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子育て支
援の充実

多子世帯給食
費助成事業

小学校１年生から満１８歳に達する学年
（高校に進学していない場合も含む）ま
でに４人以上の兄弟姉妹がいる保護者
に対して小学校及び中学校に通う第４
子以降の給食費の全額を補助する。

助成額
（予算額）

千円 1,609 1,501 93% 2,141 2,196 103%
対象児童生
徒数

人 60 43 72% 85 59 69% 1,501 2,141 2,196 高

予算が確保できれば、４
人目以降ではなく、補助
対象児童生徒を拡大す
ることができ、より一層
多子世帯における経済
的負担の軽減が図られ
るため、成果向上余地
はある。

なし

事業内容が、対象者の
４人目以降の給食費の
実費を助成し、負担を軽
減するという趣旨であ
り、予算も限られてお
り、これ以上のコスト削
減の余地はない。

維持

事業実施により扶養者
の負担軽減が図られ、
就学奨励につながるこ
とから今後も支援が必
要であるため。

現状と同様に、小学校１年生から
満１８歳に達する学年（高校に進
学していない場合も含む）までに
４人以上の兄弟姉妹がいる保護
者に対して小学校及び中学校に
通う第４子以降の給食費の全額
の補助を行うため、その分を見込
んで予算要求を行う。

維持
事業内容を継続することで、扶養
者の負担軽減を図り、就学奨励
につなげる必要がある。

学校教育
の推進

学校適応指導
教室運営事業

不登校児童生徒の問題は、義務教育
上重要な課題となっており、これに対応
するため、平成７年度から生涯学習セ
ンター内に学校適応指導教室「せいら」
を開設し、平成１９年度からは市内全域
での対応を充実させるため旧ポリテクセ
ンター内に１教室(西教室)を増設した。
室長１名、指導員２名体制で不登校児
童生徒への支援を行い、平成２９年度
には、通級者１７名のうち１１名が学校
復帰を果たした。

不登校児童
生徒への指
導回数

回 200 199 100% 200 199 100%

不登校児童
生徒のうち
学校に復帰
した人数

人 3 5 167% 3 11 367% 3,812 3,750 3,745 低

本事業の推進により、
すでに不登校児童生徒
への適切な対応（指導
等）ができており、学校
に復帰する者がいる。

なし

指導員は３人いるが、１
人は嘱託、あとの２人は
年間時間数を限定した
形で採用しているため、
これ以上の削減の余地
はない。

維持

指導員３人体制で、コス
トも削減の余地がないく
らい抑えている中にあっ
て、不登校児童生徒へ
の適切な対応（指導等）
が実を結び、学校に復
帰できた者がいる。

H30年度の指導員の配置人数等
を基礎として要求する。 維持

不登校児童生徒を学校に復帰さ
せている実績が継続してあること
は高く評価できる。ノウハウもあり
適切な指導等の賜物だと考えて
いる。コストも最小限に抑えること
ができている。

学校教育
の推進

学力向上対策
事業

伊万里市学力向上対策推進委員会に、
知能検査や漢字検定作成等の事業委
託を行い、児童生徒の個性と能力に応
じた基礎学習の定着・向上と教職員の
指導力向上を図る。

委託金額 千円 580 580 100% 580 580 100%

小学６年生
の国語Aの
学習状況調
査結果が全
国平均を上
回った学校
数

校 12 8 67% 12 10 83% 580 580 580 低

本事業の実施によっ
て、子どもの学力を的確
に評価するとともに、す
でに適切な教育指導が
できている。

なし

コストを削減すれば、実
施テスト数や学年数等
を減らさなければなら
ず、学力低下につなが
る恐れがある。

維持

子どもの学力の的確な
評価や指導を行うため
には、継続的な取り組
みが必要である。

H30年度を基礎として要求する。 維持

子どもの学力の的確な評価や指
導を行うためには、継続的な取り
組みが重要だと考えるため、続け
ていくべきである。

学校教育
の推進

教育研究事業

昭和３８年に、小中学校の各教科、領域
等について研究を深め、伊万里市の教
育振興に資することを目的として始めた
事業で、伊万里市教育研究会に委託
し、教職員の資質の向上を図るための
研修会の開催や研究活動のほか、児
童生徒の学習成果の発表会を行う。

