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平成２８年度 有田町教育委員会の事務管理及び執行状況に関する点検・評価の方針について 

 

１ 趣旨 

（１） 有田町教育委員会は、有田町の教育基本方針に基づく具体的施策や重点事業等の実施状況について点検及び評価を行い、

課題や今後の改善方策を明らかにするとともに効率的かつ効果的な教育行政の推進を図る。 

 

（２） 点検及び評価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することにより、町民に対して説明し、

信頼される教育行政の推進に努める。 

 

２ 実施方法 

（１）教育基本法に基づく、具体的な施策や重点事業等を対象として点検及び評価を実施する。 

（２）点検及び評価については、施策及び事業の総括を行うとともに、課題や改善策等を明確にする。 

（３）点検及び評価については、毎年１回実施する。 

（４）点検及び評価については、学識経験者の意見を聴取したうえで教育委員会がまとめる。 

（５）点検及び評価に関する報告書を作成し、町議会に提出するとともに町民に公表する。 

 

点検・評価の構成 

点検・評価項目 

１ 教育委員会の活動状況の点検・評価 

  今年度の活動について自己点検・自己評価を行い、今後の課題と対応策をまとめる。 

２ 教育委員会事務局の活動状況の点検・評価 

  具体的施策や事業等の今年度の取り組み内容の点検及び課題の整理を行い、 

 自己点検・自己評価を行う。 

 



 教育委員会の活動状況点検・評価 

評価結果（５：大変よくできている ４：よくできている ３：できている２：やや改善が必要 １：改善が必要） 

○教育委員会の会議の現状 

   項   目 評価 課題・対応策等 外部評価者の意見 

十分な議論を行える回数や時間を確

保しているか。 

 

3.2 

 事務局からの問題提起・報告が少ない。議論

すべきことがまだまだあると思う。 

他の機関からの情報を得て、問題提起をして良い。 

適宜議論できるように会議を開催し

ているか。 

 

3.6 

 議題を増やしてもいい。 

  自由に話す時間がもう少し必要である。 

会議は中身が重要である。 

委員が意思決定できるように十分な

情報を事務局が提供しているか。 

 

3.4 

 情報が少ないと感じることもある。 

 学校建設の情報が少ない。メール等の活用も

あってよい。 

事務局で配慮を願いたい。 

委員が問題点を指摘し、積極的に発

言しているか。 

 

4.2 

 指摘されたことを事務局がもっと積極的に

受け止めるべきである。 

 自由に話せる雰囲気があると思う。 

事務局で配慮を願いたい。 

委員が有田町の教育方針について的

確に具現化しようと努めているか。 

 

3.2 

 もっとディスカッションが必要である。 

 機会をとらえて具現化するよう努めている。 

事務局がイニシアティブをとり委員会の活性化を推進し

てほしい。 

 

○教育委員会の会議以外の現状 

   項   目 評価 課題・対応策等 外部評価者の意見 

委員が幼児・児童・生徒及び教職員

と接する機会を持っているか。 

 

3.8 

 学校訪問で十分時間が取れている。 PTAとの連携も図ってほしい。 

教育委員会活動について周知広報し

ているか、また情報収集に努めてい

るか。 

 

3.4 

 どのような周知広報があるのか理解し努め

ていきたい。 

広報周知に努めてほしい。 

教育課題等についての情報や資料提

供をしたり、近隣の教育委員会や関

係機関との連携を図ったりしている

か。 

 

3.0 

 まちづくりの会議に参加した。 

 新聞記事を活用して情報を提供した。 

PTAの会議や学校の講演会等に参加してほしい。 

委員の案件に対する姿勢・熱意・真剣さなどで、その様相

はいかようにも変化してくると思う。 



 

 教育委員会事務局の活動状況点検・評価 

 

１ 学校教育課 

 

 事業名：学力向上対策 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・４月と１２月の学力学習

状況調査で、全国平均や佐

賀県平均を上回る。 

・朝の時間や放課後の時間

の有効活用を図る。 

・小学校は上回る良い結

果であるが、中学校が下

回っていて、今後の取り

組みの充実が必要。 

・朝や放課後の時間を使

っての学習指導について

は学校間で取り組みの違

いがある。 

 

