴ヶ城ハーフマラソン大会事業　　

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

　　本大会は第30回を記念し、日本陸上競技連盟の公認コースとして、鶴ヶ城をはじめ、

　七日町通りや飯盛山など、本市の歴史と文化を感じられるハーフコースにリニューアル

　した。また、健康スポーツ都市宣言及びスポーツ推進基本計画に基づき、「するスポー

　ツ」に重点を置きながら、健やかな心身の鍛錬を図るとともに、市民等が大会を応援し、

　運営に参加する「観る・支えるスポーツ」の充実を図る「市民総スポーツ」の開催運営

　を目指した。

    各小学校運動会や首都圏等で大会ＰＲを実施し、参加者拡大に努めるとともに、総合

　型地域スポーツクラブ「きたあいづスポーツクラブ」にランニング講習会を委託する等

　ランニング人口の拡大を図った。

　　また、ランナーはもとより、ボランティアスタッフとしても、障がいのある方が多数

　参加し、健常者とともに大会を楽しみ、盛り上げている。

　　大会前日には、開会式を開催し、郷土芸能の披露や郷土料理の提供、ゲストとの交流

　会等による歓迎レセプションを行い、本市の魅力発信に努めた。

　　大会当日は、沿道で地元企業等が給水所を運営するとともに、小中学生や地元団体に

　よる合奏等での応援が行われ、ランナーを大いに勇気付けた。さらには、会場内におい

　て協賛企業等による郷土料理等の飲食の提供も行われ、多数の来場者で賑わった。

　　また、姉妹都市であるむつ市やゆかりの地である京都市からランナーを受け入れると

　ともに、沖縄県から参加した団体に演舞を披露いただくなど、スポーツを通した地域交

　流も拡大している。    

         [達成状況]

        ①参加者数

目　　標 実　　績

  10,000名（うちハーフ4,000名、

　　 　 　　　    10km 2,000名）

   8,556名（うちハーフ 3,096名、

　　　 　   　 　 10km 1,448名）
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⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

　  平成 29年度を上回る初の 8,000人を超える参加者を得たことから、警察署と協議を

　しながら、駐車場の拡充や駅からのシャトルバスの増便、警備員及び走路誘導員の増員

　や、沿線地区に交通規制内容等を説明し、理解と協力を得るなど、安全対策を講じた。

　　しかし、当日、一部交差点等において、想定を超えた交通渋滞が発生し、市民等から

　多くの苦情・問合せが寄せられた。

　　10,000人の参加者を目標するためには、市民の理解と協力はもとより、安全安心を

　第一とした大会運営は重要課題であり、今後もハーフコースの一部見直しをはじめ交通

　渋滞対策に警察署や関係機関と十分協議しながら改善に取り組んでいく。

　

⑶　評価

Ａ

　中期的な目標参加者数には届かないものの、県内外から平

成 29年度を大きく上回る参加を得るとともに、地元企業に

よる特設給水所や係の申し出が増え、従来からの地区団体の

係や小中学生の合奏等による応援協力などと合わせ、「観る、

支える」態勢をさらに充実することができた。

　また、参加者からは「会津若松市の名所を走る楽しいコー

ス」「沿道の応援も多く、ゴール後の会場内各ブースが充実

している」等、会津ならではの心のこもった温かい大会との

評価を多数いただいた。

　一方、交通渋滞の影響から、駐車場の拡充やシャトルバス

の確実な運行、誘導体制の強化などの課題も表面化し、さら

なる交通渋滞策が求められている。

　　　（施策２）スポーツ環境の充実

　　　　

平成30年度重点事業 １　市民スポーツ施設管理事業　

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

　　指定管理者と連携し、市民スポーツ施設（市民ふれあいスポーツ広場、河東地区スポ

　ーツ施設、小松原多目的運動場）及びコミュニティプールの適切な維持管理に努め、気

　軽に利用できる市民スポーツ施設の環境整備を図るとともに、市民のスポーツ人口の拡

　大並びに健康増進を推進した。

　　特に、河東総合体育館の遮光カーテン改修工事及びコミュニティプールの可動床改修

　工事を行い、安全安心な施設の維持管理に努めるとともに、関係部局と連携し、小松原

　多目的運動場のトイレ水洗化に向けた準備（下水道管付設実施設計等）を進めた。
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　　　[達成状況]

