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１ 

は  じ  め  に 

 

 江田島市教育委員会では，「島から世界へ～豊かな教育・文化を創造し，人が

輝くまちづくり～」という目標を掲げ，各事業に取り組んでいます。 

 平成２０年４月に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

の一部改正により，教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いて，毎年，教育委員会自らが点検・評価を行うことになりました。併せて学

識経験を有する者の知見を活用する観点から外部評価をし，その結果に関する

報告を市議会に提出するとともに公表することが義務づけられました。 

 このことから，江田島市教育委員会におきましても，平成２１年６月に「江

田島市教育委員会外部評価委員会設置要綱」を定め，第１回目として平成２０

年度分事業について点検・評価を実施しました。その報告書を昨年の１２月市

議会に提出し，ホームページ等を通じて市民へ公表を行いました。そして本年，

第２回目として，平成２１年度分事業について点検・評価を行いました。 

江田島市教育委員会で掲げた目標の実現のために，教育行政サービスの質の

向上とともにコスト削減等の効率化を進めていきます。そのために，外部評価

委員の意見を取り入れながら，事務・事業の点検及び評価を行い，教育行政の

基本理念である教育の機会均等，教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた

教育のための施策等を積極的に展開してまいりますので，江田島市教育行政に

一層のご理解とご協力をお願いします。 

 

  平成２２年１１月 

 

 

                       江田島市教育委員会 

 



２ 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに関関関関するするするする事務事務事務事務のののの点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

    

１ 評価の対象とする事業 

本市教育委員会では，別紙事業一覧表に記載の事業を対象に，評価シートを

作成し，事業評価シートを基に担当課による自己評価を行った。 

２ 評価シートの記入について 

（１）事業の評価 

①必要性 

現在の市民ニーズや社会経済情勢に照らして，事業の必要性があるかど 

うか，状況の変化に対応しているかどうかを評価した。 

②有効性 

施策や運営方針，市で策定した総合計画の目的の実現にどの程度寄与 

しているかを評価した。 

③経済・効率性 

事業のコストがかかりすぎていないか，最小の経費で最大の効果を発揮 

しているかなど，経済性の面から評価した。また，事務作業に無駄がない 

か，更なる効率化が図れないかを評価した。 

④目標達成度 

   目標の達成状況を評価した。併せて，目標の設定水準が適切かどうか検 

討した。 

 

  ●総合評価 

   事業の各評価項目を勘案し，総合的に評価を行った。 

総合評価のランク 

A 優れた取組が多く，十分成果が上がっている。 

B 優れた取組がいくつかあり，成果が上がっている。 

C 成果が十分に上がっておらず，改善の余地が多い。 

D 成果がほとんど上がっておらず，抜本的な見直しが必要がある。 

 

（２）考察 

  各評価項目の今後の課題や抱えている問題点などについて，事業全体の視

点から捉えた総合的なコメントを記入した。 

（３）事業の方向性 

  今後，どのように事業を進めるかを選択した。 



事　　業　　名 担当課 備　考

1 教育委員会運営事業 学校教育課

2 事務局一般管理事業 学校教育課

3 学校教育振興一般事業 学校教育課

4 就学指導事業 学校教育課

5 国際教育事業 学校教育課

6 教員住宅管理事業 学校教育課

7 学校再編事業 学校教育課

8 通学支援事業 学校教育課

9 学校情報通信技術環境整備事業 学校教育課

10 小学校管理運営事業 学校教育課

11 小学校施設管理事業 学校教育課

12 小学校施設整備事業 学校教育課

13 小学校教育振興一般事業 学校教育課

14 小学校就学援助奨励費事業 学校教育課

15 江田島小学校新築事業 学校教育課

16 中学校管理運営事業 学校教育課

17 中学校施設管理事業 学校教育課

18 中学校施設整備事業 学校教育課

19 中学校教育振興一般事業 学校教育課

20 中学校就学援助奨励費事業 学校教育課

21 幼稚園運営事業 学校教育課

22 給食センター管理運営事業 学校給食共同調理場

23 江田島市奨学金事業 学校教育課

24 社会教育活動一般事業 生涯学習課

25 成人式開催事業 生涯学習課

26 青少年育成事業 生涯学習課

27 生涯学習推進事業 生涯学習課

28 教育集会所維持管理事業 生涯学習課

29 放課後児童健全育成事業 生涯学習課

30 文化振興一般事業 生涯学習課

31 歴史資料館灘尾記念文庫管理運営事業 生涯学習課

32 文化祭・芸術祭開催事業 生涯学習課

33 公民館管理運営事業 生涯学習課

34 図書館管理運営事業 図書館

35 人権教育啓発事業 生涯学習課

36 文化財保存・保護事業 生涯学習課

37 学びの館管理運営事業 生涯学習課

38 自然環境体験学習交流館管理運営事業 生涯学習課

39 市民スポーツ振興事業 生涯学習課

40 スポーツ施設管理運営事業 生涯学習課

事　業　一　覧　表
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Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 109 114 232

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算

うち一般財源等（千円） 109 114 232

人件費　　　（千円）　　 1,644 1,697 1,714

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

決　算　額　 1,753

教育委員会 回 16

1,811

15 15

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

外部評価委員会 回 0 2 4

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

　教育委員会を１５回開催し，学校教育の充実やスポーツ・文化活動の向上のた
め諸課題に取り組む。
　また，外部評価委員会を設置し，教育委員会に関する事務・事業についての点
検・評価を行い，より効果的な教育行政の推進に資する。

事業の内容・目的

教育委員会運営事業

事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

学校教育課

平成２１年度

事務事業名 担当課

4

□　あまり寄与していない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　十分寄与する ■　概ね寄与する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　外部評価委員会の評価を受け，市民の方に教育委員会の傍聴に来ていただけるよう
に，ホームページに会議録の公開・次回の開催についてのお知らせを掲載し，教育委員
会に関心を深めていただくよう，一般に公開した。
　委員の資質の向上のため，研修会等に参加及び，先進地視察を行い時代に即した教育
行政を推進する。
外部評価委員会による，点検・評価を受けその結果を議会に報告し市民に公表した。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　できていない

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見

　ホームページ等で議事録の開示を行う
など，前回の意見を反映させている点は
良い。傍聴者の数が増えるような取り組
みを継続してほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

4



平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 事務局一般管理事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的

　本市の施策方針及び，教育行政施策が円滑に進めるように教育委員会事務局全
般の施設・事務を効率的に管理し，経費削減等を図る。
　市内の学生に対し就学機会の拡充及び，充実を図り豊かな教育を育むため奨学
金を貸与する。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 8,812 30,180

人件費　　　（千円）　　 1,026 2,554

51,700
うち一般財源等（千円） 8,812 30,180 51,700

Ｈ２２年度（予定）

旧学校施設修繕 旧学校施設修繕

決　算　額　 8,812 31,206

事務機器修繕

公用車管理 公用車管理 公用車管理

奨学金繰出金 千円 607 20,259 40,100

単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績

□　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

名　　称

□　増加 ■　横ばい

5

□　減少 □　かなり減少

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　施設・事務等の効率的管理のため，公用車・事務機の一括管理でコストを削減する。
　奨学金については，教育の振興及び，社会に有用な人材育成のため，広く公平に貸付
事業が行えるよう奨学金貸付の充実を図る。また，継続的に貸付が行えるよう，滞納整
理など基金の維持に取組む。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

