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令和元年度 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。 
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地域 町・教育委員会

有田町教育大綱 （2018年度 ～ 2021年度）

＜基本理念＞

　「世界に誇れるまち　有田」をつくり、地域を支え、豊かな伝統・文化を継承していく
のは「人」である。夢や志を持って、がんばっ ていける環境をつくり、社会に役立つ人
間づくりに取り組む。

家庭 学校

つなぐ
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○「つなぐ」の意図 

１ 未来へつなぐ 

 子ども達の学びの連続性を重視し、「幼稚園・保育園と小学校」「小学校と小学

校」「小学校と中学校」「中学校と高校・大学」が連携を図り、今の学びが将来につ

ながっていくように、それぞれの立場でまた連携・協力のもと支援を充実する。 

２ 互いが手をつなぎ好循環へつなぐ 

 学校、家庭、地域、町・教育委員会が時には、２者で３者で４者で互いに結びつ

き、同じ方向性を４者が向くことにより一体感が生まれまた好循環が生まれ、そ

れぞれが元気になり活性化につながっていく。 

３ 有田の歴史と文化をつなぐ 

 歴史と伝統ある郷土を愛し、誰もが学びあい、知の循環型社会の形成を図る 
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 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。 

４ １０時開会を３０分早めることも検討したが、

適宜早めたり延長したりすることで議論は行な

うことができた。 

・種々の課題についてしっかり協議してほしい。 

適宜議論できるように会議を開催し

ているか。 

 ３ 定例会が終了してから、不登校・いじめ・問題

行動等について説明や意見交換をしている。 

・教育委員の中でしっかり意見交換をすることは重要だ

と考える。 

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 議論の材料となる資料や通知文等はできるだけ

提供するようにしている。 

・事務局は、委員がしっかり課題点を把握できる資料を

提供してほしい。 

委員が問題点を指摘し、積極的に発

言しているか。 

 ４ 学校の状況等を把握する努力をして、委員全員

が自分の意見を出すよう心がけている。 

・活発な議論ができているようでよかった。 

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。 

 ４ 常に問題意識を持ち、改善しようとする姿勢が

ある。 

・保護者の立場の人が多く、関心が高く、より良い有田

の教育の推進のために頑張ってもらっていると思う。 

 

○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。 

 ４ 学校行事や会合などにもできるだけ出席して接

する機会を持とうと努力している。 

・学校行事等で委員の姿をよくみかける。 

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 他の市町や保護者等から情報を得るよう努力し

ている。 

・保護者の立場の方も多いので他の保護者からの情報を得

る機会も多いのではないか。 

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。 

 ４ 機会を捉えて他の市町との交流を図っている。 ・今後も他の市町からの情報等も得て、それを生かしてほ

しい。 

 



5 
 

 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 

・道徳教育の推進と小学校英

語の教科化への対応 

・朝の時間の有効活用と放課

後学習体制の強化 

・快適な学習環境のための空

調設備整備の推進 

・授業力を高める研修体制と

ＩＣＴ機器の導入を図る 

・教職員の研修や指導体制

が整い、学力の向上が図ら

れている。 

・朝の時間の有効活用が取

り組まれている。 

・空調設備が整備完了。 

・ｸﾛｰﾑﾌﾞｯｸ 520台を導入し

ＩＣＴ教育を推進した。 

 

 

４ 

・学力向上対策は、義務教

育の根幹である。 

・ＩＣＴ教育など新たな教

育方法が推進されている。 

・教育大綱「つなぐ」の実

践をとおして、チーム〇〇

学校の確立が求められる。 

・クロームブックの導入は素晴らしいことだが、その効果

をいかに生かしていくか、前段階（教材の研究・準備等）

が大変だと思う。研修に関して環境整備をお願いする。 

 

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 

・担任を積極的に研修会に参

加させ専門的知識を身に着け

る     

・特別支援員への研修会を実

施し資質の向上に努める 

・特別支援員研修を充実させ

る 

・インクルーシブ教育構築の

ための推進を図る 

・県教委で行われている特

別支援教育研修に参加し

研鑽に努めている。 

・町独自の研修会を、指導

主事が実施し、担当教諭と

特別支援員の資質向上を

図った。 

・年間を通じて特別支援員

19名体制を維持した。 

 

 

４ 

・研修会を重ね、資質の向

上に努める。 

・子供たちの成長を促すた

めの途切れのない支援を行

う。 

・義務教育期間を通じて、

成長を見守る体制づくりが

必要である。 

・インクルーシブ教育を実際教室で行うには教員の高度な

指導力が求められると思う。学校全体の取り組みが基本に

なるだろうが、管理職が腰を据えて気迫をもって頑張って

もらいたい。 
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事業名：いじめ問題と不登校対策 

 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 

・適応指導教学校でのいじめ

防止対策の推進と支援を実施

する 

・困り感をもつ児童生徒への

適切な対応 

・適応指導教室指導員とｽｸｰﾙ

ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰへの支援 

・保護者地域の取り組みを支

援する 

・不登校気味の児童が確

認され、ケース会議等を

おこなって関係者が迅速

に対応している。 

・中学校の不登校気味の

生徒の減少は見られない

が、教室登校へと改善さ

れた生徒も複数いて改善

面も出てきた。 

 

