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第２章　施策別点検・評価

施策名 担当課

審議会評価

審議会評価

現状継続

施策１　義務
教育９年間の
学びを支える
教育活動の展
開

教育総務課
学校教育課

現状継続

施策２　豊か
な心を育む教
育の充実

教育支援課
学校教育課
文化課

現状維持の方向で良いと思います。

地域に根ざした特色ある学校教育推進事業においては、各学校がそれぞれの課題を共有しながら特色あ
る教育活動を行うとともに、創意工夫をこらした副読本を編集していただきたい。

教育の緊要な課題に応じた適切な評価と考えます。

『豊かな心を育む』とあるが、日本の伝統文化には毛筆・硬筆だけではなく、日本古来から花道（生け
花）、日本舞踊、茶道、民謡、奏（琴）、笛、日本太鼓、着付等を興味を持つ子どもたちの機会を新た
につくり、日本人である誇りを自覚させるきっかけとなる、個性の伸長、豊かな情操を希望する。すで
に、剣道・柔道等然り、身近に見学や試行させてみるのは如何であろうか。なお、寛容な心、物事の善
し悪しの思考につながる。アニメ文化だけでなく、日本古来への興味を持ち、海外への発信の架け橋と
なるのではと期待している。

令和3年度は全国サミットの開催もあり、小中一貫教育が充実したものとなり、今後事業が一層発展し
ていくきっかけともなったと感じています。「小中一貫教育推進事業」のさらなる進化に向けて、合同
授業等における児童生徒のバス移動に伴う予算の確保を今後も継続していただきたいです。

●教育のスタイルが変化していく中、新しい形が定着するまでは時間がかかると思われます。教育現
場の負担をコントロールし、過負荷にならないように配慮しながら取組を進めていただきたい。

●「学校教育振興事業」での各学校の特色ある事業の活発化を図る『特別補助金の交付』は、コロナ
禍においては必要な内容と考える。

●「小中一貫教育推進事業」については、全国サミットの開催の成果を生かし、小中一貫の実践など
で管内・全道を牽引しながら、子どもたちの『生きる力』を育むため、今後も更なる事業推進に努め
ていただきたい。また、事業のさらなる進化に向けて、合同授業等における児童生徒のバス移動に伴
う予算の確保を今後も継続していただきたい。

●日本の伝統文化には毛筆・硬筆だけではなく、花道（生け花）や日本舞踊、茶道、民謡、奏
（琴）、笛、日本太鼓、着付けなどがあり、子どもたちの個性の伸長、豊かな情操づくりのため、見
学や試行などの機会をつくっていただきたい。

●「地域に根ざした特色ある学校教育推進事業」については、各学校がそれぞれの課題を共有しなが
ら特色ある教育活動を行うとともに、創意工夫をこらした副読本を編集していただきたい。

教育施策審議会による意見や助言

教育施策審議会による意見や助言

【政策１】　「生きる力」を育む学校教育の推進

点検・評価報告書（素案）に対する意見

教育のスタイルが変化していく中、新しい形が定着するまでは時間がかかると思われます。教育現場の
負担をコントロールし、過負荷にならないように配慮しながら取り組みを進めていってください。

「学校教育振興事業」での、各学校の特色ある事業活発化を図る『特別補助金の交付』はコロナ禍にお
いては必要な内容だと考える。
「小中一貫教育推進事業」では、全国サミットの成果を生かし、小中一貫の実践で管内・全道を牽引し
ながら、子どもたちの『生きる力』を育むため、今後も更なる事業推進に努めていただきたい。

時代の要請に応じた適切な評価と考えます。
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第２章　施策別点検・評価

審議会評価

審議会評価

現状継続

施策３　確か
な学力を育て
る教育の充実

学校教育課

現状継続

施策４　健や
かな体を育て
る教育の充実

教育総務課
学校教育課
学校給食セン
ター

学校の学びの拡張として、大切だと思います。継続してください。

食に関する学びの推進事業には、保護者にも情報提供が必要ではないでしょうか？

「子どもの体力向上推進研究事業」については、今後外部講師派遣が部活動にも広がることも予想され
ることから専門的技能を持った指導者確保の増加にも取り組んでいただきたい。
「食に関する学びの推進事業」については、栄養教諭や給食センターの指導を中心としながらも、今後
も外部講師の派遣の継続にも期待したいところである。