評価委員意見

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

総合評価

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する ■　概ね寄与する □　あまり寄与していない

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　増加 ■　横ばい

□　できていない

□　休止，廃止を検討する

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

　経費の削減がかなり進んでおり，これ
以上，というのは難しいのではないか。
自己評価のとおり，現状のまま継続的な
取り組みをしてほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

5



平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 学校教育振興一般事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的
　小中学校における教育環境の整備，学力向上への取り組みなどを行いより良い
教育を振興する。教育委員会事務局が小・中学校の教育振興のため，教育諸条件
や環境の整備を行う。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 25,511 31,388 29,397
うち一般財源等（千円） 21,975 21,684 27,579

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 25,511 31,388

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

結核対策委員会 回 1 1

千円 10,514 10,487 10,432

1
キャリアスタートウイー
ク参加人数 人 186 165 176

情報機器等リース料 千円 10,626 10,626 9,811

各種負担金及び補助金

スクールガードリーダー 人 1 1 1

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）
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■　十分寄与する □　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　国の交付金を利用し，理科備品・武道具などの整備を行うことで，平成23年度から実
施される新学習指導要領に対応した整備をすることができた。中学生における５日間連
続の職場体験の実施や，特別支援教育においては学生ボランティアの活用を行い，キャ
リア教育や特別支援教育の充実に努めた。今後も，継続事業として取り組みたい。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見
　今後も，キャリア教育・自主研究グ
ループ等への補助金の交付を継続し，よ
り成果が出るよう指導をしてほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価
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平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 就学指導事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的

　視力・聴力などについて就学前の児童を対象に検査を行い，小学校入学前児童
の心身状態の把握をして入学後のスムーズな環境適応を図る。
　また，特別支援の必要な児童生徒について就学指導委員会を開催し，適切な就
学指導を行う。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 45 33 178
うち一般財源等（千円） 45 33 178

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 45 33

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

就学児健診 回 13 12 12

就学指導委員会 回 2 2 2

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）
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■　十分寄与する □　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　就学児健診については，幼稚園及び保育園と連携し対象児全員に実施できている。
　適切な就学及び支援について専門家の意見を聞くための就学指導委員会を開催してい
る。
　特別な支援を必要とする児童生徒を把握するための教育相談を実施しきめ細やかな就
学指導に心がけている。
　少しでも早い段階で対象児を把握できるよう，福祉部門で実施されている5歳児検診等
と連携を図っているがさらなる連携強化が必要と思われる。

事業の
方向性

■　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

■　十分できている □　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見

　保育園や福祉保健部との連携は良く
なっており，特別な支援を必要とする児
童の把握に役立っている。就学指導につ
いて保護者の理解が得られるようさらな
る取り組みをしてほしい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

7



　幅広い言語に関する能力や国際感覚を養い，英語の発音や表現力に慣れ親し
み，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するため，小中学校
にALTを配置する。

事業の内容・目的

国際教育事業

事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

学校教育課

平成２１年度

事務事業名 担当課

□　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

■　増加 □　横ばい □　減少

ＡＬＴ 人 2 2 2

決　算　額　 10,017 10,017

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

うち一般財源等（千円） 10,017 10,017 10,752

人件費　　　（千円）　　 0 0 0
事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 10,017 10,017 10,752

8

評価委員意見

　江田島市はすでに小学校の外国語指導
に取り組んでおり，平成２３年度からの
外国語必修化にもスムーズに対応できる
と思う。今後はさらに内容の充実を図
り，子ども達のコミュニケーション力の
向上に努めてほしい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

■　十分できている □　できている □　あまりできていない □　できていない

□　十分寄与する ■　概ね寄与する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　今日的課題として英語力と同時に，国際コミュニケーション力も要求されてきてお
り，小学校の５・６年生で外国語が必修となるため，ＡＬＴの役割，必要性が増加する
と思われる。円滑に授業を行うために通年及び複数同じＡＬＴを配置したいが，業者及
びＡＬＴの都合により年度途中で交代することがある。

事業の
方向性

■　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

■　増加 □　横ばい □　減少

□　あまり寄与していない □　できていない

8



　江田島市内の小・中学校に在職する教員で、遠距離からの通勤など住居に困窮
している者に対し住居を提供し福利厚生の充実を図っている。

17,197 15,936

事業の内容・目的

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 教員住宅管理事業 担当課 学校教育課

0 0 0
事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 15,874

Ｈ２２年度（予定）

16

16

16

16入居可能部屋数

うち一般財源等（千円） 15,874 17,197 15,936

人件費　　　（千円）　　

決　算　額　 15,874 17,197

Ｈ２０年度実績名　　称 単位

16

部屋

部屋

入居数 16

事業実績・成果
（指標）

□　かなり減少

Ｈ２１年度実績

□　増加 ■　横ばい □　減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

9

□　十分寄与する ■　概ね寄与する □　あまり寄与していない

□　かなり減少

□　できていない

□　あまりできていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少

事
業
の
評
価

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　教員の入退居に関しては、小・中学校と連携し、空き室が出ないよう対応し、老朽化
した設備の修繕を行って施設の維持管理に努める必要がある。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　できていない

評価委員意見

　近年の状況を見ると，住宅の維持管理
や入退居に関しては学校との連携がとれ
ていると思う。今後は，教職員住宅へ入
居できなかった教員に対して，民間の住
宅や空き家の紹介，特に勤務の短い臨時
採用の教員には丁寧な対応を求める。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

9



平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 学校再編事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的
　学校の小規模化に対応し，学校教育の充実と活性化を図るため，学校統合検討
委員会の答申に基づき学校規模の適正化に取り組む。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 3,980 1,337 0
うち一般財源等（千円） 3,980 1,337 0

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 3,980 1,337

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

学校数 校 15 13 13

統合検討委員会 回 4 4 0

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

10

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

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

■　十分できている □　できている □　あまりできていない

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　学校統合検討委員会を開催し，全市的な視野から検討を進め，第2次答申が出された。
今後，答申により学校統合を進める必要がある。
　平成22年度は，統合予定の学校や審議会がないため，予算計上は行っていない。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見
　学校の統廃合については，引き続き統
合検討委員会の答申を尊重しながら推進
してほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

10



平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 通学支援事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的
　遠距離通学となった児童・生徒に対しスクールバスの運行やバス定期券の支給
を目的とする

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 27,227 37,634 49,055
うち一般財源等（千円） 20,462 37,634 49,023

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 27,227 37,634

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）
路線バス・スクールバス
利用人数 人 427 455 440

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

11

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

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　切串中学校・大君小学校の統合により，新たに補助を行った。予算規模は増えてお
り，統合により，ここ数年間でさらに支出増も考えられる。
　しかしながら，将来的には児童・生徒数が減少することからいずれは減少していくと
見込まれる。

