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Ⅰ 点検・評価制度の概要 

１ 目的 

教育委員会は、首長から独立した立場で、地域の学校教育、社会教育等

に関する事務を担当する行政機関として設置されている行政委員会です。 

その役割は、専門的な行政官で構成される事務局を様々な属性を持った

複数の委員による合議により、指揮監督（レイマンコントロール）し、中

立的な意思決定を行うものとされています。 

事務の点検・評価は、地教行法第２６条の規定に基づき、教育委員会が、

教育長以下の事務局を含む広い意味での教育に関する事務の管理及び執行

状況を点検・評価することにより、効果的な教育行政の推進に資するとと

もに、住民への説明責任を果たすことを目的としています。 

 

２ 点検・評価の対象 

 （１）「平成２９年度 唐津市教育の基本方針」重点目標ごとの取組実績 

 

３ 点検・評価の方法 

（１） 点検・評価については、原則、現在市長部局が行っている評価方法

に基づき、次による評価の基準を設定しました。 【１５点満点】 

合計採点数 区分 評価結果に基づく改善等の内容 

13点以上 適当 
 重点目標を達成するために事業が計画どおりに進められ

ており、効果の面においても十分成果が上がっています。 

10点以上 13点未満 改善 

 重点目標を達成するために、事業は概ね計画どおりに進め

られているが、一部の事業において手法及び内容について一

定の工夫及び検討の必要があります。 

6点以上 10点未満 改革 
 重点目標を達成するための事業の成果が低く、手法、内容、

規模、実施主体等の見直しや検討が必要です。 

6点未満 廃止 
 重点目標を達成するための事業の成果が極端に低く、事業

の抜本的見直し、休・廃止等の検討が必要です。 

 

 

（２） 教育委員会の運営状況及び施策・事業の取組実績等を取りまとめ、

所管課が自己評価を行った後、教育に関し学識経験を有する次の人た

ちから評価を受けて、その改善策を検討しました。 

  【有識者】                     （敬称略 ５０音順） 

氏   名 備   考 

佐 伯  玄一郎 唐津地区ＰＴＡ連合会会長 

坂 本  慎一郎 唐津市主任児童委員 

中 江    章 前唐津市租税教育推進協議会委員 

山 口  ひろみ 唐津市行政改革推進会議委員 
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４ 審議の経過 

  

平成３０年４月２５日 事務局による点検及び評価の事務打合せ会議（第１回） 

平成３０年４月２６日 点検及び評価報告書の策定にあたり、教育委員会で方針協議 

平成３０年７月１７日 事務局による点検及び評価の事務打合せ会議（第２回） 

平成３０年７月１８日 事務局による点検及び評価の事務打合せ会議（第３回） 

平成３０年８月 ６日 有識者からの意見聴取（第１回） 

平成３０年８月 ８日 有識者からの意見聴取（第２回） 

平成３０年８月１６日 事務局による点検及び評価の事務打合せ会議（第４回） 

平成３０年８月１７日 有識者からの意見聴取（第３回） 

平成３０年８月２３日 事務局による点検及び評価の事務打合せ会議（第５回） 

平成３０年８月２９日 定例教育委員会において協議 
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５ 点検・評価のフロー 

 

【市長部局】            【教育委員会部局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 自己評価の実施 
（評価調書の作成） 

教育委員及び教育委員会事務局による

前年度事業の自己評価 

 

 

２ 有識者からの意見徴収 
外部の有識者の知見を活用して点検及

び評価を行う。 

３ 改善策の検討 
 有識者による指摘事項についての改善

策を教育委員会で協議する。 

唐津市総合計画 
事務事業（１０６項目） 

【うち教育委員会】（１２項目） 

 

唐津市教育大綱 

（基本施策６項目） 

 

教育委員会分を抽出（１２項目） 
唐津市の教育の基本方針における

重点目標ごとに振り分ける。 

 

市長部局の点検・評価

の実施 

４ 市議会へ提出 
 評価結果と改善策を市議会へ提出 

５ 市民への公表 
 評価の結果を市民に公表する。 

予算に計上している主な事業 
総合計画に記載がない事業につい

ても追加して点検・評価する。 

 

教育委員会の 
活動 

教育委員の活動につい

て点検・評価する。 

 

教育委員会の 
会議運営 

 教育委員会の開催状

況、研修の状況等につい

て点検・評価する。 

唐津市教育の基本方針・ 
重点目標及び重点項目 

（重点目標６項目） 

 

 唐津市教育大綱 
（基本施策６項目） 
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平成２９年度唐津市教育委員会の活動 

 

１ 教育委員会の概要 

 

■ 教育委員会の設置及び仕組み 

   教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき設置さ

れた執行機関です。 

  教育・学術・文化の特質・重要性を踏まえ、教育行政の中立性と安定性を確保

することを目的として、地方公共団体の長から独立した行政委員会として設置さ

れています。 

  唐津市の教育委員会は、教育長及び４人の委員で組織されており、委員の合議

により基本的方針を決定します。 

 

■ 唐津市教育委員会の定数 

 教育長及び４人の委員 

【根拠･･地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３条】 

 

■ 唐津市教育委員会委員    【平成２９年４月１日現在】 

職   名 氏     名 

教育長 稲 葉 継 雄 

委  員（教育長職務代理者） 冨 永 祐 司 

委  員 森 田   淳 

委  員 坂 本 恭 子 

委  員 宮 﨑 美 和 

 

【報告書提出日現在】 

職   名 氏     名 

教育長 栗 原 宣 康 

委  員（教育長職務代理者） 冨 永 祐 司 

委  員 森 田   淳 

委  員 坂 本 恭 子 

委  員 宮 﨑 美 和 
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２ 教育委員会の会議運営 

  教育委員会会議開催状況 

  ○ 平成２９年度（H29.4～H30.3）教育委員会会議の開催状況 

   ・定例会    １２回（毎月１回開催） 

   ・臨時会     ３回 

 

■第１回定例会（４月２７日） 

 ・議案 （７件） 

  ①唐津市教育支援委員会委員の委嘱又は任命について 

  ②唐津市いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

  ③唐津市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

  ④唐津市社会教育委員の委嘱について 

  ⑤唐津市都市コミュニティセンター運営委員会委員の解嘱及び委嘱について 

  ⑥唐津市文化財保護審議会委員の委嘱について 

  ⑦唐津市青少年支援センター運営協議会委員の解嘱及び委嘱について 

 ・協議事項 （２件） 

  ①教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価の実施方針について 

・報告事項 

小中学校運動会・体育大会の日程について 他 

 

■第２回定例会（５月２５日） 

 ・議案 （４件） 

  ①不登校児童による原籍校以外の場での学習等に対する支援特認校について 

  ②唐津市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

  ③唐津市都市コミュニティセンター運営委員会委員の解嘱及び委嘱について 

  ④唐津市青少年支援センター運営協議会委員の解嘱及び委嘱について 

 ・報告事項 

「唐津市教育の日」における各学校の取り組みについて 他 

 

■第３回定例会（６月２２日） 

 ・議案 （４件） 

  ①唐津市教職員宿舎天川地区宿舎の活用のための移管について 

  ②唐津市教職員宿舎管理規則の一部を改正する規則制定について 

  ③唐津市学校給食運営委員の委嘱又は任命について 

  ④唐津市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

 ・協議事項 

  ①平成３０年唐津市成人式（唐津会場）について 

・報告事項 

  ６月市議会の報告について 他 
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■第４回定例会（７月２７日） 

 ・議案 （１件） 

  ①唐津市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

・報告事項 

近代図書館夏のイベントについて 他 

 

■第５回定例会（８月２４日） 

 ・協議事項 （１件） 

①唐津市就学援助規則の一部を改正する規則制定について 

・報告事項 

小中学校の秋の運動会・体育大会の日程について 他 

 

■臨時会（８月２５日） 

 ・議案 （１件） 

  ①平成３０年度以降使用教科用図書（小学校道徳）の採択について 

 

