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は じ め に 

 

 教育委員会制度は、地方公共団体の長が地域の実情に応じて策定した教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱をもとに、合議制の教育委員

会が決定する教育行政に関する基本的方針に沿って、教育長及び事務局が広範

かつ専門的に教育行政事務を執行するものです。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条は、毎年、教育委員会の権

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することとし、そ

の際に、教育に関する学識経験者の知見の活用を図ることと定めています。 

 いなべ市教育委員会では、毎年、教育委員会の主要な施策をまとめた「いな

べ市教育要覧」を作成し、公表しています。「いなべ市教育要覧」を資料とし、

令和２年度の教育委員会の施策について、学識経験者から、事務の課題や今後

の改善方策等について意見をいただきました。ここに、その点検評価の結果を

報告します。 

 この評価をもとに、今後も本市の教育行政がより充実したものになるよう、

取組を進めていきます。 

 

令和３年８月 いなべ市教育委員会 
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令和２年度 教育委員会事務の点検及び評価報告書 

【 教育総務課に関する事業 】  
いなべ市 

 

1 

 

 

教育振興ビジョン 

基本理念 
 

事業名 教育委員会委員事業 

事業の目的 
教育委員会を通して、市としての教育方針を決定し、教育関係の諸問題への対応

を検討する。 

事業の概要 
年間 12 回の定例会のほか、必要に応じて臨時会を開催する。また、市長と教育委

員による総合教育会議を開催する。 

令和２年度 

の事業内容 
定例会、臨時会及び総合教育会議の開催 

事業の実績・成果 

（1）教育委員報酬（年額） 120,000円×５人 

（2）教育委員会の点検及び評価 

点検評価委員報償費 7,000円×３人 

（3）教育委員会開催回数   

定例会 12回、臨時会２回 

（4）いなべ市総合教育会議   

会議内容  

これからの教育について（７月 10日開催） 

いなべ市教育大綱（案）について（２月 12日開催） 

（5）研修及び総会 

三重県市町教育委員会関係三団体総会【中止】 

三重県市町教育委員会教育委員等研修会【中止】 

三重の教育談義【中止】 

事業の総合評価 

 平成 27年４月１日に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に沿って、教育委員会事

務局がその事務を執行している。 

 教育委員の定数は、条例に定められており人件費削減の余地はない。 



令和２年度 教育委員会事務の点検及び評価報告書 

【 教育総務課に関する事業 】  
いなべ市 

 

2 

 

 

教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 公立小学校施設整備事業 

事業の目的 学校施設の経年による改修更新を行うことにより、施設の延命を図る。 

事業の概要 公立小学校 11校における学校施設の整備改修及び設備更新 

令和２年度 

の事業内容 
フロン排出抑制法に伴う定期点検、防水工事、ダムウェーダー制御工事、備品購入 

事業の実績・成果 

(1) 小学校フロン排出抑制法に伴う定期点検業務 

請負業者 ダイキン工業株式会社 

(2) 治田小学校体育館玄関屋根防水工事 

請負業者 石川建設株式会社 

(3) 三里小学校ダムウェーダー制御工事 

請負業者 ＹＫテクノサービス株式会社 

(4) 学校再開に伴う感染症対策事業備品購入 

納入業者 有限会社たかはしラジオ店ほか 

事業の総合評価 

文部科学省から要請のある学校施設の環境整備事業は、市の財政上の都合により達成が困難なことが

ある。しかし、施設や設備の老朽化に伴う雨漏りや破損等緊急性の高い事業については、早急に対応がで

きた。今後、市内学校施設は LED照明器具に計画的に変更していくため、今後の方向性は事業拡大とし

た。 



令和２年度 教育委員会事務の点検及び評価報告書 

【 教育総務課に関する事業 】  
いなべ市 

 

3 

 

 

教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 公立中学校施設整備事業 

事業の目的 学校施設の経年による改修更新を行うことにより、施設の延命を図る。 

事業の概要 公立中学校４校における学校施設の整備改修及び設備更新 

令和２年度 

の事業内容 

フロン排出抑制法に伴う定期点検、LED照明器具等賃貸借、生徒用机・椅子購入、

備品購入 

事業の実績・成果 

（1）中学校フロン排出抑制法に伴う定期点検業務 

請負業者 ダイキン工業株式会社 

（2）北勢中学校屋内運動場等 LED照明器具等賃貸借（令和２年度分） 

請負業者 百五リース株式会社 

（3）北勢中学校生徒用机・椅子購入 

納入業者 有限会社北勢堂 

（4）学校再開に伴う感染症対策事業備品購入 

納入業者 有限会社たかはしラジオ店ほか 

事業の総合評価 

文部科学省から要請のある学校施設の環境整備事業は、市の財政上の都合により達成が困難なことが

ある。しかし、施設や設備の老朽化に伴う破損等緊急性の高い事業については、早急に対応ができた。今

後、市内学校施設は LED照明器具に計画的に変更していくため今後の方向性は事業拡大とした。 



令和２年度 教育委員会事務の点検及び評価報告書 

【 教育総務課に関する事業 】  
いなべ市 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 公立小学校施設維持管理事業 

事業の目的 児童が安心して過ごせる学校施設を適正に維持管理する。 

事業の概要 
（1）公立小学校 11校の施設管理及び保守点検 

（2）建物と設備の修繕 

令和２年度 

の事業内容 
施設維持管理の継続 

事業の実績・成果 

（1）保守管理委託   

エレベーター保守点検 

自家用電気工作物保安管理 

警備保障（藤原小学校を除く。） 

受水槽清掃  

運動場整備（新型コロナウィルスの影響により中止） 

ごみ収集 

校舎等床面清掃（新型コロナウィルスの影響により中止）      

プールろ過機保守点検 

体育用具遊具保守点検          

グリストラップ清掃（北勢地区小学校） 

消防設備等保守点検及び屋内消火栓設備更新業務 

（2）校舎緊急修繕工事（雨漏り、破損等に対応）                      

（3）小学校備品購入 

小学校書架購入 

事業の総合評価 

学校の環境整備は、地域住民からの要望も踏まえ、柔軟に対応していることで地域住民の満足度も高

い。今後も学校（保護者）の協力を得て、学校環境をさらに向上させていく。 

施設の保守管理については、専門業者による点検、整備等を行っている。 



令和 2 年度 教育委員会事務の点検及び評価報告書 

【 教育総務課に関する事業 】  
いなべ市 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 公立中学校施設維持管理事業 

事業の目的 生徒が安心して過ごせる学校施設を適正に維持管理する。 

事業の概要 
（1）公立中学校４校の施設管理及び保守点検 

（2）建物と設備の修繕 

令和２年度 

の事業内容 
施設維持管理の継続 

事業の実績・成果 

（1）保守管理委託   

エレベーター保守点検（員弁中学校を除く。） 

自家用電気工作物保安管理  

警備保障          

受水槽清掃         

運動場整備（新型コロナウィルスの影響により中止） 

ごみ収集 

校舎等床面清掃（新型コロナウィルスの影響により中止）       

体育用具遊具保守点検    

消防設備等保守点検     

（2）校舎緊急修繕工事（雨漏り、破損等に対応）                     

（3）中学校備品購入 

中学校書架購入 

事業の総合評価 

学校の環境整備は、地域住民からの要望も踏まえ、柔軟に対応していることで地域住民の満足度も高

い。今後も学校（保護者）の協力を得て、学校環境をさらに向上させていく。 

施設の保守管理については、専門業者による点検、整備等を行っている。 



令和２年度 教育委員会事務の点検及び評価報告書 

【 教育総務課に関する事業 】  
いなべ市 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 学校給食施設維持管理事業 

