
平成 29 年度第７回開成町課長会議 
 

日時 平成 29 年 10 月 10 日（火）午前９時 

場所 議会全員協議会室 

進行  行政推進部長 

１．町 長 

 

 

２．行事予定について（裏面のとおり） 

 

 

３．上半期文書ファイリングシステム導入部門検証結果について（総務課） 

 

 

４．その他 

財務課     開成町再生可能エネルギーの地産地消事業の推進に係る協定の 

        締結について 

自治活動応援課 第 47 回かいせい文化祭について 

上下水道課   開成町の地下水でつくったご当地サイダーについて 

産業振興課   第 30 回「開成町阿波おどり」実施結果について 

産業振興課   あしがり郷瀬戸屋敷「cafe hacco」のオープンについて 

教育総務課   開成町教育振興基本計画に基づく平成 28 年度の点検及び評価に 

ついて 

 

 

５．副町長 
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上半期部門文書管理ファイリングシステム実施結果等について 

 

■上半期部門の実施結果 

平成 29年度上半期は、企画政策課、財務課、自治活動応援課、税務窓口課、環境防災

課、保険健康課の 6課が文書ファイリングを実践しました。 

文書管理ファイリングシステム導入にあたっては、コクヨマーケティング㈱の下請業

者であるオフィスクリエイト㈱が指示したスケジュール、方法にしたがい実践しました。 

主な実施概要は次のとおりです。 

 

4月 21日 上半期部門推進員研修会 

6月 15日  第 1回巡回指導日 

7月 11日  第 2回巡回指導日 

8月 8日   第 3回巡回指導日 

9月 22日    完成検査 

 

上半期部門の成果については、課によって多少の差はあるものの 9月の完成検査にお

いて 6課とも合格水準に達することができました。 

今後は、完成検査時に指摘された事項の改善及び文書管理ファイリングシステム維持

が課題となります。 

 

 

■上半期部門における文書削減量 

 上半期部門においては、平成 28年度文書及び平成 29年度文書について文書管理ファ

イリングシステムを実践しました。文書削減量の結果は別紙 1 のとおりです。 

 なお、システム導入前・導入後の写真は別紙 2 のとおりです。 

 

■オフィスクリエイト㈱の指摘事項 

 各上半期部門に対してオフィスクリエイト㈱が導入点検後のコメント及び改善事項

の指摘がありました。詳細は、別紙 3 のとおりです。 

 

■導入効果、上半期部門の意見等 

 上半期部門で実施した結果、導入して良かった点、苦労した点、平成 29年度下半期以

降留意すべき点をまとめました。詳細は、別紙 4 のとおりです。 

 

 

 

 

課長会議資料 

平成 29年 10月 10日 

行政推進部総務課 
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■平成 29年度下半期のスケジュール 

 

（下半期推進員研修会） 

   10月 5日（木）（6時間） 

   街づくり推進課、上下水道課、産業振興課、出納室、子ども・子育て支援室、 

議会事務局の推進員（6課・室・局）を対象に実施しました。 

 

（第 2回文書廃棄） 

   11月 1日（水） 

（詳細については、9月 21日付け総務課長通知「公文書の廃棄について」のとおり

です） 

 

（下半期対象課の巡回指導日） 

   11月～1月  実地指導を 3回実施 

   2月 完成検査 

 

■文書管理ファイリングシステム導入にあたって必要な消耗品について 

 必要な消耗品（個別フォルダー、第 1・第 2 ガイド、文書収納ボックスなど）は、総

務課で一括購入します。必要となった場合は、総務課にご連絡ください。 

なお、従来の簿冊ファイル（キングファイル、フラットファイル等）は基本的に不要

となりますが、例外的に簿冊ファイリングを認める文書もあります。簿冊ファイルの購

入は、各課必要な範囲で購入するようにしてください。 



H29.10.10（火） 

課長会議資料 

行政推進部財務課 

 

