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はじめに

 平成 19 年 6 月、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部

が改正され、教育委員会では、毎年、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を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会

へ提出するとともに市民に公表することが義務付けられました。この法

改正は、教育委員会が事務の管理・執行の状況を自ら点検・評価するこ

とにより、より効果的な教育行政を推進するとともに、市民への説明責

任を果たすという趣旨に基づくものです。

名古屋市教育委員会では、「名古屋市教育振興基本計画」及び「第 2 期

名古屋市スポーツ推進計画」の進行管理を通じて、平成 30 年度に取組ん

だ事務の点検・評価を行いました。本報告書によりその結果を報告しま

す。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

(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等 )  

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項

の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する

事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含

む。)を含む。)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。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に

関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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第１章 教育委員会による点検及び評価

１ 点検及び評価の概要

（１）目的

    教育委員会が、事務の管理及び執行の状況について自ら点検及

び評価を行い、その報告書を議会へ提出し、公表することにより、

効果的な教育行政を推進するとともに、市民への説明責任を果た

します。

（２）点検・評価方法

    名古屋市教育振興基本計画（計画期間：平成 27 年度～平成 30

年度）及び第 2 期名古屋市スポーツ推進計画（計画期間：平成 30

年度～令和 4 年度）の進行管理を事務の点検・評価の手法とする。

名古屋市教育振興基本計画においては、施策ごとに評定を付し、

計画期間を通じた施策への貢献度及び今後の方向性について評価

を行い、第 2 期名古屋市スポーツ推進計画においては、計画全体

に対して評定を付し、計画への貢献度及び今後の方向性について

評価を行う。

 （３）教育に関する学識経験者の知見の活用

   教育に関する学識経験者 4 名に、外部の視点から意見・助言を

いただく。

＜学識経験者名簿＞（五十音順・敬称略）

 伊藤 康児 名城大学大学院教授

 白上 昌子 NPO 法人アスクネットアドバイザー

 丹藤 博文 愛知教育大学教授・愛知教育大学附属名古屋中学校長

服部はつ代 NPO 法人チャイルドラインあいち代表理事・臨床心理士
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２ 評価の説明

   個に応じたきめ細かな指導により、基礎基本を着実に身に付けさせる 

とともに、幅広い学力を伸ばします 

めざす姿 
子どもたちが基礎基本を着実に身に付け、思考力・判断力・表現

力など社会で活躍するための幅広い力を主体的に伸ばしていく 

計画期間内に

設定する目標 
全体的な学力水準を改善傾向に転換させる 

◆事業の実施状況（30 年度） 

＜重点的取組１ 学力向上の集中的・総合的な推進＞ 

事業名【所管】 ことばの力育成事業【指導室・図書館・教職員課】 

３０年度決算額 ○○千円 

事業の指標内容 
26年度 

(策定時) 
27年度 28年度 29年度 30年度 

30年度 

(目標) 

「ことばの力育成」に関係

する項目に肯定的に答え

た学校の割合（全国学力・

学習状況調査より） 

小学校 

85.1% 

中学校 

81.5% 

小学校 

85.8％ 

中学校 

83.6％ 

小学校 

89.2％ 

中学校 

88.0％ 

小学校 

90.5％ 

中学校 

88.4％ 

小学校 

90.5％ 

中学校 

88.4％ 

(29年度) 

小学校 

88% 

中学校 

84% 

事業の実施状況 

○ ××を図るために△△を作成し、対象者に配布しました。 

○ △△を開催し、○○の来場者がありました。 

新たな事業 指導者用デジタル教科書の導入【指導室】 

関連する計画掲載

事業 
○○ 

2９年度決算額 ○千円 

事業の実施状況 ○ △△学校に指導者用デジタル教科書を配布。 

新たな事業 学校司書の配置【指導室】 

関連する計画掲載

事業 

○○ 

2９年度決算額 ○千円 

事業の実施状況 ○ △△学校に学校司書を配置しました。 

施策 1 

教育振興基本計画に不掲載で、

平成 28 年度より開始した主な

取組を記載しています。

平成 2９年度より開始した取組 

教育振興基本計画に不掲載で、

平成 29 年度より開始した主な

取組を記載しています。

平成 30 年度に行った主な取組

について記載しています。 

原則、平成 30 年度実数値

を記載しています。事情

により平成30年度以外の

値を使用する場合は年度

を併記してあります。 
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新たな事業 ランス市への市立高校生派遣【指導室】 ※施策 5 に掲載 

関連する計画掲載

事業 

○○ 

2９年度決算額 ○千円 

事業の実施状況 ○ △△へ市立高校生□名を派遣しました。 

◆施策評価 

目標への到達状況 

成果指標 
26年度 

(策定時) 
27年度 28年度 29年度 30年度 

30年度 

(目標) 

「学習意欲」に関する項目

に肯定的に応えた児童生

徒の割合（全国学力・学習

状況調査より） 

小学校 

78.9% 

中学校 

71.6% 

小学校 

79.6% 

中学校 

72.1% 

小学校 

78.6% 

中学校 

72.3% 

小学校 

79.2％ 

中学校 

72.7％ 

小学校 

80.0％ 

中学校 

71.6％ 

小学校 

81% 

中学校 

73% 

計画期間を通じた施策への貢献度及び今後の方向性 

＜重点的取組１について＞ 

○ ××については、○○などに取り組んだ結果、△△となり、30年度の目標達成に向

けて順調に取り組むことができました。 

○ △△の分野では、＊＊などを実施し、めざす姿の実現に貢献することができました。

引き続き○○に取り組んでいく予定です。 

＜施策１を構成する他の事業について＞ 

○ ＊＊については、××などの取組みを行いましたが、30年度の目標達成に向けては

課題が残る結果となりました。今後は、○○などの働きかけを行っていきます。 

評定 

  ☆☆ 

平成 30 年度より開始した取組 

教育振興基本計画に不掲載で、

平成 30 年度より開始した主な

取組を記載しています。

原則、平成 30 年度実数値を記載し

ています。事情により平成 30 年度

以外の値を使用する場合は年度を

併記してあります。 

各事業の実施状況の「事業の指標内容」を踏まえて、以下の 3 種類により評定

を付しました。

☆☆☆(順調) …施策がめざす姿は、順調に達成されている。

☆☆(やや遅れ)…施策がめざす姿の達成に向けて、一部に課題が見受けられ、

やや遅れている。

☆(遅れ)   …施策がめざす姿の達成に課題があり、遅れている。
※評定の付し方：まず事業ごとに、平成 30 年度目標を達成していれば 3 点、達成して

いないが策定時より向上していれば 2 点、策定時以下の場合は、目標の 9 割以上なら

2 点、9 割未満なら 1 点とする。次に施策ごとに、各事業の点数を合計したうえで、

平均値を出し、四捨五入して 3 点なら☆☆☆、2 点なら☆☆、1 点なら☆とする。

成果指標の目標への到達状況を踏まえつつ、各事業を実施す

ることでどのように施策やめざす姿に貢献することができ

たかについて、計画期間を通じた総括及び今後の取組方針を

記載しています。
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３ 施策体系図　　　　　　　　　　　　
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