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┠  ḟ

Ϩ࠙ ᴫ  せ ࠚ
㸯㸬ᩍ⫱ጤဨࡘ࠸࡚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯
ர⌮⏫ᩍ⫱ጤဨጤဨྡ⡙
㸰㸬ᮏሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰
㸱㸬ᑐ㇟ࡍࡿົཬࡧᴗ➼Ⅼ᳨࣭ホ౯ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ 
    ពぢ➼ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᏛ㆑⤒㦂⪅ྡ⡙
㸲㸬ர⌮⏫ᩍ⫱ᇶᮏ᪉㔪   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱
㸳㸬ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘர⌮⏫ᩍ⫱㔜Ⅼ⟇   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㹼㸲
㸴㸬ர⌮⏫ᩍ⫱ጤဨࡢ⤌⧊ᶵᵓᅗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸳

ϩ࠙ ᩍ⫱ጤဨࡢάື≧ἣ➼ ࠚ
㸵㸬ᩍ⫱ጤဨࡢ㆟ࡢ㛤ദ≧ἣ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸴㹼
㸶㸬㆟௨እࡢάື≧ἣ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

Ϫ࠙ ཧ⪃㈨ᩱ ࠚ
㸷㸬ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ ᩍ⫱㈝ෆヂ㸦Ỵ⟬㢠㸧  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 
㸬Ꮫᰯࡢ≧ἣ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 

ϫ࠙ 㔜Ⅼⓗ࡞ົཬࡧᴗ➼ࡢⅬ᳨ཬࡧホ౯ࡢࢩ࣮ࢺ ࠚ
㸦㸯㸧Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᐇ
ձ እᅜㄒᣦᑟຓᡭ㓄⨨ᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ղ ᑠ୰Ꮫᰯሗᩍ⫱ᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ճ ᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫱⯆ᴗ㸦≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
մ Ꮫᰯಖ᥎㐍ᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
յ ≉ูᨭᩍ⫱᥎㐍ᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
ն せಖㆤ࣭‽せಖㆤඣ❺⏕ᚐᑵᏛຓᴗ㸪≉ูᨭᩍ⫱ᑵᏛዡບᴗ ࣭㹼
շ Ꮫᰯᩍ⫱タ⟶⌮ᩚഛᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
ո බ❧Ꮫᰯタ⅏ᐖᪧᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
չ ዡᏛ㔠㈚ᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
պ Ꮫᰯ⤥㣗ࢭࣥࢱ࣮ᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
ջ ⚾❧ᗂ⛶ᅬᑵᅬዡບᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼


 
㸦㸰㸧⏕ᾭᏛ⩦ࡢᐇ⯆
ռ ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍యไࡢᩚഛᐇ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
ս ⏕ᾭᏛ⩦㛵ࡍࡿሗ⟶⌮࣭ᥦ౪యไࡢᐇ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
վ ⏕ᾭᏛ⩦ᶵࡢᣑᏛ⩦άືࡢಁ㐍ᨭࡢᙉ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
տ ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵཬࡧὶᶵࡢᐇ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
ր ᅗ᭩㤋άື   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
ց ⏕ᾭᏛ⩦ᣐⅬタࡢᩚഛᐇ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
 
㸦㸱㸧ᩥࡢ㐀ά⏝
ւ άືᣐⅬタࡢᩚഛ⏫ⓗ࡞ⱁ⾡ᩥάືࡢ᥎㐍   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
փ ⱁ⾡ᩥᅋయࡢ⫱ᡂᣦᑟ⪅ࡢ☜ಖ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
ք ᩥ㈈ಖㆤᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
दᩥ㈈ࡵࡄࡾᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
ध㒓ᅵ㈨ᩱ㤋ᴗ㸦㈨ᩱ㞟࣭ಖᏑ㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
न㒓ᅵ㈨ᩱ㤋ᴗ㸦ᒎ♧㛵ಀ㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
ऩ㒓ᅵ㈨ᩱ㤋ᴗ㸦ᩍ⫱ᬑཬάື㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
प⏫ྐ⦅⧩ᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㹼
 
㸦㸲㸧♫య⫱ࢫ࣏࣮ࢶࡢ⯆
फබẸ㤋ᴗ㸦♫య⫱㸧㹹ர⌮୰ኸ࣭㐂㝰࣭Ⲩ࣭ྜྷ⏣ᆅ༊බẸ㤋㹻 ࣭  
बబ⸨グᛕయ⫱㤋ᴗ㸦♫య⫱㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
भྜྷ⏣య⫱㤋ᴗ㸦♫య⫱㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
मᾏὒࢭࣥࢱ࣮ᴗ㸦♫య⫱㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
यࢫ࣏࣮ࢶ㢧ᙲᘧ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
रᾏὒࢭࣥࢱ࣮⟶⌮ᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
ऱⲨయ⫱㤋⟶⌮ᴗ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
लᒇእయ⫱タᩚഛᴗ㸦බㄆ࣐ࣛࢯࣥࢥ࣮ࢫᩚഛᴗ㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭  
ळ♫య⫱ᴗ㸦ࢃࡓࡾ⯆࣐ࣛࢯࣥ㸧   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  

Ϩ࠙ᴫ

せࠚ


㸯㸬ᩍ⫱ጤဨࡘ࠸࡚

ᩍ⫱ጤဨࡣࠊ㤳㛗ࡽ⊂❧ࡋࡓ❧ሙ࡛ࡍ࡚ࡢ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ⏫ᮧ➼タ⨨ࡉࢀ
ձ  Ꮫᰯࡑࡢࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࢆ⟶⌮ࡋࠊᏛᰯࡢ⤌⧊⦅ไࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࠊᩍ⛉᭩ࡑࡢ
ࡢᩍᮦࡢྲྀᢅཬࡧᩍ⫱⫋ဨࡢ㌟ศྲྀᢅ㛵ࡍࡿົࢆ⾜࠺ࠋ
ղ  ♫ᩍ⫱ࡑࡢᩍ⫱ࠊᏛ⾡ཬࡧᩥ㛵ࡍࡿົࢆ⟶⌮ࠊᇳ⾜ࡍࡿࠋ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊጤဨࡢྜ㆟ࡼࡗ࡚ົᒁࢆᣦ┘╩ࡋ⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ⾜ᨻᶵ㛵࡛ࡍࠋ

ጤဨࡣࠊே᱁ࡀ㧗₩࡛ࠊᩍ⫱ࠊᏛ⾡ཬࡧᩥ㛵ࡋ㆑ぢࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕࡽࠊ
⏫㛗ࡀࠊ⏫㆟ࡢྠពࢆᚓ࡚௵ࡋࡲࡍࠋࡑࡢᐃᩘࡣࠊᶆ‽࡛ࡣ㸳ேࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ர⌮⏫ᩍ⫱ጤဨ࡛ࡶጤဨࡣ㸳ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦ୗẁཧ↷㸧
ࡑࡢ௵ᮇࡣࠊ㸲ᖺ࡛௵ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ࡑࡢ࠺ࡕࠊጤဨ㛗ࡢ௵ᮇࡣᖺ࡛ࠊጤဨࡢ୰ࡽ㑅ᣲࡉࢀࠊᩍ⫱ጤဨࡢ㆟ࢆᐓ
ࡋ㸪ጤဨࢆ௦⾲ࡋࡲࡍࠋ
ᩍ⫱㛗ࡣࠊᩍ⫱ጤဨࡢ୰ࡽᩍ⫱ጤဨࡀ௵ࡋࠊᩍ⫱ጤဨࡢᣦ┘╩ࡢୗᩍ
⫱ጤဨࡢᶒ㝈ᒓࡍࡿࡍ࡚ࡢົࢆࡘࡉࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢົࢆฎ⌮ࡍࡿࡓࡵࠊົᒁࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ர⌮⏫ᩍ⫱ጤဨࡢ㺂ලయⓗ࡞ᶵᵓᅗࡣࠊ㸳࣮࣌ࢪ♧ࡋࡲࡍࠋ

࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

ர⌮⏫ᩍ⫱ጤဨጤဨྡ⡙
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బ  ⸨  ṇ  ⾜
᳃     ᜨ  Ꮚ
బ  ⸨  ᚨ  ⨾
⋢  ⏣  ಇ  ୍
ᒾ  ᇛ  ᩄ  ኵ






㸰㸬ᮏሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ 

 ࡇࡢሗ࿌᭩ࡣࠊࠕᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿἲᚊࠖᐃࡵࡿࡇࢁࡼ
ࡾࠊர⌮⏫ᩍ⫱ጤဨࡢᶒ㝈ᒓࡍࡿᩍ⫱㛵ࡍࡿົࡢ⟶⌮ཬࡧᇳ⾜ࡢ≧ἣࡘ࠸
࡚Ⅼ᳨ཬࡧホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆࠊᮏሗ࿌᭩ྲྀࡾࡲࡵ࡚సᡂࡋࠊࡇࢀࢆர⌮⏫㆟
ᥦฟࡍࡿࡶࠊබ⾲ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ




㸱㸬ᑐ㇟ࡍࡿົཬࡧᴗ➼Ⅼ᳨࣭ホ౯ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ 

 ᑐ㇟ࡍࡿົཬࡧᴗ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘᐇࡋࡓົཬࡧᴗ➼ࡢ
࠺ࡕࠊⅬ᳨࣭ホ౯ࢆ⾜࠺࠶ࡓࡾர⌮⏫ᩍ⫱㔜Ⅼ⟇➼㸦㸱㹼㸲࣮࣌ࢪཧ↷㸧ࡽ≉
㔜せᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡘ࠸࡚㑅ᐃࡋࠊࡑࡢᴫせᐇ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲࡵࡓ
࠺࠼࡛ࠊࡲࡎࠊົᒁࡢᢸᙜ⪅ࡼࡿⅬ᳨࣭ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊḟࠊᩍ⫱ጤဨཬࡧᩍ⫱
ࡘ࠸࡚ࡢ㐀ユࡀ῝࠸Ꮫ㆑⤒㦂⪅㸰ྡࢆࡲࡌ࠼ࡓ㆟ࢆ⾜࠺୰࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢෆᐜ➼
ࡘ࠸࡚ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥᙧᘧ࡛༑ศ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚Ⅼ᳨࣭ホ౯ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊࠕ㔜Ⅼⓗ
࡞ົཬࡧᴗ➼ࡢⅬ᳨ཬࡧホ౯ࡢࢩ࣮ࢺࠖពぢ➼ࢆྲྀࡾࡲࡵࡲࡋࡓࠋ




࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



ពぢ➼ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᏛ㆑⤒㦂⪅
ពぢ➼ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᏛ㆑⤒㦂⪅

ྈ 㔝  㑥 Ặ  㸦ர⌮⏫ୗⲈ⏣ᅾఫ㸧

Ṋ ⸨ ⫱ Ꮚ Ặ  㸦ர⌮⏫ྜྷ⏣ᅾఫ㸧









㸲㸬ர⌮⏫ᩍ⫱ᇶᮏ᪉㔪
㸲㸬ர⌮⏫ᩍ⫱ᇶᮏ᪉㔪
ர⌮⏫ᩍ⫱ᇶᮏ᪉㔪

㟈⅏⯆ィ⏬ࢆࡩࡲ࠼ࠊᏛᰯࢆᣐⅬࡋࡓ⅏ᐖᙉ࠸ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ⌮ᛕᇶ࡙ࡁࠊᚰ㇏
࡛ࡓࡃࡲࡋ࠸ே࡙ࡃࡾ࣭άຊ࠶ࡿࡩࡿࡉ࡙ࡃࡾࢆࡵࡊࡋࠊ
  ࡿࡁ⏕ࠕ ۍຊࠖࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡍᏛᰯᩍ⫱
ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡍᏛᰯᩍ⫱
  ࠊࡕࡶࢆ࠸ࡀࡁ⏕ ۍᨭ࠼ྜ࠺ᆅᇦ♫
⏕ࡁࡀ࠸ࢆࡶࡕࠊᨭ࠼ྜ࠺ᆅᇦ♫
  ۍᆅᇦࡢఏ⤫ࡸᩥࡢά⏝㐀
ᆅᇦࡢఏ⤫ࡸᩥࡢά⏝㐀
  ۍ㨩ຊ࠶ࡿࢫ࣏࣮ࢶࡢ⯆
㨩ຊ࠶ࡿࢫ࣏࣮ࢶࡢ⯆
ࢆ୰ᚰࠊᏛᰯ࣭ᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫ࡀ୍య࡞ࡗ࡚ࠊ⏫Ẹࡢ⏕ᾭࢃࡓࡿᏛ⩦ࡢᐇດࡵ
ࡿࠋ