事業の
方向性

■　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見
　スクールバスは現在支障なく運行して
いる。今後も事故がないよう運行に最大
限配慮してほしい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価
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平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 学校情報通信技術環境整備事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的
　学校において，電子機器等情報通信技術環境を整備することにより，児童生徒
の知識・理解の定着，関心・意欲及び思考力・判断力の向上を図る。（単年度事
業）

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 20,811
うち一般財源等（千円） 10,864

人件費　　　（千円）　　 0

決　算　額　 20,811

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

デジタルテレビ 台 16

電子黒板 台 13

校務用コンピュータ 台 154

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

12

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

■　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　文部科学省の進めるスクールニューディール政策に伴い，国の臨時交付金・大型補正
予算等を活用し，小中学校に電子機器の整備を行った。今後は，有効活用に向け，指
導・研修の充実を図っていく。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見
　補助を受けて整備した設備は効果が発
揮できるよう，今後しっかりと活用して
いってほしい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価
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平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 小学校管理運営事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的
　小学校において，安全で円滑な学校運営・管理をするため，計費を学校規模等
に応じて配分している。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 54,163 45,245 112,550
うち一般財源等（千円） 54,054 41,965 107,047

人件費　　　（千円）　　 20,539 33,556 56,395

決　算　額　 54,163 45,245

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

市費講師数 人 9 8 8

児童健康診断 人 1,084 1,047 1,040

光熱水費 千円 19,501 18,370 22,978

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

13

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

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　学校の教育力向上のため，学習支援・専門教科指導等に市費講師を活用し，今後も充
実をはかっていきたい。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見

　市費講師の活用については特別支援教
育や複式学級の授業の一部解消に必要な
ため，継続してほしい。その際，経験豊
富な退職した教職員を採用する等，講師
の採用は柔軟に行ってほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価
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必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

大古小学校図書室空調増
設工事

飛渡瀬小学校コンクリー
ト片落下修繕

切串小学校外プールろ過
装置修繕

飛渡瀬小学校特別支援教
室改修工事

柿浦小学校手洗い場修繕
大古小学校外消防設備修
繕

飛渡瀬小学校女子トイレ
ブース取替

大古小学校防球フェン
ス・角樋修繕

切串小学校屋内運動場玄
関庇天井修繕

柿浦小学校照明修繕

柿浦小学校一階廊下照明
修繕

柿浦小学校理科室黒板灯
修繕

鹿川小学校屋内運動場蛍
光ランプ取替

鹿川小学校屋内運動場床
修繕
高田小学校石灰庫設置修
繕

中町小学校体育倉庫他修
繕

江田島小学校名板修繕

柿浦小学校階段手摺修繕事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

一式修繕工事

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 24,075 30,645

21,099
うち一般財源等（千円） 24,075 30,645 20,165

事業の内容・目的
　江田島市内の小学校児童が安全で快適な学校生活を行うため、校舎等の維持管
理のため設備の修繕等を行っている。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 24,075 30,645

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 小学校施設管理事業 担当課 学校教育課

14

□　できていない

総合評価

事
業
の
評
価 □　できていない

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　学校運営を円滑に行うためにも、適切な修繕工事等を行う必要がある。
　プール設備及び消防設備等の老朽化に伴い、修繕必要箇所が増加しているため、予算
措置も含めて適切な施設管理を行う必要がある。

事業の
方向性

■　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている

評価委員意見

■　できている □　あまりできていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

　修繕の必要な個所は優先順位をつける
などして，適宜修繕を行ってほしい。財
政の都合上全てに対応するのは難しいか
もしれないが，児童の安全のためにも予
算をしっかり確保できるよう努力してほ
しい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

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

14



一式

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

耐震補強工事

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

人件費　　　（千円）　　 0 0

決　算　額　 0

135,750
うち一般財源等（千円） 0 30,936

事業の内容・目的
　江田島市内の小学校児童が安全で快適な学校生活を行うため、耐震補強等の工
事を行い施設の耐震化を図っている。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 0

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 小学校施設整備事業 担当課 学校教育課

繰越 柿浦小学校屋内運動場耐
震補強工事（繰越）
中町小学校屋内運動場耐
震補強工事

15

評価委員意見
　児童の安全のためにも、学校施設の耐
震補強は計画的に進めていってほしい。

□　あまり寄与していない □　できていない

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　十分寄与する ■　概ね寄与する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　耐震１次診断の結果を踏まえ、適切な耐震補強工事等を行う必要がある。
　学校の統廃合計画を踏まえて、施設整備を進める必要がある。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

15



平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 小学校教育振興一般事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的 小学校の教育振興のため，教材・図書・備品などの整備を行う。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 5,690 5,675 6,079
うち一般財源等（千円） 5,690 5,675 6,079

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 5,690 5,675

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

消耗品費 千円 5,115 5,093 5,086

備品購入費 千円 575 582 993

■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増加

16

■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

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

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　休止，廃止を検討する

■　十分できている □　できている □　あまりできていない □　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　増加

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察 平成23年度新学習指導要領の実施・教科用図書の新規採択に向け充実を図りたい。

事業の
方向性

■　さらに重点化する

評価委員意見
　教材等はどうしても必要になるものな
ので，より良い効果が望めるよう整備を
進めていってほしい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

16



事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 8,218 7,965 8,838
うち一般財源等（千円） 7,562 7,809 8,540

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 8,218 7,965

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

要保護児童 人 8 6 9

準要保護児童 人 134 133 144

特別支援教育児童 人 6 10 9

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

平成２１年度

事務事業名 担当課

 経済的理由により就学困難と認められる児童の保護者に対し必要な援助を行い，
義務教育の円滑な実施に資する。また，特別支援学級に就学する児童の保護者の
経済負担を軽減するため，負担能力に応じて必要な援助を行い特別支援教育の振
興に資する。

事業の内容・目的

小学校就学援助奨励費事業

事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

学校教育課

17

□　あまり寄与していない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

■　十分できている □　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　認定児童数は横ばいだが，全体の児童数が減少しているため補助率は上がっている。
昨今の経済情勢により，対象者が増加する可能性があるので，困窮家庭への必要な支援
及び制度を周知させるための広報を充実させていきたい。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　できていない

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

■　十分寄与する □　概ね寄与する

評価委員意見

　就学援助を必要としている家庭が制度
を知らなかったということがないよう，
広報等を活用した制度の周知を工夫して
もらいたい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

17



　児童が安全で快適な学校生活を行うため、江田島小学校の校舎を新築移転し、
老朽化した校舎を解体する。

902,679 110,372

事業の内容・目的

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 江田島小学校新築事業 担当課 学校教育課

0 0 0
事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 216,851

Ｈ２２年度（予定）

解体工事建設工事小学校建設工事

うち一般財源等（千円） 51,819 388,222 31,561

人件費　　　（千円）　　

決　算　額　 216,851 902,679

Ｈ２０年度実績名　　称 単位

建設工事

事業実績・成果
（指標）

□　かなり減少

Ｈ２１年度実績

□　増加 ■　横ばい □　減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）
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□　十分寄与する ■　概ね寄与する □　あまり寄与していない

