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教 育 委 員 会 関 係

１　教育委員会会議                 　　　　　　　　　　　　　　　　  　
（１）会議の開催

定期的に教育委員会会議を開催し、教育委員会の事務事業や教育情勢の把握に努めるととも
に、様々な教育課題について審議するなど、教育行政の推進・充実を図った。

（２）審議内容等

匝瑳市スポーツ推進委員の委嘱について

1

第２号
第３号 匝瑳市教育委員会顕彰規程に基づく顕

彰者の決定について

8月定例会 8月23日 第１号 匝瑳市学校給食費（幼稚園）の内訳の
決定について

第５号 匝瑳市社会教育委員の委嘱について
― なし

第１号 令和２年度使用義務教育諸学校の教科
用図書の採択について

海匝採択地区協議会委員の選任につい
て

第２号

第４号 匝瑳市体育施設運営委員会委員の委嘱
について

匝瑳市育英資金奨学生の選考について
匝瑳市育英資金の返還猶予について第３号

匝瑳市公民館運営審議会委員の委嘱に
ついて

第６号 匝瑳市図書館協議会委員の委嘱につい
て

第７号 匝瑳市学校給食センター運営委員会委
員の委嘱について

第８号 匝瑳市学校給食センター運営委員会委
員の任命について

匝瑳市特別支援連携協議会委員の委嘱
について

第２号 匝瑳市特別支援連携協議会委員の任命
について

第３号 匝瑳市教育支援委員会委員の委嘱につ
いて

第４号 匝瑳市社会教育委員の委嘱について

7月定例会 7月23日
6月定例会 6月26日

5月定例会 5月24日

第９号

第１号

平成31年度匝瑳市教育委員会基本方針
について

第５号

匝瑳市教育委員会組織規則の一部改正
について

4月定例会 4月26日 第１号

開催日 議案番号 議案名
4月臨時会 4月1日 第１号 匝瑳市教育委員会委員の議席の指定に

ついて

第２号

定例会 臨時会 書面決議 合計
回数 12 1 3

匝瑳市スクールソーシャルワーカー規
則の一部改正について

16

学校教育課

第３号



匝瑳市育英資金の貸付け解除について

2

第９号 匝瑳市非常勤講師の通勤費相当額の支
給に関する要綱を廃止する告示につい
て

第10号 匝瑳市学校給食センターの設置及
び管理に関する条例施行規則の一
部改正について

第11号 匝瑳市立学校（小中学校）の給食
費の額の変更について

匝瑳市教育委員会事務委任規則の一部
改正について

第６号 匝瑳市立小学校及び中学校管理規則の
一部改正について

第７号 匝瑳市立幼稚園管理規則の一部改正に
ついて

第８号 匝瑳市放課後児童クラブ条例施行規則
の一部改正について

第５号 匝瑳市体育施設運営委員会委員の委嘱
について

書面議決 2月17日 第１号 匝瑳市立幼稚園預かり保育実施規則の
一部改正について

第２号 匝瑳市教育支援委員会委員の解任につ
いて

第３号 匝瑳市教育支援委員会委員の委嘱につ
いて

第２号 匝瑳市立小学校及び中学校管理規則及
び匝瑳市立幼稚園管理規則の一部改正
について

12月定例会 12月25日 第１号 令和２年度学校医・学校歯科医・学校
薬剤師の委嘱について

匝瑳市（仮称）パークゴルフ場名称選定
委員会規則の制定について

書面議決 11月20日 第１号 匝瑳市（仮称）パークゴルフ場名称選定
委員会委員の委嘱について

第３号

第２号 匝瑳市教育委員会組織規則及び匝瑳市
立幼稚園管理規則の一部改正について

学校教育課

9月定例会 9月30日 第１号 匝瑳市育英資金奨学生の選考について

1月定例会 1月20日 第１号

第２号

2月定例会 2月20日

第４号

令和２年度学校医の委嘱について

第３号 匝瑳市生涯学習センター運営審議会委
員の委嘱について

第４号 匝瑳市文化財審議会委員の委嘱につい
て

第５号

匝瑳市社会教育委員の委嘱について

第１号

3月定例会 3月19日 第１号

匝瑳市立中学校「9か年精勤賞」受賞
者の決定について

匝瑳市教育委員会顕彰規程に基づく表
彰者の決定について

10月定例会 10月25日 ― なし

11月定例会 11月25日 第１号 匝瑳市学校給食費（幼稚園）の１食あたり
の金額（主食費）の決定について



２　学校訪問                 　　　　　　　　　　　　　　　　  　
教育委員と事務局が全学級の授業を参観し、各校の現状を把握するとともに課題解決等のため校

長等との情報交換を行い、教育活動を支援した。

３　匝瑳市総合教育会議
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、市長と教育委員会が連携を図り、教育

の課題やあるべき姿を共有し、教育行政のさらなる充実・発展に努めた。

第14号 匝瑳市外国語指導補助員規則の制定に
ついて

3

第８号

第11号 匝瑳市家庭教育指導員に関する規則の
一部改正について

第12号 匝瑳市社会教育指導員に関する規則の
一部改正について

第13号 匝瑳市外国青年招致事業の外国語指導
助手に係る取扱規則の制定について

匝瑳市スクールソーシャルワーカー規則
の一部改正について

第９号 匝瑳市スクールカウンセラー規則の一部
改正について

第10号 匝瑳市サタデースクール実施規則の一
部改正について

第５号 匝瑳市放課後子ども教室事業実施規則
の一部改正について

第６号 匝瑳市適応支援教室実施規則の一部改
正について

第７号 匝瑳市心の教室相談員規則の一部改正
について

第２号 匝瑳市教育委員会組織規則の一部改正
について

第３号 匝瑳市立学校補助教員取扱規則の一部
改正について

第４号 匝瑳市立小学校又は中学校における特
別非常勤講師配置事業に係る取扱規則
の一部改正について

第12号 匝瑳市体育施設の設置及び管理に
関する条例施行規則の一部改正に
ついて

学校教育課

書面議決 3月30日 第１号 匝瑳市学校給食センターの設置及び管
理に関する条例施行規則の一部改正に
ついて

開催日 議　題

1月17日 匝瑳市教育大綱について

9月30日 豊和小学校 10月25日 八日市場小学校
11月25日 豊栄小学校

月　日 場　所 月　日 場　所
5月24日 野田小学校 6月26日 野栄中学校



事 務 局 関 係

１　就学指導                   　　　　　　　　　　　　　　　　  　
心身に障害のある児童・生徒に対し、適正な就学指導を行った。また、匝瑳市教育委員会の諮問

により匝瑳市教育支援委員会を開催し、適正な就学及びこれに係る必要な事項について調査、審議
を行った。

２　児童・生徒健康診査・食生活指導事業
児童・生徒の健やかな成長を図るため、小学校４年生及び中学校１年生を対象に、生活習慣病予

防検診を実施した。また、診断結果に異常のある子どもとその保護者に対しては、カウンセリング
及び食生活指導を実施し、今後も継続して経過観察を行う。

３　外国青年招致事業                   　　　　　　　　　　　　　　　　  　
進展する国際化に対応するため、市内３中学校に外国語指導助手を１名ずつ配置し、外国語教育

の充実を図った。また、小学校低学年の英語活動にも派遣し、国際理解や国際交流を深める活動に
取り組んだ。

４　サタデースクール事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
教育課程時間外の土曜日に希望する児童を対象に、市内３会場において国語、算数等の学習支援

を行い、土曜日の有効利用と基礎学力の定着、また学習意欲の向上に効果があった。

（対前年度比較 △６人）　

５　スクールカウンセラー設置事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
児童･生徒、保護者や教員に対し助言や援助を行うため、スクールカウンセラーを延べ６人配置し、

様々な悩みの解消や適応上の問題解決に努めた。

　八日市場小学校・野田小学校
　八日市場第一中学校・八日市場第二中学校・野栄中学校
　教育委員会

６　心の教室相談員活用事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
各中学校に非常勤講師を配置し、教育相談の他、いわゆる保健室登校や会議室登校の生徒の指導