委託金額 千円 319 319 100% 319 319 100%
発表会等参
加者数

人 1,000 1,392 139% 1,000 1,422 142% 319 319 319 低

本事業実施により、指
導方法等の開発・改善
が図られており、これ以
上の成果向上の余地は
低い。

なし

限られた予算の中で事
業を実施しているため、
これ以上のコスト削減の
余地はない。

拡大

教職員の研修機会等の
確保は、本市の教育水
準のレベルアップにもつ
ながるので、継続及び
拡大して実施すべきで
ある。

H30年度を基礎として要求する。 拡大

教職員の研修機会等の確保は、
本市の教育水準のレベルアップ
に欠かせないため、拡大しながら
継続して実施していくべきであ
る。

学校教育
の推進

ＩＣＴ教育推進
事業

情報化に対応する教育を推進するた
め、各小中学校のコンピュ－タ教育担
当によるＩＣＴ研究委員会に事業を委託
し、指導方法や利用方法等に関する研
修を重ね、その活動充実を図る。

研究会の回
数

回 3 3 100% 3 3 100%
研究会参加
者数

人 100 69 69% 100 52 52% 72 72 72 低

本事業の実施により、
目標に対して成果がみ
られることから、これ以
上の成果向上の余地は
低い

なし
成果を維持するために
は、これ以上のコスト削
減の余地はない。

維持

学校現場におけるICT
機器等の活用推進と教
職員のレベルアップを
図るため、今後も継続し
た取り組みが必要だと
考える。

H30年度を基礎として要求する。 維持

学校現場におけるICT機器等の
活用推進と教職員のレベルアッ
プに寄与している事業であるた
め、今後も引き続き取り組んでい
く。

保健活動
の推進

フッ化物洗口
事業

生涯を通じ歯の健康を保つためには、
幼児期から学童期までの継続したむし
歯予防が重要であることから、平成１４
年度から公立幼稚園、小中学校で実施
している。平成２６年度からは、中学校
においても実施し、平成２９年度は、公
立幼稚園２園、私立幼稚園１園、小学
校１５校、中学校８校で実施した。

フッ素洗口
の実施人数

人 5190 4827 93% 5190 4745 91%
う歯未処置
者率（中学
生）

％ 40 45 113% 40 31 78% 113 529 485 中
継続することによって成
果は徐々に上がってい
くと考える

なし
現状で、必要となる消耗
品、医薬材料費の購入
のみである。

維持

継続的に実施すること
で、むし歯予防として有
効な手段であるため継
続したい。

H30年度を基礎として要求する。 維持
むし歯予防として有効な手段であ
る。また、継続して取り組んでいく
ことで効果が上がると考える。

人権教育
と啓発の
推進

人権・同和教育
研究事業

差別や偏見のない地域社会を実現する
ためには、一人一人が人権意識を持
ち、他人の人権を尊重することが求めら
れている。子どもの人権意識を育むた
めには教職員の資質の向上が重要で
あり、伊万里市人権・同和教育研究協
議会に委託し、そのための専門的な人
権・同和問題の研究を行う。

委託金額 千円 208 208 100% 208 208 100%
研修会等の
実施回数

回 20 22 110% 20 23 115% 208 208 208 なし

人権・同和問題解決の
ための啓発、研修が実
施されており成果も上
がっている。

なし

限られた予算の中で事
業実施しているため、こ
れ以上のコスト削減の
余地はない。

維持

人権・同和問題は社会
全体の問題であり、解
決のためには、啓発・研
修を続けていく必要があ
る。

H30年度を基礎として要求する。 維持
人権・同和問題の解決のために
は、啓発・研修を断続的に続けて
いくことが不可欠である。

学校教育
の推進

特色ある学校
創造事業

子どもや地域の状況に応じた特色ある
学校づくりを推進するため、校長裁量に
よる主体的な学校運営が求められてお
り、そのための予算を重点校に配当す
る。

委託校 校 3 3 100% 3 3 100%
ゲストティー
チャー活用
回数

回 5 21 420% 5 27 540% 300 300 300 高

事業実施により目標よ
り成果が上がったが、予
算が3校分に限られてい
るため、対象校を増加
できれば、特色ある学
校づくりの推進により、
子どもの創造性や主体
性を発揮することができ
るため、さらなる向上が
期待できる。

なし
成果を維持するために
は、これ以上のコストの
削減余地はない。

廃止

子どもや地域の状況に
応じた特色ある学校づく
りを行うため、校長裁量
による主体的な学校運
営が求められているが、
平成30年度より学校運
営交付金事業に引き継
いだため、本事業として
は廃止する。