事業の目的 安全、安心、安定した学校給食の供給を行う。 

事業の概要 

（1）大安学校給食センター 

大安町及び員弁町内小中学校へ配送 

（2）藤原学校給食センター 

藤原町内小中学校と北勢中学校へ配送 

（3）北勢町内小学校は自校式給食を実施 

令和２年度 

の事業内容 

（1）学校給食センター及び自校式給食施設の運営、維持管理 

（2）病害虫防除及び換気扇清掃委託 

（3）グリストラップ清掃、ごみ収集業務 

事業の実績・成果 

（1）事務事業委託 

ア 調理業務委託 

大安学校給食センター ３年契約（平成 31年度、令和２、３年度） 委託業者 メーキュー株式会社 

藤原学校給食センター ３年契約（令和２、３、４年度） 委託業者 株式会社魚国総本社 

イ 米飯給食委託  

大安学校給食センター、藤原学校給食センター  

委託業者 オーケーズデリカ株式会社                                                     

（2）給食センター保守管理その他保守管理                          

大安学校給食センター 

生ごみ処理装置保守管理、厨房機器点検、害虫防除委託、警備保障委託 

藤原学校給食センター   

       一般廃棄物収集運搬委託、厨房機器点検、害虫防除委託、警備保障委託 

北勢地区４小学校（自校式）   

      害虫防除委託、換気扇清掃業務委託 

事業の総合評価 

北勢地区４小学校の学校給食は現在自校式で行っているが、施設の老朽化など課題が多い。食の安全

性の観点から、今後は学校給食センターに統合する方向で検討が必要である。 



令和２年度 教育委員会事務の点検及び評価報告書 

【 教育総務課に関する事業 】  
いなべ市 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 学校給食施設整備事業 

事業の目的 学校給食施設の改修更新を行うことにより、施設の延命を図る。 

事業の概要 学校給食センター２施設における給食施設の整備改修及び設備更新 

令和２年度 

の事業内容 

コンテナロット棒受け金具取付及び扉ハンドル交換、コンテナ洗浄機修繕、回転窯

蒸気配管交換、プレハブ冷凍庫出入り口床修繕、空調機修理 

事業の実績・成果 

（1）大安学校給食センター緊急修繕工事 

ア 洗浄機サーモスタット保護管及びのぞき窓交換 

イ 食缶前処理機湯沸し電磁弁交換 

ウ コンテナロット棒受け金具取付及び扉ハンドル交換 

エ 食器カゴ再生加工及び溶接作業 

オ コンテナ洗浄機給気配管蒸気漏れ修繕 

カ ボイラーのボールタップ、エア抜き弁取替 

キ 給湯循環ポンプのバルブ交換 

ク 回転窯蒸気配管の交換 

（2）藤原学校給食センター緊急修繕工事 

ア プレハブ冷凍庫出入り口床修繕 

イ 自動火災報知設備感知器、誘導灯器具修繕 

ウ 漏電遮断器交換 

エ 空調機故障修理（ランチルーム） 

オ 食器食缶洗浄機排水回り修繕作業、ライスボイラー排水部水漏れ修繕 

カ ボイラー、安全弁交換（2次側設備）、部品交換作業（蒸気ヘッダー下部） 

事業の総合評価 

学校給食設備の改修及び更新については、配食に影響が出ないように時期や工期を設定することが難

しく、また緊急に修繕の必要性が生じる場合もあるため、維持管理費に係る予算の計上も難しいが、本年

度は、計画的に取替工事や修繕を行うことができた。 

大安学校給食センター及び藤原学校給食センターは、修繕箇所も多くみられ、施設維持管理に費用が

かかる。学校給食の方向性を児童数及び生徒数の推移に合わせ、適正な施設整備を計画的に行ってい

く。 



令和２年度 教育委員会事務の点検及び評価報告書 

【 学校教育課に関する事業 】  
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教育振興ビジョン 

基本理念 
１ 「豊かな心・確かな学力・健やかな体」の育成 

事業名 児童・生徒特別支援推進事業 

事業の目的 
合理的配慮や個別支援により、児童及び生徒一人ひとりに応じた特別支援教育の

推進を通して、子どもの確かな学力、豊かな心の育成を図る。 

事業の概要 

特別支援学級籍児童及び生徒、日本語指導を要する外国籍児童及び生徒を中心

に、個別の指導計画に基づいた特別支援学級又は普通学級における教育活動を、

人的（支援員、国際化対応指導員）、物的（消耗品、教材備品等）などの面から、支援

する。 

令和２年度 

の事業内容 

（1）個別的支援を必要とする児童及び生徒の指導、支援を行う。 

（2）日本語指導を必要とする児童及び生徒の指導、支援を行う。 

（3）特別支援学級籍児童及び生徒の介助を行う支援員を配置する。 

事業の実績・成果 

発達特性に応じた個別的支援の充実や安全確保を図るため、小中学校に支援員を配置した。また、成育

歴における言語環境により、個別的支援が必要な児童及び生徒や保護者のため、小学校及び中学校に国

際化対応指導員（ポルトガル語、スペイン語）を配置した。 

（1） 配置状況 

ア 支援員 

11小学校に 33人 

４中学校に 12人 

イ 国際化対応指導員  

５小学校に５人（小中学校への巡回者を含む。） 

１中学校に１人 

（2）成果 

支援員の配置により、学習や人間関係の構築において円滑な指導や支援が行われ、教育活動の充

実につながっている。また、児童及び生徒の安全確保も図られた。 

また、国際化対応指導員の配置によって、日本語指導が必要な児童及び生徒への指導やその保護

者への通訳及び翻訳で、学校や教員の意図がより伝わるようになり、教育効果を高めることができた。 

事業の総合評価 

児童及び生徒への個別的支援の必要性は高く、学校からも人的支援の要望は多くある。予算枠での配

置、人材確保の困難さからも、今後の方向としては現状を維持していくこととなる。学校の状況を的確に把

握し、より適切で効果的な配置を検討していく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
１ 「豊かな心・確かな学力・健やかな体」の育成 

事業名 人権教育推進事業 

事業の目的 
中学校区共通の課題に対し、保小中が同じ視点で系統的及び継続的に人権教育

を行う。 

事業の概要 

（1）子どもの育ちを人権の視点で捉え、中学校区において保小中の連携を進めるた

めの研修会を実施する。 

（2）いなべ市と東員町の小中学校の児童及び生徒が集まり、各校の取組の交流やいじ

め等、身近な人権問題について話し合う人権フォーラムを開催する。 

（3）途切れのない支援の実現に向けた小学校教職員による保育参観を実施する。 

（4）三重県人権教育研究協議会の団体会員に登録し、各研修会に参加する。機関紙

を購読し、人権教育の情報を全教職員へ周知する。 

令和２年度 

の事業内容 

（1）人権教育研修会、保育参観の実施 

（2）人権フォーラムの開催 

（3）三重県人権教育研究大会等への参加 

事業の実績・成果 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、例年どおりの人権研修会や人権フォーラムを開催することが

できなかった。このような状況の中でも、各校の人権教育の取組を充実させることができた。豊かな感性と

人間性を育み、人権についての科学的な認識を深め、仲間とともに自他の人権を守るための実践行動力

を育む機会をつくり出すことができた。 

（1）中学校区人権教育研修会 

各校において、教育委員会からの研修資料等を基に、新型コロナウイルス感染症にともなう人権や性

の多様性についての研修を実施し、教職員の人権意識を高めることができた。 

（2）児童及び生徒による人権問題を話し合う機会の創出 

令和２年度は、各校の代表者が集う人権フォーラムではなく、初めて各校開催とした。児童及び生徒

が、校内での身近な人権問題についての話し合いを通して、人権意識が高まり、解決する意欲と実践

力を養うことができた。 

（3）途切れのない支援に向けた小学校と保育園の交流 

夏季休業期間中、小学校の教職員が各保育園で園児の様子を見学し、保育園との交流を行った。 

（4）三重県人権教育研究協議会の団体会員登録及び、研修会等への参加 

   レポート発表者による学習会を開催し、人権が尊重される学級づくりに向けた実践を学び、各校の人

権教育の推進に活かすことができた。 

事業の総合評価 

コロナ禍での新しい研修等を通して、人権教育と人権啓発の推進を図ることができた。今後も、人権教育

推進上の課題を共有するとともに、人権教育カリキュラムに基づく計画的な実践及び研修を進めていく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
１ 「豊かな心・確かな学力・健やかな体」の育成 