開成町再生可能エネルギーの地産地消事業の推進に係る協定の締結について  

 

 

開成町、湘南電力株式会社※１、ほうとくエネルギー株式会社※２の３者は、

開成町における再生可能エネルギーの地産地消事業の促進に向けて基本協定を

締結しました。  

平成 26 年度から電力の自由化により高圧受電施設である、役場・町民センタ

ー、開成小学校、開成南小学校、文命中学校、福祉会館の 6 施設において新電力

から調達していましたが、さらに来年１月１日からは地球温暖化対策の推進及び

新エネルギーの利活用の推進を実現すべく、電力の地産地消にも取り組むことと

しました。  

  

【今後の事業スケジュール】  

①平成３０年１月１日  供給開始  

高圧拠点：役場・町民センター、開成小学校、開成南小学校、文命中学校、  

福祉会館の６施設に加え開成幼稚園、高台浄水場の２施設  

低圧拠点：水道関連施設１３拠点  

 

②平成３０年４月１日  供給開始  

低圧拠点：その他の低圧施設及び従来電灯すべて  

 

※１  ほうとくエネルギー株式会社は、平成 24 年 12 月、地域密着のエネルギー会社として

設立され、市民ファンドによるメガソーラー発電所を建設、再生可能エネルギーの地産地

消事業に取り組んでいます。  

※２  湘南電力株式会社は、本年 5 月、株式の 80％を小田原地域の企業 5 社が取得、ほうと

くエネルギーのメガソーラー発電所から電気を買い取ると共に、エネルギーの地産地消に

よる地域活性化を目指し事業展開を図っています。また電気料金の１％を神奈川県内の地

域貢献活動に還元しています。  

 

【電力イメージ図】  

 







 

開成町の地下水でつくったご当地サイダーについて 
 

１． 概要 

 町の魅力である「おいしい水」を町内外にＰＲするため、開成町産のレモン

や足柄梨を使用したご当地サイダーの企画・販売実績のある㈱ＵＭＥＭＡＲＵ 

Ｉnc.と連携し、「開成町の地下水でつくったサイダー」が商品化されました。 

スッキリした味わいと適度な甘さがあり、原材料である町の地下水やラベル

のデザインによって唯一無二のご当地サイダーができました。 

 

２．製品について 

商 品 名 開成町の地下水でつくったサイダー 

販 売 開 始 平成 29年 10月 7日（土） 

販 売 者 株式会社ＵＭＥＭＡＲＵ Ｉnc.（所在地：小田原市荻窪 180番地） 

希望小売価格 250円（税込） 

内 容 量 340ｍｌ 

販 売 本 数 25,000本（当初製造本数） 

販 路 町マックスバリュ、瀬戸屋敷カフェ、まちの駅あしがら、 

ヨロイヅカファーム、東名高速道路中井及び足柄ＳＡ（予定） 

 

３．製品の特徴 

① 原材料は原水（地下水）を使用 

地下 80ｍから汲み上げた原水は、水質が良好でそのまま飲むことができま

す。このサイダーでは、浄化処理をしない新鮮な原水を原材料として使用して

います。 

② ビンのラベル 

あじさいちゃんをラベルの内側（ビン側）に配置（印刷）し、サイダー越し

にラベルを覗くと、あじさいちゃんがゆがんで見える遊び心があるデザインに

なっています。 

 