 

 

３ 

・各学校が児童生徒の実態

をしっかり把握し、手だて

を工夫することが重要で

ある。 

・効果を上げている取り組

みを参考にして危機感を

持って学力向上に取り組

むよう指導する。 

・上位校の取り組みに学び、取り入れるべきものがあれ

ば取り入れるべきである。 

・子どもには知識として知っておかなければいけないこ

ともあるので教えるべき部分と考えさせる部分をよく考

えて授業を行なってほしい。 

・小中間の連携がスムーズにいくことが重要である。先

進校を参考に実質的な取り組みを望む。 

・朝の時間や放課後の時間の有効活用に具体策をしっか

り練るべきである。 

 

 事業名：特別支援教育の充実 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・特別支援員を増員する。 

・特別支援学級の設備の充

実を実施する。 

・巡回相談等相談業務の充

実をする。 

・一人ひとりが違うタイ

プの症状を示すときの対

応が非常に難しい。十分

な対応が出来ていない状

況である。 

・支援員の増員や設備の

要望については対応し

た。 

 

 

３ 

・飛び出したり暴れたり

様々な行動を呈する子ど

もに対応する体制作りを

する。そのためにも支援員

の増員を図る。 

・保育園・幼稚園と小学校

の情報の共有を図る。 

・特別支援学級の認知度が低いように思う。子ども子育て

会議でもあまり触れられることがない。 

・他の機関との会合を多く持って、支援員の増員を図るべ

きである。 

・一人ひとりが違うタイプの症状を示すときの対応が非

常に難しいだろうが、学校現場にはよろしくお願いした

い。 

・県や県議会とも連携を図って充実させてほしい。 



 

 事業名：道徳教育の推進 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・大山小、有田中への研究

委嘱を行い、研究の推進を

図る。 

・道徳の授業を保護者や地

域の方々へ公開する。 

・大山小や有田中の研究

の深まりは素晴らしいも

のがあった。 

・１時間１時間の道徳の

時間を大事にし、心の教

育の推進の機運が高まっ

た。 

 

 

４ 

・「特別の教科である道徳」

についての研究推進が必

要である。 

・思いやりのある心の涵養

を学校教育の様々な機会

を捉えて図っていかなけ

ればならない。 

・推進していくために、精通した外部講師を招聘してほ

しい。 

・日本の道徳美を大切にしてほしい。 

・教科としての道徳は「修身」とは違う取扱いだと推察

するが、「課題の整理」の通りだと思う。研究の深まり

を期待している。 

・道徳の授業の公開は今後も実施してほしい。 

 

事業名：有田小学校改築事業 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・実施設計を完成する。 

・基礎工事の着手・完了を

図る。 

・住民説明会を実施する。 

・時間はかかったが、今

年度計画していた取り組

みについては達成するこ

とが出来た。 

 

 

４ 

・平成２９年度末には新校

舎完成予定としているの

で、達成に向けて推進しな

ければならない。 

・現校舎の解体工事の計画

も進める必要がある。 

・地域や親子の交流･活動の場として、地域と共にある学

校になってほしい。 

・関係諸氏の真摯な取り組みに敬意を表したい。少子化

の中で今後の児童数の推移が案じられるが、衆知を結集

して推進してほしい。 

 

事業名：有田焼創業４００年事業への関わりの充実 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・子どもたちの記憶に残る

取り組みを推進する。 

・形として残る取り組みの

推進を図る。 

・町内６校の協力を得な

がら計画していた多くの

取り組みを無事終えるこ

とが出来た。子どもたち

が地域のすばらしさを実

感することができた。 

 

 

 ５ 

・４００年事業で取り組ん

できたものを、平成 29年

度以降いかに継続してい

くか検討しなければなら

ない。 

・大変良かった。こらからもなんらかの形で子どもたち

が参加し、体験できるようにしてほしい。 

・子どもたちは貴重な体験が出来たと思う。大人も良い

経験ができた。 

・これまでの様々な取り組みでの成果が今後の指針とな

ると思う。機会があればその成果を発表してほしい。 



２ 生涯学習課 

 