教育の緊要な課題に応じた適切な評価と考えます。

●健やかな体を育てる教育は、学校の学びの拡張として大切だと思います。継続していただきたい。

●「子どもの体力向上推進研究事業」については、部活動の地域移行も見据えて、専門的技能を持っ
た指導者の確保にも取り組んでいただきたい。

●「食に関する学びの推進事業」については、保護者にも情報提供を行っていただきたい。また、事
業は栄養教諭や給食センターの指導を中心としながらも、今後も外部講師の派遣を継続して行ってい
ただきたい。

学力テスト等は効果測定手段として必要です。この施策本来の『学ぶ楽しさ知る喜び』に直結する事業
について取り組みが増えればと思います。

通常学級の子どもたちの中で、学習の遅れが読み書きの苦手に起因する子どもいると言われています。
本人も周りもその原因に気づかずにいるために、適切なサポートを受けられていない現状があります。
小学校低学年頃など早い時期に、子どもの読み書き理解を測るツールである『URAWSS』
（https://www.atac-lab-shop.com/?pid=120407986）などを使用し、該当児童を発見するとともにその
後の支援が適切かどうか定期的にURAWSSで測定していく必要性があります。

「学力向上推進事業」については、児童生徒の学力状況を、学校毎、中学校区毎に分析したり、研修を
進めていることが効果的であり、今後も継続していただきたい。

教育の緊要な課題に応じた適切な評価と考えます。

●学力テスト等は効果測定手段として必要です。この施策本来の『学ぶ楽しさや知る喜び』に直結す
る事業の取組を増やしていただきたい。

●通常学級の子どもたちの中で、学習の遅れが読み書きの苦手に起因する子どもがいると言われてい
ます。本人も周りもその原因に気づかずにいるために、適切なサポートを受けられていない現状があ
ります。小学校低学年などの早い時期に、子どもの読み書き理解を測るツールである『URAWSS』など
を使用し、該当児童を発見するとともに、その後の支援が適切かどうかを定期的に測定していただき
たい。

●児童生徒の学力状況を学校及び中学校区ごとに分析し、授業改善や指導力向上のための研修を進め
ることが効果的であり、今後も継続していただきたい。

教育施策審議会による意見や助言

教育施策審議会による意見や助言
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第２章　施策別点検・評価

審議会評価

審議会評価 現状継続

英語力の充実に力点が置かれているように見えます。これ自体は良いことだと思います。
加えて、他にも本施策の目的を目指す内容の事業があっても良いと思います。

●英語力の充実に加えて、本施策の目的を目指す他の内容の事業にも取り組んでいただきたい。

●小中学生からの外国人とのコミュニケーションは、笑顔だけではなく、体面や間違いを怖れず、片
言の単語、日常会話からヒアリング、発音の指導が不可欠です。英会話が多少通じることが分かる
と、とても自信がついていきます。英語は特に毎日の習慣が必須であることから、継続した取組を
行っていただきたい。

●「英語検定等支援事業」については、本市の特色ある取組であり、グローバルな人材育成のために
も、継続して推進していただきたい。

この方向で継続してください。

「特別支援教育推進事業」については、誰一人取り残すことのない教育の構築を目指し、学びを保障す
るためにも、配置人数の拡大や検査を伴う教育相談が可能な教職員の育成を進めていただきたい。

特別支援教育の充実、継続的な取組に関して適切な評価と考えます。

●「特別支援教育推進事業」については、誰一人取り残すことのない教育の構築を目指し、学びを保
障するためにも、特別支援学級介助員や特別支援教育支援員の配置人数の拡大や検査を伴う教育相談
が可能な教職員の育成を進めていただきたい。

「英語検定等支援事業」は本市の特色ある取組であり、グローバルな人材育成のためにも、継続して推
進していただきたい。

教育施策審議会による意見や助言

教育施策審議会による意見や助言

教育の緊要な課題に応じた適切な評価と考えます。

小中学生からの外国人とのコミュニケーションは、笑顔だけではなく、体面を怖れず、間違いを怖れ
ず、片言の単語、日常会話からヒアリング、発音の指導が不可欠である。
英会話が多少通じることが分かると、とても自信がついてきます。英語は特に毎日のように習慣的に決
まり文句を覚えておくことが必須である。