㸳㸬ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ
㸳㸬ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ
ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘர⌮⏫ᩍ⫱㔜Ⅼ⟇
ர⌮⏫ᩍ⫱㔜Ⅼ⟇

㟈⅏ᪧィ⏬ࡢᇶᮏ⌮ᛕࢆࡩࡲ࠼ࠊᏛᰯᩍ⫱♫ᩍ⫱ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ⏫Ẹ୍ே୍ேࡀ⮬
ᕫᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࠊᗣ࡛⏕ࡁࡀ࠸‶ࡕࡓ⏕ᾭᏛ⩦♫ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢ⟇ࢆ⾜
࠺ࠋ

㸦㸯㸧
㸦㸯㸧 Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᐇ
Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᐇ
☜࡞Ꮫຊ࣭㇏࡞ᚰ࣭ࡓࡃࡲࡋ࠸యࡢㄪࡢࢀࡓࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢ⫱ᡂດࡵࡿࠋ

 ព࠶ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ
ձᇶ♏࣭ᇶᮏࡢ☜ᐇ࡞⩦ᚓᐃ╔ཬࡧά⏝ຊࡢ⫱ᡂ
ղᏛ⩦⩦័ࡢ☜❧యⓗᏛ⩦ࡼࡿᏛຊྥୖࡢ᥎㐍ཬࡧయ㦂Ꮫ⩦ࡢᐇ
ճつ⠊ព㆑ࢆษࡋࡓᚰࡢᩍ⫱ཬࡧࠕᚿᩍ⫱ࠖࡢ᥎㐍
մయຊ࣭㐠ື⬟ຊࡢྥୖཬࡧᗣቑ㐍Ᏻᩍ⫱ࡢ᥎㐍
յ⅏ᐖయ㦂ࡢఏᢎ㜵⅏ᩍ⫱ࡢ᥎㐍

 ព‶ࡕࡓᏛᰯ⤒Ⴀ
ձᆅᇦ༶ࡋࡓ≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ⤒Ⴀࡢ᥎㐍
ղᐙᗞࠊᆅᇦ♫㛤ࢀࡓᏛᰯ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍



ճᩍ⫋ဨࡢ◊ಟࡢᐇᏛᰯホ౯ࢆ㏻ࡋࡓ㐀ⓗ࡞Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢᒎ㛤





࢘ Ꮫ⩦⎔ቃࡢᐇᏛ⩦άືᨭయไ
ձඣ❺⏕ᚐࡢࠕᚰࡢࢣࠖࡢ⥅⥆ⓗᨭࡢ᥎㐍
ղᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓ≉ูᨭᩍ⫱ࡢ᥎㐍
ճᏛ⩦⎔ቃࡢᩚഛᐇ㐺ษ࡞⟶⌮
մ௬タఫᏯᒃఫࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦⎔ቃࡢᨭ
յඣ❺⏕ᚐࡢᏳᣦᑟࡢᚭᗏ㣗⫱ࡢ᥎㐍
նඣ❺⏕ᚐࡢ⫱ᡂ㛵ࡍࡿ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ



㸦㸰㸧
㸦㸰㸧 ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᐇ⯆
⏕ᾭᏛ⩦ࡢᐇ⯆
    ₶࠸ࡢ࠶ࡿ⏕άࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࠊ⏕ᾭࢃࡓࡿᏛ⩦ࡢᨭດࡵࡿࠋ
   ձ ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍యไࡢᩚഛᐇ
   ղ ⏕ᾭᏛ⩦㛵ࡍࡿሗ⟶⌮࣭ᥦ౪యไࡢᐇ
   ճ ⏕ᾭᏛ⩦ᶵࡢᣑᏛ⩦άືࡢಁ㐍ᨭࡢᙉ
   մ ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵཬࡧὶᶵࡢᐇ
   յ ᅗ᭩㤋άືࡢᐇ
   ն ⏕ᾭᏛ⩦ᣐⅬタࡢᩚഛᐇ


㸦㸱㸧
㸦㸱㸧 ᩥࡢ㐀ά⏝
ᩥࡢ㐀ά⏝
࠾ࡾ㧗࠸ⱁ⾡ᩥࡢ㐀ᩥ㈈ࡢಖㆤཬࡧά⏝ດࡵࡿࠋ

   ձ άືᣐⅬタࡢᩚഛ⏫ⓗ࡞ⱁ⾡ᩥάືࡢ᥎㐍
   ղ ⱁ⾡ᩥᅋయࡢ⫱ᡂᣦᑟ⪅ࡢ☜ಖ
   ճ ᩥ㈈࣭ᩥ㑇⏘ࡢಖㆤ࣭ಖᏑά⏝ࡢ᥎㐍
   մ 㒓ᅵࡢṔྐ⏕άᩥぶࡋࡴάືࡢ᥎㐍
   յ ⏫ྐ⦅ࡉࢇᴗࡢ᥎㐍


㸦㸲㸧
㸦㸲㸧 ♫య⫱ࢫ࣏࣮ࢶࡢ⯆
♫య⫱ࢫ࣏࣮ࢶࡢ⯆
    ࡞ᚰ㌟ࡢ⦎☻㐃ᖏព㆑ࡢ㧗ᥭࢆࡵࡊࡋࠊ⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶࡢ⯆ົࡵࡿࠋ
   ձ ⏫Ẹ⥲ཧຍࡼࡿ⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶࡢ⯆
   ղ ⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶ㛵ಀᅋయ࣭ᣦᑟ⪅ࡢ⫱ᡂ➇ᢏຊࡢྥୖ
   ճ ࢫ࣏࣮ࢶタ࣭タഛ➼ࡢᐇຠ⋡ⓗά⏝ࡢ᥎㐍
   մ ࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ࣭ὶᴗࡢ᥎㐍



㸴㸬ர⌮⏫
㸴㸬ர⌮⏫ᩍ⫱ጤဨࡢ⤌⧊ᶵᵓ
ர⌮⏫ᩍ⫱ጤဨࡢ⤌⧊ᶵᵓᅗ
ᩍ⫱ጤဨࡢ⤌⧊ᶵᵓᅗ㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ㸧 

ϩ࠙ᩍ⫱ጤဨࡢάື≧ἣ➼ࠚ


㸵㸬ᩍ⫱ጤဨࡢ㆟ࡢ㛤ദ≧ἣ


ᖹᡂᖺᗘ㛤ദࡉࢀࡓர⌮⏫ᩍ⫱ጤဨࡢ㆟ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ᐃࡣẖ᭶㸯ᅇ⾜࡞࠸ࠊᚲせᛂࡌ࡚⮫ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ
ᮇ  ᪥

༊  ศ

㆟    ➼

㸲᭶㸯㸵᪥ ⅆ 

➨㸯ᅇ⮫






༠㆟

࣭㆟➨ྕ +ᖺᗘ୍⯡ィ⿵ṇண⟬ ➨ྕ ᑐࡍ
ࡿពぢࡘ࠸࡚
࣭㆟➨ྕ +ᖺᗘ୍⯡ィ⿵ṇண⟬ ➨ྕ ᑐࡍ
ࡿពぢࡘ࠸࡚
࣭ሗ࿌➨ྕ ர⌮⏫❧Ꮫᰯ་ጤკࡢ୍㒊ኚ᭦ࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌  ࡞ࡋ

࣭Ṋ㐨ᚲಟࠊᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝࠊ⿕⅏ᰯඣ❺࣭⏕
ᚐࡢືែ➼ࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡

㸲᭶㸰㸳᪥ Ỉ 

➨㸰ᅇᐃ




༠㆟

࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌  ᰯ㛗࣭ᩍ㢌ྜྠ㆟࡛ᣦ♧ఏ㐩ࡋࡓෆᐜ
        ཬࡧᩍ⫱㛗㆟ࡢෆᐜࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ᑐࡍࡿ㉁ᛂ⟅㸦Ꮫᰯࡢ㜵⅏࣐ࢽࣗࣝ㛵
㐃㸧

࣭ᏛᰯࡢಟᏛ᪑⾜ࡢືྥࠊᨺᑕ⥺㔞➼ࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡

㸳᭶㸰㸲᪥ ᮌ 

➨㸱ᅇᐃ




༠㆟

࣭ሗ࿌➨ྕ ᩍ⫱ጤဨົᒁࡢ⫋ဨཬࡧᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ⫋ဨ
㸦┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ௵චࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌  ᰯ㛗࡛ᣦ♧ఏ㐩ࡋࡓෆᐜࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ᑐࡍࡿ㉁ᛂ⟅ ᦠᖏ㟁ヰࡢ࠸᪉㛵㐃 

࣭ᑠᏛᰯ⾜ཧຍࡋ࡚ࡢពぢࠊ⿕⅏ᰯࡢ⌧≧ࡘ࠸
࡚ࡢ㉁ᛂ⟅ࠊᩍ⫋ဨࡢᗣ⟶⌮ࡘ࠸࡚
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡

㸴᭶㸯㸯᪥ ᭶ 

➨㸲ᅇ⮫ ࣭㆟➨ྕ +ᖺᗘ୍⯡ィ⿵ṇண⟬ ➨ྕ ᑐࡍ
ࡿពぢࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌  ࡞ࡋ






༠㆟

࣭㜵⅏㛵ಀ㸦㑊㞴ᡤ࣭㜵⅏カ⦎➼㸧ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ᛂ⟅
࣭Ꮫᰯゼၥࢆ⤊࠼࡚ࡢពぢ
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡

㸴᭶㸰㸵᪥ Ỉ 

➨㸳ᅇᐃ


༠㆟

࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ ᰯ㛗࡛ᣦ♧ఏ㐩ࡋࡓෆᐜࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ᑐࡍࡿ㉁ᛂ⟅㸦㹀㸤㹅ࣉ࣮ࣝ⏝㛵ಀ㸧

࣭ᨺᑕ⬟㛵㐃ࠊ⿕⅏Ꮫᰯࡢᰯ㛵ಀࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡
                                

㸵᭶㸯㸶᪥ Ỉ 

➨㸴ᅇᐃ









༠㆟

࣭㆟➨ྕ +ᖺᗘ୍⯡ィ⿵ṇண⟬ ➨ྕ ᑐࡍ
ࡿពぢࡘ࠸࡚
࣭㆟➨ྕ Ꮫᰯ⤥㣗ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨጤဨࡢጤკ
ࡘ࠸࡚
࣭㆟➨ྕ ᚰ㌟㞀ᐖඣᑵᏛᣦᑟᑂ㆟ጤဨࡢጤკ
       ࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ ᰯ㛗࡛ᣦ♧ఏ㐩ࡋࡓෆᐜࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ᑐࡍࡿ㉁ᛂ⟅㸦ඣ❺⏕ᚐࡢᨾ㜵Ṇ㛵
ಀ㸧

࣭ᮾභ┴ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ ᩍ⫱ጤဨ࣭ᩍ⫱㛗◊ಟཧ
 ຍಀࡿ
࣭⿕⅏Ꮫᰯ㛵ಀࡢሗ
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡

