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１ いわき市教育委員会の事務の点検及び評価について 

 

⑴ 趣旨 

  教育委員会は、地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本となるべき事項を定め

た「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、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、公表することとされています。 
  また、点検及び評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図

ることとされています。 
いわき市教育委員会では、法律の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進を図るため、今年度

の事業の内容を点検及び評価し、「令和３年度いわき市教育委員会の事務の点検及び評価報告

書」として取りまとめたところです。 
 
 
⑵ 点検及び評価の対象 

  本市では、市長、教育長及び教育委員により構成される総合教育会議において議論を積み重

ね、平成28年２月に「いわき市教育大綱」を策定しました。これは、平成23年度から毎年発信

してきた「いわきの復興に向けた教育メッセージ」を承継するものとして、本市の教育、学術

及び文化の振興に関する基本的な方向性を定めたものです。 
  点検及び評価の対象とする事業は、この「いわき市教育大綱」に掲げた施策体系に沿って、

教育委員会の権限に属する６つの事業を抽出しました。 
また、市民の皆様に事業の最新の状況を知っていただくため、令和３年度の内容を点検及び

評価の対象としました。 
 
 
⑶ 点検及び評価にあたっての考え方 

  点検及び評価は、各事業の令和３年度の主な取組みや、これまでの実施状況を踏まえ、前回

の評価結果に対する検証や今回の評価結果を教育委員と事務局職員とが共有することで、今後

の事業展開等への反映に役立てます。 
  また、市民の皆様に分かりやすい報告書とするため、記載する事項は簡潔な記述とすること

を心掛けるとともに、補足説明が必要な箇所には「※」を付して説明を加え、１事業見開き２

ページの構成としています。 
なお、点検及び評価の客観性を確保するため、点検及び評価事業を、教育に関し、高い識見を

有する学識経験者（外部評価委員）２名の方の意見を踏まえ、いわき市教育委員会が最終評価

を行いました。 
 

＜外部評価委員＞                         （敬称略・順不同） 
氏 名 所 属 等 

河合 伸 東日本国際大学経済経営学部 教授 
金子 美津子 元市立小学校長 
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⑷ 教育委員会評価結果の記載について 
各事業の点検及び評価の結果については、規模と手法の２つの視点から記載しました。 

【規模】 
区 分 内     容 

拡 大 

次年度、インプット(=資源の投入量)の規模を拡大すること。 

事業の必要性、上位施策への貢献度がある場合において、成果指標の推移から、今後、成果向

上の余地があると見込まれ、かつ、事業を取り巻く環境の変化及び今後の予測から、需要の著し

い伸びが見込まれると判断されるときに該当する。 

継 続 

次年度、インプット(=資源の投入量)の規模を変えないこと。 

事業の必要性、上位施策への貢献度がある場合において、成果指標の推移から、今後、成果指

標が安定し、成果向上の著しい伸びが見られず、また、事業を取り巻く環境の変化及び今後の予

測から、需要の伸びも見込まれないと判断されるときに該当する。 

縮 小 

次年度、インプット(=資源の投入量)の規模を縮小すること。 

事業の必要性、上位施策への貢献度がある場合において、成果指標が下降しており、事業を取

り巻く環境の変化及び今後の予測から、需要の低下が見込まれると判断されるとき、事業の必要

性がある場合において、上位施策への貢献度が低いと判断されるときに該当する。 

終 了 

次年度、事業を終了すること。 

事業の必要性がないと判断されるとき、又は、終期が到来し今年度で事業を終了するときに該

当する。 

 
【手法】 

区 分 内     容 

継 続 

次年度、現年度と比して手法が変化しないこと。 

現行の手法が、最も有効性及び効率性が高いと判断されるとき（現行の手法以外に、有効性・

効率性が向上する手法がないと判断されるとき）に該当する。 

見直し 

次年度、手法自体の見直しを行うこと。 

事業手法の見直しにより、成果が向上すると見込まれるとき、又は、事業の効率化を図る手法

があると判断されるときに該当する。 

統 合 

次年度、当該事業単独ではなく、他の類似事業と一緒の事業展開(統合)を行うこと。 

当該事業と他の事業の目的が極めて類似しており、統合することにより、さらなる有効性・効

率性の向上が見込まれると判断されるときに該当する。 

 
いわき市教育委員会が実施する点検及び評価の取組みについては、今後も改善を加えながら、

より適切な制度運用に努めたいと考えております。 
  なお、この報告書は、市の公式ホームページ上に掲載するとともに、教育委員会事務局教育

政策課で配布するほか、支所、市民サービスセンター、公民館等の窓口にも設置しております。 
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２ 点検及び評価 

 