【特色ある学校創造事業】
平成29年度で廃止した。
【学校運営交付金事業】
校長裁量により、特色ある学校
づくりの推進するとともに、学校
現場で発生する様々な課題に対
応し、円滑な学校運営を図るた
め、平成30年度が8か月間の事
業であったことから、1年間分に
拡大し要求する。

廃止

特色ある学校創造事業は廃止
し、学校運営交付金事業として、
校長裁量により、特色ある学校
づくりの推進するとともに、学校
現場で発生する様々な課題に対
応し、円滑な学校運営を図る、
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学校教育
の推進

夏季休業日水
泳活動支援事

業

子どもたちの水泳技術向上、健全な夏
季休業を過ごすため夏季休業中にプー
ルを開放し、プール使用においては安
全性が求められるため、各学校の育友
会等で指導者の手配や泳ぎにきた児童
の指導・監視を行うための事業に要す
る費用（補助金）を市連合PTAに支出す
る

補助金額 千円 510 480 94% 420 390 93%

事故なく泳ぐ
ことができた
プール個所
数

人 17 16 94% 17 13 76% 480 420 390 なし

事故なく、子どもにとっ
ては水泳技術の向上に
もつながり、また、夏季
休業を健全に過ごせて
いる。

なし

プールの老朽化に伴う
民間プールの活用以外
では、必要最小限の補
助である。

維持

子どもの水泳技術の向
上を図るとともに、健全
な夏季休業を過ごさせ
るために継続が必要で
ある。

H30年度を基礎として要求する。 維持
子どもの水泳技術の向上を図る
とともに、健全な夏季休業を過ご
させるために継続が必要である。

学校教育
の推進

私立高等学校
支援事業

教育の一端を担私立学校の健全な発
展のため、補助金を交付する。

補助金額 千円 240 240 100% 240 240 100% 就学生徒数 人 450 453 101% 450 452 100% 240 240 240 低

運営費の一部を助成す
ることにより、経営の安
定化や私学教育の振興
に寄与しており、これ以
上の成果向上の余地は
低い。

なし
成果を維持するために
は、コスト削減余地はな
い。

維持

財政縮減で段階的に減
額となっているが、行政
の助成額が経営の安定
化に貢献しているので、
継続する必要がある。

H30年度を基礎として要求する。 維持

学校側からはこの助成金のおか
げで、経営等において大変助
かっていると聞く。継続していく必
要がある。

学校教育
の推進

両親のいない
児童生徒就学

奨励事業

両親のいない児童生徒の扶養者へ就
学補助を行う。

両親のいな
い児童生徒
の扶養者へ
の補助金額

千円 66 78 118% 60 60 100% 助成件数 人 3 4 133% 3 3 100% 78 60 60 中

予算が確保できれば、
一人当たりの支給単価
を上げるなどにより、よ
り一層の被扶養者の経
済的負担軽減につなが
るため、成果向上余地
はある。

なし

就学に要する経費の一
部を下記のとおり助成し
ている。
小学生　1,500円／月
中学生　2,000円／月
金額は少額のため、削
減余地はない。

維持

事業実施により扶養者
の負担軽減が図られ、
就学奨励につながるこ
とから今後も継続した支
援が必要と思われるた
め。

現状と同様に、両親のいない児
童生徒の扶養者へ就学補助を行
うため、例年並みの予算要求を
行う。

維持

事業実施により扶養者の負担軽
減が図られ、就学奨励につなが
ることから今後も支援が必要であ
る。

学校教育
の推進

外国語指導助
手（ＡＬＴ）配置

事業

平成元年度から小中学校に外国語指
導助手（ＡＬＴ）を派遣し、小中学生の英
語の学力向上と英語に対する関心を高
めるとともに、国際感覚、実践的コミュニ
ケーション能力の向上を図ってきた中
で、平成２３年度からは、学習指導要領
の改訂に伴い、小学校５、６年生の外国
語活動が週1回、年間３５時間の必修と
なるなど、ＡＬＴが学校教育における英
語活動の充実のために重要な役割を
担っている。平成２９年度は、３名（小学
校２名、中学校１名）のＡＬＴで各学校を
巡回して指導を行った。