㸶᭶ 㸴᪥ ᭶ 

➨㸵ᅇ⮫







༠㆟

࣭㆟➨ྕ ᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡘ࠸࡚
࣭㆟➨ྕ +ᖺᗘ୍⯡ィ⿵ṇண⟬ ➨ྕ㸧ᑐࡍ
ࡿពぢࡘ࠸࡚
࣭ሗ࿌➨ྕ ர⌮⏫ࢫ࣏࣮ࢶ᥎㐍ᑂ㆟ጤဨࡢጤკࡘ࠸
       ࡚
࣭ሗ࿌➨ྕ ர⌮⏫♫ᩍ⫱ጤဨࡢጤკࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ ࡞ࡋ

࣭⿕⅏Ꮫᰯࡢಖㆤ⪅ㄝ᫂㛵ࡍࡿሗᥦ౪
࣭࠸ࡌࡵࠊⓏᰯ㛵ಀࡢሗ
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡

㸶᭶㸱㸯᪥ 㔠 

➨㸶ᅇᐃ




༠㆟

࣭㆟➨ྕ +ᖺᗘ୍⯡ィ⿵ṇண⟬ ➨ྕ㸧ᑐࡍ
ࡿពぢࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ 㸷᭶ᰯ㛗࡛ᣦ♧ఏ㐩ࡍࡿෆᐜࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ᑐࡍࡿ㉁ᛂ⟅㸦⏕ᚐᣦᑟ㛵ಀ㸧

࣭Ꮫᰯࡢᬬࡉᑐ⟇ࡘ࠸࡚ሗ
࣭ᨺᑕ⥺㔞 ᐃࡘ࠸࡚
࣭⿕⅏ᰯ㛵ࡍࡿሗ
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡




㸷᭶㸰㸵᪥ ᮌ 

➨㸷ᅇᐃ




༠㆟

࣭㆟➨ྕ ᩍ⫱㛗ࡢ௵ࡘ࠸࡚
࣭㆟➨ྕ +ᖺᗘᩍ⫱ຌ⦼⪅⾲ᙲࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ ᭶ᰯ㛗࡛ᣦ♧ఏ㐩ࡍࡿෆᐜࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ᑐࡍࡿ㉁ᛂ⟅㸦ᩍ⫋ဨ␗ື᪉㔪㛵ಀ㸧

࣭ጤဨ㛗㎡⫋క࠺ḟᮇጤဨ㛗ࡢ㑅௵ࠊ⫋ົ௦⾜⪅㆟ᖍ㡰
 ➼㑅ฟ ᣦྡ᥎⸀᪉ᘧ 
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡

㸯 㸮 ᭶ 㸰 㸲 ᪥ ➨ᅇᐃ

Ỉ 


༠㆟


࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ ᭶ᰯ㛗࡛ᣦ♧ఏ㐩ࡍࡿෆᐜࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ᑐࡍࡿ㉁ᛂ⟅ ᑂ⪅ሗ㛵ಀࠊࣥࣇࣝ
 ࢚ࣥࢨ➼ࡼࡿฟᖍṆࡢᢅ࠸㛵ಀ㸧

࣭Ⲩᆅ༊㛵ࡍࡿሗ
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡ 

㸯㸯᭶㸰᪥ 㔠 

࣭㆟➨ྕ +ᖺᗘ୍⯡ィ⿵ṇண⟬ ➨ྕ ᑐࡍ
ࡿពぢࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ ࡞ࡋ

࣭Ꮫຊ㛵ಀ࣭Ⓩᰯ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡢሗ
࣭㟈⅏⯆ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡

➨ᅇ⮫



༠㆟

㸯 㸯 ᭶ 㸰 㸶 ᪥ ➨ᅇᐃ

Ỉ 

༠㆟



㸯㸰᭶㸳᪥ Ỉ 

➨ᅇᐃ

࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ ᭶ᰯ㛗࡛ᣦ♧ఏ㐩ࡍࡿෆᐜࡘ࠸࡚
࣭ᩍ⫱㛗ሗ࿌ᑐࡍࡿ㉁ᛂ⟅ 㜵⅏㛵ಀ 

࣭ᐑᇛ┴ᩍ⫱ጤဨ࣭ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨᩍ⫱᠓ヰฟᖍ
 ࡋࡓෆᐜࡘ࠸࡚ሗ࿌ࠋ
࣭Ꮫົㄢ㛗࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗ࡽࡢ㐃⤡

࣭㆟➨ྕ +ᖺᗘ୍⯡ィ⿵ṇண⟬ ➨ྕ ᑐࡍ
ࡿពぢࡘ࠸࡚
࣭㆟➨ྕ ᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡘ࠸࡚
㛗™ᑠᰯ⯋እゎయ⅏ᐖᪧᕤ㸧
࣭㆟➨ྕ ᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡘ࠸࡚
Ⲩ୰ᰯ⯋እゎయ⅏ᐖᪧᕤ㸧 
࣭㆟➨ྕ ᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡘ࠸࡚
      㸦ᆅᇦὶᣐⅬタᩚഛᴗྜྷ⏣ᆅ༊ᕤ㸧
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（１）

学校教育の充実
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

外国語指導助手配置事業

学務課
教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）

学校教育の充実・・・ア

創意ある教育課程の編成

①

基礎・基本の確実な習得と定着及び活用力の育成

②

学習習慣の確立と主体的学習による学力向上の推進及び体験学習の充実

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

事業の概要
各小・中学校に外国語指導助手を派遣し、中学校における外国語指導の充実を図る
とともに、小学校での外国語活動及び国際理解教育の振興を図る。

実施状況
外国語指導助手の派遣を民間業者２者に委託し、各小中学校における指導計画等に
基づき派遣している（小学校１名、中学校２名）。
小学校外国語指導助手業務委託料

4,210,395 円

中学校外国語指導助手業務委託料

6,678,000 円

成果と課題等
派遣期間の制限や委託契約の業務内容等の契約条件について、契約担当課及び派
遣・委託業者と連絡を取りながら、適正な契約に努めていく。
学習指導要領の改定により、小学校での外国語活動、中学校での外国語の授業時間
数の増加や今後の社会のグローバル化を考えたときに、外国語指導助手として、良い
人材を確保することが重要であることから、希望に沿った人材の確保について業者と
の連携を図るとともに、強く要望していく。また、彼らの新しい活用方法を検討する
必要もある。

【学識経験者の意見等】
・

今後とも適切な対応をお願いします

・

今後とも、いい人材を確保し、外国語活動の充実を図ってほしいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

小中学校情報教育事業

学務課
教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）
ア

学校教育の充実
創意ある教育課程の編成
① 基礎・基本の確実な習得と定着及び活用力の育成

イ

創意に満ちた学校経営
③ 教職員の研修の充実と学校評価を通した創造的な学校経営の展開

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

概

要
情報を扱う能力を高めることによって、児童生徒が情報社会の中で主体性や創造性
を発揮できるようになることを目的とし、課題や目的に応じて情報手段を適切に活用
することを含めて，必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し，受け手
の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力を養う。

小学校
１．

小中高の学年に応じて情報機器に慣れ、多様な情報の中で情報を主体的に選

択・活用する体験やメディアの多様な活用を体験から情報の扱い方の基本を習得
させることを重点的に行った。
２．

便利な反面、危険な面があることを認識させることにも力を注いだ。

３．

情報機器やメディアは道具としての手段であることを認識させる必要がある。

中学校
１．

小学校での経験を発展させ、生徒の興味・関心に応じて選択的に履修できる発
展的な内容を設け、資料の収集，処理や発表，数値計算や観察，実験などで，コ
ンピュータや情報通信ネットワークを効果的に活用した。

２．

生徒自身が主体的に必要な情報を考え，それを収集，処理，伝達する方法とし

て情報手段の活用を取捨選択する機会を与えることで，情報活用の実践力を育成
した。
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成果と課題等
現代社会で不可欠となっているパソコンなどの電子機器の基礎的な利用知識等の習
得のための情報教育を行っていく上で、重要な役割をはたしている事業である。
しかし、コンピュータを扱うために専門的な知識を必要とすることもあり、指導す
る教員も新しい情報を常に入手し時代に即応する能力が求められることから、学校と
設備を管理する教育委員会とが密接に連携していくことが必要である。
また、震災により中学校のハードの更新が延期されていることから、今後速やかに
更新を図っていく。
ソフト面では研修会等の開催や外部研修会への参加を促し、今後も続々と出てくる
機器や通信方法にも目を配り、情報モラルの習得に向けて児童生徒の指導に当たれる
よう情報教育の充実を図りたい。

【学識経験者の意見等】
・

インターネットに関する問題の多発している今日、機種の更新と同時に教師、児

童生徒を対象にした研修を開き対応できるようお願いします。
・

インターネットの人権侵害の危険性についても、教員及び児童、生徒に対して研

修の機会を計画的に設けてほしいと思います。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

小中学校教育振興事業（特色ある学校づくり）

学務課
教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）
ア

学校教育の充実
創意ある教育課程の編成
② 学習習慣の確立と主体的学習による学力向上の推進及び体験学習の充実

イ

創意に満ちた学校経営
①

地域に即した特色ある学校経営の推進
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【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
概

要
平成１４年度から実施された新学習指導要領による「総合的な学習」の創造的活動
を展開し、学校が特色ある学校づくりを推進できるよう補助金を助成している。

実施状況
補助金交付申請書及び実績報告書の提出により、各学校の事業内容を精査すること
で、補助金の適正な執行を担保している。
学校は自由に事業を行えることから、地域に根差した総合的な学習を行っており、
学校在所地区の文化、伝統を継承することに一役買っていると考えられる。
成果と課題等
実績報告書等で確認する限り、地域と学校の橋渡しとして有意義に補助金が執行さ
れていることが伺える。今後も継続して補助していく意義は十分にあると感じている。
補助金は、各学校とも地域に根差した特色ある学校づくりに活用されており、さら
に今後は特色ある教育活動の様子を各学校のホームページ等を活用して公表してほし
いと考えている。

【学識経験者の意見等】
・

各校とも限られた時数の中で地域に根差した特色ある学習に取り組み、成果もあ
げているようです。今後とも適切な対応をお願いします。

・

各校の特色ある学校づくりのために大変有意義な事業になっています。今後と
も、継続してほしいと思います。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

学校保健推進事業

学務課
教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）

学校教育の充実
ア

創意ある教育課程の編成
④ 体力・運動能力の向上及び健康増進と安全教育の推進

ウ

学習環境の充実と学習活動支援体制
⑥ 児童生徒の健全育成に関する関係機関との連携
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【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
概要と実施状況
学校における保健管理と保健教育について、児童生徒等の健康の保持増進を図るこ
と、集団教育としての学校教育活動に必要な健康や安全への配慮を行うこと、自己や
他者の健康の保持増進を図ることができるような能力を育成すること等の充実のため
に適切な指導及び支援を行った。
学校医（各校に配置）
校医

１０名

眼科校医

２名

耳鼻科校医

１名

歯科校医

９名

児童生徒学校検診
校内検査（身長、視力、聴力、等）
検診機関による検査（尿検査、心電図検査、寄生虫卵検査、等）
校医による検診（内科、眼科、耳鼻科、歯科）
就学時健康診断
実施日：平成２４年１０月２３日～１０月２５日
会

場：亘理町中央公民館

対象者：２５年度就学予定者（２８９名）
成果と課題等
震災後、むし歯数の増加や肥満傾向など子どもの健康が後退しており、全国的に低
位である宮城県の中でも亘理町は低位にいる状況である。更なる悪化を防止するため
に学校、専門機関や健康推進課等と連携を図り、健康観察を行いながら子どもの健康
の向上を目指す対策を講じる必要がある。
また、体力・運動能力の向上についても各学校で工夫して取り組んでいるが、こち
らも依然として低い傾向にある。震災による遊ぶ場所・遊ぶ時間の減少も要因の一つ
と考えられるが、健康増進と併せてこちらの対策も講じる必要がある。

【学識経験者の意見等】
・

健康の保持増進を図るには、何より本人の自覚と家庭の協力が必要です。学校教

育の中で、PTA活動の中で、家庭教育支援事業の中で具体的に取り組むよう指導支援
をお願いします。
・

虫歯予防について、数値目標を設定し、それに向けて各機関PTA等と連携を図り、
啓蒙に努めてほしいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