 

３ 

・数々のいじめ防止対策を

おこなって、ケースが異な

る案件に対応を迅速に行っ

ていく。 

・不登校もいじめ問題も一

人でなく、チームで協議し

ていく体制で対処してい

く。 

・いじめ、不登校の状況が複合化し対応の難しさが増し

ている。その状況が神経症的なものか未成熟からなのか

人格障害的なものなのか、そのほか諸々あるだろうがそ

の状況に合わせた対応を行ってほしい。 

 

事業名：コミュニティスクールの推進 

 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 

・町内小学校への推進をはか

り指定校を増やす 

・学校運営基本方針への反映 

・事業を展開し所期の目的の

達成と継続 

・学校運営基本方針へ反映さ

せる 

・有田小学校に続き、大

山小学校が指定できた。 

・本年度は、2校とも順

調に活動が行われてい

る。 

・学校運営方針などの協

議承認も展開されている 

 

 

４ 

・今後も推進し、有田中部

小学校・曲川小学校の指定

を図る。 

・「地域とともにある学校

づくり」「地域の核」とし

ての進展が求められてい

る。 

・有田小学校が、上有田地区の活性化の一翼を担うこと

を期待する。 

 

事業名：新たな教育環境への展望 

 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 

・旧有田小学校校舎のアスベ

スト対策と解体を完了させる 

・少子化に対応する将来の学

校教育の在り方を協議する 

・無事にアスベスト対策

と解体が完了した。 

・少子化対策のための諮

問委員会立ち上げ準備 

 

３ 

  

・有田町における、将来の

中学校のあり方を協議す

る必要性がある。 

・「有田町立中学校にぜひ行きたい」と思わせる良さや

魅力を増幅整理し、小学生や町民にアピールしてほしい。 
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２ 生涯学習課 

 

 事業名：赤坂球場整備 

 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 

・メインスタンド改築工事

に伴う基本・実施設計及び

既存施設解体工事実施設計

の年度内完了を目指す 

建設課技師の協力のもと

設計業者と綿密に打合せ

を行い、計画どおりに実

施設計書が出来上がっ

た。 

４ 出来上がった実施設計書

に基づき令和３年度内に

工事が完了するよう計画

を立て、解体工事及び建設

工事を円滑に進める。 

・大いに期待している。 

 

 事業名：焱の博記念堂空調関連設備の更新 

 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 

・空調熱源機器及び自動制

御中央監視盤の設備更新工

事実施設計を行う 

・実施設計完了後、設備更

新工事の工期内完了を目指

す 

建設課技師との調整がう

まくとれず実施設計の数

量確認等に時間を要し、

工事発注が予定より遅れ

たため、貸館に支障がな

いよう繰越事業に切替え

た。５月末の工事完了を

目指すことになる。 

２ 

 

工事監理者及び建設課技

師の指揮により工事請負

業者としっかりと打ち合

わせを行い、工期内に工事

完了させ、記念堂利用者が

快適に過ごせる環境を整

える。 

・楽しみにしている。 

 

 事業名：生涯学習講座・教室の充実 

 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 

・子どもから高齢者までそ

れぞれの年代に合わせ、ニ

ーズや社会環境に応じた講

座・教室を開催する 

ニーズに応じたプログ

ラミング教室等新規講

座は受講生から好評で

あった。高齢者及び子ど

３ 今後も多様化する町民ニ

ーズを受講者のアンケー

ト結果やインターネット

等により情報収集し、魅力

・いかにして若者を引き付けるか。各課、特に町づくり

課、商工観光課、健康福祉課、子育て支援課、文化財課

と連携し、時事的な明日の生活にヒントとなるような身

近で実践的な講座などもあるかもしれない。 
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も対象の講座は参加者

も多いが、若者を対象に

した講座の参加が伸び

悩んだ。 

ある講座の充実を図る。若

者を対象にした講座につ

いて、内容や募集方法等の

企画検討を行う。 

 

３ 文化財課 

 