（ 評 価 対 象 事 業 一 覧 ） 

４つの施策体系 対象事業名 頁 

Ⅰ 個性を生かした学校教育の推進 

キャリア教育推進事業 ４ 

次世代の教育情報化推進事業 ６ 

不登校対策事業 ８ 

Ⅱ 生涯を通した学習活動の推進 市民大学講座事業【継続】 10 

Ⅲ 確かな人間力を育む幼児教育の

充実 
市立幼稚園特別支援教育推進事業【継続】 12 

Ⅴ 地域に根ざした市民文化の継承

と創造（文化財・美術館） 
いわき市立美術館教育普及事業 14 

※ 市教育大綱に掲げる５つの施策体系のうち、「Ⅳ 生涯にわたるスポーツライフの実現」及び「Ⅴ 地域に根ざし

た市民文化の継承と創造」のうち文化財・美術館を除く取組みは、平成28年４月に教育委員会から市長へ権限が移管

されたことから、対象外となっています。 

※ 事業名の末尾に【継続】とついている事業は、昨年度から継続して点検及び評価の対象となっているものです。 
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事業名：キャリア教育推進事業 

Ⅰ 個性を生かした学校教育の推進 

評価指標の達成状況 

事業の概要 

令和３年度の主な取組み 

 
 
 

 
 

 

 

震災により激変した生活環境や教育環境にあっても、人々が相互に支え合い、助け合い、励ま

し合いながら、未来を担う子どもたちの健全育成を図ることが求められています。また、本市の

復興を担い、次代をリードする人材を義務教育段階から育成していく必要があります。 

このことから本市におきましては、児童生徒の発達の段階に応じ、「人間関係形成・社会形成能

力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」といった基礎的・

汎用的能力の育成、とりわけ多様な他者との対話や協力により、社会の一員として、将来に向け

幅広くキャリア形成することを目指して、生徒会サミット事業、いわき志塾事業、派遣事業等を

平成23年度から推進しています。 

市内中学校の生徒会役員へのリーダー研修や、他校や他地域の生徒との交流事業を実施し、い

わきの未来を担う人材を育成します。 

 

 
 

○活動指標                          
項 目 計画値 実績値 達成率 

全体ミーティング実施数 ５回 ４回  80％ 

キャリア教育推進事業を自校で広報している中学校数 39校 39校  100％ 

 

 ○成果指標                          
項 目 目標値 実績値 達成率 

生徒へのアンケートにより「キャリア教育推進事業の活

動に満足した」と回答した生徒の割合 
70％ 100％ 142.9％ 

生徒へのアンケートにより「キャリア教育推進事業で学

んだことをもとに、自信をもって他の活動に取り組もう

と思った」と回答した生徒の割合 

70％ 100％ 142.9％ 

 

 

 

 
○ 全ての市立中学校39校による生徒会役員を中心とした「いわき生徒会サミット」を組織し、

年間４回の全体ミーティングを行いました。参加校の生徒会活動の活性化を目的に、各校の成

果と課題を共有し、改善策を考える中で、生徒のリーダーシップと企画力・問題解決力・実践

力を育成しました。 
○ いわきグローバルアカデミー「いわき志塾」をオンラインで２回開設し、各分野の第一線で

活躍する方を講師として招聘し、少人数によるワークショップを行いました。対象者は、生徒

会サミットメンバーに限らず、市内の小学校６年生・中学生全てを対象に行いました。 

事 業 費 令和３年度（現計予算） 1,406千円 

4



内部評価 

外部評価委員の意見 

今後の進め方 

○ 中学生を対象に市内の外国語指導助手を招き、オールイングリッシュで英語を集中して学ぶ

ワークショップをオンラインで行いました。 
○ １年間の活動内容を、実践報告会で保護者、学校関係者、関係団体等に対して発表しました。 
 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、９月までは生徒を参集させた活動が実施できません

でしたが、10月以降の日程を変更し、生徒会サミット全体ミーティングを４回開催することがで

きました。また、いわき志塾については、初の試みとしてオンライン開催により、講師と児童生

徒を遠隔で繋いで実施することができました。 

 生徒会サミットの活動内容についても見直し、２学期以降に各小・中学校に導入されたタブレ

ット端末を活用し、「コロナ禍での気づき」をテーマとした動画制作を実施しました。サミット生

が映像制作に関する手法等を講師から学び、各学校に呼びかけ、生徒会を中心に多くの生徒が主

体的に映像制作に参加しました。アンケートの結果からも「活動に満足した」「事業で学んだこと

をもとに、自信をもって他の活動に取り組もうと思った」と回答した生徒の割合が 100％である

ことから、リーダーシップや実践力の育成に繋げることができたと捉えています。 

 

 
 
視察では、次代のリーダーとなり得る子どもたちが、一線で活躍する方々から指導・助言を受

けながら生き生きとグループワークを行っている姿が見られ、大変貴重で有意義な事業であると

評価できます。 
今後は、事業に参加して学んだことを自校に持ち帰り、参加しなかった生徒に広めていくこと

が重要であり、そのためには事業への教員の参加が効果的であると考えます。交代制での参加と

すれば、教員の負担を抑えながら中期的に効果の広がりが期待できます。 
また、視察ではオンラインでの実施も成功していたことから、今後もオンラインの手法を用い

ることで、子どもたちが全国や世界で活躍する人々から学びの機会を得られることを期待します。 
 

 
 