特別支援教育推進事業

学務課
教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）

学校教育の充実・・・ウ

学習環境の充実と学習活動支援体制

② 教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進
⑥ 児童生徒の健全育成に関する関係機関との連携

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
概要と実施状況等
障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという
視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、
生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行った。
また、平成１９年４月から「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられており、
すべての小・中学校において障害のある幼児児童生徒の支援をさらに推進している。
１．学校見学及び教育相談
心身に障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学先を決定するための準備として
保護者、対象児童生徒等を対象に居住地校、特別支援学校の見学、教育に関する
相談事業を行う。
・開催日：平成２４年６月～８月（随時個別対応）
２．亘理町心身障害児就学指導審議会
教育委員会の諮問に応じ、心身に障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学指
導に関する重要事項を調査審議するため、亘理町心身障害児就学指導審議会を設
置している。
・開 催 日：平成２４年１１月８日（木）
・審 議 件 数：９８件（新就学８件

在学生４５名

ことばの教室

４５名）

・出 席 者：委員（学校医、小中学校長、学識経験者、関係職員）
説明員（担任、担当保健師等）
３．関係機関との連携
特別支援教育に関するネットワークを密にするため、特別支援教育地域セン
ター校である山元支援学校主催の亘理・山元地区特別支援教育連絡会に参加し、
また、必要に応じ、発達障害者支援センター、児童相談所、保健センター、ハロ
ーワーク等、福祉、医療、保健、労働関係機関との連携を図った。
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４．特別支援教育支援員の配置
障害のある児童生徒の学習上・生活上の支援を行うため、亘理町教育委員会
の事業として特別支援教育に関する支援員を配置しその活用を図った。
・配置校：小中学校全校（小学校１０名、中学校４名）
５．町立小中学校特別支援学校児童・生徒合同訓練事業（七ツ森希望の家）補助金
亘理町立小・中学校特別支援学級設置校担当者会に対し補助金を交付した。
児童生徒の社会生活への適応力を高めること、共同学習を推進し社会生活へ
の適応力を高めることを目的としている。
・事業内容：特別支援学級在籍児童生徒合同学習事業、校外活動（年４回）

成果と課題等
（１～３

について）

就学先決定に向けて関係機関と連携しながら個々の障害状態を把握した上で、保護
者等に対し適切なガイダンスを行うことが必要である。２４年度については概ね自己
評価できるものと考えるが、年々障害を持った児童生徒が増加傾向であることから将
来的に専門の相談員等を活用することも視野に入れる必要がある。
（５

について）
特別支援学級在籍の児童生徒数が増加しており、校外学習（町外）の際に町の大型

バス（３３人乗り）では対応できなくなってきた。不足分を別の公用車（ワゴン車
等）で対応するも、職員の同乗が必要となるため、人的コストは非常に大きいと考え
る。今後は民間大型バスの借上げが検討事項となる。しかし、賃借料が発生すること
により、宿泊費等に加えてさらに保護者の負担増が考えられるため、補助金の額につ
いて若干上乗せを検討したい。
（総

括）
特別支援学級に在籍する児童生徒や通常学級でも特別に支援が必要な子の増加傾向

を考えたときに、県に教職員の増員を申請しながら、町の単独事業である特別支援教
育支援員の適正配置を今後も継続する必要がある。

【学識経験者の点検・評価・意見等】
・

通常学級の中にも支援の必要な児童生徒がおり、担任教師にとって大きな負担と
なっています。今後より一層の支援員の拡充配置をお願いします。

・

支援員の配置及び、補助金の交付等、児童生徒、保護者にとって大変有意義な事
業になっています。今後とも、継続してほしいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

要保護・準要保護児童生徒就学援助事業

学務課

特別支援教育就学奨励事業

教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）

学校教育の充実・・・ウ
③

学習環境の充実と学習活動支援体制

学習環境の整備充実と適切な管理

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
事業の概要
経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助
を行い、対象児童生徒の就学を図る。なお、東日本大震災により被災した児童生徒の
保護者に対しても、就学援助の対象としている。
特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者に対し、所得状況等に応じて必要な援助
を行い、対象児童生徒の就学の奨励に努めるとともに特別支援教育の振興に資する。

実施状況
420 人
（278 人）
264 人
要保護・準要保護就学援助費（中学校）
（うち震災によるもの） （170 人）
要保護・準要保護就学援助費（小学校）
（うち震災によるもの）

26,100,264 円
（17,601,736円）
25,388,115円
（16,967,371円）

特別支援教育就学奨励費（小学校）

20 人

652,290円

特別支援教育就学奨励費（中学校）

8人

360,164円

成果と課題等
対象児童生徒数の増加に伴い、事業の円滑な実施のための財源確保が課題となって
いる。中でも「宮城県被災児童生徒就学支援事業費補助金」については、被災した児
童生徒が就学援助の対象となっており、現行制度上は平成２６年度までの措置である
ことから、平成２７年度以降も引き続き補助を実施するよう県に求めていくととも
に、県補助が廃止された場合の事業実施について検討が必要である。
・要保護→要保護児童生徒援助費補助金（２分の1）
・準要保護→平成17年度より一般財源化
・被災児童生徒→宮城県被災児童生徒就学支援事業費補助金（10分の10）
・特別支援学級→特別支援教育就学奨励費補助金（２分の１）
併せて、所得状況の確認に係る事務量の増大や事務の繁雑化が課題となっている。
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【学識経験者の意見等】
・

震災と雇用環境の悪化により経済的に厳しい家庭が増加しています。町財政厳し
状況ですが、要望者への支援をよろしくお願いします。

・

長引く復興を踏まえ、対象児童生徒への支援を財源を確実に確保し、継続してほ
しいと思います。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

学校教育施設 管理整備事業

学務課
教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）

学校教育の充実・・・ウ

学習環境の充実と学習活動支援体制

③ 学習環境の整備充実と適切な管理

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
概

要
・安全に、安心して学べる教育施設としての学校の施設・設備の機能の充実を図る。
・施設整備を計画的に改修し、効率的な管理運営をする。

小学校
小学校では、教育の基礎づくりを行う場として、知、徳、体の調和のとれた心豊か
な人間性の教育を目指し、将来の国家社会の良き形成者として、心身共に健やかな児
童の資質を養うため施設設備の整備管理に努めた。
【主要工事等（小学校）】
①

亘理小学校普通教室掛け物改修工事

②

亘理小・吉田小・逢隈小・高屋小エアコン設置工事

③

長瀞小学校バックネット設置工事

498 千円

④

吉田小学校プール更衣室屋根補修工事

459 千円

⑤

吉田小学校校舎 1 階暖房機設置工事

735 千円

⑥

吉田小学校放送設備改修工事

⑦

高屋小学校体育館倉庫設置工事

359 千円

⑧

長瀞小学校仮設通路設置工事

245 千円

⑨

吉田小学校マンホール桝調整工事

265 千円

⑩

亘理小学校外照明改修工事

3,413 千円

⑪

荒浜小学校受水槽補修工事

500 千円

⑫

荒浜小学校校内 LAN 配線工事

302 千円

393 千円
5,108 千円

1,239 千円
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中学校
中学校では、主として国家及び社会の形成者としての必要な資質並びに将来の進路
にかかわる基礎知識と技能及び能力を身に付け、心身共に健康な生徒を育成するため
施設設備の整備管理に努めた。

【主要工事等（中学校）】
①

吉田中学校屋上防水改修工事

1,100 千円

②

逢隈中学校東側ネットフェンス改修工事

5,460 千円

③

吉田中学校屋上防水改修工事

1,158 千円

④

吉田・逢隈中学校保健室エアコン設置工事

2,189 千円

⑤

亘理中学校小便器用感知フラッシュバルブ修理工事

498 千円

⑥

吉田中学校屋内運動場支柱受金物設置工事

360 千円

成果と課題等
老朽化が進む施設や震災で被害を受けた施設が多数あり、修繕箇所及び費用が年々
増加している。
特に、亘理小学校校舎や逢隈小中学校の体育館などでは、施設の更新についても検
討しながら、無駄にならないよう優先順位をつけ、計画的に修繕・改修・更新を行っ
ていく必要がある。
さらには、毎年、新たな補修箇所が発生し修繕等が追い付いていかない面もある
が、今後も児童生徒の安全面や教育環境の整備の為、迅速かつ計画的に点検・修繕・
改修を行っていく。

【学識経験者の意見等】
・

施設整備に関しては計画通りに実施されるようお願いします。スクールバスの活
用については、生徒の自主性は重んじるべきとは思いますが、学校と連携を密にし
て安全に登下校できるようお願いします。

・

今後とも、児童生徒の健康的で安全な学校生活を目指して点検、修繕等に努めて
ほしいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

公立学校施設災害復旧事業

学務課
教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）

学校教育の充実・・・ウ
③

学習環境の充実と学習活動支援体制

学習環境の整備充実と適切な管理

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
事業の概要
東日本大震災により被災した小・中学校施設の改修・改装及び再校のために必要な
備品購入を行い、児童生徒の学習環境の改善及び学校運営の適切な管理に努める。

実施状況
長瀞小学校災害復旧工事

実施設計業務委託料

48,825,000 円

逢隈小学校災害復旧工事

実施設計業務委託料

21,000,000 円

荒浜小学校災害復旧工事

実施設計業務委託料

8,925,000 円

荒浜小学校災害復旧工事

監理業務委託料

6,982,500 円

荒浜小学校災害復旧工事（校舎、体育館）

141,957,900 円

吉田小学校災害復旧工事（渡り廊下、プールサイドほか）

9,132,900 円

長瀞小学校校舎外解体災害復旧工事

54,000,000 円

荒浜小学校被災備品購入事業

14,387,900 円

荒浜中学校災害復旧工事

67,200,000 円

実施設計業務委託料

逢隈中学校災害復旧工事（校舎・体育館クラック補修ほか）

2,995,650 円

吉田中学校災害復旧工事（体育館床補修、ネットフェンス改修ほか）

22,575,000 円

荒浜中学校校舎外解体災害復旧工事

93,450,000 円

成果と課題等
引続き事業の円滑な実施に努めるとともに、国庫補助等の交付申請、実績報告及び
請求事務を確実に処理していく。
平成２３年１２月に亘理町震災復興計画が策定され、翌平成２４年度は、本格的な
復旧の第１年目となった。復旧・復興に向けた課題が山積する中、被災した学校の再
校に向けて、一歩一歩事業が前進しているところであるが、地域住民からも早期に再
校されることを広く期待されている。
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【学識経験者の意見等】
・

国庫補助も絡んだ大事業、大変でしょうが適切な管理運営をお願いします。

・

被災校が一日も早く通常の教育活動が出来るよう、確実に事業を実施してほしい
と思います。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

奨学金貸付事業

学務課
教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）

学校教育の充実・・・ウ

学習環境の充実と学習活動支援体制

③ 学習環境の整備充実と適切な管理

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
事業の概要と実施状況等
町内に居住若しくは生活の基盤を置く高校生、高等専門学校生、専修校生、短大
生及び大学生で、向学心に燃え学業・人物ともに優秀かつ健康な者で、経済的に学資
の支弁が困難と認められるものに対し、奨学金を貸与し有望な人材の育成を図った。

１．亘理町奨学生選考委員会の開催状況等
・ 開催時期

：

平成24年5月

・ 申請件数

：

8件

・ 委員の構成：

・採用決定件数

8件

副町長、教育委員2名、有識者3名

計6名

２．貸付状況等（平成24年度貸付分）
①平成24年度新規に決定した貸付者数及び貸付実施額等
区

分

人数(人)

月額(円)

延月数(月)

今年度貸付額(円)

高校生

2

12,000

24

288,000

高等専門学校生

0

20,000

0

0

専修学校生

0

25,000

0

0

短大生

1

25,000

12

300,000

大学生

5

30,000

59

1,770,000

95

2,358,000

計

8
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②平成23年度以前に決定した貸付者数及び貸付実施額等
区