事業名 学力フォローアップ事業 

事業の目的 
学力、学習状況及び学級の実態を的確に把握することで基礎基本の徹底と活用力

を伸ばし、学力向上に対する効果的な取組を図る。 

事業の概要 

（1）全国学力標準検査(NRT)の実施（全学年対象） 

（2）学級満足度調査(Q-U)の実施（学級の状態を把握するためのアンケート調査） 

（3）学力向上特別指導員による巡回指導 

平成２年度 

の事業内容 

（1）全国学力標準検査（NRT）の分析を生かした授業改善の実施 

（2）学級満足度調査（Q-U）の分析を生かした学級集団作りの実施 

（3）授業力及び指導力向上のための指導 

事業の実績・成果 

社会の様々な変化に生涯を通じて主体的に対応できる「生きる力」を育成するため、学力、学習状況及

び学級の実態を的確に把握し、基礎基本の徹底と活用力を伸ばし、学力向上に対する効果的な取組を行

った。 

（1）全国学力標準検査（NRT）の実施人数 

小学校（国語：２年生～６年生）・・・・・・・・・・・・807人 

小学校（算数：２年生～６年生）・・・・・・・・・・・・973人 

小学校（理科：４年生～６年生）・・・・・・・・・・・・248人 

中学校（国語：１年生～３年生）・・・・・・・・・・・・358人 

中学校（社会：１年生～３年生）・・・・・・・・・・・・361人 

中学校（数学：１年生～３年生）・・・・・・・・・・・・358人 

中学校（理科：１年生～３年生）・・・・・・・・・・・・360人 

中学校（英語：２年生～３年生）・・・・・・・・・・・・222人   

（2）学級満足度調査（Q-U）の実施人数 

小学校（前期：２年生～６年生）・・・・・・・・・・・・1172人 

中学校（前期：１年生～３年生）・・・・・・・・・・・・1164人 

小学校（後期：１年生～６年生）・・・・・・・・・・・・2276人 

中学校（後期：１年生～３年生）・・・・・・・・・・・・1164人 

（3）学力向上特別指導員（２人）による巡回指導 

１学期訪問回数（延べ）36校、２学期訪問回数（延べ）70校、３学期訪問回数（延べ）34校 

事業の総合評価 

学力向上の施策について、評価、分析、実践の３つの観点から幅広く取り組めた。今後も、経年の学力

分析に加え継続的に学力向上の取組を進めていく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
１ 「豊かな心・確かな学力・健やかな体」の育成 

事業名 教育振興事業 

事業の目的 

授業改善、学力向上、特色ある教育の発展とともに、特別支援教育、少人数教育

など、個々のニーズに合ったよりきめ細やかな教育を進めていく課題がある中、学習

環境を整備し、きめ細かな学習により教育水準、学力を向上させる。 

事業の概要 
（1） 学習環境整備 

（2） 非常勤講師の配置 

令和２年度 

の事業内容 

特色ある教育の進展を目標に、新たな教材や学習資料、備品等の学習環境を整

備した。 

小学校に、特別支援教育を充実するための非常勤講師を配置した。 

中学校に、免許教科外担当の解消を図る非常勤講師を配置した。 

事業の実績・成果 

（1） 教材備品等の整備 

   小学校 教材備品購入 1,405,156円 （体育備品 813,950円 楽器類 142,560円 等） 

   中学校 教材備品購入 701,498円 

（2）非常勤講師の配置 

小学校 特別支援対応のための非常勤講師 ２人 

中学校 教科指導を充足させるための非常勤講師 ３人 

事業の総合評価 

特別支援教育の推進を図るため、また、中学校における教科指導を充足させるための非常勤講師は学

校運営上必要であることから、現状を維持し配置していきたい。 

また教育効果を高める上での物的支援の必要性も大きいため、受益者負担とのバランスも考えて事業

を展開していく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
１ 「豊かな心・確かな学力・健やかな体」の育成 

事業名 外国人英語指導事業 

事業の目的 
外国人英語指導助手(ALT)による英語指導により、中学校生徒の英語科学力向上

と小中学校児童及び生徒のコミュニケーション能力のさらなる向上を図る。 

事業の概要 

（1）５人のＡＬＴを小学校と中学校に配置、内１人は小学校のみに配置する。 

（2）小学校外国語活動及び中学校英語科の授業を実施する。 

（3）触れ合うことによるコミュニケーション能力を育成する。 

（4）異文化に触れ、国際理解教育を行う。 

令和２年度 

の事業内容 

（1）外国人英語指導助手派遣業務 

（2）次期学習指導要領実施に向けて教員向け研修会の実施 

事業の実績・成果 

外国語活動及び英語教育を充実させるために、外国人英語指導助手(ALT)を各校に配置し、中学校生

徒の英語科学力向上と小中学校児童生徒のコミュニケーション能力のさらなる向上を図った。 

（1）外国人英語指導助手(ALT)による英語指導内容 

ア ５人の ALTを小学校と中学校に配置、内１人は小学校のみに配置した。 

イ 小学校外国語活動及び中学校英語科の授業を担任と ALT と共に実施した。 

ウ ALT と直に触れ合うことによるコミュニケーション能力の育成を図った。 

エ 異文化に触れ、国際理解教育を行った。 

（2）外国人英語指導助手(ALT)配置時間数 

小学校５、６年生 ALT活用授業時数 35時間（年間、１学級当たり）  

中学校 ALT活用授業時数 35時間以上（年間、１学級当たり） 

（3）外国人英語指導助手(ALT)年間実施日数 

北勢中 148日、員弁中 115日、大安中 153日、藤原中 118日、 

阿下喜小 40日、十社小 41日、治田小 37日、山郷小 148日、員弁西小 77日、員弁東小 74日、 

石榑小 77日、三里小 73日、笠間小 40日、丹生川小 39日、藤原小 80日 

（4）教員向け研修の実施 

外国語活動及び英語教育を充実させるために、教員向け研修を出前型研修として２校で実施した。 

事業の総合評価 

委託契約から派遣契約に切り替えたことで、授業者と ALTが十分に連携して、よりよい外国語活動が行

えている。また、平成 29年度から専門性の高い講師による研修会を行い、教員の意識や技術を高めるこ

とができている。質の高い ALTの確保が課題であるので、今後も、契約会社と十分に話し合い、契約期間

を複数年にしていく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
１ 「豊かな心・確かな学力・健やかな体」の育成 

事業名 小中一貫教育推進事業 

事業の目的 
義務教育を９年間という大きなまとまりで捉え、一人ひとりの資質や能力、個性を十

分に発揮させる効果的な仕組みづくりを行う 

事業の概要 

（1）15歳中学校卒業時の目指すべき姿を明らかにした小中９年間の義務教育の充実 

（2）校区授業研究の充実 

（3）非常勤講師の配置 

令和２年度 

の事業内容 

各中学校区の小中学校１校ずつに非常勤講師を配置し、小中一貫教育の研究を

推進させる。 

事業の実績・成果 

いなべの明日を担う心豊かでたくましい子どもの育成を目指し、個を高め、集団を成熟させる「一人力・

仲間力」を基盤とした「生き抜く力・生き合う力・生き拓く力」を育てるために、小中一貫教育を手法とした教

育の在り方について、研究、推進した。 

（1）いなべ市小中一貫教育推進委員会の開催(略称 INB９） 年間５回 

（2）中学校区小中一貫教育推進 WG会議の開催 各中学校区 14回（平均） 

（3）中学校区小中一貫教育コーディネーター会の開催 各中学校区 11回（平均）  

（4）いなべ市小中一貫教育保護者リーフレットの発行・・・通巻第６号 

いなべ市の進める小中一貫教育について、取組の概要を保護者と地域の皆様にお知らせした。 

（5）小中一貫教育研究発表会の開催 

員弁中学校区 1１月６日（金）・・・参加者 93人 

（6）視察の受入れ（藤原小・中学校） 

10月 23日（金）  兵庫県加古川市教育委員会事務局（５名） 

11月 19日（木）  兵庫県加古川市準備協議会（10名） 

３月 26日（金）  桑名市 多度中学校区校長会（９名） 

（7）小中一貫教育第２次推進計画の作成 

「新しい学校づくり」基本方針、小中一貫教育実施要領を受けて、小中一貫教育第２次推進計画を作

成した。 

事業の総合評価 

令和２年度から令和５年度までの４年間を小中一貫教育第２次推進期間と定め、取組を推進している。

小中学校の教職員交流が進むとともに、小中学校９年間の系統的及び計画的な教育実践を実施できてい

る。今後も、日々の授業実践をもとにした授業研究の充実に努め、研究の成果を毎年積み重ねていく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
１ 「豊かな心・確かな学力・健やかな体」の育成 