目　　標 実　　績

年度内の整備等完了 年度内に整備完了

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    河東総合体育館の遮光カーテン及びコミュニティプールの可動床については、今後、

　指定管理者と連携しながら適切な維持管理に努めていく。

　　小松原多目的運動場のトイレ改修工事は、関係部局と連携し、令和元年度に下水道管

　の敷設及び本体工事に着手し、同年度内に完了させる。また、その他の施設においても

　指定管理者による整備案件リストをもとに、ヒアリングや現場確認を通じて優先順位を

　付け、計画的に整備を進めていく。

⑶　評価

Ａ

　指定管理者や関係部局と協議・調整を重ね共通理解を図り

ながら整備及び準備を進め、目標を達成することができた。

  河東総合体育館においては、工期中、利用者に危険や騒音

の影響を出さないこと、小松原多目的運動場においては、事

前に隣接地各所有者の現場立会のもと説明し、理解を得るこ

とに配慮し整備等を進めてきた。
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〈政策分野６〉　歴史・文化

　【　目指す姿　】

　　文化芸術に親しむ機会にあふれ、本市の豊かな歴史資源の継承のもと、文化や歴史の

　魅力が世界に発信されているまちを目指します。

　

　

　　　（施策１）地域の文化力を醸成する文化、芸術の振興 

平成30年度重点事業 １　あいづまちなかアートプロジェクト事業

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

　　あいづまちなかアートプロジェクト事業では、まちなかの歴史的建造物や商店などを

　展示会場に、会津の文化資源である「漆」の作品を紹介する「会津・漆の芸術祭」と、

　市収蔵美術作品や会津ゆかりの若手作家の作品等を展示する「まちなかピナコテカ（絵

　画展）」を開催し、市民や観光客の方々への多様で質の高い芸術鑑賞の機会提供と市内

　外への地域文化の魅力の発信、さらにはまちなかの賑わい創出を図った。

　　平成30年度の特徴的な取組として、会津漆器協同組合青年部により、新島八重も得

　意であったと言われている「板かるた」を新たに漆塗りで制作した。また、上越教育大

　学伊藤研究室の協力のもと、第一中学校美術部の生徒が、会津木綿や会津漆器の図案で

　ある「会津絵」を学んでデザインを考案・塗装し、大町中央公園のベンチを再生させた

　　なお、６会場で実施した来場者アンケートの結果では、満足・やや満足の合計が９割

　を超えており、おおむね好評を得ている。

         [達成状況]

        ①あいづまちなかアートプロジェクト入場者数

目　　標 実　　績

33,500人 33,000人

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    本事業を継続していく上で、まちなかの展示会場や財源の確保という課題があり、地

　域での更なる認知度向上を図るとともに、新たな補助や協賛の獲得に努めていく。

　　関係各課（商工課、農林課、観光課等）、会津大学短期大学部をはじめとする各大学、

　会津漆器協同組合、会津若松文化振興財団などの産学官の連携を強化し、事業内容を充

　実させていくとともに、事業を通じて、若手作家や子どもたちなど次世代の文化芸術の

　担い手の育成にも努めていく。
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⑶　評価

Ａ

　目標の入場者数 33,500人をわずかに下回ったものの、漆

塗り板かるたの制作・展示や、中学生による公園ベンチの再

生など、会津が有する特徴的な文化の情報発信や次世代の文

化の担い手育成につながる新たな取組を行うことができた。

　　　（施策２）地域の歴史・文化を育む環境づくり 

平成30年度重点事業

１　文化施設管理事業（會津風雅堂管理事

　　業）

２　歴史資料センター管理運営事業

【点検及び評価の結果】

１　文化施設管理事業（會津風雅堂管理事業）

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    文化施設については、指定管理者と連携し、施設の効率的な運営とサービスの向上に

　努めるとともに、指定管理者による自主文化事業の開催など、文化芸術活動の拠点とな

　る施設として利用者が活動しやすい環境の整備や施設の利用促進を図った。

    會津風雅堂においては、音響設備や照明設備の改修工事、舞台床の張替工事等を実施

　し、ＬＥＤ照明等の最新の設備に更新したことにより、舞台環境の向上を図った。

         [達成状況]

