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１．教  育  施  策 
 

流山市は、「健康都市宣言」を行い、市民の健康増進をまちづくりの中心に据え、健康を取り巻く環境づくりを推進している。さらに、“都心から一番近い森の街”の実

現を目指して、市民と行政による協働の取り組みを進めている。 

本市教育委員会は、生きがいを育む生涯学習の推進と文化の創造を目指して、「いつでも、どこでも、誰もができる生涯学習」を進めるため、市民の学習要求に応える

機会と場を提供する。そして、地域の環境作りと共に、文化の継承と醸成のために事業を推進していく。 

学校教育においては、「生きる力」を育むという理念を踏まえ、児童・生徒一人ひとりが生き生きと学ぶ豊かな教育活動を行う。そして、心豊かで実力のある子どもた

ちの育成を目指す。また、未来に活躍できる子どもを育てるために、魅力ある流山の教育を目標に、本市で育ち、暮らすことに「自信」と「誇り」を抱くことができる

教育行政を推進する。 

 

Ⅰ 学 校 教 育 

 

学校教育の役割は、希望そして自主・自立の精神を育みながら社会の変化に主体的に対応し、創造的に生きていく資質や能力を子どもたち一人一人に育てることにあ

る。とりわけ、価値観が多様化する社会にあって、自立する児童生徒の育成こそ肝要である。 

そこで学校は、学力・気力・体力の三つの柱を基軸とし、地域とのつながりを大切にしながら、魅力ある学校づくりを目指し、「生きる力」と「生涯にわたって学ぶ力」

を育む教育を推進する。 

 

Ⅱ 生 涯 学 習 

私たちを取り巻く社会環境は、少子高齢社会の拡大、情報化の急速な進展など大きく変化している中、子育て世代の人口増加が著しく、新たなコミュニティの形成や

地域づくりが求められている。これらを受け、市民の学習ニーズはますます多様化、高度化している。 

そこで、市民一人ひとりが生涯にわたってあらゆる機会に、あらゆる場所で、あらゆる分野の学習をすることができるまちづくりを目指すため、生涯学習推進基本構

想に基づき、諸施策を積極的に進め、「豊かな人生と文化を創造するまち・流山」の実現に向けて生涯学習を推進する。 
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２．流山市教育委員会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について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、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

価を行うことが義務付けられており、その際、教育に関し学識経験を有する方の知見の活用を図ることとされている。 

本市教育委員会においてもこの規定にもとづいて点検・評価を行い、報告書をまとめるとともに公表する。 

（１）点検・評価の対象 

平成２８年度事務事業マネージメントシートをもとに、平成２８年度の流山市教育委員会の主要事業を点検・評価の対象とする。 

（２）点検・評価の方法 

点検・評価に当たっては、現状や背景を踏まえ、施策・事業の目標に対する実績を明らかにし、自己点検・自己評価を行う。また、法に基づき、点検評価 

の客観性を確保するため、学識経験を有する外部の方から御意見をいただき、これらをもとに、結果を取りまとめて議会に提出するとともに、公開する。 

（３）評価の区分（目標の達成率） 

 Ａ・・・１００％  Ｂ・・・９９％～７１％  Ｃ・・・７０％～５１％  Ｄ・・・５０％～３１％  Ｅ・・・３０％～０％ 
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（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。）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つては、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。 



事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

Ａ

（評価の理由）

 会場を変更して、
出席者全員が会場に
入場できるようにし
た。保護者も多数来
場して、厳粛で平穏
な成人式を開催でき
た。

Ａ

（評価の理由）

　施設の効率的な利
用に要する修繕につ
いては優先的に実施
し、指定管理者とと
もに適切な管理運営
を実施した。
　稼働率及び利用件
数は昨年を上回って
おり、市民満足度の
高い施設運営を行っ
ている。

Ａ

（評価の理由）

　 活動団体数及び
利用件数が増加して
いる。新規登録団体
もあり、新たな文化
活動の実施を支援す
ることができた。
　また、問い合わせ
も多く、市民の認知
度も上昇している。

Ａ

（評価の理由）

　 多くの来場者に
来ていただき、大変
好評のうちに終了で
きた。

　幅広く文化芸術の振
興に努めたい。

特別企画展事業
（生涯学習課）

　
  流山市市制施行50周年記念事
業として、流山市生涯学習セン
ター第1、第2ギャラリー及び小
ギャラリーで、日本を代表する
日本画家の後藤純男氏の作品展
を実施。

　流山市市制施行50周年を
記念し、日本を代表する日
本画家の後藤純男氏の作品
展を開催して優れた美術品
を鑑賞する機会を提供し、
展示会を通じて文化芸術の
振興を図る。

　関係者及び関係団体と調整の
うえ、開催内容を決定して実施
した。展示作品や開催日程の調
整を行い、ポスター及びチラシ
の準備を行った。また、有料チ
ケットの販売についても、調整
を行った。

　流山市市制施行50周年記念事
業として、平成29年1月22日か
ら2月21日まで開催した。有料
ではあるが多くの来場者があっ
た。
　来場者数：10,830人

　広く文化芸術の振興
に努めたい。

 
　施設の老朽化による
修繕については、緊急
性を有する修繕を優先
的に実施する。

学校開放事業
（生涯学習課）

　
  休日等の学校施設を生涯学習
活動を希望する市民や団体に貸
出し、活動の場を提供する。

　施設利用団体が適切に施
設を利用するよう学校及び
団体と調整を行う。

　他団体等と調整のうえ、開放
施設である学校サイド及び利用
許可条件どおり適切に利用する
よう指導した。

　施設利用者は他団体との調整
、学校サイド及び利用許可条件
どおり適切な利用がなされた。

　利用数：153件

　学校は教育施設であ
るため、児童・生徒の
活動の支障にならない
ような学校開放利用と
する。

　毎年度、各団体から
現況届の提出を徹底さ
せ、利用の実態を把握
することで、より効率
的な調整を行う。

 
　厳粛で平穏な式典の開催に向
け、流山警察署と連携し移動交
番を配置した。
　成人式会場を「キッコーマン
アリーナ」に変更し、新成人の
みならず、保護者の入場を可能
とした。
　成人式の開催に向け円滑な運
営を実施できる業務を委託する
ため、公募型プロポーザルによ
り受託者を選定した。

 
　成人式実行委員会が企画し、
業務委託によりバックアップし
て運営を行う成人式を開催し
た。
成人式実行委員会開催：10回
成人式出席率：73.12％
　　出席者数：1,050人
　　（保護者を除く。）

　体育館が会場とな
り、収容人員が増えた
ことにより、受付や誘
導が滞らないようにす
る。

　導線の確保や人員配
置などを再検討する。

１　いつでも、どこでも、だれもができる生涯学習の推進

基盤・学習機会
整備事業

（生涯学習課）

 
　成人式企画運営業務を含む生
涯学習課の庶務事業を円滑に推
進する。

 
　成人式対象者が100％出
席しても開催可能な会場を
確保する。成人式実行委員
会をサポートする。

生涯学習センター
施設管理事業

（生涯学習課）

 
　生涯学習センターに係る指定
管理者が行なう事業以外の庶務
事業（建物損害保険、施設予約
システムにかかるネットワーク
通信料）及び投資的な修繕を行
う。

 
　30万円以上の投資的な修
繕を行い、施設のマネジメ
ントを適切に行うことによ
り、効率的な施設管理を指
定管理者とともに計画的に
行う。

 
　生涯学習センターの各施設の
状況を的確に把握し、計画的に
修繕を実施した。

　
【生涯学習センター利用状況】
・稼働率：54.80％
・利用件数：18,164件

 【生涯学習センター修繕】
・体育館屋上防水改修
　　　　　　 13,560,480円
・Ａ館トイレ改修
　　　　　　　  829,440円
・ギャラリー展示ケース壁紙修繕
　　　　　　　　　496,800円
・舞台照明機器修繕
　　　　　　　　978,048円

 
　施設の経年劣化の把
握・計画的な修繕が必
要である。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

１　いつでも、どこでも、だれもができる生涯学習の推進

Ａ

（評価の理由）

　参加者の満足度が
高い講座の実施がで
きている。

Ａ

（評価の理由）

　新たな学生たちの
学園生活や学びに対
するニーズを、生涯
学習専門員が常に探
り、耳を傾け、意見
を集約して改善に努
めた。また学生の意
見を次年度のカリ
キュラム作成に生か
すことができた。

Ａ

（評価の理由）

　地域の歴史及び自
然について学ぶ講座
を実施し、「地域を
知る」機会を提供で
きたこと。また、親
子が気軽に参加でき
る講座を各種実施
し、多くの親子に参
加いただけたこと。

　学生の意見・感想や
他市の情報も収集し、
課題とすべき事柄を捉
えたカリキュラムを組
み立てていく。

　地元流山の歴史や自然に
ついて学ぶ講座や、親子で
ともに様々な体験ができる
機会を多く提供する。

　ＮＰＯとの連携により流山の
歴史を学ぶ「流山史跡ガイド
ウォーキング」を春と秋に実
施。
さらに子ども向けには、親子を
対象に夏休み子ども体験教室
を、またキッズサイエンスデー
の中でも、様々な親子サイエン
ス体験講座を実施。
　夏休みの体験講座では、流山
本町の切り絵行灯を参考にミニ
行灯作りの工作も取り入れた。

　ボランティアやＮＰＯとの連
携により、流山の歴史や自然に
ついて学ぶ講座を実施するとと
もに、生き物に親しむ「すず虫
飼育教室」を提供した。
　子ども向け講座では、親子で
参加できる講座を多く実施し、
親子のふれあいを感じてもらう
ことができた。

　ガイドウォーキング
はリピーターが多く参
加するため、広報の範
囲を広げて新たな年齢
層の参加者を獲得する
必要がある。

　働く世代が参加しや
すい講座を出来る限り
土日開催にするなどし
て、対象年代を広げ
る。

ライフステージに
対応した

学習充実事業
（公民館）

　６０歳以上の方を対象とした
「ゆうゆう大学」や、児童を対
象とした「夏休み子ども体験教
室」など各世代に応じた講座等
を実施する。

　６０歳以上の方を対象と
した「ゆうゆう大学第８期
生」の学習の充実とともに
学生同士の仲間づくりを進
める。
　次年度の第９期開催に向
けて、学生の募集を行う。

　ゆうゆう大学第８期２年目。
各学園の学習意欲を常に把握
し、学習の成果を高めるための
サポートをした。
　第９期については、適正な定
員数に変更し（450人→414
人）、１１月から１月にかけて
学生募集を行った。

　教養科目、選択科目（6科
目）それぞれ年間12回実施し、
多様な学びの場として、また仲
間づくりの場として充実した学
園生活を提供できた。
　第９期については、初めての
人を優先して入学予定者414名
を決定した。

　ゆうゆう大学９期の
運営に当たっては、８
期生のアンケートなど
を基に学習内容の充実
を図る。

高校・大学等との
連携による
学習充実事業
　（公民館）

　高校・大学との連携による「健康ボ
クシング」や「親子科学教室」など、
各校の特色を活かした開放講座を
実施する。

　流山高校や東京理科大学
の特色を生かし、各学校を会
場にした学習プログラムを提
供する。
　また、２校以外との連携を模
索する。

　
　流山高校との連携ボクシング教
室を開催。
東京理科大学との連携で「親子科
学教室」や「サイエンス夢工房」を
開催。
　２校以外では、東大柏キャンパス
の一般公開日に大学関係者と接
触した。

・「秋のさわやか
　　　健康ボクシング教室」
　　　参加者：延163名
・「親子科学教室」（2泊3日）
　　参加者：延480名
　・「サイエンス夢工房」
　　参加者：延110名

　流山高校、東京理科
大学以外の学校との連
携を図りたい。

　近隣市の大学にも打
診していく。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

１　いつでも、どこでも、だれもができる生涯学習の推進

Ａ

（評価の理由）

　家庭教育講座につ
いては、各校単独開
催を増やし、各校の
ニーズに合った講座
を実施することがで
きた。

Ａ

（評価の理由）

　気軽に参加できる
子育てサロンは人気
があり、リピーター
も多い。また、子育
てコンサートについ
ても２回とも多くの
参加者があり、身近
で聴けるコンサート
として大変好評で
あった。

Ａ

（評価の理由）

　毎回応募者が多い
ことから、ニーズに
合っていると思われ
ること。また、講座
受講後の活動につな
がっている。

　６公民館を会場に開
催しているが、毎回
ニーズが高く、希望者
全員に応えきれないの
が現状である。

　抽選結果を迅速に通
知し、参加できなかっ
た方には、次回の開催
や子育てサロン等を案
内していく。

　小中学校の家庭教育
講座の開催は、引き続
き各校のニーズに合っ
た講座を実施するよう
努める。

　乳幼児期の子どもを持つ親の
交流の場、子育てサロンを開
催。

　乳幼児期の子どもを持つ
親の情報交換の場や交流の
機会を継続して開催する。

　子育て広場「中央ひだまりサ
ロン」を中央公民館ひだまり
ルームで６３回開催。南流山ひ
だまりサロンを南流山福祉会館
で１１回実施。また、各指定管
理者自主事業の各種交流サロン
も実施。文化会館ホールにおい
て、「子育てコンサート」を２
回開催し、今回は和太鼓やジャ
スオーケストラのコンサートも
行い、多様なステージを提供で
きた。

「子育て広場」への参加
　中央ひだまりサロン
　　　　　　 延１，４０６名
　南流山ひだまりサロン
　　　　　　 延１，１７４名
　各公民館サロン
　　　　　　延 ２，０８５名
「子育てコンサート」（２回）
　参加者：１，４００名
　中央ひだまりサロン、南流山
ひだまりサロンは、各回参加者
が多く、親同士の交流の場を提
供できた。また、親子で生の音
楽を楽しむことのできる場とし
て、子育てコンサートを実施
し、多くの参加者があった。

　子育て世代のニーズ
の高い事業であるた
め、より多くの市民に
周知を図り、今後も継
続して実施していくこ
とが必要である。

　広報、ホームページ
の他、ツイッター等も
利用し、より多くの市
民に周知を図る。

家庭教育事業
（公民館）

　
　市内各小中学校及びＰＴＡと
の協働による家庭教育講座を開
設するほか、子どもの健全な成
長を支援する講座や講演会、子
育て中の親が子連れで生の音楽
を楽しめるコンサートなどを幅
広く実施する。

　家庭での教育の重要性を
学ぶ機会を作り、対象とな
る保護者（親子で学びの共
有が図れる講座については
児童、生徒も）の参加を促
す。

　小中学校25校の保護者及び児
童、生徒が学ぶ機会として家庭
教育講座を23回、合同講演会を
１回開催。
　また、青少年ふれあい運動の
大会とのコラボで、地元出身の
人気声優の講演会を開催し、
キャリア教育につながる形と
なった。

[小中学校家庭教育講座]
　参加者：延べ3,076名
　　　　　（児童、生徒含む）
[合同講演会]
　参加者：63名
　家庭教育講座の内容につい
て、各学校の準備委員で検討を
重ね、家庭での教育の重要性を
学ぶにはふさわしい内容の講座
を実施できた。

　共働き家庭が増え、
保護者の講座への参加
が厳しい条件となって
きている中で実施する
家庭教育講座は、より
各校の保護者のニーズ
に合わせた形での実施
が望ましいと考える。
子育てコンサートは好
評であるため、出来る
限り長く続けていける
よう、予算面も考慮し
プロの音楽家だけでな
く、地域で活躍する音
楽活動団体も発掘して
いく必要がある。

　０歳児を子育て中の親向けに
子育て講座を開催する。

　「子育て仲間」の育ちを
支援する。特に、子育てマ
マのセミナー（0歳児を子
育て中の親）の受講後、６
会場において「子育て仲
間」づくりを支援する。

　０歳児の親のための講座「子
育てママのセミナー“あかちゃ
んといっしょ”」を６公民館地
区で各3回、計18回開催。

「子育てママのセミナー」
　参加者：延べ６６８名
　０歳児を子育て中のママを対
象にしたセミナーは、子育て中
の悩みや不安を共有し合い、受
講後に子育てグループが立ち上
がる等、セミナー後に同じ地域
に住むママ同士の活動につな
がっている。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