分

人数(人)

月額(円)

延月数(月)

今年度貸付額(円)

高校生

3

12,000

36

432,000

高等専門学校生

2

20,000

24

480,000

専修学校生

0

25,000

0

0

短大生

1

25,000

12

300,000

大学生

6

30,000

72

2,160,000

144

3,372,000

計

12

③平成24年度の貸付者数及び貸付実施額等（合計）
区

分

人数(人)

月額(円)

延月数(月)

今年度貸付額(円)

高校生

5

12,000

60

720,000

高等専門学校生

2

20,000

24

480,000

専修学校生

0

25,000

0

0

短大生

2

25,000

24

600,000

大学生

11

30,000

131

3,930,000

239

5,730,000

計

20

成果と課題等
震災の影響で家計が苦しくなり、貸付の申請に至ったケースもあったので、震災復
興の観点からも有意義な事業となっていると考えられ今後とも継続していく。
だが、貸付期間が終了後、就職出来ない、震災の影響で生活基盤を失った等の様々
な理由で本人の収入が見込めず、償還が滞るケースも散見されている。
償還金は次の世代への貸付に充てられる資金でもあり、申請の段階でも必ず保証人
を立てるよう徹底していくことや、滞納者あてには継続的に督促を行うなどにより、
滞納を出来る限り減らすよう努めていく。

【学識経験者の意見等】
・

有望な人材を育成する上で、この事業は重要な役割を果たしています。今後も次
世代への貸付事業に支障をきたさないよう粘り強い努力をお願いします。
悪質な滞納者については民間と同様に、その保証人に納めていただくことも必要
かと思います。保証人からの忠告は借主にとって無視できないものと思います。

・

無利息の有意義な貸付制度です。今後も長期に渡り、継続できるように事業を進

めてほしいです。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

学校給食センター事業

学校給食センター
総務班

【重点施策の項目等】
（１）

学校教育の充実・・・ウ

学習環境の充実と学習活動支援体制

⑤ 児童生徒の安全指導の徹底と食育の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

事業の概要と実施状況等
１．実施目標
① 適切な栄養の摂取による健康の保持増進
② 学校給食を活用した食に関する指導の実施

２．主な事業
① リクエスト献立の実施(１０回)
② ふるさと食材月間には、みやぎ米(郡内産)、地場産野菜(町内産及び県内産)を
使用した学校給食の献立に努めた。
③ 学校給食週間に地場産品を使用して郷土料理の実施
・リクエスト献立・宮城県特産(ふかひれ、県産ポーク、仙台つぼみ菜)
・防災の日献立(宮崎県からのメンチカツの支援物資)
・亘理の食材(りんご、キャベツ、きゅうり)
④ 学校訪問の実施

１１校

⑤ 試食の実施

１０回

３４８人

⑥ 衛生管理の徹底(病原性大腸菌Ｏ１５７予防対策等)
⑦ 各小中学校での栄養指導の実施

児童生徒対象
保護者対象

５１回
２回

⑧ 給食センター見学者に、給食づくりを通して「食」への啓発活動の実施
見学者

町内小学校

１校

１１０人

亘理高校

２回

２４人

⑨ 年間を通して町内産季節の野菜、果物等を使用
(きゅうり、キャベツ、春菊、りんご、豆腐、油揚げ、豆腐等)
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３．給食実施状況
週５回
区

分

給食延人数

給食費
(米飯４回、パン１回)

小学校

２５５円

１７４回

346,008 人

試

食

348人

職員等 5,181人
１・２年生１６８回
中学校

２９７円

177,691 人
３年生

山元支援学校

３００円

ＡＬＴ

475人

１６３回

１８４回

15,449 人

宮城県立山元支援学校については、山元町の中浜小学校で給食の供給を行っていた
が、震災により同小学校が被災し支援学校に給食提供ができなくなったことから、本
給食センターが山元支援学校に給食の提供をしている。

４．放射能測定
【食材の測定】
翌日に使用する主要食材について、産地を確認し実施している。
【給食の測定】
調理済みの給食(500㏄分)を混合し、配送前に毎日測定している。

成果と課題等
・

食材サンプルの放射性物質検査の実施や、老朽化が進んでいる施設での衛生管理
にも十分気を配り、安全・安心のできる給食の提供に努めるとともに、

各

学校へ出向いての食の指導にも努めた。
・

異物混入やノロウイルス等の感染により学校給食を停止している市町村の給食セ
ンターが全国的にあるが、本給食センターでは今後も徹底した安全点検や感染予防
対策を実施する。

・

給食センターの施設は、老朽化しており早急に建替えの必要がでている。

・

今後は、家庭での食育についても啓蒙を図りたい。

【学識経験者の意見等】
・

おいしい給食とともに、徹底した安全管理、感染予防をよろしくお願いします。
老朽化した給食センターでの職員の方々のご努力に感謝いたします。

・

今後も、衛生面、安全面対策を徹底してほしいと思います。また、老朽化による
衛生面の不安も考えられ、早急な給食センターの建設を望むところです。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

私立幼稚園就園奨励事業

学務課
教育総務班

【重点施策の項目等】
（１）

学校教育の充実・・・ウ

学習環境の充実と学習活動支援体制

⑥ 児童生徒の健全育成に関する関係機関との連携

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

事業の概要と実施状況等
保護者の経済的負担軽減と、幼児教育の振興を目的として、入園料及び保育料を減免
した私立幼稚園に対し補助を行いました。補助対象者は国が定めた限度額表に応じて選
定しております。補助対象となった人数、幼稚園の内訳については以下のとおりです。

１．対象者数

・・・

277人

２．事 業 費

・・・

32,178,400円

３．各幼稚園内訳
（１）いちょうの実幼稚園
（２）のぞみ幼稚園

・・・・

12,442,600円

・・・・・・・

3,989,200円

（３）岩沼さくら幼稚園

・・・・・

3,513,700円

（４）岩沼こばと幼稚園

・・・・・

1,697,800円

（５）岩沼南こばと幼稚園

・・・・

2,362,000円

（６）岩沼西こばと幼稚園

・・・・

250,000円

・・・・・・・・

4,982,700円

（７）ふじ幼稚園

（８）やまもと幼稚園
（９）愛宕幼稚園
（10）ふたば幼稚園

・・・・・・

2,638,000円

・・・・・・・・

224,000円

・・・・・・・

76,400円

この事業は国庫補助の対象であるため、事業費の一部（１/３以内）が国庫補助金とし
て町の歳入となります。平成２４年度の交付額は次のとおりです

平成２４年度国庫補助金交付額
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7,337,000円

成果と課題等
・

この事業により、幼稚園就園児童の保護者の経済的負担軽減が図られており、幼

児教育の充実に大きな役割を担っていると考えます。
ただし、事務の面では、電算のシステムがなく手作業で入力処理などを行ってい
るものなので、事業対象者の決定には２重３重のチェックが必要であり、神経を使
います。また、震災による類似した制度があるため、利用者の制度理解を困難なも
のにしている面があります。
・

国が定める限度額や対象者は増加傾向で支出は増加していますが、国庫補助金は
事業費の１/３の更に約６５パーセント程度で毎年推移しているため、町の財政的な
負担が増えてきていますが、幼児教育の充実や他の幼児施設との負担の公平化の面
からも、本事業は必要不可欠な制度であると考えています。

・

子育て中の保護者の経済的負担の軽減を考慮すれば、事務手続き等の負担はある
が今後も必要な事業である。また、子どもの情報の共有化を図るため、今後も保育
所・幼稚園・小学校との連携を強めていきたい。

【学識経験者の意見等】
・

手作業で行っているとのこと、大変で苦労も多いことと思います。もれおちるこ
とのないよう一層の心配りをお願いいたします。

・

今後とも、保護者の負担軽減のため、確実に事業を遂行してほしいと思います。
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（２）

生涯学習の充実と振興
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

生涯学習推進体制の整備充実

生涯学習課
生涯学習班

【重点施策の項目等】
（２）

生涯学習の充実と振興
①

生涯学習推進体制の整備充実

【事務及び事業等の概要と実施状況等】

概

要

１．

生涯学習を総合的に企画・調整・推進するため、生涯学習推進組織の整備充実や
指針の策定など、生涯学習推進体制の整備を図る。

２．

民間指導者や生涯学習ボランティアの発掘・育成に努め、生涯学習支援人材バン
クの充実を図る。

実施状況
１．

社会教育運営方針を策定し、生涯学習関係職員定例会により生涯学習を総合的に
推進した。

２．

人材バンク登録状況

個人３３

団体１３

ホームページに掲載し登録の募集、利用方法をＰＲ

成果と課題等
・

生涯学習関係職員定例会により、職員間の情報交換・連携強化を図ることができ
た。

・

人材バンクの利用・登録が少ない状況にあるので、更にＰＲなどを増やす工夫が
必要である。
他に各学校で協力をもらっている人材も把握して活用することも考えられる。

【学識経験者の意見等】
・

適切な運営をお願いいたします。

・

人材バンクは小中学校の「総合的な学習の時間」等における外部人材の活用との
関連を図るのが望ましいと思われます。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

生涯学習に関する情報管理・提供体制の充実

生涯学習課
生涯学習班

【重点施策の項目等】
（２）

生涯学習の充実と振興
②

生涯学習に関する情報管理・提供体制の充実

【事務及び事業等の概要と実施状況等】

概

要

１．

広報誌やホームページに加え、生涯学習カレンダー発行により多様に進められて
いる学習活動の情報を集約し、一層の充実を図る。

２．

施設の空き部屋情報をインターネットを通じて、町民に提供するシステムを検討
する。

実施状況
１．

広報誌・ホームページ・ＦＭあおぞらによる、各種教室・講座の告知と受講生の
募集・生涯学習カレンダー発行

２．

空き室情報の検討

３月発行

５５０部

未実施

成果と課題等
・

各媒体により町民に対し周知することができた。

・

インターネットを通じた空き部屋情報システムは、利用者のほとんどが継続的に
利用している状況にあり費用対効果は低いと思われる。

・

今後ともいろいろな媒体を通して、町民に情報を提供していきたい。

【学識経験者の意見等】
・

成果と課題等の②については必要ないと思います。情報管理提供体制について計
画通りにお願いします。

・

空き室情報は電話での問い合わせで十分と思われます。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

生涯学習機会の拡充と学習活動の促進支援の強化

生涯学習課
生涯学習班

【重点施策の項目等】
（２）

生涯学習の充実と振興
③

生涯学習機会の拡充と学習活動の促進支援の強化

【事務及び事業等の概要と実施状況等】
概

要

１．

地域住民の学習ニーズを定期的に把握し、教室・講座を開催する。

２．

学習成果の多様な発表の場を提供する。

実施状況
１．

公民館の教室・講座を開催

２．

公民館まつり

９講座

受講者数

２２５人

作品展示団体

１１団体(実演２団体)

ステージ発表団体

２２団体

模擬店協力団体
来場者数

５団体
５００

人

成果と課題等
・

平成２４年度から震災復興に向けた行政組織体制により、４公民館の事業（社会教
育・社会体育）を生涯学習課で実施しているが、生涯学習課職員数の減(H23
Ｈ24

10人→

9人)、中央公民館職員(△5人)、生涯学習事業の増(家庭教育、人権、被災児童

の心のケア、防災教育等)などのため、震災前の事業量はこなせない状況にある。
・

地域住民による自主運営により、地域課題解決のための計画を地域住民の視点で策
定しながら、行政との協働や地域のための取り組みを行う「まちづくり協議会」が設
立されているので、住民自らが地域課題解決等に取り組むために必要な事業を検討
し、教育委員会事務局との協働参画での実施を実現していきたい。

【学識経験者の意見等】
・

職員数が少ない中での４公民館の事業運営は厳しい状況にあり、ご苦労も多いこ
とと思います。これまで同様、まちづくり協議会等、他機関、他団体と連携を取り
ながら事業を進めてほしいと思います。