ALT数 人 3 3 100% 3 3 100%
英語の指導
を受けた小
中学生数

人 2,676 2,620 98% 2,627 2,434 93% 5,847 5,960 5,908 低

ALTの指導により、生き
た外国語の習得はもと
より、国際感覚が身に
つくことが期待できる。

なし

ALTを確保し英語指導
を行うことは必要であ
る。これ以上のコスト削
減となるALTの確保が
大変難しいので削減余
地はない。

維持

財政縮減の中で、厳し
い状況ではあるが、国
際化が進むなかで、外
国語教育の充実は必要
である。

H30年度を基礎として要求する。 維持

国際化が進むなかで、外国語教
育の充実は今後ますます重要度
を増していくため、今後も事業維
持が必須である。

学校教育
の推進

スクールサ
ポーター配置

事業

少年非行等に知識を有する専門家（警
察官ＯＢ等）を中学校に配置し、学校支
援(校内研修会等での教職員への助
言、関係機関との連携や情報交換等)、
いじめ等問題行動防止教育の支援(学
校内の巡視及び児童生徒への声かけ、
児童生徒・保護者への講話、いじめ未
然防止のための助言、立ち直り支援、
安全確保対策等)を行う。

配置数 人 1 1 100% 1 1 100%
問題行動へ
の対応件数

件 150 165 110% 150 401 267% 1,288 1,888 1,796 なし

少年非行等に知識を有
する専門家を配置する
ことで学校の状況にあっ
た適正な指導を行うこと
ができているため、成果
向上の余地はない。

なし

１日8,000円の賃金単価
で、勤務時間は7時間45
分としており、必要最低
限であるため、これ以上
のコスト削減の余地は
ない。

維持

この事業を継続すること
により、生徒が学校生
活を健全に過ごすこと
ができる環境が確保さ
れるため、今後も維持
が必要である。

平成30年度に1人から2人に配置
数を増やすことができたため、現
状の2名を維持し要求する。

維持

生徒が学校生活を健全に過ごす
ことができる環境を確保するた
め、現在の体制を維持する必要
がある。

学校教育
の推進

いじめ問題対
策事業

平成27年3月に伊万里市いじめの防止
等に関する条例を制定し、翌月4月に伊
万里市いじめ防止基本方針を策定した
ことに伴い、市にいじめ問題対策委員
会を、各学校に学校いじめ対策委員会
を設置し、市教委や現場の教職員の相
談を受け、いじめや暴力等の問題行動
の早期解決や発生防止のほか、児童
虐待や不当要求への対策にも当たる。

認知件数 件 5 19 380% 5 23 460%
認知事案に
解消率

％ 100 95 95% 100 82.6 83% 438 674 580 中

児童生徒が安心して学
校生活を送ることができ
る環境整備を図るため、
カウンセリング時間を増
やすことで、さらなる向
上が期待できる。

なし

限られた予算の中で事
業を実施しているため、
これ以上のコスト削減の
余地はない。

拡大

児童生徒が安心して学
校生活を送ることができ
るよう、事業を継続及び
拡大し、環境整備に取り
組む必要がある。

児童生徒が安心して学校生活を
送ることができるよう、スクールカ
ウンセラーの利用実態等を検証
し、事業を拡大して要求する。

拡大

児童生徒が安心して学校生活を
送ることができるよう、スクールカ
ウンセラーによるカウンセリング
時間を増加させる。

学校教育
の推進

小・中学校各種
大会出場等支

援事業

市立小中学校の児童生徒の技術の向
上、豊かな心や協調性を育み健やかな
成長に寄与する部活動の振興のため、
学校代表として九州大会や全国大会に
出場した児童生徒に通費及び宿泊費の
一部を補助する。

補助金額 千円 625 616 99% 1,596 1,596 100% 補助人数 人 52 54 104% 52 122 235% 616 1,596 1,596 なし

大会に出場する個人団
体等に対し補助するも
ので成果向上余地はな
い。

なし
要綱に基づく補助であ
るためコスト削減余地は
ない。

維持

部活動・スポーツの振
興及び児童生徒の健や
かな成長に寄与するも
のであり維持していきた
い。

H30年度を基礎として要求する。 維持

部活動・スポーツの振興及び児
童生徒の健やかな成長に大きく
寄与しているものであるため、確
実に維持していきたい。

学校教育
の推進

児童生徒の活
用力向上研究

指定事業

国語、算数、数学を中心に、各教科にお
ける基礎知識の活用力を高めるととも
に授業改善等に向けた研究を行い、教
員の指導力の向上及び児童生徒の学
力の向上を目指す。

