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平成３０年度第１回奈良市教育委員会施策評価懇談会の意見の概要 

開催日時 平成３０年 ７月 ３日（火）午前１０時から午後３時まで 

開催場所 奈良市役所北棟６階 第２１会議室 

意見等を

求める 

内容等 

１ 質問意見のないシートについての聞き取り（事務局） 

２ 評価シート全体に対する意見聴取 

３ 7月 24日（火）の懇談会の議題について 

４ 各課面談 

参 加 者 

【外部評価者】仲林真子、橋崎頼子 【計２名】 

【教育委員会事務局】中生涯学習課長、吉元教育支援課長、小林地域教育課長、 

田中学校教育課長補佐、坂本いじめ防止生徒指導課長、 

山田教職員課長、高橋係長、宮廻教育相談課長、 

福西教育政策課長、岡田教育政策課長補佐、 

教育政策課職員 【計１２名】 

開催形態 公開 （傍聴人２人）  

担 当 課 教育委員会事務局 教育政策課 

意見等の内容の取り纏め 

 評価シート「（３）教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」について、事務

局による質問意見のない評価シート及び評価シート全体に対する意見聴取の後、外部評

価者と各課で意見交換を行った。 

 

≪意見を求めた内容及びそれらに対する意見等≫ 

１ 質問意見のないシートについての聞き取り（事務局） 

・評価シート７、８、１１～１３、２２～２９、３１については特に指摘なし。 

 

・【評価シート１８】［1. 地域教育推進事業【「地域で決める学校予算事業」を内数として再

掲】］ 

（仲林評価者）地域コーディネーター間の情報交換はどうなっているのか。子どもたち

の様子を教員等と共有ができていて、それが家庭訪問や声かけに繋がっているという

ような連携はあるのか。 
 
（地域教育課長）地域の人の方が子どものことを長く見ているので、気づくことも多い。

学校の空き教室に地域ルームを設置してほしいという要望もある。ほぼ毎日学校に来

て校長先生や教頭先生、担任先生と子どもの話を共有できていることは成果であると

考えている。 

 

・【評価シート３０】［2. 放課後児童クラブ（バンビーホーム）の運営］ 

（仲林評価者）達成度が３で必要性・方向性が増加・拡充となっていることに関しての

説明が必要では。また、夏休みの昼食提供のために必要性・方向性が増加・拡充とな

っていることが文章を見ているだけでは伝わらないため、資料等を付けてアピールす

るべきだと思う。 
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（地域教育課長）ご指摘のとおり、【成果】に「市内小学生数が減少する中、バンビーホ

ームへの登録は年々増加しており、働く保護者の増加にともなって、子どもの居場所

づくりへの市民のニーズは高まっています。」と追記する。また、【課題と今後の方針】

に、「また、夏休み等長期休業中の昼食提供を開始し、保育の充実を図ります。」と追

記する。 

 

２ 評価シート全体に対する意見聴取 

【達成度、必要性、方向性の評価基準について】 

今年度から、評価を４段階から５段階に変更し、評価の方法についても、今までの

抽象的な基準から、一定の基準を示すことでより客観的なものとなり、各課の評価の

整合性もとれたと思います。記載内容もこれまでと比較して格段によくなったと思う

反面、達成度が３（予定どおりできた）、必要性・方向性ともに同水準という結果がほ

とんどとなり、ばらつきのない結果となっています。 

長期的に見れば、右肩上がりの成果が出ているような事業や、必要性が増加してい

る事業も、今年度の評価基準ではその差が表れにくい傾向にあるため、【成果】【課題

と今後の方針】の記述において、しっかりと市民の方々にわかりやすく評価を伝えて

いく必要があると感じました。 

 

【施策の総合評価について】  

各課の評価を拝見して思うのは、教育で重要なことは、やはり子どもが安全・安心

に学べることです。特にいじめの問題や、ICT教育等については、市民の関心も高い

ものです。 

これから求められるのは、いかに時代に合った事業に、より重点的に予算配分をし

ていくか、ということだと思います。教育は時代とともに変化していくものであり、

これで完成形ということはありません。真に求められるものを判断し、必要ないと判

断したものは廃止していくという思い切った決断も必要になってくるのではないでし

ょうか。 

また、評価基準を明確にしたことにより格段に評価が分かりやすくなりましたが、

その一方で評価に差が出にくくなっています。その理由のひとつが予算だと思います

が、必要性が高い事業には、十分な予算を確保してもらいたいと感じました。 

 