１　いつでも、どこでも、だれもができる生涯学習の推進

Ａ

（評価の理由）

　森の図書館のトイ
レ改修工事による閉
館のため、利用者数
が減となったが、貸
出冊数及び主催事業
の参加者数ともに増
加した。

Ａ

（評価の理由）

　予算減のため児童
書購入冊数は減少し
たものの、特色ある
絵本の収集や基本計
画の策定、事業予算
の獲得など、今後の
土台作りを行ったこ
とによる。

Ａ

（評価の理由）

　祝日開館について
は定着している。冬
季夜間開館について
も定着してきてい
る。

Ａ

（評価の理由）

　ホームページから
の情報発信が増えた
ため、アクセス数、
WEB予約数が増加し
た。

　平成２９年度で試行
事業が終了するため、
費用対効果を検証の
上、開館時間の見直し
を検討する。

図書館情報提供
サービス事業
（図書館）

　ホームページやフェイスブッ
クを活用し、図書館からの情報
発信をする。パスワードを持つ
利用者が、WEBでどこでも蔵書検
索、予約、期間延長などができ
るサービスを提供する。図書館
内でインターネット検索ができ
るパソコンを設置し、利用して
いただく。

　ホームページやフェイス
ブックから素早い情報発信
をして、図書館を生活の身
近なものとして親しみを
もっていただく。

　見やすいホームページの改善
に取り組み、情報提供の充実を
図った。

・ホームページアクセス数
978,145件（昨年比19.7％増）
・WEB予約件数
156,169件（昨年比4.1％増）

　図書館から正確で迅
速な情報提供を行うと
ともに、誰でも利用し
やすい図書館電算シス
テムに改善していく。

　平成３０年９月末で
現システムの契約期間
が満了となる。契約更
新に合わせて、システ
ムを改善する。

図書館夜間・祝日
開館事業

（図書館）

　「流山市立図書館管理規則」
に基づき、中央図書館・森の図
書館・木の図書館・南流山分館
の４館では午後８時（試行事業
により１２月から４月までは午
後７時）まで夜間開館を実施す
る。また、祝日開館は全館で実
施する。

　昨年に引き続き、夏休み
期間中の月曜開館及び夜間
開館などを実施し、生涯学
習の機会の拡充を図る。

　試行事業による夏休み期間中
の月曜開館及び夜間開館を実施
した。また、全館で祝日開館を
実施した。

・月曜開館利用者数
3,551人（昨年比18.6％減）
※台風による利用者減のため
・夜間開館利用者数
33,119人（昨年比1.4％減）
・祝日開館利用者数
16,169人（昨年比4.1％増）

　午後７時から午後８
時の時間帯は利用者数
が少ない。試行事業の
検証が必要である。

　年間行事計画を早期
に立て、計画的な準備
を行なうことで、利用
者が参加しやすい日時
で事業を行う。

図書館資料
購入事業

（図書館）

　「流山市立図書館資料収集基
準」に基づき、また、利用者か
らのリクエストを参考にして、
図書館が所蔵すべき資料を購入
する。

子育て世代の転入増に伴
い、児童書の充実を図る。

　ブックスタート関連事業とし
て、おおたかの森こども図書館
では仕掛け絵本・外国語絵本・
布の絵本など多様な児童書の収
集に努めた。
「流山市子どもの読書活動推進
計画」の素案作りに係る作業を
実施した。

・児童書購入冊数
3,732冊（昨年比11％減）
・「流山市子どもの読書活動推
進計画」を策定するとともに、
ブックスタート関連事業に係る
ブックセット購入の新規予算
(H29、199.4万円）を計上し
た。

　平成２９年３月に策
定した「流山市子ども
の読書活動推進計画」
に基づく事業を推進す
る。

　ブックスタート関連
事業として、赤ちゃん
おはなし会を各図書館
で開催するほか、市内
の保育所（園）など
に、乳幼児向けブック
セットを設置してい
く。

図書館奉仕事業
（図書館）

　図書館資料の収集・閲覧・貸
出し、読書相談、予約サービ
ス、相互貸借、読書普及を目的
とした各種講座及び集会活動の
開催などの事業を実施する。ま
た、来館できない高齢者など
に、本の宅配サービスを実施す
る。

　各種事業を実施するほ
か、利用が多い７月・８
月・１２月に臨時開館日を
設け、利用者数を増やす。

　各館で児童や大人向けの事業
を多数開催した。
　７月・８月の月末館内整理日
と１２月２８日を臨時開館し
た。
　宅配サービスとして、毎月第
２水曜日に登録者に資料を宅配
した。

・利用者数
322,063人（昨年比0.3％減）
・貸出冊数
1,140,302冊（昨年比0.1％増）
※うち、宅配サービス貸出冊数
は532冊（昨年比184％増)
・４館分の主催事業とおはなし
会の参加者数
12,418人（昨年比6.6％増）

　利用者が来館しやす
い土・日曜日や夏休み
期間中などに開催する
事業を増やす。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

Ａ

（評価の理由）

　定例会を月1回計
12回開催し、各議
案、様々な教育課
題について、議論
を深めることがで
きた。
　また、教育現場
を実際に確認し、
今後の教育行政に
生かすことができ
た。
　不登校対策や、
急激な人口増に伴
う児童数の増加に
対する対応策な
ど、活発な議論が
交わされた。

Ａ

（評価の理由）

　申請を受け付
け、内容を審査
し、奨励金を交付
できた。
　また、要綱の制
定により、交付対
象、交付額が明確
になり、公平性を
期すことができ
た。

　引き続き、教育現場
の視察を行うととも
に、教育委員会議にお
いて、現場の状況等報
告を適宜行うことで、
教育現場の問題点や課
題の把握に努め、さら
に議論を活性化させ
る。

文化・スポーツ
　　　振興事業
（教育総務課）

　文化・スポーツ等の大会等に
出場又は優秀な成績を収めた市
民及び団体に、奨励金を交付
し、もって文化・スポーツの振
興を図る。

　交付要綱に基づき、
内容を審査し、奨励金
を交付するが、公平性
を保つために、交付対
象を含めた制度設計に
ついて検討する。

　交付基準を精査し、交付対象、
交付額を明確にするため、要綱を
制定、告示した。

　交付対象、交付額を明確にし、告
示により公表した。

　[交付決定数]
　
　　個人８件

　
　基準を明確にしたこ
とから、対象者が絞ら
れるため、市民に理解
してもらうことが必
要。

　公平性を期すことに
より、さらに文化・ス
ポーツの振興、奨励を
図る。

教育委員会委員
運営事業

（教育総務課）

　
　教育に関する事務を管理及び
執行するため、定例教育委員会
議、臨時会を開催する。
　また、各種協議会等が主催す
る研修会に参加し教育行政の課
題等への理解を深める。

  毎月１回定例会を開
催し、条例や規則の改
正、教育費予算のほ
か、流山市の教育の抱
える課題等について議
論する等、必要に応じ
臨時会を開催する。ま
た、教育委員会議を学
校や学習施設等の現場
で開催し、視察も兼ね
ることで、さらに議論
を深める。

  教育委員会議において、議案の
審議だけではなく、いじめや不登
校など、現代における教育の課
題、問題点について、議論を深め
た。
　４月に開館したキッコーマンア
リーナの視察や、増築後の小山小
学校を視察し、現場の状況を実際
に見学し、議論につなげた。

　
　定例会議において、現代の教育に
おける問題点について、深い議論が
展開された。

［開催日数］
　定例会　12回
　議決数　56件
［教育現場視察］
　　キッコーマンアリーナ
　　流山市立博物館
　　小山小学校
［教育委員研修会］
　千葉県市町村教育委員会連絡
　 協議会研修会等　　6回
［その他］
　小中学校卒業式、市内小中学校陸
上競技大会、流山市青少年主張大会
等への出席

　
　流山市の急激な人口
増により、教育現場に
おいても新たな課題が
発生しているほか、時
代の流れによる教育環
境の変化、社会の多様
化の中で、その時代の
抱える問題点、課題に
ついて、迅速に、的確
に把握し、対応する必
要がある。

２　個性を生かす教育環境の基盤充実
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　貸付制度につい
て、周知を行い、
制度の内容につい
て理解していただ
いた。

Ａ

（評価の理由）

　学校からの申込
み台数に対し、全
てバスを確保し
た。また、定員以
内での乗車を遵守
した。

Ｂ

（評価の理由）

　学級数増があっ
ても更なる光熱水
費の削減が必要で
ある。

　
　教職員や児童・生徒
の省エネへの取組みに
よるエネルギー削減に
努める。
　エネルギー効率の良
い照明器具への更新
等、ハード面の改善を
行う必要がある。

小学校教育総務
施設管理事業

中学校教育総務
施設管理事業

（教育総務課）

　施設を維持するための光熱水
費、各種点検・保険料、土地使
用料等の支出及び施設の日常的
な管理における小規模な破損、
不良箇所等の修繕を行う。

　光熱水費の削減、老
朽化した施設の維持保
全に努める。

（小破修繕）
・小学校： 16校
・中学校：　9校

　インスクールエコ事業により各
学校の省エネ意識の啓発を促し
た。
　施設改修にあわせ小規模修繕が
必要な個所を同時に改修した。

　インスクールエコ事業により、省
エネに対しする意識は高まったもの
の、児童生徒増加に伴い、学級数が
小学校で17学級増、中学校で1学級
増になったことから光熱水費の削減
を得ることができなかった。
　改修事業に伴い小規模な修繕を実
施することが出来た。

（小破修繕）
・小学校：16校 214件
・中学校： 9校 146件

　学校環境を充実させ
るため、光熱水費の削
減をどのように実施し
ていくかについて検討
が必要。

　状況に合わせた他の
制度を把握するととも
に、事業の在り方の見
直しをする。
　償還については、引
き続き催告、電話連絡
や家庭訪問を行い、未
償還金の解消を図る。

校外学習バス
　　運営事業

（教育総務課）

　校外学習バス運行委託契約に
基づき、バスの提供及び運行を
行うことで、小学校等の児童の
校外学習における移動手段を確
保する。

　小学校等の児童等の
校外学習において、限
られた時間の中で効率
よく安全に施設間を移
動するため、バスを借
上げ移動手段を確保す
る。
　申込み台数の全てを
確保する。

　履行期間平成28年4月から平成31
年3月まで、3年間の校外学習バス
運行委託契約を締結している。
　小学校の3,4年生の校外学習を中
心に、特別支援学級の申込みを受
け、バス会社に運行を依頼する。
　また、児童の安全を最優先と
し、シートベルトの着用及び定員
乗車を義務付けた。

　各学年の校外学習1回分のバス利
用台数を各学校へ利用可能枠として
提示し、申込みを受けた。

[申込み台数]　87台
[確保台数]　　87台

　各学校の利用希望時
期が5月～6月に集中し
ており、学校、バス会
社、施設との日程調整
に苦慮する。

　あらかじめ希望候補
日を複数提示してもら
うなど、学校との日程
調整方法について改善
を図る。

入学準備金
　　貸付事業

（教育総務課）

　高等学校又は、専修学校に入
学するにあたり、入学準備金の
調達が困難な保護者に対し入学
準備金の貸付を行い、もって教
育の機会均等を図る。

　制度の内容や、手続
きの方法について周知
を図り、教育の機会均
等を図る。
　申請の受付期間が規
則上は１月４日から１
月３１日までとされて
いるが、申請者への便
宜を図るため、３月上
旬まで延長する。

　保護者からの申請により、その
内容を審査し、入学準備金の貸付
を行う。また、三者面談や、進路
説明会、保護者会に合わせて各中
学校に案内を通知し制度の周知を
図るとともに、申請書類に、制度
の内容や、申請の流れを分かりや
すくフロー図で表したものを添付
した。
また、市の広報やホームページに
掲載して周知をした。

　市の広報やホームページに掲載す
るとともに、各中学校に通知を出
し、貸付制度の周知を行った。
　問い合わせに対し、詳しく制度内
容について説明をしたが、申請に至
らなかった。

[相談件数]　4件
[申請件数]　0件
[貸付決定数]　0件
[受付期間]H29.1.4～H29.3.3

　事業は適正に実施さ
れている。しかし、保
護者のそれぞれのニー
ズに合わせて、他の制
度の活用についても説
明が必要である。
　また、貸付に対し、
償還がされない場合が
あり、未償還金の解消
について検討が必要
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　施設状況を確認
することにより、
今後の改修計画を
策定する資料と
なった。

Ａ

（評価の理由）

　優先順を考慮
し、適切に消防設
備の修繕を実施し
た。

Ａ

（評価の理由）

　使用している教
室の工事であった
ため夏休み中の工
事となったが、夏
休み明けからエア
コンが使用できる
ように工事を進
め、教育環境を確
保することが出来
た。

Ａ

（評価の理由）

計画的に処分がで
きた。

【新】小学校ＰＣ
Ｂ混入電気機器改

修事業
【新】中学校ＰＣ
Ｂ混入電気機器改

修事業
（教育総務課）

　ＰＣＢ廃棄物を処分する。
　
　法律に則り、計画的
に処分する。

　処分可能な業者が決まっている
ため、綿密な打合せにより早期に
処分した。

小学校
低濃度ＰＣＢ
処分4校により保管校7→3校
高濃度ＰＣＢ
処分無しにより保管校2校変わらず

中学校
低濃度ＰＣＢ
処分3校により保管校4校→1校
高濃度ＰＣＢ保管校無し

　該当校全て行うこと
が出来なかったので、
残りの学校の処分を進
める

　
　限られた予算の中で
実施していくために優
先順位を的確に判断
し、改修していく。

　流山市立小学校エア
コン運用ガイドライン
により、学校関係者の
適切な運用管理を実施
する。

　処分業者との打合せ
を行い、計画的に処分
する。

小学校エアコン整
備事業

（教育総務課）

　空調未設置である教室等にエ
アコンを設置する。

　教育環境の差が発生
しないように、学級数
増加に対応し整備す
る。

　教室増により、設置する学校及
び教室を選定した。

　エアコン工事実施校数　１校
　（八木北小学校特別支援教室）

　エアコンの設置によ
り電気代等の増加が予
想されることから維持
費を抑制していく工夫
が必要である。

小学校消防設備改
修事業

中学校消防設備改
修事業

（教育総務課）

 点検により指摘された不良箇
所・型式失効等の改善・改修す
る。
　消防設備の誤作動等による事
故や災害時の児童生徒の安全を
確保する。

　
　消防設備改修工事の
早期発注を行う。

　消防設備の保守点検の結果を踏
まえた不良箇所を早期改修した。

　
　消防設備改修実施率
　・小学校 49％
　・中学校 32％

　改修には多額の費用
がかかる消防設備も多
く、保守点検での指摘
に対し改修が追い付い
ていない。

小学校学校特殊建
築物定期報告委託

事業
中学校学校特殊建
築物定期報告委託

事業
 (教育総務課）

　建築基準法に基づく特殊建築
物の建物及び建築設備の定期報
告に係る調査を実施し、特定行
政庁への定期報告の提出を行
う。
【実施校数】
・小学校：14校
・中学校： 8校

　単なる報告業務にと
どまらず、施設の適正
保全のための視点から
も調査を行い、施設の
保全に寄与させる。

　定期報告の内容を基に施設や設
備の現状を把握し、改修や更新計
画策定の基礎資料とした。

　定期報告より施設や設備の小破修
繕を実施した。また、改修計画の基
礎資料とした。
【実施結果】
・小学校：14校の内12校指摘有
・中学校： 8校の内7校指摘有

　法律に基づき実施し
ているものであり、今
後も継続して実施す
る。
　平成30年度からは防
火設備についても点検
が必要となる。

　
　学校施設の長寿命化
計画を策定し計画的に
改修を実施する。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

Ａ

（評価の理由）

　改修工事に向け
た測量業務を予定
通り実施できた。

Ａ

（評価の理由）

　早期に実施でき
た。また、施工範
囲を選定すること
により、防水仕上
げの品質を向上す
ることができた。

　早期に発注をし、早
急な状況の改善に努め
る。

　工事の内容や実情にあった改修
計画をたてた。

　防水工事実施棟数　2校（流山小
学校・東深井小学校）

　材質や工法の十分な
検討が必要である。

　工事について、材質
や工法を十分な検討し
ていく。

小学校校舎等防水
事業

（教育総務課）

　経年劣化、機能低下が発生し
ている陸屋根部の防水層、鋼板
葺きの屋根の改修をする。
　学校からの修繕要望、雨漏り
等の状況確認を行い、修繕する
箇所、内容を決定する。