・

人員減にもかかわらず、事業増の現状は担当者に大きな負担となっていると思わ
れます。まちづくり協議会の位置づけを明確にし、事業を分担して実施していくこ
とが望まれます。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

多様な学習機会及び交流機会の充実

生涯学習課
生涯学習班

【重点施策の項目等】
（２）

生涯学習の充実と振興
④

多様な学習機会及び交流機会の充実

【事務及び事業等の概要と実施状況等】
概要と実施業況等

１．成人教育
各分野のニーズに対応した成人教育等の充実を図る。
・女性団体リーダー研修会
・成人式

１１団体

４６人参加

出席２７３名

・わたり復興ライブ
・町長杯将棋大会

出演団体７

出演者１４名

協力者４名

８９人参加

２７人参加

２．青少年教育
青少年教育の推進や健全育成活動の促進、家庭教育や子育て支援に関する教育事
業を積極的に推進し次代を担う子どもの育成や家庭、地域の教育力向上に努める。
①人権教育事業
⑴人権教育推進講座

亘理児童クラブ共催

４回

８２人参加

⑵人権教育体験講座
・盲導犬を通して視覚障がい者の人権を考える

４小学校

・車いすバスケットを通して身体障がい者の人権を考える
②姉妹･友好都市シニアリーダー研修・交流会
③インリーダー研修

４人参加

１５人参加

④ジュニア・リーダー初級研修
⑤シニアリーダー研修会
⑥わたり未来づくり発表会

２１人参加

１７人参加
発表者２０人

⑦「子どもをみまもり隊」合同研修会
⑧町内巡回指導・有害広告除去活動

２００人参加

１２０人参加
９人参加
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１４０人参加
２小学校

417人参加

３．家庭教育支援
①家庭教育支援チーム「ぶらんこ」を中心とした事業
⑴ 早寝早起き朝ごはん等の子どもの生活習慣づくりを学ぶ
⑵ 入学前後の親の心得を学ぶ

１小学校

４小学校

312人参加

２７人参加

⑶ 新入学児童保護者説明会における家庭教育ワンポイントアドバイス
５小学校

２７９人参加

②子育てサポーター「らびっと」を中心とした事業
⑴ 子育てサポーター養成講座

２３人参加

⑵ 子育てサロン「ピープル・ツリー」
⑶ 「三歳児の世界」学習講座
⑷ 思春期保健体験事業

１０回

おひさまサロン

３中学校

２６１人参加
１１７組（２６４名）

１，２４１人参加

成果と課題等
各事業が予定通りに実施され、成果を得ることができた。家庭教育支援事業では、
平成２３年「学ぶ土台づくり」推進計画などを活かし、幼児教育の充実を図っていく
必要がある。

【学識経験者の意見等】
・

年々事業も拡大、内容も充実してきており大変良いと思います。今後も県や管外
の諸団体と連携を取りながら事業を推進していただければと思います。

・

成果が得られたこと何よりです。今後も積極的に推進してほしいと思います。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

図書館活動

図書館
総務班

【重点施策の項目等】
（２）生涯学習の充実と振興
⑤ 図書館活動の充実
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【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

概要と実施業況等

１．

地域の情報拠点、また町民の読書施設として、多様な資料・情報を提供
し、町民の生活・地域の発展・文化の向上に寄与するよう努め、町民一人
ひとりへのサービス提供とともに、団体、地域、学校等と連携しながら生
涯学習を幅広く支援していく。

２．

図書館の蔵書数等(２５年３月３１日現在)
蔵書数

１５０，６０９冊

視聴覚資料

貸出数

８，０９８点

１４４，０７３点

入館者数
１２２，８１２人

貸出数は、前年度比１７，３１９人の増加、入館者数は、１３，７８９人増加となった。
３．

子ども読書活動の推進は、「おはなし会」を毎週水曜日に開催し、更に、読書週
間に併せて「スペシャルおはなし会」・「クリスマスおはなし会」を行い本と親し
む機会の提供に取り組んだ。

４．

大人向けとして、図書館講座「大人のためのおはなし会」・「わくわく絵本講

座」を開催した。
５．

本の「企画展示」・「季節展示」を行い、いろいろな本を紹介している。

６．

学社融合事業として、逢隈小学校・高屋小学校で、おはなし会を実施した。

７．

町内の小中学校へ１，９１１冊貸し出した。

８．

ボランティア・団体等に７８７冊貸し出した。

成果と課題等
・

入館者及び貸出冊数については、前年度比では増加したが東日本大震災発生以前と
比較すると、まだまだ少ない状況なので、図書館だより・図書館ひろばの広報誌を小
学校及び仮設住宅集会所へ配布し、入館者の増加に努めた。

・

「おはなし会」の定期開催により本と親しむ機会の提供が行えた。また幼児に対す
る読み聞かせの大切さを啓発し、家庭における実践を促すことが出来た。

・

効率的に資料を追加するとともに，現況調査等による分析に基づいた既存資料の除
籍を行うことにより，資料収蔵スペースの確保に努めていく。

・

被災した学校では、まだ蔵書数が少ない現状にあり、図書館からの本の貸し出しを
積極的に進めたい。また、読書活動を推進し心豊かな児童生徒を育むために、図書館
司書と学校の司書教諭との連携も図っていきたい。

37

【学識経験者の点検・評価・意見等】
・

一口に図書館活動と言っても内容は多岐に渡り、企画運営に苦労も多いかと思い
ます。開かれた図書館として今後も運営されるようよろしくお願いします。

・

町の情報拠点として町民の生涯学習に寄与するとともに、学校図書館との連携を
深め、学社融合を一層進め、学校教育を積極的に支援してほしいと思います。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

生涯学習拠点施設の整備充実

生涯学習課
生涯学習班

【重点施策の項目等】
（２）

生涯学習の充実と振興
⑥

生涯学習拠点施設の整備充実

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
概

要
１．中央公民館をはじめとする各施設を計画的に改修する。
２．利用者が利用しやすい管理運営に努める。

実施状況
１．中央公民館
・２階エントランス外エアコン設置工事(繰越)

１４，８３４，４００円

・災害復旧工事

４８，２６６，０００円

・舞台音響改修・舞台吊物・舞台幕改修・正面階段床タイル等改修工事
１６，０１７，７５０円
・エレベーター耐振対策工事

３８６，４００円

２．その他の施設
・働く婦人の家

駐車場区画線設置工事

２３８，５００円

・悠里館災害復旧工事

２８，４５３，０００円

・勤労青少年ホーム災害復旧工事

７２，９１７，２５０円

・農村環境改善センター災害復旧工事

６６，５４２，７００円

３．利用者が利用しやすい管理運営に努めた。
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成果と課題等
・

勤労青少年ホーム・農村環境改善センターが災害復旧工事、保健センターが震災
のため危険建物となり、健診等の会場として中央公民館に利用が集中したが、利用
しやすい管理運営に努めた。

・

平成２３年１２月に亘理町震災復興計画が策定され、翌平成２４年度は、本格的
な復旧の第１年目となった。復旧・復興に向けた課題が山積する中、被災した生涯
学習拠点施設の再開に向けて改修を進めた。老朽化した施設も多いので今後とも計
画的な改修が必要である。

【学識経験者の意見等】
・

適切に処理していると思います。

・

今後も、利用しやすい管理運営に努めてほしいと思います。
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（３）

文化の創造と活用
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

活動拠点施設の整備と全町的な芸術文化活動の推進

生涯学習課
生涯学習班

【重点施策の項目等】
（３）

文化の創造と活用
①

活動拠点施設の整備と全町的な芸術文化活動の推進

【事務及び事業等の概要と実施状況等】

概

要

１．町民会館の整備について検討する。
２．講演会や演劇公演、音楽会など優れた芸術文化に接する機会の拡充に努める。

実施状況

１．町民会館の整備検討

未実施

２．優れた芸術文化に接する機会の拡充努めた。
（東日本大震災復興基金交付金基金を活用）
青少年劇場小公演（馬頭琴）

荒浜中学校 9月25日(火)

９９名

巡回小劇場（東京金管五重奏団）

逢隈小学校10月17日(水）

５６６名

成果と課題等

・

町民会館の整備については、町づくりの計画と併せた計画の検討が今後必要であ
る。その計画が具体化した段階において今後実施する事業も検討したい。

・

心のケアの一環として町内全小中学校ローテーションで実施している。

【学識経験者の意見等】
・

復興事業を第一に計画的に着実に進めていただきたいと思います。

・

今後も、多くの児童生徒が優れた芸術文化に接する機会を設けてほしいと思いま
す。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

芸術文化団体の育成と指導者の確保

生涯学習課
生涯学習班

【重点施策の項目等】
（３）

文化の創造と活用
②

芸術文化団体の育成と指導者の確保

【事務及び事業等の概要と実施状況等】
概

要

１．町芸術文化協会をはじめ各種文化団体サークルの自主的活動を積極的に支援する。
２．芸術文化の向上を図るため優れた個人・団体・指導者を亘理町文化賞で顕彰する。
実施状況
１．亘理町文化祭

展示１４団体 芸能２７団体 特別ゲスト 仙臺すずめ踊り連盟
日赤奉仕団と亘理地区まちづくり協議会共催による芋煮等

２．亘理町文化賞の顕彰

奨励賞９名

成果と課題等
・ 震災前の自主的活動が再開できるように、町芸術文化協会をはじめ各種文化団体サー
クル等に対し積極的な支援を行った。
・ 顕彰対象者について申請がある場合以外に、新聞等で情報を得て探すのは難しい点も
あるが、芸術文化の向上を図るため、今後も亘理町文化賞で顕彰を行っていく。

【学識経験者の意見等】
・

適切に行われていると思います。

・

各種文化団体サークルの自主的活動は町を活気づかせ、町の文化の発展に大いに
寄与しています。今後も積極的に支援をしてほしいと思います。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

文化財保護事業

生涯学習課
文化財班
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【重点施策の項目等】
（３）

文化の創造と活用

③ 文化財・文化遺産の保護・保存と活用の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

事業の概要と実施業況等

文化財周辺の環境整備と、文化財の標柱・案内板の設置や現状点検等保護・保存に努
めた。

１．文化財保護委員会
第１回文化財保護委員会

平成２４年

６月２６日開催

第２回文化財保護委員会

平成２４年１２月

２日開催

２．文化財標柱設置事業
設 置 数

３ヵ所

設置場所

町指定文化財
延喜式内社

３．県指定文化財

大雄寺山門、小堤城跡、
鹿島天足和気神社

伊達成実霊屋御開帳

亘理伊達家初代領主伊達成実公霊屋並びに木造を年２回一般公開し、８月開帳日
には説明会を実施した。
期

場

日

所

１回目：８月１６日

参加者１０８人（説明会参加者１９人）

２回目：１月１６日

参加者５２人

大雄寺境内

４．文化財防火査察・防火訓練
「文化財防火デー」にちなみ町指定文化財木造関の観音立像の防火査察及び防火
訓練を亘理消防署、町教育委員会、文化財保護委員、近隣関係者、婦人防火クラブ
の方々と行った。
期

日

平成２５年１月２５日

場

所

観音院

参加者４５人
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５．発掘調査
震災復興に係る発掘調査
一般開発事業に係る発掘調査

※

１１件
８件

国指定史跡三十三間堂官衙遺跡調査を予定していたが、震災復興事業に伴う
発掘調査を優先させるためこれを中止した。

成果と課題等
・

文化財保護関連については、一部の文化財に震災の影響も見られたが、点検・保
護・保存に努めた結果、ほぼ予定通りの事業を実施することができた。環境整備に
ついては、さらに定期的に点検を行い対応に努めていきたい。

・

文化財の周知・普及活動の充実を図っていくことが町のＰＲ・活性化にもつなが
ると考える。

・

発掘調査については、震災復興に伴う調査件数が増加したことにより当初計画を
変更せざるを得なかったことから、事業全体に遅れが生じた。調査事業のみならず
調査成果を保存・周知・活用していくためにも、調査・事務従事体制の充実と臨機
応変な対応を行っていくことが必要だと考える。