事業名 未来いなべ科推進事業 

事業の目的 
未来いなべ科カリキュラムに基づくキャリア教育の充実、地域の特色を生かした教

材及び人材の活用、追求学習及び問題解決学習により進路を切り拓く力を育む。 

事業の概要 
総合的な学習の時間を中心に、子どもが未来に向かって学び続ける力を育成する

ための学習支援を行う。 

令和２年度 

の事業内容 

（1）ゲストティーチャーの招へい、体験活動の促進 

（2）学習のまとめ及び発表体験の充実 

（3）演劇鑑賞、音楽鑑賞等の実施の支援 

事業の実績・成果 

「生き抜く力・生き合う力・生き拓く力」を育むため、総合的な学習の時間を中心に取組を行った。キャリア

教育の視点を中心に据えたカリキュラム「未来いなべ科」に基づき、キャリア教育の充実、地域の特色を生

かした教材及び人材の活用、追求学習及び問題解決学習により進路を切り拓く力を育むことができた。 

（1） 年度当初に各校の事業計画及び予算書を精査し、配当金額を決定した。事業終了後は、実施内容、

成果、課題を記載した実施報告書の提出を求め、次年度の取組に反映させた。 

（2）活動実績 

ア ゲストティーチャーの招へい、体験学習の促進 

招へいした学校数、体験活動をした学校数 

小学校 11校 （米作り、野菜作り、自然探索、ドリームマップ、組子細工体験他）   

中学校 ４校 （環境教育、ドリームマップ、ようこそ先輩、SDGsに関する講演、福祉体験他） 

イ 学習のまとめ及び発表体験の充実 

学習発表の場を設定した学校数 小学校６校 

ウ 演劇鑑賞、音楽鑑賞等の実施への支援 

    小学校 1校  

事業の総合評価 

各校では、地域教材を活用し、ゲストティーチャーを招へいし、数多くの人の生き方に触れることできた。

体験学習を通して、コミュニケーション力の向上を図ることができた。SDGsの視点から取組を進める学校も

増えてきている。今後も、学校教育活動を支援していただく学援隊や学校運営協議会等との連携及び協働

を進め、地域住民参画による未来いなべ科の充実を図りたい。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 コミュニティスクール推進事業 

事業の目的 

（1）地域資源を活かした特色ある教育活動 

（2）学校、家庭及び地域の連携による教育活動の充実 

（3）地域の活性化、家庭及び地域の教育力の向上 

事業の概要 
学校運営協議会を開き、地域住民及び保護者等が学校運営について話し合うこと

によって、教育内容の充実を目指す。 

令和２年度 

の事業内容 

（1）石榑小学校コミュニティスクールの継続 

（2）藤原小・中学校コミュニティスクールの継続 

（3）その他小中学校のコミュニティスクール導入の計画と準備 

事業の実績・成果 

地域のつながりの希薄化による教育力の低下等の課題に対して、地域住民、保護者等が学校運営につ

いて話し合うことによって、教育内容の充実を目指す。学校運営協議会（コミュニティスクール）を既に設置

する石榑小学校と藤原小・中学校に対しては、事業推進のための活動費補助を行った。阿下喜小学校、治

田小学校、員弁東小学校、員弁中学校の４校は、令和３年４月の学校運営協議会の設置に向けて準備を

進め、その他の小中学校においては、令和３年度末までの学校運営協議会導入計画を立案させた。 

（1）石榑小学校 学校運営協議会への支援 

ア 学校運営協議会(石榑の里共育委員会) 開催回数４回 

イ 石榑の里まつり 11月に開催 

ウ 学習支援の実施「ぼちぼち応援団」 

エ いっけ石榑っ子安全ネットワーク開催 

（2）藤原小・中学校 学校運営協議会への支援 

ア 藤原小・中学校 学校運営協議会  開催回数３回 

イ 藤原小・中学校コミュニティスクール委員会 開催回数２回 

ウ 未来いなべ科及び教科学習の支援 

エ 藤原小・中学校の児生会（児童会・生徒会）と協働しての「挨拶運動」 

（3）その他小中学校への学校運営協議会導入支援 

   令和２年度末設置準備完了４校、令和３年度末設置予定８校 

事業の総合評価 

「地域資源を活かした特色ある教育活動」「学校と家庭・地域の連携による教育活動の充実」「地域の活

性化、家庭及び地域の教育力の向上」を目指し、計画的に学校運営協議会を開催した。学校運営協議会

は、令和３年度末までの設置が努力義務とされているので全ての学校での設置を支援していく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 学援隊事業 

事業の目的 
各校のボランティアを「いなべ学援隊」として再編成し、学校を多方面から応援する

システムを構築するとともに、地域の力で学校を支える体制づくりを強化する。 

事業の概要 

（1）学校運営の支援 

  安全確保（登下校の見守り等） 

  校舎内外の環境整備（清掃、草刈り等） 

（2）教育活動（学び）の支援 

（3）学校運営、教育活動支援に掛かる保険料の支払い 

令和２年度 

の事業内容 
登録者への保険加入等の支援を行い、さらに新規の登録者を募る。 

事業の実績・成果 

各校のボランティアを「いなべ学援隊」として再編成し、学校を多方面から応援するシステムを構築した。

地域の力で学校を支える体制づくりの強化を行っている。 

（1）登録人数 1,062人（令和２年度末） 

（2）活動日数 

ア 学習支援・授業支援 

学習支援(家庭科補助、ゲストティーチャー等)を行った日数 17日  

農園支援(田植え、畑支援等)を行った日数 25日 

文化活動、体験活動(手話教室、しめ縄作り等)支援を行った日数 166日 

環境整備(草刈、剪定等) を行った日数 29日 

行事(祭り、マラソン大会等)の支援を行った日数 ５日  

イ 登下校の見守り 

    随時 

（3）保険料 

レクリエーション傷害保険 32,000円 （学習支援、農園支援、文化活動、登下校他） 

損害保険          192,500円 （環境整備活動他） 

事業の総合評価 

学習支援、登下校支援、環境整備、「子どもをまもる家」など、地域の人材を活用し、学校教育活動を支

援することができた。今後も、地域の人材を発掘し把握するとともに、学校教育を支援する仕組みを充実さ

せていく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 通学バス運行事業 

事業の目的 遠距離通学者を対象にスクールバスによる登下校支援を行う。 

事業の概要 
（1）通学バスの運行を行う。 

（2）通学バス車両の維持管理を行う。 

令和２年度 

の事業内容 

（1）通学バス運行の委託 

（2）運行ルートの見直し 

事業の実績・成果 

遠距離通学者を対象にスクールバスを運行し、児童及び生徒が安心して過ごせる教育環境を整えた。 

（1）運行ルート 

員弁西小学校３ルート（17人）  市之原 ９人、坂東新田 ４人、平古 ７人  

十社小学校３ルート（41人）  川原 14人、貝野 22人、小原一色 ５人   

北勢中学校１ルート（10人）  川原 10人 

藤原中学校３ルート（17人）  中里 ５人、古田 ６人、篠立 ６人    

藤原小学校 10ルート（221人）  鼎 18人、川合 11人、旧東藤原小 17人、古田 26人、坂本 20人

東藤原①25人、東藤原②20人、立田 25人、山口 25人、白瀬①

12人、白瀬②12人、本郷 10人  

（2）車両台数 

十社小・北勢中ルート  15人乗り６台 

員弁西小ルート  10人乗り２台、14人乗り１台 

藤原小・中ルート  14人乗り１台、15人乗り３台、マイクロバス 29人乗り７台 

（3）委託先 

ア 北勢・員弁ルート   

スクールバス運行業務  シルバー人材派遣センター  

運行管理委託業務  シルバー人材派遣センター  

イ 藤原ルート        

藤原小中学校スクールバス運行管理業務  三岐鉄道株式会社  

事業の総合評価 

ルート、時刻表、乗車人数などを調整し、ほぼ予定どおりの安全な運行を行うことができている。 

また、冬季の積雪対応は、委託業者及び学校との連絡調整を密に行い、安全な運行を実施することがで

きた。運転士の確保、防災時の対応などについては、今後の課題である。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
1 「豊かな心・確かな学力・健やかな体」の育成 