 事業名：生涯学習・公民館・婦人の家の講座の充実 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・既存の講座内容を充実さ

せるとともに、新たに他機

関と連携した講座を新設し

受講生人口の増加を図る 

人気の講座は回数を増や

したり、内容の検討、講

師の選定などにより内容

を充実させた。また、佐

賀大学公開講座や町民企

画講座など他機関と連携

した講座を行い、新たな

受講生の参加を得た。 

 若者を対象とした講座

は、企画段階から町民の

意見等を参考に内容を検

討し、学びと出会いの場

を提供する。 

 

 

 

４ 

新たな受講生の増加を図

るため、講座の内容検討や

講師の選定などを行い、子

どもから高齢者までが学

べる学習の場を提供する。 

・講座の新設については、町民の意見（アンケート）を

取り入れてほしい。 

・既存の講座でも廃止してよいと思われる講座は廃止し

てよい。 

・もっと細分化した講演があってもよいと思う。（一般

的なものより特化したものを） 

 

 事業名：町民体育大会（有中校区）の運営内容の見直し 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・開会式や競技内容の見直

しを図り、安全に大会が運

営できるようにする 

有中校区において、開会

式の時間短縮、競技種目

の変更、競技種目の内容

見直し、トラックのコー

スの見直しを図った。関

係者で検討し、体育部長

を通じて町民への周知を

図ることができた。 

 

 

４ 

役員や競技に参加する町

民以外にも多く参加して

もらえるような工夫が必

要。 

・見直し改善については大賛成。 

・多くの町民が参加して楽しめるような方策を考えるべ

きである。 

・町民体育大会は子どもから大人まで交流できるすばら

しい行事だと思う。他のスポーツ行事や部活動、社会体

育との連携を図り、全員参加が出来る環境を希望する。 

・開催種目における事故発生時の対応と安全面に配慮が

必要だと思う。改善をお願いしたい。 



 

 事業名：放課後児童教室運営の充実を図る 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・各小学校に設置されてい

る放課後児童教室の施設で

支障をきたすところを把握

し修繕等を行うことによ

り、児童が安全に過ごせる

ようにする 

各教室を定期的に訪問し

環境点検、支援員との情

報交換を行うことで、児

童の安全を第一に考えて

施設等の修繕を行った。 

 

 

 

３ 

児童が安全に過ごすため

には施設の管理が重要で

あり、定期的に点検するこ

とが必要である。 

・子どもの安全と人材育成のため、今後益々町も力を入

れて、財政面の支援を行なっていくべき。 

・共働きが多い現状を踏まえ、充実させていただきたい。 

 

 事業名：焱の博記念堂、歴史と文化の森公園施設等の老朽箇所の修繕により利用者へ支障のない運営を行う 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・焱の博記念堂及び歴史と

文化の森公園施設は、整備

後 20年が経過する。毎年の

保守点検による修繕箇所か

ら優先順位をつけて修繕を

行うことにより、利用者に

支障のない貸し館運営や自

主事業運営などを行ってい

く 

有田焼創業 400年記念式

典の開催前に、パンチカ

ーペットの張替え、空調

機の部品交換、公園遊具

周りの真砂土補充など、

貸館運営、自主事業運営

に支障がないよう修繕を

行った。特に記念式典は

支障なく開催できた 

 

 

 

３ 

築 20年になる建物であ

り、長寿命化を考えた場

合、設備全体を総合的に計

画して修繕する必要があ

る。 

・歴史と文化の森公園は、毎日多くの方が、利用されて

おり、町外からも訪れている。安心･安全で非常にすばら

しい公園だと思う。課題の整理のとおり実施してほしい。 

・すばらしい有田のシンボルになってきたと思う。メン

テナンスをよろしくお願いしたい。 

・より良い・より利用しやすいという観点を外すことな

く、計画的に継続して修繕を推し進めてほしいと願う。 

 

 