□　かなり減少

□　できていない

□　あまりできていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少

事
業
の
評
価

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　概ね計画通りに進んでおり、平成22年度には旧校舎を解体し、借地である土地を国へ
返還する。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　できていない

評価委員意見
　このまま，計画通り進めていってほし
い。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

18



平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 中学校管理運営事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的
　中学校において，安全で円滑な学校運営・管理をするため，計費を学校規模等
に応じて配分している。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 34,009 30,308 35,852
うち一般財源等（千円） 33,948 29,828 35,758

人件費　　　（千円）　　 23,485 24,424 26,773

決　算　額　 57,494 54,732

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

市費講師数 人 11 4 8

生徒健康診断 人 549 536 542

光熱水費 千円 13,948 12,505 13,656

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

19

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

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　学校統合に伴い，全体の管理費用が減少している。学校の教育力向上のため，学習支
援・専門教科指導等に市費講師を活用し，今後も充実をはかっていきたい。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見

　市費講師を活用し，特別支援や学力向
上に役立ててほしい。その際，経験豊富
な退職した教職員を採用する等，講師の
採用は柔軟に行ってほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

19



必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

大柿中学校ガス漏れ修繕 江田島中学校ガラス修繕 大柿中学校消防設備修繕

能美中学校手摺等設置工
事

三高中学校屋内運動場入
口ガラス修繕

江田島中学校消防設備修
繕

江田島市内中学校名板修
繕

江田島中学校スクリーン
修繕

能美中学校教室鍵修繕
切串中学校プールろ過装
置修繕

三高中学校消防設備修繕

能美中学校廊下手洗い場
修繕

江田島中学校屋上スピー
カー修繕

能美中学校解放廊下修繕

能美中学校特別支援教室
電気修繕

三高中学校高圧幹線ケー
ブル不良改修
江田島中学校バスケット
ゴール修繕

能美中学校プールろ過装
置修繕

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

一式修繕工事

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 11,082 7,873

10,379
うち一般財源等（千円） 11,082 7,873 8,460

事業の内容・目的
　江田島市内の中学校生徒が安全で快適な学校生活を行うため、校舎等の維持管
理のため設備の修繕等を行っている。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 11,082 7,873

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 中学校施設管理事業 担当課 学校教育課

20

□　できていない

総合評価

事
業
の
評
価 □　できていない

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　学校運営を円滑に行うためにも、適切な修繕工事等を行う必要がある。
　プール設備及び消防設備等の老朽化に伴い、修繕必要箇所が増加しているため、予算
措置も含めて適切な施設管理を行う必要がある。

事業の
方向性

■　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている

評価委員意見

■　できている □　あまりできていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

　修繕の必要な個所は優先順位をつける
などして，適宜修繕を行ってほしい。財
政の都合上全てに対応するのは難しいか
もしれないが，生徒の安全のためにも予
算をしっかり確保できるよう努力してほ
しい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

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

20



　江田島市内の中学校生徒が安全で快適な学校生活を行うため、耐震補強等の工
事を行い施設の耐震化を図っている。

Ｈ２２年度（予定）

うち一般財源等（千円） 100,131 0

事業の内容・目的

決　算　額　

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

中学校施設整備事業

事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

学校教育課

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増加

事業実績・成果
（指標）

平成２１年度

事務事業名 担当課

696,059

□　かなり減少

中学校施設整備

■　横ばい □　減少

44,368

人件費　　　（千円）　　
事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算

696,059

Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 0 201,100

0

繰越 大柿中学校南校舎耐震改
修工事一式

Ｈ２１年度実績

0 0

（中学校建設事業）

0

21

□　増加

□　できていない

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　十分寄与する

考察
　耐震1次診断の結果を踏まえ、適切な耐震補強工事等を行う必要がある。
　同時に学校の統廃合計画を踏まえて、施設整備を進める必要がある。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　休止，廃止を検討する

評価委員意見
　小学校の施設整備と同様に，生徒の安
全のため計画的に進めてほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

■　概ね寄与する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　かなり減少

江　田　島　市　教　育　委　員　会

□　あまり寄与していない

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　できていない

□　事業の縮小を検討する

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

□　十分できている ■　できている

■　横ばい □　減少

□　あまりできていない

事
業
の
評
価

21



平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 中学校教育振興一般事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的 中学校の教育振興のため，教材・図書・備品などの整備を行う。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 4,334 4,330 4,528
うち一般財源等（千円） 4,334 4,330 4,528

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 4,334 4,330

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

消耗品費 千円 3,759 3,707 3,538

備品購入費 千円 574 623 990

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）
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■　十分寄与する □　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

■　十分できている □　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察 平成２４年度新学習指導要領の実施・教科用図書の新規採択に向け充実を図りたい。

事業の
方向性

■　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見
　小学校教育振興一般事業と同様に進め
ていってほしい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価
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平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 中学校就学援助奨励費事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的

  経済的理由により就学困難と認められる生徒の保護者に対し必要な援助を行
い，義務教育の円滑な実施に資する。また，特別支援学級に就学する生徒の保護
者の経済的負担を軽減するため，負担能力に応じて必要な援助を行い特別支援教
育の振興に資する。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 6,050 6,143 7,226
うち一般財源等（千円） 5,998 6,074 6,782

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 6,050 6,143

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

要保護生徒 人 8 5 8

準要保護生徒 人 67 78 72

特別支援教育生徒 人 2 4 5

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）
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■　十分寄与する □　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

■　十分できている □　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
　平成２１年度は平成２０年度に比べて認定生徒が多くなっている。昨今の経済情勢に
より，対象者が増加する可能性があるので，困窮家庭への必要な支援及び制度を周知さ
せるための広報を充実させていきたい。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

評価委員意見

　就学援助を必要としている家庭が制度
を知らなかったということがないよう，
広報等を活用し，制度の周知を工夫して
もらいたい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価
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平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 幼稚園運営事業 担当課 学校教育課

事業の内容・目的
　幼児を保育し，就学前の幼児教育を行う。幼児が安全に遊べるよう遊具等を修
繕し，図書などを充実させ幼児の心身の発達に資する環境を維持する。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 2,648 2,089 5,330
うち一般財源等（千円） 2,648 2,089 5,330

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 2,648 2,089

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

児童数 人 51 47 39

□　増加 □　横ばい ■　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）
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□　十分寄与する ■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 □　横ばい ■　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

  市内に幼稚園が1園しかなく，利用者が限られた地域で構成されている。
  市内の保育園では，年中以上の子供については親の就労の有無に係らず受け入れてい
ることや，幼稚園・保育園の教育内容の整合性，適切な規模の子ども集団を保ち育ちの
場を確保するため福祉保健部と教育委員会が協議をし，就学前の取り組みを進める必要
がある。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない □　できていない