【学識経験者の意見等】
・

文化財保護関連事業については震災の影響大ではなかったかと思います。計画的
に確実に事業を進めていただきたいと思います。どの部局もそうですが、関係の
方々のご苦労に感謝しています。

・

文化財及び発掘調査の成果の周知を図り、町のPRに役立ててほしいと思います。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

文化財めぐり事業

生涯学習課
文化財班

【重点施策の項目等】
（３）

文化の創造と活用

③ 文化財・文化遺産の保護・保存と活用の推進
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【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

事業の概要と実施業況等
町内すべての小学６年生が町内に現存する史跡・遺跡を実際に見学し、亘理町につ
いてより一層理解を深めるとともに貴重な文化財の保護保全に対する関心を高めるこ
とを目的として、５月～６月に計 １０回行い、総勢 ３３０人が参加した。

内容は、国指定の史跡・天然記念物、県指定文化財を中心に亘理の歴史上重要な史
跡・遺跡６か所と、補足・復習のため郷土資料館を学級ごとに見学している。

現地を訪れ、自身の目で見て感じることで、先人たちが築き継承してきた文化財を
大切に守り伝えていこうとする意識の向上が図れた。また、各校の立地環境や修学旅
行先を考慮した現地説明を行い、町の歴史を漠然とではなく身近に感じられる効果を
上げている。

成果と課題等
・

亘理の史跡・遺跡を実際に見学し学習することにより、亘理町の一層の理解と文

化財保護への関心を高めることができた。
・

文化財めぐりのパンフレットを事前に配付しているが、学級によって事前学習の
状況が異なるため興味関心度に差異が出ることと、町バスの定員を超える児童数の
場合に町バスと公用車に分乗するため車中で行う説明に違いが生じる点については
改善の余地がある。

・

亘理町の将来を担う児童生徒のため、亘理町の震災後の様子を見学・学習する機
会の提供も考えてみたい。

【学識経験者の意見等】
・

まちづくり協議会で散歩しながら亘理の歴史を勉強する「わたり散歩みち」を実
施していますが、サイクリングやウォークラリー等、コースの中に史跡や遺跡等を
組み込み親しんでもらう行事があってもいいのではと考えます。学校においては担
任まかせにならないよう歴史教育の中に位置づけてもいいのでは。

・

子どもたちの歴史教育のため、重要な事業であり、スクールバスも活用して児童
の輸送が円滑にできるようにしてほしいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

郷土資料館事業（資料収集・保存）

生涯学習課
文化財班

【重点施策の項目等】
（３）文化の創造と活用
③文化財・文化遺産の保護・保存と活用の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

事業の概要と実施業況等

１．資料収集・保存
「収集」
町内の個人、団体から64点の資料が寄贈された。また、亘理町小学校から
教科書等３９７点の資料が移管された。
「保存」
全館くん蒸

期間
場所

平成２４年１１月２０日～２２日
常設・企画展示室、収蔵庫（合計４２０９．５㎥）

「施設・設備の保守」
施設・設備を効果的に運用するため、点検作業を委託し、常設展示室やくん
蒸庫の適切な保守に努めた。

２．被災ミュージアム再興事業
被災資料の整理と保管、修復、被災した博物館等の再興を目的とした事業
（宮城県委託事業）
「資料レスキュー」
荒浜地区の旧家から段ボール10箱分の資料を搬入した。
「資料整理」
荒浜地区の旧家からレスキューした被災資料、段ボール約２８０箱分（資料
総数２０，０００点以上）を整理した。
「建

設」
資料保管用プレハブを建設し、３月に完成した。延べ床面積６６．９３㎡
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成果と課題等
・

震災後に荒浜地区ほかの旧家からレスキューした貴重な資料を「被災ミュージア
ム再興事業」(宮城県委託事業)を使って整理と保管を進めている。２０，０００点を
超える資料を再興事業が終了する２８年度までにある程度形にしておかなければな
らず、大きな負担となっている。

・

収蔵設備の充実、整理要員の確保など課題はあるものの、２８年度までしっかり
とした計画を立て一つ一つクリアしていかなければならないと感じている。

・

貴重な寄贈資料や被災資料についての整理保管を今後も継続していきたい。

【学識経験者の意見等】
・

限られた人数、限られた期間内で膨大な資料を整備しなければならない厳しい状
況のようですが、より一層のご努力をお願いいたします。

・

重要な事業ですので、整理要員を確保し、着実に整理保管を進めてほしいと思い
ます。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

郷土資料館事業（展示関係）

生涯学習課
文化財班

【重点施策の項目等】
（３）文化の創造と活用
④郷土の歴史と生活文化に親しむ活動の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

事業の概要と実施状況等

１．第１６回収蔵資料展
期

間

観覧者数
観覧料

平成２４年５月５日～７月１日（開催日数４８日）
１，１４７人（１日平均２４人）
常設展料金

48

２．宮城の発掘調査パネル展
期

間

平成２４年７月２４日～８月３０日（開催日数３３日）

観覧者

４２６人（１日平均１３人）

観覧料

無料

３．企画展「資料でみる亘理の明治・大正時代」
期

間

平成２４年１０月６日～１１月１８日（開催日数３７日）

観覧者

１，２４５人（１日平均３４人）

観覧料

一般１００円/高校生５０円/小中学生無料
常設展観覧者は、無料

４．テーマ展「囲炉裏と茶の間」同時開催「亘理のいろはかるた原画展」
期

間

平成２５年２月１６日～３月２４日（開催日数３１日）

観覧者

１，６２１人（１日平均５３人）

観覧料

無料

成果と課題等
・

展示事業については当初の予定どおり実施できたが、近年は生活スタイルや趣味
嗜好の変化により町民のニーズも多様化しており、入館者の動向が年ごとに大きく
変わってきているため、予想がしづらくなってきている。

・

展示内容や広報・告知の方法を工夫しながら積極的に行う姿勢が必要であると感
じた。

【学識経験者の意見等】
・

せっかく作った「亘理のいろはかるた」を郷土の歴史生活文化に親しむ活動とし
て活用してほしいと思います。

・

町のＰＲのためにも、積極的な広報活動が必要と思われます。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

郷土資料館事業（教育普及活動）

生涯学習課
文化財班
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【重点施策の項目等】
（３）文化の創造と活用
④郷土の歴史と生活文化に親しむ活動の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

事業の概要と実施状況等

１．「特別開館日」関係
観覧料無料で、体験コーナー、各種イベントを行った。
「ＧｏＧｏ悠里館まつり」(図書館との合同事業)
期

日

平成２４年

５月

５日（こどもの日）観覧者２７３人

「オープンミュージアム」
期

日

平成２４年１１月

３日（文化の日）

観覧者１５５人

２．夏休み子ども講座「勾玉を作ってみよう」
期

日

参加者

平成２４年８月１８日
５７人（午前３１人＋午後２６人）

３．年中行事講座「おひなさまを作ろう」
期

日

参加者

平成２５年２月２３日
３１人

４．資料の貸出と学芸員の派遣事業(学社融合推進事業)
①期

日

平成２４年１１月７日

場

所

亘理小学校

参加者

４年生１２０人

内

容

「用水を作った道具」の展示及び体験指導を行った。

②期

日

平成２５年２月２０日

場

所

長瀞小学校

参加者

３年生３６人

内

「むかしの生活道具（みの、手回し洗濯機）」の授業への貸出

容

５．出前講座事業「移動しりょうかん」(学社融合推進事業)
「昔のくらしの道具の学習と体験」
期

日

平成２５年１月２９日、２月１日、２月４日

場

所

高屋小、逢隈小、長瀞小

参加者

高屋小８人、逢隈小８３人、長瀞小３６人（小学３年生）
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６．「ものしり大学院」講座
第1回「幕末維新における東北地方の情勢について」
期

日

平成２５年３月２４日

講

師

東北大学災害科学国際研究所

参加者

助教

天野真志氏

１２４人

第2回「亘理伊達家の北海道移住と開拓」
期

日

平成２５年３月３０日

講

師

伊達市噴火湾研究所

参加者

学芸員

伊達元成氏

１２８人

７．博物館実務実習
期

間

実習生

平成２４年８月１７日～２４日
宮城学院女子大学３年生

２人

東北学院大学３年生

１人

成果と課題等
・

各事業・講座等への参加者が増加しており、今後も教育普及活動と内容の充実し
た事業の実施に努めたい。

・

教育普及活動の内容はここ数年固定化していてマンネリ化が心配されているのだ
が、参加者は増える傾向にある。これは資料館の教育普及活動が広く知られるよう
になったことが原因と考えている。うれしいことではあるがこれに甘えず、内容の
見直し、精査を行ない、より良い事業にしていかなければならないと考えている。

【学識経験者の意見等】
・

担当の方のご努力に敬意を表します。「ものしり大学院」毎回楽しみに参加させ
ていただいております。

・

「ものしり大学院」等、学術的にもレベルの高い講座は、今後も講師の充実を図
り、町内外から参加者を募ってほしいと思います。

重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

町史編纂事業

生涯学習課
文化財班
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【重点施策の項目等】
（３）文化の創造と活用
⑤ 町史編さん事業の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

事業の概要と実施状況等

１．第1回町史編さん委員会
期

日

平成２４年７月２５日

内

容

①辞令交付

委員：１０名

任期：平成２４年７月１日～
平成２６年６月３０日

②委員長、副委員長の選任について
③亘理町史編纂のこれまで
④平成２４年度の事業計画
２．町史編さん調査
①執筆者、調査員の新任について
11月から民俗部会で執筆者、調査員として引地恵氏を新任した。
②調査回数

自 然 編

６回

調査場所

浜吉田、鳥の海、高須賀周辺

民 俗 編

３３回（個別３１回、共同調査２回）

調査項目

衣、食生活、年中行事、信仰、民俗芸能、水利文献

＊調査のほか部会において刊行時期、活動計画などを協議した。
３．今後の予定について
亘理町史「自然編」については、平成２６年度刊行予定（現在は平成２８年
度刊行予定に変更）、「民俗編」については、平成２７年度刊行予定。資料編
は小冊子形式とし、全１０巻前後を随時刊行していく。

成果と課題等
・

やむを得ないが、東日本大震災の影響により町史自然編・民俗編の刊行予定は大
幅に変更せざるを得なくなった。特に自然編においては津波被害そのものより、復
旧工事・復興事業による自然環境への影響が大きく、復興事業がある程度落ち着く
まで待たなければならない状況になっているが、その進捗状況に注視しながら、今
後も取り組んでいきたい。
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・

震災後、資料レスキュー事業が加わったため、町史編纂事業に時間を割く余裕が
なくなり、事業の進行が遅れ気味になっている。編纂委員からは町史編纂に専念で
きる人材の確保を強く求められている。しかし、復興等により人員配置が難しい状
況となっており、作業の効率化など工夫しなければならないと感じている。

【学識経験者の意見等】
・

人材確保もままならない、限られた人数、財政の中で、しかも大震災の影響で計
画的に進めることは困難なことと察します。できるところから着実に進めていただ
きたいと思います。

・

担当者が少なければ、事業の進行が遅れるのは当然であり、町史編纂に専念でき
る人材の確保が必要と思われます。
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54

（４）社会体育と
（４）社会体育とスポーツの振興
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

公民館事業（社会体育）

生涯学習課

（亘理中央・逢隈・荒浜・吉田地区公民館）

スポーツ推進班

【重点施策の項目等】
（４）社会体育とスポーツの振興
①町民総参加による生涯スポーツの振興

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

概

要
・

社会体育事業を通し地域住民相互の親睦融和と健康増進、明るい豊かな地域づく
りを図る。

実施状況
・

東日本大震災後４地区の事業が生涯学習課で行なうことになった。職員も限られ
た人数の為事業数を短縮して行うことになった。

・

事業内容については、ニュースポーツ等を取り入れだれでも参加しやすい内容を
行なっている。

成果と課題等
・

震災の影響もあり参加者数が減少しているため、事業の内容を精査し参加者数の
確保に努めていくと同時に、まちづくり協議会との協働も検討していく。

・

各地区での町民運動会が開催されなくなった為、公民館施設の早期復旧と、ニュ
ースポーツ等を取り入れ若い世代から高齢者までが参加できる事業内容を検討し推
進していく。