に当たり、心の健康保持に努めた。

７　子どもサポート事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
不登校児童・生徒へ支援を行う適応支援教室を運営することで、欠席児童・生徒の居場所を確保

　するとともに、不登校の解消や児童・生徒、保護者の心理的負担の軽減に努めた。

８　スクールソーシャルワーカー設置事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
児童・生徒及びその家庭が抱えるいじめ、不登校、貧困等の様々な問題に対し、教育、社会福祉

　等の知識を有する専門職による支援及び助言を行った。

参加者数

計 １０１人

配置校等

八日市場公民館 ４８人
 市民ふれあいセンター ２９人

生涯学習センター ２４人

会　　場

学校教育課
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９　いじめ・不登校の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
（１）いじめについて

　早期発見・早期対応に努め、関係機関との連携を図りつつ、問題を抱える児童・生徒一人ひと
　りに応じた指導・支援を行い、問題解決に努めた。

小学校 ９６ 件 （対前年度比較　 ＋５件）
中学校 ２２ 件 （対前年度比較 ＋１１件）

（２）不登校について
専門の相談員による相談窓口を設置するとともに、学校と連携し、保護者へアドバイスを行う

など、不登校児童・生徒数の減少に努めた。
不登校の中学３年生（４人）については全員、進路先が決まり、次のステップに進むことがで

きた。

不登校児童・生徒数： 小学生　１１人（対前年度比較 △１人）　
中学生　　８人（対前年度比較 △４人）

＜参考＞
不登校は、年度間に連続又は断続して３０日以上の欠席者の中で、「何らかの心理的、情緒

的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒が登校しないあるいはしたくても
できない状況にある者」をいう。（ただし、「病気」や「経済的理由」による者を除く。）

10　補助教員配置事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
学習支援補助教員

特別な支援を要する児童・生徒のいる学校へ非常勤講師を配置することにより、対象となる
児童・生徒への学習支援の充実を図った。

　平和小学校・椿海小学校・八日市場小学校・豊栄小学校
　須賀小学校・共興小学校・豊和小学校・栄小学校・野田小学校   
　八日市場第一中学校・八日市場第二中学校・野栄中学校 
　八日市場幼稚園・のさか幼稚園

11　外国語活動推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
小学校３～６年生の外国語活動の指導補助として市内全ての小学校に地域の英語に堪能な人材を

特別非常勤講師として派遣することにより、児童が英語に慣れ親しみ、コミュニケーションへの意
欲が高まった。

12  放課後児童クラブ育成事業
保護者の就労等により、放課後・土曜日・長期休業中に家庭において適切な保護を受けられない

児童を対象として児童クラブを開設し、児童の生活の場を確保し、健全育成に効果があった。
（令和元年５月現在）

八日市場児童クラブ
豊栄第一児童クラブ
豊栄第二児童クラブ

  計  ５８６人（対前年度比較 ＋２人）

学校教育課
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共興児童クラブ ３８人

４２人 栄第一児童クラブ ４１人
須賀児童クラブ ７９人 栄第二児童クラブ ３９人

８４人 椿海第二児童クラブ ３３人
４２人 野田児童クラブ ７８人

配置校

児童クラブ名 在籍者数 児童クラブ名 在籍者数
平和児童クラブ ８１人 椿海第一児童クラブ ２９人

令和元年度いじめ認知件数



13　放課後子ども教室推進事業
小学校施設を使用し、児童に安全かつ安心な活動場所を提供することで、様々な学びや体験活動

を通して生きる力の育成を図った。
（令和元年５月現在）

吉田子ども教室
  計　１２７人（対前年度比較 △７人）

14　育英資金貸付事業
優秀な人材を育成することを目的に、経済的な理由により修学が困難な生徒・学生に対し、学資

金の貸し付けを行った。

１ 人
０ 人

 ０ 人
０ 人
２ 人

２４ 人

２７ 人

学 校 管 理 関 係

１　小・中学校施設維持管理業務     　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 
（１）施設設備保守管理委託業務を実施し、安全・安心な環境整備に努めた。
（２）学校警備委託業務を実施し、施設の安全確保に努めた。

２　小・中学校施設整備事業              　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 
    小学校６校・中学校２校防火シャッター（スクリーンセイバー）設置工事、吉田小学校放送設備
  改修工事、八日市場第一中学校浄化槽改修工事、小学校・中学校・幼稚園消防設備改修工事等、学
  校施設の整備を実施し、安全・安心な環境整備に努めた。

３　小学校ブロック塀改修事業             　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 
児童の安全を確保するため、危険と判断したプール等のブロック塀を撤去するとともに、フェン

スを設置する工事を実施し、安全・安心な環境整備に努めた。

平和小学校・須賀小学校・吉田小学校
豊和小学校・栄小学校・野田小学校

月額　２万円以内

学校教育課
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 高等専門学校
第１～第３学年
第４・５学年 月額　３万円以内

 専修学校
高等課程

 大学及び大学院 月額　３万円以内
計

教育委員会の
評価

・外国青年招致事業及び外国語活動推進事業では、児童・生徒が英語に慣れ親しむと
ともに国際理解や国際交流を深めることにより、令和２年度から全面実施となる小学
校学習指導要領の外国語教育へのよい橋渡しとなった。

・放課後子ども教室推進事業及び放課後児童クラブ育成事業では、今後も、利用希望
に応えることができるよう、体制整備に努めたい。

・育英資金については、徐々に貸付人数が減ってきているが、必要とする学生への貸
付が適切に実施できた。

対象校

月額　２万円以内
専門課程 月額　３万円以内

区　　分 貸付金額 人　数
 高等学校 月額　２万円以内

豊和子ども教室 ４７人 ４５人
八日市場子ども教室 ３５人

教　室　名 在籍者数 教　室　名 在籍者数



４　小・中学校空調設備整備事業              　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 
猛暑に起因する健康被害の発生状況等を踏まえ、全小・中学校の普通教室に空調設備を設置する

工事を実施し、教育環境の向上に努めた。

５　スクールバス運行事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
小学校の統合に伴いスクールバスを運行することにより、米倉・飯高・匝瑳地区の児童の八日市

場小学校への通学手段を確保した他、登下校時の安全確保に努めた。

６  遠距離通学費補助事業                                              　　  
　　中学校までの通学距離が片道４km以上となる自転車通学の１年生を対象に、自転車購入時に１人
につき１０,０００円の補助を行い、各家庭の経済的負担の軽減に努めた。

　　　該当生徒数　 ５１人 １８ 人

　　（対前年度比較 △８人） ２４ 人

９ 人

学 校 教 育 振 興 関 係

１　就学援助
経済的に就学困難な児童・生徒に対し、就学援助費の給付により義務教育への就学援助に努めた。
保護者の経済的負担の軽減と児童・生徒の円滑な就学に効果があった。

(1)学用品費等　　　　
(2)医療費　　　
(3)給食費　　　

２　就学奨励
特別支援学級在籍児童・生徒の保護者等に対し、経済的負担を軽減するため、就学奨励費を支給　

した。充実した教育を受けるための条件づくりに効果があった。

小学生
　１６７人（対前年度比較　 ＋４人）
　　　８人（対前年度比較　 △８人）

中学生

学校教育課
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対象者数
小学生

９９人（対前年度比較 ＋２人）
　計　１３７人（対前年度比較 ＋２人）

中学生

　１４８人（対前年度比較 ＋１１人）

　８５人（対前年度比較 ＋４人）
　　３人（対前年度比較 △１人）
　８１人（対前年度比較 ＋５人）

３８人（対前年度比較 ±０人）

八日市場第二中学校
野栄中学校

教育委員会の
評価

・国の方針に基づき、前年度からの継続事業であるブロック塀改修工事及び空調設備
設置工事を完了し、安全・安心な教育環境を確保することができた。また、本年度
は、突発的に発生した災害等の対応に追われながら通常業務を行い、多少の工期等の
遅れはあったものの、当初の計画通り業務を遂行することができた。今後も、適切な
教育環境を維持するため、現状把握に努め、緊急性のあるものから順次修繕を実施し
ていく必要がある。