現状継続

施策５　特別
支援教育の充
実

教育支援課

施策６　社会
の変化や課題
に対応した教
育の推進

教育総務課
学校教育課
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第２章　施策別点検・評価

施策名 担当課

審議会評価

審議会評価

●限られた予算の中、効果的に事業を推進していただきたい。

●障がいの有無に関わらず、本にアクセスして楽しめるように、無償提供されているものなど、積極
的に電子図書の普及事業に今後も取り組んでいただきたい。

●施設の整備・修繕については、引き続き迅速な対応を行っていただきたい。

●「学校適正規模・適正配置検討事業」については、審議会が設置され、各地区で丁寧な保護者や地
域の説明会などが行われているので、引き続き多くの声を拾い上げていただきたい。

現状継続

施策８　教育
環境の整備

教育総務課
学校教育課

教育施策審議会による意見や助言

学校における働き方改革のため、適切な評価と考えます。

これまでも施設の整備・修繕に力を尽くしていただき大変助かっています。今後も引き続き迅速な対応
をお願いしたいです。

【政策２】　信頼され、魅力ある学校づくりの推進

点検・評価報告書（素案）に対する意見

学校教育の効果を最大化するには、子供を取り巻く人々の協力が不可欠と考えられます。これらの事業
自体が保護者や地域の方々への教育を理解するための活動となっていると思いますので、今後も充実を
望みます。

限られた予算と思いますが、効果的に推進してください。

「学校適正規模・適正配置検討事業」については、審議会が設置され、各地区で丁寧な保護者や地域の
説明会や意見会を行っているので、引き続き多くの声を拾い上げていただけるとありがたい。

「コミュニティ・スクール推進事業」については、各中学校区の成果・課題を共有し、地域の特性を生
かした全市拡大導入に向けての準備を進めていただきたい。

教育の一層の充実を図るため、適切な評価と考えます。ＣＳや地域学校協働活動の一層の充実を期待し
ます。

●学校教育の効果を最大化するには、子どもを取り巻く人々の協力が不可欠と考えます。これらの事
業が保護者や地域の方々への教育を理解するための活動となっているので、今後も継続して事業に取
り組んでいただきたい。

●教育の一層の充実を図るため、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動の充実に継続して取り
組んでいただきたい。

●「コミュニティ・スクール推進事業」については、各中学校区の成果・課題を共有し、地域の特性
を生かした全市拡大導入に向けて、準備を進めていただきたい。

障がいの有無に関わらず、本にアクセスして楽しめるように、積極的に電子図書の普及事業に今後も取
り組んでほしい。
伊藤忠記念財団が無償で提供している『わいわい文庫』（https://www.itc-
zaidan.or.jp/summary/ebook/waiwai/）などの電子図書を活用してはどうか。

現状継続

施策７　地域
とともにある
学校づくりの
推進

学校教育課
社会教育課

教育施策審議会による意見や助言
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第２章　施策別点検・評価

審議会評価

施策９　学校
ＩＣＴ環境の
整備

教育総務課

現状継続

●情報機器の導入、更新に当たっては、担当者に相応の知識を持つ人材を充て、業者からの提案内容
を十分に精査し、予算を無駄なく利用できるよう配慮してほしい。また、教育現場からのフィード
バックを大切にし、『使いやすい』『良い機材が入った』といった声が聞こえるような整備を進めて
いただきたい。

●読み書き困難がある児童のICTの活用に当たっては、専門家の情報を参考に適切なサポートにつなげ
ていただきたい。

●子どもたち一人一台環境が実現し、コロナ禍における双方向のオンライン授業やライブ配信が進
み、学びの質の向上や教職員の校務の効率化も図られている。情報活用能力の育成に今後も努めてい
ただきたい。

●一人一台の端末とクラス１台の電源キャビネットが整備され、ソフトウェアの導入も進められてい
る。また、ICTの支援員を定期的に派遣して、GIGAスクール構想に基づく環境が着々と整ってきてい
る。今後は、機器の不具合や故障などが増えることが予想されることから、迅速な対応を進めていた
だきたい。

一人一台の端末とクラス１台の電源キャビネットが整備され、ソフトウェアの導入も進めていただいて
います。またICTの支援員を定期的には派遣していただいており、GIGAスクール構想に基づく環境が
着々と整ってきています。今後、機器の不具合や故障などが増えることが予想されますが、迅速に対応
していただけるようお願いしたいです。