３ 7月 24日（火）の懇談会の議題について 

１ 教育委員会会議の運営について 

・教育委員会会議の持ち方の工夫について 

 

２ 教育委員と教育現場の連携 

・学校現場との意見交換について 

・保護者との意見交換について  

 

４ 各課面談 

・【評価シート０３】 

［評価シート０３の注釈について］ 

（仲林評価者）地域教育協議会について、せっかく脚注を付けているのであれば、組織

の中にどのような人がいるのか明記した方が良いのではないか。読んだ感じでは分か

らない。 
 

（地域教育課長）どのような人が集まっているのかについて、注釈に追記する。 
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［1．地域で決める学校予算事業］ 

（仲林評価者）地域で子どもを守り育てる仕組みの中身、補助金の金額が分かるとより

わかりやすくなると思う。 
 
（地域教育課長）地域全体で子どもを守り育てるために、どのような子どもを育てたい

かを「めざす子ども像」として共有すること、会議の定期的な実施、合同研修の実施

など、学校と地域が連携・協働活動を推進しやすくする取組を進めている。地域教育

協議会への委託金の総額は、平成 29年度は 74,558,065円であった。 
 
（仲林評価者）規模が想像しにくかったため、金額を質問させていただいた。予算 7500

万円を 21中学校区に分配するということか。 
 
（地域教育課長）中学校区域ごとに分配し、地域の会長に委託する形で支払っている。

学校園数と子どもの数が基礎定数となっている。 
 
（仲林評価者）子どもを守り育てるための事業というのは目指す子ども像についての議

論や共有を行う会議を定期的に開催するというのが具体的な事業の中身か。 
 
（地域教育課長）地域教育協議会というのが委託先であるが校区で 0歳から 15歳の目指

す子ども像を設定する。そこで地域は何ができるのか、学校で何ができるのかという

ことを考え、4月に打ち立てた計画をもとに配分が始まる。 
 
（仲林評価者）地域によって目指す子ども像が変わるということか。その子ども像は具

体的なものか。 
 
（地域教育課長）地域によって課題も異なるため、変わる。子ども像については評価し

やすいようにより具体的な目標を立ててくださいと言っている。 

 

［2．世界遺産学習推進事業］ 

（仲林評価者）文化遺産と自然遺産が身近な教材なのか、分かりにくい。 
 
（学校教育課長）文化財を含む地域にある建物や自然、伝統文化等を教材として学習を

進めている。歴史上の人物や地域の方の生き方に触れることや地域のことを考えて行

動に移すこと等は、児童生徒のアイデンティティを育むとともに、キャリア発達を促

すことに繋がると考える。 
 
（仲林評価者）：歴史上の人物の生き方や考え方にふれることで、アイデンティティの構

築につなげるという解釈でよろしいか。また、事前回答のように修正していただきた

い。 
 
（学校教育課長補佐）そういう解釈であっている。事前回答のとおり修正する。 
 

（橋崎評価者）世界遺産学習で育てたい力が、確かに小学校 1年から中学校 3年の間で

育成されたというのをどのような評価材料で判断するのか。150人の子どもたちが作

品を出したということが果たしてそういうことの証明になっているのか、というとこ

ろが気になった。先ほどのアイデンティティ、ものの考え方、人格形成みたいなもの

は確かに作品に表れているのかもしないが、150人の作品展だけでは成果を読み取れ

ないので、もう少し内容に踏み込んだ説明にしていただきたい。中学生のことについ

ても書いていただきたい。 
 
（学校教育課長補佐）中学校になるとかべ新聞や校内のポスターセッションに使用した

資料、作文などがある。世界遺産学習とは一つの教科で行うのではなく、すべての学

校教育活動をつかって少しでも奈良に触れていくということで進めていく。年に 1回
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作品展で呼びかけをし、作品がある場合は出してもらうという形になっている。学校

ごとにその教育課程の中で世界遺産学習について取り組んでいる時数は学校教育課で

把握しており、どのくらいの時間を使っているのかというのは確認している。各学校

によって時間配分は異なるため、作品展の時期に合わせてもらうと作品数が多くなる。 
 
（橋崎評価者）ではこの作品展は学校での成果を持ち寄るということか。 
 

（学校教育課長補佐）学校ごとに作品展をされているところもある。内容について書き

ぶりを検討する。 

 