・遠距離通学費補助金については、該当生徒数が減少傾向にあるが、保護者の負担軽
減に向け、申請に対し適切な対応ができた。

中学校名 該当生徒数
八日市場第一中学校



３　児童・生徒教育活動
（１）体力の向上、文化的資質向上のための各種行事

各種行事を開催することにより、日常の成果を発表する機会を設け、児童・生徒の心身の健
康と学習に対する意欲向上を図った。

（２）学習成果の発表の機会
読書感想文コンクールに参加することで、日ごろの成果を発表する機会となり、国語学習に

対して意欲を高めることができた。

（３）キャリア教育の推進
小学校では職業に関する学習を行い、中学校では２年生を対象に社会体験学習を実施した。
また、事前の学習、職場体験、事後学習を通じて好ましい勤労観が醸成され、就業意欲の向

上につながった。

（４）地域教材の作成と活用
社会科副読本編集委員会で作成した副読本やワークテストを、小学校３年生・４年生の地域

の学習に活用することで、児童の郷土への興味関心が高まり、郷土愛の育成につながった。

４　教育用パソコン活用事業
小学校４校に教育用パソコンの無線ＬＡＮ整備を実施した。３年生以上の教室をカバーできるア

クセスポイントを増設し、パソコン教室以外での授業にも活用できるよう学習環境を整備した。

須賀小学校・共興小学校・吉田小学校・豊和小学校

各小中学校の学校職員用としてデスクトップパソコン・プリンター等を買い替えた。（５年毎）
野栄中学校の教育用パソコン(教員用・生徒用)等の保守期限満了のため買い替えた。（５年毎）

５　校務支援システム活用事業
校務支援システムの運用により、出席簿・通知表・指導要録等を作成する上で、事務の効率化や

正確性が図られ、教職員の業務多忙化の解消に効果があった。

６　特色ある学校づくり推進事業補助金
補助金を交付することにより、地域の人材や資源の活用など、特色ある学校教育活動が推進でき

た。
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実施校

教育委員会の
評価

・各種行事を開催することにより、児童・生徒の学習意欲の向上につながった。

・パソコン及び周辺機器の整備を行い、ＩＣＴ教育の充実及び教職員の事務作業等の
効率化が図れた。

・校務支援システム活用事業では、校務支援システムの運用に学校が慣れてきてお
り、今後の事務の効率化がさらに期待できる。

・就学援助等、必要な家庭に支援を行うことができた。

学校教育課

11月13日 匝瑳市小中学校音楽発表会 八日市場ドーム
11月16日・17日 匝瑳市小中学校作品展覧会 のさかアリーナ

 小・中　１３校
 小・中　１３校

開催日 行事名 場　所
5月14日 匝瑳市小学校体育大会 東総運動場

参加校
 小      １０校



学 校 建 設 関 係

１　小・中学校トイレ大規模改造事業
教育環境改善のため、小・中学校のトイレの全面改修を、５ケ年計画で進めている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

幼 稚 園 関 係

１　幼稚園管理業務　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 
（１）施設設備保守管理委託業務を実施し、安全・安心な環境整備に努めた。
（２）幼稚園警備委託業務を実施し、施設の安全確保に努めた。
（３）のさか幼稚園の遊戯室に空調設備を設置する工事を実施し、教育環境の向上に努めた。

２　特色ある教育の推進
（１）未就学児・保育園（所）・小学校との交流
（２）スクールカウンセラーによる教育支援
（３）ＡＬＴによる外国文化の触れ合い
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・スクールソーシャルワーカーについては市独自で設置しており、関係機関と連携
し、家庭における虐待の疑いのある子どもや、不登校児童・生徒への支援等、積極的
に取り組んでおり、評価できる。

・補助教員の配置について、学校からの要望に基づきヒアリングを行い実態把握に努
める等、各学校の状況に応じたきめ細かい対応をしており、非常によく取り組んでい
る。

・子供サポート事業について、専門支援員の他、スクールソーシャルワーカーやス
クールカウンセラー等と連携し、不登校児童・生徒への支援にあたっており、非常に
良い取組である。

・すべての小・中学校の普通教室に空調設備を設置したことにより、安全・安心な教
育環境となり、子どもたちも集中して学習に取り組むことができ、学習意欲への向上
にも期待ができる。

・放課後子ども教室や放課後児童クラブなど、利用者数の増加に対応できるよう、指
導員の確保が今後の課題である。

須賀小学校・共興小学校・吉田小学校（令和２年度改修工事実施予定）

教育委員会の
評価

・長年にわたり要望のあったのさか幼稚園遊戯室に空調設備を設置するなど、教育環
境の整備に効果があった。

・スキルアップ研修等、スクールカウンセラーによる教育支援により、教職員の資質
向上を図った。

・隣接する小学校との連携を密にし、交流活動を推進することで、幼児教育の充実を
図るとともに、特色ある教育を推進し、魅力ある幼稚園づくりに努めた。

有識者の評価

教育委員会の
評価

・教育環境の質的向上を図るため、５ケ年計画で全小中学校のトイレの全面改修工事
を実施し、本年度も計画通り実施することができた。今後も、教育活動に支障が生じ
ないよう配慮しながら、令和３年度ですべてのトイレ改修工事を完了させるととも
に、今後は、教育施設の長寿命化を図るため、更なる検討が必要である。

学校教育課

実施設計
改修工事 平和小学校・椿海小学校・豊和小学校



給 食 関 係

１　学校給食の実施状況
学校給食法に基づき、児童・生徒の心身の健全な発達に寄与するため、安全・安心で栄養バラン

スの優れた学校給食の提供に努めた。
使用する食材は、児童・生徒が多くの味を体験できるように多彩なものを選んだ上で、食べやす

く、噛むことも意識できるように、味つけや調理方法など工夫を凝らした給食を提供した。
市内で生産、加工されている野菜・卵・肉等を食材として優先的に使用し、地産地消・食育の充

実に努めた。

　　   学校給食対象者数（令和2年3月現在）

　　   学校給食実施日数

２　学校訪問の状況
学校給食センター職員による学校訪問を実施し、園児・児童・生徒の給食時の様子や声を聞きな

がら、献立内容の充実に努めた。

（１）栄養士が喫食状況の把握及び栄養指導を実施した。

（２）所長、栄養士、調理員が配膳状況の確認や、児童と一緒に給食を食べ、献立や給食について
子どもたちの希望や感想などを集約した。

（３）栄養士が、学校の要請により食育授業を実施した。

３　施設維持管理業務
（１）施設設備保守管理委託業務及び警備委託業務を実施し、安全・安心な環境整備に努めた。
（２）衛生保守管理業務を実施し、食中毒予防対策に努めた。

４　学校給食センター調理業務委託
   令和元年度から調理業務を民間事業者に委託し、業務の一層の効率化を図った。

※台風による停電及び新型コロナウイルス感染予防による一斉休校のため
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単位：回
幼稚園 小学校 中学校 合計
0 18 0 18

2 12 3 17

単位：回
幼稚園 小学校 中学校 合計

単位：回
幼稚園 小学校 中学校 合計
2 24 0 26

実施日数 117 36 18 171
増減 　△15 ※ 　△3 ※ 　△3 ※ 　△21 ※ 

米飯 パン食 めん食 合計
予定日数 132 39 21 192

77 1,784 918 141 2,920

単位：日

単位：人

学校給食センター

幼稚園 小学校 中学校 その他 合計



教育委員会の
評価

・地産地消を基本として多彩な食材を選び食育の充実を図り、所長、栄養士、委託業
者が児童と給食を会食することにより希望や感想の把握に努め、献立作成や食育に活
かした。また、栄養士と養護教諭が連携し、小学５年生を対象に朝食指導を行い、健
全な食習慣の育成に努めた。