４．今後について 

 町内イベント等で、町内在住者にサイダーを飲んでいただき、開成町の水の良

さを再認識していただく。町外在住者には、サイダーを通して町の水に魅力を感

じていただき移住促進の一つのきっかけにしたい。 

課 長 会 議 資 料 

（平成 29年 10月 10日開催） 

まちづくり部上下水道課 
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平成２８年度 

開成町教育振興基本計画に基づく教育委員会の各事業の点検及び評価について 

                                    （抜粋） 

１．趣旨 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「法」という。）に基づき、教育委員会は、

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果

に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならないこととされまし

た。 

開成町教育委員会では、平成 2年 3月に制定された開成町民憲章に基づき、平成 21年 3月

に「開成町人づくり憲章」を制定するとともに、この具現化のために今後概ね 10年間を通じて目指

すべき教育の姿として「開成町教育振興基本方針」を定めました。そしてその基本方針を実現する

ために、平成25年度までに重点的に取り組むべき教育施策を取りまとめた「開成町教育振興基本

計画」を策定し、取り組んでまいりました。 

平成 26年度からは、平成 26年 3月に新たに策定された「開成町教育振興基本計画 平成 26

年度～平成 30年度」に基づき、開成町教育振興基本方針の実現を目指して取組を進めていま

す。 

本書は、法及び「開成町教育委員会の権限に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価実施要綱」に従い、「開成町教育振興基本計画 平成 26年度～平成 30年度」に定める各施

策について、点検・評価を行い、報告書としてまとめたものです。 

また、併せて平成 28年 2月に制定した「開成町教育大綱」に定める重点的な取り組みに係る 

評価報告とします。 

 

２．点検及び評価の実施方法 

 ○点検及び評価の対象等について 

点検及び評価の対象とする事務は、開成町教育振興基本計画に定める施策に関する事務を

対象とします。 

 ○点検及び評価の内容 
    1. 事業の具体的な取組と実施の状況 

    2．事業の結果・成果等 

      達成度評価の評点（自己評価） 

【Ａ:達成度 80％以上 ・ Ｂ：達成度 50％以上 80％未満 ・ Ｃ：達成度 50％未満】 

3．次年度へ向けての課題や実施の方向性 

 

 

平成 29 年 10 月 10 日(火) 

課 長 会 議 資 料 

教育委員会教育総務課 
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○評価実施の流れについて 

ア 自己評価 

     「開成町教育振興基本計画」に定められた事業について、開成町教育委員会事務局、自

治活動応援課で自己評価を行いました。 

 

イ 点検及び評価の客観性の確保 

      開成町教育委員会事務局等の自己評価について、開成町教育改革検証会議委員に意

見を求めました。 

 

ウ 教育委員会による点検及び評価報告書の作成 

      自己評価及び開成町教育改革検証会議の意見を踏まえ、教育委員会による点検及び 

評価を行い、報告書を作成しました。 

 

エ 議会への報告書の提出・報告及び公表 

      報告書を議会に提出・報告し、町ホームページ等で、町民に公表します。 

 

○開成町教育改革検証会議について 

・開成町教育改革検証会議 

回 開催期日 内   容 

１ 
平成29年7月25日 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の点検及び 評価

についての確認 

○ 事務局自己評価書の概要 

２ 平成29年9月13日 
○ 教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価の

検討 
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【Ａ：達成度 80％以上 ・ Ｂ：達成度 50％以上 80％未満 ・ Ｃ：達成度 50％未満】 

 