【学識経験者の意見等】
・

体育振興会やまちづくり協議会等と時には共催、後援するなど連携を深めながら
事業を推進するのもいいと思います。

・

まちづくり協議会との連携を図り、町民の健康づくり、体力づくりに貢献する事
業を展開してほしいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

佐藤記念体育館事業（社会体育）

生涯学習課
スポーツ推進班

【重点施策の項目等】
（４）社会体育とスポーツの振興
①町民総参加による生涯スポーツの振興

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

概

要
・

各種スポーツ教室・大会を開催し、生涯にわたって親しめるスポーツなどの普及
を図る。

実施状況
・

町民の方に各種スポーツ教室、大会を開催しスポーツの普及と親睦を図るため関
係団体と連携を取りながら事業を行なっている。

・

事業内容
ピラティス教室.体力づくり教室.中高年スポーツ教室.ストレッチポール教室

成果と課題等
・

各教室の参加者が毎回固定化してきておりまた、震災の影響もあり参加者数が減
少しているため、事業の内容を精査し参加者数の確保に努めていくと同時に、まち
づくり協議会との協働も検討していく。

・

体育館施設の早期復旧と、若い世代から高齢者までの方が誰でも参加していただき
健康増進と地域の親睦を図っていく。

【学識経験者の意見等】
・

これまで参加したことのない方々に参加してもらうためには、その意義や楽しさ
などを積極的に周知していく必要があると思われます。

・

体育振興会やまちづくり協議会等と時には共催、後援するなど連携を深めながら
事業を推進するのもいいと思います。

・

まちづくり協議会との連携を図り、町民の健康づくり、体力づくりに貢献する事
業を展開してほしいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】
吉田体育館事業

【担当班等】

（社会体育）

生涯学習課
スポーツ推進班

【重点施策の項目等】
（４）社会教育とスポーツの振興
①町民総参加による生涯スポーツの振興

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

概

要
・

各種スポーツ教室・大会を開催し、生涯にわたって親しめるスポーツなどの普及
を図る。

実施状況
・

東日本大震災により住民数の減少と地域の復旧に伴い今後の事業の取組みとして
ニュースポーツを取り入れ、誰でも参加でき地域住民相互の親睦融和と健康増進を
図っている。

成果と課題等
・

震災後、住民数が減少しており誰でも楽しみながら参加でき、体力増進と健康維
持及び地域の親睦を図るのに適したニュースポーツ等の普及を行っていく。

・

体育館施設の早期復旧と、若い世代から高齢者までの方が誰でも参加していただ
き健康増進と地域の親睦を図っていく。

【学識経験者の意見等】
・

これまで参加したことのない方々に参加してもらうためには、その意義や楽しさ
などを積極的に周知していく必要があると思われます。

・

体育振興会やまちづくり協議会等と時には共催、後援するなど連携を深めながら
事業を推進するのもいいと思います。

・

まちづくり協議会との連携を図り、町民の健康づくり、体力づくりに貢献する事
業を展開してほしいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】
海洋センター事業

【担当班等】

（社会体育）

生涯学習課
スポーツ推進班

【重点施策の項目等】
（４）社会体育とスポーツの振興
①町民総参加による生涯スポーツの振興

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
概

要
・

町民の方に海洋性スポーツの活動を実践することにより、海事思想の理解と普及
を図る。

実施状況
・

海洋センター施設として体育館・プール・艇庫の３施設がありますが、東日本大
震災の津波により、艇庫施設が壊滅状態となった為、しばらくの間運営が出来ませ
ん。運営できるのが体育館・プールとなっています。

・

体育館事業は従来通りの内容になっています。プール事業では小学生水泳教室の
申請者が増えているため１年生～４年生まで各学年の教室を行っています。

・

艇庫が使えない状態のため、プールでのカヌー体験を行なっています。参加者
数が伸びないのが現状です。

成果と課題等
・

プールでのカヌー体験など工夫しながら事業を行いました。

・

事業内容により利用者の安全性などよりよい指導をしていく上で、職員の研修
等も含め資質の向上が不可欠であり、職員がＢ＆Ｇ財団で必要としている資格（指
導員）を取得していく必要があります。

・

震災による施設の被害の復旧にあたっては、町の復興計画に沿った改修。整備を
検討していきます。

【学識経験者の意見等】
・

「今後の課題」提示のとおりです。よろしくお願いします。

・

利用率の向上を図る必要のあることを広く町民に周知し、協力をもらいたいと思
います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

スポーツ顕彰式

生涯学習課
スポーツ推進班

【重点施策の項目等】
（４）社会体育とスポーツの振興
②生涯スポーツ関係団体・指導者の育成と競技力の向上

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

概

要
・

町民の体育及びスポーツ振興を促進し競技力水準の向上を図り併せて町民意識の
高揚に資するため、スポーツに関して顕著な成果をあげた者及び団体に顕彰する。

実施状況
・

町内居住者の方及び学校・事務所に通勤している個人及び団体の方が対象です。

・

わたり広報及び近隣の学校・県体育協会等に通知を依頼し各スポーツ面において
功績のあった者及び優秀な成績をあげた者及び団体を毎年顕彰しています。

成果と課題等
・

町民意識の高揚と選手の競技力向上に資するためにも、スポーツ顕彰は継続して
実施していきます。

・

従来から行われていた競技の他に、生涯スポーツと位置づけられているスポーツ種
目の様々な大会が増えており、大会そのものが顕彰に該当すべきものか判断するのに
難しい場合があり、今後も対象とする競技種目や大会について検討していきます。

・

推薦もしくは申請のあった大会の内容を調査するとともに、表彰基準を明確にす
るよう更に検討していきます。

【学識経験者の意見等】
・

大会が多様化する中で顕彰に該当するかどうか判断に迷うことが多いかと思いま
すが、緊張感をもってより一層の心配りをお願いいたします。

・

明確な表彰基準により顕彰し、町民のスポーツ振興に対する意識を高めてほしい
と思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

海洋センター管理事業

生涯学習課
スポーツ推進班

【重点施策の項目等】
（４）社会スポーツの振興
③スポーツ施設・設備等の充実と効率的活用の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
概

要
・

体育館、プール、艇庫の各施設において事業が円滑にできるよう施設整備を
図り、利用者の利便性及び安全性に努める。

実施状況
・

海洋センター施設は現在、体育館・プールの２施設を管理運営しているが、設置
から３０年が経過し老朽化が進行している。体育館については震災後、照明の交
換、トイレ修繕等、プールについては、鉄骨の腐食とシートの老朽化により茶色に
変色し表面がもろくなり裂けてきている状態であり。管理運営していく上でも修繕
が不可欠となっています。

・

今後、Ｂ＆Ｇ財団から施設の整備補助を受けやすくするため、利用者の向上がな
されるよう各事業を展開していきます。
※

艇庫においては、東日本大震災の津波により壊滅状態の為しばらくの間休館。

成果と課題等
・

設置後３０年が経過し、老朽化、腐食化等による交換、修繕箇所が多くなり
ますので、各施設の整備が必要になっています。

・

Ｂ＆Ｇ財団の補助を受けながら修繕等を行う必要があり、高い補助率を確保して
いくためには、Ｂ＆Ｇ財団が定める評価規定の基準を満たすよう利用率の向上が図
られるような事業を展開していきます。

・

震災による施設の被害の復旧にあたっては、町の復興計画に沿った改修。整備を
検討していきます。

【学識経験者の意見等】
・

「成果と課題等」に提示のとおりです。よろしくお願いします。

・

利用率の向上を図る必要のあることを広く町民に周知し、協力をもらいたいと思
います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

荒浜体育館管理事業

生涯学習課
スポーツ推進班

【重点施策の項目等】
（４）社会体育とスポーツの振興
③スポーツ施設・整備等の充実と効率的活用の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

概

要
・

利用者が安心して円滑に事業をできるよう施設整備を図り、利用者の利便性及び
安全性に努める。

実施状況
・

平成２３年３月１１日の東日本大震災の津波により、平成２５年６月まで復旧工
事を行い、平成２５年７月から開館の予定。
｛工事内容｝
床全面張替え

、

木版壁災害部分の範囲張替え

玄関・トイレ・更衣室・事務室等被災部分修繕
電気関係修繕

、

備品購入等

成果と課題等
・

震災で地域の住民が減少している中、利用者の利便性を図りより利用しやすい施
設を目標に管理して行く。

【学識経験者の意見等】
・

適切な管理をお願いします。

・

荒浜の住民の方々が戻ってこられることを見据え、改修に努め、利用しやすい施
設にしていただきたいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

屋外体育施設整備事業（公認マラソンコース整備事業）

生涯学習課
スポーツ推進班

【重点施策の項目等】
（４）社会体育とスポーツの振興
③スポーツ施設・整備等の充実と効率的活用の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】

概

要
・

荒浜から磯浜を折り返すマラソンコースで、県内唯一の公認コースとして希少で
あることから、今後も継続してコースの整備を図る。

実施状況
・

平成２３年３月１１日の東日本大震災の津波により、公認マラソンコースは被害
に合い、現在は使用できない状態です。

・

公認期限が切れたため、更新はコースになる道路が復旧してから新たに申請する
予定です。

今後の課題
・

現在のコースは山元町にまで及ぶためコースの更新には山元町の協力が不可欠と
なっています。

・

亘理町内だけでのコース設定については、道路使用について交通量等の問題点が
多数あり宮城県警との協力が不可欠となっています。

・

震災の復旧・復興の進捗状態を見て、公認マラソンコース整備事業を検討してい
きます。

【学識経験者の意見等】
・

コースの設定には交通量等問題があり難しいと思いますが、町の名所旧跡を見な
がら走れるコースも一つの選択肢として入れてもらえればうれしいです。

・

公認マラソンコースの整備は町のPRにもなるものであり、関係機関との調整を図
り、積極的に事業を進めてほしいと思います。
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重点的な事務及び事業等の点検及び評価のシート
【事務及び事業等の名称】

【担当班等】

社会体育事業（わたり復興マラソン大会）

生涯学習課
スポーツ推進班

【重点施策の項目等】
（４）社会体育とスポーツの振興
④スポーツイベント・交流事業の推進

【事務及び事業等の概要、実施状況及び課題等】
概

要
・

町内外のマラソン愛好者が参加できる地域スポーツの振興と、参加者の健康増進
及び町の活性化を図る。

実施状況
・

平成２３年３月１１日の東日本大震災後、震災前のコースが津波により全壊した
ため１年間大会が出来ませんでした。

・

平成２４年は、荒浜中学校校庭を会場に本郷地区への１０Ｋｍ折り返しのコース
で、大会名を「わたり復興マラソン大会」と変更して行いました。
参加者は、

１，２７３名でした。

成果と課題等
・

わたり復興マラソン大会が、町内外から多くの参加者が集まり実施でき、亘理の
元気な姿をとおして、復旧・復興が一歩ずつ前へ進んでいることを発信することが
できた。わたりの貴重なＰＲの場としても、今後も事業を継続していきたい。

・

震災後、あらたに違うコース設定で大会を行ったわけですが、この場合警察との
協議が大変難航しております。また、異なるコース設定で行う場合に参加者の駐車
場確保も考えていく必要があります。

・

その他にも事業をスムーズに行っていく上で、協力者の確保と会場設営がポイン
トになっています。

【学識経験者の意見等】
・

「わたり復興マラソン大会」が知れ渡ってきているようで嬉しく思います。関係
者のご努力に感謝いたします。

・

マラソン愛好者は多く、マラソン大会は町を元気づける人気の事業となっていま
す。協力者の確保を図り、円滑に実施できるようにしてほしいと思います。
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