■第６回定例会（９月２９日） 

 ・議案 （１件） 

  ①唐津市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

 ・協議事項 （１件） 

①平成２９年度唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の 

点検・評価報告書について 

・報告事項 

９月市議会の報告について 他 

 

■臨時会（１０月６日） 

 ・議案 （１件） 

  ①平成２９年度唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の 

点検・評価報告書について 

 

■第７回定例会（１０月２６日） 

 ・議案 （１件） 

  ①唐津市小中学校大規模改造・改築計画の変更について 

・報告事項 

決算特別委員会の報告について 他 

 

■第８回定例会（１１月２４日） 

 ・協議事項 （１件） 
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①唐津市教育委員会教育長の給与改定に係る意見について 

②お盆期間の市内小中学校の閉庁について 

③市内小中学校教職員の業務記録表について 

④平成３０年度学校教育課主要行事予定について 

⑤平成３０年度第２学期の始業式について 

⑥平成３０年度部活動一斉停止日について 

⑦移行期間における外国語教育のモデル校について 

⑧唐津市教育文化祭について 

・報告事項 

近代図書館冬のイベントについて 他 

 

■第９回定例会（１２月２７日） 

・協議事項 （１件） 

  ①平成３０年成人式の教育委員の会場割り振りについて 

・報告事項 

１２月市議会の報告について 他 

 

■第１０回定例会（１月２５日） 

 ・協議事項 （１件） 

①平成３０年度唐津市教育の基本方針の策定について 

 ・報告事項 

近代図書館冬のイベントについて 他 

 

■第１１回定例会（２月２１日） 

 ・議案 （５件） 

①平成３０年度唐津市教育の基本方針の策定について 

②唐津市小中学校普通教室等空調設備整備計画の策定について 

③平成３０年度使用教科用図書（一般図書）の採択について 

④唐津市いじめ防止基本方針の改訂について 

⑤唐津市公民館エレベーター整備計画の策定について 

・報告事項 

近代図書館特別整理期間の短縮について 他 

 

■臨時会（３月２日） 

 ・議案 （１件） 

  ①平成３０年度教職員（管理職）人事異動（案）の承認について 

 

■臨時会（３月２３日） 

 ・議案 （３件） 
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  ①唐津市立唐津幼稚園長の任命について 

  ②唐津市近代図書館長の任命について 

  ③唐津市相知図書館長の任命について 

 

■第１２回定例会 （３月２９日） 

 ・議案 （４件） 

①唐津市立幼稚園保育料規則の一部を改正する規則制定について 

②唐津市立浜崎小学校用地の一部の移管について 

③唐津市公民館長の任命について 

④唐津市公民館運営審議会委員の委嘱について 

・報告事項 

３月市議会の報告について 他 
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３ 教育委員の活動 

 （１） 学校訪問（２４校） 

  年 月 日 訪問校 出席委員 

１ 平成２９年 ６月２８日 玉島小学校 

稲葉教育長 

森田委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

２ 平成２９年 ７月 ５日 久里小学校 

稲葉教育長 

森田委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

３ 平成２９年 ７月 ６日 厳木中学校 
稲葉教育長 

坂本委員 

４ 平成２９年 ９月２８日 海青中学校 

冨永委員 

森田委員 

坂本委員 

５ 平成２９年１０月 ３日 肥前中学校 坂本委員 

６ 平成２９年１０月 ４日 長松小学校 

冨永委員 

森田委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

７ 平成２９年１０月 ６日 浜崎小学校 

冨永委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

８ 平成２９年１０月１０日 切木小学校 坂本委員 

９ 平成２９年１０月１１日 西唐津中学校 

冨永委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

１０ 平成２９年１０月１２日 第五中学校 

冨永委員 

森田委員 

坂本委員 

１１ 平成２９年１０月１６日 第一中学校 
坂本委員 

宮﨑委員 

１２ 平成２９年１０月１７日 東唐津小学校 
稲葉教育長 

坂本委員 

１３ 平成２９年１０月１８日 高島小学校 
稲葉教育長 

坂本委員 

１４ 平成２９年１０月２４日 入野小学校 坂本委員 

１５ 平成２９年１０月２５日 厳木小学校 

冨永委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

１６ 平成２９年１０月２６日 唐津幼稚園 

稲葉教育長 

森田委員 

坂本委員 
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１７ 平成２９年１０月２７日 大良小学校 

稲葉教育長 

森田委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

１８ 平成２９年１０月３０日 加唐小中学校 
坂本委員 

宮﨑委員 

１９ 平成２９年１０月３１日 鏡山小学校 

稲葉教育長 

冨永委員 

坂本委員 

２０ 平成２９年１１月 ７日 打上小学校 坂本委員 

２１ 平成２９年１１月 ８日 佐志小学校 

稲葉教育長 

冨永委員 

坂本委員 

２２ 平成２９年１１月１７日 外町小学校 
稲葉教育長 

森田委員 

２３ 平成２９年１１月２０日 湊小学校 

稲葉教育長 

冨永委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

２４ 平成３０年 １月３０日 鬼塚中学校 
稲葉教育長 

坂本委員 

 

 （２） 各種式典、行事、会議・研修への参加 

  【卒業式】 

年 月 日 事       項 出席者 

平成３０年３月  ９日 鬼塚中学校 森田委員 

平成３０年３月  ９日 北波多中学校 冨永委員 

平成３０年３月  ９日 海青中学校 坂本委員 

平成３０年３月１５日 唐津幼稚園 森田委員 

平成３０年３月１５日 厳木幼稚園 宮﨑委員 

平成３０年３月１６日 大志小学校 森田委員 

平成３０年３月１６日 北波多小学校 冨永委員 

平成３０年３月１６日 名護屋小学校 坂本委員 

平成３０年３月２０日 平原小学校 宮﨑委員 

平成３０年３月２０日 呼子小学校 坂本委員 

 

【成人式】 

年 月 日 事       項 出席者 

平成３０年１月  ４日 唐津市成人式（鎮西会場） 森田委員 
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平成３０年１月  ５日 唐津市成人式（肥前会場） 冨永委員 

平成３０年１月  ５日 唐津市成人式（呼子会場） 坂本委員 

平成３０年１月  ７日 唐津市成人式（浜玉会場） 宮﨑委員 

平成３０年１月  ７日 唐津市成人式（厳木会場） 坂本委員 

平成３０年１月  ７日 唐津市成人式（北波多会場） 冨永委員 

平成３０年１月  ８日 唐津市成人式（唐津会場） 稲葉教育長 

 

  【運動会、体育大会等】 

年 月 日 事       項 出席者 

平成２９年 ５月２１日 湊小学校 坂本委員 

平成２９年 ５月２８日 成和小学校 稲葉教育長 

平成２９年 ５月２８日 玉島小学校 宮﨑委員 

平成２９年 ５月２８日 第一中学校 
稲葉教育長 

森田委員 

平成２９年 ９月１０日 鏡中学校 稲葉教育長 

平成２９年 ９月１０日 鬼塚中学校 森田委員 

平成２９年 ９月１０日 浜玉中学校 宮﨑委員 

平成２９年 ９月１０日 北波多中学校 冨永委員 

平成２９年 ９月１７日 西唐津小学校 森田委員 

平成２９年 ９月１７日 大志小学校 森田委員 

平成２９年 ９月１８日 納所小学校 冨永委員 

平成２９年 ９月１７日 呼子小学校 坂本委員 

平成２９年 ９月２４日 佐志小学校 稲葉教育長 

平成２９年 ９月２４日 鏡山小学校 坂本委員 

平成２９年 ９月２４日 浜崎小学校 宮﨑委員 

平成２９年 ９月２４日 北波多小学校 冨永委員 

平成２９年１０月１５日 唐津幼稚園 稲葉教育長 

 

【文化行事】 

年 月 日 事       項 出席者 

平成２９年 ４月 ７日 「Karatsu421」開会セレモニー 
稲葉教育長 

冨永委員 
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坂本委員 

宮﨑委員 

平成２９年 ６月 ３日 日本画山脈展 開会セレモニー 
冨永委員 

坂本委員 

 