事 業 名 目標や取り組みの方向性 
Ｈ２８年度 

達成度評価 
担当課 

１－１－（１） 

生涯学習プログラム

の充実 

町民センター講座や瀬戸屋敷、地域集会施設などを活用し

た生涯学習プログラムを充実するとともに、近隣市町が実

施する生涯学習プログラムの機会の提供を促進できるよ

う広域連携をすすめます。 

Ａ 教育総務課 

１－１－（２） 

生涯学習を支える指

導者の育成 

生涯学習推進員の育成、シニア層の活躍の場となりうる人

材バンクの活用、自治会、婦人会、老人クラブ、青少年関

係団体、各種文化団体等との連携強化などをとおし、町民

の生涯にわたる学習を支える指導者や団体を育成します。 

Ａ 教育総務課 

１－１－（３） 

生涯学習を支える施

設の整備 

町民センター、瀬戸屋敷、南部コミュニティセンター、学

校施設などの活用を通して生涯学習の拠点を整備します。

さらに町民センター図書室を充実していきます。 
Ａ 教育総務課 

１－２－（１） 

スポーツ・レクリエ

ーション活動の充実 

パークゴルフの普及・促進、各種スポーツ教室や大会の充

実、自治会の体育振興への支援・連携強化、スポ・レクフ

ェスティバルの充実、自転車利用の推進などを通し、スポ

ーツ・レクリエーション活動を充実します。 

Ａ 自治活動 
応援課 

１－２－（２） 

スポーツを支える指

導者の育成 

スポーツ団体の活動を支援するとともに、指導者の指導力

向上を図ります。また、新たなスポーツの指導者の養成、

発掘に努めます。 
Ａ 自治活動 

応援課 

１－２－（３） 

スポーツを行うため

の環境の整備 

パークゴルフ場の整備など開成水辺スポーツ公園の整備

・活用促進及び指定管理者の制度の導入、町民プール、南

部コミュニティセンターの活用促進、体育館、グランド等

学校体育施設の活用促進、総合型地域スポーツクラブの設

置などを通じ、スポーツを行うための環境を整備します。 

Ａ 自治活動 
応援課 

１－３－（１） 

基礎的・基本的な知

識・技能の習得や活

用の確立 

個別学習、小学校低学年から中学年における反復学習、子

どもたちのつまずきやすい学習内容の指導の充実など子

どもたちの発達や学年の段階に応じた指導の充実や読書

活動の更なる推進などを通じて、グローバル人材の育成を

意識し、子どもたちの基礎的・基本的な知識・技能の習得

や理解を確立し、その活用を図ります。 

Ａ 教育総務課 

１－３－（２） 

学習意欲の向上や学

習習慣の確立 

｢伝え合い、学び合う｣ことのできる力を育成するための授

業改善、観察・実験やレポートの作成、論述など知識・技

能を活用する学習活動の充実などによって、子どもたちの

思考力・判断力・表現力等を育成します。また、家庭学習

の習慣化を図るとともに、意欲的に学習に取り組む子ども

たちを育成します。 

Ａ 教育総務課 

３．各事業の点検及び評価結果について 
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１－３－（３） 

体育や食育の充実 
幼いころから体を動かすなど体力の向上及び健康の保

持・増進策の充実につなげます。また、家庭科や技術・家

庭科における望ましい食習慣の形成の学習などを通じ、食

育を充実します。 

Ａ 教育総務課 

１－３－（４） 

保・幼・小・中・高

の連携 

小・中学校の教育課程を見通した教育の実施、幼稚園と小

学校、小学校と中学校の連携による小１プロブレムや中１

ギャップへの対応をします。 

幼稚園・学校と神奈川県立吉田島総合高等学校等との連携

強化、個人情報の取扱いに留意した上での学校間における

子どもたちの情報の共有化などを通じ、保・幼・小・中・

高が連携した教育を推進します。 

Ａ 教育総務課 

１－３－（５） 

幼児教育の充実 
のびのび子育てルーム事業を活用した子育て支援の充実

を図ります。また、預かり保育を実施します。 

幼稚園教員の処遇の適正化の検討などを通じ、幼児教育を

充実します。 

Ａ 教育総務課 

１－３－（６） 

 特別な支援を必要

とする子どもたちへ

の教育の充実 

特別支援教育及び外国籍児童生徒への教育の推進などを

通じ、特別な支援を必要とする子どもたちへの教育を充実

します。 
Ａ 教育総務課 

１－３－（７） 

豊かな人間性 
学校や地域において、各種体験活動を計画し、豊かな人間

性を育むための機会をつくります。また、学校、家庭、地

域が一体となり、子どもたちに豊かな人間性を育むために

、町全体で子どもたちを見守り、育てていきます。 

学校教育において、道徳教育・人権教育・福祉教育の充実

に努めます。 