　施設や設備の劣化度
を見極め、優先順位を
付けながら計画的に改
修を実施していく。　改修工事等の早

期発注に努め計画
的に実施すること
ができた。

　雨漏り対策が主たる
目的であるが、状況に
より他事業を組み合わ
せないと目的が達成で
きない状況がある。

　
　施設の状況把握に
よっては外壁改修工事
等と同時並行で実施す
る。

学校屋外運動場整
備事業

（教育総務課）

　グラウンドの段差等の改修を
実施する。

　工事の実施に向けた
測量業務に着手する。

　翌年度工事に向けた測量業務を
実施した。

・長崎小学校測量業務委託

小学校校舎等改修
事業

中学校校舎等改修
事業

（教育総務課）

　校舎、屋内運動場等の建物及
び設備について、経年劣化、機
能低下が発生している箇所の修
繕を行う。
　各学校からの修繕要望書に基
づき現地調査を行い、修繕する
箇所、内容を決定する。
　

　学校の実情に合った
改修計画及び計画的に
設備を更新する。

　各保守点検業務での指摘事項を
もとに計画的な改修・設備更新を
実施した。

・長崎小学校遊具修繕
・江戸川台小学校女子トイレ改修工
事
・長崎小学校一般放送設備改修工事
・おおたかの森小学校間仕切り壁設
置工事
・小中学校受水槽等塗装工事
・小学校遊具修繕
・小中学校トイレ清掃業務委託（ト
イレ改造を実施していないトイレ：
流山小学校ほか10校）
・常盤松中学校プールサイド塗装改
修工事
・南流山中学校揚水ポンプ更新工事
・常盤松中学校屋内運動場屋根改修
工事
・南流山中学校音楽室及び図書室床
改修工事
・常盤松中学校体育館床改修工事
・おおたかの森中学校倉庫扉取付工
事
・八木中学校空調設備改修工事
・おおたかの森中学校間仕切り壁設
置工事
・東深井中学校及び八木中学校避難
器具更新工事
・東深井中学校空調設備改修工事

　
　改修・更新が必要な
施設や設備は多いが、
全てに対応することが
難しい。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

 小山小学校校舎増
築工事は、工期内
に完成することが
できた。
南流山小学校校舎
増築は設計業務委
託完了から工事の
発注まで、遅れる
ことなくできた。

Ａ

（評価の理由）

　安定した学校教
育に資することが
できた。

Ａ

（評価の理由）

　工事の性質上、
夏休み中に工事を
完成する必要が
あったが、早期に
発注し、夏休みで
現場工事を完成す
ることが出来た。

Ａ

（評価の理由）

　修繕依頼に対し
て、適切に対応す
ることができた。

　浄化槽で対応してい
る学校について、下水
道整備に合わせ、順次
公共下水道に接続して
いく

　日常点検による問題個所の早期
発見と対応を行った。

・小学校：14校  33件
・中学校： 5校  17件

　児童数増加に伴う校
舎の増築計画に対応す
る。

　公共下水道の供用開
始時期の情報を早期に
把握する。

給食室小破修繕事
業

（教育総務課）

　給食施設及び設備の日常的な
破損、不良個所の修繕を行う。

　修繕内容に基づき、
修繕時期や方法等、安
全で衛生的な給食を提
供できるように対応す
る。

　対象学校の諸条件に
よるが、校地の確保に
努める。

　校舎増築・借地の買取要望等
により、学校用地を取得する。

　南流山小学校の児童
数の増加に対応するた
め、小学校校舎及びグ
ラウンド用地として用
地を取得する。
　西初石小学校の借用
校地の買取要望による
用地取得を行う。

　南流山小学校の児童数の増加に
対応するため、小学校校舎及びグ
ラウンド用地として学校南側の土
地を土地開発公社から買い戻し
た。
　西初石小学校の借用校地の買取
要望による不動産鑑定を行った。

　用地取得
　1件（南流山小学校：1,557㎡）

　不動産鑑定
　1件（西初石小学校：18,452㎡）

　限られた予算の中
で、毎年進行する施
設・設備の経年劣化に
対応するためには優先
順位を適切に判断する
ことが必要である。

　事後保全から予防保
全への切替を目指し、
計画的な維持管理を実
施し、修繕費を抑えて
いく。

　小学校校舎等建
設事業

（教育総務課）

　児童数の増加に伴い、既存施
設では対応できない学校におい
て校舎を増築する。

中学校公共下水道
接続事業

（教育総務課）

　下水道法に基づき、公共下水
道の供用開始された中学校の排
水を浄化槽処理から公共下水道
に接続する。

　東深井中学校にて、
公共下水道の供用開始
に伴い、排水を浄化槽
処理から公共下水道に
接続する。

　事業実施のための発注を行っ
た。

公共下水道接続工事 1校（東深井中
学校）

学校用地（小学
校）取得事業

（教育総務課）

　児童・生徒数の推計
値を注視して、校舎増
築等を実施する必要が
ある。

　小山小学校校舎増築
工事及び南流山小学校
増築設計・工事を実施
する。

　校舎増築工事（継続）及び校舎
増築設計業務委託（継続）を早期
に実施した。

　校舎増築設計業務委託　1校
（H27・28継続　南流山小学校）
　校舎増築工事　2校（H27・28継続
小山小学校：17教室増）（H28・29
継続　南流山小学校）

　児童・生徒が増加す
ることに対して教室を
確保する。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　給食運営の支障
がないように工事
を行うことができ
た。

Ａ

（評価の理由）

事務手順をマニュ
アル化することに
より、正確で無駄
のない事務を行う
ことが出来た。

Ａ

（評価の理由）

　児童・生徒の就
学事務を効率的か
つ適切に実施しす
ることができた。

Ａ

（評価の理由）

　特別支援学級に
介添員を配置し就
学支援の充実が図
られた。

Ａ

（評価の理由）

　教育環境保持の
ために、備品の修
繕及び施設の整備
を行った。

給食室等改修事業
（教育総務課）

　給食施設及び設備の大規模な
破損、不良個所の修繕を行う。

　事後保全から予防保全
への切替を目指し、計
画的な維持管理を実施
していく。

　小破修繕で対応でき
ない不良個所につい
て、長期休業（夏休
み）に改修を実施す
る。

　小学校給食室の内部改修工事を
夏休み工事で行えるように発注し
た。

・流山小学校ｽﾁｰﾑｵｰﾌﾞﾝ設置に伴う
改修工事
・八木南小学校換気扇フード改修工
事
・南流山小学校回転釜設置に伴う改
修工事

　老朽化及び施設の時
代遅れが進行してい
る。対症療法的な対応
については、限界に近
い。また、都市ガスへ
の切替による光熱水費
の削減を検討してい
く。

就学事務事業
（学校教育課）

　市立小中学校に就学する児
童・生徒の一覧表の作成並びに
健康診断通知書及び入学通知書
を発送する。

　該当者に漏れなく通
知し、全ての児童・生
徒を就学させる。

・入学予定者一覧表を電算処理で
作成
・電算処理による入学予定者リス
トの抽出
　
・就学時健康診断、入学通知書の
発送
・転出入に伴う入学予定者の変動
管理
・指定校変更・区域外就学の手続
き
・連絡の取れない家庭への訪問

（小学校1年生）
・入学者総数　1,868人
・指定校変更　　121人
・区域外就学　　 21人
・居所不明児童　　0人
（中学校1年生）
・入学者総数　1,411人
・指定校変更　　 69人
・区域外就学 　　22人
・居所不明生徒　　0人

就学事務支援
システム導入事業
（学校教育課）

　システム導入により、住民基
本台帳データと結ばれ、学齢簿
や就学援助事務を電子データで
管理する。

　これまで児童・生徒
のデータを紙台帳で管
理し、転出、転入の通
知書を手書きで処理し
ていたが、システムの
導入後は、電子データ
で管理し、事務の効率
化を図る。

　データ管理マニュアルに沿って
入力等を行い、学齢簿を管理し
た。

　児童・生徒のデータを電子管理し
た。氏名、住所等の誤字がなくなっ
た。

　システム操作の習熟
度が職員ごとに異なる
ため、能率を上げる余
地がある。

　支援を必要とする児
童・生徒の就学支援体
制の充実を図る。

　支援の必要な児童・生徒に対
し、介添員を配置した。

［特別支援学級介添員配置数］
　　小学校　51名
　　中学校　21名
　　　　　計72名
［介添員研修会開催回数]
　　　　　　１回

　支援を要する児童・
生徒の対応が本事業の
根幹であり、今後更に
児童・生徒数の増加が
見込まれることから、
教諭、介添員の確保が
課題である。

　事務処理時間の短縮
が課題である。

　就学時健康診断受診
者データと入学予定者
を連動させる。

　窓口事務と連動した
マニュアルに更新す
る。

　特別支援教育・就学
相談担当の指導課と連
携を図り、各学校で支
援が必要な児童・生徒
の人数と介添員数を見
極めた上で、予算を確
保していく。

小中学校学校
教育施設管理事業
（学校教育課）

　設備の点検及び修繕を行い、
教育環境の保持に努める。

　廃棄するもの、修繕
して対応するものを早
期に判断して対応す
る。

　教育環境保持の為に、備品の修
繕及び施設の整備を行った。

［修繕した備品件数］
　   小学校  81件
 　  中学校　47件

　各学校には多くの備
品があり、経年により
故障する備品の修繕費
を確保する必要がある
が、費用の節減を図り
ながら対応することも
大切である。

　今後も修繕費の予算
を確保する事が大切で
あるが、備品の取り扱
いについても、丁寧に
し、修繕費が減少する
様に対応する。

小中学校学校教育
　　運営事業

（学校教育課）

　市内小中学校の教育環境の充
実を図る。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　認定基準に基づ
いて認定作業を適
切に行った。

Ａ

（評価の理由）

　教職員の出張や
児童生徒の欠席等
は、養護教諭の呼
びかけにより、他
校や別日に実施し
た。長欠について
は、長期休業中に
行うよう呼びかけ
ている。

Ａ

（評価の理由）

　林間学園や修学
旅行、校外学習な
ど行事が集中し、
重複している場合
を除いては、派遣
依頼により派遣申
請を行っている。

Ａ

（評価の理由）

　計画通りの研修
会を行うことがで
きた。

　教職員検診などの日
程調整については、受
診期間が限られている
ため調整が難しいの
で、学校と連絡を密に
調整を図る。また、職
員の受診資格と受診可
能項目を明確にし、新
規採用職員等さらに周
知を徹底する必要があ
る。長期欠席をしてい
る児童生徒には、引き
続き保護者に受診の協
力を要請する必要があ
る。

　市教委と各学校の養
護教諭との連絡を密に
し、養護教諭が窓口と
なり、各学校職員への
周知を徹底する。ま
た、受診できずにいる
児童生徒の家庭と連絡
を密にし、受診の協力
を呼びかけていくよう
にする。

小中学校
就学援助事業

（学校教育課）

　経済的理由により就学困難な
児童及び生徒について、学用品
等の援助を行う。

　就学援助制度の支援
により、保護者負担を
緩和し、児童・生徒の
学校生活の充実を図
る。

[就学援助制度の周知］
①年度当初に保護者へパンフ
レットを配布
②就学時健康診断時
③広報ながれやま（４回掲載）
④市ホームページ

　
・就学援助児童数　639人
・就学援助生徒数　405人
・特別支援教育就学奨励費
　受給者数　　　　108人

　より正確で迅速な認
定処理が課題である。

　校外学習等の引率で
養護教諭が不在となる
場合等の学校からの派
遣要請に、出来るかぎ
り応えるようにする。

　学校間の派遣日程等の調整を
図った。

　調整を行い、派遣数は昨年度とほ
ぼ同件数であった。

［派遣数］
　　小学校 119件
　　中学校　33件

　派遣依頼が集中した
場合、個別に特別な看
護を要する児童への対
応は欠くことができな
い。
　養護教諭が健康教育
を実施するための派遣
では、派遣日にまとめ
て実施することが望ま
しい。

　各学校の申請書受付
時において、書類の
チェックを徹底する。

学校保健
検診事業

（学校教育課）

　児童生徒を対象に、眼科検
診、耳鼻科咽喉科検診、歯科検
診、尿、心臓検診、その他の健
康診断を実施。教職員を対象
に、胃部検診、大腸検査、心臓
検診等を実施する。

　全ての児童、生徒及
び教職員が健康診断を
受診し、未受診者がい
ないようにする。

　未受診者が出ないように学校行
事や教職員の研修会等との日程を
調整した。

・児童生徒受診者数
　　　13,987名

・教職員受診者数
　　　　 593名

　事業の目的に沿い、
有効に運用できるよ
う、周知徹底を呼びか
けていく。
 派遣申請の際、同日に
健康教育が実施できる
よう協力を求めてい
く。

学校給食事務
管理事業

（学校教育課）

　児童・生徒が健康で充実した
学校生活を送ることができるよ
うに、学校給食業務に係る栄養
士及び調理員研修等を通して指
導を行う。

　栄養士、調理師、調
理員の研修会を年2回
開催する。

・調理師研修会（8月3日）
　対象　調理師・栄養士
　内容　・感染事例とその対策
　　　　及び災害時の感染対策
　　　　・ＫＹＴのはじめの一
　　　　歩～ＫＹＴ手法の活用
・衛生講習会（8月24日）
　対象　調理師、臨時調理員、
　　　　臨時配膳員、栄養士、
　　　　民間委託職員
　内容　・給食施設の衛生管理
　　　　～ＨＡＣＣＰ手法によ
　　　　る衛生管理について
　　　　・ドライ運用について

8月3日調理師研修会
　・感染事例とその対策
　　　　　　　　　　52名参加
　・ＫＹＴのはじめの一歩
　　　　　　　　　　50名参加

8月24日衛生講習会
　　　　　　　　　 113名参加

8月　グループ研修（夏季期間中に
実施）
　・各調理場ごとにグループ研修会
を実施

　年々増加している食
物アレルギーへの対応
や食中毒等の感染拡大
を防ぐため、研修会で
習得した知識や情報等
を栄養士、調理師、調
理員、配膳員がいかに
学校給食現場で活かす
ことができるか。

　繰り返し研修等を行
うことにより、従事者
個々への意識付けをし
ていく。また、各調理
場ごとの打合せ等を密
に行うようにする。

学校サポート
看護師派遣事業
（学校教育課）

　保健室を訪れる児童生徒の健
康チェックや応急処置、個別に
かかわることの望ましい児童生
徒の補助、生活習慣に関する援
助、助言等を行う。
思春期教育・薬物乱用防止教
育・健康増進に関わる授業等を
養護教諭が行いやすくする環境
を整える。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　清掃委託等は計
画通りに行えた。

Ａ

（評価の理由）

　今年度計画して
いた委託契約を締
結することができ
た。

Ａ

（評価の理由）

　計画通りの検査
が実施できた。

Ａ

（評価の理由）

　計画通りに備品
整備ができた。

Ａ

（評価の理由）

　計画通りに更新
ができた。

　今後、小学校調理場
の民間委託を進めてい
くにあたり、委託で
行っている学校の状況
等を把握し、検証して
いく必要がある。

　児童・生徒・保護者
及び教職員へのアン
ケート調査を今後とも
定期的に実施してい
く。

学校給食施設
管理事業

（学校教育課）

　安定的な学校給食の提供をす
るため、給食設備及び機器の保
守点検並びに給食備品の更新及
び修繕を行う。

　19調理場全ての給食
設備の保守点検、清掃
等の実施並びに備品の
更新及び修繕を行う
（一部、小山小・おお
たか小中除く）。

　保守点検の専門業者への委託及
び老朽化した備品の修繕、更新を
した。

　19調理場全ての給食設備、機器の
保守点検を実施した（一部、小山
小・おおたか小中除く）。
　給食用パソコン　　　  20台
　グリストラップ桝清掃  17校
　フードダクト清掃　　  18校
　厨房排水処理（西初石中）
　　　　　　　　　　　 1校
　
　修繕・更新等を実施した。

　備品の更新は年次計
画を立てて行っている
が、老朽化した備品の
修繕・更新等が常に必
要な状況にある。

　学校給食で使用する
食材及び一食分（丸ご
と）の放射能検査を実
施する。

　食材検査は、学校給食で使用す
る食材を使用する前日に、また、
丸ごと検査は給食1食分丸ごとを提
供した翌日に検査するもの。
　食材検査は毎週2回（各2調理場
分4品目ずつ）、丸ごと検査は毎週
1回（5調理場分）実施した。

［平成28年実施件数］
　食材検査　　493件
　丸ごと検査　171件

　いずれにおいても放射性物質は検
出されなかった。

　食材等の検査につい
て、今後は確実かつ効
率的な方法を工夫して
いく。

　今後も、保守点検や
給食備品の更新及び修
繕に必要な予算を確保
し、緊急の際にも対処
していけるようにす
る。

学校給食調理業務
　民間委託事業
（学校教育課）

　中学校及びおおたかの森小中
学校、流山小学校の調理業務に
ついて民間委託を行っている。
また、おおたかの森小中学校給
食室の備品については、経費の
分散化を図るため10年間の賃貸
借契約とした。