  【その他行事等】 

年 月 日 事       項 出席者 

平成２９年 ４月２０日 唐津地区戦没者追悼式 稲葉教育長 

平成２９年 ４月２９日 歴代唐津城城主慰霊祭 稲葉教育長 

平成２９年 ４月２９日 唐津神社春季例大祭 稲葉教育長 

平成２９年 ６月１０日 唐津市末盧館田植祭 稲葉教育長 

平成２９年 ７月２７日 第３１回からつ少年の船帰唐式 稲葉教育長 

平成２９年 ７月２９日 第１０回唐津市民種目別スポーツ大会開会式 稲葉教育長 

平成２９年 ８月１９日 コミセン夏まつり 稲葉教育長 

平成２９年 ８月２２日 屋久島探検隊船帰唐式 稲葉教育長 

平成２９年 ８月３０日 唐津市教育講演会 稲葉教育長 

平成２９年 ９月２３日 第２７回唐津地区吹奏楽祭 稲葉教育長 

平成２９年 ９月２６日 

        ～２８日 
唐津市・麗水市姉妹都市締結３５周年記念式典 稲葉教育長 

平成２９年１０月 ３日 大韓民国国慶日レセプション 稲葉教育長 

平成２９年１０月１４日 唐津市末盧館収穫祭 稲葉教育長 

平成２９年１０月２１日 佐賀県立唐津南高等学校創立７０周年記念式典 稲葉教育長 

平成２９年１０月２８日 佐賀県立唐津西高等学校創立１１０周年記念式典 稲葉教育長 

平成２９年１０月２９日 唐津神祭（本殿祭） 稲葉教育長 

平成２９年１１月 ３日 唐津神祭（神輿発輿祭） 稲葉教育長 

平成２９年１１月 ３日 唐津神祭（御旅所祭） 稲葉教育長 

平成２９年１１月 ８日 唐津くんち仕舞祝い 稲葉教育長 

平成２９年１１月１１日 唐津市青少年意見発表大会 稲葉教育長 

平成２９年１１月１６日 唐津市租税教育推進協議会表彰式 稲葉教育長 

平成３０年 １月 ７日 消防出初式 稲葉教育長 

平成３０年 １月 ８日 新春囃子初め式 稲葉教育長 

平成３０年 １月２１日 唐津市人権フォーラム 稲葉教育長 

平成３０年 １月２６日 文化財防火デー 稲葉教育長 

平成３０年 １月２８日 唐津学童書道展授賞式 稲葉教育長 

平成３０年 １月２８日 第７１回記念東西松浦駅大会 稲葉教育長 

平成３０年 ２月 ３日 “社会を明るくする運動”第３回春一番ふれあいフェア 稲葉教育長 
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平成３０年 ２月１１日 唐津市建国記念の日奉祝式典 稲葉教育長 

平成３０年 ２月２４日 「唐津のひいな遊び」開会式 稲葉教育長 

平成３０年 ３月１０日 第１１回からつ児童・生徒俳句・川柳大会 稲葉教育長 

平成３０年 ３月１７日 
肥前さが幕末維新博覧会 唐津サテライト館  

オープニングセレモニー 
稲葉教育長 

平成３０年 ３月２７日 
第３０回虹の松原カップ西日本選抜小学生クラブ

駅伝大会 
稲葉教育長 

 

 

  【各種会議・研修】 

年 月 日 事       項 出席者 

平成２９年 ４月 ７日 佐同教幹事・事務局研修会 稲葉教育長 

平成２９年 ４月２０日 教委連・教長連会長・副会長会 稲葉教育長 

平成２９年 ４月２１日 第１回教育長会（西部管内） 稲葉教育長 

平成２９年 ４月２４日 佐賀県教育委員会・市町教育委員会協働会議 
稲葉教育長 

冨永委員 

平成２９年 ４月２６日 佐賀県市町教育長会連合会春季定期総会・研修会 稲葉教育長 

平成２９年 ５月 ９日 佐同教第１回理事研修会 稲葉教育長 

平成２９年 ５月 ９日 第 47 回佐同教研究大会第１回実行委員会 稲葉教育長 

平成２９年 ５月１６日 第１回北部支所管内教育長会研修会 稲葉教育長 

平成２９年 ５月１６日 唐津地区市町教委連絡協議会春季定例会議 
稲葉教育長 

冨永委員 

平成２９年 ５月１８日 

       ～１９日 
全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会 稲葉教育長 

平成２９年 ５月２６日 九州地区人権・同和教育夏期講座第２回実行委員会 稲葉教育長 

平成２９年 ５月２９日 唐津市人権同和教育推進協議会総会 稲葉教育長 

平成２９年 ５月３０日 佐賀県市町教育委員会連合会役員会 稲葉教育長 

平成２９年 ５月３１日 新厳木高校設置準備委員会 稲葉教育長 

平成２９年 ６月 ５日 社会を明るくする運動唐松地区推進委員会 稲葉教育長 

平成２９年 ６月 ５日 唐津地区明るい社会づくり運動推進協議会総会 稲葉教育長 

平成２９年 ６月 ６日 
第 43回全国高等学校総合文化祭佐賀県実行委員会

設立会及び第１回佐賀県実行委員会 
稲葉教育長 

平成２９年 ６月 ７日 唐津体育協会理事会 稲葉教育長 

平成２９年 ６月１８日 唐津地区学校保健会総会 稲葉教育長 

平成２９年 ６月２５日 佐賀県国公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会回研修大会 稲葉教育長 

平成２９年 ６月２９日 唐津市租税教育推進協議会定例総会 稲葉教育長 
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平成２９年 ６月３０日 佐賀県市町教育委員会連合会定期総会 

稲葉教育長 

冨永委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

平成２９年 ７月 ７日 佐同教第２回理事研修会 稲葉教育長 

平成２９年 ７月１３日 北部支所管内教育長会研修会 稲葉教育長 

平成２９年 ７月２５日 県・市町教育長地区別意見交換会 稲葉教育長 

平成２９年 ７月２６日 社会人権・同和教育推進者地区別研修会 稲葉教育長 

平成２９年 ７月２７日 第１回唐津市総合教育会議 

稲葉教育長 

冨永委員 

森田委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

平成２９年 ８月 ３日 九州地区市町村教育委員研修大会 冨永委員 

平成２９年 ８月 ４日 唐津地区人権同和教育夏季講座 稲葉教育長 

平成２９年 ８月 ７日 第１回唐津市文化財保護審議会 稲葉教育長 

平成２９年 ８月 ９日 佐賀県市町教育長会連合会第１回役員会 稲葉教育長 

平成２９年 ８月２３日 佐賀県市町教育長会連合会第２回役員会 稲葉教育長 

平成２９年 ８月２３日 第 44 回九州地区人権・同和教育夏期講座 稲葉教育長 

平成２９年 ８月２４日 唐津市幼保小連絡協議会 稲葉教育長 

平成２９年 ８月３１日 県・市町教育長意見交換会 稲葉教育長 

平成２９年 ９月 １日 佐同教第２回理事研修会、第４８回佐同教実行委員会 稲葉教育長 

平成２９年 ９月 ８日 第３回北部支所管内教育長会研修会 稲葉教育長 

平成２９年 ９月２６日 「第 44回九州地区人権・同和教育夏期講座」第 3回実行委員会 稲葉教育長 

平成２９年１０月 ５日 佐賀県市町教育委員会連合会役員現地研修会 
稲葉教育長 

冨永委員 

平成２９年１０月１２日 第４回北部支所管内教育長研修会 稲葉教育長 

平成２９年１０月３０日 佐賀県市町教育長会連合会秋季総会・研修会 稲葉教育長 

平成２９年１１月 ７日 社会教育委員会 稲葉教育長 

平成２９年１１月 ９日 北部支所管内教育長会研修会 稲葉教育長 

平成２９年１１月１０日 佐賀県市町教育委員会連合会第３回役員会 稲葉教育長 

平成２９年１１月１４日 教育委員会佐賀県連絡協議会 稲葉教育長 

平成２９年１１月１６日 

        ～１７日 
平成２９年度市町村教育委員会研究協議会 坂本委員 

平成２９年１１月２７日 北部支所管内教育長・校長合同研修会 稲葉教育長 

平成２９年１１月２９日 部落差別撤廃人権擁護委員会 稲葉教育長 
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平成３０年 １月１１日 北部支所管内教育長会研修会 稲葉教育長 