 
引き続き、いわきの未来を担う人材の育成と生徒会活動の活性化を目的として、生徒会サミッ

トやいわき志塾等の事業に取り組みます。 
生徒会サミットにおいては、今年度から生徒会長に限らずその他の生徒会役員も参加できるよ

うにしたことで、活動の活性化に繋がったため、今後も参加メンバーの幅を広げ、リーダーシッ

プの育成を図ります。いわき志塾においては、今年度同様小学６年生も対象として実施し、小学

校の段階から児童の興味・関心に応じたキャリア教育の機会が提供できるようにしていきます。

さらに、グローカルな視点から、児童生徒に多様な学びの機会を提供できるよう、今後もリモー

ト環境を整備し、市内の人材に止まらず、オンライン上で県内外の人材を含めた教育資源を活用

したプログラムの実践にも努めます。 
  

教育委員会評価結果 

規模の観点 継続 手法の観点 継続 
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事業名：次世代の教育情報化推進事業 

Ⅰ 個性を生かした学校教育の推進  

令和３年度の主な取組み 

評価指標の達成状況 

事業の概要 

 
 

 
 

 

 

 

「Society5.0」（※１）時代の到来が予測されるなど、社会における情報化の急速な変化に伴い、

学習指導要領では、「情報活用能力」を言語能力等と同様に「学習の基盤となる資質、能力」と位

置付けられました。そこで、ＧＩＧＡスクール構想（※２）の実現に向け整備された、１人１台

端末と、高速大容量の通信ネットワークを活用し、これまでの教育実践の良さとＩＣＴを効果的

に組み合わせることにより、学習活動の一層の充実を図ります。 

・学習ツールの一つとしてのＩＣＴ活用 

・主要５教科（国語科、社会科、算数・数学科、理科、外国語科）に拡充された指導者用デジタ

ル教科書の活用 

・「コンピュータ活用検討委員会」の開催   等 

※１ サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムに

より、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）である。膨大

なビックデータをＡＩが解析し、その結果がロボットなどを通して人間にフィードバック

されることで、これまでにできなかった新たな価値が産業や社会にもたらされる 

※２ 児童生徒１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、

特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公

正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現する 

 

 

 

○活動指標                        
項  目 計画値 実績値 達成率 

コンピュータ活用検討委員会開催回数 ５回 ４回 80％ 

主要５教科の授業時間において、タブレット端末やデ

ジタル教科書、大型提示装置などのＩＣＴ機器を活用

した割合 
60％ 72％ 120％ 

 
○成果指標                        

項 目 目標値 実績値 達成率 
各校へのアンケートにより「授業において、タブレット

端末やデジタル教科書、大型提示装置の活用により、児

童生徒の理解が深まった」と回答した割合 

80％ 85％ 106.3％ 

 

 

 

○ タブレット端末に導入された「授業支援ソフトウェア」と「学習支援ソフトウェア」の活用

が図られるよう、指導主事の学校訪問による指導助言や総合教育センターでの情報教育研修を

実施しました。 

事 業 費 令和３年度（現計予算） 1,117,586千円 
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内部評価 

外部評価委員の意見 

今後の進め方 

○ 指導者用デジタル教科書を拡充しました。 

（令和３年度追加教科 小学校：国語、社会 中学校：国語、歴史、地理、公民） 

○ プログラミング教材「マイクロビット」と組み合わせて使用する「理科実験用ボード」を、

市内小学校に配備しました。 

○ コンピュータ活用検討委員会において、タブレット端末や指導者用デジタル教科書、大型提

示装置などＩＣＴを活用した授業実践の研究、ＩＣＴ機器の効果的な使用方法の実技研修、新

たなソフトウェアの検証などを検討しました。 

 

 

 

コロナ禍によりコンピュータ活用検討委員会の開催回数、形態が変更となりましたが、Web 会

議システムを活用してオンラインで実施し、学校現場での活用例や、課題などを情報共有するこ

とができました。 

 主要５教科の授業時間において、週２回以上ＩＣＴ機器を活用した割合は、小学校の算数科と

外国語科、中学校の理科と外国語科において、80％を超えました。一方で、中学校の国語科にお

ける活用の割合は39％となり、校種や教科間の差は見られましたが、各教科の特質に応じた活用

が図られました。また、ＩＣＴ機器を活用することにより、児童生徒の学習意欲の高まりが見ら

れ、85％の教員が「学習内容の理解が深まった」と回答していることから、有効な学習ツールの

一つとして、一定の成果が出ているものと捉えています。 

 

 
 
ＩＣＴの活用は試行錯誤の段階であり、教員の負担も大きいものと思われますが、視察校で行

われていた研修会や各校に月２回配置されるＩＣＴ支援員によるサポート等は、課題解決のため

に大変効果的なものであると感じます。 

今後、ＩＣＴの効果的な活用の仕方等の研究が進んでいくと思われます。ＩＣＴの活用方法や

活用に伴う課題等の情報を共有しながら、アナログな部分を大切にする姿勢も忘れず、「デジタル

とアナログのベストミックス」を模索していただきたいと思います。 

ＩＣＴの活用により、様々な個人差に対応可能になることが期待され、全ての児童生徒へ適切

な学びが提供できるような研究も深めていただきたいと思います。 

 
 