読み書き困難がある児童については、ICT利用に際し、平林ルミ（https://rumihirabayashi.com/）が
発信する情報を参考に、適切なサポートにつなげてほしい。

子どもたち一人一台環境が実現し、コロナ禍における双方向のオンライン授業やＬＩＶＥ配信が進み、
学びの質の向上や教職員の校務の効率化も図られている。情報活用能力の育成に今後も努めていただき
たい。

緊要な教育課題であり、評価は適切と考えます。

情報機器の導入、更新に当たっては、担当者に相応の知識を持つ人材を充て、業者からの提案内容を十
分に精査し、予算を無駄なく利用できるよう配慮してください。また、教育現場からのフィードバック
を大切にし、『使いやすい』『良い機材が入った』といった声が聞こえるような整備をお願いしたいと
思います。

教育施策審議会による意見や助言
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第２章　施策別点検・評価

施策名 担当課

審議会評価

審議会評価

【政策３】　やさしく支え合う教育連携の推進

点検・評価報告書（素案）に対する意見

社会環境や技術の変化に影響される部分が大きいと考えられます。
市内外の情報に注意し、常に改善に向けて取り組んでください。

児童、生徒を集合と捉えず、一人ひとり、人間として丁寧に対応できる環境作りを目指していただけれ
ばと思います。

教育施策審議会による意見や助言

現状継続

現状を踏まえた適切な評価と考えます。

●児童、生徒を集合と捉えず、一人ひとり、人間として丁寧に対応できる環境づくりを目指していた
だきたい。

●令和3年（2021年）に実施された『不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書9・10ページ』
（文科省）において、小中学生の不登校の原因として『勉強が分からない』（小22％、中27.6％）と
いう具体的な訴えがあるので、カウンセリングの充実に加え、学習面での具体的な支援を行っていた
だきたい。

●「不登校いじめ対策・教育相談事業」については、学校に配置されている心の相談員やスクールカ
ウンセラー等やスクールソーシャルワーカーの人材活用、みらい塾等の施設活用も推進されている。
複雑な状況下においても適切な支援が行われるよう、個に応じた対応を進めていただきたい。

教育施策審議会による意見や助言

施策10　幼児
教育・家庭の
教育力向上へ
の支援の充実

教育支援課
社会教育課

施策11　教育
相談体制の充
実

教育支援課

「北広島市PTA連合会支援事業」では、コロナ禍でも行える研修会や講演会等を模索し、学校と連携し
て、家庭の教育力を高めていく取組を進めていただきたい。

教育の緊要な課題であり、評価は適切と考えます。

●社会環境や技術の変化に影響される部分が大きいと考えられます。市内外の情報に注意し、常に改
善に向けて取り組んでいただきたい。

●「北広島市PTA連合会支援事業」については、コロナ禍でも行える研修会や講演会等を模索し、学校
と連携して、家庭の教育力を高めていく取組ができるよう、支援していただきたい。

2021年に実施された『不登校児童生徒の実態把握に関する 調査報告書　9・10ページ』（文科省）にお
いて、小中学生の不登校の原因として、『勉強が分からない』（小22％、中27.6％）という具体的な訴
えがあるので、カウンセリングの充実に加え、学習面での具体的な支援が必要なのではないか。

「不登校いじめ対策・教育相談事業」は、学校に配置されている心の相談員やスクールカウンセラー等
や、スクールソーシャルワーカーの人材活用、みらい塾等の施設活用も推進されている。複雑な状況下
においても適切な支援が行われるよう、個に応じた対応を進めていただきたい。

現状継続
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第２章　施策別点検・評価

審議会評価

適切な評価と考えます。

学校だけで解決が難しい課題については、地域のいろいろな組織や人のネットワークを利用して、効果
的に推進していただければと思います。

教育施策審議会による意見や助言

現状継続

施策12　地域
が支える健全
育成活動の充
実

教育支援課
社会教育課

「青少年健全育成事業」については、非行・問題行動等の減少は、青少年健全育成連絡協議会の活動に
加え、PTAやコミュニティ・スクール、地域や関係団体の取組の成果でもあるため、今後の連携や活動
に一層期待していきたい。