平成３０年 １月１９日 第１０回新厳木高等学校設置準備委員会 稲葉教育長 

平成３０年 １月２３日 
佐賀県人権・同和教育研究協議会第３回幹事・事

務局研修会 
稲葉教育長 

平成３０年 ２月 ５日 唐津市幼・保・小連絡協議会 稲葉教育長 

平成３０年 ２月 ８日 佐賀県市町教育長連合会臨時役員会 稲葉教育長 

平成３０年 ２月１７日 
唐津地区明るい社会づくり運動推進協議会 

第２１回教育講演会 
稲葉教育長 

平成３０年 ２月２０日 末盧国遺跡群調査指導委員会 稲葉教育長 

平成３０年 ２月２１日 第２回唐津市総合教育会議 

稲葉教育長 

冨永委員 

森田委員 

坂本委員 

宮﨑委員 

平成３０年 ２月２６日 唐津市文化財保護審議会 稲葉教育長 

平成３０年 ３月２７日 社会教育委員会 稲葉教育長 
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平成 30年度 唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書（平成 29年度実績） 

 

 

１ 平成 29年度の計画（Ｐｌａｎ） 

自ら学ぶ意欲と態度を育て、確かな学力や人間として必要な基本的資質を養うことを目指して、学校マネジメントの充実を図り、豊かな心をもち、たくましく

生きる「生きる力」に満ちた児童生徒の育成に努めます。 

(1) 学力向上アクションプランによる授業改善とアクティブ・ラーニングの推進  (5) 学校体育や運動部活動の充実 

(2) いじめ防止対策の推進                            (6) 食育・健康教育の推進と体位・体力の向上 

(3) 道徳教育の充実                               (7) 幼稚園教育の充実 

(4) 問題行動、不登校への対応の充実                       (8) 幼・保・小・中・高の連携の強化と推進 

 

２ 平成 29年度の実施結果（Ｄｏ） 

(1) 学力向上については、全国学力・学習状況調査の結果が県平均に届いておらず、最重要かつ喫緊の課題と認識しています。本年度も、井上一郎先生に指導 

を仰ぎ、学力向上アクションプランに基づく授業改善を進めてきました。また、その取り組みを徹底していくため、学力向上指定校と推進校を合わせて７地

区１４校を拠点とした学び合う環境づくりに努めました。また、学力向上研究会を８回開催し、井上一郎先生による講演会を校長及び教職員・授業力向上委

員向けに実施しました。 

(2) 平成２７年３月に「唐津市のいじめ防止対策基本方針」を策定し、全小中学校においても「学校いじめ防止基本方針」を策定していじめの未然防止・いじめ

の早期発見・早期対応に努めています。いじめ防止等に向けた学校の主体的、組織的に対応できる「いじめ対応マニュアル【学校版】【家庭・地域版】」を

全小中学校に配布しました。また、「唐津市いじめ等問題行動対策委員会」を２回開催し、いじめや不登校等の生徒指導上の諸問題について検討しました。

生徒指導連絡会については、定期的に会場校（視察校）を変えて実施するなど、警察等の関係機関を交えた情報交換・情報共有をいっそう進めることで取り

組みの具体化を図りました。 

(3) 生命を尊重する心、思いやる心や社会性、倫理観や正義感、美しいものや自然に感動する心など豊かな心を育むため、ボランティア活動や自然体験

活動など体験を重視した道徳教育に取り組んでいます。また、「唐津市教育の日」などの学校公開の日にあわせて、各学校が自校の道徳教育の取組を紹介

する「ふれあい道徳」の実施を推進しています。 

(4) 義務教育９年間を通した適切な不登校対策が行われるよう、教育相談担当を中心に小･中学校が連携した取組を推進しています。また、唐津市青少年支援セ

ンターにおいて、家庭や学校と連携を図り、不登校児童生徒の学校への復帰やスクールソーシャルワーカーのコーディネートによる家庭と関係機関との連携・

協力した取組を支援しています。全小中学校では、児童生徒理解に基づき個々が抱える不安や悩み、問題などに適切に対応したり、保護者の思いに寄り添い適

切に支援したりするなど、教育相談体制の充実を図っています。また、全小中学校において、アンケート調査や面談などによる児童生徒理解に基づく生徒指導

が推進されるとともに、生徒指導上の諸問題の早期発見･早期対応はもとより、暴力行為などの発生時に組織的に対応できる体制の確立･強化を行っています。 

(5) 子どもたちが生涯にわたってたくましく生きるために、授業等を通して運動の特性に触れさせるとともに、運動の習慣化を図るために継続的な取組を実施す

ることができた。また、全国体力・運動能力、運動習慣等調査を全学校で実施しました。各学校において、児童生徒の運動習慣の形成や運動への意欲を高める

ために、体力・運動能力向上への機運を図ることができました。 

(6) フッ素洗口については、平成１９年度から市内全小学校で取り組み、う歯保有者率が平成２０年度は６８.１％でしたが、平成２８年度は、４１．７％とな

っています。また、食育の観点から、ここ数年の給食食材の地場産物の活用は７割程度を維持し、さらに、学校給食の献立には郷土料理も取り入れました。 

(7) 幼児が主体的に創意工夫や試行錯誤して遊ぶための環境を整え、自然や社会事象などを生かした保育を行いました。また、幼児期から自己肯定感や他人への

思いやりなどを育むために、お年寄りや小・中・高校生との交流など異年齢・異文化間の交流を行いました。さらに地域行事に積極的に参加したり、特色ある

地域の文化に親しんだりしました。未就園児保護者に対しては、地域の子育てセンターとして園内開放や、子育て相談などを行いました。唐津幼稚園は、佐賀

県国公立幼稚園 PTA 連絡協議会の事務局として研修大会、親睦レクリエーション大会の企画・運営、定期理事会等を行い、保護者と連携・協力し、幼児教育の

充実に努めました。 

(8) 幼保小連携では、関係職員で構成する幼・保・小部会で、年間２回の連絡協議会を行うとともに、市が作成したスタートカリキュラム、アプローチカリキ 

ュラムを参考にしながら、各学校・園（所）における接続期のカリキュラム整備を推進しました。私立幼稚園教職員の指導力向上のために幼稚園教職員の研修

に補助金を交付しました。中・高連携では国・英・数の３部会で中学校、高等学校の教職員合同の授業研究会を行いました。 

     また、幼保小教育部会の公開授業や研修会に参加し、教職員の資質向上に努めました。また、唐津幼稚園では公開保育研究会を開催し、幼・保・小に広く参

加を呼びかけました。唐津幼稚園と厳木幼稚園の合同で、唐津南高校と浜遊びや稚魚放流、園庭や地域の公園での運動遊び、お菓子作り等の交流を行い、互

恵性ある交流が実施できました。厳木幼稚園では、町内の幼保小中連絡協議会に積極的に参加し、連携が深まりました。 

 

《成果や実績を示す指標》 

指         標 目標値 Ｈ29成果 達成度 摘        要 

全国学力調査の県平均との比較（算数・数学Ｂ正答率） 
小 100 

中 99 
小 99 

中 96 

小 99％ 

中 97％ 
目標値、成果は、正答率の県平均に対する割合 

小学６年生のう歯率 50％ 41.7％ 119.9％ 全国 35.52％、佐賀県 33.70％ （成果は H28 の実績） 

 

３ 自己評価（Ｃｈｅｃｋ） 

評 

価 

点 

１４ 課
題
・
問
題
点 

・新学習指導要領（平成２９年３月公示）が示す「主体的・対話的で深い学び」いわゆるアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善

をさらに充実させ、子どもたちがこれからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることを目指

すことが必要です。また、指定校での授業公開をとおして授業改善の考え方についての認識を更に深め、日常的にアクティブ・ラーニ

ングの視点からの授業改善をいっそう推進することが必要です。 

・青少年支援センター運営にあたり、専門的知識を有する人材の確保が不可欠です。 
区 

分 
適当 

 