評価委員意見
　統合検討委員会の答申も踏まえて，運
営についても計画的に進めてほしい。

□　現状のまま継続する

■　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価
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事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 139,026 137,817 156,920
うち一般財源等（千円） 62,022 63,659 66,673

人件費　　　（千円）　　 55,381 57,379 72,020

決　算　額　 194,407 195,196

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

給食配食数 食 363,115 327,844 -

賄材料費 千円 82,132 79,687 89,588

給食運営委員会 回 0 1 1

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

平成２１年度

事務事業名 担当課

　市内の各共同調理場の管理・運営を行い，江田島市内の各小中学校・幼稚園・
保育園に安全でおいしい給食を供給する。

事業の内容・目的

給食センター管理運営事業

事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

学校給食共同調理場
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□　あまり寄与していない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　年々厳しくなる衛生基準を満たすため，施設整備，衛生管理業務を充実させていきた
い。
　食材の購入は入札を行うことでコストを抑えている。それとは別に，地場産物を活用
した地産地消の取り組みも増やしていきたい。
　給食の運搬業務を民間委託で実施しているが，効率的な運営を目指しさらに業務改善
の必要がある。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　できていない

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

■　十分寄与する □　概ね寄与する

評価委員意見
　安全安心な給食の提供を続けながら，
地場産物の活用などの取り組みも充実さ
せていってほしい。

□　現状のまま継続する

■　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

25



事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 0 20,000 40,000
うち一般財源等（千円）

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

決　算　額　 0 20,000

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

新規貸付者 人 30 30

26,263 24,298

23

継続貸付者 人 52 62 60

17,714 9,490

年間貸付額 千円 48,390 54,752 45,286

年間償還額 千円 22,606

寄附金等収入額 千円 608 265 150

年度開始時現金残高 千円 42,890

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

平成２１年度

事務事業名 担当課

　江田島市に住所を有する人の子弟のうち，経済的理由により就学の困難な者に
対し学資の貸付を行い、教育の振興及び将来社会に有用な人材の育成を図る。
　また，卒業後一年を経過した者からの償還に係る庶務を行う。

事業の内容・目的

江田島市奨学金事業

事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

学校教育課

26

□　あまり寄与していない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　必要性は、新規申請者数からみてもほぼ横ばいといえる。有効性については、現在の
経済状況から奨学金を希望する家庭も多いため概ね寄与している。事務の効率性につい
ては、奨学金システムを導入していないため紙媒体とエクセルで管理しているが、業務
に支障はない。目標達成度としては、希望者全員に対しての貸付の決定をし、就学の助
けとなっているため、ほぼできている。
　しかし、今後の事業の方向性としては、奨学金基金の状況から貸付金額、人数の調整
が必要な点、高等学校等が無償化になる点などから、見直しが必要である。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　できていない

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　十分寄与する ■　概ね寄与する

評価委員意見

　今後は，高校の無償化や，私大，国公
立大の進学割合の変化など，奨学金の需
要にも変化が出ると思うが，事業の見直
しをしながらも成果が出るように継続し
てほしい。

□　現状のまま継続する

■　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

26



社会教育活動一般事業

事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

生涯学習課

平成２１年度

事務事業名 担当課

　青少年教育に関する事項や，社会教育関係団体・社会教育指導員その他関係者
に対して，助言と指導を行う。

事業の内容・目的

□　減少 □　かなり減少□　増加 ■　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

社会教育研究大会 回 1

1社会教育委員会 回 1

2

329

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

1

2

823

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 342 329 824

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算

うち一般財源等（千円） 342 329

決　算　額　 342
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□　減少 □　かなり減少

□　あまり寄与していない □　できていない

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　増加 ■　横ばい

□　見直しのうえ継続する

■　できている □　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分寄与する ■　概ね寄与する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　社会教育委員会開催に際しては，各社会教育事業についての事業実績及び事業計画の
報告を行い，意見を聞いている。
　また，社会教育委員の資質の向上を図るため，各種研究会等に積極的に参加していた
だく必要がある。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見
　市の社会教育の推進のために，社会教
育委員の資質の向上を目指し，研修等を
より充実させてほしい。

■　現状のまま継続する

□　休止，廃止を検討する

□　事業の縮小を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　あまりできていない

27



□　減少 □　かなり減少□　増加 ■　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

成人式(新成人)出席者 人 193 194 170

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

決　算　額　 1,307 1,153

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

1,432
うち一般財源等（千円） 1,307 1,153 1,432

事業の内容・目的
　新成人への激励と祝福をし，新成人が関わってきた方々への感謝の気持ちと郷
土への愛着心を醸成することを目的とし，新成人・来賓・招待者等を成人の日に
招き，成人式典・記念行事・記念品贈呈等を行う。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 1,307 1,153

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 成人式開催事業 担当課 生涯学習課
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考察

　出席率は年度により変動はあるものの，ほぼ横ばい（６０～７０％）で推移してい
る。他市ではマスコミ等で騒動が取り上げられているところもあるが，本市においては
厳粛に執り行われている。また，新成人も式の運営に関わるように取り組んでいく必要
がある。（進学・就職で運営に限度があるのを考慮する必要がある。）

□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見
　最終的には新成人が式の運営に係るよ
う取り組みを工夫してほしい。

□　現状のまま継続する

■　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

Ｂ
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□　減少 □　かなり減少□　増加 ■　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

市ＰＴＡ連合会 回 1 1 1

3 3

生涯学習事業で実施 2 1パイオニアスピリットセ
ミナー 回

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

青少年芸術鑑賞 回 2 2 2

市子ども会（部会イベン
ト）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

回 3

決　算　額　 2,648 2,867

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

2,773
うち一般財源等（千円） 2,648 2,867 2,773

事業の内容・目的

　青少年芸術鑑賞は，演劇鑑賞等を通じて，芸術的・文化的なものへの興味・関
心の向上を図る。
　パイオニアスピリットセミナーは，研修を通じて，リーダーシップやコミュニ
ケーション能力等の資質向上を目指す。
　補助金は，学校教育活動以外での活動を支援する。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 2,648 2,867

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 青少年育成事業 担当課 生涯学習課

29

考察
　各事業年々定着しており，継続実施が望まれている。今後，市子ども会連合会につい
ては，ジュニアリーダーズの設立がなされたため，各事業においての運営に保護者の積
極的な参加を含めた活動展開・促進を図っていく必要がある。

□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見

　地域の人がどれだけイベントに参加す
るかは，事業の成果にも関わってくる。
より地域の人の参加が望めるよう事業の
充実を図ってほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

29



□　減少 □　かなり減少□　増加 ■　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

子育てサポート講座 回 3 3 2

1 1

19 11 14家庭教育支援総合推進事
業 箇所

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

パイオニアスピリット 回 1 青少年育成で実施 青少年育成で実施

生涯学習講演会

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

回 1

決　算　額　 913 555

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

1,983
うち一般財源等（千円） 913 555 1,983

事業の内容・目的

　家庭教育等は，親子でふれあうことにより，ともに感動する心を養うと同時
に，家庭でのコミュニケーションを促進させ，教育力の向上を図る。
生涯学習講演会を開催し，市民が人生を心豊かに，また前向きに生きていけるよ
う学習意欲を高める。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 913 555