実施校数 校 6 6 100% 3 3 100%
授業研究会
参加者数

人 390 381 98% 200 183 92% 1,050 300 300 中

事業実施2年目で、授業
研究会等により同一中
学校区内及び他校の教
職員と共有化が図られ
ており、さらなる向上が
期待できる、

なし

限られた予算の中で成
果が出るよう創意工夫
し、教育研究が行われ
ているため、コストの削
減余地はない。

維持
実践的な教育等を推進
するためには、今後も研
究が必要である。

県の指定による事業（全額補助）
であり、2年間の事業のうちの2年
目となるが、対象校を維持して要
求する。

維持

県の指定による事業（全額補助）
であるが、実践的な教育等を推
進するためには、今後も研究が
必要である。
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H28年度

指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 事業評価 評価の理由 H31年度予算要求の方向性

H29年度 決算額
(千円)

予算額
(千円)

決算額
(千円) 所属長評価

成果向上
余地はあるか

評価の理由
コスト削減余
地はあるか

事業
評価

１次評価（担当者評価） ２次評価指標名等 H28年度 H29年度 指標名等 H28年度

事業評価の活動指標(目標・実績) 事業評価の成果指標(目標・実績) H29年度 事業成果の評価 予算・コストの評価

【Check】　評価　／　【Action】　改善

見直しの方向性（担当者評価）

【Plan】　計画　／　【Do】　実施

施策名 事業名 事業・取組概要

学校教育
の推進

へき地教育研
究事業

へき地教育に関する指導内容や指導方
法等の工夫改善に関する調査研究を行
い、へき地や小規模、小中一貫校という
特性を生かした自ら考え行動する児童
生徒の育成と教職員の資質の向上を図
る。

実施校数 校 2 2 100% 2 2 100%
授業研究会
参加者数

人 30 20 67% 30 50 167% 390 380 380 中

自ら考え、行動する児
童生徒の育成に関する
実践的研究により、学
習指導方法の開発・改
善等が期待でき、他校
の教職員と共有化が図
られており、さらなる向
上が期待できる。

なし

限られた予算の中で成
果が出るよう創意工夫
し、教育研究が行われ
ているため、コストの削
減余地はない。

完了

学校規模等に対応した
実践的な教育等を推進
するためには、今後も研
究が必要である。

国・県の指定による事業（全額補
助）であり、平成29年度で事業が
完了したが、今後、関連する事業
等で県の指定があれば予算要求
する。

完了

国・県の指定による事業（全額補
助）で、平成29年度で事業は完
了したが、今後、関連する事業等
で県の指定があれば事業に取り
組む。

学校教育
の推進

外国人等児童
生徒教育支援

事業

日本語指導が必要な帰国、帰化及び外
国人の児童生徒を、日本語で学校生活
を営み、学習に取り組めるようにするた
め、日本語指導担当教員の研修会への
参加や教材の活用等による実践研究を
通して、当該児童生徒の実情に応じた
指導方法の工夫改善について研究する
とともに、成果の普及を図る。（平成29
年度新規事業）

実施校数 校 － － 1 1 100%
研修会への
参加回数

回 － － 5 4 80% － 200 200 高

平成29年度は事業1年
目で先進的実践を学ぶ
ことを優先したが、事業
実施2年目は授業研究
会等により日本語指導
についての現状と意義
を広め、他校の教職員
と共有化を図ることがで
きるため、さらなる向上
が期待できる。

なし

限られた予算の中で成
果が出るよう創意工夫
し、教育研究が行われ
ているため、コストの削
減余地はない。

維持
実践的な教育等を推進
するためには、今後も研
究が必要である。

県の指定による事業（全額補助）
であり、事業対象となれば予算要
求する。

維持

県の指定による事業（全額補助）
であるが、実践的な教育等を推
進するためには、今後も研究が
必要である。

学校教育
の推進

小学校遠距離
児童通学支援

事業

　小学校への通学距離4㎞以上の遠距
離通学児童及び学校統合により遠距離
通学となった児童に対する通学費補助
を行うとともに、黒川小学校にスクール
バスを、南波多小学校に通学用タク
シーをそれぞれ運行することにより、遠
距離通学児童に係る通学費の負担軽
減を図る。
　また、平成２９年度からは、波多津東
小学校と波多津小学校の統合に伴い、
国庫補助を受け、波多津小学校のス
クールバスの運行を開始した。