　北部調理場の調理業
務委託更新、新規で八
木南調理場、南流山小
学校の調理業務委託契
約を行う（全て３年間
の契約）。

　調理業務委託のための仕様書の
作成及び業者選定を行った。

　各契約の委託業者が決定した。

　
　これまでの数値結果
を基に、検査方法の見
直しを図る。

学校調理場備品
　　　整備事業
（学校教育課）

　老朽化した給食室内の給食用
備品の更新、及び食数・クラス
数の増加に対応するよう備品の
整備をし、安定的に給食を提供
する。

　各調理場の老朽化し
た給食用備品の更新及
びクラス増に伴う備品
の購入をする。

　給食用備品の点検結果を受け、
更新すべき備品の抽出、発注等を
行った。

［更新した主な備品］
八木調理場
　（連続炊飯器（本体のみ）、
　ボイラー２台、ほか）
南流山・西初石調理場
　（食器消毒保管庫２台ずつ）
西初石小
　（食器洗浄機、回転釜）　他

　備品の更新は年次計
画を立てて行っている
が、計画外の備品が故
障し、予定通りの更新
ができなくなってしま
うものも多い。

　専門家による点検を
継続して実施し、その
結果を参考にしながら
計画を立て、できるだ
け急な故障等が生じな
いようにする。

学校給食放射能
　　　検査事業
（学校教育課）

　市内19調理場の食材の放射性
物質検査の実施により、安心で
安全な学校給食を提供する。

　更新する食器の予算
を確保する。学校給食食事

環境整備事業
（学校教育課）

　老朽化した給食用食器の買替
えを行い、児童生徒の健康増進
の充実に努める。

　八木南小・長崎小、
西深井小、東深井小の
給食用食器を更新す
る。

　老朽化した給食用食器の抽出、
新規購入の手続き等を行った。

　給食用食器1,990セットの更新を
した。

　計画的に更新してい
くが、予算の確保が課
題である。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　小中学校体育連
盟や各学校と連携
を図りながら迅速
に大会派遣事業を
行うことができ
た。

Ａ

（評価の理由）

　充実した人材活
用が図れた。
　全小学校で音楽
鑑賞教室を実施す
ることができた。
　日本語指導の要
望も高く、多くの
指導者を派遣でき
た。

Ａ

（評価の理由）

　児童生徒の活動
を地域に情報発信
することで、各所
から問合せがあ
り、さらなる充実
へとつなげること
ができた。

Ａ

（評価の理由）

　各種研修会の目
的に応じた講師を
招き、効果的な研
修会を行うことが
できた。

教育研修推進事業
（指導課）

　
　指導技術や専門的知識を学ぶ
教職員研修等の充実を図ること
により、教育内容の質的向上を
図る。様々な教育活動の運営を
サポートする。

学校教育内容充実
事業

（指導課）

　児童生徒の表彰、音楽発表会
実施、教育広報や教育要覧の作
成、教育刊行物の購入、キャリ
ア教育の推進、学校の研究と修
養の支援などを通して教員の意
識・指導技術を高め、教育の資
質向上を図る。

　児童生徒の多方面で
の力を伸長するための
職場体験学習、作品展
覧会、音楽発表会等の
事業を実施する。
　研究指定校の活動を
支援し、他校において
も共有し、教員の資質
向上や研究と修養に努
める。
　教育広報「教育なが
れやま」を発行する。

　職場体験学習の児童生徒の協力
事業所を引き続き確保するために
積極的に働きかけを行った。
　研究指定校の研究の方向性、内
容について、市内で共有できるよ
うに指導した。
　教育に係る情報収集に力を入
れ、教育広報「教育ながれやま」
の内容の充実を図った。

　職場体験学習の協力事業所へ礼状
を送付するとともに、次年度の受入
依頼を行った。

［研究指定校］
　小学校２校　中学校２校
［パソコン関係研究指校］
　小中各1校。
［教育ながれやま］
　年３回　各15,000部発行

　教職経験や学校内の
立場・役割に応じた指
導力向上に資する研修
会となるように、内容
を検討していく。
　様々な教育活動の現
状把握に努め、円滑な
実施のためのサポート
に努める。

　登録された人材の活
用状況を把握し、効果
的な活用を図る必要が
ある。
　日本語指導の要望が
年々増加傾向にあり、
より多くの児童生徒に
指導者を派遣できるよ
う検討する必要があ
る。

　教職員の指導技術の
向上を図るために実践
的な研修を実施する。

　各種研修会の目的に応じた講師
を招聘し、効果的な研修形態によ
る研修を実施し、児童生徒理解や
実践力の向上につなげた。

　国や県の動向を把握し、内容を検
討し、講師を招聘した。講話や演
習、協議会等、様々な研修形態での
研修会を実施することができた。
　また、吹奏楽コンクールへの参
加、作品展や様々な研修会実施にあ
たり、運営面で援助を図ることによ
り、多岐にわたる教育活動を実施す
る事ができた。

　若年層教職員増加の
現状を踏まえ、若年層
の指導技術向上につな
がる研修内容を検討す
ることが必要である。

　登録された人材の活
用状況を把握すると共
に、適切な活用ができ
るよう学校に確認作業
を行う。
　日本語指導について
は予算を増額し、より
多くの要望に対応して
いく。

　大会派遣補助金の要
綱に従って適切に執行
できるよう、各学校や
小中学校体育連盟との
連携をより一層図り、
確認を進めていく。

　児童生徒の活動をよ
り多くの方に周知でき
るよう教育広報の内容
充実に努める。
　依頼文や礼状を通し
て、職場体験学習のね
らいや体験後の児童生
徒の変容を各事業所に
伝える等、今後も連携
を深める必要がある。

　研究指定校での活動
や研究内容を他校に広
げ、教員の資質向上を
進める。児童生徒の活
躍を、職場体験学習、
市内作品展、音楽発表
会等を通して保護者や
地域の方々に周知す
る。

教育指導
人材充実事業
（指導課）

　就学指導委員会、義務教育人
材活用、音楽鑑賞教室、小中学
校日本語指導等、幅広い人材を
活用し、学習指導に活かすこと
により学校教育の充実を図る。

　各校の実情に合わ
せ、計画的な人材活用
を図るために、年間を
見通した計画を策定す
る。

　より優れた人材を発掘し、人材
バンクとして登録し、幅広く広報
し活用を図った。また、義務教育
人材活用をスムーズに行うため
に、「学校サポートボランティ
ア」の一覧を年度当初に各学校へ
配布し、計画策定に活かした。

　様々な分野の人材を活用する事に
より、日常の学習や活動では得るこ
とができない専門的な指導を受ける
事ができた。義務教育人材活用では
各校、適切な計画が策定された。
［義務教育人材活用］

　小学校　674回
　中学校　227回
［音楽鑑賞教室］
　小学校全1６校

児童生徒大会
派遣事務事業
（指導課）

　
 市内小中学校の文化・スポー
ツの振興と資質・能力の向上を
図るため、県大会以上の大会・
コンクールへの参加を支援す
る。

　県大会以上の大会、
コンクール等が行われ
る夏季と秋季につい
て、迅速に児童生徒の
出場状況を把握し、補
助金を交付することに
より、効果的な支援を
実施する。

　
　県大会以上の大会、コンクール
への児童生徒の出場状況を的確に
把握するよう、各学校及び小中学
校体育連盟との連絡を密にするよ
う努めた。

　
　各学校、小中学校体育連盟と連携
し、出場状況を的確に把握し、大会
派遣補助金の要綱に基づき、体育的
活動、文化的活動の全ての大会派遣
について交通費等補助することがで
きた。
 
［体育関係派遣(696名)］
  県大会　　　　368名
　県新人大会　　284名
　関東全国大会　 44名

　
　小中学校体育連盟や
各学校と、更なる連携
を図り、的確に出場状
況を把握する。補助金
の適切な執行が行われ
るようにする。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　全小中学校に学
校サポート教員を
配置し、支援を要
する児童生徒に対
応できた。

Ａ

（評価の理由）

　地域や学校、子
供達の実態に応
じ、学習を進める
ための教材整備を
進め、子供達一人
一人が自ら学び考
える力を育成する
ことができた。

Ａ

（評価の理由）

　研修会では、中
学校区ごとの情報
交換を行い、指導
方法等について理
解を深めることが
できた。
　英語活動指導
員、小学校ＡＬＴ
を効果的に活用で
きた。

Ａ

（評価の理由）

　全小中学校の教
師用教科書、指導
書の整備ができ
た。
　音読ながれや
ま、社会科副読本
を配布した。

教師用教科書・指
導書・副読本購入

事業
（指導課）

　教科指導の充実のために教師
用教科書・指導書等を整備す
る。
　小中１年生に「音読ながれや
ま」を、小学３年生、中学１年
生に「社会科副読本」を配布す
る。

小学校英語活動推
進事業

（指導課）

　小学校英語活動の充実のため
に、英語活動指導員、小学校Ａ
ＬＴを配置し、外国語活動及び
外国語の指導や指導補助に当た
る。

　外国語教育の趣旨や
指導の在り方等につい
て周知を図り、中学校
との接続を視野に入れ
た指導について、研修
を深める。

　小学校外国語活動担当者および
英語活動指導員研修会、『流山市
英語プログラム』推進委員会を開
催し、研修を進めた。

　小中学校の連携を深め、指導に生
かすための研修会を実施することが
できた。
　市で配置をした各校１名の英語活
動指導員、２校に１名の小学校ＡＬ
Ｔとの協力により、研修内容を各小
学校の実践に生かすことができた。

　今後の児童生徒数の
増加にともなう必要数
の把握と配備を進め
る。
　教科数増（道徳・外
国語）に対応してい
く。

　
　総合的な学習の時間
の充実のために、教材
等の充実だけではな
く、より効果的な学習
となるように指導力の
向上を図る必要があ
る。

　学級増分の教師用教
科書及び指導書を整備
する。

　
　小中学校で必要な教科書、指導
書等の数を確実に把握し、不足が
出ないように整備する。
　学級増や学級編制によって不足
した教科書および指導書を適宜、
補充した。
　きめ細かい指導や増加する若手
教員に対応するためにサポート教
員や初任者指導員等にも確実に教
科書の配布を行った。

　全小中学校の教師用教科書、指導
書等を整備し、指導の充実を図っ
た。
　音読ながれやま、社会科副読本を
配布し、授業の充実を図った。

　今後も市内児童生徒
数の増加が見込まれ、
引き続き教師用教科
書、指導書の補充が必
要となる。

総合的な学習の時間に
おいて、各学校の地域
や子供の実態に応じ、
創意工夫をいかした学
習となるよう、学校訪
問での指導や研修会を
通し、指導力の向上に
努める。

　全小中学校における
支援を必要とする児童
生徒の実態とニーズを
把握し、状況に応じた
学校サポート教員の配
置を進める。

　学級担任との効果的
なティームティーチン
グの方法の研修、各学
校の英語担当との連携
や役割の確認を更に深
める必要がある。

　小学校英語教育推進
に係る研修会を実施
し、効果的なティーム
ティーチングの方法等
についての研修の充実
を図る。

総合的な学習の時
間推進事業
（指導課）

　総合的な学習の時間の充実の
ため、教材等の充実を図り、各
学校の特色ある教育の推進を支
援する。

　子どもたちの実態に
応じ、学校の創意工夫
をいかした活動を展開
する。

　小中学校の全ての学級が、創意
工夫をいかした活動が展開できる
ように学級数を把握し、教材等の
費用を配分した。

　教材等の費用として、小中学校の
363学級に3,000円ずつ支援する事に
より、子供達の探求学習や体験内容
の充実が図られた。

学校サポート教員
派遣研究事業
(指導課）

　学校サポート教員（学習サ
ポート教員、指導員、算数数学
学習指導員）を活用し、通常学
級に在籍する特別な支援を要す
る児童生徒への個に応じた指導
を充実させる。

　学習サポート教員・
指導員を各学校のニー
ズに合わせて配置し、
支援を要する児童の個
に応じた指導の充実を
図る。
　学校サポート教員の
スキルアップを図る。

　サポート教員研修会を年間３回
実施し、情報交換、研修会を実施
した。
　各学校から支援を要する児童の
実態から派遣希望を聞きとり調査
し、学校の要望に応じた配置を
行った。

　各学校からの派遣希望（実態把
握）をもとに人員を配置し、通常学
級における支援を要する児童生徒の
サポートにあたることができた。年
３回の研修会において、効果的な情
報交換及びスキルアップが図れた。

　支援を必要とする児
童生徒の増加と共に、
一人一人への対応が多
様化している。今後も
児童生徒一人一人のき
め細かな指導を充実さ
せるためにもさらなる
人員の配置が必要であ
る。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ｂ

（評価の理由）

　市内の５つの小
学校で、「米づく
り体験」を実施し
たが、高齢化によ
る指導者確保の面
や耕地の減少など
により、米作り活
動が十分行えない
学校が見られた。

Ａ

（評価の理由）

　各研究会や見学
会に多くの職員が
参加し、幼保小の
関連について研修
できた。

Ａ

（評価の理由）

　英語教員と効果
的なティーム
ティーチングによ
る指導ができた。

Ａ

（評価の理由）

　学校支援地域本
部を２中学校区に
広げることがで
き、学校と地域を
つなぎ、地域の力
を学校の教育活動
に生かすことがで
きた。

地域による学校支
援事業

（指導課）

　学校支援ボランティア、学校
支援コーディネーターの連携を
図り、地域の力を学校の教育活
動に生かす。

中学校ＡＬＴ配置
事業

（指導課）

　
　英語を主言語とする外国語指
導助手を全中学校に１名ずつ配
置し、英語指導補助、教材作成
補助、指導法に関する研修、ス
ピーチコンテストへの指導等を
通じて、生徒のコミュニケー
ション能力の育成を図る。

　外国語指導助手を全
中学校に１名ずつ配置
することで、生徒が日
常的に英語に触れる環
境を整え、効果的な
ティームティーチング
を実施する。学習指導
要領の改訂へ向け、学
習内容、目標の高度化
を図り、言語活動の充
実を図る。

　効果的なティームティーチング
を実施するために、研修会を実施
する。ティームティーチングの様
子を視察した。
　ＡＬＴの勤務状況を３学期に学
校長が評価した。

　年度末に面接を実施し、勤務状況
を確認した。
　ティームティーチングの様子を参
観することにより、ＡＬＴの活用状
況を把握し、ＡＬＴの指導力向上へ
向けた助言をすることができた。
　ＡＬＴの指導力向上を目指した研
修会を実施することができた。

　今後、他の中学校区
に学校支援地域本部を
設置できるよう、計画
的に進めていく。

　各地区で幼保小の学
びの接続のために連携
を更に進める必要があ
る。

　北部中学校区学校支
援地域本部とともに、
八木中学校区地域支援
本部を設置し、コー
ディネーター６名によ
り学校支援ボランティ
アを派遣する。

　学校支援コーディネーターが学
校支援ボランティアとしての地域
の人材を開拓し、学校と地域をつ
ないだ。
　学校支援コーディネーターの交
流会を行い、互いの活動の報告と
ともに、活動の幅を広げた。

　学校と学校支援コーディネーター
は、学期に１度、会議を開催し、学
校の教育活動の手助けとなる支援を
行うことができた。
　また、コーディネーター交流会や
研修に参加することで、他地域の活
動を学ぶ事ができた。

　現在、市内にある２
地域支援本部を市内全
域に広げる必要があ
る。
　各地域支援本部での
コーディネーターの選
出やボランティアの確
保が課題である。

　幼保小連携して小学
校への接続をスムーズ
に行うために、各研究
会や見学会等の内容充
実を図る。
　関係機関、私立の幼
稚園、保育所（園）に
積極的に参加の呼びか
け、連携の和を広げ
る。

　学校を取り巻く地域
の状況に応じた活動を
進める。
　地域の農家の方々に
引き続き協力のお願い
をする。

　生徒の英語力の向上
のために、ＡＬＴ自身
の指導力向上を図る必
要がある。

　全員のＡＬＴの授業
を参観し、授業につい
て具体的に指導する場
を増やすことで、より
一層の指導力の向上を
図る。長期休業等、授
業に支障がない日に研
修会等を設定し、ＡＬ
Ｔ自身の指導力向上を
目指し、研修会を継続
的に実施する。