 
アンケート結果を見ると、「指導者のＩＣＴ活用スキルに不安があった」という設問に対し、約

80％の教員が「とてもそう思う」「そう思う」と回答していることから、引き続き、教員のＩＣＴ

スキルに応じた研修や、市教育委員会が作成し、実践例や活用資料などを掲載した活用ポータル

サイトでの情報共有、学校訪問での指導主事による直接的な指導などを行い、これまでの教育実

践を大切にしながら、ＩＣＴを効果的に組み合わせた授業が展開されるよう、教員の指導力向上

に努めます。 

また、日々の授業において、ＩＣＴを適切かつ効果的に活用し、自分の考えを形成できる児童

生徒の育成を図ります。 

  
教育委員会評価結果 

規模の観点 継続 手法の観点 継続 
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事業名：不登校対策事業 

Ⅰ 個性を生かした学校教育の推進  

令和３年度の主な取組み 

評価指標の達成状況 

事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

市総合教育センター内に、市独自のスクールカウンセラー（ＳＣ）、スクールソーシャルワーカ

ー（ＳＳＷ）を配置するとともに、医療創生大学等と連携した教育相談の充実、心の教室相談員

の配置、適応指導教室（チャレンジホーム）の設置による学校復帰への支援、不登校対策会議を

開催し、不登校児童生徒の社会的な自立を目指します。 

 
 

 
 
○活動指標                        

項  目 計画値 実績値 達成率 

不登校対策会議実施数 ２回 ２回 100％ 

○成果指標                        
項 目 目標値 実績値 達成率 

チャレンジホーム通級児童生徒の学校への復帰率 60％ 60％ 100％ 

不登校対策会議で行う「The暖会」（情報交換会）に参加

した保護者へのアンケートにより「参加してよかった」

と回答した割合 

90％ 100％ 111％ 

 
 

 

 

○ 年２回、不登校対策会議を開催し、不登校児童生徒の保護者に対する啓発・援助やチャレン

ジホームにかかる相談・指導内容・方法及び指導体制について協議を図りました。 

○ チャレンジホームで、音楽療法やコラージュ療法等を取り入れ、児童生徒の心の不安を取り

除けるよう努めました。 

○ 教育支援室（総合教育センター内）にＳＣ及びＳＳＷを配置して相談体制の充実を図りまし

た。 

○ 学校や関係機関との連携が円滑に進むよう連絡調整を行いました。 

○ 学校や家庭を訪問しての相談等にも対応し、必要に応じたよりよい効果的な対応を行うこと

ができるよう相談体制を整えました。 

○ ＩＣＴを活用した不登校児童生徒の支援のあり方についてチャレンジホームで２回、不登校

対策会議で１回、協議しました。 

  

事 業 費 令和３年度（現計予算） 6,008千円 
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内部評価 

外部評価委員の意見 

今後の進め方 

 

 

 

不登校対策会議では、不登校の未然防止をテーマに、子どもの小さな変化の捉え方について協

議しました。不登校対策会議委員の児童相談所や家庭相談員、ＰＴＡ会長等、それぞれの立場か

ら頂いた貴重なご意見や協議内容を不登校対策だよりにまとめ、市内小・中学校全職員への配付

と打ち合わせ等での周知を依頼することで、教職員の不登校に対する危機感を高めるとともに、

問題意識をもって取り組むべきであるとの再認識を促すことができると考えています。 

また、チャレンジホーム通級児童生徒の学校への復帰率については、登校することができるよ

うになった児童生徒が 35 名となり復帰率 60％となりました。チャレンジホームでは、学校や保

護者との教育相談を年に３回実施しており、さらに必要に応じて保護者や担任の先生との面談を

実施しています。こうした学校や保護者との連携により支援をすることが学校への復帰に繋がっ

ていると考えます。 

「The暖会」は、不登校児童生徒の保護者が、悩みを共感的に聞き合うことで、不登校状態にあ

る我が子の子育てに前向きになることをねらいとして実施しました。新型コロナウイルス感染症

の影響もあり、例年より少ない16名の参加となりましたが、小グループに分かれ、参加者一人一

人の話す時間をしっかりと確保できたことにより、「参加してよかった」という回答率100％との

結果が得られたと捉えています。 

 
 
 
不登校児童生徒が増加・低年齢化するなどの困難な状況の中、本事業は大変重要なものです。 

不登校の未然防止に向け、教職員に対する研修等の機会に、保護者の意見である「The暖会」の

アンケート結果等を活用していただけると良いと考えます。 

今後、ＩＣＴの活用が不登校対策における課題解決の糸口になることが期待されます。学習面

だけでなく、地理的にチャレンジホームに通いにくい児童生徒の通級のきっかけや、「The 暖会」

に参加できなかった保護者に対するオンデマンドによる限定配信など、様々な活用が考えられま

すので、さらなる研究をお願いします。 

 