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 生涯学習推進事業 担当課 生涯学習課

30

考察

　家庭教育では，楽しく自信を持って子育てを行える環境づくりを推進する必要があ
る。
　また，生涯学習講演会では，市民一人ひとりが生き生きと前向きな生活が送れるテー
マを選考して開催する必要がある。

□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

■　さらに重点化する

評価委員意見
　事業の継続と中身の充実を図ってほし
い。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない
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□　減少 ■　かなり減少□　増加 □　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

融光会館使用団体数 団体 1 1 1

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

決　算　額　 1,796 1,618

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

1,910
うち一般財源等（千円） 1,796 1,618 1,910

事業の内容・目的
　住民の自主的な社会教育活動の場を提供するため，楠田会館・融光会館の施設
管理を行う。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 1,796 1,618

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 教育集会所維持管理事業 担当課 生涯学習課

31

考察
　融光会館については，市民の使用状況も特定団体の使用が主である。
　楠田会館については，平成２１年度も使用者がいない状況であるので，利用促進に努
める必要がある。

□　減少 ■　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見

　目的にあった使用を促進するととも
に，適切な管理を徹底してほしい。使用
実態を考慮して，建物の使用目的を変更
することも検討してはどうか。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている □　できている □　あまりできていない ■　できていない

■　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

■　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　できている □　あまりできていない

□　増加 □　横ばい

□　概ね寄与する □　あまり寄与していない ■　できていない
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□　減少 □　かなり減少■　増加 □　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

土曜日の開所 各クラブにより7回から
11回

毎月１回（8月除く）
程度開所

262 209 244登録児童数（延数） 人

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

放課後児童クラブ数 箇所 9 9 9

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

決　算　額　 28,633 36,217

人件費　　　（千円）　　 26,557 33,462 35,560

3,538
うち一般財源等（千円） 2,076 2,755 3,538

事業の内容・目的
　昼間，保護者のいない家庭の児童の遊びや生活指導を行い，児童の健全育成及
び福祉の増進を図る。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 2,076 2,755

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 放課後児童健全育成事業 担当課 生涯学習課

32

考察

　児童１０名～１２名で１名の児童厚生員を配置し，障害児の受入れの際には，必要で
あれば児童厚生員を加配配置している。
　クラブの円滑な運営には，児童厚生員のスキルアップを図るため，各種研修会への参
加や職員研修会の開催を促進していく必要がある。

□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見

　情報交換等の会議が行われているな
ど，成果が上がっている。放課後児童ク
ラブの目的に沿って事業を継続していっ
てほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

■　増加 □　横ばい

□　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない
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□　減少 □　かなり減少□　増加 ■　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

江田島伝統芸能保存会補
助 千円 200 196 186

3 3 3市文化協会主催イベント 回

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

けんみん文化祭出演団体 団体 8 9 10

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

決　算　額　 2,016 999

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

977
うち一般財源等（千円） 2,016 999 977

事業の内容・目的 　江田島伝統芸能保存会へ補助金を交付し，文化の振興・発展に資する。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 2,016 999

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 文化振興一般事業 担当課 生涯学習課

33

考察
　市文化協会では，舞台芸能部門と作品部門の発表会を年１回ずつ行い文化振興を図っ
ている。今後，更に地域交流を進めていく必要がある。

□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見
　活動内容を多くの人に知ってもらえる
よう情報を発信し，参加者が増えるよう
に事業を継続してほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない
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□　減少 □　かなり減少□　増加 ■　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）
歴史資料の展示（来館者
数） 人 658 459 500

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

決　算　額　 2,948 2,952

人件費　　　（千円）　　 2,033 2,073 2,063

1,034
うち一般財源等（千円） 915 879 1,022

事業の内容・目的 　歴史的な物についての，保存・展示・解読を行う。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 915 879

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 歴史資料館灘尾記念文庫管理運営事業 担当課 生涯学習課

34

考察
　保存している古文書を解読し，本の発刊・販売等を行い，皆に親しんでいただけるよ
う事業展開を行っている。今後は，施設のＰＲ等を行うとともに，利用促進を図ってい
く必要がある。

□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見

　古文書の解読やその内容の発刊，販売
などの取り組みは良いと思う。あとは来
館者数が増えるよう活動をＰＲしていっ
てほしい。

□　現状のまま継続する

■　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい

□　概ね寄与する ■　あまり寄与していない □　できていない
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■　減少 □　かなり減少

体験学習（漆芸）

□　増加 □　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

文化公演会 回 1 1 生涯学習推進へ一元化

4 2日

4 4

3 4

1 1

2市美術展 日

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

江田島市美術展実行委員会 回 5 5 5

日 0

3

ミニコンサート

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

回 4

特別展示

決　算　額　 2,016 1,643

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

1,056
うち一般財源等（千円） 2,016 1,643 1,056

事業の内容・目的 　江田島市の文化芸術の発展と，市民の文化意識高揚を目的とする。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 2,016 1,643

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 文化祭・芸術祭開催事業 担当課 生涯学習課

35

考察
　文化の日を中心とした事業として，年々定着してきたが，今後は，市美展の出品数の
少ない部門の再考・検討を図り，市民の文化芸術高揚を目指す必要がある。また，職員
減に伴い，他事業との効率化も含め，一元化できるか検討していく必要がある。

■　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見

　イベントへの参加者が固定化されてい
るように思う。公民館活動との連携や，
地域の人が参加するような工夫をし，新
しく参加する人が増えるよう取り組んで
ほしい。

□　現状のまま継続する

■　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 □　横ばい

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない
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□　減少 □　かなり減少

主催講座数等（大柿地
区〉

□　増加 ■　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

主催講座数等（江田島地
区） 回 28 16 20

5 10回

18 20

83,722 85,818

19 20

86,000公民館利用者数 人

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

公民館利用件数 件 6,689 6,753 7,000

回 21

8

主催講座数等（能美地
区）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

回 18
主催講座数等（沖美地
区）

決　算　額　 58,992 66,222

人件費　　　（千円）　　 12,650 12,704 24,101

60,283
うち一般財源等（千円） 46,342 52,947 57,813

事業の内容・目的
　主に，公民館設置地区ごとの住民を対象に，定期講座の開催・講演会・展示会
等の実施や文化団体の育成等を行い，住民の教養の向上・健康増進・情操の純化
を図り，生活文化の振興・社会福祉の増進に寄与する。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 46,342 53,518

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名
公民館管理運営事業

（公民館活動事業を含む）
担当課 生涯学習課

36

考察

　公民館１１館のうち，６館の開館時間が午前中のみで出張所が併設されているため，
なかなか公民館事業に取り組めないため状況であり，主催講座が開けずほぼ自主グルー
プの活動のみとなっている。
　高齢者の利用割合が多く，若い市民の利用が多くなるような企画が必要。

□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見
　公民館の役割を再確認し，主催事業の
充実を図ってほしい。