事業名 新規システム構築事業 

事業の目的 

（1）ＩＣＴ機器の活用により、児童生徒の興味関心を向上させ、知識及び理解を向上さ

せる。 

（2）ＩＣＴ機器の活用により、授業準備の効率化を図る。 

事業の概要 
（1）市内中学校及び小学校１～４年生にタブレットＰＣを配備しました。 

（2）教員の授業支援を行うＩＣＴ支援員を配置し、ＩＣＴ機器を活用した授業を行う。 

令和２年度 

の事業内容 

（1）市内中学校学級にタブレットＰＣが使用できる環境を整備し、９月から使用する。 

（2）市内小学校１～４年生にタブレットＰＣが使用できる環境を整備し、３月から使用す

る。 

（3）校内研修会及び情報教育担当者会議を開催し、ＩＣＴ研修会を行う。 

（4）ＩＣＴ支援員を各校に派遣し、授業支援を行う。 

事業の実績・成果 

（1）ＩＣＴ機器等の教育環境整備 

ア タブレットＰＣ 中学校生徒：１人１台配布  中学校学級担任：１人１台配布 

小学校１～４年生：１人１台配布 

イ 主なアプリ等 授業支援システム（バイシンク）、個別学習アプリ（ドリルパーク） 

情報モラル教材「事例で学ぶ Netモラル」 

（2）ＩＣＴ機器活用支援員 小学校平均月６回派遣、中学校平均月８回（週２日）派遣 

（3）ＩＣＴ教育推進のための組織 

ア ICT教育定例会（10回開催） 

 教育委員会事務局、情報課、ＩＣＴ導入業者、ＩＣＴ支援員派遣会社 

イ 情報教育担当者会議（３回開催） 

第１回 中学校：令和２年５月 12日（火）非常時のタブレット端末の活用 

小学校：令和２年５月 26日（火）非常時のタブレット端末の活用 

第２回 令和２年 11月 17日（火）情報モラル教材「事例で学ぶ Netモラル」活用研修 

第３回 令和３年２月 16日（火）家庭学習におけるタブレット活用についての意見交流 

事業の総合評価 

令和２年度中に、中学校及び小学校１～４年生においてタブレット端末を配置することができた。これに

より、国の「GIGAスクール構想の実現」にある小中学生の 1人 1台環境を整えることができた。また、非常

時のタブレット端末の活用研修会、情報モラル教材「事例で学ぶ Netモラル」活用研修を開催し、非常時に

おけるＩＣＴ活用の準備を行うことができた。年度末に実施した小学校教員ＩＣＴ活用アンケートでは、電子黒

板及びタブレットＰＣの活用が進み、日常的な活用度が高まっていることを把握できた。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
３ 教職員の資質の向上 

事業名 教育研究所事業 

事業の目的 教職員の資質及び指導力の向上並びに学校の組織力の向上を図る。 

事業の概要 

(1)研究事業（教育課題の研究、調査統計及び資料作成、研究まとめ）を実施する。 

(2)研修事業（研修講座、出前研修）を実施する。 

(3)教育支援事業（教育相談、教育資料提供）を実施する。 

(4)広報活動事業（要覧作成、研究所たより発行）を実施する。 

令和２年度 

の事業内容 

喫緊の教育課題の研究、教育課題に対応する研修講座を実施し、各校及び関係

機関へ発信する。 

事業の実績・成果 

（1）研究事業 

下記の研究を実施し、研究紀要にまとめるとともに、各校へ研究成果を発信した。 

ア 「書くことが好きな子を育てる作文系統指導」 

イ 「特別支援学級における個に応じたタブレット端末等の活用法」 

（2）研修事業 

新型コロナウイルス感染症のため、多くの研修講座を中止せざるを得なかった。しかし、研究所として

は初めての試みとなるが、２講座をオンラインで実施することができた。また、講座参加者への事後

アンケートをＷＥＢ方式に変更した。 

（3）教育支援事業 

学校等からの研修会内容や講師に関する相談や依頼に応じて情報提供を行ったり、研修会を開催し

たりした。 

（4）広報活動事業 

６月に要覧を発行した。「研究所たより」を発行し（年間９号）、教育情報を発信した。 

事業の総合評価 

研修員による研究は児童生徒の学力向上につながる内容として貴重なものとなった。かねてからの課題

でもあった「書く力を育成する」「ＩＣＴを個に応じて活用する」指導方法を一定明らかにすることができた。一

方、新型コロナウイルス感染拡大のため研修講座のほとんどを中止したが、２講座を初めてオンラインで実

施できたことは、次年度以降の研修講座を企画する上では前進である。今後も、現在の教育課題、学校現

場のニーズに合致し、教職員の資質向上を図る研修講座を企画するとともに、より多くの教職員が研究成

果や研修講座での学びを活用できるようにする工夫や仕組みが必要である。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
２ 創意と活気に満ちた特色ある学校づくりの推進 

事業名 放課後児童健全育成事業 

事業の目的 
小学校に通う児童に対し、家庭及び地域連携の下、授業の終了後に適切な遊び及

び生活の場を与え、その健全な育成を図る。 

事業の概要 

（1）市内放課後児童クラブへの支援及び指導を行う。 

（2）「いなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱」及び「いなべ市放課後児

童クラブ委託基準」に基づき、補助金及び委託料の交付を行う。 

（3）市内放課後児童クラブ設置数 12クラブ(令和２年度現在) 

令和２年度 

の事業内容 
市内放課後児童クラブへの支援及び指導を行う。 

事業の実績・成果 

市内放課後児童クラブへの支援及び指導を行った。「いなべ市放課後児童健全育成事業補助金交付要

綱」及び「いなべ市放課後児童クラブ委託基準」に基づき、補助金及び委託料の交付を行った。 

放課後児童クラブ名（利用児童数、学校区）  

はっぴーきっず（24人、治田小学校） 

なかよしハッピーきっず（34人、山郷小学校） 

すきっぷきっず（32人、阿下喜小学校、十社小学校） 

さくらんぼ（33人、三里小学校） 

スプリング（31人、員弁西小学校） 

サクラ（32人、員弁東小学校） 

いしぐれっこ（23人、石榑小学校） 

Smile（29人、笠間小学校） 

おおざくら（26人、丹生川小学校） 

真名（24人、藤原小学校） 

ふじっこくらぶ（11人、藤原小学校） 

学童石榑（12人、石榑小学校） 

事業の総合評価 

12 クラブに委託を行い、児童の健全な育成の支援をすることができた。施設の老朽化、支援員の確保な

ど各クラブの課題に対して、支援を行っていく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
４ 青少年の夢を育む地域づくりの推進 

事業名 青少年健全育成市民活動事業 

事業の目的 地域社会の育成能力を引き出し、青少年の健全育成を図る。 

事業の概要 

（1） 非行防止防犯パトロール及び有害環境浄化活動の実施 

（2） 育成員研修会及び青少年参加体験事業の開催 

（3） 市青少年育成市民会議事務局運営委託 

令和２年度 

の事業内容 
青少年健全育成の推進及び青少年育成市民会議事務局運営委託の継続 

事業の実績・成果 

（1） 青少年健全育成市民活動（委託先 いなべ市青少年育成市民会議） 

ア 「ふれあう心のメッセージ」募集選定 

市内小中学生を対象に心温まるメッセージを募集 （応募総数 3,183点、入賞 17点） 

イ 「こどもをまもるいえ」設置運動 

児童及び生徒が安全に登下校できるように地域の協力によって設置 

  令和２年３月末現在、市内 948か所の個人宅、事業所等が設置に協力 

ウ 「巡回指導（夏季、冬季、春季）」「未成年者喫煙防止キャンペーン」 

市青少年育成市民会議推進員による非行防止啓発のため市内大型商業施設等の巡回を学校の長

期休暇に合わせて実施 

エ 青少年健全育成活動 

自然体験学習、折り紙と人形劇の集い、秋の歩こう会やチャレンジスポーツなど、子どもたちが自然

と触れ合う体験活動を実施 

（2）青少年育成市民会議事務局運営（委託先 放課後子ども教室ほくせい） 

事業の総合評価 

いなべ市青少年育成市民会議に業務委託して、青少年の健全育成を目的とした活動を実施できた。 

今後も感染防止対策を講じながら、いなべ市青少年育成市民会議とともに家庭、学校、関係機関等の連

携によって地域に根ざした活動を実施し、多彩な活動機会の提供や社会参加機会の提供を図る。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
４ 青少年の夢を育む地域づくりの推進 