 
 
不登校児童生徒が増加傾向にあることから、教職員がカウンセリングマインド（傾聴・共感・

受容）への理解を深め、児童生徒の抱える様々な課題に応じた教育相談ができるよう、「発達障が

い教育講座（不登校対策）」、「児童生徒理解講座」等、教職員の教育相談スキルの向上に係る研修

内容の充実を図ります。 
また、チャレンジホーム通級児童生徒の課題が、主に他者とのコミュニケーション能力にある

のか、学習面にあるのか等、適切に見取り、課題の改善克服に向けた支援を行います。支援とし

て、各種合同行事やＳＣによるソーシャルスキルトレーニングの実施、ＩＣＴを活用した学習支

援等の充実を図っていきます。 

さらに、チャレンジホームに通えていない児童生徒への学校復帰の支援について、「The 暖会」

や総合教育センターでの教育相談での保護者の声を生かし、不登校対策会議で協議検討します。 

  
教育委員会評価結果 

規模の観点 継続 手法の観点 継続 
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事業名：市民大学講座事業【継続】 

評価指標の達成状況 

事業の概要 

令和３年度の主な取組み 

 

 

 

 

 

いわきヒューマンカレッジ（市民大学）は、市民の高度で専門的な学習ニーズに応え、生涯学習

の振興と豊かな市民生活に資することを目的として、平成９年度に開学した市民のための大学で

す。学長には作家の童門冬二氏を迎え、市内の２大学及び高等専門学校等との連携・協力により、

現代的課題や「いわき」らしさに対応した多種多様な講座を開催しています。 

平成12年度以降、ボランティアの協力により入学式や各学部の運営等を行っていますが、現在

は、平成15年度に設立された「いわき市生涯学習支援ボランティアの会」が、本大学で開講する

「いわき学部」の企画・運営及び入学式や修了式等の運営に参加しており、「市民の市民による市

民のための大学」となっています。 
 
 

 
 

○活動指標                           
項  目 計画値 実績値 達成率 

定員（各学部50名 計200名）に対する受講者の割合 100％   78％ 78％ 

 ○成果指標                          

項  目 目標値 実績値 達成率 

いわきヒューマンカレッジの修了率（受講者のうち修

了した者の割合） 
70％ 44.9％ 64.1％ 

講座内容の満足度について、アンケートにより「とて

も満足」「満足」と回答した割合 
80％ 82.4％  103％ 

  （修了条件：総単位数の８割以上を取得し、800字程度のレポートを提出すること。） 

 

 

 
○ 以下の４学部（各学部７回を実施）及び特別講座（２回実施）を開講しました。 
【ヘルスサイエンス学部 （医療創生大学）】 

「健やか生活」をテーマに、「体の仕組み、感染症と生体防御、薬の飲み方・飲ませ方、長

寿のための健康生活」など健康にまつわる講座を実施。 
【コミュニティ福祉学部 （東日本国際大学）】 

「健康」「福祉」「地域」をキーワードに、いまこのいわきという場所でいかによりよく暮ら

すことができるかについて、実践的・経験的なアプローチから考える講座を実施。 
【ＳＤＧｓ探求学部（福島工業高等専門学校）】 

技術者倫理、上下水道、推進に向けた福島工業高等専門学校の取り組み、防災、廃炉ロボ

ット開発、インフラ、再生可能エネルギー等について考える講座を実施。 
【いわき学部（いわき市生涯学習支援ボランティアの会）】 

かつての人々の営みをはじめ、学校教育と給食の移り変わり、東日本大震災後の生活と漁

業の展望、そして伝統的な技の継承などをもとに、いわきの昔、今、そして未来についてあら

事 業 費 令和３年度（現計予算） 3,905千円 

Ⅱ 生涯を通した学習活動の推進 
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内部評価 

外部評価委員の意見 

今後の進め方 

ためて考える講座を実施。 
 【特別講座（福島大学）】 
   福島大学と連携し、特別講座を２回実施。（第１回：11月13日、第２回：12月26日） 

 
○講座開催 令和３年10月～12月 ４学部各７回 

○対 象 者 市内在住者及び市内に通勤する者、または通学する高校生以上の者で、原則全日程

出席可能な者（定員：各学部 50名 計200名） 

○募集期間 令和３年７月10日（土）～８月11日（水） 

○入 学 式 令和３年８月21日（土）→ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

○修 了 式 令和４年１月15日（土） いわき市文化センター 大ホール 
 
 
 
市民大学は、コロナ禍前については定員を超える受講があったところですが、今年度は昨年度

に引き続き、新型コロナウイルス感染症の状況などから、定員に対する受講者の割合は 100％に

届きませんでした。また、福島大学と連携した特別講座については、学部の受講生以外の方から

の応募が計14件ありました。 

各学部の講座は、講座日程を延期し、まん延防止等重点措置が解除された10月からの開催でし

たが、全回開催することができました。しかし、延期の影響もあり、例年に比べ欠席される方が

多く、修了率についても目標を達成することができませんでした。 

満足度については、目標値を上回る82.4％となっており、受講者の受講目的に応じた講座を実

施することができたものと考えられます。 
 
 

