
平成30年10月24日
菊川市総合教育会議

平成30年度　菊川市教育大綱における重点施策の取り組み状況について 　

目標 実績

1

２-⑥
学校施設の適正な
維持管理・耐震
化・長寿命化

教育総務課 95 95

・小笠北小学校及び内田小学校の耐震・設備改修工事
は５月22日に契約し、９月21日完成日として主に夏休
み期間に工事を実施した。
・８月末に二学期の始業に向けて、使用前検査を実施
し施設に問題が無いことを確認した。
・内田小学校の外壁塗装などの一部の工種は、天候不
良などにより９月に入ったが、学校運営に支障なく完
了した。
・９月27日・28日に竣工検査を実施し工事は完了し
た。

・工事は完了したが、追加となる備品購入があるため
早期に購入を実施する。
・今後実績報告を作成提出し、本年度の国庫補助事業
は完了する見込みである。

2

２-⑦
安全で安心して教
育が受けられる環
境づくり

教育総務課 61 95

・菊川地区の６小学校の無線LAN工事を７月６日から
11月30日を工期として６月29日に発注した。
・主に夏休み期間に菊川地区の６小学校の無線LAN整
備を実施し、９月28日に完成届を受理した。10月４日
に完成検査を受検する。

・今回の無線LAN整備工事で全ての小中学校の整備が
完了した。
・来年実施する加茂小学校の南校舎は増築となるた
め、引き続きLAN整備を行う必要がある。

3

２-②
ＩＣＴ環境等を活
かした魅力ある授
業づくり

学校教育課 60 60

・研修会や学校訪問で「きくがわ21世紀型授業」を呼
びかけ、各学校ではICT機器を効果的に活用し、新学
習指導要領を意識した授業改善に取り組んでいる。
・菊川東中（11/9）、内田小（11/28）の菊川市ＩＣ
Ｔ指定研究発表会に向けて、校内研修、準備を進めて
いる。

・今後はICT推進委員会や研修推進委員会で、新学習
指導要領での教科指導におけるICT活用についてさら
に研究を進め、より効果的な活用で学力向上を目指
す。
・研究発表会のICT活用の状況や児童生徒へのアン
ケートにより、活用の成果や課題を確認し、次年度に
生かす。

4
２-①
「一人ひとりが生
きる教育」の推進

学校教育課 50 50

・４月１日現在、「虹の架け橋」には、外国人児童生
徒15人が在籍。さらに編入の外国人は、学校や「虹の
架け橋」等の関係機関と連絡調整をしながら就学に関
して丁寧に対応している。「虹の架け橋」前期修了生
は８人。
・また、各学校に配置している外国人支援員の研修会
を持ち、情報共有や効果的な指導・支援の仕方につい
て研修を行っている。

・今後も外国人の転出入が予想される。近年特別支援
を要する児童生徒の転入も多く、「虹の架け橋」の支
援の手が不足する状況があるなど、日本語支援の在り
方が今後の課題である。「虹の架け橋」への入所、学
校への編入等手続きを丁寧に行っていく。
・学校においては、外国人をはじめ多様なニーズに応
じて厚い支援を引き続き行い、一人ひとりが個性を発
揮し安心して学校生活を送れるように努める。
・また、外国人児童生徒アンケートを行い、結果を次
年度に生かす。

5
１-③
教育・保育サービ
スの充実

幼児教育課 40 40

・小規模保育事業の実施を市内法人９法人（11園）、
市外法人２法人、株式会社３社へ依頼した結果、３法
人と２社から前向きな回答をいただいた。
・実施箇所を旧内田保育園とし、12月の補正予算へ修
繕工事費を計上した。
・保育士確保に向けて、県内13の大学等を訪問し求人
情報の提供や情報交換を行った。また、市内法人へ情
報提供を行った。

・小規模保育事業の実施依頼の結果、前向きな回答を
いただいた中から諸条件等が合致した市外法人１法人
と詳細協議に入っていく。
・平成31年４月の開園に向けて、修繕工事、賃貸借契
約、設置認可、追加の申込受付、該当法人や内田小児
童クラブ等との協議・引越・準備、市内法人への周知
調整等を行う。