４ 改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・新学習指導要領に基づき「学力向上アクションプラン」を見直します。 

・児童生徒の主体的・対話的な深い学びを全市で取り組むにあたっては、昨年度までの「鏡中校区」の学力向上拠点校を【学力向上推進校】とし、新たに「七山

中学校区」を【学力向上指定校】に加え、８地区１４校を拠点校として相互の連携強化を図るともに、全市統一の授業改善を更に推進します。 

 

５ 評価者（有識者）による評価 

・アクティブラーニングでは、学力向上以外にも児童生徒が主体性を持って行動する事がみられるなど、別の効果も出ていると思われるので、今後もより一層の

内容充実を図ることが必要である。 

・ＳＮＳ・スマホ等による表面に出にくい「いじめ」の把握を強化すべきである。 

・青少年支援センターでは、まさに子どもたちに寄り添い、見守り、自立支援する活動をされているが、更なる充実を図るためには学校、地域が理解し、連携が

スムーズに図れるような仕組みづくり、また情報発信等を行って欲しい。 

・幼保小連携では、相互理解の重要性が鍵となるので、研究会などを活用して交流を深めていくことで、気軽に聞きたいことを聞けるような関係を築くことが大

切である。 

 

 

基本方針  １ 地域の将来を担う人材の育成 重点目標 （１）知・徳・体の調和のとれた「生きる力」の育成 
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６ 改善の方向性（Ａｃｔｉｏｎ） 

・年 1 回の市内の教職員の半数を参加とする全体研修を一層充実させることで情報の共有を図ることで内容を充実させ、全唐津市の学校が歩調を合わせた

「チーム唐津」となるようにする。 

・佐賀県警と協力し、ネット・パトロールの情報共有することで迅速な指導ができるようにする。また、情報モラル教育の一層の充実に努める。 

・平成 30 年度は、佐賀県スクールソーシャルワーカー活用事業の拡充によりスクールソーシャルワーカーが１名増員されているため、更なる支援の充実

が図られる。また、今後も毎年 3～4 回開催の学校担当教職員を対象とした研修会、毎月開催の定例指導員会や唐津市青少年育成連絡協議会の行事にお

いて、引き続き活動状況を情報発信するとともに連携を図っていく。 

・唐津市幼保小連絡協議会との連携を更に充実させ、情報交換の質を上げたい。また、今後も公開保育研究会を計画し、幅広く参加を募るとともに、研究

協議などでお互いの情報交換などに努めていきたい。 
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平成 30年度 唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書（平成 29年度実績） 

 

 
１ 平成 29年度の計画（Ｐｌａｎ） 

自ら学ぶ意欲と態度を育て、確かな学力や人間として必要な基本的資質を養うことを目指して、学校マネジメントの充実を図り、豊かな心をもち、たくましく

生きる「生きる力」に満ちた児童生徒の育成に努めます。 

 (1) 学校・家庭・地域の役割分担と相互連携     (4) 我が国と郷土を愛する態度の推進 

(2) ＩＣＴ利活用教育の推進            (5) 外国語教育の充実 

(3) 異文化・国際理解の推進            (6) 共に学ぶ」視点をふまえた特別支援教育 

 
２ 平成 29年度の実施結果（Ｄｏ） 

 (1) 学校運営に当たり、学校の教育目標・計画や地域との連携の進め方などに関し、保護者や地域住民の意見を聞くとともに、その理解や協力を得て、特色あ

る教育活動を主体的かつ積極的に展開していくため学校評議委員会を開催したり、学校・家庭・地域社会の交流を推進するために、６月の第２日曜日を「唐

津市教育の日」とし、全市一斉に市立の小中学校を公開し、授業参観・講演会・親子ふれあい活動など、さまざまな行事を行ったりするなど、開かれた学校

づくりを推進することができました。 

「いきいき学ぶからつっ子育成事業」により、地域人材を活用した教育活動や、地域での体験学習・ボランティア活動等を推進することができ、地域との

つながりが強くなったり、子ども達の頑張りを認めてもらう機会になったり等、学力向上の基盤となる『自己肯定感』の高まりが見られました。 

通学合宿や青少年体験活動推進事業を行う１７団体に対し補助金交付を行い、青少年の育成に支援を行いました。 

また、子どもが安心して活動できる場の確保を目的とした「放課後子ども教室」は、地域の方々の参画を得て市内全域で開催され、多くの子どもが学習や

スポーツ及び文化活動に取り組みました。 

   新成人 1,036 人が参加した「成人式」では、地域社会の未来を担う新成人の社会人としての自覚を促し、自律と自律により自らの力で生き抜く新成人を祝

い励ます大切な伝統行事として、市内９カ所で開催しました。 

 (2) 市内全小中学校の全ての普通学級や特別支援学級に、電子黒板と書画カメラを導入し、全小中学校において日常的に授業で電子黒板を活用しています。一

人ひとりの個性や能力に応じた授業を実施するため学習者用パソコンや電子黒板等のＩＣＴ機器を利活用した教育を推進し、これからの国際社会で必須とな

る情報活用能力や表現力の向上を目指した取り組みを行っています。 

 (3) 小学校３年生又は４年生に対し、「郷土学習」と「社会科学習」を通して、まずは、自分たちの郷土の歴史や文化などについて理解を深めました。 

 (4) 県教育委員会が企画する英語研修等について全学校に周知し、参加を募りました。また、韓国と交流した学校が数校あり、韓国の人との親交と、文化につ

いての理解を深めました。 

 (5) 将来の国際社会の中での活躍を視野に入れ、外国語を通じて積極的にコミュニケーションを図る態度を育成するため、ＡＬＴを市内小中学校に派遣するこ

とにより、児童生徒の学ぶ意欲を高め、コミュニケーションの機会をこれまで以上に確保するなど、外国語活動、英語科教育の充実を図るとともに国際理解

の促進が図られました。 

 (6) 肢体不自由や発達障害の疑いのある、特別支援教育を必要とする児童生徒に対して生活支援員６１名を配置し、よりきめ細かな支援を行うとともに、生活

支援員対象の研修の機会を設けました。また、特別支援教育の充実のため、保護者・児童生徒のニーズにこれまで以上に応えることができる体制づくりを進

めました。 

 

《成果や実績を示す指標》 

指         標 目標値 Ｈ29成果 達成度 摘        要 

いきいき学ぶからつっ子育成事業で地域教育力の活用に

役立った学校の数（46 校中） 
46 校 46 校 100％ 学校訪問による聞き取り及び実績報告書 

成人式への参加者数 1,200 1,036 86％  

生活支援員の配置人数 61 61 100% 学校現場からの増員要望があり、前年度比５名増 

 
３ 自己評価（Ｃｈｅｃｋ） 

評 

価 

点 

１３.８ 課
題
・
問
題
点 

・放課後子ども教室は、放課後等に子どもが安心して活動できる場を提供し、地域の支援のもと、子どもが学習、スポーツ・文化活動に

参加する事業であるため、延べ 2000 人以上の地域のボランティアの方々に協力していただいていますが、障がい児の受け入れ要望等

も多く、今後の事業充実のため、さらに指導者を確保することが重要です。 

・青少年の健全育成を一層促進するために、地域内での通学合宿や宿泊体験事業、市全域での体験事業を充実させます。 

・特別支援教育の充実については、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内研修を充実させ、一人ひとりの多様なニーズや特性 

に対応できるよう、職員の資質向上を図ることが必要です。また、特別な支援を必要とする児童生徒の増加に伴い、生活支援員の増

員が今後も必要です。 

区 

分 
適当 

 
４ 改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・特別支援教育にあたる職員の資質向上のため、各学校の特別支援教育担当及び生活支援員向けの県主催の研修への参加を勧めます。また、特別な支援を必要と