幼児教育支援セン
ター運営事業
（指導課）

　市内の幼稚園、保育所
（園）、小学校の先生が合同で
研修や情報交換を行う。
幼児、児童（１年生）の保護者
や幼稚園保育所（園）の教諭
へ、電話や面接による相談を行
う。

　幼保小研究会を年３
回実施し、幼保小の接
続した学びを推進でき
るように研修や情報交
換を通して交流を図
る。

　研究会においては、グループ協
議の場を設け、その中で情報交換
を行った。児童発達支援センター
と相談内容を相互理解し、指導に
生かした。

　幼保小研究会において、小学校、
幼稚園、保育所（園）の職員が研修
や情報交換を行うことにより、小学
校への学びの接続について理解を
図った。

子どもたちの米づ
くり体験モデル事

業
（指導課）

　市内５つの小学校（西深井・
新川・西初石・南流山・八木
南）の５年生を対象に、地域の
方々の指導や協力のもと、田植
え・稲刈り・収穫作業などの実
際の米作りを体験する。

　「米づくり」を通し
て、子どもたちが生産
者の工夫や苦心、喜び
などを知り、流山の農
業にも関心が持てるよ
うにするとともに、食
べ物を大切にする心を
育てる。

　各学校において地域の方々の協
力を得て、水田の確保から田植え
体験の指導、その後の管理、収穫
作業の指導、そして最終的に白米
になるまでの指導を受けた。

　市内５小学校で、地域の方々の指
導や協力を得ながらの「米づくり体
験」を支援し、体験活動を実施する
ことができた。米づくりや農業につ
いて学ぶことができ、食に対する関
心も高まった。

　地域により、耕地の
減少や指導者の確保等
の問題から、十分な活
動をすることが難しい
状況がある。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　研修会では、成
果や課題を共有
し、情報交換を積
極的に進めること
ができた。

Ａ

（評価の理由）

　小学校中学年
で、年間３５時間
の外国語活動を実
施した。
　高学年では、教
科としての外国語
を実施した。

Ａ

（評価の理由）

　各学校と連携
し、教育支援セン
ターから学校復帰
できた児童生徒が
見られた。

Ａ

（評価の理由）

　全ての学校にイ
ンターネット接続
環境を整備し、児
童生徒の学習に生
かすことができ
た。

教育用インター
ネット活用推進事

業
(指導課）

　インターネットの活用を推進
し、情報活用能力の育成を図
る。

教育研究企画室運
営管理事業
（指導課）

　教育相談窓口、教育支援セン
ターを開設し、相談員や指導
員、カウンセラーによる児童生
徒の心のケア、ストレスの解消
を図り、よりよい学校生活が送
れるようにする。

　電話相談、来所相
談、学校訪問を通し
て、学校へ行けない悩
みなど、学校生活に関
わる問題を解決する。

　電話相談、来所相談、学校訪問
を通して、保護者や児童生徒、教
職員の悩みや問題解決に努めた。
　各学校と連携し、教育支援セン
ター通級児童生徒の学校復帰に努
めた。

【電話相談】６３２件
　①不登校：３５６件
　②学業不振・遅進：６７件
　③落ち着きのなさ：４７件
　④その他
【来所相談】１，３４３件
　①不登校：９２８件
　②学業不振・遅進：７６件
　③学校生活：７４件
　④その他
【学校訪問】
　①落ち着きのなさ：４件
　②学業不振・遅進：４件
　③学校生活：３件
　④その他

　
　情報量の増加に伴
い、今後、インター
ネット回線の光ファイ
バー化を進めていく。

　小学校においては、
授業時数増と高学年の
教科化へ向けた計画を
立てる。
　中学校においては、
英語教育の早期化を受
け、目標・学習内容の
高度化を図る。

　市内小中学校にコン
ピュータやインター
ネットを整備し、学習
等で活用できるように
する。

　より一層の学習環境充実のため
に、インターネット常時接続環境
を継続した。

　インターネットを利用し、情報や
資料を得ることが容易にできる環境
が整っている。

　コンピュータの一斉
使用台数、回線を使用
する情報量を考えるな
ど、利用環境のさらな
る改善も必要である。

　小学校では、年間計
画、教材開発、評価規
準等など拠点校での実
践内容について、他校
へ広げて共有する。
　中学校では、職員全
体で英語への関心を高
めるための環境づくり
を進める。

　学校区の特徴、地域
性を明確にした連携活
動を進めるために、学
校区ごとに定期的な担
当者会議を進める。
　他の中学校区の情報
についても共有をしな
がら活動できるように
進める。

　教育支援センター通
級児童生徒の学校復帰
や相談者の悩みの解決
に向けて、各学校との
連携を更に進めていく
必要がある。

　教育支援センター研
究会の開催や学校訪
問、センターだよりの
配付などを通して、学
校との連携をより密に
していく。
　相談者に対して、小
中学校専門相談員、教
育支援センター指導
員、流山市スクールカ
ウンセラーと連携、共
通理解を図り、学校と
の関わりを大切にしな
がら対応するように心
がける。

英語教育強化地域
拠点事業

（指導課）

　自らの意見を述べ、自国の文
化や特徴を語ることのできる能
力の育成を目指して、英語教育
の実施学年の早期化及び教科化
に基づいた小中高等学校の系統
性のある教育課程及び評価方法
の研究開発を行う。

　小学校中学年におい
ては、外国語に慣れ親
しませる、高学年にお
いては、読むこと、書
くことを含めた教科と
しての英語教育の実
施、中学校において
は、学習内容・目標の
高度化を図る。

　英語活動指導員が小学校高学年
だけでなく、中学年への指導にも
加わる。高学年は、市独自教材
『流山市英語プログラム』と文部
科学省から配布される“Hi,
friends!”を併用し、聞くこと、
話すことに加え、読むこと、書く
ことへの指導も行う。中学校にお
いては、CAN－DOリストの形での学
習到達目標を設定し、指導を行っ
た。

　小学校においては、文部科学省が
求める学級担任が主導であり、英語
活動指導員が支援に入る形での
ティームティーチングを実施するこ
とができた。中学校においては、
CAN－DOリストを作成し、指導内容
や指導方法を改善することができ
た。

小中一貫教育推進
事業

（指導課）

　小中連携した取り組みを進
め、心理的、身体的に不安定な
成長期において、学習や生活指
導の継続性、系統性のある教育
を推進する。

　各中学校区で年間行
事計画等を把握し、無
理のない連携活動がす
すめられるよう調整を
図る。

　小中一貫教育会議で各中学校区
で取り組みの情報交換を行い、年
間活動計画の改善、充実を図っ
た。

　中学校区の特色を生かした交流実
践がすすめられた。
［交流内容］
・児童生徒…体験授業、部活動体
験、合同挨拶運動、中学生による学
習サポート、合同避難訓練、中学校
作品の展示
・教師…校内研修会（相互授業参
観、合同研修会）、出前授業

　各中学校区の地域性
を踏まえた効果的な連
携活動について、今後
も研究を進める必要が
ある。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　目標とする研
修、コンピュータ
の入れ替えを完了
できた。
　特別支援学級児
童生徒にタブレッ
ト端末の配備を進
めることができ、
児童生徒の個別の
指導に生かすこと
ができた。

Ａ

（評価の理由）

　特別支援学級、
通級指導教室を増
設した。
　ICT学習空間整備
事業と連携して、
特別支援学級、通
級指導教室で学ぶ
児童生徒に、タブ
レット端末の配備
を実現した。

Ａ

（評価の理由）

　希望校での事業開
催を支援することが
できた。

情操教育
     推進事業
（指導課）

　学校が意図的・計画的に企画
する音楽鑑賞、観劇等を通し、
児童生徒の情操を養い、豊かな
心情を養えるように支援する。

　学校が意図的・計画
的に企画する情操教育
事業を充実させるため
に、観劇、音楽鑑賞等
の情報提供を行う。

　本物の芸術に触れることができ
る劇団、楽団を紹介したり、これ
までの取り組みなどを伝える等、
支援をより充実させた。

　今年度は観劇5校、音楽鑑賞10
校、講演会1校、計16校を実施し
た。いずれも、児童生徒に感動を与
え、音楽や芸術への興味関心を高め
る取り組みとなった。

　特別支援学級と通級
指導教室を新設した
が、さらなる教育的
ニーズの把握と、条件
整備が必要である。サ
ポートファイル活用推
進や、特別支援に関す
る若手教員の指導力向
上を、学校と連携しな
がら進めることが必要
である。

　特別な教育的ニーズ
の実態調査や就学相談
を実施し、新規開設が
必要な障害種や学校を
選定して条件整備を進
める。
　研修の一層の充実を
図り、各学校での個別
の指導計画の的確な実
施、サポートファイル
の活用に努める。

　文部科学省の整備目
標台数に向けて長期的
な見通しを持ち、整備
を進める。
　特別支援学級児童生
徒１人１台のタブレッ
ト端末の配備等、計画
的に進め、効果的な活
用を図る。

　今後、事業の内容を
充実させ、未実施の学
校に実施を広げる必要
がある。

　各学校の活用状況を
考慮し、多くの学校、
児童生徒を事業対象に
できるよう、事業内容
や効果を学校に周知し
ながら進める。

特別支援教育推進
事業

（指導課）

　言語障害や知的障害、情緒障
害、肢体不自由、発達障害など
の理由により、特別な支援が必
要な幼児、児童、生徒に対し
て、継続的に関係機関と連携し
て支援できるよう財政的支援を
行う。
　関係機関が相互に共通理解を
深め、よりよい支援ができるよ
う研修の充実を図る。

　特別支援学級（知
的・情緒）、通級指導
教室を2学級、1教室以
上増やす。
　教職員の研修に外部
講師を招聘するなどし
て、多様な指導方法の
習得や、指導技術の向
上を図る。

　児童生徒のニーズを把握し、特
別支援学級や通級指導教室の新規
開設が可能な学校を選定し条件整
備を進めた。
　特別支援教育の実践者を招聘
し、コーディネーターやサポート
教員、指導員の指導技術の向上を
目指す。
　特別支援学級にタブレット端末
を配布し、活用法について研修を
実施した。

　特別支援学級（知的）を小学校１
校２学級、（情緒）を小学校に１
校、中学校１校に新規開設した。
　コーディネーター、サポート教
員・指導員、特別支援学級の担任ま
た、通級の担当にも声をかけ、実践
者を招聘して公演会を行った。

ＩＣＴ学習空間整
備事業

(指導課）

　コンピュータやインターネッ
ト使用のための機器の整備を図
り、学習等で十分に活用できる
環境を整える。

　現在導入されている
コンピュータ等の活用
推進を図ることができ
るように教師の研修を
進める。
　中学校配備のコン
ピュータのリース切り
替えを行い、学習で使
用できるようにする。
　特別支援学級にタブ
レット端末を追加配備
し、個別の学習支援を
充実させる。

　現状のコンピュータと付属のソ
フトを十分に活用するため、研修
会を実施した。
　中学校のコンピュータを日常の
学習に支障がないように、入れ替
えを実施する。
　特別支援学級で児童生徒に効果
的なタブレット端末の利用につい
て調査し、さらに活用の充実を
図った。

　情報教育主任の研修を実施し、既
存のハード、ソフトの機能を生かし
た授業形態を広めていくことができ
た。
　中学校のコンピュータの入れ替え
を支障なく完了した。
　特別支援学級にタブレット端末を
追加配備した。

特別支援学級児童生徒
の増加に伴い、1人1
台、タブレット端末が
使用できるように配備
を進める必要がある。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

２　個性を生かす教育環境の基盤充実

Ａ

（評価の理由）

　電話相談をして
きた児童生徒は、
話を聞いてもらう
ことで心が落ち着
き、解決の糸口を
つかむことができ
た。
　メールによる相
談窓口を開設でき
た。

Ａ

（評価の理由）

　体力向上推進講
習会等、参加者の
意識も高く、充実
した事業になって
いる。

　
　若手教員を含めた指
導者の児童生徒への指
導力向上機器の準備や
取扱い、審判などの技
術向上を確実に進める
ために有効な講習会等
を計画し、改善を図
る。

子ども専用いじめ
ホットライン

推進事業
（指導課）

　生涯学習センター（流山エル
ズ）内、教育研究企画室の専用
電話として「流山子ども専用い
じめホットライン相談員」が、
いじめ問題に悩む児童生徒から
の相談に応じ、支援やアドバイ
スを行う。

体力向上推進事業
（指導課）

　
　健康増進や体力向上を目的と
した行事や講習会を主催、支援
する。
　流山市小中学校体育連盟の活
動を支援する。
　生涯体育・スポーツに関わる
意識を培う。

　
　小学生の体力向上を
目指し、市内小学校を
３ブロックに分け、各
ブロック１回、合計３
回の実技講習会を行
う。内容は各ブロック
で異なる領域を扱う。
流山市小中学校体育連
盟とともに市内大会、
市内技術講習会の支援
を行う。

　３ブロックの実技講習会で球技
を２種目、器械運動を１種目行
う。講師には体育の授業マイス
ターや民間から各領域における専
門的な知識を持った方に依頼して
した。
　流山市小中学校体育連盟と共に
市内大会の運営等を行うことによ
り、児童生徒の体力向上に対する
意識を培うとともに活動を支援し
た。

　小学校体力向上交流会を３会場で
行い、児童・教員合わせて１００名
以上の参加を得た。小学校陸上大会
では、新記録が生まれるなど充実し
た大会となった。技術講習会では小
学校ミニバスケットボール、中学校
各種目において講習会が行われた。

　
　体育的行事や講習会
をより充実させていく
ために若手教員の育成
が課題である。
　小中学校体育連盟を
支援し、大会運営を通
して、児童生徒の体
力、技術の向上に努め
る必要がある。

　子ども専用電話相談
にメール相談の窓口が
開設されたことを広く
周知する。学校での
「流山子ども専用いじ
めホットライン」カー
ドの配布、学校や公民
館、児童館等へのポス
ターの配布を継続し周
知を図る。

　市内の全児童生徒に
子ども専用電話相談、
メール相談があること
を周知する。いじめや
辛いこと、困ったこと
があったら、児童生徒
自身がいつでも安心し
て電話相談ができ、問
題克服に向かえるよう
にする。

　子ども電話相談、メール相談の
存在を知らせるため、市内の全児
童生徒に「流山子ども専用いじめ
ホットライン」カードを配布し
た。
　学校や公民館、児童館等にポス
ターを配布し、関係機関や市民に
も、周知した。

　小中学生からの相談に丁寧に対応
することにより、支援することがで
きた。

［相談件数］　１９件
　小学生：９件
　中学生：６件
　高校生：１件
　不　明：３件

　流山市唯一の子ども
専用相談窓口として、
いつでも、児童生徒が
安心して電話相談や
メール相談ができる機
関であることを、今後
も更に周知させていく
必要がある。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

Ａ

（評価の理由）

　 県大会におい
て、特別賞を受賞す
るなど好成績を収め
た。

Ａ

（評価の理由）

　 平成２８年度の
交流人口を前年度と
比較すると、１０６
人の減となったが、
それぞれのスポーツ
交流を通じて、緊密
な交流関係を築け
た。

Ａ

（評価の理由）

　 青少年健全育成
団体の活動に対し、
継続した支援が実施
できたため。

Ａ

（評価の理由）

　 利用者数は、前
年度に比べ減少した
が、利用日数は増加
傾向にある。

青少年健全育成
団体運営事業

（生涯学習課）

　施設の老朽化が進ん
でいることから、破損
修理及び施設整備を引
き続き行う。

げんき村キャンプ
場運営管理事業
（生涯学習課）

 
　市民が野外活動の楽しさを知
ることにより、青少年の健全育
成を含む市民の健康増進に役立
てる。

 
　青少年健全育成のため
の施設の環境を快適・安
全に整備・維持する。
管理業務・安全点検を５
月～９月のシーズン中は
月４回（毎週１回）実施
する。また、草刈につい
ては適宜行うことで、危
険箇所等の早期発見に努
める。

 
　キャンプ場内の照明の修理を
行い、利用者が快適・安全に施
設を利用できるよう施設の環境
整備を図った。

 
　利用者にとって、より使いや
すく快適で安全な施設環境と
なった。
平成２８年度

【利用者数】1,466人
【利用日数】　 88日

 
　施設整備が限られて
いることから、利用で
きる目的、人数に制限
があり、一度に多くの
利用が不可能である。

 
　青少年健全育成団体の活動を
通した健全育成事業の推進・普
及のための支援。

 
　健全な青少年を育成す
る社会環境づくりを実施
するため、各団体に補助
金を交付しているが、活
動内容について精査し、
支援をする。

 
　青少年育成会議、青少年相談
員連絡協議会、ボーイスカウ
ト・ガールスカウト連絡協議
会、子ども会育成連絡協議会が
行う健全育成事業の推進等に補
助金を交付した。

【補助金額】
・青少年育成会議：660,000円
・青少年相談員連絡協議会
　　　　　　　　1,480,000円
・ボーイスカウト・ガールスカ
ウト連絡協議会：197,000円
・子ども会育成連絡協議会
　　　　　　　　310,000円