待機児童解消へ
の取り組み

番号
教育大綱
重点施策

担当課

　「ＩＣＴを活用す
ると授業がわかりや
すい」と答える児
童・生徒の割合を小
学校95％、中学校
90％以上にします。
(H29年度実績：小学
校92.8％、中学校
95.6％)

「一人ひとりが
生きる教育」の
推進

　外国人への就学支援の充実や、
特別支援教育のための学級学校支
援員の配置により、多様なニーズ
に応じた支援を行います。

　平成30年12月末ま
でに無線LAN機器整備
工事を完成します。

事業内容 取組内容

　保育所等の認定こども園化や、
小規模保育事業などの地域型保育
事業を推進し、保育認定子どもの
受入れ枠拡大を目指します。

　平成31年３月末ま
でに菊川市内におい
て、小規模保育事業
を開設します。

ＩＣＴ環境を生
かした魅力ある
授業づくり

　子どもの学力向上を目指し、Ｉ
ＣＴ活用実践研究指定や「きくが
わ21世紀型授業」を推進します。

達成目標
達成状況（％）

実施内容・進捗状況・達成見込み

　「学校が楽しい」
と答える児童・生徒
の割合を小学校
93％、中学校90％以
上にします。(H29年
度実績：小学校
92.8％、中学校
88.4％)

課題・今後の取り組み

学校施設の耐震
化の推進

　小笠北小学校南校舎及び内田小
学校校舎の耐震補強・設備改修工
事を実施し、安全な教育環境の維
持を図ると共に、加茂小学校の児
童数増に伴う増築棟実施設計を実
施し普通教室の確保に努めます。

　平成30年10月末ま
でに耐震補強工事を
完成します。

小学校無線LAN整
備の推進

　全小中学校に導入したタブレッ
ト端末等の活用を向上させるた
め、菊川地区６小学校に無線LAN
機器の整備を行いICT環境の向上
に努めます。

資料１ 
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目標 実績

6
１-③
教育・保育サービ
スの充実

幼児教育課 40 40

・再編協議会は、第８回～第11回まで計画どおり開
催。
・小笠南・東地区の保護者・地元住民説明会は、計画
どおり６月に開催。さらに、小笠南地区保護者説明会
を９月15日に臨時開催し再検討結果を回答した。
・補助工事は、５月30日に県の実施設計審査を受け、
法人発注により建築工事がスタート。計画どおりの進
捗で進めている。
・市発注工事（小笠東地区）は、給食搬入口及び空調
設備等の工事を発注した。
・市発注工事（小笠南地区）は、防災調整池の工事を
発注し、９月末に完了した。

・再編協議会を開催し、最終的に相手法人と協定書を
締結する。
・財産の譲与や公文書・備品等の整理に加え、引っ越
し作業等遅れの無いよう進捗管理を徹底する。
・今後、公立幼稚園の財産処分や認定こども園の認可
申請手続きに漏れの無いよう処理する。
・保育教諭の人員確保と園運営の支援が必要な状況と
なっている。

7
３-④
鑑賞機会の提供

社会教育課 35 35

・来館者への周知・予約の制限
　昨年12月より指定管理者の㈱SBSプロモーションを
通じ、大ホール・小ホールの利用申し込みに対し、特
定天井工事に伴い施設が使用できないことを、継続的
に説明している。また、指定管理者との月例報告会
で、利用者からの要望等について定期的に情報を把握
している。
・発注・管理
　昨年度の設計業務委託の成果品を基にアエル特定天
井改修工事の発注をかけ、９月21日の入札で落合組に
決定した。また、工事監理業務の業者選定を行い、8
月21日の入札でDAI一級建築士設計事務所に決定し
た。

・建築工事（大ホール・小ホール）
　小ホールは12月4日から1月31日まで、大ホールは1
月18日から3月31日までホールの貸出を休止して工事
を進める。利用者への貸出があるため、工事に遅延が
ないよう進捗管理を図るとともに、確実な安全対策を
講じる。また、工事終了後に貸出休止による管理運営
補償を行う。
・設備改修計画の作成
　年間13万人を超える利用者がおり、生涯学習及び文
化芸術の拠点として市民がいつでも利用できる施設で
ありつづけるよう、年次計画を立て、設備改修計画を
作成（更新）する。