Ａ 教育総務課 

１－４－（１） 

学校教育施設の整備 
第五次開成町総合計画に掲げる子どもに視点をおいたま

ちづくりを実現するために、社会情勢の変化に応じた子ど

もたちの学習環境を整備する観点から開成幼稚園、文命中

学校を整備し、町の魅力向上の一助となるよう努めます。 

Ａ 教育総務課 

１－４－（２） 

学習指導要領への対

応 

学習指導要領が着実に実現されるように、引き続き指導体

制・教材等の整備に取り組みます。特に、思考力・判断力・

表現力等の効果的な育成に向け、各教科をとおして言語活

動の充実のための取り組みを推進するとともに、児童生徒

のコミュニケーション能力や情報活用能力の育成、観察・

実験の重視をはじめとした理数教育や外国語教育の充実

に取り組みます。 

Ａ 教育総務課 

１－４－（３） 

教職員や学校教育を

支える人材への支援

の充実 

教育を支える教職員の健康管理の徹底を図るとともに、学

校内での問題解決やコンプライアンス（法令遵守）につい

ての研修を充実することで、教職員の資質能力を高める支

援を推進します。また、人材確保の観点から設置されてい

る教職員住宅の取扱いについて検討します。 

Ａ 教育総務課 
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２－１－（１） 

子どもたちの安全・

安心の確保 

防災、防犯やバリアフリー対策等のために必要な学校施設

や安全マニュアル等の整備、登下校指導の充実等を通じ、

子どもたちの安全・安心を確保します。 

放課後における子どもの居場所つくりの検討をすすめ、放

課後における子どもたちの活動の安全な拠点を増やしま

す。 

Ａ 教育総務課 

２－１－（２） 

子どもたちの健全育

成 

ジュニアリーダーの育成や研修会の充実、体験学習やボラ

ンティア活動の推進、青少年指導員連絡協議会、子ども会

、青少年健全育成会等の活動の支援を通じ、地域を担う青

少年の人材を育成します。 

「開成町学校・地域安全推進委員会」などの活動の充実、

警察などの関係機関・近隣市町との連携強化などを通じ、

犯罪から青少年を守るとともに、青少年犯罪を未然に防ぎ

ます 

Ａ 教育総務課 

２－１－（３） 

学校給食における食

品の安全確保 

地産地消の推進や給食施設の整備などを通じ、子どもたち

に安全でおいしい学校給食を提供します。 Ａ 教育総務課 

２－１－（４） 

有害情報対策の推進 
子どもたちにとって、情報の危険性、必要性等について、

自分で判断できるように指導します。 

携帯電話・スマートフォンやインターネット等の有害情報

から子どもたちを守る取組を推進します。 

Ａ 教育総務課 

２－１－（５） 

個人情報保護の徹底 
個人情報の重要性を認識し、子どもたちの個人情報の管理

を徹底するとともに機器の更新時には、開成町学校等情報

セキュリティポリシーに準じた機器を整備します。 
Ａ 教育総務課 

２－２－（１） 

町民参加による学校

支援 

保護者や地域住民が教育委員会及び学校とともに学校運

営に関わっていくコミュニティ・スクール(学校運営協議

会制度)の推進、３校の学校運営協議会でつくる合同学校

運営協議会の設置などをとおして、町民が学校を支える体

制を整えます。 

また、学校運営協議会の一層の充実により、学校を拠点と

したスクール・コミュニティによる地域の活性化に努めて

いきます。 

Ｂ 教育総務課 

Ｂ評価に対する検証会議委員の意見 

 コミュニティ・スクールが本当に機能しているかという意見も出ましたが、学校運営協議会の中でボランティアを紹

介していただいたり、学校の支援員の増員を呼び掛けていただいたりして、とても機能しているということでまとまり

ました。 

 また、評価「Ｂ」については、コミュニティ・スクールが十分周知されていないから機能していないのではという意

見が出てくるのではないか、また、コミュニティ・スクールだよりが出されなかったこともあり、住民はさらに、気づ

いていないのではと考えます。コミュニティ・スクールだよりについては、HPにアップされるだけなので、発行されな

かったことも、気づかれていないかもしれません。 

よって「Ｂ」評価は妥当だと考えます。成果の発信は必要です。コミュニティ・スクールだよりだけでなく学校だよ

りに掲載するなど工夫していただくとよいと思います。周知の工夫をお願いします。 

そのほかは、見直しの必要はないと思われますが、引き継いで充実を図る姿勢はずっと続けほしいと思います。 

さらに、新しい協議体の検討にあたっては、町民に情報提供・情報発信をしていくことを考えてほしいと思います。 

 