［3．人材教育研修事業］ 

（橋崎評価者）教育研修の成果はどのような研修の内容を通して達成されたのか。児童

生徒の理解や発言の捉え方という部分を教えていただきたい。また LGBTなどセクシュ

アリティに配慮した学校づくりとして、教職員への研修、学校施設の改善を含めて扱

う可能性はあるのか。 
 
（教育支援課長）「人権教育を通した子どもの自尊感情を育む学級づくり」をテーマに「個

の人権と集団の人権」が尊重される学級集団を目指すために必要なこと等の内容で研

修を実施した。セクシュアリティに配慮した学級づくりとしては、LGBTについての研

修を今年度実施する。 
 
（橋崎評価者）成果の部分に研修内容について詳しく追記することで、なぜ「教員が多

面的に児童生徒を捉える」ことができるようになったのかが分かるようになると思う。 

またセクシュアリティについては研修等で教員自身が LGBTを含む多様な性のあり方

について学び、受け入れ、教育活動を行っていくことが重要である。トイレなど施設

の問題も切り離せない問題であると考える。 
 
（教育支援課長）成果の部分に研修内容について追記する。 
 

（仲林評価者）現場だとトイレの問題に限らず、体育の着替え場所や水着の着替えなど

もあるし、大学だと受験票の確認など、人権の立場からどのように対応していくのか

は非常に苦労するところであり、根本的に変えていく必要がある。小さい頃の方が柔

軟であるため、子どもたちが受け入れ、それが自然になるというのが理想であると考

える。 

 

［4．人権教育推進事業）］ 

（仲林評価者）「周知と理解に努めた」対象は誰か。 
 
（学校教育課長補佐）教員である。 

 

［5．学校 ICTの推進］ 

（仲林評価者）4行目は「人数分程度」では。新 ICT環境は、旧 ICT環境と何が違うの

か。 
 

（学校教育課長補佐）従来より「クラス人数分程度」としていた経緯がある。新 ICT環

境とは成果に記載の環境であり、旧 ICT環境とは、教員は 8年前のノートパソコンの

み、児童生徒もノートパソコンが 40台あるのみの環境である。 
 
（仲林評価者）ICT は注目を集めており、日本全体の方向性として重視していく傾向に

あるので読んでわかりやすい方がより良いと感じた。拡充になっているため、詳しく

書くべき。新 ICT 環境が前と比べてどのように変わったのかを記載することで成果を

強調することができるのではないか。 



5 

 

（学校教育課長補佐）その旨追記する。 

 

［6．教育センター学習事業］ 

（仲林評価者）必要性は増加、方向性は拡充が適切ではないか。 
 
（教育支援課長）必要性を増加、方向性を拡充とするには、予算増加等が伴っていない

と整合性がとれないため同水準と判断し、その判断に説得性をもたせるため、「充実」

の前に「引き続き」を加え、終わりの６行から３行目を次のように書き換える。 

「今後、子どもたちが興味関心を高められるよう実体験できる科学実験やものづくり体

験の講座を引き続き充実させるとともに、教員養成系の大学に対して、指導補助とし

て学生ボランティアを募集し、教員養成の場としての活用も図ります。」 

 

［7．キャリア教育推進事業］ 

（仲林評価者）文末が「～充実させていきます」となっているのに、方向性が同水準と

いう判定に違和感を覚えた。 
 
（地域教育課長）必要性を増加、方向性を拡充に訂正する。起業体験事業では平成 30

年度のモデル校区を 6校区とする。キャリアパスポート事業においては研究指定校の

増加はないが、引き続き教職員の資質向上を図る。 
 
（仲林評価者）キャリア教育は関心が高いため、拡充方向は望ましいと思う。しっかり

取り組んでいくことが感じられる文章である。 
 
（橋崎評価者）起業体験で得ることが何を指すのかイメージはつくが、その具体例の説

明を加え、そういう体験が創造性、探究心、実行力に結びついたというような書き方

にすると分かり易い。ポスターセッションで自分の言葉で伝えられたというのは一つ

表現の仕方ではあると思うが、それは最終のことなので過程を教えてほしい。 
 
（地域教育課長）学校の中に多様性を生みだしたいというのが地域連携の主な狙いで、

なるべく多くの子どもにロールモデルである多くの大人の姿を見せたいと考えてい

る。ジュニアインターンシップは今年度予算が 0であるがそれでも継続してやってい

きたいと考えている。起業体験に関してはアントレプレナーシップという形で、自ら

課題を見つけ出して、課題解決するための、それはボランティアではなく、自立した

形、それは経済的でも良いが、そういう生き方をしている人もいると感じてもらう。 
 
（橋崎評価者）現在の学習指導要領が求めている「社会に開かれた」というのに繋がっ

ていると思う。「社会的な課題解決としての」というように追記するとよりわかりやす

くなると思う。 

 