する児童生徒の増加に伴い、生活支援員の増員に今後も取り組みます。 

  
５ 評価者（有識者）による評価 

・「いきいき学ぶからつっ子育成事業」については、全ての学校で取り組まれており、保護者や地域の人々の関わりが多様な形態で見られ、成果がでてきている

ので、今後更なる連携強化が望まれる。 

・放課後子ども教室は、長年、地域の皆さんが協力し、活動することで、子どもたちの安心して過ごせる居場所ができている。課題として指導者の高齢化や人材

不足があるので、地域人材の発掘とリーダー的人材の確保が必要である。 

・成人式は成人年齢が１８歳に引き下げられることにより、今後どのような開催方法や対象者選定になるのか気になる。 

 
６ 改善の方向性 

・「いきいき学ぶからつっ子育成事業」を効果的な内容に改善することで、地域や保護者と学校の距離を一層近づけて連協強化を図る。 

・放課後子ども教室や通学合宿等に参加している子どもの保護者へ呼びかけし、参加、協力依頼していく。 

・成人式については、他市町等の状況を把握しながら、早期に方向性を決定したい。 

 

基本方針 １ 地域の将来を担う人材の育成 重点目標 （２）時代の要請に応える教育の推進 
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平成 30年度 唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書（平成 29年度実績） 
 

 
１ 平成 29年度の計画（Ｐｌａｎ） 

本市の教育方針の具体的実現と教育効果を一層高め、良好で快適な教育環境の保持と安全性の向上を図るため、学校施設及び設備の整備・充実を推進し、子ども

が安全で安心して学べる明るい教育環境の整備に努めます。また、唐津市立学校通学区域審議会答申に沿った学校の規模適正化・適正配置を推進します。 

 (1) 円滑な教育行政の推進    (3) 校舎等学校施設の改築、増築、耐震化、大規模改造及びユニバーサルデザイン化 

 (2) 学校施設設備の整備・充実  (4) 学校の規模適正化・適正配置  (5) ＩＣＴを利活用した教育のための環境整備 

 
２ 平成 29年度の実施結果（Ｄｏ） 

(1) 円滑な教育行政の推進 

  教育委員会連絡会議（本庁・市民センター）を毎月開催し、教育行政の課題等の連絡調整を図りました。その他、給食センターの老朽化に伴い、今後の唐

津市の学校給食施設整備基本構想及び西部学校給食センター（仮称）の建設についての検討、インターネットを使った外部への情報発信、高等学校・大学へ

の進学者に対する奨学金貸与事業やへき地に居住する高校生を対象に通学費を助成する等、就学支援を行いました。 

 

(2) 学校施設設備の整備・充実 

  小・中学校理科教育設備整備事業 
国が示した新学習指導要領の内容に沿った授業を円滑に実施するため、実験や観察に必要な理科教育設備を整備し

ました。 

 
小・中学校コンピュータシステム整備事

業 

小学校 4 校の教育用パソコン機器を更新しました。このうち、タブレット型情報端末の導入台数は 99 台で、平成

30 年度も、小中学校のパソコン教室の機器更新に取り組みます。 

その他、小中学校の情報担当職員を対象に、九州管区警察局佐賀県情報通信部及び佐賀県警察本部警備部から講師

を招き、情報セキュリティ対策（サイバー攻撃（ﾒｰﾙやﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ閲覧）、情報漏えい対策）の研修を実施しました。 

 小中学校普通教室等空調設備整備 平成 29年度に小中学校普通教室等空調設備整備計画の策定を行いました。 

 

(3) 校舎等学校施設の改築、増築、耐震化及びユニバーサルデザイン化 

事業(工事)名 事業(工事)内容 

  鏡山小学校改築事業 
平成 31～34年度に予定している継続事業による改築事業の基本設計を完了しました。平成 30年度には実施設計を

行う予定です。 

  
久里小学校校舎大規模改造事業 

(継続事業) 

平成 28～29年度の継続事業による校舎大規模改造事業を実施し、校舎は平成 29 年 8月末に、外構工事、グラウン

ド整備等付帯工事については一部を繰り越して平成 30 年 4 月末に完成しました。 

  
鬼塚中学校校舎大規模改造事業 

(継続事業) 

平成 28～29年度の継続事業による校舎大規模改造事業を実施し、校舎は平成 29 年 8月末に、外構工事、グラウン

ド整備等付帯工事については平成 30年 3月末に完成しました。 

  
浜崎小学校校舎大規模改造事業 

(継続事業) 

平成 29～31 年度の継続事業による校舎大規模改造事業に着手しており、校舎は平成 30年 12月末に、外構工事、グ

ラウンド整備等付帯工事については平成 31年 7月末に完成予定です。 

  
厳木中学校校舎大規模改造事業 

(継続事業) 

平成 29～30年度の継続事業による校舎大規模改造事業に着手しており、校舎は平成 30年 7月末に、外構工事、グ

ラウンド整備等付帯工事については平成 30年 11 月末に完成予定です。 

  久里小学校屋内運動場大規模改造事業 平成 30年度に屋内運動場大規模改造事業を実施するため、実施設計を行いました。 

  
佐志中学校校舎等大規模改造事業 

(繰越事業) 

平成 29～30年度の明許繰越による校舎・屋体大規模改造事業の実施設計に着手しており、平成 30年 7月末に完成

予定です。大機規模改造工事は平成 30年 9 月議会に予算を上程し、平成 30年 10 月～平成 32年にかけて継続事業

で実施する予定です。 

(4) 学校の規模適正化・適正配置 

  複式学級が存在する小学校６校の保護者を対象に学校統廃合についてのアンケートを実施しました。 

  そのうち２地区の小学校区で、保護者に今後の児童数の推移について説明し、併せて意見交換会を実施しました。 

 

(5) ＩＣＴを利活用した教育のための環境整備 

 
小学校・中学校ＩＣＴ教育推進事業 

（電子黒板等整備） 

特別支援学級等の学級増に対応するため 11台の補充整備を行い、小学校及び中学校の普通教室への電子黒板整備率

100％を維持しました。今後も、学級数の増減により、補充・移設等で台数調整を行います。 
 

 
《成果や実績を示す指標》 

指         標 目標値 Ｈ29成果 達成度 摘        要 

小中学校改築事業 4 棟 4 棟 100% 指標：校舎・屋内運動場・プールをそれぞれ 1棟とする 

小中学校大規模改造事業 7 棟 7 棟 100% 指標：校舎・屋内運動場・プールをそれぞれ 1棟とする 

電子黒板の整備台数（累計） 492学級 528台 107％ 目標：小中学校の普通教室へ 1台整備 
 
３ 自己評価（Ｃｈｅｃｋ） 

評 

価 

点 

１４ 
課
題
・
問
題
点 

・35人学級の進展によっては学校施設の改修等が必要になることが考えられます。 

・大規模改造・改築計画は、平成 32年度を目途に長寿命化計画へと昇華させる必要があります。 

・学校施設の安全を図るため、度々改正される耐震基準や有害物質等の環境基準に適合させることが重要です。 

・今後もＩＣＴ機器（電子黒板、デジタル教科書）を活用して、児童生徒が興味を持ちながら学習する「わかる授業」に取り組む 

ことが必要です。 

・児童生徒が情報機器に触れる機会が多くなるため、情報モラル教育を進める必要があります。 

区 

分 
適当 

 
４ 改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・35人学級の国の動向や児童生徒数の推移を見ながら、必要に応じて学校施設の改修等を行います。 