●学校だけでは解決が難しい課題については、地域のいろいろな組織や人のネットワークを利用し
て、効果的に推進していただきたい。

●「青少年健全育成事業」については、非行・問題行動等の未然防止や早期解決につなげるためには
青少年健全育成連絡協議会の活動に加え、PTAやコミュニティ・スクール、地域の関係団体と連携した
取組が効果的であるため、今後の連携や活動に一層取り組んでいただきたい。
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第２章　施策別点検・評価

施策名 担当課

審議会評価

審議会評価

審議会評価

【政策４】　結び合い、学び合う社会教育の推進

点検・評価報告書（素案）に対する意見

コロナ禍にあって活動が制限されることがあると思われますが、継続して推進をお願いします。

コロナ禍にあって活動が制限されることがあると思われますが、継続して推進をお願いします。

地域の文化交流や人々の活動のハブとして公民館等の公共施設は重要です。今後も活用して事業を進め
てください。

「生涯学習振興会支援事業」については、各地区生涯学習推進アドバイザーが中心となり、工夫された
主体的効果的な活動を行っているため、地域学校協働活動との一層の連携を期待している。

生涯学習を推進する上で適切な評価と考えます。

●コロナ禍にあって、活動が制限されることがあると思われますが、継続して事業を推進していただ
きたい。

●「生涯学習振興会支援事業」については、各地区生涯学習推進アドバイザーが中心となり、工夫さ
れた主体的・効果的な活動を行っているため、地域学校協働活動との一層の連携を進めていただきた
い。

施策13　人を
育む社会教育
の充実

社会教育課

施策14　学び
合う生涯学習
機会の充実

社会教育課

施策15　学び
と活動・活躍
の循環

教育施策審議会による意見や助言

教育施策審議会による意見や助言

教育施策審議会による意見や助言

現状継続

現状継続

現状継続

社会教育課

●地域の文化交流や人々の活動のハブとして、公民館等の公共施設は重要です。今後も活用して事業
を進めていただきたい。

●市民が安心・安全で利用しやすい場となるように、引き続き人的・物的環境の整備や事業を推進し
ていただきたい。

市民が安心・安全で利用しやすい場となるように、引き続き人的・物的環境の整備や推進をしていただ
きたい。

適切な評価と考えます。

「国際交流事業」については、今日的な社会情勢や国際交流の在り方を検討し、人材育成を意識した活
動を推進していただきたい。

生涯学習機会を確保する上で適切な評価と考えます。「元気フェスティバル連携事業」については、実
施の可能性検討を期待します。

●コロナ禍にあって、活動が制限されることがあると思われますが、継続して事業を推進していただ
きたい。

●「元気フェスティバル連携事業」については、実施の可能性を検討していただきたい。

●「国際交流事業」については、今日的な社会情勢や国際交流のあり方を検討し、人材育成を意識し
た活動を推進していただきたい。
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第２章　施策別点検・評価

施策名 担当課

審議会評価

審議会評価

教育施策審議会による意見や助言

現状継続

現状継続

●コロナ禍にあって、活動が制限されることがあると思われますが、継続して事業を推進していただ
きたい。

●「体育協会活動支援事業」や「スポーツ少年団育成事業」については、共通してできるスポーツ教
室や講演会もあり、目的に応じて効果的に開催していただきたい。

【政策５】　スポーツ活動の推進　

点検・評価報告書（素案）に対する意見

北海道ボールパークＦビレッジの建設をきっかけとして市民のスポーツへの関心は高まっているものと
思われます。今後も発展的に事業を継続してください。

コロナ禍にあって活動が制限されることもあるでしょうが、今後も継続してください。

「市民スポーツ活動推進事業」では、市民のスポーツ活動を支援し、幼児や児童から高齢者まで親しむ
ことができる推進事業を展開していただきたい。

適切な評価と考えます。

●北海道ボールパークＦビレッジの建設をきっかけとして、市民のスポーツへの関心は高まっている
ものと思われます。今後も発展的に事業を継続していただきたい。

●「市民スポーツ活動推進事業」については、市民のスポーツ活動を支援し、幼児や児童から高齢者
まで親しむことができる推進事業を展開していただきたい。

このページには、市体育協会、体育協会と記載されておりますが、令和4年4月に名称変更でスポーツ協
会になっておりますので、今後の方向性ではスポーツ協会に変更したほうが良いのではないかと思われ
ます。