・【評価シート０４】 

［3. 少人数学級編制実施（小学校講師）］ 

（仲林、橋崎評価者）事業名の（小学校講師）の意味は。 
 
（教職員課長）事業自体が小学校を対象にしていることと、少人数学級編制のために講

師の配置を行う施策であることを示すために表記している。 
 
（仲林評価者）【課題と今後の方針】については、新学習指導要領の「主体的・対話的で

深い学び」の実践のためには従来の 35人より 40人が適切であると言っているように

読めるが、その根拠は何か。奈良市としてはこれまで少人数学級編制に力を入れてき

た経緯があると思うが、その方向を転換して国の基準に合わせるに至った根拠、背景

などをもう少し書いたほうが良いのではないか。 
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（教職員課長）ご指摘のとおり、前半部分に根拠や背景を入れて事前回答のとおり修正

する。1・2年生については義務教育の入門期であり 30人学級を継続、3・4年生につ

いては従来 35人学級だったが、新学習指導要領を考慮し、40人学級とした。 
 
（仲林評価者）昨年までは市は予算をつけてまで小学校講師を雇用し、国の基準よりも

さらに少ないクラスを実現していたことに価値があるという書きぶりできていた印象

があるが、5人増減することは、高学年になればなるほど教育効果に違いはないのか

という気がしている。これまで少人数を強調していただけに、方向転換する理由とし

てはまだ弱いように思う。3年生以上は 35人から 40人にするという本当の理由があ

るのか。例えば人手不足や予算の問題で講師の確保が難しいといったような。 
 

（教職員課長）正直なところ、効果測定が難しい。新学習指導要領で学びの方向性が示

されていたので、それを実現しやすい方向に転換した。 
 
（仲林評価者）学術論文等では、教育の成果を何で測るかということはとても難しいと

言われているものの、少人数編制が必ずしも望ましいわけではないという研究成果は

多く出ている。少人数をやめることは決して悪いことではないと個人的には思ってい

るが、これまで少人数を強調していただけに、いかに理解してもらえるように書くか、

というのは難しいところではある。 
 
（橋崎評価者）【成果】には 3・4年生は 35人を上限とすると書かれているが、今後は

40人学級編制とされるということか。また、新学習指導要領の目標達成に向けて、小

学校で少人数学級編制をされたということだが、同様の理由で中学校でも取り組まれ

る予定はあるか。 
 
（教職員課長）3・4年生については、今後は 40人学級編制とする。また、中学校にお

いて少人数学級編制を取り組む予定はない。 
 

（橋崎評価者）新学習指導要領で目指している学びは、主体的・対話的で「深い」学び

がポイントとなる。深い学びというのは量ではなく質だと思う。35人が 40人になっ

て 5人分多くの意見に触れたということが深い学びにつながるというのは無理がある

と思う。少人数でどれだけ深く話しあえるか、深いというのは知識と知識が結び付い

て構造化されて教科の本質が見えてくるという状態であると思うので、その目標を達

成するには、話し合いの質を高められる適正人数があると思う。道徳の教科化もある

ので、個人的には少人数の方が良いのではと思った。 

 

［4. いじめ対応支援教員の配置］ 

（仲林評価者）いじめ対応支援教員が減少したことを考慮すると達成度 2は致し方ない

と思うが、必要性は高まっていると思われ、方向性も拡充していかないと達成度は 3

以上にならないのではないか？（同水準の取り組み方では予定どおり・達成度 3には

ならないのではないか。) 
 