・学校施設等の安全確保のために、計画に基づき工事等を実施します。またライフサイクルコストの削減のため、予防的補修も行う長寿命化計画の策定を行います。 

・通学区域の見直しについては、答申をもとに地元関係者に説明会等を実施するとともに、小・中学校の円滑な統廃合のための調査や通学支援をはじめとする諸課

題等の解決に向けた取り組みを行います。 

・子どもたちの興味と関心を高め、豊かな学習活動に効果的であるＩＣＴ機器のさらなる利活用に向け、教職員のスキルアップ研修を行うとともに、機器の適切な

更新整備に取り組みます。 

・情報モラル教育は、家庭への理解を広げるため、保護者の参加を含めた講演会を開く等の取り組みをはじめ、児童生徒への指導を継続実施します。 

  
５ 評価者（有識者）による評価 

・小中学校の空調設備整備事業が８カ年で計画されているが、もっと短期間で整備されることを望む。 

・通学区域の見直しについては、将来の児童生徒数を見越して進めるべきであり、地域のことはもとより、保護者の意見や子ども達の将来のことを良く考えて、話

し合いを進めて欲しい。 

・インターネット上の教育コミュニティの充実も今後は広がると思われるので、子どもたち、大人のＳＮＳの危機意識が低いことでが課題だと思われる。 

「利用しやすい＝責任を持つ」のモラル教育を持っていくことが大切であり、地域一体となって取り組むことが必要である。 

基本方針  １ 地域の将来を担う人材の育成 重点目標 （３）安全で快適な教育環境の整備・充実 
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６ 改善の方向性（Ａｃｔｉｏｎ） 

・小中学校の空調設備整備事業については、財源の確保調整や工事工程の再検討を行いたい。 

・今後の児童生徒数の推移を見ながら、今後の小中学校施設の長寿命化計画と調整を図りつつ、子どもたちの将来のことについて、地域や保護者の方々と丁寧な 

協議を行いたい。 

・学校において、情報モラル教育の充実を図り、保護者や地域と協力して、ＳＮＳの被害から児童生徒を守りたい。 
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平成 30年度 唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書（平成 29年度実績） 

 

 

１ 平成 29年度の計画（Ｐｌａｎ） 

 生きがいのある生涯学習の支援を行うことにより、公民館や図書館など生涯学習施設において魅力ある学習機会を提供できるよう学習内容の拡充に努めます。 

また、質の高い文化や芸術に親しめる機会を提供し、地域の文化の向上に努めます。 

 (1) 生涯学習の普及啓発            (4) 地域社会活動の振興 

 (2) 学習基盤の整備              (5) 図書館活動の充実 

 (3) 学習機会の拡充と支援           (6) 優れた芸術・文化活動の推進 

 

２ 平成 29年度の実施結果（Ｄｏ） 

 (1) 公民館だよりを全 24 館で毎月１回発行し、各公民館事業の周知や地域における情報交換の推進を図りました。 

 (2) 社会教育の場である公民館の安全で快適な環境を維持するため、類似公民館の整備支援（16件）や、公民館施設整備を実施しました。 

 (3) 公民館主催講座について、各公民館でアンケート調査を行い、新規講座の企画、内容充実に努めました。開講数と参加者は、239 講座、延べ 47,622 人でし

た。また、自主サークルでは、518のサークル活動に 162,049人が参加しました。 

   各団体から選任された公民館運営審議会委員を中心に、情報の共有を行いました。（公民館運営審議会開催回数 94回）また、運営審議会委員長を対象に研修

を行い、円滑な公民館運営につながるよう図りました。 

 (4) 社会教育 4団体（婦人会・青少協・子どもクラブ・ＰＴＡ）に対して運営費補助を実施し、各団体において研修会参加などによりリーダーの育成を図りまし

た。 

 (5) 図書館では、利用者のニーズに沿った図書等の収集や資料の整備保存、インターネットでの図書の検索・予約サービス及びネットワークによる各市民センタ

ー公民館等での貸出や返却を実施するとともに、季節やその時々の話題をテーマにした展示や暮らしに役立つ各種コーナー等を充実させました。またブックス

タート事業、絵本の読み聞かせ講習会や親子向けのイベントを実施したほか、シャンデリアコンサート、書庫ツアーを実施しました。さらに、開館２５周年を

記念して、文芸講演会を開催しました。 

 (6) 美術ホールについては、一般財団地域創造の助成事業を活用した特別展「日本画山脈」、開館２５周年記念所蔵品展「Kin Colle！－来て、見て！近図コレク

ション－」、今回はじめての取り組みとなる巡回展「国際写真サロン展」や「Kinto 市民美術祭」等を開催し、優れた芸術作品を身近に鑑賞してもらう機会や

市内の美術団体等に発表の場を提供しました。さらに、サガテレビと共催し、実行委員会を組織し「Karatsu421 はじまりは唐津から」を開催、また、小中学

生の書き方会特選作品を図書館内に展示した「近図ぎゃらりぃ」の開催のほか、図書館３階の通路をギャラリーとして利用した「近図プチこれくしょん」では、

市所蔵の小作品を展示し、年間を通して美術作品等に親しんでもらえるようにしました。 

 

《成果や実績を示す指標》 

指         標 目標値 Ｈ29成果 達成度 摘        要 

公民館利用者数 450,000人 458,747人 102％  

社会教育団体補助金交付団体（運営補助） 70 団体 57 団体 81％  

図書館利用者数 420,447人 304,279人 72％ 目標値は、前年度実績 

図書館利用冊数 446,874冊 434,177冊 97％ 目標値は、前年度実績 

 

３ 自己評価（Ｃｈｅｃｋ） 

評 

価 

点 

１３.７ 課
題
・
問
題
点 

・各公民館で行われている事業内容の広報などを強化して欲しいとの要望の声を聞きます。 

・公民館等の施設整備については、唐津市公民館等施設整備計画を策定し、計画的に進めているところですが、老朽化しエレベータ

ーがないなど、バリアフリー化が不十分な施設も多くあります。 

・社会教育団体については、団体数が減少傾向にあり、支援のあり方について検討する必要があります。 

・図書館利用者数が、全体的に減少傾向にあります。 

 団体貸出利用を含め、図書館でできる事、図書館がしていること、の啓発が不十分であります。 

・大活字図書、ライトノベル等あらゆる世代等を対象とした図書館資料を整備する必要があります。 

・図書資料のデータ化を図り、重要資料の保存と閲覧の利便性を図る必要があります。 

区 

分 
適当 

 

４ 改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・市ホームページの公民館のページの内容充実等により、公民館事業の周知や情報発信の強化を図っていきます。 

・老朽化した公民館は、整備計画に沿って順次整備を行います。また、エレベーターの設置等も進めていきます。 

・社会教育団体については、平成 27 年度の社会教育委員会において補助金を会員数の少ない団体への配分を増とする方針で算定方法の見直しを決定しましたが、

今後も各団体の意見を聞きながら、支援のあり方について検討を行います。 

・図書館資料の貸出については、インターネットを利用した図書館資料の貸出予約や各市民センター公民館図書室での貸出や返却ができる広域ネットワーク利用の

広報等を一層推進するよう努めます。また市報、行政放送やホームページに加えて、ラジオやフリーペーパー等の広告媒体を活用して、新着本や図書館イベント、

美術ホールの展覧会等の広報を行い、利用者アンケートをより充実させ、要望や意見等を反映させながら、図書館の利用促進に努めます。 

 

５ 評価者（有識者）による評価 

・公民館は、地域住民にとって最も身近な社会教育施設であり、地域とのネットワークづくりに向けてのコーディネーター機能やまた講座等に参加しやすい環境づ

くりなども大切な役割を担っているため、地域と直接つながる施設として多くの広い世代の方が利用、活用することが大切である。今後地域の担い手となる青少

年に興味を持ってもらう為にも、公民館運営にあたっては、公民館長の人材発掘はもとより、公民館運営審議会委員の新たな人材選任等を含め、公民館運営審議

会のあり方を検討すべきである。 

・図書館の利用促進や新たな世代利用者の確保を行うには、斬新なアイデアでの取り組みなどで、図書館に目を向いてもらうことが大切であり、ＳＮＳ等を利用し

ての情報発信の強化など充実を図ることが望まれる。 

 

６ 改善の方向性（Ａｃｔｉｏｎ） 

・今後も様々な種類の講座等を計画して公民館報にて周知し、多くの市民に利用、活用できるような運営をしたい。また、公民館運営審議会委員については、各種

団体や公民館利用者等にも呼びかけをして、更に新しい人材選任に努めたい。 

・「近代図書館を考える会」と検討を行い、新たな利用者確保、情報発信の強化に努めたい。図書館ホームページ、市報、行政放送、ＳＮＳ（唐津市役所フェイス

ブック）、その他多様な情報媒体を活用し、わかりやすく発信していきたい。 

 また、図書館ホームページにおいては、図書館の今を「今日の一枚（写真・記事）」として発信するなど、最新の情報発信に努めたい。 

 