有識者の評価
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・今の子どもたちは、ゲームやスマホに依存する傾向にあるが、親子で一緒に給食を
食べる機会を設けることにより、家庭での親子の会話が増えたり、食の大切さへの意
識向上の一助になればと思う。

・栄養士から保護者に対し食育指導を行うことにより、食に対する親の意識改革や食
生活習慣の見直しにつながり、子どもの好き嫌いが減ったり、朝食の大切さを知る良
い機会になると思われる。今後もぜひ継続願いたい。

学校給食センター



社 会 教 育 関 係

１　社会教育団体育成事業

（１）匝瑳市ＰＴＡ連絡協議会補助金
地域総合連携による青少年の健全育成と、安全で健やかな心身を育てる環境の整備を目的と

して、補助金を交付した。
バレーボール大会等の実施により、会員相互の交流を深め、親睦が図られた。

（２）文化会補助金
匝瑳市文化団体協議会への助成を通じ、文化・芸術活動の振興及び市民サークルの育成に努

めた。
文化祭では、八日市場・野栄の両会場で延べ２,３６６人の来場者があり、賑わいをみせた。

（３）子ども会育成事業補助金 ２２団体　会員数１，４４２人
子ども会活動の充実を図るため、安全対策講習会、レクリエーション事業等に対し助成し、

子どもたちの健全育成に努めた。

（４）八匝少年少女発明クラブ運営補助金 修了生１９人
児童の創造性を育み、豊かな人間形成を図るため助成した。
当クラブでは、発明協会主催の「チャレンジ創造コンテスト」の全国大会へ３年連続出場と

いう輝かしい実績をおさめるなど、充実した活動を行っている。

（５）ガールスカウト千葉県第９８団運営補助金
ボランティア活動等の地域社会に根ざした活動を通して、少女たちの社会性を育てることを

目的として補助金を交付した。
活動を通じて責任ある思いやりを持った行動を起こせる女性への成長が図られた。

（６）ボーイスカウト匝瑳第１団運営補助金
自発的活動を通して、青少年が健康で社会に奉仕し得る能力と人生に役立つ技能を体得し実

践できることを目的として補助金を交付した。
各年齢に応じた部門ごとに、年間を通して自然体験・生活体験・社会体験・奉仕活動を展開

し、自発活動を促すことによって、子どもたちの心身の健やかな成長が図られた。

２　ふるさと自然散策道管理事業
ふるさと自然散策道の施設・駐車場等の維持管理を行うことにより、文化財視察訪問者の受入れ

及び地域自然の保護を図ることができた。

３　フロンティア学寮事業
青少年相談員連絡協議会主催により、野田・栄・共興・平和・豊和・椿海地区の小学５・６年生

を対象に生涯学習センターを寮として、家庭を離れ共同生活を行う通学合宿を行った。
事業終了後の参加児童が書いたアンケートには、児童の精神面の成長が感じられるコメントが多

く見られた。

   参加人数： 野田・栄地区　　３５人　　共興・平和地区　３６人
豊和・椿海地区　１８人

※ 八日市場小・豊栄小・須賀小・吉田小については、小学校５・６年生を対象とした
「さふさ委員会」主催による通学合宿が、匝瑳高等学校の「至誠館」を会場に、毎
年実施されている。

生涯学習課
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４　成人式の開催
成人式実行委員会が中心となり、１月１２日に祝賀式典を開催した。
二十歳の良い思い出になったという声が多数聞かれた。

５　文化財保護活用事業

（１）匝瑳市内出土遺物保存処理委託業務
市内遺跡より出土した金属（直刀）を展示するために保存処理を行った。
これにより貴重な埋蔵文化財の保存措置がとられた。

（２）飯高檀林コンサート補助金　
質の高い演奏会を千葉県指定史跡飯高檀林跡で開催することにより、芸術文化の振興及び文

化財保護の啓発を図ることを目的とする飯高檀林コンサートへ補助金を交付した。
実行委員会との共催により、１０月１３日に第２４回飯高檀林コンサートの開催を予定して

いたが、台風１９号の接近に伴い中止となった。
前年度に続き、東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラムである「ｂｅｙ

ｏｎｄ２０２０」の認証を受け、バリアフリー化や多言語化の取組を行った。
コンサートは中止となったが、県ホームページや県観光情報誌等にも飯高檀林コンサートに

ついて掲載され、多くの方に情報発信することができた。

（３）重要文化財飯高寺管理事業補助金　　　　　　　　　　　事業主体　　宗教法人　飯高寺
国指定重要文化財４棟を含む千葉県指定史跡飯高檀林跡を保全するため、火災報知・消火・

避雷設備の保守点検に対する補助を行った。

（４）重要文化財飯高寺防災施設整備事業補助金　　　　　　　　　　　
国指定重要文化財４棟を含む千葉県指定史跡飯高檀林跡の防災施設整備に対する補助を行っ

た。防火水槽周辺の整備を実施し、火災時の消防車両等の進入路を確保した。

（５）文化財保存団体補助金　　　　　　　　　　　
指定文化財の保存・継承・普及活動を担う保存団体に対して、各団体の経済的負担を軽減し、

文化財保存・伝承活動を支援した。貴重な文化遺産の保護につながった。
　　 

市指定松山神社神楽保存会 県指定八日市場盆踊保存会　　　　
市指定東郷神楽保存会 県指定仁組獅子舞保存会
市指定八雲神社祭礼囃子保存会 史跡飯高檀林跡を守る会
市指定九十九里浜地曳大漁歌保存会 国指定木積箕づくり保存事業
市指定野手囃子保存会
市指定六社大神神楽保存会

（６）文化財保存修理補助金　　　　　　　　　　　
文化財の保存・修理に対する補助を行った。貴重な文化財の保護につながった。

市指定薬師寺釈迦涅槃図・両界曼荼羅保存修復事業
市指定円長寺の梛保存事業
市指定薬師寺槙保存事業
市指定式内社老尾神社整備事業
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83.1

生涯学習課

対象者（人） 出席者（人） 出席率（％）
343 285



６　青少年体験活動推進事業
（１）子ども映画会、人形劇　

　　子ども映画会（８月） 参加者数 　９１人
　　人形劇（１１月） 参加者数 　９３人

　 計 １８４人

映画会では子どもたちに人気の映画や、小さな子どもにもわかりやすいストーリーのものを
選び上映した。
入場料は無料であったため、多くの子どもたちが映画に触れる良い機会となった。
人形劇では、臨場感あふれる演目を見つめる姿が見られた。
映画会や人形劇は子どもたちが芸術に触れ、楽しみながら感性を磨く良い機会となった。　 　

（２）自然観察会
 第１回自然観察会(４月)　観察地　市内里山・飯高 参加者数　　２０人
 第２回自然観察会(６月)　観察地　県立中央博物館分館海の博物館 参加者数　　５４人

   計       ７４人

親子での参加が増え、リピーターもおり、おおむね募集定員を満たすことができた。

７　青少年健康推進事業
（１）少年の日地域のつどい少年少女ミニバスケットボール大会 ２０チーム参加

次代を担う青少年が、スポーツ活動を通じて健全な身体と精神を養うとともに、青少年相互
の友情を深め、自覚と誇りを高めることを目的に市と青少年相談員連絡協議会共催で実施した。
子どもたちがスポーツの良さを理解できた。

（２）わんぱくドッジボール大会 １７チーム参加

（３）市民オリエンテーリング大会　（台風の影響により中止）

８　家庭教育力活性化支援事業
（１）家庭教育学級の開設 １６学級

幼稚園、小学校低学年及び中学校の保護者を対象に開設した。 

（２）子育て講座の開催
多くの保護者が集まる参観日、学校開放日を活用し、各学級の計画に則り開催した。
また、就学時健康診断でも子育てについてアドバイス等を行った。