 
コロナ禍の影響もあり、受講者や修了者の数は少ないものの、講座への満足度は目標値を上回

っており、講座内容は受講者のニーズに合っていると考えられます。福島大学との連携について

も、既存講座とは異なる角度の内容であり、市民により多様な学びを提供できるものと考えます。 
また、今後は、講座をさらに受講しやすい環境を構築するため、ＩＣＴを活用していくことが

期待できますが、様々な課題が考えられるため、段階的な実施が妥当であろうと考えます。 
市民の生涯学習を推進するという本事業のコンセプトは重要なものであり、今後も継続して実

施していただきたいと思います。 
 
 
 
コロナ禍を背景とする応募者数及び修了率の低下等を踏まえ、福島大学との連携による新たな

講座の開拓やデジタル技術の活用等により、若年層や勤労世代への訴求を図るとともに、高齢者

が家庭等で受講できる手法の構築など、市民大学を受講しやすい体制づくりを推進します。 
また、受講者アンケートにより寄せられた意見等を基に、市民にとってより身近な学び直しの

場となるよう、実施体制及び各学部の講座等の改善について検討していきます。 
  

教育委員会評価結果 

規模の観点 継続 手法の観点 継続 
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事業名：市立幼稚園特別支援教育推進事業【継続】 

Ⅲ 確かな人間力を育む幼児教育の充実 

評価指標の達成状況 

事業の概要 

令和３年度の主な取組み 

 
 
  
 

 

 

 

心身に障がいのある幼児を受け入れ、早期の段階から健常児とともに統合保育を行うことで、

当該幼児の成長を促進し、障がいのある幼児と健常児と相互の理解を深め合い、幼児教育の向上

を図ることを目的に、障がいのある幼児の在籍する幼稚園に加配教諭を配置し、幼稚園と家庭が

連携・協力をしながら、障がいのある幼児一人ひとりの実態に応じた発達支援を行います。 

平成14年度から、加配教諭の配置により、障がいのある幼児と健常児を同じ場で教育を行う統

合保育を実施しており、令和３年度時点では６園において実施しています。 

また、臨床心理士や学校関係者で構成される、いわき市立幼稚園統合保育専門委員（以下「専

門委員」という。）から助言・指導を受け、さらに、年４回の研修会を通じて教諭の資質向上を図

っています。 

 
 

 
 

○活動指標                          
項  目 計画値 実績値 達成率 

統合保育実施園訪問研修会 ２回 ２回 100％ 

いわき市立幼稚園統合保育研修会 ２回 ２回 100％ 

 ○成果指標                          
項  目 目標値 実績値 達成率 

障がいのある幼児の支援計画を保護者との合意のもと

立案した割合 
100％ 100％ 100％ 

年２回の研修参加職員数の割合（出席率） 100％ 96.5％ 96.5％ 

 

 

 

 

○ 統合保育実施園６園について、対象園児51名（３歳児12名、４歳児20名、５歳児19名） 

の統合保育を実施しました。 

○ ６園においては、加配職員を配置しています。（18名） 

すずかけ幼稚園（３名）、玉川幼稚園（５名）、汐見が丘幼稚園（２名）、藤原幼稚園（３名） 

高坂幼稚園（２名）、四倉第一幼稚園（３名）となっています。 

○ 令和３年10月１日から令和５年９月30日までの２年任期で、「いわき市立幼稚園統合保育専

門委員」として７名を委嘱しました。 

○ 専門委員による担当園訪問を実施し（訪問研修会）、保育参観後は、全教諭でケース検討会や

日常の保育の課題などに応じた話し合いの場などを設けるとともに、専門委員から直接指導助

言をいただきながら、障がいの特性についての理解や保育の質の向上に努めました。 

事 業 費 令和３年度（現計予算） 30,376千円 
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内部評価 

外部評価委員の意見 

今後の進め方 

 

 

 

統合保育実施園訪問研修では、研修当日の保育参観のポイントや午後に開催する協議の内容等

について、事前に実施園から提示してもらい、統合保育専門委員から的確な指導助言を得られる

ようにしました。その結果、障がいの特性に応じた具体的な援助方法について助言をいただくと

ともに、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作成内容や活用方法などについても、各

園の実態に応じた助言をいただくことができました。研修後は、事後アンケートを行い、園や保

育に新たに取り入れていく内容や改善していく内容等についての振り返りを行いました。 

今年度から「個別の教育支援計画」等に保護者の署名欄を設けたことで、「入学支援シート」と

ともに「個別の教育支援計画」等も小学校へ引き継ぎ、就学へ向けての切れ目のない特別支援教

育の推進に取り組みました。 

統合保育研修会は、例年、公立幼稚園の全教諭を対象に集合研修の形式で実施しておりますが、

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、第１部と第２部に分けての分散研修を

行いました。研修内容については、研修会前に事前アンケートを行い、現場の実情や課題を把握

するとともに、専門委員と相談し、教諭の専門性を高めていけるような講義・演習内容の充実を

図ったことで、幼稚園全体の保育の質の向上へと繋がりました。 

 