基本方針 ２ 生涯学習の推進と文化財の保護 重点目標 （１）生きがいのある生涯学習環境の整備・充実 
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平成 30年度 唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書（平成 29年度実績） 

 

 

１ 平成 29年度の計画（Ｐｌａｎ） 

 文化財は、長い歴史の中で、地域の自然や風土、社会や生活を反映し、培われてきたものです。またこれらの有形・無形の文化財は、唐津市の歴史、伝統、文

化の理解のために欠くことのできない貴重な文化遺産であり、地域文化の向上・発展の基礎を成すものでもあります。そのすばらしさを再発見し、後世に伝えて

いくため、調査・研究、保存・整備を行うとともに、普及啓発活動の充実に取り組みます。 

(1) 埋蔵文化財等各種文化財の調査 

(2) 史跡等の保存・整備 

(3) 民俗文化財等の保護・継承 

(4) 文化・歴史遺産に関する啓発活動 

 
２ 平成 29年度の実施結果（Ｄｏ） 

 (1) 埋蔵文化財に関しては、開発に伴う確認調査を実施するとともに、重要遺跡の調査（浜玉町谷口石切丁場跡、宇木汲田遺跡）を実施しました。 

 (2) 佐賀県史跡「鵜殿石仏群」では、仮覆屋設置後、定期的に観察を行っています。 

「肥前陶器窯跡」については、飯洞甕下窯跡の再検出調査及び新覆屋の実施計画を行いました。 

 (3) 伝統文化伝承保存団体に補助を行い、伝統芸能の保存及び後継者の育成を支援しました（30団体）。 

国指定重要無形民俗文化財「唐津くんちの曳山行事」の 7 番曳山「飛龍」の総塗替 2 か年計画のうち、1 年目を実施・完了し、5 番曳山「鯛」の部分修理を

実施しました。 

 (4) 劣化した文化財説明板の全体補修を 2基、面板補修を 1 基実施しました。 

   また、「銅造観音菩薩坐像他」を 1 基新設しました。 

 

《成果や実績を示す指標》 

指         標 目標値 Ｈ29成果 達成度 摘        要 

開発に伴う確認調査実施割合 100％ 100％ 100％ 調査実施６８件／調査依頼６８件 

試掘・確認調査面積（開発に伴う調査） 700 1,163 166％ 単位㎡ 

文化財説明板設置数 ３ ４ 133％ 全面補修２、面板補修１、新規設置１ 

 
３ 自己評価（Ｃｈｅｃｋ） 

評 

価 

点 

１４.８ 
課
題
・
問
題
点 

・「肥前陶器窯跡」整備については、完成後の利活用者層裾野の拡大手法、管理運営体制について検討中です。 

・「鵜殿石仏群」では、仮覆屋設置後の環境調査の結果により、本格的な保護措置の検討が必要となる可能性が有ります。 

・「歴史民俗資料館」は、老朽化のため平成１５年より休館しており、再公開のために修復工事が必要となっています。また、移転工事

については、文化財的価値を損なわない工法の検討が課題となります。 区 

分 
適当 

 
４ 改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・「肥前陶器窯跡」に関しては、保存整備検討委員会の指導を仰ぎつつ、実現・継続可能な事業展開を検討します。 

・文化財説明板については、市内全体における設置状況及び劣化度に応じ、地元の要望等を勘案しつつ、優先順位を定め、計画的に改修していきます。 

 
５ 評価者（有識者）による評価 

・文化財等の調査など、日頃の地道な活動が地域の歴史、文化理解につながっていると思う。今後ももっと積極的に公開、活用して欲しい。 

・地域の文化・歴史に興味・関心を持ってくれる子どもたちを増やすことで、ふるさとの歴史や文化が語れるような、郷土愛を持った児童生徒を育成できる環境

づくりをして欲しい。 

・歴史民俗資料館については、長年休館であるため、外観や内装のデジタル映像保存を行い、学校の授業や唐津市の広告塔として利活用できるようにしてはどう

か。また、建設コストを抑えつつ文化財価値を損なわない移築・修復工事が可能であるか検討して欲しい。 

 
６ 改善の方向性 

・遺跡の発掘調査や古文書の収集、整理などでわかった成果については、遺跡の現地説明会や、展示施設での特別展などで公開していきたところである。今後も

積極的に取り組んでいきたい。 

・今年度は、明治維新 150年にあわせ、「唐津の明治維新と近代化」という冊子を作成し、市内の中学生他に配布することとしている。 

・平成 25 年度の機構改革により、文化財建造物や展示公開施設等の管理、公開については未来創生部（文化振興課）や経済観光部（観光課）が行っている。文化

財の公開・展示や修復等については関係部署と協議しながら行っていきたい。 

 

基本方針 ２ 生涯学習の推進と文化財の保護 重点目標 （２）文化財の保護と活用 
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平成 30年度 唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書（平成 29年度実績） 

 

 

１ 平成 29年度の計画（Ｐｌａｎ） 

 唐津市として豊かな市民生活を実現するため、市民一人ひとりの人権意識を高揚する人権教育・啓発に取り組み、思いやりの心、感謝の心、感動する心など豊か

な心の育成に努めます。 

(1) 人権・同和教育の啓発と推進 

 

２ 平成 29年度の実施結果（Ｄｏ） 

(1) 市民への啓発、市職員への人権・同和問題啓発研修会を実施しました。各研修時に理解度のチェックを行うとともに、今後の研修において改善すべき事項等 

について、参加者アンケートを行いました。 (市民対象研修 113回・4,448人参加、市職員対象研修 31回・1,706人参加)  

また、人権標語・ポスターを募集し、その入賞作品を使った平成 29 年人権カレンダーの製作・全戸配布（49,500 部)や、人権・同和教育講演会の開催（平成

29年 8月 17 日に唐津市民会館大ホールで開催、参加者数約 592人）を行いました。  

 

《成果や実績を示す指標》 

指         標 目標値 Ｈ29成果 達成度 摘        要 

人権・同和問題啓発研修会の参加人数 7,273 6,154 85％ 目標値は、平成 28 年度実績 

 

３ 自己評価（Ｃｈｅｃｋ） 

評 

価 

点 

１４ 課
題
・
問
題
点 

・唐津市人権・同和教育推進協議会とも連携し、全市的に人権・同和啓発活動を拡充することが必要です。 

区 

分 
適当 

 

４ 改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・人権・同和教育推進事業では、同和問題啓発強調月間での人権標語・ポスターの応募者の増加を図ることにより、人権・同和問題に関心を持たせることに努めま

す。また、公民館講座など地域における啓発活動を拡充します。 

 

５ 評価者（有識者）による評価 

・人権問題が「ＬＧＢＴｓ」「外国人」「老人」「障がい者」「ＤＶ」「児童虐待」等に拡大している現状で、特に子どもの人権について大人や地域が今一度、「知る」

「理解する」ということが大切であり、「親権よりも人権ありき」を社会に広めることで、"他人でも地域の子どもたちを守る権利がある"という風潮を広げるべ

きである。 

・人権・同和教育推進事業は今後も必要であり、人権カレンダーの作成・全戸への配布及び地区公民館での人権学習講座での啓発活動等の取り組みは、今後も続け

て欲しい。 

 

６ 改善の方向性（Ａｃｔｉｏｎ） 

・地域の子どもの健全な成長と発達を見守り、差別を許さないなど、「子どもが生きる権利」を守るために、地区公民館が中心となり、子どもに関わる大人の人権

意識を向上するために、人権・同和教育及び人権啓発の研修会や講座を推進したい。 

・人権カレンダーの作成・配布、各公民館支部における人権学習会は、継続して取り組みたい。 

 

基本方針 ３ 人権教育、人権啓発の推進 重点目標 （１）人権尊重の精神を育成する学校・社会教育の推進 