２３ 回
５１ 回
１４ 回
８８ 回

９　埋蔵文化財調査事業
経営体育成基盤整備事業（多古田低地遺跡・豊和地区）に伴う埋蔵文化財調査として、発掘調査

成果の整理作業を行い、調査報告書を発刊した。

生涯学習課
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思春期子育て講座
計 参加者数　２,５１３人

講座名 実施回数
幼児期子育て講座
児童期子育て講座



10  生涯学習講座開催事業
（１）講座開設事業

回数 回数
7 8
8 5
7 7
8 1
8 11

講座の参加率は７７．５％であった。新しい講座を取り入れ、参加者の増加に努めた。

（２）野栄寿大学
 　　　会員数　９６人　　　回数　８回　　　延べ参加者数　４２１人

寿大学通信を発行することで講座内容の周知を図り、参加率の向上に努めた。
外部講師についての情報収集を行い、新たな講師の発掘に努めた。

社 会 教 育 施 設 関 係

１  生涯学習センター管理業務
（１）生涯学習講座・行事の開催等、市民が生涯学習を楽しむ場として貸館を行った。

台風１５号により９月８日から２２日まで、台風１９号により１０月１１日から１３日まで避
難所が開設されたため、利用者が減少している。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、３月９日から休館とした。

※（　）内は対前年度比較

親子休日チャレンジ 158

開館日数 286 （△20）

生涯学習課
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19,023

（  △650）
（   △91）
（   ＋47）

（   △83）

（ △181）合    計 1,182
16 （　 ±0）

3,502
2,014
1,673

48
823

261

255

196
172
215
8

1,405
2,684

教育委員会の
評価

・生涯学習講座は新規講座を取り入れたことにより、新たな受講生を増やすことがで
きた。今後、市民のニーズに即した内容を検討し、誰でも参加しやすい講座とした
い。

・親子を対象とした事業として、自然体験活動や創作活動などを企画立案したこと
で、多くの参加者を得ることが出来た。

・成人式では、成人者による実行委員会の自主的な運営により、華々しく盛大な成人
式となった。
　
・青少年健康推進事業では、低学年から高学年まで誰でも参加できる種目を取り入れ
ていきたい。

7

やさしい琴 68 アロマストレッチと健康体操

96
180

そば打ち 49 おもしろ世界遺産 78
ヒーリング・ピアダンス 116 男のスイーツ道場

健康太極拳 155

123
楽しい絵手紙 58 お菓子作り 63

講座名 延受講者数 講座名 延受講者数

（  △661）
（  ＋146）44

6,613

（　△34）
（　△75）
（　 △2）

全　館

多目的ホール
（  △349）調理実習室

講座室１・２
研修室

（　△12）

（　△54）
（　＋25）

１Ｆロビー

（　△15）

会議室
講座室Ａ・Ｂ・Ｃ
資料室

（  △118)
利用人数利用件数区分

（　△14）

（△1,545）
（  ＋214）



（２）生涯学習センター自動ドア改修
自動ドアの改修を行い、施設の適正な維持管理に努めた。

（３）生涯学習センター受水槽修繕
老朽化した受水槽の修繕を行い、施設の適正な維持管理に努めた。

２  福祉センター管理業務
（１）利用状況

（２）野栄福祉センター東側出入口改修
福祉センター東側出入口の改修を行い、施設の適正な維持管理に努めた。

保 健 体 育 関 係

１　スポーツ健康推進事業
各種スポーツ教室・大会を開催し、スポーツの普及促進を図るとともに、スポーツ関係団体と連

携して、市民の健康・体力づくりに努めた。

（１）各種教室関係
回数 回数
18 35
42 20
20 17
20 20
40 1
1 8

16

バレーボール教室 451 中学生バスケットボール教室 91
アイススケート教室 47 骨盤体操教室 181

健康太極拳教室 386 エアロビクス教室 1,008
昼の卓球教室 196 ヨガ教室 381

卓球教室 245 ラグビースクール 273
ジュニアバレーボール教室 875 ジュニアサッカー教室 245

教育委員会の
評価

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、前年度と比較して開館日数が減少して
いるにもかかわらず、利用件数・人数が増加している講座室があり、館内の環境整備
の成果の現れである。

・生涯学習センターは、災害時には避難所となることから、今後も万全の感染症対策
に努めるとともに、より利用しやすい施設とするため、館内の環境整備・安全対策を
図る必要がある。

教室名 延参加者数 教室名 延参加者数

生涯学習課

会議室
合    計           73 450

１階ロビー他            0 0
診察室

ボランティア室
和室           46 285

娯楽室 　　　　　27 165
研修室 　　　　　 0 0

区分 利用件数 利用人数



（２）大会・行事関係

他

他

２　 体育関係団体運営補助事業
（１）匝瑳市体育協会運営費補助金

体育協会が行う各種スポーツ大会等の活動を支援するため補助金を交付した。

（２）匝瑳市総合型地域スポーツクラブ補助金
のさかスポーツクラブが開催する各種スポーツ教室・大会等の活動を支援するため補助金を

交付した。なお、各種教室等には、延べ３,０３２人の会員が参加した。

２４９人　
（中学生以下３９人・高校生以上６５歳未満５７人・６５歳以上１５３人）
ソフトバレーボール・卓球・バドミントン・ピアダンス・ウォーキング・
グラウンドゴルフ・ヨガ・ユニカール
グラウンドゴルフ・卓球・ユニカール・ソフトバレーボール・バドミントン
年間４回（５月、１０月、１１月、３月）

教育委員会の
評価

・各種スポーツ教室においては、子どもから中高年まで幅広い年齢層の方が自分の好
みに応じたスポーツを楽しみ、健全で明るく豊かな生活を送ることに貢献した。

・各種大会には市内外から多数の選手が参加し、白熱した試合が展開され、大会を盛
り上げるとともに交流を深めることができた。その一方で、新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策のため、中止とした教室・大会があり残念であった。

17

会員数

生涯学習課

教　室

大　会
健康ハイキング

東総毎日駅伝大会の開催
匝瑳市健康マラソン大会の開催
東部五市体育大会の開催及び選手派遣

事業内容 チーム・参加者数
市民体育大会の開催
千葉県民体育大会への選手派遣

２０競技
１２競技

カローリング：４チーム

3/20(金祝)
21(土)
22(日)

市長杯匝陵バレーボール大会 　 八日市場ドーム 中止

2/23(日) 少年少女サッカー交流大会 野手浜総合グラウンド ３２チーム
2/23(日) ニュースポーツ大会 八日市場ドーム ギネス：５９名

11/4(月祝) ふれあい健康ウォーク（秋） 佐倉市 ５５人
市長杯匝陵ミニバスケットボール大会 八日市場ドーム ２０チーム

中止

7/28(日) チャレンジフィッシング 飯岡漁港 中止
8/25(日) 少年少女剣道大会 のさかアリーナ ８４チーム

県民の日記念近隣中学校招待ソフトボール大会 八日市場第二中学校 ６チーム
7/28(日) ユニカール大会 のさかアリーナ １２チーム

4/14(日) オーバーフォーティ婦人バレーボール大会 八日市場ドーム ２４チーム
5/26(日) ふれあい健康ウォーク（春） 君津市 ５６人

開催日 大会・行事名 会場 チーム・参加者数
4/14(日) 春季少年野球大会　 みどり平公園野球場 ４チーム

２０競技

１,８９５人 
   １５１人
１０１チーム

５１５人
３２１人

6/16(日) 県民の日記念婦人バレーボール大会 八日市場ドーム

6/22(土)
１２チーム

1/18(土)
1/25(土)

2/15(土) 教育長杯タグラグビー大会  八日市場ドーム



保 健 体 育 施 設 関 係

１　市営体育施設の貸出業務及び維持管理業務
（１）市営グラウンドは八日市場第一中学校の部活動(野球部･テニス部)及びグラウンドゴルフ(野球
 場／外野)での利用が多い。
　　 ※市営グラウンドについては、台風１５号等の被害により各家庭から発生した災害ゴミの仮置