通学届の書
類審査数

人 100 50 50% 100 49 49%

定期券購
入、ガソリン
代の補助人
数

人 56 50 89% 56 49 88% 5,571 19,625 18,843 なし

要綱に基づき、一定の
距離以上の児童を対象
としているおり、特に統
合校で遠距離となった
児童については、スクー
ルバスを運行、または
通学費の全額を市が負
担していることから、現
状においても経済的負
担は無いため、成果向
上の余地はない。

なし

通学費補助について
は、要綱に基づき、保護
者負担の実費ないし半
額を補助しており、ス
クールバス等の委託に
ついては、入札等で金
額が決定することから、
これ以上のコスト削減は
難しい。

維持

事業実施により、遠距
離通学児童の、保護者
の経済的負担軽減に繋
がるため。

現状と同様に、遠距離通学児童
の保護者に対して助成を行うた
めに、例年並みの予算要求を行
う。

維持
遠距離通学児童の支援のため必
要である。

学校教育
の推進

小学校特別支
援学級児童就
学奨励事業

特別支援学級へ就学する児童の保護
者に対し、その負担能力の程度に応じ
て特別支援学級への就学のために必
要な経費（学用品費・給食費・修学旅行
費等）の一部を援助し、保護者の経済
的負担の軽減を図る。

書類審査の
数

人 84 87 104% 99 118 119% 助成人数 人 84 83 99% 99 118 119% 2,487 3,511 2,675 なし

特別支援学級の生徒を
対象として、就学のため
の補助金を交付してい
る。

なし
助成金額等が決まって
いるため余地はない（国
庫補助対象事業）

維持
国の制度が続く間はこ
の制度を活用し、引き続
き助成をしていきたい。

H30年度を基礎として要求する。 維持
国の制度が続く間はこの制度を
活用し、助成を継続していくべき
である。

学校教育
の推進

小学校体育・文
化活動支援事

業

小学生の水泳技術・陸上技術の向上と
心身の健全育成のための水泳大会・陸
上運動大会や音楽技術向上、情操教
育を図るための音楽発表会の運営に対
して補助を行う。小学校夏季創作品展
の開催を支援するための補助を行う。

補助金額 千円 250 250 100% 250 250 100%

競技会、音
楽発表会、
夏季創作品
展への参加
者数

人 3,000 3,079 103% 3,000 2,891 96% 250 250 250 なし
多くの児童生徒が参加
しており、これ以上の成
果向上余地は難しい

なし

１競技あたり60千円また
は70千円で事業運営し
ており、厳しい状況であ
るため、コスト削減の余
地はない。

維持

継続的に各種大会等を
実施することが、体力、
表現力、精神力の向上
につながるものと考える
ため、維持していきた
い。

H30年度を基礎として要求する
が、小学校水泳大会がH31年度
から行われなくなるので、その分
の経費６万円は減額する予定。

維持
大会を通じて、体力、表現力、精
神力の向上につながっているた
め、維持していきたい。

学校教育
の推進

中学校遠距離
生徒通学支援

事業

　学校統合により遠距離通学となる生
徒に対する通学費補助を行うとともに、
青嶺中学校にスクールバスを、東陵中
学校に通学用タクシーをそれぞれ運行
することにより、遠距離通学生徒に係る
通学費の負担軽減を図る。
　また、自転車で通学する要保護及び
準要保護に認定された生徒に安全装備
費（ヘルメット代）補助を行う。

通学届の書
類審査数

人 60 24 40% 60 27 45%
定期券、自
転車通学の
補助人数

人 45 22 49% 45 27 60% 15,650 20,614 18,157 なし

要綱に基づき、一定の
距離以上の生徒を対象
としているおり、特に統
合校で遠距離となった
生徒については、スクー
ルバスを運行、または
通学費の全額を市が負
担していることから、現
状においても経済的負
担は無いため、成果余
地はない。

なし

通学費補助について
は、要綱に基づき、保護
者負担の実費ないし半
額を補助しており、ス
クールバス等の委託に
ついては、入札等で金
額が決定することから、
これ以上のコスト削減は
難しい。