（いじめ防止生徒指導課長）奈良市立学校には全校に「いじめ対応教員」を配置してい

る。特に課題の多い学校に対しては、「いじめ対応教員」を支援する「いじめ対応支援

教員」を 28年度には 22校に、29年度には 16校に配置した。それと平行して、教育

委員会から指導主事や学校支援コーディネーターが、全ての学校を年 3回と必要に応

じて訪問してきた。その結果、配置していない学校に対してはいじめに対する取組が

進んだ。「いじめ対応支援教員」は 16校にしか配置できなかったため、一旦廃止し、

新たに教員ではない「いじめ対応支援員」を 8人任用し、課題の多い 8中学校区に配

置するよう施策を転換した。授業を持たないためフリーな立場で観察したり、定着す

れば子どもの方から相談を受けたりできる。配置校以外にも緊急対応できる利点もあ
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る。達成度については、効果はあったが、全体に効果がなかったということで 2とし

た。 
 
（仲林評価者）保護者や市民の注目度の高い項目である。成果はあったが、支援員の配

置人数が前年度と比べて 16人に減ったということが、達成度 2の要因であるなら、そ

れが分かるように書いた方が良いのでは。達成度 2は全体の中でもほとんどなく目立

つ。しかもそれが関心の高いいじめの問題であると、大丈夫なのか、といらぬクレー

ムを生んでもいけないので。人数を確保できなかったことが達成度 2の要因か。 
 

（いじめ防止生徒指導課長）「いじめ対応支援教員」が 65校のうち 16校にしか効果が出

せなかったということ。 
 
（仲林評価者）一定の成果はあったということは明記すべき。 
 

（いじめ防止生徒指導課長）その旨追記する。また、達成度を 2から 3に修正する。 
 
（橋崎評価者）いじめ対応支援員の方はどのような専門性を持って仕事をしているか。

また研修や事後のフォローアップは行われているのか。 
 
（いじめ防止生徒指導課長）採用に当たっては、教職経験や教員免許保有、臨床心理士

資格所有等を条件として任用している。現在は教員経験者のみ 6人を任用中。中には

生徒指導経験者やいじめ対応支援教員経験者がおり、対応している。配置前研修とし

て、いじめに関する最新の知識や教育相談の手法、守秘義務等の内容の研修を一週間

受講し、配置後についても、いじめに関する研修や特別支援教育、教育相談に関わる

奈良市教職員研修講座等に参加し、いじめ対応に関する専門性を高めている。 
 
（橋崎評価者）いじめ対応支援教員がいじめ対応支援員となり、人数も 16人から 8人に

減るので大丈夫かと思い質問したが、教員経験を持った方がフリーに動けるという利

点のある制度であるとよく分かった。 

 

［総合評価について］ 

（仲林評価者）冒頭の総合計画に「これまで以上に～推進します。」とあるのに、3以外

の事業で方向性が「同水準」というのは、適切か。 
 
（事務局）ご指摘のとおり、総合計画ではシート４の事業をとおして「これまで以上に

個に応じたきめ細かな教育を推進します。」としている。しかし、方向性を拡充とする

には、予算増加等が伴っていないと整合性がとれないため、「同水準」としている。今

後は、時代の変化や新学習指導要領にも対応し、方向性を「拡充」とできるよう検討

していく。 

 

・【評価シート０５】［1. 教職員の研修の充実］ 

（仲林評価者）「若手教員を対象に、ライフステージに応じた研修～」とは、若手教員の

ライフステージに応じた研修という意味か。 
 
（教育支援課長）「ライフステージ」の表現が適切ではないと判断し、「ライフステージ

に応じた研修」の文言を、「個々の課題やニーズに応じた研修」に変更する。 
 
（橋崎評価者）校内での OJTづくりとは具体的にどのようなことに取り組まれているの

か。 
 

（教育支援課長）メンター制の導入や若手教員育成を主眼に置いた校内での研修体制立

ち上げに資する研修講座を開催し、先進事例の報告を行っている。また各校に校長 OB

や指導主事が 2人一組になり全小中学校を訪問し、校長を対象に現状についてヒアリ
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ングを行い、その学校に適した OJTの体制づくりができるようアドバイスを行ってい