        ①文化施設鑑賞・利用者数

目　　標 実　　績

190,000人 191,844人

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    會津風雅堂は、平成６年に開館後、25年近く経過しており、施設・設備等の老朽化

　が進みつつあることから、公共施設マネジメントの観点から緊急性や重要性を見極めな

　がら計画的に改修等を行い、安全性や利便性に配慮した環境整備を行っていく。

⑶　評価

Ａ

　會津風雅堂の音響設備や照明設備等の改修により、舞台環

境の向上が図られた。

　文化施設鑑賞・利用者数については、會津風雅堂の工事に

よる休館もあり、例年よりは減少しているものの、目標を上

回ることはできた。
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２　歴史資料センター管理運営事業

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    歴史資料センターにおいて、展示内容の充実や歴史講座の開催により郷土の魅力を発

　信した。特に戊辰 150周年として、戊辰戦争の経緯やその苦難を乗り越えてきた会津藩

　士を紹介する常設展や、戊辰に関する様々な歴史講座を開催した。

    まなべこツアーの開催など、子どもたちに歴史を身近に感じてもらうための取組を継

　続し、さらなる利用促進を図った。

         [達成状況]

        ①歴史文化講座参加者数

目　　標 実　　績

320人 750人

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

　　歴史資料センターは施設の老朽化が進んではいるが、展示や歴史講座の開催を通して、

　郷土の歴史を学ぶ場として、活用を進めてきた。

　　令和元年度は、日本遺産に登録された「会津の三十三観音めぐり」のひとつである

　「町廻り三十三観音巡り」に着目し、常設展「城下の観音信仰と旅」として展示リ

　ニューアルするのをはじめ、市制120周年をテーマにした展示や、様々な歴史講座を開

　催するなど、今後も先人の紹介や郷土の魅力を発信する場として、取組を続けていく。

　

⑶　評価

Ａ
　歴史講座のうち、戊辰に関連したテーマとしたものに多く

の参加者が集まり、目標を大きく上回るとともに市民に向け

た戊辰 150周年の機運醸成に寄与することができた。

　　　（施策３）歴史資源・伝統文化の保存・継承 

平成30年度重点事業 １　御薬園整備事業（池護岸修復）

【点検及び評価の結果】

⑴　平成30年度の取組状況（主な取組内容と成果）

    名勝会津松平氏庭園（御薬園）の名勝としての景観価値を高めるため、西池の西・南

　岸の修復を実施し、修復工事が完了した御茶屋御殿とあわせ、地域の文化と歴史を物語

　る貴重な財産として公開・活用を図った。
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         [達成状況]

        ①御薬園入園者数

目　　標 実　　績

55,500人 50,264人

⑵　取組の検証（課題認識と今後の方針・改善点）

    会津松平氏庭園整備事業において、文化財庭園としての復元整備を継続し、入園者に

　影響の無いよう進めていく。今後も地域の貴重な財産として公開・活用していくため、

　指導会議の意見を踏まえながら、保存整備を実施していく。

⑶　評価

Ａ

　西池の護岸修復工事の影響により、入園者数 55,500人と

していた目標値をやや下回ったが、護岸の整備を進め、護岸

と建物が一体となった庭園としての景観価値を高めることが

できた。
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７．学識経験者からの意見

　　教育委員会による点検及び評価の実施にあたり、いただいた意見等は以下のとおりで

　ある。

(1) 総括的な意見

　○全体として、各事業の評価は妥当といえる。しかし、一部の評価の記述において、根

　　拠が不明あるいは曖昧な部分が見られることから、取組状況や達成状況に具体的な数

　　値などを提示し、評価は概括的な内容にまとめた記述がわかりやすいと考えられる。

　○総じて評価は妥当であり、教育委員会による教育行政の一端を目標と対応させて概観

　　出来る点で優れた資料と考える。また一覧性という観点から、例えばレーダーチャー

　　ト等で前年度との比較をしつつ、どの領域が「弱い」のかを視覚的に示すなど、全体

　　像を把握できるようなものがあってもよいと思う。

　