事業名 放課後子ども教室事業 

事業の目的 
子どもの居場所を確保し、子どもの社会性、協調性及び自立性を育み活動機会の

創出を図る。 

事業の概要 
地域の多様な人々の参画を得て、子どもたちとともに行う学習、スポーツ、文化活

動等の取組を支援するため次の事業を行う。 

令和２年度 

の事業内容 
放課後子ども教室事業運営委託の継続 

事業の実績・成果 

 子どもたちの文化芸術活動や地域住民との交流活動等の機会を提供し、子どもたちが地域社会の中で

心豊かで健やかに育まれる環境を創造するため、いなべこども活動支援センター、放課後子ども教室ほく

せい及びいなべ市立員弁西小学校西っ子夢くらぶに放課後子ども教室事業を委託して実施した。 

(1) レギュラースクール（通年教室） 参加者数（延べ） 

ア いなべこども活動支援センター 1,712人 

イ 放課後子ども教室ほくせい 2,755人 

ウ いなべ市立員弁西小学校西っ子夢くらぶ  1,150人 

(2) オープンスクール（長期休暇の単発教室） 参加者数（延べ） 

ア いなべこども活動支援センター 547人 

イ 放課後子ども教室ほくせい 2,010人 

(3) 子どもまつり（レギュラースクールの舞台発表）の開催 

ア いなべこども活動支援センター （新型コロナウィルス感染対策のため中止） 

イ 放課後子ども教室ほくせい ３月 21日（日） 103人 

事業の総合評価 

 放課後子ども教室ほくせい、いなべこども活動支援センター、員弁西小学校内西っ子夢くらぶが、それぞ

れ地域の教育力を生かした放課後子ども教室を開催した。各教室は水曜日、週休日や夏休みなどの長期

休暇に開催した。今年度は、新型コロナウィルス感染症対策のため中止した教室もあったが、参加者は延

べ 7,000人を得た。 

今後も、感染防止対策を講じながら、学校などの教育機関と連携し子どもたちが心豊かで健やかに育ま

れる環境づくりに取り組んでいく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
５ 生涯学習の充実 

事業名 文化施設等管理運営事業 

事業の目的 安全で快適に利用できる施設の維持管理及び運営を維持する。 

事業の概要 
（1）文化施設４施設の維持管理 

（2）文化施設一般利用受付及び貸出し管理業務 

令和２年度 

の事業内容 
施設維持管理及び運営の継続 

事業の実績・成果 

（1）保守管理業務 

自家用電気工作物保安管理、空調設備保守点検、消防設備保守点検、移動観覧席保守点検、施設

内清掃、植栽手入れ除草等環境整備、舞台照明設備保守点検、ホール音響設備保守点検、舞台機

構保守点検、施設警備保障業務、自動ドア保守点検、昇降機保守点検、危険物施設定期点検、ボイ

ラー排気ガス点検、貯水槽及び水質検査業務、AED借上げ 

（2）施設使用（予約）受付業務 

 ア シルバー人材センター施設受付管理業務委託 

 イ 施設予約システム運用 

 ウ 施設利用者数  

北勢市民会館 13,337人 

員弁コミュニティプラザ 15,514人 

大安公民館 13,563人 

藤原文化センター 5,954人 

事業の総合評価 

施設及び設備の保守点検を例年どおり計画的に行った結果、一般利用に支障を来たすような不備や事

故などの事案は発生していない。新型コロナウイルスの影響により４月から５月にかけて施設は休館した

が、その後、感染拡大防止の対策を行いながら施設運営を再開している。限られた予算の範囲で利用者

からの要望に応えるとともに、今後もコロナ対策を講じながら、施設等の設置又は管理の瑕疵が発生する

ことのないように適切な管理運営に努める。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
６ 文化芸術活動の充実 

事業名 文化芸術活動推進事業 

事業の目的 市民の自主的な文化芸術活動を支援する。 

事業の概要 
（1） いなべ市芸術文化協会への地域文化振興業務及び市民祭企画運営業務等委託 

（2） いなべ市和太鼓協会への和太鼓芸能普及振興業務委託 

令和２年度 

の事業内容 
市民及び各種文化芸術団体の自主的な活動支援の継続 

事業の実績・成果 

（1）地域文化振興業務委託料 9,480,000 円 

ア 「かるクラ・ウィンドオーケストラコンサート 少し早めのクリスマスコンサート！！」(入場者数 102 人) 

イ 「北海道歌旅座 昭和の歌コンサート 時代 」（入場者数 63人） 

ウ 「いなべ市ワンコインコンサート」Full Brass Five ～金管五重奏～（入場者数 152 人） 

（2）名フィル定期演奏会企画運営業務委託料 4,343,000 円 

  「名フィルのオーケストラ傑作選 Vol.10」 いなべ市親善大使の川瀬賢太郎指揮による名古屋フィルハ

ーモニー交響楽団定期演奏会（入場者数 322人） 

（3）市民祭企画運営業務委託料 2,413,000 円 

ア 展示発表（出展 27サークル 294人、個人８人、来場者数 1,200 人） 

イ 舞台発表（秋 21サークル 193人、500人来場、 春 11サークル 144人、450人来場） 

（4）和太鼓芸能普及振興業務委託料（900,000円） 

  ア 市内保育園での演奏披露 

イ 市民祭出演 

事業の総合評価 

市芸術文化協会をはじめとする文化芸術団体は、地域の人々がより主体的に文化芸術活動が行えるよ

うに情報を発信し、成果発表の機会を提供している。本市の文化芸術の振興を図るため、文化芸術活動を

行う市民の自主性を尊重しつつ、文化芸術を市民の身近なものとし、包括的に文化芸術活動支援事業を

推進していく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
４ 健やかに育ち個性が輝く人づくり 

事業名 埋蔵文化財調査記録保存事業 

事業の目的 
地下に存する埋蔵文化財の情報及び保護に関する手続を周知し、保護協議の上、

必要に応じて記録保存等の必要な保護措置をとる。 

事業の概要 

（1）市ホームページ地理情報（遺跡情報）による遺跡情報公開 

（2）埋蔵文化財有無照会回答 

（3）庁内各部署公共工事計画把握 

（4）埋蔵文化財包蔵地内土木工事等にかかる保存協議及び対応 

令和２年度 

の事業内容 

（1）埋蔵文化財範囲確認調査、保護協議 

（2）埋蔵文化財本発掘調査整理作業 

事業の実績・成果 

（1）埋蔵文化財包蔵地内土木工事保護措置件数 

ア 範囲確認調査 １件 

イ 工事立会 44件 

ウ 慎重工事 １件 

（2）範囲確認調査重機借上料 346,500円 

事業の総合評価 

埋蔵文化財包蔵地内の開発について市開発部局とも情報を共有し、専門的知識及び技術を有する職員

により、適切な埋蔵文化財の保護を行った。 

今後も、発掘調査や出土遺物の整理作業を円滑かつ効率的に実施できる体制を構築し、埋蔵文化財包

蔵地等で、開発又は建設工事を行う際の手続についても、より一層の周知を行っていく。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
６ 文化芸術活動の充実 

事業名 国重要文化財等保存活用促進事業 

事業の目的 
国指定天然ネコギギの飼育増殖及び放流事業並びに郷土史の調査研究及び展示

収蔵品を管理する。 

事業の概要 

（1） 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)、天然記念物ネコギギ保護管理指針(平

成 17年三重県)に基づく業務 

（2） 歴史文化、郷土資料収集、展示、調査研究等及び設備等の保全又は修繕 

令和２年度 

の事業内容 

（1）ネコギギ生息状況及び生息環境調査並びに個体飼育増殖の継続 

（2）文化資料保存施設維持管理運営の継続 

事業の実績・成果 

（1） ネコギギ飼育増殖業務委託  

ア 近鉄レジャーサービス株式会社 志摩マリンランド（志摩市） 

イ 滋賀県立琵琶湖博物館（滋賀県草津市） 

ウ 国立研究開発法人水産総合研究センター増養殖研究所（度会郡玉城町） 

エ ㈱江ノ島マリンコーポレーション 世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ（岐阜県各務原市） 