る。 
 
（橋崎評価者）研修は若手教員だけを対象としているのか、それとも若手職員の成長を

コアとして他の先生も共に学べる研修体制を学校としてつくることを支援しているの

か。 
 

（教育支援課長）学校の研修体制には主題研修というものがあり、若手職員からベテラ

ン職員までが一緒に一つの研修主題を追及していくという研修が各学校にある。各学

校で 20代の先生が半分を占めているため、その先生方にできるだけ早く力をつけてほ

しいというのは学校の課題であり、我々の課題でもある。この研修の中には教員個別

訪問研修があり、経験の浅い教員に個別に指導を行っている。併せて学校でも若手教

員を言わないと分からない事や分かっていると思っていても分かっていないというこ

とが多くあるため、そこに焦点を絞った研修体制がつくられている。主題研修プラス

若手教員をターゲットとした研修を各学校で立ち上げている。「各学校に適した」とあ

るのは中堅教員がいる学校ではその教員の力を使って若手を育てる手法、若手教員が

多い学校ではその中で切磋琢磨し情報共有し合う手法など、これといった形を持つの

ではなく、各学校の特徴に合わせた研修を校長とともに考え、構築していく。 

 

・【評価シート０６】［2．ALT教員（外国語指導助手）の充実］ 

（仲林評価者）教師の英語力を高めることの必要性は急に高まったことではないため、

ALT事業を廃止するには弱いように感じる。成果は上がっていると書いているため、

それを廃止する理由について市民の理解を得るためには書きぶりに工夫が必要である

と思う。 
 
（学校教育課長補佐）ご指摘を受け、「ALT事業に関しては、児童生徒が英語に慣れ親し

む機会として一定の効果がありました。しかし、学習指導要領の改訂に伴い、特に小

学校での英語教育が大きく変わります。具体的には、これまでは高学年で実施してい

た外国語活動が中学年からに早期化され、高学年では正式な教科となることにより、

児童には英語に慣れ親しむだけではなく、学習内容の定着が求められます。小学校で

の英語教育は、英語教育を専門に学んだ経験の多くない学級担任が主たる指導者とし

て授業を行う必要があることから、教員の英語指導力を高めることが、児童の学習の

機会を保障する上で喫緊の課題であると認識しています。そのため、これまで児童生

徒が英語を活用する場の創出のために活用していた ALTではなく、教員に対して英語

の指導方法について指導助言を行うことができる AEE（Advisor of English Education）

活用事業に施策転換します。」と修正する。 
 
（仲林評価者）評判が良い取組だったことから方針を変える根拠を書く必要があると思

ったため指摘した。事前回答のとおり修正していただきたい。 
 
（学校教育課長補佐）事前回答のとおり修正する。 
 
（橋崎評価者）AEE とはどのような専門性・バックグラウンドを持った方を想定してい

るのか。ALTと比較して AEEの方が「教師の英語力向上」に繋がるとされる理由は何

か。 
 
（学校教育課長補佐）AEEは英語を母語とする方で、TESOL等を取得し、日本語能力試験

N3程度以上の日本語能力を有した方を想定している。また、小中学校における豊富な

英語指導経験を有していることも求めている。AEEは英語教育に関して高度な専門性

を持つ人物であり、教員に対して効果的に指導助言を行うことができるため、教員の

英語指導力向上につながると考える。 
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（橋崎評価者）TESOLの資格は英語圏の大学で取得するようなもので、母語が英語の国

でそこに来た外国人にどう教えるか、という教授法だと思うが、日本で英語を学ぶの

であればまた違う文脈になるのではと感じた。指導主事と一緒に回るのであれば、補

完していく必要があるのではないかと感じた。 
 
（学校教育課長補佐）AEEは日本語能力試験 N3以上が必要であるが、それを踏まえ、英

語の専門指導主事と一緒に回るという形で進めていく。 

 

・【評価シート０９】 

［1. 特別支援教育推進事業］ 

（橋崎評価者）日本語等の支援を必要とする外国にルーツを持つ子どもたちに対する支

援については、特別支援教育の枠組み、あるいは別の枠組みで考えておられるか。 
 
（教育相談課長）日本語等の支援を必要とする外国にルーツを持つ子どもたちの支援に

関しては、学校教育課の教育推進係に日本語指導コーディネーター及び日本語支援員

を配置して対応している。日本語指導と発達に課題のある子どもや特別支援が必要と

思われる子どもに重複しているところがある場合は、必要に応じて連携を図りながら

進めている。学校教育課の管轄であるため、このシートには記入していない。 
 
（橋崎評価者）学校教育課のところで追記できれば追記してほしい。 

 