 
　各団体により様々な青少年育
成事業が行われた。

・青少年育成会議：25団体
・青少年相談員連絡協議会：
　　　　　　　　　70人
・ボーイスカウト・ガールスカ
ウト連絡協議会：5団体
・子ども会育成連絡協議会：
　　　　　　　  130人

 
　各団体の後継者の発
掘、育成や登録する子
ども会の減少が課題で
ある。

 
　青少年の主張内容を
広く一般にも周知する
工夫が必要である。

 
　能登町、信濃町とど
のような交流が可能か
検討を進める。

 
　各団体間に対して補
助金を引き続き交付し
ます。また、各団体が
計画した事業の実施状
況をチェックし、活動
内容について精査して
いく。

姉妹都市少年
スポーツ交流事業
（生涯学習課）

 
　姉妹都市間で実施している少
年スポーツ交流事業を支援する
ことで、両市のより緊密な交流
関係を促進し、併せて参加した
青少年の健全育成を図る。

 
　姉妹都市相互の試合会
場で、スポーツ交流（少
年野球、少年サッカー、
剣道の試合等）で実施す
るための支援をする。

 
　スポーツ交流補助金の交付

　少年サッカー：270,000円
  少年野球：90,000円
　剣道：90,000円
　　　　　   計450,000円

 
　サッカーは７月に相馬市を訪
れ、野球と剣道は８月から当市
に受け入れ、交流を深めた。
少年野球：170人
少年サッカー：293人
剣道：131人

　　計594人

 
　相馬市との交流のほ
か、他の姉妹都市との
交流を拡大すること。

３　次代を担う青少年を育てる地域環境づくり

青少年主張大会
運営事業

（生涯学習課）

 
　市内の各中学校及び高等学校
の生徒並びに青少年（１８歳以
下）から発表者を募集し、日頃
考えていることなどを発表して
もらう。

 
　中学校・高校生が自ら
の思いについて発表でき
る場を提供することと、
多くの市民に青少年の考
えを聞いてもらう。

 
　市内の各中学校及び高等学校
の生徒並びに青少年（１８歳以
下）から発表者を募集する。
文化会館での発表大会を開催
し、優秀な発表者には賞状と盾
を贈呈した。

 
　発表者：高校生3人
　　　　　中学生9人
　発表文集の発刊を配布。
　一般市民（大人）の聴衆者が
少ない。
　市内大会の最優秀賞の受賞者
は県大会において特別賞を受賞
した。

 
　発表者の学校からの
応援者は多いが、一般
の来場者が少ないこと
からＰＲ等での工夫が
必要である。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

３　次代を担う青少年を育てる地域環境づくり

Ａ

（評価の理由）

　補導活動の実施回
数は前年度とほぼ同
じであるが、多くの
声かけ活動が実施で
きた。

Ａ

（評価の理由）

　相談件数及び相談
者数共に前年度を上
回り、新規及び継続
相談者への対応に努
めた。また、他相談
機関との連携を推進
した。

Ａ

（評価の理由）

　参加者及び従事者
へのアンケートで
は、おおむね80％を
上回る肯定的な回答
を得られた。実行活
動や集会活動を通
し、青少年を取り巻
く大人達の健全な養
育態度の認識を深め
ることができた。

　
　相談員の男女及び高
等学校教諭経験者等、
幅を広げ採用する。

青少年社会環境浄
化事業（生涯学習
課）

　
　流山市青少年社会環境浄化推
進委員会を中心に、青少年の健
全育成を目指し環境整備を行
う。

　青少年健全育成に向
け、店舗調査や見守り、
パトロールを実施する。
6,7,8,9,10,1,2月（6ヶ
月間）の第1,第2週に街
頭パトロールを行う。

　各地区ごとに、青少年の環境
浄化のために実行活動（店舗利
用状況調査）と集会活動「つど
い」（見守り、パトロール等）
を実施した。

　店舗へのアンケート依頼やま
とめの活動を通し、青少年の店
舗利用の実態が明らかになっ
た。

[店舗調査]
・健全育成条例に基づく環境整
備の確認：１回
・青少年の利用状況調査：1回
・延べ調査店舗数：179店
[集会活動]
・「つどい」を各支部統一して
開催
・参加人数：621人

　市内各店舗や関連団
体及び地域住民との連
携を深める。

・店舗調査と実行活動
を関連させ、市内各店
舗との関係を深める。

・組織や運営方法の見
直しを図り、より地域
に密着した活動を目指
す。

青少年相談事業
（生涯学習課）

　
　青少年の健全育成に関する相
談事業。

　
　他相談機関との連携を
深め、相談者への対応を
より豊かなものとする。

　
　教育相談、幼児相談、家庭児
童相談等との情報交換を定期的
に実施し、相互理解、連絡調整
した。

　
　相談者の意向を尊重しながら
対応することができた。他機関
との連携を的確に取り組んだ。
・相談件数：727件
　①非行に関する：2件
　②学校に関する：479件
　③家庭に関する：147件
　④その他：99件
・相談者数：134人
　①新規相談者：105人
　②継続相談者：29人

　継続相談者に対する
支援、適切な対応をど
のようにするか。相談
員の研修の場の確保。

青少年関連団体補
助事業（生涯学習
課）

　
　青少年指導センター補導員連
絡協議会、学校警察連絡協議会
を支援し、その活動の拡充に努
める。

　
　各団体の機能に合わ
せ、補助金を交付するな
ど活動を充実するような
支援を行う。

　
　各団体の事業内容、計画を明
確にし、より効果的な取組内容
になるよう検討し実行した。

　
　補導員、学校との情
報収集・発信の方法及
び効果的な情報共有の
あり方。

　より迅速で正確な情
報共有ができるよう、
情報収集及び発信にお
ける系統の見直しを図
る。

　
　各団体共に計画を実践でき
た。
[補導事業]
・実施回数：610回
・補導従事者数：2,598人
・補導者数：209人
[学校警察連絡協議会]
・会議を4回実施
・内1回は講演会を開催
[補助金額]
・青少年指導センター補導員連
絡協議会　465,000円
・学校警察連絡協議会
　　　　　120,000円
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

Ａ

（評価の理由）

　市展（絵画、工
芸・彫刻）出品点数
はほぼ前年並みであ
り、プロと市民の作
品を一同に鑑賞でき
る場を広く公開し
た。

Ａ

（評価の理由）

　昨年と比較して、
参加者数は上回った
ものの来場者数はわ
ずかに減少したが、
各団体の活動が文化
祭の開催により更に
活発になったため。

Ａ

（評価の理由）

　絵画や書道、写
真、俳句など様々な
ジャンルの作品を市
民ギャラリーに展示
することで、市役所
を訪れる市民の目を
楽しませているた
め。

Ａ

（評価の理由）

　東日本大震災被災
地復興支援チャリ
ティコンサートとし
て開催した。また、
市民へのアンケート
では、良い評価が得
られたため。

 
　薫り高い文化の醸成
にふさわしい企画の立
案とＰＲ方法を検討す
る。

市民芸術
劇場事業

（生涯学習課）

 
　市民団体と市教育委員会で組
織された実行委員会で、コン
サートをなどを実施し、市民に
低廉な価格で舞台芸術を鑑賞し
てもらう。

 
　販売所を増設し、入場
券の販売を促進し、全席
完売を目指す。
　ジャンルの異なる2演
目の開催を目標とする。

 
　実行委員会形式をとり、市内
事業者や公共施設の協力を得て
企画を実行した。また、チケッ
トの販売促進のため、インター
ネット販売を継続した。

 
　第73回目の「吉田兄弟コン
サート２０１６」を開催した。

　第73回入場者数：750人
　市負担金額：1,500,000円

 
　今後、一層、幅広い
層が来場できる演目と
なるよう、企画段階で
検討する必要がある。

市民ギャラリー
展示事業

（生涯学習課）

 
　市役所ギャラリーを利用し、
絵画や書道、写真、俳句などの
展示を毎月実施する。

 
　絵画、書道、写真、俳
句等偏りなく幅広い分野
の作品展示を行う。

 
　企画・運営を行う委託先を含
め、文化団体との調整を密に
行った。

 
　多様な分野の作品を展示し、
来庁者の目を楽しませた。ま
た、選挙で使用できない期間が
あったが、年13回の展示ができ
るよう企画の日程を調整した。

　出展数：302点

 
　利用できない期間が
突発的に生じた場合の
調整が必要となる。

 
　参加者型を取り入れ
るなどの工夫を検討す
る。

 
　一部の団体の既得権
益とならないよう、展
示内容を見直し、新た
な文化芸術団体の発掘
に努める。

文化祭開催事業
（生涯学習課）

 
　文化団体の日頃の活動の成果
を発表する場として文化祭を開
催する。

 
　文化団体が実行委員会
を組織し、「芸能発
表」、「作品展示」、
「各種行事」の３部構成
による文化祭を開催す
る。
　長期にわたる開催に一
体感を持たせるため、
オープニングセレモニー
を企画する。

 
　文化祭実行委員会の組織づく
りを支援するほか、補助金を交
付した。
実行委員会を構成する団体を増
加させた。

 
　日頃の団体活動の成果を発表
する場と、広く市民に文化芸術
に触れる機会を提供した。
　平成28年10月29日から11月27
日まで「芸能発表」、「作品展
示」、「各種行事」の三部構成
の文化祭を開催した。
　参加者数：7,097人
　観客者数：7,330人
　補助金額：1,300,000円

 
　様々な団体の発表の
場となっているが、参
加者･来場者の年齢層の
幅を拡大させ、また、
増加させるための工夫
が望まれる。

４　ながれやま市民文化の継承と醸成

美術活動
支援事業

（生涯学習課）

 
　美術家協会を支援し、市民へ
の美術文化の普及と親交を図
る。

 
　流山市展への補助を行
い、美術家協会の活動を
支援する。

 
　美術家協会が開催する流山市
展事業を支援するため、補助金
を交付した。

 
　美術家協会に補助金を交付
し、流山市展などの事業を補助
した。
補助金額：360,000円
市展の出品数（絵画）134点
　　　　　　　　　（133点）
市展の出品数（工芸・彫刻）
　　　　　　　　　　 18点
　　　　　　　　　 （20点）
※（　）は前年実績

 
　出品者の拡大と観覧
者の増大を図る。

 
　同事業への活動支援
を継続する。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

４　ながれやま市民文化の継承と醸成

Ａ

（評価の理由）

　幅の広い年齢の参
加者が一堂に会し
て、多彩なジャンル
の音楽を披露する場
となった。来場者数
は昨年度を下回った
ものの、新たな参加
者も得られたため。

Ａ

（評価の理由）

　市役所ロビーが使
用できない期間は他
の公共施設に会場を
移し開催した結果、
新たな客層を取り込
むことができた。ま
た、学校コンサート
を開催した。

Ａ

（評価の理由）

　高校生が舞台ス
タッフから直接舞台
技術について学ぶこ
とで、舞台芸術の面
白さや可能性を実感
する機会を提供する
ことができたことか
ら。

Ａ

（評価の理由）

　市内中学校の交流
及び音楽スキルの向
上を図ることができ
た。従来の全体練習
では時間が余る楽器
も、各パートに分か
れることにより、よ
り高い満足感が達成
できた。

　継続して市内中学校
吹奏楽部の交流を図る
とともに、音楽の専門
家からの指導を受ける
機会を提供する。専門
家からの指導について
は、今後も各パートに
分かれ、最後に全体の
合奏できるように引き
続き工夫を図る。

 
　会場が市役所ロビー
以外になった場合の運
営方法や、集客の工夫
を講じる。
　学校コンサートを今
後も継続する。

舞台ワークショッ
プ事業

　　（公民館）

　演劇やミュージカル、音楽を
はじめ照明、音響などの舞台技
術に関する体験学習の場を提供
する。

　舞台技術を学ぶ機会を
増やし、体験内容の充実
を図り、舞台芸術のおも
しろさや可能性を実感
し、今後の演劇づくりに
役立てることを目標とす
る。

　千葉県高校文化連盟演劇専門
部と文化会館舞台スタッフと文
化会館との連携により、夏休み
期間中に高校生対象の「舞台
ワークショップ」を実施。舞
台、照明、音響操作などを文化
会館の舞台スタッフから３日間
にわたり学んだ。

　舞台ワークで学んだことを
「ながれやま高校演劇フェス
ティバル」で実践した。「寄り
道」をテーマに、16の参加校が
20分のショートストーリーを上
演し、舞台、照明、音響操作の
全てを高校生が行った。一般来
場者を合わせ、850名の参加と
なった。ワークショップの成果
が、１１月に開催したバリアフ
リーの高校演劇鑑賞会にもつな
がったと考えている。

　文化会館の活性化の
ためにも、文化会館の
資源を生かし、地域の
若い人材に舞台芸術に
触れる機会、参加する
機会を今後も継続して
提供していく必要があ
る。

　継続して舞台技術を
学ぶ機会を提供する。
また、参加校が多いこ
とから、各校の顧問教
諭とこれまで以上に連
携を図る。

　市内9中学校の吹奏楽部を対
象として、文化会館ホールにて
各パートごとに練習後、全体合
奏を行った。
前回から各パートごとに分かれ
て練習したいと要望があり、講
師をそれぞれの楽器ごとに分け
練習を行った。

サロンコンサート
開催事業

（生涯学習課）

 
　毎月1回、市役所ロビー等で音
楽コンサートを実施し、市内の
音楽家の生の演奏を気軽に楽し
んでもらい、市民の文化芸術の
意識の向上を図る。

 
　新人を発掘や、出場す
ることが目標とされるよ
うなコンサートとなるよ
う運営方法等を工夫す
る。
また、市役所のロビー以
外を会場とし、新たな観
客を増やす。

 
　委託事業として、効率的かつ
質の高いコンサートを開催。
　市役所以外の会場として、６
月、８月、９月１２月及び２月
に文化会館ホールで開催した。

　文化会館の活性化の
ためにも、文化会館の
資源を生かし、地域の
若い人材が専門家から
芸術を学ぶ機会や、同
年代の仲間と「ともに
学ぶ」場を今後も継続
して提供していく必要
がある。

 
　出演者の演目を更に
多彩なものにするよう
な企画の工夫が必要が
必要である。

　市内9中学校から286名の参加
のもと、各パートごとに分かれ
て練習後、合同演奏曲の演奏を
行った。各楽器ごとに講師が教
えることができて、練習量も増
えた。また、他校の練習方法な
どを知ることができ、さらに他
校の部員との交流を図る貴重な
時間となった。

　市民の文化芸術活動を
推進する観点から、吹奏
楽を学んでいる中学生の
音楽スキルの向上及び市
内中学校の交流を図るこ
とを目標とする。

市民音楽祭
開催事業

（生涯学習課）

 
　音楽団体の練習成果の発表の
場となる音楽祭の企画・運営を
行う。

 
　出場することが目標と
される音楽祭になるよう
な内容の充実を図る。
舞台への出演だけでな
く、会議や裏方も参加団
体で役割分担する。

 
　事業を流山市音楽家協会に委
託し、参加者（団体）を公募し
事業を実施した。
　新たに市内の大学にも募集を
行った。
　会場設営等を含め、参加団体
による自主運営により開催し
た。

　
　幅広いジャンルの音楽の発表
の場を提供し、市民手作りのイ
ベントとして実施された。

【参加状況】
出演者：20団体　299人
観客数：750人

 
　文化祭や各団体の定
期演奏会など、他のコ
ンサートとの違いを明
確にし、新たな参加者
を募集する必要があ
る。

 
　様々な年代が参加で
きるような企画やＰＲ
活動を行う。また、市
内の大学の他にも幅広
く参加団体を募集す
る。

　毎回多くの観客を動員してい
る。今年度で累計335回となっ
た。

総観客数：1,470人
出演者数：　 36人
開催回数：　 12回
※市内の中学校２校･小学校１
校が参加。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