 
 
 
視察園では、障がいのある園児も健常児ものびのびと活動している姿が見られ、担任教諭と加

配教諭が連携して園児の安全な活動を支援していることが窺えました。加配教諭の配置や専門委

員の支援により、安心して保育活動を行うことができる、大変効果の高い事業だと感じますので、

今後も継続していただくようお願いします。 
小学校への接続について、対象児のサポートに関係する方が話し合う支援会議の場を設定する

ことで、よりきめ細かな配慮が可能になりますので機会を広げていただきたいと考えます。 
また、いわき市全体の保育の質の向上のため、引き続き、実施園訪問研修への実施園以外の教

諭の参加や私立幼稚園・こども園教諭の研修参加等、研修機会の拡大をお願いします。 
 

 
 
 
統合保育実施園においては、引き続き加配教諭を適切に配置するとともに、「個別の教育支援

計画」等を保護者合意の下で立案し、幼児一人ひとりの特性に応じたきめ細かで切れ目のない特

別支援教育の推進に努めます。また、引き続き、支援会議の活用についての周知を図ります。 

 統合保育研修会等では、今後も各園に事前アンケートを実施し、現場の現状を把握しつつ、課

題解決を図れるような講義内容を盛り込み、日々の保育力の向上や職員の質の向上に努めます。 

また、統合保育研修会においては、新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、私立幼稚園

にも研修会について周知し、参加者を募る等の工夫を図っていきます。 

  

教育委員会評価結果 

規模の観点 継続 手法の観点 継続 
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Ⅴ 地域に根ざした市民文化の継承と創造 

評価指標の達成状況 

事業の概要 

令和３年度の主な取組み 

 

 

 
 
 

各種事業を通して、美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、市民文化の発展に寄与し

ます。 

展覧会を「みる」だけでなく、美術を楽しみながら体験できる場となるよう、また、様々な芸

術表現への興味関心を促し、新しい表現の可能性について探求する糸口となる各種事業を行い、

アートが自然に市民生活に浸透していくことを目指しています。本事業を通して市民と芸術との

橋渡しをし、いわきの美術の裾野が広がるよう努めます。 
 

 
 

 
○活動指標                           

項  目 計画値 実績値 達成率 

普及事業総回数 110回 102回 92.7％ 

○成果指標                           

項  目 目標値 実績値 達成率 

普及事業総参加者数 1,000人 2,669人 266.9％ 

参加者へのアンケートにより「とてもよい」「よい」

と回答した割合 
80％ 91％ 113.7％ 

 

 

 

○講演会 ６回  

 企画展にちなんだテーマを設定し、関連する作家や専門家を招いて、実施しました。 

○美術講座 １回 

 当館学芸員が、企画展のみどころを分かりやすく説明しました。 

○団体解説 ５回 

 当館学芸員が、希望する学校や社会人の団体に、企画展の内容について解説しました。 

○ギャラリートーク １回 

 ニューアートシーン・イン・いわき展出品作家が、展覧会会場で自作について語りました。 

○ワークショップ 64回 

 現代美術作家や当館スタッフとともに、参加者が様々なテーマで作品を制作し、造形表現の楽

しさを体験しました。 

○実技講座 １回 

 ファイバーアーティストを招き、様々な素材による織りの表現を学びました。 

○公開制作 １回 

 企画展出品作家が実際に作品を制作する過程を公開し、その手法や姿勢を紹介しました。 

事 業 費 令和３年度（現計予算） 3,042千円 

事業名：いわき市立美術館教育普及事業 
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内部評価 

外部評価委員の意見 

今後の進め方 

○コンサート＆パフォーマンス ４回 

フィンランドの伝統楽器カンテレのコンサートとパントマイムのパフォーマンスを展示室内で

開催し、関連する企画展や常設展とともに鑑賞する機会を提供しました。 

○移動美術館 ４回 

市内小・中学校４校へ出向き、「Next World」展出品作品借用先であるタグチ・アートコレクシ

ョンの協力のもと、同展関連のデリバリー展を開催しました。 

〇共催事業 15回 

 公民館やアリオス、県教育センター、総合教育センターと連携し、講座やコンサート、映画会、

ワークショップ等を実施しました。 
 
 
 
コロナ禍による２度の臨時休館や利用制限のため、予定していた事業の中止や参加人数の縮小

などを余儀なくされましたが、当初計画の９割以上の実施回数と、目標の 2.5 倍以上の参加者数

を達成することができました。また、参加者を対象としたアンケートによる満足度も高く、美術

への関心の高さがうかがえました。とりわけ、今年度は市内の小・中学校で行った事業が教職員

や児童生徒から好評であり、学校との連携の可能性を改めて見直す機会となりました。また、継

続して行っている公民館やアリオスとの連携も、互いの特長を生かした事業の展開へと繋がって

います。 
全体を通じ、制限のある不自由な生活が続く現況においては、むしろ芸術文化に対する市民の

ニーズが高まっていると実感しており、美術館の普及事業は不可欠であると考えます。 
  

 
 