8

３-⑦
誰もがスポーツに
触れ合う機会の創
出

社会教育課 60 60

・先進事例等の実施状況や実施要領などの情報収集を
行い、実施方法の検討や実施要領の作成を行った。
・夏休み期間中での小学校プールの開放を検討したと
ころ、最大利用可能日数は16日間となった。また、民
間施設等の利用実態を踏まえ、コインロッカーや更衣
室、監視員の休憩室（プレハブ等の仮設ユニットの
リース等）の設置を検討した。
・プール開放に係る必要経費を算定し、サマーレ
ビューにて提案し、通常予算の中で実施を検討する事
業となった。

・利用方法を検討する中で、最大限の利用実施日が16
日となったが、プール開放に係るコストが高価とな
る。
・今後、費用対効果等を踏まえ、プール開放の実施が
可能かどうか検討する。また、関係部署と調整を図
り、実施可能校の選定を行っていく。

9
３-⑪
子どもの読書活動
の推進

図書館 50 54

・子どもを対象としたイベントや親子読書の集い「お
はなしステーション」、「こども図書館」などを開催
し、9月末時点で児童書の個人貸出冊数は、105,953冊
(H29年度　9月末実績103,091冊　2％増）となり、目
標値の54％となった。

・10/20に公益信託西川金一・ゆり子図書助成基金と
共催の講演会（絵本作家いしかわこうじ氏による「子
どもと絵本」）を開催し、幼少期からの読書の大切さ
を啓発する。
・各おはなし会や「図書館おみくじ」、映画会などの
子ども向け行事を開催し、児童書の貸出冊数の増加に
つなげていくとともに、新しいイベントも計画してい
く。
・図書館所蔵の児童書は、20年以上利用している資料
が多く傷みも激しいことから買い替える必要がある。
新学習指導要領に沿った、英語教育に関する資料も不
足している。

10
３-⑫
読書環境の整備

図書館 40 40

・昭和51年版小笠町誌の写真原本216点を台帳に登録
し、そのうち10件をデジタル化した。
・後藤粛堂家文書資料について、実物を精査、照合
し、解読作業を始めている。

・登録した資料の中から、優先度の高いものをデジタ
ルスキャンしていく。
・古文書の解読等については、外部の有識者等に依頼
することを検討していく。
・図書館協議会から、各家庭で保管されている資料が
散逸する前に収集できる体制を整えてほしいとのご意
見をいただいた。

番号
教育大綱
重点施策

担当課 事業内容 課題・今後の取り組み

子どもの読書活
動の推進

　良い読書環境を子どもに提供す
るため、児童書を幅広く揃えると
ともに、親子読書の集いやこども
図書館の開催など、あらゆる機会
を捉えて、積極的な児童サービス
を展開します。

　児童書の年間貸出
冊数を196,000冊以上
にします。
（H29年度実績：
195,533冊）

　市内小中学校プールの一般市民
への開放に向けて、当該校の選定
や開放時期・日数、貸出ルール、
機材、経費等、プール開放に必要
な調査・研究を進め、翌年度開放
の検討を行います。

　平成30年10月末ま
でに、プール開放に
必要な資料を作成
し、翌年度開放に向
けた検討を進めま
す。

取組内容 達成目標
達成状況（％）

実施内容・進捗状況・達成見込み

地域資料等の収
集とデジタル化

　地域に関わる歴史的・文化的な
価値のある資料を幅広く収集し、
市民にご利用いただくとともに、
図書館で所蔵している貴重な資料
を適正に管理するため、データ
ベースの作成とデジタル化を進
め、資料の保存と活用を図りま
す。

　地域資料や貴重資
料のデジタル化を年
間140件以上実施しま
す。
(H29年度実績：136
件）

文化会館アエル
の特定天井改修
工事及び改修計
画の検討

　特定天井となる大・小ホール吊
天井の落下防止対策工事を計画的
に実施するとともに、修繕または
改修が必要な設備を選定し、整備
計画の検討を進めます。

　平成31年３月末ま
でに特定天井改修工
事を完了するととも
に、設備改修計画を
作成します。

小中学校プール
施設の市民開放
の検討

小笠地域公立幼
稚園の再編

　小笠地域の公立幼稚園３園につ
いて、平成31年度から順次私立幼
保連携型認定こども園として再編
できるよう準備します。

　平成31年３月末ま
でに静岡県からひが
しこども園（仮称）
及びみなみこども園
（仮称）の認可を受
けます。
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