※点検・評価報告書に『体育協会は令和4年4月に特定非営利活動法人北広島市スポーツ協会に名称変
更しています。』と注釈を入れます。

「体育協会活動支援事業」や「スポーツ少年団育成事業」においては、共通してできるスポーツ教室や
講演会もあり、目的に応じて効果的に開催していただきたい。

適切な評価と考えます。

施策16　健康
で生きがいの
あるスポーツ
活動の推進

社会教育課

施策17　競技
スポーツへの
支援

社会教育課

教育施策審議会による意見や助言
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第２章　施策別点検・評価

審議会評価

教育施策審議会による意見や助言

施策18　ス
ポーツライフ
の充実と環境
整備

●本施策は継続で良いと思いますが、加えて、新しい事業を検討していただきたい。

●「学校施設（体育館）開放事業」については、学校行事や地域行事を踏まえながら、市民の健康と
体力向上を大切にした学校開放を推進していただきたい。

「学校施設（体育館）開放事業」では、学校行事や地域行事を踏まえながら、市民の健康と体力向上を
大切にした学校開放を推進していただきたい。

適切な評価と考えます。

社会教育課

現状継続

本施策は継続で良いと思いますが、加えて新しい事業があればと思います。
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第２章　施策別点検・評価

施策名 担当課

審議会評価

審議会評価

教育施策審議会による意見や助言

教育施策審議会による意見や助言

「芸術文化ホール運営委員会連携事業」では、アンケート結果を参考にしながら、事業運営の方策の検
討を継続していただきたい。

芸術文化活動の振興を図る上で適切な評価と考えます。

芸術文化ホールは年月が経ても、適切に維持管理された市の文化の中心的役割を果たしている施設であ
る。さらに人的、物的な支援をいただき、市民の文化的活動の向上を図っていただきたい。

【政策６】　芸術文化活動の振興

点検・評価報告書（素案）に対する意見

コロナ禍にあって事業の実施は難しいことがあるでしょうが継続してください。

コロナ禍にあって事業の実施は難しいことがあるでしょうが継続してください。

「文化賞・スポーツ賞等表彰事業」は、市民の文化・スポーツ意識向上や発展にもつながるため、今後
も優れた団体や個人に幅広く、表彰し続けていただきたい。

芸術文化活動の振興を図る上で適切な評価と考えます。

市民が事業を実施する上で、現実的問題として会員の高齢化により、施設のスタッフの協力を得なけれ
ば書道や絵画、写真等の展示物の準備ができない状況である。

●コロナ禍にあって、事業の実施が難しいこともあると思いますが、継続して事業を推進していただ
きたい。

●市民が事業を実施する上での現実的な課題は会員の高齢化であり、施設のスタッフの協力を得なけ
れば作品展示などの準備ができない状況です。行政として、各団体の活動が継続・発展できるよう、
支援・助言していただきたい。

●「文化賞・スポーツ賞等表彰事業」については、市民の文化・スポーツ意識向上や発展にもつなが
るため、今後も優れた団体や個人に幅広く、表彰していただきたい。

施策19　だれ
もが参加でき
る地域文化の
振興

文化課

施策20　創造
と交流を生む
芸術文化活動
の展開

文化課

現状継続

現状継続

●コロナ禍にあって、事業の実施が難しいこともあると思いますが、継続して事業を推進していただ
きたい。

●芸術文化ホールは年月が経ても、適切に維持管理された市の文化の中心的役割を果たしている施設
です。さらに人的、物的な支援を行い、市民の文化的活動の向上を図っていただきたい。

●「芸術文化ホール運営委員会連携事業」については、アンケート結果を参考にしながら、事業運営
の方策の検討を継続していただきたい。

●「花ホールスタッフの会支援等事業」については、メンバーが高齢化し、人数も減少していると聞
いています。メンバーを増やす方向を行政としても検討していただきたい。

花ホールスタッフの会のメンバーが高齢化し人数も減少していると、聞いておりますがメンバーを増や
す方向を行政としても応援すべきではと思います。
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第２章　施策別点検・評価

施策名 担当課

審議会評価

審議会評価

●文化財は未来になるほど価値が高まるものです。一方でその知識は人とともに失われていきます。
正しく記録し、後世に伝えることは価値があることなので、今後も継続していただきたい。