（2）ネコギギ飼育繁殖実績 ネコギギ約 170匹のふ化繁殖成功 

（3） 国登録有形文化財（建造物）桐林館補修計画作成 

（4） 郷土資料館年間入場者数 768人 

事業の総合評価 

 ネコギギ保護増殖事業は、市直営施設及び飼育増殖委託機関での人工ふ化で成果を上げている。河川

護岸等の災害復旧工事にあわせてネコギギをはじめとする魚類の生息環境に配慮した工法が取り入れら

れるなど、建設部局等の協力が得られる体制が構築されている。放流ネコギギの野外繁殖に成功した。 

いなべ市郷土資料館の収蔵品は、社会科校外学習に利用され、多くの児童が来館している。 

国登録有形文化財（建造物）の桐林館は、昭和中期の教室復元を行うなどした結果、市内外からの来館

者が増加し、文化財保護の普及啓発に寄与している。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
７ 総合的なスポーツの推進 

事業名 地域スポーツ推進事業 

事業の目的 スポーツを通して「人と人」「地域と地域」の交流を促進する。 

事業の概要 

（1） いなべ市体育協会への地域スポーツ振興業務等委託 

（2） いなべ市スポーツ推進員による住民へのスポーツ推進のための指導助言 

（3） 美し国三重市町対抗駅伝大会出場選手派遣準備 

令和２年度 

の事業内容 
市民及び各種スポーツ団体の自主的な活動支援の継続 

事業の実績・成果 

（1）地域スポーツ振興業務委託料 19,500,000円 

 ア 「いなべ市体育協会加盟各種団体大会等開催」 協会加盟 24競技団体活動費助成 

 イ 「いなべ市スポーツ少年団本部加盟各種団体大会開催」 本部加盟 11競技団体活動費助成 

（2）いなべ市スポーツ推進委員協議会スポーツ推進活動 

  ニュースポーツ講習会（団体健康増進事業 年７回 参加者約 120人）  

（3）美し国三重市町対抗駅伝参加事務事業委託料 859,597円（委託先 いなべ市体育協会） 

  代表選手選考会（デンソー大安製作所内陸上競技場） 

   ※美し国三重市町対抗駅伝はコロナウイルス感染対策のため中止 

事業の総合評価 

いなべ市体育協会は、各競技団体の競技力向上を図るため、年間を通じて各種大会及び研修会を開催

しており、その成果の一つとして、令和２年度中に、いなべ市スポーツ競技全国大会等出場賞賜金の交付

対象となった人数が延べ 26人に達している。今後も、体育協会への業務委託を通じて市内アマチュアスポ

ーツ団体及びスポーツ少年団活動の支援を行っていく。 

スポーツ推進委員協議会によるニュースポーツ及び軽スポーツの普及活動は、出前講習会などの参加

者数の面で一定の成果を上げた。美し国三重市町対抗駅伝は中止となったが、今後も継続して取り組む。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
７ 総合的なスポーツの推進 

事業名 スポーツ施設管理運営事業 

事業の目的 安全で快適に利用できる施設の維持管理及び運営を維持する。 

事業の概要 

（1）社会体育施設 22施設の維持管理 

（2）社会体育施設一般利用受付及び貸出し管理業務 

（3）施設及び関連設備の修繕 

令和２年度 

の事業内容 
施設維持管理及び運営の継続 

事業の実績・成果 

（1） 保守管理業務 

 自家用電気工作物保安管理、電気照明設備保守点検、空調設備保守点検、消防設備保守点検、移

動観覧席保守点検、運動場・グラウンド・テニスコート整備、施設トイレ等清掃、植栽手入れ除草等環

境整備、プールろ化装置保守点検、プール管理監視、小型船舶定期検査、AED借上げ 

（2） 施設使用（予約）受付業務 

 ア シルバー人材センター施設受付管理業務委託 

 イ 施設予約システム運用 

 ウ 施設利用者数 合計 214,066人 

（3） スポーツ施設修繕事業 13,791,500円 

事業の総合評価 

施設及び設備の保守点検を例年どおり計画的に行った結果、一般利用に支障を来たすような不備や事

故などの事案は発生していない。限られた予算の範囲で利用者からの要望に応えるとともに、施設等の設

置又は管理の瑕疵が発生することのないように今後も適切な管理運営に努める。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
８ 自然環境の保全･充実 

事業名 藤原岳自然科学館博物展示事業 

事業の目的 
藤原岳を中心とする鈴鹿山系の豊かな自然について紹介することにより、自然保

護の重要性を普及啓発する。 

事業の概要 

（1）動物、植物、岩石、化石等の標本や写真展示による藤原岳の自然の紹介及び展

示施設の維持管理 

（2）自然科学作品展や企画展などの自然科学館事業の企画運営 

（3）市民や学校等の自然探究活動の支援 

（4）ホームページ等での情報発信 

（5）いなべ市内及び近隣地域の自然環境調査研究 

令和２年度 

の事業内容 
藤原岳自然科学館事業の企画運営、展示施設の維持管理、資料収集及び調査研究 

事業の実績・成果 

令和２年度の藤原岳自然科学館入館者数 6,213人 

（1）常設展示 

常設展示物の追加及び交換、淡水魚飼育水槽の管理、標本の保守作業 

（2）企画展示 

ア 第 42回児童生徒自然科学作品展（期間中入場者数 347人） 

イ 企画展「秋に鳴く虫」（期間中入場者数 約 350人） 

（3）学校、教育機関等における理科学習等の支援活動 

市内小中学校での学習支援活動（山郷小学校、員弁西小学校、藤原小中学校） 

（4）広報活動 

ア ホームページで最新の情報を発信 

イ ポスター、チラシ及びパンフレットの配布 

ウ マスコミ（新聞、CTY等）による行事内容等の紹介 

エ 館報「藤原岳」第 42巻（102頁）の発行 

（5）調査研究 

ア 市内各地での資料収集及び調査により得られた資料の標本作製と保管 

イ 館報で調査結果の公表（植物、昆虫類、陸産貝類） 

事業の総合評価 

いなべ市の自然を市の内外にアピールする施設として、今後も重要であると考える。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
８ 自然環境の保全･充実 