３ 文化財課 

 

 事業名：企画展「有田の群像Ⅰ～有田の 400年を紡いだ人々」開催 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・今年度は有田焼創業 400

年を迎えるに当たり、歴史

の中に登場した人物に焦点

をあてた企画展示を行っ

た。会期中には夜間開館や

ライトアップなどを、れき

みん応援団の協力のもと実

施。 

少ない予算の中で、如何

に多くの来館者層に興味

を持っていただけるかと

いうことで展示方法など

工夫を行った。 

  

 

４ 

400年の歴史の中で紹介で

きなかった人物もまだ多

いので、今後、Ⅱ、Ⅲとシ

リーズ化していくことが

必要。 

・シリーズ化して、町内外の方の興味関心を喚起して来

館者増につなげてほしい。 

 

 事業名：山辺田遺跡発掘調査事業 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・有田焼創業 400年事業（佐

賀県プラン）により、平成

26・27年度に山辺田遺跡の

発掘調査を実施し、有田焼

の初期色絵磁器の創始と展

開の解明を目指した。本年

度は、平成４年度以来蓄積

されてきた出土遺物や発掘

データなどの整理作業を行

い、その成果を公開するた

め、発掘調査報告書を作成

した。 

発掘調査では、数百点に

及ぶ色絵磁器片が出土

し、赤絵窯跡も検出され

るなど、日本で最初期の

上絵付け工房跡を発見で

きた。これにより、いわ

ゆる古九谷様式と称され

る色絵が有田産であるこ

とが確定し、その成果を

調査報告書として公開す

ることができた。 

  

 

 

４ 

400事業としては完了した

が、整理作業を行う期間が

短かったこともあり、発見

した資料の持つ歴史的価

値をまだ十分に引き出せ

たとは言えない。そのた

め、今後他の遺跡との比較

検討なども行い、初期の色

絵磁器の創始と展開につ

いて、さらなる解明を目指

したい。 

・発見した資料の持つ歴史的価値については、新聞紙

上で紹介されていたが、さらなる解明を期待する。 

 



 事業名：伝統的建造物等保存修理事業 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・保存計画に定める「修理

基準」に基づき、伝建物の

外観を伝統的な様式・姿に

保存修理している。平成 28

年度は、３軒の保存修理事

業を実施。 

平成３年から始めた保存

修理事業で、延べ 100軒

を超える建物などを修

理。地道で継続的な事業

展開で現在の町並みが維

持・形成できている。 

  

 

４ 

文化財の保護が推進され

ているため、文化財行政と

しては及第点といえると

思う。一方で空家の問題も

ある。個人の資産を活用す

るには、地元など関係者の

熱意が欠かせないと思う。 

・文化財保護と住居とのバランスが難しい。 

・事故・天災などのときの避難経路の確保はどうなって

いるのか。 

 

 事業名：佐賀県重要文化財・有田異人館保存修理事業 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・保存修理工事を完了。 専門家の指導のもと、文

化財建造物として最も価

値の高い建築当初（明治

９年）の姿に復元するこ

とができた。修理事業の

意義は大きいと思う。 

  

 

４ 

伝建地区の核となる施設

としての期待は大きい。開

館・展示・活用などについ

て、関係部署等との連携を

とり、よりよい活用の方向

性を見出す必要がある。 

・すばらしいと思う。 

・今後も節目ごとに、周年事業にたくましく誇らしく取

り組むことが出来るよう「温故知新」の姿勢で修理や復

元に継続して力を注いでほしい。 

 

 事業名：有田異人館蔵復原事業 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・異人館の活用の幅を広げ

るため、給湯設備やトイレ

などの機能を備えた施設を

新築。古写真に基づいて復

元。 

専門家の指導のもと、復

元新築工事を完了するこ

とができた。 

  

 

４ 

異人館の附属施設。活用な

どについては、異人館と一

体的に行う必要がある。 

・今後も節目ごとに、周年事業にたくましく誇らしく取

り組むことが出来るよう「温故知新」の姿勢で修理や復

元に継続して力を注いでほしい。 

 