き場となり、使用を一時中止とした。
※（　）内は対前年度比較

（２）野手浜総合グラウンドは土・日曜日を中心に、サッカーやラグビーでの利用が多い。
※（　）内は対前年度比較

２　都市公園球場貸出業務
どちらの球場も土・日曜日を中心に利用が多く、外野の芝生部分では、グラウンドゴルフにも利

用されている。
※（　）内は対前年度比較

３　八日市場ドームの貸出業務及び維持管理業務
屋内スポーツ活動の拠点として、各種スポーツの普及・拡大と市民の体力向上を図りながら、八

日市場ドームの効果的活用に努め、年間５５,６９４人(対前年度比較 △１０,２９６人)の利用が
あった。

件数 85 0
人数 339 0

４  ふれあいスポーツランドの貸出業務及び維持管理業務
    スポーツや文化の各種行事等で、年間６３,４１８人(対前年度比較 △４,１０５人）の利用が
  あった。

件数
人数

生涯学習課

995
1,835
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3,955

区分 文化ホール

区分
メイン

アリーナ

233 3,955
40,800 8,715

ジョギング楽屋選手控室

637

（うち夜間） － 107（△27） 5,813   （＋78）
みどり平球場 330（＋48） 336（＋54） 8,130   （＋73）

利用日数 利用件数 利用人数
山桑公園球場 250（△18） 384（＋54） 20,707（＋3,889）

利用日数 利用件数 利用人数
84（△20） 120（△34） 5,816（△2,802）

市営野球場（1面） 163（△101） 212（△156） 5,970（△830）
テニスコート（５面） 227（△ 19） 250（△ 40） 8,209（△383）

利用日数 利用件数 利用人数

合　計

開館日数 270（△20）

55,694
5,905

会議室
サブ

アリーナ

593

開館日数 287（△19）

442 912

合　計
トレーニング

ルーム
さざんか広場 ジョギング

36,906

アリーナ

349 1,724
1,724

4,020
63,4189127,724 16,152



東日本大震災の被災等により、利用が制限されていた「吉崎浜野外活動施設」を転用し、パーク
ゴルフ場の整備を行うため、平成３０年度から令和元年度までの継続事業として、パークゴルフ場
整備工事（コース整備・施設改修）を行っている。
令和元年度事業として、パークゴルフ場植栽工事及びパークゴルフ場外構工事を実施した。

生涯学習課
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５　パークゴルフ場整備事業

教育委員会の
評価

有識者の評価

・各体育施設は、市民が気軽にスポーツを楽しむ場として定着しており、各種スポー
ツの普及・拡大及び市民の体力向上と健康増進を図る機会の場となっている。

・パークゴルフ場は子どもから高齢者まで誰でも気軽に楽しめる生涯スポーツ施設と
して、地域コミュニティ活動の活性化と市民の健康増進に寄与することが期待でき
る。

・本市の重要文化財である飯高檀林は、様々なロケ地として利用されるなど、歴史あ
る非常に素晴らしいところである。また、そこを会場に開催される「飯高檀林コン
サート」は非常に特色ある行事である。今後も、匝瑳市の歴史と文化を広くＰＲして
ほしい。

・青少年健康推進事業について、誰でも参加しやすい種目を計画することにより、さ
らに改善が図られると期待する。

・生涯学習講座開催事業について、新たな講座を開設し、新たな講師の確保に努めた
ことは、非常に良いことである。今後の方向性として、地域に講師を派遣して講座等
を開催することも、一つの案として検討願いたい。

・パークゴルフ場について、子どもから大人まで楽しめるような様々なアイデアを計
画することにより、利用促進につながるよう期待する。



図 書 館 関 係

１　入館者数及び利用状況 ※（　）内は対前年度比較
（１）時間別入館者数 単位：人

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

（２）図書館利用状況

4 23 4,166 3,750 416 1,903 352 336 16
5 26 4,397 3,949 448 2,083 691 671 20
6 25 4,743 4,213 530 2,229 444 433 11
7 24 5,017 4,481 536 2,399 804 745 59
8 25 5,164 4,580 584 2,509 959 922 37
9 22 3,959 3,516 443 2,144 681 650 31
10 25 4,234 3,804 430 2,033 648 631 17
11 23 3,894 3,495 399 1,697 586 550 36
12 22 3,713 3,338 375 1,686 678 650 28
1 19 3,656 3,342 314 1,462 461 446 15
2 21 3,750 3,384 366 1,787 527 510 17
3 6 1,661 1,503 158 975 43 42 1

261 48,354 43,355 4,999 22,907 6,874 6,586 288
(△22)(△4,963)(△3,931)(△1,032) (△4,695) (△228) (△168) (△60)

（３）貸出登録者数　　 ２５,５１６人（対前年度比較 △１９９人）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一時休館とし、入館者数や図書貸出数等が減少。

２　読書普及促進事業
図書館資料の充実と整備を行い、利用者へのサービス向上に努めた。
想像力を高め豊かな人間性を養うために、おはなし会や人形劇を楽しむ会等をボランティアの協

力により開催し、読書の普及に努めるとともに、利用者へのサービス拡大のため、他の図書館との
連携により相互貸出・借入を実施した。
このほか、学校等との連携活動として、児童・生徒への調べ学習等の支援を行い、読書グループ

のテーマ本の選定等、読書会活動の支援を実施した。

図　書　館
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19,804 18,017
9,029 8,054

合計

19,628 17,931
20,231 18,545
18,358 16,896

24,935 22,426
19,457 17,313
21,703 19,670

21,621

八日市場
図書館

のさか
図書館

左の内訳

24,730 22,331

22,892
21,570 19,667

月
開館
日数

貸出
人数

左の内訳
貸出点数八日市場

図書館
のさか
図書館

八日市場
図書館

のさか
図書館

78,160      17,326      95,486      11,617      1,201       

学習室等
利用人数

（△8,740）
12,818      

1,899       349         2,248       267         15          282         
6,209       1,268       7,477       816         75          891         
5,472       1,144       6,616       659         68          727         
6,160       1,302       7,462       892         80          972         
6,401       1,242       7,643       956         67          1,023       
6,706       1,517       8,223       940         136         1,076       
7,113       1,359       8,472       1,063       117         1,180       
8,979       2,141       11,120      1,635       148         1,783       
8,479       2,000       10,479      1,412       155         1,567       
7,502       1,853       9,355       137         1,181       
7,155       1,633       8,788       1,059       84          1,143       
6,085       1,518       7,603       874         119         993         

9時～　17時 17時～ 合計 9時～　17時 17時～ 合計
月

八日市場図書館

（△149）（△2,405） （△11,145） （△1,732）

のさか図書館

1,044       

246,187 223,280
(△24,071) (△19,376)

20,809

左の内訳

23,850

合計
（△1,881）



（１）資料の整備等　　　
令和２年３月３１日現在　蔵書数

（２）複写サービス　　　 　　　     １,２２８枚

（３）予約・リクエストサービス    ６,７６６冊

（４）主催事業等　　

　４月 ・ １２月
高校生インターンシップ（１回） １１月

６月 ９月 １１月

８月
９月
９月
４月 ～ 　７月

　４月 ～ 　２月

７月

図　書　館

・ 　８月

一般図書
児童書
雑誌

１,８０１冊
１６７誌

・読書普及促進事業として、学校や幼稚園、保育園等からのリクエストにより目的に
合う本を選定し、配本等しているということで、利用者側にとって非常に良いサービ
スであり、今後も継続願いたい。

新聞

市内各教育機関等からの申込みにより、希望内容に応じた資料を選書し配本した。
２１件　 ６６８冊
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 ・小学校を中心に配本サービスの普及を図るとともに、講師（図書館司書）派遣を
行う等、学校との連携を推進した。継続して講師による読み聞かせを行うことで、子
どもたちのおはなしを聞く姿勢が養われた。