- 6 - 

 

２－３－（１） 

教育委員会の質の向

上 

教育に関する点検・評価の実施及び議会への報告や町民へ

の公表などにより、教育委員会の取組みを町民に広く周知

するとともに定例教育委員会の開催について、例えば学校

の行事と連携して行うなど、町民の関心を高めることで教

育委員会の質を高めます。 

また、「開成町教育振興基本計画」による施策の確かな実

施と必要な予算の確保で各種の課題に対して適切かつ迅

速に対応していきます。 

  Ａ 教育総務課 

３－１－（１） 

家庭教育や家庭への

支援の充実 

幼・小・中の家庭教育学級や３歳児母親学級の充実、ＰＴ

Ａ指導者研修会の充実、教育講演会の充実などを図って家

庭教育を支援します。 

家庭における読書活動の推進、｢早寝、早起き、朝ごはん｣

など正しい生活習慣の家庭への啓発などを通じ、家庭の教

育力を高めます。 

また、関係機関との連携を図り、家庭への支援を充実しま

す。 

Ａ 教育総務課 

３－２－（１） 

規範意識や公共の精

神の育成 

あいさつ運動や登校指導などの参加の呼びかけ、マナーな

どの啓発活動など大人自身が子どもたちの模範となる施

策の推進、学校における道徳教育や人権教育の充実、福祉

会館等における社会奉仕体験活動の促進などによって、町

民一人ひとりの規範意識や公共心を高めます。 

Ａ 教育総務課 

３－２－（２） 

 いじめや暴力行為、

不登校対策の推進 

学校においていじめはいかなる理由があっても許されな

いということの指導の徹底、学校における相談体制の整備

、町民や関係機関等との連携協力の強化などによって、い

じめ、不登校、暴力行為等の課題を無くします。 

Ａ 教育総務課 

４－１－（１） 

歴史や伝統・文化に

関する教育の推進 

足柄地域の歴史や伝統文化の調査・研究並びに伝承、「開

成町の戦争体験」｢富士山と酒匂川｣等、地域を題材とした

教材等の充実、歴史・文化講座の開催などを通じ、歴史や

伝統文化に関する教育を進めていきます。特に、町名の由

来となっている「開物成務」の意味を子どものころから教

えます。 

Ａ 教育総務課 

４－１－（２） 

芸術・文化活動の推

進 

町民の自主的な芸術・文化活動を支援します。 

Ａ 自治活動 
応援課 

４－１－（３） 

歴史的文化的遺産の

保存活用 

町指定重要文化財（瀬戸屋敷・円通寺観音）の保存、地域

の文化的遺産や民具などの保存並びに活用促進、史跡等の

案内板の整備などを通じ、歴史的文化的遺産を保存し活用

します。 

Ａ 教育総務課 

４－２－（１） 

環境教育の推進 
足柄西部環境センターやグリーンリサイクルセンターの

見学、町の花であるあじさいやホタル等を題材にした教材

等の充実、ごみの分別、光熱水費・紙使用の削減等の促進

などによって環境教育を充実します。 

Ａ 教育総務課 
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          総数３３事業（評価Ａ：３２事業、評価Ｂ：１事業） 

 