４　ながれやま市民文化の継承と醸成

Ａ

（評価の理由）

　市民に関心ある事
業を実施し、市民の
知的欲求に応えた。

Ａ

（評価の理由）

　市制50周年に合わ
せた企画展を開催し
た。

Ａ

（評価の理由）

　古文書講座を2講
座に増やし、市民に
対して知見を広める
ことができた。

Ａ

（評価の理由）

　新たに3件の市指
定文化財を指定し
た。
　遺跡に対して周
知・普及を行い、市
民に対して関心を広
めることができた。

Ａ

（評価の理由）

　区画整理事業計画
に即した発掘調査を
実施した。

Ａ

（評価の理由）

　目標とした発掘調
査報告書を刊行し
た。

　
　大規模公共事業に即
応できる発掘調査体制
について検討する。

発掘調査の整理・
報告書刊行事業

(博物館）

　発掘調査で得られた情報や出
土遺物について、記録整理、研
究分析し、報告書作成・刊行を
行う。

　整理作業３件の進捗を
図り、発掘調査報告書を
刊行する。

　区画整理事業と民間開発事業
の整理作業を行うとともに、発
掘調査報告書を執筆・刊行し
た。

[整理作業実施件数]　　　3件
[発掘調査報告書刊行数]　1件

　早期に発掘調査報告
書を刊行する。

　報告書刊行のために
整理作業期間を充分に
確保する。
　刊行計画を策定す
る。

埋蔵文化財
発掘調査事業
(博物館）

　開発行為によって消滅する可
能性がある埋蔵文化財包蔵地に
対し、事前に適切な発掘調査を
実施する。

　鰭ヶ崎・思井地区の埋
蔵文化財調査を区画整理
事業との連携を図りなが
ら遂行する。

　鰭ヶ崎・思井地区区画整理事
業地内の鰭ヶ崎三本松古墳の調
査を実施した。
　各種開発事業に伴う発掘調査
を実施した。

[発掘調査実施件数]　  　9件
[発掘調査面積]　　　4,004㎡

　大規模公共事業に対
しての体制を構築す
る。

　長期的な市史編さん
計画策定を審議会に諮
り、事業を進める。

文化財保護
推進事業

（博物館）

　文化財審議会の運営、市指定
文化財等への補助金の交付や調
査、市内の史跡試掘をはじめと
した埋蔵文化財の保護、遺跡見
学会の開催など。

　市内文化財の保護に関
する方向性を決定するた
め、指定・登録候補文化
財調査を行う。
　文化財審議会
　市指定候補文化財調査
　市内の遺跡や文化財に
対しての普及活動を進め
る。

　指定・登録候補文化財の調査
を実施し、文化財審議会を開催
した。
　鰭ヶ崎三本松古墳の現地説明
会を開催した。

[文化財審議会開催回数]  3回
[市指定候補文化財調査]  4件
[国登録有形文化財候補調査]
　　　　　　　　　　　  1件
[遺跡見学会]
鰭ヶ崎三本松古墳　　  504人
野々下金クソ遺跡　　 　67人

　増加傾向にある市指
定・国登録への要望に
対する対応。

　適正・適切な調査を
行い、文化財審議会に
諮り事業を進める。

市史編さん
活動事業

（博物館）

　流山に関する資料の収集・保
管、流山の歴史の調査・研究、
古文書の解読、市史編さん審議
会の運営、講座の開催、講師の
派遣、流山市史・流山市史研究
の刊行。

　市史刊行物の内容を諮
問するため、市史編さん
審議会を開催する。
　市民に対し、古文書講
座（2講座）を開催す
る。

　市史編さん審議会を開催し、
流山市史刊行及び方針について
意見を伺った。
　外部講師を招聘して古文書講
座を開催した。

[市史編さん審議会開催回数]
　　　　　　　　　　  　2回
[講座開催状況]
古文書講座　8回（2講座）
受講者数　207人

　流山市史研究第24号
の刊行に向けて、原稿
収集・編集など作業を
進める。
　今後の市史編さん事
業の長期的計画の見直
し・策定。

　館外活動を積極的に
進める。

企画展開催事業
（博物館）

　博物館企画展を開催する。流
山市に関する調査研究を行い、
その成果を市民に公開するため
企画展を開催し、講座などの関
連事業を実施する。

　企画展を２回開催し、
関連事業を各回実施す
る。

　市制50周年に合わせ、流山市
の歩みについての資料収集・調
査を行い、企画展を開催した。

［企画展開催回数］2回
［企画展関連事業］1事業実施

　開館40周年を控えた
企画展の計画策定。

　長期的な企画展計画
を立案する。

博物館活動事業
（博物館）

　
　資料の収集・保管、講座・講
演会・子ども教室の開催等の教
育・普及など、各分野の事業を
実施する。

市民向けの博物館講座
　　　　　　　1講座
小中学生対象の博物館子
ども教室　毎月／12回
大人の講座　　3講座
を開催する。
　また、流山市に関する
資料を収集する。

　歴史や自然、伝統芸能につい
て学ぶことができる講座を実施
した。
　市民からの寄贈依頼に対して
は、迅速・適正な対応を心がけ
た。

［講座開催回数］
　市民向け講座１講座　  1回
　博物館子ども教室　　 16回
　大人講座3講座　　　 　3回
［講座参加人数］　　  806人
［資料収集件数・点数］
　　　　　　　　 9件　159点

　博物館活動の活性化
を目的とした、流山の
歴史・自然を活かした
講座を計画する。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

４　ながれやま市民文化の継承と醸成

Ｂ

（評価の理由）

　収蔵施設の維持・
管理に努めた。
　恒久的な収蔵施設
への検討を進めた。

Ａ

（評価の理由）

　新たに指定となっ
た文化財への標柱を
設置した。

Ｂ

（評価の理由）

　報告書刊行に向け
た整理作業を進め
た。

Ａ

（評価の理由）

　学校の要望に応え
実施したため。

Ａ

（評価の理由）

　適切な補助金の交
付により、地域文化
の活動を支援でき
た。

Ａ

（評価の理由）

　今年度の古文書解
読は、難しい資料も
ある中で、概ね目標
とした数を達成し
た。

　各保存団体内での行
事の伝承についての検
討・見直し。

古文書解読
編さん事業
(博物館）

　収集した古文書の整理・解読
を行う。

　
　古文書の整理・登録作
業を進め、未解読史料約
1,000点の解読を行う。

　古文書解読者を確保し、古文
書の整理・登録作業、解読を進
めた。

　整理・登録・解読した古文書
は、1,097点である。

　古文書の解読数の増
加。

　古文書解読者の養
成。

地域文化の
まちづくり事業

(博物館）

　地域文化活動を支援する。 　市指定無形民俗文化財
の実施に際し、行事の保
存団体3団体を支援す
る。

　市指定無形民俗文化財保存団
体に補助金を交付した。国登録
有形文化財の修理に補助金を交
付した。

　市指定無形民俗文化財3行事
の実施に際し、行事の保存団体
3団体に補助金を交付した。

　社会情勢の変化によ
り、伝統的行事の内容
に微妙な変化が生まれ
ている。

　本事業の職員体制の
増強を目指す。

学校への出前授業
事業

(博物館）

　小学校３年生の社会科単元
「かわってきた人々のくらし」
や歴史授業に対応して、学校で
授業を行う。

　学校教育部と連携して
学校への出前授業を行
う。

　各学校と調整を計り、出前授
業用の博物館資料を準備した。

[出前授業実施数]　　   19校
[出前授業受講者数]　1,178人

　歴史・自然・総合学
習への学校連携を進め
る。

　校長会等での各学校
への広報活動を行う。

受託発掘調査
報告書刊行事業

(博物館）

　民間開発に伴い受託した発掘
調査の記録写真や図面、出土遺
物の整理作業を進め、発見され
た遺跡の情報を研究し、調査成
果をまとめて報告書を執筆・刊
行する。

　受託調査１件の出土遺
物や作業の遺構図面の整
理作業を進める。

　受託調査１件の発掘調査報告
書刊行に向けて、原稿・挿図・
図版の版下調整作業を行った。

[整理作業実施件数]　1件 　受託発掘調査報告書
を定期的に刊行する。

　市有施設の有効活用
を踏まえ、常・仮設を
問わず施設の確保に努
める。

文化財看板設置及
び建替事業
（博物館）

　
　市内の国・県・市の指定を受
けた文化財や周知が必要な文化
財・記念物の説明看板や表示標
柱を設置する。また設置した説
明板の維持管理を行う。

　看板移設１件と新たに
指定となった文化財への
説明板を設置する。

　新規の指定となった記念物2
件についての標柱を設置した。

[看板移設]　1件
[標柱新設]　2件

　指定文化財を周知す
るための説明看板の設
置を進める。

　ＳＮＳを利用した文
化財周知への取り組み
について研究する。

埋蔵文化財整理
室・収蔵施設

管理事業
（博物館）

　埋蔵文化財整理室・収蔵庫を
維持管理し、必要に応じて修繕
し、整理作業員が円滑に作業を
進められる環境をつくる。出土
遺物を適正に収納し、図面・写
真類の適切な保管場所をつく
る。

　埋蔵文化財整理室・収
蔵庫を管理する。
・整理室　3件
(2棟＋3教室）
・収蔵庫　9件
(7棟＋2教室）

　整理室の警備業務を委託し、
施設移動や修繕を行った。

[保守警備委託契約継続数]2件
　施設管理のための小破修繕を
行った。

　継続的な埋蔵文化財
整理室・収蔵庫の確保
　整理・収蔵場所の統
合
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

Ａ

（評価の理由）
　恒例の行事として広
く市民に定着してきて
おり、参加者も大勢の
参加でにぎわった。

Ａ

（評価の理由）
　恒例の行事として広
く市民に定着してきて
おり、参加者も大勢の
参加でにぎわった。

Ａ

（評価の理由）
　多くの団体の協力に
より、第25回流山ロー
ドレース大会をはじ
め、各種大会は特に大
きなトラブルもなく成
功裏に終わった。

Ａ

（評価の理由）
 利用団体のマナーに
ついては、適切な利用
がなされていた。
　電気料金の周知につ
いて説明会を行った。

Ａ

（評価の理由）
　研修会を実施し、資
質の向上が図れた。
　生涯スポーツ指導者
の人材を発掘し新規委
嘱者を確保した。

　
　市内のスポーツ団体
へ学校施設の利用制度
を周知していく。

生涯スポーツ
指導者の育成と

活用事業
　（スポーツ振興

課）

　市教育委員会で委嘱した生涯
スポーツ指導者の資質向上のた
めの研修会を開催する。市民が
体力や年齢、技術、趣味及び目
的に応じた適切な指導が受けら
れ、健康・体力の保持・増進を
図る。

　
　スポーツ推進委員・
コミュニティスポーツ
リーダーの新規確保。

　
　スポーツ推進委員研修会、コ
ミュニティスポーツリーダーの人
材発掘及び研修会を実施した。

委嘱
　スポ推:新規１名委嘱
　コミスポ:継続で４９名委嘱
研修会
　スポ推：1回
　コミスポ：2回

　コミュニティスポーツ
リーダーの高齢化。

　引き続きコミュニ
ティスポーツリーダー
の新規リーダー確保の
ため健康ジョギング講
習会の参加者を増やす
ようＰＲに努める。

学校体育施設利用
促進事業

　（スポーツ振興
課）

　地域住民のスポーツ活動に供
するため学校体育施設の開放を
図る。

　利用団体へのマナー
改善の徹底を図る。
　電気料金相当分の徴
収について利用者に対
して理解を求める。

　
　引き続き他団体等と調整のう
え、学校側及び利用許可条件どお
り適切に利用できるよう指導を
行った。
　また、一部のマナーの悪い団体
への改善指導。地域住民へ配慮し
た。
　電気料金相当分の徴収について
は、利用団体に周知していった。

　利用者（スポーツ活動団体）
は他団体等との調整、利用許可
条件どおり適切な利用がなされ
た。
　団体使用件数：13,523件
　登録団体数：230団体
　電気料金の周知については、
説明会で理解を求めた。

　学校施設の利用促進をさ
らに進め、生涯スポーツの
振興を目指す。

　
　健康ジョギング講習
会について広報等でＰ
Ｒすることで新たな参
加者を増やしていく。
　ウォータービクスに
ついては、夏の暑い時
期に集中して開催する
など検討する。

スポーツ講習会・
大会開催事業

（スポーツ振興
課）

　
　市民体育大会や流山ロード
レース大会を開催するほか、軽
スポーツ体験会等を開催し、ス
ポーツ活動の場を提供する。

　
　市民の参加する各大
会及び講習会の開催の
際は安全対策に万全を
期し、多くの市民の参
加を確保する。

　
　大会や講習会は、誰もが参加し
やすくなるよう広報等においてＰ
Ｒした。
　大会の運営については、ＡＥ
Ｄ、熱中症指標計を使用し、参加
者へ注意喚起した。

［流山ロードレース大会］
　参加人数：4,030人
［市民体育大会］
　参加人数：5,045人
［県民体育大会］
　参加人数：299人
［少年スポーツ指導者講習会］
　参加人数：78人
［ダブルダッチ講習会＆軽ス
ポーツ体験会］
　参加人数：161人
［夏季巡回ラジオ体操］
　参加人数：2,091人

　引き続き安全で魅力ある
イベントの実施。

　引き続き、安全対策
を万全にし、魅力ある
スポーツイベントを通
じてスポーツ振興を
図っていく。

　広報紙やＨＰ等への掲載や、チ
ラシ等によるＰＲをした。

［コミュニティスポーツの
　　　　　　　　　　つどい］
　開催回数：25回
　（うち雨天中止5回）
　参加人数1,002人

[コミュニティスポーツ
　　　　　　フェスティバル]
　参加人数183人

　コミュニティスポーツ
リーダーが中心になって行
うイベントについては、高
齢世代の参加者が主になっ
ており、多世代の参加者を
促し、参加しやすい企画と
なるように努める。

　広報・チラシ・フェ
スティバルを通じてコ
ミュニティスポーツ
リーダーの活動を紹介
し市民に広げていく。

５　スポーツ活動の基盤づくり

みんなの
スポーツ活動

推進事業
（スポーツ振興

課）

　誰でも気軽に楽しくスポーツ
活動に親しめるよう、コミュニ
ティスポーツフェスティバルや
コミュニティスポーツのつどい
等を開催する。

　生涯スポーツを推進
するため、各種事業に
おいて多世代の参加者
を確保する。

健康・体力づくり
活動事業

（スポーツ振興
課）

　
　市民の健康保持・増進と体力
向上のため、いつからでも参加
できるプログラムの場の提供を
する。

　毎週日曜早朝開催の
健康ジョギング講習会
及び夏季にウォーター
ビクス講習会を開催
し、市民がいつからで
も参加できる場の提供
をし、新たな参加者を
確保する。

　健康ジョギング講習会やウォー
タービクス講習会を行う。
　また、広報紙やＨＰ等への掲載
や、チラシ等によるＰＲをした。

［健康ジョギング講習会］
　開催回数：232回
　参加人数：12,697人

［ウォータービクス講習会］
　開催回数：8回
　参加人数：239人

　多世代の方に健康ジョギ
ング講習会をＰＲする。
ウォータービクス講習会に
ついては、昨年度よりも参
加者が減少したため、開催
内容を見直す。
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事業名 事業内容 本年度の目標 目標達成のための取組内容 取組結果 評価・理由 今後の課題 改善策

５　スポーツ活動の基盤づくり

Ａ

（評価の理由）
　老朽化が進む施設が
多いため、今後も施設
の点検をこまめに行う
必要がある。

Ａ

（評価の理由）
　利用者の目線に立っ
て快適なスポーツ環境
を提供した。

Ａ

（評価の理由）
　利用者に安全･快適
なプール環境を提供で
きた。

Ａ

（評価の理由）
　市民の日頃のスポー
ツ活動に加え、各種ス
ポーツ大会やトップア
スリートの試合開催、
各種文化イベントの誘
致・開催に繋げてい
る。

Ｂ

（評価の理由）
　開発手続き及び実施
設計、スポーツフィー
ルド造成工事を完了さ
せた。
　しかしながら、地盤
の状況が想定以上に悪
く、造成に時間が掛
かった。また、本体整
備工事において地盤改
良が必要となった。

　平成30年4月のオープ
ンに向けて、全体スケ
ジュールの見直しを行
う。

スポーツフィール
ド整備事業

（スポーツ振興
課）

　本事業は新川耕地スポーツ
フィールドを売却し、移転して
規模を拡大、機能を充実させた
スポーツフィールドを整備す
る。平成26年度は移転先整備に
関する計画を取りまとめ、平成
27年度は移転先用地の公募選定
を行うとともに、用地の購入と
建設に向けた測量調査等を行
い、28年度は実施設計と開発手
続きを行い、建設に着手し、平
成30年4月の供用開始を目指
す。