有識者の評価

６月

12
社会科見学・校外学習（８回） 247

　１１月　３月

～ 　２月

大人
向け

読書感想文の
書き方講座

八日市場
低学年・高学年

のさか
図書館たんけん（２回）

１０月

ドキドキ縄文体験（１回）
赤ちゃんと楽しむおはなし会（１回）

読書グループへの支援（３回）

おはなしを楽しむ会（２回）

区分 内　　　　　　容 開催月

85
85

38
26

26

寄贈図書等

子
ど
も
向
け

おはなし会

３０９,５７２ 冊

２７４,３６９ 冊

３５,２０３ 冊
一般図書
児童書
雑誌

１９紙
３７２冊

16

購入図書等

中学生社会体験学習（３回）

八日市場（毎週土曜日４１回）
のさか（毎月第４土曜日１１回）

392

1
6

八日市場図書館

のさか図書館

30

出張読みきかせ（６回） 296

蔵書総数
（対前年度比較 +15,115冊）

講師
派遣

配本サービス

教育委員会の
評価

延参加者数

（対前年度比較 +13,884冊）

（対前年度比較  +1,231冊）

２５冊
５誌

８,５３５冊

　県立東部図書館・県内外公共図書館相互協力(毎週水曜日）
貸出 １,６３０ 冊　　　借入 ４９６ 冊　　　合計 ２,１２６ 冊



公 民 館 関 係

１　公民館利用状況
主催事業の充実を図るとともに、利便性に配慮し、サービスの向上に努めた。

4 25
5 27
6 26
7 26
8 27
9 25
10 27
11 26
12 23
1 23
2 25
3 7

287
(△19)

２　市民ギャラリーの活用促進                                                     　　　 
幅広いジャンルの作品を発表する場として「市民ギャラリー」の利用促進に努め、多くの

団体の利用があった。
利用
団体数

主催事業 1 2
社会教育団体 11 51
教育団体 3 12
一般団体 4 17

5 16
24 98

３　高齢者教室 （寿大学）開催事業          　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
高齢者の交流と教養を高める場として、寿大学開講式の際に講演を行った。また、初心者

から気軽に楽しめる生きがい講座を１１講座実施し、１月には芸能部門の発表会を開催した。

1
8
8
8
8
7
7
8
8
8
8
5
1
85

来館者数

公　民　館

合　　　計 1,107

短歌 〃 ６月　～　１月 33
教養講座 新春発表会  １月 80

 〃 川柳 ６月　～　１月 54
 〃 俳句 ６月　～　８月 56

 〃 書道 ６月　～　１月 84
 〃 健康リンパセラピー ６月　～  １月 118

 〃 カラオケ ６月　～　１月 185
 〃 手芸 ６月　～　１月 108

 〃 健康社交ダンス ６月　～　１月 55
 〃 詩吟 ６月　～　１月 69

生きがい講座 民謡 ６月　～　１月 91
 〃 舞踊 ６月　～　１月 124

 講　座　名 コース名 回数 開催期間 延受講者数

教養講座 開講式 ５月 50

官公署 写真・華道・各種作品等展示 1,299
合計 7,589

書道・美術・写真等作品展示 3,996
中学生・高校生の書道・美術等展示 664
書道・美術・写真等作品展示 1,230

団体区分 主　な　内　容
利用
日数

「公民館まつり」における各種作品展示 400

525 0 27 12 39
2,522

3,410 43 109 60 212
6,670 21 111 83 215

4,587 35 150 86 271
3,116 35 117 65 217

3,800 32 123 69 224
4,333 28 127 85 240

5,547 37 130 80 247
2,875 25 108 65 198

3,347 3 138 65 206

月
開館
日数

利用人数
利用件数

その他 計
198

4,856 32 139 84 255

2,759 0 140

22

58
主催事業 社会教育団体

合計
(△2,463) (+3) (△114) (△44) (△155)

45,825 291 1,419 812



４　公民館講座開催事業        　　　　　　　　　　      　　　          　　  　　　　  
アンケート等の要望をもとに３６教室を開催し、多くの市民が楽しく参加できるよう講座の充実

に努めた。また、ホームページや広報誌の他、館内ロビー等を活用した情報発信により、受講者数
　の増加を図った。

4 ６月 ～ 　９月
3 １１月 ～ 　１月
8 ６月 ～ 　１月
3 １０月 ～ １２月
3
2 ６月 ～ 　７月
8 ６月 ～ 　１月
4 ６月 ～ 　９月
8 ６月 ～ 　１月
8 ６月 ～ 　１月
8 ６月 ～ １０月
8 ６月 ～ 　１月
4 ６月 ～ 　１月
6 ５月 ～ 　１月
7 ７月 ～ 　１月
8 ６月 ～ 　１月
8 ６月 ～ 　１月
8 ６月 ～ 　１月
2 ５月 ～ １１月
8 ６月 ～ 　１月
3 １１月 ～ 　１月
3 １１月 ～ １２月
8 ６月 ～ 　１月
6 ６月 ～ 　１月
4 １０月 ～ 　１月
2 １２月 ～ 　２月
8 １０月 ～ 　１月
3 ６月 ～ 　９月
8 ６月 ～ 　９月
8 ６月 ～ 　１月
7 ６月 ～ 　１月
8 ６月 ～ 　１月
1
5 ９月 ～ 　１月
1
1
194

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一時休館とし、利用人数（団体数）等が減少。

公　民　館

オトコのヨガ教室 40
歌謡教室

日本の歴史を学ぶ教室 　７月

141

28

しめ縄づくり教室 １２月 27
アロマセラピー教室 59

23

合　　　計 2,397

癒しのヨーガ教室 125
ヨガ健康ストレッチ教室 92

ピアダンス教室 75
はじめての山登り(座学)教室 34

１１月 20

オトコの料理道場教室 33
ｸﾘｽﾏｽ＆ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝｽｲｰﾂ教室 11

アメリカンフラワー教室 99
家庭料理教室 74

公民館移動教室

楽しいガラス絵教室 46
吉祥花文字教室 20

楽しい花結び教室 21
楽しい絵手紙教室 45

初歩からの七宝焼教室 90
パッチワークキルト教室 92

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの基本教室 166
初歩からの陶芸教室 105

バラ入門教室 49
盆栽入門教室 61

琴（初級）教室 57
やさしい絵画教室 100

楽しいコーラス教室 121
楽しい器楽演奏教室 91

書道教室 114
はじめての将棋教室 23

ゆかたの着付け教室 　７月 33
茶道入門教室 18

楽しむ民謡教室 154
匝瑳の文化財を知る教室 53

太巻き寿司教室（初級） 57
太巻き寿司教室（中級） 23

教　　室　　名 回 数 開　催　期　間 延受講者数



５　公民館まつり開催事業 　　開催日　　２月１日（土）・２月２日（日）
受講生とサークル会員が、１年間の学習及び活動の成果を多くの市民に発表することができた。

24

・市民ギャラリーの活用について、市民に対する知識普及や啓発等、多くの方に還元
されるような効果的な活用について検討願いたい。

・新たな講座の開設は、参加者の増にもなり、非常に良いと思う。講師の発掘は難し
いと思うが、新たなニーズに応えられるよう期待する。

教育委員会の
評価

・年度末の臨時休館がなければ、利用者の増大も期待できたところである。今後も市
民ニーズに即した学習内容を検討し、主催事業の充実を図るとともに、ホームページ
や広報等により効果的な情報提供を行い、引き続き利用の促進に努める。