［4. 特別支援教育支援員（小・中学校）配置の充実］ 

（仲林評価者）【成果】について、達成度 4で良いと思うが、その評価の根拠として、予

定を上回ったことを明記してはどうか。また、【課題と今後の方針】について、さらに

拡充していくことが伝わるような書きぶりを工夫してはどうか。 
 
（教職員課長）ご指摘のとおり、【成果】に「前年度より複数配置校を４校増やし充実を

図りました。」と追記、また【課題と今後の方針】にも「今後も特別支援教育支援員の

増員を図り、特別な支援を必要とする児童生徒の学習支援や安全面へのサポートを強

化し、きめ細かな対応を進めていきます。」と追記する。 

 

・【評価シート１０】［1. 学校評議員制度の推進］ 

（仲林評価者）昨年まで、地域の人材不足、高齢化が指摘されていたと記憶しているが、

それらの問題は解決したのか？ 
 
（学校教育課長補佐）昨年の 3月に地方教育行政法が改正され、学校運営協議会（コミ

ュニティスクール）の設置が努力義務となったことを受け、平成 31年度を目指して各

小中学校の実情に合わせて学校運営協議会に移行していく動きをとっている。移行が

まだのところでは引き続き学校評議員制度を取り入れている。評議員は 2年を超えな

い範囲内で再任されることを妨げないと定めており、平成 30年度は 58％の方が新規

にご参加いただき、引き続いて確保できている。 
 
（仲林評価者）学校評議員制度から学校運営協議会制度へ移行とのことだが、将来的に

評議員はどうなるのか。必要なくなるということか。  
 
（学校教育課長補佐）評議員から学校運営協議会の委員に替わっていただく。学校運営

協議会は学校と一緒に学校の運営を考えていく組織なので、今までの校長が尋ねたこ

とに対して意見を言うだけの関わり方より深く関わっていただくことになる。学校に

とってはより一層支えになる。 
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・【評価シート１４】 

［1. 人間性豊かな人づくり］ 

（仲林評価者）一条高等学校ならではの教育の成果はあるか。また、満足度が 93.5％と

いうのは、確かに高いと感じるが、全国の高校生の満足度平均、奈良県の高校生全体

の満足度平均と比べて高ければ、一条高校の良さがより客観的に伝わるのではないか。 
 
（学校教育課長補佐）一条高等学校ならでは取組としては、スマホを利用した授業を展

開している。SSS（スーパースマートスクール）として進めている。去年は公開授業も

行い、実際に使っている様子を研究授業として公開した。 
 

（仲林評価者）満足度についてだが、数字を挙げるときは比較対象があって高い、低い

という話をした方がより客観的になり、一条高校が良いということがより確かなこと

になる。主観的には高い数字であると思うが、この種のアンケートがどこでも高い数

字が出るのであれば、説得力がなくなる。全国平均や奈良県平均が目安となるのでは。 
 
（学校教育課長補佐）全国高等学校 PTA連合会が平成 26年に行った調査における同様の

項目を追記する。 
 

（橋崎評価者）満足度調査について、調査項目が少し大まかなので具体的に学校のどの

取組に満足度を示しているのか。（一条高校に来てよかったと感じる理由）については

追加の資料などはあるか。 
 
（学校教育課長補佐）「本校では特色ある教育活動が行われている」について、そう思う

が 93.8％、「本校では熱心に学習活動が行われている」について、そう思うが 92.4％、

「本校の学校行事の内容は適当である」について、そう思うが 94.2%等があり、学校

での学習や、活動において満足している生徒が多いことが分かる。 
 

（橋崎評価者）学校で行っていることが満足度を高めているということが分かった方が

良いのではと思った。ただ「よかった」なら友達と一緒等の理由も含まれる。教育内

容が良いという根拠になるのでは。 

 

［4. 部活動の活性化］ 

（橋崎評価者）「教師の負担軽減」という観点も、この事業には含まれているか。 
 
（学校教育課長補佐）部活動の活性化に加え、教員の負担軽減という観点も含まれてい

る。 
 
（橋崎評価者）この観点の追記もしていただければ。 
 
（学校教育課長補佐）部活動の活性化に加え、教員の負担軽減という観点も含まれてい

る旨を追記する。 

 

・【評価シート１５】［1. 学校評議員制度の推進【再掲】］ 

（仲林評価者）どのシートの再掲か。 
 
（学校教育課長補佐）シート１０の１「学校評議員制度の推進」の再掲。本来再掲なの

で、シート１０と同内容を記入するが、施策が「市立一条高等学校の教育の充実」な

ので、同内容だと一条高等学校の内容としてはふさわしくないのではないかと、昨年

度ご指摘をいただいたので、敢えて内容を変更して記入している。 
 

（仲林評価者）内容についてはこれで良いと思う。しかし、再掲というのは同内容がそ

のまま転記されているものなので、「一部再掲」等とする方が適切では。 
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（事務局）ベースは再掲なので、再掲（一部）とさせていただいてよろしいか。 
 