　新たなスポーツ
フィールドは、大人の
サッカー場2面程度の多
目的広場と駐車場、調
整池、緑地を整備す
る。今年度は、平成30
年4月のオープンに向け
て、用地の購入、実施
設計、開発手続きを進
める。

　新スポーツフィールドを1日も
早く市民に提供できるよう、移転
先用地の購入手続きの進捗に併せ
て建設に向けた調査・設計を進め
た。

　新スポーツフィールドの移転
先用地を購入し、平成２８年９
月から着手した造成工事に合わ
せて開発手続き及び実施設計を
完了させた。
　

　スポーツフィールドの基
礎となる造成工事において
地盤の状況が想定以上に悪
く、時間がかかってしまっ
たため、グラウンド整備、
道路整備等を行う本体工事
への着手が遅れてしまっ
た。

　今年度、社会体育施
設の個別施設計画を策
定する予定であること
から、その中で今後の
施設のあり方について
検討する。

市民総合体育館備
品等整備事業

　（スポーツ振興
課）

　平成28年4月の開館に併せ、
平成27年度はスポーツ活動及び
日頃の利用に必要な各種備品等
を購入するとともに、平成28年
度は各種文化事業を効果的に実
施するための映像に関する備品
及び施設改善を図るための備品
を購入する。

　各種文化事業の開催
に関する備品及び市民
のスポーツ活動に必要
となる備品を購入す
る。

　利用者や専門業者、指定管理者
の意見を聞きながら必要となる備
品を購入していった。

　文化活動に必要となるプロ
ジェクター及びスクリーン等を
購入した。
　また、メインアリーナ及びサ
ブアリーナの壁の隙間に卓球
ボールが入ってしまうことから
防球ネットを購入した。

　備品の適切な維持管理と
更新。

　モニタリングや利用
者アンケート等を通じ
て、利用者ニーズを把
握し、備品の適切な維
持管理並びに、今後の
備品購入の検討を図
る。

北部市民プール改
修整備事業（ス
ポーツ振興課）

　老朽化したプールろ過装置を
取替え、水質を適正に維持し利
用者の保健衛生の向上を図る。

　引き続き、安全性に
配慮した維持管理に努
める。

　プール全体の点検を行い、安
全・快適に利用できるよう施設を
良好な状態に保った。

　老朽化したプールろ過装置を
交換し、利用者に安全なプール
環境を提供した。

　施設自体が老朽化してい
ることから、今後の維持管
理が検討課題である。

　利用者が快適に利用
できるようさらに安全
管理を徹底し、引き続
き、施設の点検を行い
計画的に修繕に努めて
いく。

流山市民総合体育
館指定管理者事業
（新）（スポーツ

振興課）

　キッコーマン アリーナに、
民間の創意工夫やノウハウを活
用する指定管理者制度を導入す
ることで効率的かつ質の高い公
共サービスを提供する。

　引き続き、利用者の
利便性、ニーズに迅速
に対応できる体制強化
を図る。

　指定管理者によるキッコーマン
アリーナの管理の他、指定管理者
による自主事業も盛んに行った。

　指定管理者を通じて、利用者
に安全で快適なスポーツ環境を
提供した。

　利用者の利便性、ニーズ
に迅速に対応できる体制強
化を図る。

　今後も市民から寄せ
られた意見に対し、対
応策を指定管理者と協
議していく。

体育施設管理事業
　（スポーツ振興

課）

　体育施設の効率的な管理を行
うとともに利用者サービスの向
上を図るため、体育施設を指定
管理及び業務委託をする。

　
　体育施設を円滑に運
営し、利用者に安全で
快適に利用してもらう
ため、施設の維持管理
を行う。

　
　体育施設の点検をこまめに行
い、計画的に修繕工事を行った。

　修繕等を行い適正な施設の維
持管理に努めた。

　老朽化している体育施設
の修繕が増加している。
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Ａ

（評価の理由）

　新たな施設を整備
したことにより、需
要の増加に対応し
て、適切な保育環境
を確保することがで
きた。

Ａ

（評価の理由）

　指定管理者のモニ
タリングにおける満
足度調査の結果、多
くの利用者から「満
足」「どちらかとい
えば満足」との回答
を得ており、順調に
運営が行われた。

　学童クラブを運営する指定管
理者に対して「障害児童受入れ
に伴う業務委託料」及び「保育
料減免に伴う補填金」の支出す
る。
学童クラブの支援員・補助員に
対して「学童クラブ支援員・補
助員研修会」を実施する。

・障害児童受入れに伴う業務委
託料…10,648,500円（上半期：
20人分・下半期：19人分）
・保育料減免に伴う補填金…
9,332,040円（上半期：97人
分・下半期：88人分）
・学童クラブ支援員・補助員研
修会…淑徳大学柏女教授を講師
に「放課後児童クラブ運営指
針」について研修会を開催し
た。

　学童クラブの需要が
今後も増加していく中
で、適切な保育運営を
確保していく必要があ
る。

　研修の充実を図るな
ど、指定管理者と協働
で適切な保育運営を確
保していく。

　南流山小学校区で
は、校舎増築工事と合
わせて、「あすなろ学
童クラブ」を改修し、
定員増を図る。
おおたかの森小学校区
では、新たな施設整備
に向けた設計業務を実
施する。
八木北小学校区では、
学童クラブが使用する
教室にエアコンを設置
する。

学童保育
運営事業

（教育総務課）

　適切な学童クラブの運営を確
保するため、学童クラブを運営
する指定管理者に対して「障害
児童受入れに伴う業務委託料」
及び「保育料減免に伴う補填
金」の支出や支援員・補助員に
対する研修等を実施する。

　学童クラブの入所児童
の増加に対応しながら、
指定管理者と協働で適切
な保育運営を確保してい
く。

６　安心して子供が健やかに生まれ育つ環境づくり

学童クラブ
施設整備事業

（教育総務課）

　児童数と需要の増加に対応し
て、適切な保育環境を確保して
いくため、計画的に学童クラブ
施設を整備する。

　流山小学校区及び小山
小学校区に新たな学童ク
ラブ施設を整備する。

　流山小学校区に新たな施設を
整備するため、用地取得・設計
業務・建設工事を実施する。
また、小山小学校区に新たな学
童クラブを整備するため、校舎
増築と合わせて建設工事を実施
する。

　流山小学校区において学校隣
接地に定員60名の「第２おおぞ
ら学童」を整備するとともに、
小山小学校区において増築校舎
内にそれぞれ定員50名の「第３
おおたかの森ルーム」「第４お
おたかの森ルーム」を整備し、
平成２９年度から開設した。

　計画的に施設整備を
進めるとともに、教室
の活用も図り、児童数
と需要の増加に対応し
て適切な保育環境を確
保していく必要があ
る。
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学 識 経 験 者 の 意 見 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条第 1 項の規定に基づき、教育に関し学識経験を有する方 2 名を点検評価委員に委嘱した。 
以下は、点検評価委員からの意見である。 
 

 

１ 全体評価 

  それぞれの所管課において、各種の施策が発展的、継続的に行われるとともに、社会変化を見据えた新規事業にも着手されていることに敬意を表する。 

  特に、キッコーマンアリーナをはじめ、おおたかの森に公民館や図書館が新設され、生涯学習の基盤整備が一段と進んでいることは、市民にとって非常に有意義なことである。

  また、指定管理者やＮＰＯ、ボランティアなどと連携した事業が展開されるとともに、補導センター補導員連絡協議会や学校警察連絡協議会・地域社会が連携して青少年を守

り育てるといった官民共働の施策が推進されていることは、生涯学習社会の構築と更なる発展に大いに役立つものと思われる。今後も、体制強化を図りながら施策の推進に努め

ていただきたい。 

  

２ 個別事業評価 

（１）基盤・学習機会整備事業 

   基盤・学習機会整備事業の内容で、成人式のみの記載となっているが、他の事項についての記載もあってよいのではないか。もし、他の事項について記載することがなけれ

ば、事業名の変更を検討されてはいかがか。 

  基盤整備や学習機会の整備は、他のすべての事業を網羅するものであると思われる。 

（２）特別企画展事業 

   市制施行５０周年を記念して実施された後藤純男画伯の作品展を観覧した、他市在住の方が非常に感激され、流山市民がうらやましいと感想を述べていた。今後も何らかの

機会を捉え、市外の方も足を運ぶような、良質で内容の深い事業を展開され、流山市の発展と知名度アップを図られたい。 

（３）家庭教育事業 

   近年、乳幼児などを虐待により死に至らしめる事件が頻発している。このような世情の中にあって、家庭教育事業が継続して実施されていることは、非常に心強いものがあ

る。今後も新たな開設場所の拡大を図りながら、参加者の拡大にも努められたい。 

（４）青少年主張大会運営事業 

   今後、対象者の枠を小学生高学年にまで拡大し、早期から自己の考え方や物の見方などを聴衆の前で発表し、これからの人生に向けての自信を深めさせることも大切ではな

いかと思われる。難しい面もあると思われるが、一考していただければありがたい。 

（５）青少年社会環境浄化事業 

   全国的に見て、青少年が被害を蒙る事件が頻発している。子供たちを取り巻く社会環境は、ますます劣悪の方向に進んでいる。このような状況の中で、地域全体の眼で子ど

も達の安全をしっかり見守ることが重要となっている。 

  今後も社会環境浄化事業を進められるとともに、さらに地域住民と一体となった活動の輪を広げられ、事業展開の充実に努めていただきたい。 

（６）市民芸術劇場事業 

   １つのジャンルに偏らない演目を広範に取り入れることが大切である。事業実施当初のような子ども向けの物をはじめ、交響曲の演奏や歌舞伎、能、和太鼓など日本の伝統

芸能なども視野に入れて企画されることも必要であると思われる。 

（７）図書館資料購入事業 

   読書活動推進計画を策定し、それに基づいたブックスタート事業が推進され、幼児期からいつでもどこでも本に触れる機会が整えられていることは、非常に喜ばしいことで

ある。幼いうちから読書の大切さを育むことができる方策を引き続き推進され、事業の拡大に努められたい。 
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３．評価表の形式や表現について 

（１）高校・大学との連携による学習充実事業の拡大に向けて、東大柏キャンパスの関係者と接触を図った時の反応について触れていただくと良いのではないか。 

（２）ゆうゆう大学の定員適正化の根拠となったものは何かを示すべきではないか。 

（３）それぞれの分野で行われている、具体的な事業名や行事名などが記載されることを望みます。（例えば、博物館活動事業や地域文化のまちづくり事業など） 

（４）体育施設管理事業で、指定管理者などに委託している施設名を明記することにより、市内全域の施設が一目瞭然となり、今後の適正配置にも役立つと思われる。 

（５）図書館資料購入事業で、対前年度との増減が示されているが、数値で示せるものについては、他の事業でも取り入れて増減理由を明らかにするなど、全体的な統一を図られ

てはいかがか。 

（６）地域文化のまちづくり事業の今後の課題で、伝統的行事の内容に微妙な変化が生じているということであるが、それがどのような変化であるのか、具体的な内容を示され、

今後どのような方策を立てられるのかを表記されてはいかがか。 

 
 

点検評価委員  今関 博 
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１ 全体評価 
  所轄する主要事業１００のうち、Ａ評価が９５事業、Ｂ評価が５事業と、達成率が全体で９５％に及んでおり、昨年度を上回る高い達成率である。関係各部署のご努力の成果と高く評価

したい。Ｂ評価であった事業については、原因を的確に究明し、事業の意義や目的を明確にし、事業の存続や廃止も含めて改善に努めていただきたい。 
  同様に、Ａ評価であった事業についても、事業の自己評価とその評価内容や理由を吟味し、課題を明確にするとともに、対策や改善を着実に実行実現できるよう今後とも取り組んでいた

だきたい。 
  学校教育の充実という視点では、新学習指導要領への対応に関する研修や特別支援教育に関連した教職員研修の充実を図るとともに、若い子育て世代の大幅な転入に伴い、幼児教育の充

実とともに、就学支援事業の拡大なども検討していただきたい。 
  学校や生涯学習センター、図書館といった市の施設の維持管理については、経年劣化などその維持管理費用が今後も相当額増大すると思われる。安心安全を第一に、優先度とその根拠を

明確にし、計画的、継続的かつ効率的に今後も維持管理に取り組んでいくことをお願いする。 
  つくばエクスプレスの開通以来、急速な人口増により、子育て世代の転入超過とともに、高齢者も増加の一途をたどっている。生涯学習や学校教育の充実は、ますます重要な施策となっ

てきている。学校教育と生涯学習の教育施策に基づき、教育委員会が所管する事業全てを前年度踏襲主義に陥らず、絶えず基本理念に基づき、多様な視点で見直し改善し、充実させていく

ことが大切と考える。今後とも、「都心から一番近い森の街」、「母になるなら、流山市」に違わぬ街づくり、さらには「年を取るなら、流山市」をめざし、生涯学習の充実と学校教育の充

実を図っていただきたい。 
 
２ 個別事業評価 
 
（１）０歳児を子育て中の親向けの講座（公民館） 

毎回希望者が多数で、抽選漏れも出るほど盛況な事業。子育て世代が急増する中、ニーズを的確にとらえた事業と評価したい。今後は事業リサーチを十分に行い、内容の充実を目指し

ながら事業の拡大も図っていただきたい。 
（２）図書館資料購入事業（図書館） 

児童書の充実を図った当該事業は、児童の登録数が前年度比２７．４％増と、効果が著しい。引き続き充実させていただきたい。 
（３）図書館夜間・祝日開館事業（図書館） 

午後７時から８時の利用者数も少ないことから、見直してよいのではないか。 
（４）入学準備金貸付事業（教育総務課） 
   相談件数４件に対して申請数０件という結果であった。以前勤務していた高校では、高校入学に際し、入学式までに入学準備金が払えないとの問い合わせが毎年数件あった。保護者の

努力により、何とか納入し無事入学しているという実態がある。子どもの貧困が社会問題となっている昨今、違和感を覚えた。貸付を受けたい家庭が本当になかったのか、受けたくても

制度上無理ではなかったのか。この結果を的確に分析していただきたい。利用しやすい制度なのか、周知は徹底されていたのか。制度の内容が保護者の実態に即し、容易に貸付を受けら

れる制度となっているかなど、制度内容を精査し、保護者の実態に即した貸付制度となるよう事業の改善を図っていただきたい。併せて、深刻な経済状態の家庭向け、一定条件のもとで

の給付制度も検討していただきたい。 
（５）小学校教育総務施設管理事業及び中学校教育総務施設管理事業等（教育総務課） 
   学校施設を維持管理する諸事業に関しては、学校現場でのコスト削減への教職員、児童生徒が一体となった取り組みが重要なことはもちろんであるが、コスト削減のあまり、学校が児

童生徒を危険にさらす場となってはならない。日常の安全点検を十分に行い、危険個所については迅速に対応し、安全を確保しなければならない。必要な予算措置を確保し、児童生徒が

心身ともに健康で安心安全な学校生活が送れるよう施設設備環境の整備を最優先に今後も引き続き取り組んでいただきたい。 
（６）学校保健健診事業 
   未受診の児童生徒には諸事情があると思われる。未受診者０をめざし、受診できずにいる児童生徒への適切な対応を今後も行っていただきたい。 
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（７）子どもたちの米作り体験モデル事業（指導課） 
   Ｂ評価。評価・理由として、高齢化による指導者の確保や耕地の減少があげられている。事業の目的や異議を再確認するとともに、他の事業への転換など、事業そのものを見直しを図

ってもよいのではないか。 
（８）博物館事業について 
   埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業及び受託発掘調査報告書刊行事業についてはＢ評価であるが、市の文化遺産の発掘や保護は重要な文化事業である。今後も予算確保に務め、維持

管理の推進をお願いする。 
   また、地域文化のまちづくり事業についても、地域の伝統行事や祭礼など、文化遺産としての価値を踏まえ、今後も支援の在り方を検討し、拡充と保護に努めてほしい。 
（９）スポーツフィールド整備事業（スポーツ振興課） 
   Ｂ評価。地盤状況が悪い影響で工事が遅延。平成３０年４月オープンに向けて、鋭意努力されたい。 
 
３ 評価表の形式や表現について 
  事業によっては、具体的数値が記載されていないものがあるので、事業への参加者数など、数値等で記載できるものは可能な限り数値等を記載していただきたい。 
   
 

 
点検評価委員  千田 茂夫 
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