□　現状のまま継続する

■　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

36



必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

江田島図書館主催事業 回 66 79 80

能美図書館主催事業 回 94 94 90

利用者数（能美） 人 16,200 15,627 16,000

利用者数（大柿） 人 3,112 3,500

2

利用者数（江田島） 人 16,243 15,908 16,000

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

図書館協議会 回 1 1

人件費　　　（千円）　　 13,654 13,010 14,386

決　算　額　 30,190 29,186

29,260
うち一般財源等（千円） 16,536 16,176 18,760

事業の内容・目的
　地域の教育力の拠点となる施設等の整備とネットワーク化のため，主催事業，
蔵書の充実，多様化するニーズへの対応を図るとともに，ボランティアの育成等
を通じて，市民とより近い図書館を目指す。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 16,536 16,176

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 図書館管理運営事業 担当課 図書館

37

評価委員意見

　今後も，良質な図書の整備など図書館
としての機能を充実させてほしい。
　また，それを地域の人が利用しやすい
よう，図書館主催の取り組みをさらに工
夫してほしい。

■　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察

　市内に２館（江田島・能美）あり，人口減少が続く中，利用者数等横ばいで推移して
いる。このことは，厳しい財政状況の中，各図書館の地域へ積極的な事業（企画・乳幼
児・老人福祉施設等）を展開していることが結果として表れ始めていると考えられる。
特に，能美図書館は，資料整理など今後の市の文化芸術の向上のための地道な活動も実
施しており継続実施が望まれる。多様化するネットワーク化に対応するため，システム
の更新を図る時期にあるので，ハード面での整備も検討・実施する必要がある。蔵書を
充実させることは財政事情に関係なく継続する必要性がある。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

■　十分できている □　できている □　あまりできていない □　できていない

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

■　増加 □　横ばい □　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する □　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない
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□　減少 □　かなり減少□　増加 ■　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

人権作品募集 点 617 551 560

1 1 1人権問題講演会 回

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）
ふれあいフューマンコン
サート 回 1 1 1

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

決　算　額　 1,795 1,700

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

2,101
うち一般財源等（千円） 1,795 1,700 2,101

事業の内容・目的

　広く市民を対象に，人権をテーマに活動している方たちによる講演会やコン
サート等を開催したり，児童・生徒の人権感覚を育むため，人権をテーマとした
作品を募集し人権教育や啓発の資料として広く活用して，「お互いの権利を認め
会い，助け合う社会」の実現を目指す。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 1,795 1,700

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 人権教育啓発事業 担当課 生涯学習課

38

考察

　人権作品募集については，児童・生徒に，身近な人権課題の再認識を促し，啓発資料
としての活用は，大人たちへの強いメッセージと成り得る。
　また，講演会やコンサートは，人権感覚を高めたり，豊かな人権感覚をもった人づく
りを目指し，今後も開催する必要がある。

□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

■　さらに重点化する

評価委員意見
　重要な問題であるため，他課とも連携
し全市的な取り組みをしてほしい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない

□　増加 ■　横ばい

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない
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□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事
業

□　増加 ■　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

古文書解読講座 回 5 5 5

1 1冊

2 1

3 1

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

3文化財保護委員研修会 回

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

文化財保護委員会 回 1 1 5

1

天然記念物保存事業

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

箇所 1

古文書資料の発刊

決　算　額　 348 637

人件費　　　（千円）　　 0 0

556
うち一般財源等（千円） 348 637 556

事業の内容・目的 　文化財の保護及び保存や，古文書等の解説を行い市民に親しんでもらう。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 348 637

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 文化財保存・保護事業 担当課 生涯学習課

39

考察

　古民具整理については，現在旧沖中学校体育館に集めいるものの整理を進めていき，
今後解説等を行い，展示できるようにしていく。
　古文書の解読を今後も進めていき，市民に親しんで頂けるよう，資料の翻字・発刊を
行う必要がある。

□　十分寄与する

事業の
方向性

■　さらに重点化する

評価委員意見

　文化財に関してＰＲが不足しているよ
うに思う。公民館活動などを通じて興味
を持ってもらうなど，取り組みを工夫し
てほしい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている □　できている ■　あまりできていない

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない
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■　減少 □　かなり減少□　増加 □　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

煎茶参加者 人 524 344 400

1 1

5,376 7,192 9,200学びの館来館者 人

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

ものづくり事業参加 人 372 271 300

学びの館運営委員会

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

回

決　算　額　 3,609 3,738

人件費　　　（千円）　　 1,936 1,994 2,136

2,024
うち一般財源等（千円） 1,673 1,714 2,024

事業の内容・目的
歴史資料等の常設展示や，昔の遊びや竹細工など捜索体験学習の教室の開設を行
い，歴史・民族資料等の収集，保管，展示並びに一般展示や体験学習を通じて知
識を深める。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 1,673 1,744

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 学びの館管理運営事業 担当課 生涯学習課

40

考察
　入館者及び利用者の増加を図るため，定期的に展示物の交換や体験学習の充実や，広
報活動を行っていく必要がある。

■　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

□　十分寄与する

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見

　来館者数は増加しているが，活動内容
をＰＲしてほしい。体験学習も幅広い世
代が参加できるようなプログラムを考え
てほしい。

□　現状のまま継続する

■　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　増加 □　横ばい

■　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

40



□　減少 □　かなり減少■　増加 □　横ばい

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

事業実績・成果
（指標）

自然環境体験学習館利用
者数 人 3,762 5,017 5,500

2

1 1 1自然体験教室開催 回

Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）
大柿自然環境学習交流館
運営委員会 回 1 1

里海学習推進事業

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績

校

決　算　額　 10,142 14,644

人件費　　　（千円）　　 5,432 5,443 5,574

13,134
うち一般財源等（千円） 4,710 9,201 9,555

事業の内容・目的
　市内小学生を対象とした自然体験教室の実施や，一般見学者や生徒の受入れを
行い，自然環境についての体験学習及び生涯学習の場として活用する。

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算 Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 4,710 9,201

平成２１年度
事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

事務事業名 自然環境体験学習交流館管理運営事業 担当課 生涯学習課

41

考察
　観察会・研修会・夏休みの自然・科学体験教室や教職員教室や教職員研修の場とし
て，市内外から多くの利用者が訪れている。また，学校・児童クラブへの出前講座も行
い，市内小中学校との連携を図り，理化研究・理数教育の推進していく必要がある。

□　減少 □　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　十分寄与する

事業の
方向性

■　さらに重点化する

評価委員意見

　職員の努力により，取り組みの成果が
出て活動が広く知られてきている。人員
的にも設備的にもさらに充実させて，江
田島市の代表的な事業として発展させて
ほしい。

□　現状のまま継続する

□　見直しのうえ継続する

□　事業の縮小を検討する

江　田　島　市　教　育　委　員　会

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

□　休止，廃止を検討する

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

■　増加 □　横ばい

□　概ね寄与する □　あまり寄与していない □　できていない

41



 スポーツセミナーの開催や体育協会・スポーツ少年団への補助，ヒロシマＭＩＫ
ＡＮマラソン，カキカキマラソンの実施などで，市民の健康増進，地域スポーツ
の振興，地域住民のボランティア意識の向上，都市市民との交流を図る。