維持

事業実施により、遠距
離通学生徒の、保護者
の経済的負担軽減に繋
がるため。

現状と同様に、遠距離通学生徒
の保護者に対して助成を行うた
めに、例年並みの予算要求を行
う。

維持
遠距離通学生徒の支援のため必
要である。

学校教育
の推進

中学校特別支
援学級生徒就
学奨励事業

特別支援学級へ就学する生徒の保護
者に対し、その負担能力の程度に応じ
て特別支援学級への就学のために必
要な経費（学用品費・給食費・修学旅行
費等）の一部を援助し、保護者の経済
的負担の軽減を図る。

書類審査の
数

人 31 30 97% 42 53 126% 助成人数 人 31 28 90% 42 53 126% 1,077 2,458 1,360 なし

特別支援学級の生徒を
対象として、就学のため
の補助金を交付してい
る。

なし
助成金額等が決まって
いるため余地はない（国
庫補助対象事業）

維持
国の制度が続く間はこ
の制度を活用し、引き続
き助成をしていきたい。

H30年度を基礎として要求する。 維持
国の制度が続く間はこの制度を
活用し、助成を継続していくべき
である。

学校教育
の推進

中学校文化活
動支援事業

中学校の音楽技術の向上、情操教育を
図るために実施されている音楽発表会
に対する補助を行う。中学校夏季創作
品展の開催を支援する

補助金額 千円 90 90 100% 90 90 100%

音楽発表
会、夏季創
作品展への
参加者数

人 800 1,412 177% 800 1,616 202% 90 90 90 なし
多くの生徒が参加して
おり、これ以上の成果向
上の余地は難しい。

なし

１事業あたり30千円また
は60千円で事業運営し
ており、厳しい状況であ
るため、コスト削減の余
地はない。

維持

継続することにより、生
徒の音楽の技術や表現
力、情操教育の向上に
つながるものと考えるた
め、維持していきたい。

H30年度を基礎として要求する。 維持

生徒の音楽の技術や表現力、情
操教育の向上につながっている
ため、継続して取り組んでいきた
い。
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(千円)

予算額
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１次評価（担当者評価） ２次評価指標名等 H28年度 H29年度 指標名等 H28年度
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【Plan】　計画　／　【Do】　実施

施策名 事業名 事業・取組概要

学校教育
の推進

中学校体育団
体支援事業

市内中学校のスポーツ技術の向上はも
とより、心豊かな中学生の育成のため、
中学校体育連盟の運営費の補助を行
う。

補助金額 千円 620 620 100% 620 620 100% 対象生徒数 人 1,500 1,585 106% 1,500 1,521 101% 620 620 620 なし

本事業実施により、毎
年県大会で優秀な成績
をおさめ、九州大会や
全国大会に出場してい
るなど、これ以上の成果
向上の余地はない。

なし

予算が縮減される中で
運営しており、厳しい状
況であるため、コスト削
減の余地はない。

維持

スポーツを通じて心身と
もに健全な生徒を育成
するためには、今後も支
援が必要であるため維
持していきたい。

H30年度を基礎として要求する。 維持

この事業の支援が、スポーツの
向上や、心身ともに健全な生徒
の育成に寄与しているため引き
続き維持していきたい。

学校教育
の推進

中学校放課後
等補充学習事

業

様々な課題を抱えている生徒への対応
が増える状況の中、中学校教員が放課
後に学習内容の定着が不十分な生徒
への補充学習にあたることが難しいこと
から、地域の人材を活用し、基礎学力
の定着と学ぶ楽しさを味あわせ、学習
への意欲付と学習習慣の確立を図るた
め、当事業を実施する。

対象校 校 3 3 100% 3 3 100% 実施時間 時間 222 222 100% 222 222 100% 516 592 551 中

事業実施により、生徒
の基礎学力の定着と学
習習慣の確立が推進さ
れているが、対象校を
増加できれば、さらなる
向上が期待できる。

なし
成果を維持するために
は、これ以上のコストの
削減余地はない。

維持

　市内中学校３年生の
学力は、全国平均より
国語・数学ともに下回っ
ており、県の補助事業
が継続する限り維持し
たい。

平成30年度に3校から6校に拡大
し実施している。県の補助事業で
あるため、県の動向を見ながら対
象校を維持して要求する。

維持

平成30年度に3校から6校に拡大
したが、市内中学校３年生の学
力は、全国平均より国語・数学と
もに下回っており、県の補助事業
が継続する限り維持したい。