●「文化財保存・活用事業」については、コロナ禍においても活動できる事業を検討し、伝承・継承
していける取組を検討していただきたい。

「文化財保存・活用事業」では、コロナ禍においても活動できる事業を検討し、伝承・継承していける
取組を支援していただきたい。

適切な評価と考えます。

施策22　文化
財の保存と活
用

エコミュージ
アムセンター

現状継続

教育施策審議会による意見や助言

【政策７】　郷土愛を育む教育活動の推進

点検・評価報告書（素案）に対する意見

市民と周辺市町村に対して、北広島の魅力発信につながっていると思います。今後も継続してくださ
い。

文化財は未来になるほど価値が高まるものです。一方でその知識は人とともに失われていきます。正し
く記録し後世に伝える事は価値があることですので、今後も継続して実施してください。

市民が郷土「北広島」を愛し、誇りに思える身近なものとなるよう、活用方法や情報発信の工夫をする
など、内容の充実に引き続き、取り組んでいただきたい。

適切な評価と考えます。

●市民と周辺市町村に対して、北広島の魅力発信につながっていると思います。今後も継続していた
だきたい。

●市民が郷土「北広島」を愛し、誇りに思える身近なものとなるよう、活用方法や情報発信の工夫を
するなど、内容の充実に引き続き、取り組んでいただきたい。

施策21　 エ
コミュージア
ム構想の推進

エコミュージ
アムセンター

現状継続

教育施策審議会による意見や助言
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第２章　施策別点検・評価

施策名 担当課

審議会評価

審議会評価

事業の体系化が図られ、より充実した読書活動が推進されますことを期待します。

教育施策審議会による意見や助言

教育施策審議会による意見や助言

【政策８】　生涯にわたる読書活動の推進

点検・評価報告書（素案）に対する意見

書籍の形を取るかデジタル形式かは問わず、本(資料)を読む事は大切なことです。今後も読書活動を充
実させてください。

大曲モデルが成功した暁には、全市への展開を望みます。

「図書館サービス提供事業」については、高い利用率実現のため、情報収集データベースを活用した質
の高いサービスを今後も継続して行っていただきたい。

適切な評価と考えます。

●書籍の形を取るかデジタル形式かは問わず、本(資料)を読むことは大切なことです。今後も読書活
動を充実させていただきたい。

●「図書館サービス提供事業」については、高い利用率実現のため、情報収集データベースを活用し
た質の高いサービスを今後も継続して行っていただきたい。

施策23　図書
館サービスの
充実

文化課

施策24　地域
まるごと読書
活動支援の充
実

文化課

現状継続

現状継続

●子どもの想像力を豊かにする読書や読み聞かせは、特に幼児教育に欠かせないものです。大曲地区
をモデルとした活動が成功した暁には、事業の体系化を図り、より充実した読書活動として全市への
展開を進めていただきたい。

子どもの想像力を豊かにする読書や読み聞かせは、特に幼児教育にかかせないものであり、全市的な活
動につなげていただきたい。
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第２章　施策別点検・評価

施策名 担当課

審議会評価

審議会評価

●教育行政の点検、評価については、公正・公平な判断が求められていると思います。重要性を認識
し、継続して点検評価に努めていただきたい。

施策25　開か
れた教育行政
の推進

教育支援課

施策26　確か
な教育行政の
運営

教育総務課

現状継続

現状継続

教育施策審議会による意見や助言

教育施策審議会による意見や助言

【政策９】　開かれた教育行政の推進、確かな教育行政の運営

点検・評価報告書（素案）に対する意見

学校と家庭、地域をつなぐ教育を考える場合、情報の公開は大切なことと思います。推進してくださ
い。

公正、公平な判断が求められていると思います。重要性を認識し、継続して点検評価に努めて参りま
す。

教育委員会だより「つなぐ」は、わかりやすく教育に関する情報が発信されているため、今後も読みや
すい紙面づくり、必要な情報提供に努めていただきたい。

適切な評価と考えます。

●学校と家庭、地域をつなぐ教育を考える場合、情報の公開は大切なことと思います。推進していた
だきたい。

●教育委員会だより「つなぐ」は、わかりやすく教育に関する情報が発信されているため、今後も読
みやすい紙面づくり、必要な情報提供に努めていただきたい。
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