事業の内容・目的

市民スポーツ振興事業

事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

生涯学習課

平成２１年度

事務事業名 担当課

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増加 ■　横ばい □　減少 □　かなり減少

スポーツセミナー 人 205

江田島市かきカキマラソ
ン大会 人 1,080 1,420

2,123 2,307 2,200

1,500

300

11,473

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）
ヒロシマＭＩＫＡＮマラ
ソン 人

10,317

人件費　　　（千円）　　 0 0 0

Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 11,674 11,473 11,527

事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算

うち一般財源等（千円） 11,674 11,473

決　算　額　 11,674

42

江　田　島　市　教　育　委　員　会

□　できていない

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

考察

 マラソン大会は，概ね事業目標は達成しているが，将来的には事業主体を地域に移して
実施する必要がある。(江田島市かきカキマラソンは平成２２年度移行）また，今後は，
平成２２年３月に策定した江田島市スポーツ振興計画に基づく生涯スポーツ振興策とし
て，総合型地域スポーツクラブ「江田島ｅスポーツ」の支援を行う必要がある。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見
　マラソン大会の実施については，協働
の街づくりの観点からも，地域主体への
移行を円滑に進めてほしい。

□　現状のまま継続する

□　事業の縮小を検討する

□　休止，廃止を検討する

■　見直しのうえ継続する

□　増加 ■　横ばい

□　十分寄与する

□　減少

□　十分できている

□　かなり減少

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

■　できている □　あまりできていない □　できていない

目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　あまり寄与していない □　できていない

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

■　概ね寄与する
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事業コスト

区　　　分 Ｈ２０決算 Ｈ２１決算

うち一般財源等（千円） 47,475 58,009

決　算　額　 52,636

Ｈ２２予算

事業費　　　（千円） 47,475 59,271 46,463

45,089

人件費　　　（千円）　　 5,161 5,027 7,373

63,658

事業実績・成果
（指標）

名　　称 単位 Ｈ２０年度実績 Ｈ２１年度実績 Ｈ２２年度（予定）

修繕・工事 一式 江田島プール改修工事 江田島プール改修工事

江田島市スポーツセン
ター消防用設備等不良修

江田島市スポーツセン
ター非常照明具予備電池

江田島市武道館照明自動
点灯盤設置工事
江田島グランド照明自動
点灯盤設置工事
江田島市総合運動公園送
水ポンプ整備工事（オー

能美運動公園テニスコー
ト人工芝メンテナンス工

江田島市総合運動公園テ
ニスコート人工芝改修工

鹿田公園浄化槽設置工事

江田島市スポーツセン
ター体育館排煙窓オペ

江田島グランド照明灯分
電盤取替修繕

江田島グランド照明灯分
電盤取替修繕

江田島グランド照明灯分
電盤取替工事

能美運動公園ポンプ制御
盤取替修繕

江田島市総合運動公園照
明灯ランプ取替修繕

必要性（市民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。）

□　増加 ■　横ばい

  社会体育施設の適切な管理・運営を行い，市のスポーツ施設の利用促進を図
り，スポーツによるコミュニティの醸成を進め，生涯スポーツを推進するための
スポーツ環境の整備を行う。

事業の内容・目的

□　減少 □　かなり減少

能美運動公園グランド時
計取替修繕

津久茂体育館照明修繕

スポーツ施設管理運営事業

事事事事　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　評評評評　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　シシシシ　　　　　　　　ーーーー　　　　　　　　トトトト

生涯学習課

平成２１年度

事務事業名 担当課
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目標達成度（計画通りに目標を達成できたか。）

□　十分できている ■　できている □　あまりできていない

□　あまり寄与していない □　できていない

□　できていない

■　できている □　あまりできていない □　できていない

□　事業の縮小を検討する

有効性（施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。）

総合評価 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

事
業
の
評
価

経済・効率性（事務効率化，コスト縮減しているか。）

□　増加 ■　横ばい

□　十分できている

江　田　島　市　教　育　委　員　会

考察
   施設管理については，厳しい財政事情の中で施設の維持管理を行っている。しかし，
老朽化等による修繕などが毎年必要となっており，今後は計画的な改修を実施していく
必要がある。

事業の
方向性

□　さらに重点化する

評価委員意見
　利用実態を見て，より効率的な管理・
運営に努めてほしい。

□　現状のまま継続する

□　休止，廃止を検討する

■　見直しのうえ継続する

■　概ね寄与する□　十分寄与する

□　減少 □　かなり減少
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４４ 

外部評価委員意見外部評価委員意見外部評価委員意見外部評価委員意見（（（（総評総評総評総評））））    

 江田島市教育委員会が行う事業に関する点検・評価を行った。昨年行われた外部評価の

結果を受けて改善されている事業もあるが，昨年度から引き続き同じ課題を抱えている事

業もある。 

 「島から世界へ」を合言葉に，世界中どこでも通用する人間の育成及び未来の江田島市

を担う人材の育成のため，子どもたちに知・徳・体をバランスよく育成し，現在学校が抱

える諸問題に適正かつ公正に対応できるよう，学校教育の充実をさらに求めたい。 

 現在，江田島市教育委員会の活動は広報やホームページなどを通じて一般の人へ公開さ

れている。しかしながら、その内容は事業の全てではなく、情報が不足しているものもあ

る。その影響もあって、イベントや事業の参加者は年々固定されつつあり、事業としての

衰退が懸念されるものもある。 

 情報の発信については昨年度の外部評価でも指摘された課題であるため，例年通りの慣

例化した方法を続けるだけでは改善を見込みづらい。発想を転換し，新しい取り組みを試

みてほしい。 

 例えば，情報を発信する相手である地域の人を，事業に取り込むことを考えてみてはど

うか。例年通り参加者が来るのを待つのではなく，こちらから積極的に外へ出ていき，小

規模でもより地域に近い場所で，参加しやすい状況を作る。新しい参加者を増やし，事業

についての理解を深めてもらい，地域の人の知識や経験を他の事業にも生かす。イベント

や活動は，地域の人の協力が不可欠であり，どれだけ参加してもらえるかがその成否にも

関わってくるので，広く活動が浸透していくよう事業の充実を図ってほしい。 

 財政の縮小が進められる中で、新しい試みをすることはなかなか難しいと思う。今回の

評価結果も参考にしながら検討を続け，重点化する事業，廃止を検討する事業の見極めを

しっかりとしてほしい。職員の数も減っていく中で，地域の人の事業へのボランティア参

加が重要になる事業もある。江田島市教育委員会の活動がより理解されるよう，事業に取

り組んでほしい。 

 

外部評価委員会名簿外部評価委員会名簿外部評価委員会名簿外部評価委員会名簿    

氏  名 備   考 

委員長  田丸 正実 学校関係者（元鹿川小学校長） 

副委員長 三島 雅司 市関係者（元教育委員会教育次長） 

委 員  藤本 真砂子 社会教育関係者（社会教育委員） 
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