４．開成町教育改革検証会議委員からの総括的意見 

 「開成町教育振興基本計画（平成 26年度～平成 30年度）」と「開成町教育大綱（平成 28年）」

に則ったわが町の教育は、着実に成果を上げています。 

 更にその成果や課題を年度ごとに見つめ直し、毎年その評価を実施者自身が行い、将来へと

繋いでいます。その報告書を公開することで、教育委員会の説明責任を果たし、町民から信頼さ

れる教育委員会であり続けていただきたいと思います。 

 

○ よい事業をやっていてもＰＲが足りないと思います。フェイスブックや広報紙はとても 

素晴らしい内容なので、ぜひ、参考にして地域に周知していただきたいと思います。 

○ 開成小学校のプールに関しては、今年度の情勢を見極め、児童にとって学校にとって良 

い方向となるように今後も考えていっていただきたいと思います。 

○ 評価の表記の仕方は、具体的な数字や実施方法を記入し、前年度と比較しながらの評価 

があるとよいと思います。また、参加者の振り返りや一言コメントがあるとすごくリア

ルな評価となると考えます。 

○ 参加者の増加ばかりをねらうのではなく、内容がどうであったのかの評価が大切だと感 

じます。 

４－２－（２） 

環境美化の促進 

道路や河川、公共施設等の美化に努めます。 

Ａ 教育総務課 

５－１－（１） 

町民のまちづくりへ

の参加支援 

自治会、婦人会、子ども会等の地域コミュニティや町が実

施するイベントなどへの積極的な参加を支援します。 

町役場等公共施設の見学、生活に関わる学習への支援の充

実を通して、社会の仕組みを学び、まちづくりに参画する

子どもたちの意識を養います。 

あじさい祭、開成阿波おどり、防災訓練など町や自治会が

行う事業への町民の参加促進障がい者や高齢者とのふれ

あい事業の充実など子どもたちのボランティア活動を推

進します。 

 

Ａ 教育総務課 

５－１－（２） 

勤労観、職業観を育

てる教育などの充実 

米作りや町内の企業、各種事業所等での職場体験活動の推

進など、地域の人材や企業等と連携し、子どもたちの勤労

観、職業観を育てる教育などを充実します。また、日々の

生活の中で働くということを意識するようにしていきま

す。 

外国との相互理解を深め、豊かな人間性や見識を養う教育

を行い、将来、世界に飛躍するグローバルな夢が持てるよ

うにします。 

Ａ 教育総務課 
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○ 循環型の学習が大切だと思います。経験者から初心者へつないでいく生涯学習が望まし 

いと考えます。 

○ 長い目で見ていくと開成町はよくなってきていると思います。新しく始めていることが 

多くて良いと思います。 

○ ぷらっとかいせいは良い方向に進んでいると思います。１０年前は、保育園にも入れな 

かったのに、保育園も学校も増えてきています。新しく来る人への受け入れが排他的で

なく、素直に受け入れてくれる環境があります。常に新しい動きがあると思います。 

 

 

５．開成町教育委員会の見解  

開成町教育振興基本計画に基づいた平成 28年度の取り組みに対する点検及び評価につきま

して、教育委員会事務局等の自己評価、その評価に対する開成町教育改革検証会議委員による

ご意見をいただき、ここに教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書をま

とめました。 

平成28年度は５か年計画の中間年にあたります。過去２年間で指摘された問題点を整理し、課

題解決に取り組んだ大切な年でありました。その結果は、自己評価ではありますが、Ｂ評価を残す

ところ１つとすることができました。 

しかし、教育改革検証会議委員のご意見にもあるように、事業の達成に向けてはもちろんです

が、より良い内容の事業とするためにも、残り２年間は更なる取り組みの充実が必要であると認識

しております。 

開成町教育大綱が作成され、教育委員会と町部局との連携が進められていますが、更に連携

を深めるとともに、課題抽出や方向性の一貫性、成果指標の設定の更なる検討を行うこと等を含

め、教育振興基本計画の達成に向けて尽力していきたいと考えております。 

皆様方におかれましては、今後ともご支援、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 