視察事業では、参加者の積極的な発言などから美術への関心の高さが窺われ、また普段美術に

触れるきっかけのない方にとっても、本事業は効果的な機会であるものと考えます。成果指標の

高い達成率からも、本事業の効果の高さが分かります。 

小・中学校への移動美術館や公民館での講座実施など、美術館から出て美術を広めていく活動

を多く実施していることは大変素晴らしく、評価できます。特に、子どもたちが美術を楽しむ経

験をすることで、市民文化の発展に繋がると考えられますので、他事業との連携をより推進して

いただきたいと思います。 

 

 

 

展覧会で作品を見るだけではなく、様々な手法を通じて美術に対する理解を深めてもらうため、

市民の興味関心を喚起するような幅広い事業の展開に努めます。 

また、引き続き他組織と連携することによって、新たな層が美術に親しみ美術館に足を運ぶ機

会をつくります。 

 実施にあたっては、今年度同様に新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、安全かつ柔軟な方

法で積極的に取り組み、不安定な社会状況下においても市民が潤いのある文化的かつ創造的な生

活を送ることができるよう工夫します。 
 

  
教育委員会評価結果 

規模の観点 継続 手法の観点 継続 

15



（参考）教育委員会の活動について 

 

１ 教育委員会の会議の開催状況 

教育長と４名の教育委員で構成する教育委員会では、おおむね月１回開催される会議の場で、

本市の教育行政に関する基本的なことを審議し、決定しています。 

令和３年度は、12回の定例会及び２回の臨時会を開催し、42件の議案、15件の報告、２件の

協議事項について審議しました。 

  主な案件は次のとおりです。 

 

 ・審議会・協議会等の委員の委嘱及び任命について 

 ・条例・規則等の改正について 

 ・予算に係ることについて 

 ・人事に係ることについて 

 ・教科用図書の採択に係ることについて 

 

 

２ 教育委員会の会議以外での活動状況 

令和４年３月31日現在、教育委員の教育委員会会議以外の活動状況は次のとおりです。 

 

⑴ 総合教育会議 （事務局：政策企画課） 

平成 27 年４月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、首長は、教育

に関する重要な事項についての協議・調整を目的とする総合教育会議を設置することとされ

ました。 

本市におきましても、平成27年度、市長、教育長及び教育委員により構成される総合教育

会議を設置し、教育、学術及び文化振興に係る重点的に講ずべき施策等について、協議・調整

を行っております。 

令和３年度は、２回の会議を開催し、学校におけるＩＣＴの活用等について協議しました。 

 

⑵ 学校訪問 

・教育委員 14校（小学校10校、中学校４校） 
 

⑶ 各種会議、研修会 

  ・市町村教育委員会連絡協議会教育委員・教育長研修会（オンライン） 

  ・市町村教育委員会連絡協議会第２回理事会（福島市） 

 

⑷ その他 

   ・第１回管内幼稚園・小・中学校校長会（東分庁舎） 
   ・いわき生徒会サミット第２回全体ミーティング（文化センター） 
   ・令和３年度いわき生徒会サミット実践報告会（文化センター） 
   ・教育研究発表会（文化センター） 
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３ 「いわき市教育大綱」の実現に向けた取組みについて 

本市では、震災以降毎年発信してきた「教育メッセージ」を継承するとともに、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律が一部改正されたことを受け、平成27年度に、平成32年度（令和２

年度）までの５か年を計画期間とする、本市の教育・学術・文化の振興に関する施策の基本的な

方向性を定めた「いわき市教育大綱」を策定し、令和２年度に、昨今の社会状況や教育をめぐる

環境の変化を踏まえて改定を行いました。 

教育大綱に基づき、令和３年度につきましては、令和２年度に引き続いて新型コロナウイルス

感染症への対応により学習活動が制限される中、初の試みとして、「いわき志塾」をオンラインに

より開催したほか、感染症対策を講じながら「いわき生徒会サミット」や「土曜学習推進事業」

等の事業に取り組み、学習機会の充実を図りました。また、教職員の働き方改革に係る取組みの

一環として、教職員が児童生徒と向き合う時間を確保するために統合型校務支援システムを構築

したほか、パソコンやスマートフォンなどから専用サイトに接続し、電子書籍を利用することが

できる電子図書館システムを整備し、市民の読書環境のさらなる充実を図るなど、教育大綱の実

現に向けた取組みを進めてきたところです。 

令和４年度につきましては、学力調査の結果分析や学校指導体制の強化を図り、児童生徒の学

力向上のための取組みを組織的に推進するため、学力向上チームを設置するほか、市内の生涯学

習に係る情報を総合的に発信するため、生涯学習ポータルサイトを構築するなど、時代の変化に

対応しつつ、未知の領域に挑戦し、次世代の人材の育成を目指していわき市教育委員会一丸とな

って、より良い教育環境の構築に向けて、引き続き市民の皆様と共に歩んでまいりたいと考えて

おります。 
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