有識者の評価

公　民　館



災害復旧関係

１　学校教育施設関係 学校教育課

２　社会体育施設関係 生涯学習課

３　社会教育施設関係 生涯学習室

公民館

継続中

完了
完了
完了
完了

完了八日市場第一中学校校舎屋根修繕
豊栄小学校外周フェンス修繕
共興小学校屋上フェンス修繕

完了
完了
完了

台風15号
台風15号

台風15号

完了
完了

野栄中学校部室棟災害復旧工事
野栄中学校体育倉庫シャッター修繕

豊和小学校外周フェンス修繕

台風15号
台風15号
台風15号
台風15号
台風15号
台風15号
台風15号
台風15号
台風15号

栄小学校外周フェンス修繕
野田小学校外周フェンス修繕
旧匝瑳小学校引門扉修繕
旧匝瑳小学校外周フェンス修繕

台風15号

台風19号

台風15号

台風15号
台風15号

台風15号
台風15号
台風15号

八日市場ドーム窓ガラス交換工事
さざんか広場倉庫解体工事

台風19号
台風19号

被災事由 施設名

台風15号

完了

八日市場ドーム屋根部材撤去工事
八日市場ドームトップライトガラス入替工事
八日市場ドーム屋根復旧工事
さざんか広場南側倉庫屋根修繕

完了
完了

生涯学習センター高圧線改修工事
生涯学習センター看板撤去

完了

完了
完了

ふるさと自然散策道掲示板修繕

完了
完了
完了

さざんか広場野球場3塁側ベンチ屋根修繕

完了
完了

復旧状況

施設名
野手浜総合グラウンド脱落照明器具修繕工事
八日市場ドーム屋根部材修繕工事

栄小学校体育倉庫屋根修繕

復旧状況

25

被災事由 施設名 復旧状況

被災事由

飯高檀林跡案内板修繕

被災事由 施設名 復旧状況

さざんか広場野球場控室設計業務委託
のさかアリーナワイヤー入りガラス修繕工事

台風15号
台風15号

完了

のさかアリーナ屋根部材修繕工事
さざんか広場野球場控室改築工事
市営グラウンド駐車場フェンス復旧工事
さざんか広場防球ネット支柱修繕工事

完了

完了

完了
完了

台風15号
台風15号
台風15号
台風15号

台風19号

完了
完了
完了
完了

完了
台風15号 八日市場第一中学校校舎災害復旧工事 完了

台風15号 八日市場公民館南側掲示板倒れ修理

台風15号

大　　雨
八日市場第二中学校武道場窓ガラス修繕
八日市場第二中学校法面復旧工事

完了
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教育委員会の
評価

・突発的に発生した台風１５号・１９号及び大雨の影響により、多くの教育施設に甚
大な被害が発生し、緊急対応を求められたが、ほぼ年度内に修繕を完了することがで
きた。今後は、継続中のものについて、安全確保を最優先に復旧工事に取り組む。

有識者の評価
・台風等により多くの施設が被害を受け、莫大な量の業務が発生したにもかかわら
ず、迅速な対応に努め、ほぼ年度内に復旧できたことは、非常に評価できる。今後
も、安全・安心な教育環境の維持に期待する。



平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日まで

匝瑳市長　太田安規

・ 地域の歴史と風土に根ざした文化資源を地域文化の振興に活用
しつつ後世に伝えていくため、各種団体と連携しながら有形・無形の

　　貴重な歴史文化遺産の保護に努めます。

大綱の期間

平成２８年２月４日

・ 地域に根ざした市民文化が生き生きと花開き、誰もが文化・芸術を
身近で味わい、豊かでうるおいのある暮らしを実感するため、各種
団体による自主的な芸術文化活動への支援や、優れた芸術文化及び

　　本市の文化財に接する機会の提供を図ります。

 　　生涯学習・生涯スポーツ社会の構築を促進します。

 【地域文化の振興】

　　豊かな生活を送れるよう食育の推進を図ります。

・ 市民のニーズをもとに、生涯を通じて、心身ともに健康で充実した
心豊かな生活を送ることができるよう、あらゆる機会に、あらゆる
場所において、個人の要望と社会の要請に対応した学習活動と、その

　　成果を適切に活かすことのできる環境を整備します。
・ リーダーや組織・団体の育成などに努め、市民が主体的に活動する

 【生涯学習・生涯スポーツの推進】

・ 匝瑳で暮らし、育つことが「ふるさと匝瑳」 への愛着につながる
よう、匝瑳の自然、歴史や文化などの学びを通して地域への理解を
深めるとともに、郷土を誇りに思い、大切にする気持ちをはぐくむ

　　教育を推進します。
・ 「食」を支える「農業」への理解等、児童生徒が「食」に関する
正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、生涯にわたって健康で

27

に学び、人々が輝くまちをつくる」を推進するものです。　　　　　　

 【学校教育の充実】
・ 変化の激しいこれからの社会を生き、進んで貢献できるようにする
ために、学校・家庭・地域が連携しながら、豊かな心、確かな学力、

　　健やかな体の調和のとれた育成を図ります。

匝瑳市教育大綱

　この大綱は、「海・みどり・ひとがはぐくむ　活力あるまち　匝瑳市」を目
指し実現するため策定した匝瑳市総合計画後期基本計画の基本目標「個性豊か



令和２年４月１日から令和６年３月３１日まで

匝瑳市長　太田安規

28

　この大綱は、「海・みどり・ひとがはぐくむ　活力あるまち　匝瑳市」を目
指し実現するため策定した匝瑳市総合計画前期基本計画の基本目標「個性豊か
に学び、人々が輝くまちをつくる」を推進するものです。　　　　　　

 【学校教育の充実】

　・　匝瑳で暮らし、育つことが「ふるさと匝瑳」への愛着につながるよう、
　　匝瑳の自然、歴史、文化及び産業の学びを通して地域への理解を深める

匝瑳市教育大綱

　・　他人を思いやる心、すべてのいのちを尊重する心をもち、多様な人々
　　と協働しながら、豊かな人生を切り拓く人材を育成します。
　・　様々な社会的変化を乗り越え、社会の創り手となる人材を育成するた
　　め、学校・家庭・地域が連携しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
　　な体の調和のとれた育成を図ります。

　・　組織や団体の育成に努め、市民が主体的に活動する生涯学習・生涯ス
　　ポーツ社会の構築を促進します。

 【地域文化の振興】
　・　誰もが文化や芸術を身近で味わい、豊かでうるおいのある暮らしを実

　　とともに、郷土を誇りに思い、大切にする気持ちをはぐくむ教育を推進
　　します。

 【生涯学習・生涯スポーツの推進】
　・　生涯を通じて、心身ともに健康で心豊かな生活を送れるよう、多様な
　　学習活動やスポーツがいつでもどこでもできる環境づくりを推進します。

大綱の期間

令和２年１月１７日

　　感するため、各種団体による活動への支援や、優れた芸術文化に接する　　
　　機会の提供を図ります。
　・　地域の歴史と風土に根ざした文化資源を地域文化の振興に活用しつつ
　　後世に伝えていくため、各種団体と連携しながら有形・無形の貴重な歴
　　史文化遺産の保護に努めます。



（平成３１年４月１日現在）

（令和２年４月１日現在）

委　　　員 小　作　広　子

教育長職務代理者 平　山　孝　雄

委　　　員 伊　藤　博　之

委　　　員 大　木　睦　子

教　育　長 二　村　好　美

教育長職務代理者

委　　　員

委　　　員

大　木　睦　子

匝瑳市教育委員会委員名簿

職　　　名 氏　　　名

委　　　員

職　　　名

教　育　長

氏　　　名

二　村　好　美

平　山　孝　雄

伊　藤　博　之

熱 田 と し 子
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匝瑳市教育委員会委員名簿



30

石　井　秀　光

寺　嶋　清　一

有　田　　　光

鈴　木　　　敦

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(第26条)の規定により、教育委員会は、教育に関する
　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、議会に
　提出するとともに、公表することとされています。
　

　　匝瑳市教育委員会では、令和元年度における事務の管理及び執行の状況について、学識経験者から
　意見をいただきながら、点検及び評価を実施し、その結果をまとめました。

 ○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26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（同条第三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。

  点検及び評価有識者会議委員名簿