（仲林評価者）書き方は任せるが、全く同じではないということが伝わる形で。 
 

（事務局）【再掲】を【再掲（一部）】と修正する。  

 

・【評価シート１６】［2. 高等学校教育の振興］ 

（仲林評価者）【課題と今後の方針】について、ICTがさらに重視されていく状況で、「さ

らに推進していきます。」と結んでいるのに、方向性が同水準で良いか。 
 
（学校教育課長補佐）方向性については、拡充とするには、予算増加等が伴っていない

と整合性がとれないため、「引き続き推進していきます。」と修正する。 

 

・【評価シート１７】［1. 家庭教育推進事業］ 

（仲林評価者） 事業の内容から、子育てをする母親の孤立、核家族化が進む中で身近に

アドバイスをする人がいない等の問題を解決する肝となる重要な事業である。参加し

た人の年齢構成を明らかにすることで、今後どのように周知していくべきなのか分か

り、方針にも影響を与える、という意図で参加した人数や年齢構成等の資料の開示を

要求した。また地域によって行う事業は異なっているのか。 
 
（生涯学習課長）各公民館の課題によって事業内容を変えている。年齢構成については

把握できていない。 
 
（橋崎評価者）時間帯設定や講座の項目等、子育てに困っている人たちが参加できる講

座になっているのか。多様化している中で支援者と当事者の意見交換ができる場が大

切である。地域ごとにそれぞれの公民館で対応しているということでよろしいか。 
 

（生涯学習課長）各公民館で講座内容は異なる。時間帯の設定は把握していない。地域

内で支援者を交えながら話し合う機会を設けている。 

 

・【評価シート１９】［1. 青少年野外体験施設の運営管理］ 

（仲林評価者） 黒髪山キャンプフィールドの利用者は過去もっと少なかったイメージが

ある。3年分のデータではその頑張りが反映できていないのではないか。長期的にみ

ると拡充している実態があるのであれば、データを付け、成果を強調して書くべきで

は。今後の方針で、「長期的にみると改善傾向にあるので引き続き・・・」というよう

な書き方にしてはどうか。 
 
（生涯学習課長）検討する。 

 

・【評価シート２０】 

［1. 奈良ひとまち大学事業］ 

（橋崎評価者）若年層は時間的に厳しい世代であるにもかかわらず、ひとまち大学で焦

点を当てていく理由は何か。 
 

（生涯学習課長）若い世代に学びの場を提供していくことがこの事業のねらいのため。

しかし、年齢を限定した募集は行っていないため、様々な世代が参加している。 
 
（橋崎評価者）若年層に学びの場を提供していくという事業の趣旨に照らして評価すべ

きではあるが、生涯学習の場として有意義であるということを強調して書くべきでは。 
 
（仲林評価者）全体の評価の中で２が目立っている。全体をみるとそこまで厳しい評価

でなくても良いと思う。①もともと若年層をターゲットとしていたため、その点から
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見ると今年度は若年層が減ったので評価を下げるということを強調して書く。②参加

人数を明記したうえで、応募者数が多いのは事業として成功している。というように

どちらかの書きぶりにしてはどうか。 
 
（生涯学習課長）【成果】に「～しかし、本来の事業目的である若年層（20～30代）の

参加割合は前年度に比べ減少しました。」と追記する。また、【課題と今後の方針】の

部分に「～『若年層に「学びの場」を提供することで奈良の魅力を感じ、奈良市を盛

り上げて地域の活性化を図る』ことに向けて、～」と追記する。 

 

［2．公民館運営管理事業］ 

（仲林評価者）新規利用者を開拓するにあたっての具体的な工夫があれば盛り込んでは

どうか。 
 
（生涯学習課長）検討する。 

 

・【評価シート２１】［2. 公民館耐震改修事業］ 

（仲林評価者）目立たせるためにあえて１にし、予算を付けてもらえるようにアピール

するのはどうか。予算について書き方の工夫がいる。 
 
（生涯学習課長）達成度を 1に変更。 

 

 