(2) 各政策分野に対する意見

〈政策分野１〉学校教育

　○スクールカウンセラー等活用事業では、教育相談の機会を充実させることができたと

　　いう点で、「Ａ：目標のとおり達成した」は妥当だと思われる。ただし、「不登校か

　　らの復帰を目指す児童生徒が増える」という記述については、具体的な根拠の提示が

　　必要と考えられる。

　○達成状況において、提示された評価は妥当と考える。一方で、これは目標に対する評

　　価であって、会津若松市の学校教育の評価と必ずしもイコールではないことに留意さ

　　れたい。例えば、施策１の達成状況にある「平日の家庭学習時間」に関しては、学校

　　教育が充実しているからこそ減少する（学校で充分な教育サービスが提供できてい

　　る）ことを意味している可能性もあり、学校における取組と相互関係を捉えながら評

　　価する必要がある。

　

〈政策分野２〉教育環境

　○学校維持管理事業の「学校空調設備整備」「学校ブロック塀安全対応」は、近年発生

　　した事故を踏まえた、児童生徒の安全に関する重要事業といえる。速やかな対応がで

　　きており、「Ｓ：目標を上回って達成した」との評価は妥当といえる。

　○教育機会の十全な確保、安全・安心な学校づくりに関わる取組は順調であり、評価は

　　妥当と考える。引き続き、特に安全な学校環境の構築に向け、耐震化対策などを進め

　　ていただきたい。

〈政策分野３〉地域による子ども育成

　○放課後子ども教室推進事業では、「取組状況」や「取組の検証」に記載されていない

　　データや内容が評価の一部に記述されている。「取組状況」と「評価」の関係がより

　　明確になるよう、記述の工夫を望みたい。

　○実績は良好であり、提示された評価が妥当であると考える。放課後子ども教室とこど

　　もクラブ（放課後児童クラブ）との違いがわかりづらいので、もっとわかりやすい説

　　明が必要と考える。
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〈政策分野４〉生涯学習　

　○會津稽古堂・まちづくり会津協働事業では、講座の参加人数が目標を大幅に上回り、

　　また展示会にも多数の来場者があったことから、講座の企画は大きな成功であったと

　　いえる。その点で、「Ｓ：目標を上回って達成した」は妥当といえる。

　○読書活動推進事業では、「取組状況」や「取組の検証」に記載されていないデータや

　　内容が評価の一部に記述されている。「取組状況」と「評価」の関係がより明確にな

　　るよう、記述の工夫を望みたい。

　○文化関連施策の実績は極めて優れており、提示された評価が妥当と考える。

〈政策分野５〉スポーツ

　○鶴ヶ城ハーフマラソン大会事業では、昨年を上回る8,000名の参加者があり、その点

　　でマラソンイベントとして成功しているといえることから、「Ａ：目標のとおり達成

　　した」という評価はおおむね妥当といえる。一方で、大会規模が拡大するにつれ、交

　　通渋滞などの問題が発生し始めている。今後の大会では、量的な拡大だけでなく、参

　　加者を含めた市民全体の満足度が高められるような運営を期待したい。

　○目標には至っていないものの、評価にもあるように参加者は順調に増加しており、提

　　示された評価が妥当と考える（どちらかと言えば目標の数値が高すぎるのかもしれな

　　い）。また、障害のある方から多くの要望が出ていると聞いており、障害の有無に関

　　わらず、参加が可能となるような合理的配慮を進めていただきたい。

　

〈政策分野６〉歴史・文化

　○歴史資料センター管理運営事業では、「歴史文化講座参加者数」が目標数の320人を

　　大幅に上回る 750人が参加した。参加者が目標数を大幅に上回ったことは望ましいこ

　　とではあるが、事業の計画性という点では、目標数と実績数の乖離が大きすぎる場合

　　は、その原因も記述した方がより適切と考えられる。

　○目標値に達していない項目があるものの、提示された評価が妥当と考える。工事の影

　　響による来場者減という分析がなされているが、工事を中長期的に予測できるのなら

　　ば、工事の影響を盛り込んだ目標設定もあり得るものと考える。
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