 事業名：有田町歴史民俗資料館・有田陶磁美術館展示活動 

 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 

・旧田代家西洋館の特別展

示に合わせて、有田陶磁美

術館の常設展示のコンセプ

トを一新する。 

・11 月ごろに歴史民俗資料

館東館企画展「ヘイセイ

ARITA 事件簿」（仮）を開

催する。 

・歴史民俗資料館西館を近

世主体の東館と合わせて有

田の一貫した歴史の展示を

完結させる。 

・4月27日より美術館は

常設展示を一新して明治

に特化し、パンフレット

も西洋館と美術館をあえ

て一つにまとめ、二つの

館を同時に楽しめるよう

にした所、入館者数、団

体見学が増加した。 

・資料館企画展は昨年と

異なり予算も少ない中で

実施したが、1,000人を

超す入館者があり、また

町民以外も楽しむことが

できた。 

・資料館西館に「原始～

中世」展示室を作り、焼

き物だけでない古い時代

の有田の歴史を紹介する

ことができるようになっ

 ４ 

 

美術館は西洋館と連動し、

観光の導線を確保するこ

とができたので、これに資

料館も含めた見学を提案

していきたい。また来年度

の企画展では発掘調査報

告展を予定している。西館

については、常時開館して

おくことが出来ないため

なかなか利用者数が伸び

ないが、展示室をオープン

させたことで、まずは学校

などに呼び掛けて活用し

てもらうよう促していき

たい。 

・保存している資料をどのように工夫して見せるか、限

られた予算の中で職員の尽力に敬服している。 

・学校に呼び掛けて、学習の一環として活用することは

素晴らしいことだと思う。有田を知り、有田に誇りを持

たせるために小中９年間、各学年にふさわしい郷土学習

に取り組み、そのひとつとして、西洋館、資料館、美術

館で体験的学習を行うこともよいと思う。 

・職員のアイディアあふれた展示に、いつも楽しみにし

ている。 
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た。また昨年実施した唐

船城築城800年記念事業

関連の発掘調査の成果を

展示することができた。 

 

 

 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 

・国選定有田内山伝統的建

造物群保存地区内の文化財

として指定された建物など

（伝統的建造物・環境物件）

を、保存計画に定める「修

理基準」に基づき、建物の

外観を有田内山の伝統的な

様式・姿に復原する。 

今年度は、4件の伝統的

建造物保存修理事業を行

い、延べ116件となった。

江戸時代の蔀戸の復原も

初めて行うなど、有田内

山の歴史的景観の維持、

向上に寄与している。 

 ４ 

 

 

伝統的建造物の老朽化に

伴い、所有者により除却が

行われた。老朽化の原因の

一つとなる空き家を減ら

すことが課題。申請なく現

状変更が行われる事例も

あり、所有者へ制度の再周

知が必要。 

・保存修理は、地道な業務だろうが、ぜひ継続・維持し

てほしい。 

・空き家活用について、さまざまなアイディアを入れて

尽力してほしい。 

 

 事業名：有田の大イチョウ関連事業 

 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 

・大公孫樹の適正管理及び

安全対策として、本年度は

史跡地の追加指定と、国庫

補助の史跡等買上げ事業を

活用した直下の池田家の曳

家による移転を実施する。 

10月に天然記念物に追

加指定、12月に移転補償

契約を締結、現在、曳家

により移転を実施してお

り、イチョウの管理地確

保に向けて事業を進め

た。 

 ４ 

 

指定地の整備について、学

識経験者、専門家の意見を

もとに検討が必要。 

令和３年度に、国の補助を

受けて事業を実施するた

めの計画の立案が令和２

年度の課題となる 

・大イチョウの適正管理は誠にご苦労様。 
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 事業名：旧田代家西洋館保存活用事業 

 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 

・国の重要文化財指定を契

機としてより一層の周知化

を図るため、特別展「よみ

がえるレトロモダン」を開

催する。 

・西洋館の多角的な利用方

法を模索するため、また、

田代家旧蔵の関連文書の活

字化を目指して、西洋館に

併設された蔵において、「田

代家文書を読む会」を毎月

開催する。 

陶器市が開催されるGW

の時期に合わせて国指定

記念として、旧田代家西

洋館にて「よみがえるレ

トロモダン」展を開催。

17日間の期間で2,034人

に及ぶ来館者を記録。 

西洋館の活用のため、毎

月併設された蔵におい

て、「田代家文書を読む

会」を行っている。また、

生涯学習課とタイアップ

し、「町家で昔話を聞く

会」も開催。ほかにも有

田陶芸協会主催の催しを

11月の陶磁器まつりに

併せて行った。 

  

４ 

土日祝日、陶器市の期間の

み開館のため、集客を見込

むことのできる催しと併

せた企画展などを考案す

る。 

一般の方も、各種催し等に

利用ができる旨周知に努

める。 

・田代家旧蔵の関連文書の活字化の事業はぜひ継続して

完成させてほしい。将来、田代家文書を研究する中で、

町の活性化のヒントなども出てくるかもしれない。 

・陶器市期間中の展示、その他の日々の企画、展示は素

晴らしいと思う。地道な取り組みのインパクトは予想以

上の効果、反響があると思う。イレブンテレビの映像で

町民に届けてくれるし、２０３４人＋αが力になると思

う。 

 

 