事業名 藤原岳自然科学館自然教室事業 

事業の目的 
市民が当市の自然に触れる機会を設け、その素晴らしさ、貴重さを体感してもらうこ

とにより、自然環境を守ることの重要性をアピールする。 

事業の概要 
（1）一般市民を対象とした自然教室の開催 

（2）自然科学研究の成果を発表する場の提供 

令和２年度 

の事業内容 

自然教室の開催（18 講座）、連続講座（植物、昆虫）の開催、児童生徒自然科学研

究発表会の開催 

事業の実績・成果 

（1）藤原岳自然科学館自然教室（令和２年４月～令和３年３月） 

18講座、369人参加 

（2）自然教室連続講座 

ア 「万葉人の愛した植物を通して～植物学の事始め」     ３回、43人参加 

イ 「昆虫少年、少女のための基礎講座～めざせ昆虫博士」 ３回、60人参加 

（3）第 44回児童生徒自然科学研究発表会 

１回、10組（10人）参加 

（4）広報活動 

毎回の自然教室実施後（連続講座も含む）、その様子を市のホームページに掲載し、各教室の活動

内容が分かるように発信した。 

事業の総合評価 

参加者の満足度も高く、自然環境を考えることは大事であるため、今後も継続して取り組んでいく必要が

あると考える。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
５ 生涯学習の充実 

事業名 屋根のない学校事業 

事業の目的 
自然の中で自然に親しみ自然に触れる体験活動や地域の歴史、文化に触れる活

動を通じて、五感を育み感性豊かな子どもを育てる。 

事業の概要 
（1）体験教室の開設 

（2）拠点施設「屋根のない学校」の維持管理 

令和２年度 

の事業内容 

（1）体験教室実施：６教室、合計 44回 

（2）施設の維持管理 

事業の実績・成果 

（1）体験教室の開設 

「びっくり生きものアラカルト」「昆虫と遊ぼう」「人びとのいのちとくらしを守る植物」「田んぼと畑の学校」

「自然とふれあって遊ぼう」の５つの教室を、１年を通して開設した。各教室の受講者が交流する合同教

室も含めて、６教室で 44回開催し、延べ 512人の参加があった。 

（2）事業費の概要 

 ア 臨時雇賃金    3,642,790円：非常勤職員 ２人 

 イ 講師謝礼      388,000円：市内講師（４人）7,000円/回、市外講師（２人）8,000円/回 

 ウ 消耗品費      259,943円：講座用材料、事務用品、施設管理用品 

 エ 光熱水費      136,781円：電気使用料、上下水道使用料、ＬＰガス使用料 

 オ 保守管理委託料 151,427円：浄化槽点検清掃、消防設備点検 

事業の総合評価 

参加者アンケートによると、体験活動の満足度は高く、継続実施を望む声が多いため、今後も引き続き

取り組んでいく必要があると考える。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
８ 自然環境の保全･充実 

事業名 希少動植物保全事業 

事業の目的 
専門家による市域内の植物調査を報告書としてまとめ、出版公表したことにより、

適正な自然環境の保全対策の実施につなげる。 

事業の概要 

（1）『いなべ市の植物』の販売 

（2）『いなべ市の自然』の販売 

（3）『いなべ市に咲く花とその果実』の販売 

令和２年度 

の事業内容 

『いなべ市の植物』を始めとする書籍の継続的な販売 

市内に生息、生育する野生動植物をホームページなどで紹介 

事業の実績・成果 

（1）『いなべ市の植物』の販売 

県内及び市内の教育施設や図書館等に寄贈し、ホームページでも内容を紹介し、多くの市民に手に

取っていただけるようにした。また、国立科学博物館や大阪市立自然史博物館など県外の施設にも寄

贈し、合計で 40冊を寄贈した。 

販売数は 67冊で、窓口での直接販売及びメールによる注文販売を受け付け、自然教室参加者にも

宣伝紹介して、販売を促進した。 

（2）『いなべ市の自然』の販売 

販売数は 15冊で、郷土資料館に 2冊寄贈した。また、自然教室参加者にも宣伝紹介した。 

（3）『いなべ市に咲く花とその果実』の販売 

販売数は 12冊で、自然教室参加者にも宣伝紹介した。 

（4）野生動植物の紹介 

ホームページや自然科学館受付にて、「いなべ市の自然」として、貴重種やその時期に見られる旬の

花などを写真と解説文で紹介し、定期的に更新した。 

事業の総合評価 

『いなべ市の植物』は、詳細な植物分布記録から市内の植物の研究、保全に寄与する学術上重要な出

版物で、開発協議等で欠かせないものとなる。『いなべ市の自然』等も市内の自然環境の参考書となり、自

然教室事業でも活用されている。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
７ 総合的なスポーツの推進 

事業名 三重とこわか国体推進事業 

事業の目的 
広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力

の向上を図り、国民生活を明るく豊かにしようとする。 

事業の概要 

2021年（令和３年）秋開催、第 76回国民体育大会正式競技のハンドボール及び自

転車（ロード・レース）の競技会場の選定を受けており、会場地市町実行委員会を組

織するとともに、各競技団体の協力を得てリハーサル大会、本大会を開催する。 

令和２年度 

の事業内容 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会総会、常任委員会及び各専門委員会の開

催、競技会場及び競技コースの整備、リハーサル大会の開催、広報及び啓発、市民

運動を実施する。 

事業の実績・成果 

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、リハーサル大会は、開催中止となった。2021三

重とこわか国体正式競技のハンドボール及び自転車（ロード・レース）競技を開催するため、諸会議の開

催、共催市との打合せ、競技団体との協議、感染防止対策の検討等により、本大会の開催及び運営の準

備を進めた。また、市民運動の展開、広報誌掲載、ホームページでの情報発信、広報グッズの作成、配付

等により広報啓発活動を行った。 

（1）諸会議の開催 

ア 三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回常任委員会、第３回総会 

イ 総務企画専門委員会、競技式典専門委員会、宿泊衛生専門委員会、輸送交通専門委員会 

（2）広報啓発活動 

とこわかダンスキャラバン（治田小学校、笠間小学校）、いなこねマルシェ、ハンドボール競技出前授

業、ミニ応援のぼり旗設置 

（3）市民運動 

あいさつのおもてなし運動（市内小中学校、にぎわいの森、三里駅、楚原駅、阿下喜駅）、国体給食 

事業の総合評価 

リハーサル大会が中止となったことで、大会運営の実践経験がないまま、本大会を迎えることになるが、

諸会議の開催、共催市との打合せ、競技団体との協議、感染防止対策の検討等を重ね、具体的な準備を

進めることができた。国体を成功へと導くには、競技会運営能力の向上を図るとともに、競技に対する市民

の関心を高めていくことが必要である。令和３年の本大会に向けて、新型コロナウイルス感染症の感染状

況を注視しつつ、地域、関係団体、関係機関等との連携をさらに強化し準備を進めたい。 
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教育振興ビジョン 

基本理念 
７ 総合的なスポーツの推進 

事業名 ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ開催事業 

事業の目的 
自転車の国内最高峰国際ステージレース「ツアー・オブ・ジャパン」のいなべ市での

定着化を図る。 

事業の概要 
ツアー･オブ･ジャパンいなべステージの定着化を目指し、ツアー・オブ・ジャパンい

なべステージ実行委員会を組織して大会を運営する。 

令和２年度 

の事業内容 
実行委員会を組織して、2020ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ大会を運営する。 

事業の実績・成果 

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、2020ツアー・オブ・ジャパン（ＴＯＪ）いなべ

ステージは、開催中止となったが、ロードバイク自転車界のトップレーサーが集う国際大会を誘致したこと

で、平成 31年度までの大会では毎年 20,000人以上の観客を得ることができ、いなべ市の知名度を国内

外に高めてきた。 

８月 12月から９月 16日までの間、2019年大会を振り返る「ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ写真

展」をシビックコア棟で実施した。また、2021三重とこわか国体自転車（ロード・レース）競技開催に向け、Ｔ

ＯＪいなべステージで高めた「自転車のまち」の知名度を活かした広報周知活動を行った。 

 

 ＜ツアー・オブ・ジャパン（ＴＯＪ）とは＞  

ツアー・オブ・ジャパンとは、UCI (国際自転車競技連合) 公認の国内最高峰の国際自転車レース。 

８日間、８都市で開催されるステージレースであり、出場するチームや選手の半数は外国人選手である。

「いなべステージ」は平成 27年度の第 18回大会から開催しており、自転車を通じた地域づくり、国際交

流、健康増進及び体力の向上に寄与している。 

事業の総合評価 

令和２年度で６回目の開催となるＴＯＪいなべステージ及び関連イベントは中止となったが、本事業は市

内企業、ボランティア、消防署、警察署、体育協会等各種団体と連携することで、官民一体となった大会運

営が根付いており、地域の活性化、本市の知名度向上やスポーツ振興につながっている。 

今後も、ＴＯＪいなべステージをすばらしい大会にするため、官民一体となって努力を続けるとともに、本

事業で培ったノウハウを活かして、2021三重とこわか国体自転車（ロード・レース）競技に取り組んでいく。 
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学識経験者の意見 

１ 判定結果 

教育委員会の具体的な事業について、年度ごとに作成している「いなべ市教育要覧」を資料

とし、点検及び評価を行った結果、令和２年度事業の実施状況は、おおむね適切であると判定

します。 

 

２ 教育委員会の事務に関する質問及び意見 

（1）学校給食施設維持管理事業について 

（委員）北勢町内の４小学校については、自校式給食を実施しているが設備の老朽化などの課題

が多いので、今後、学校給食センターへ統合していく方向とのことでした。いつ頃統合する

のか、計画はありますか。それとも、まだしばらくは自校式で整備をしながらやっていくの

ですか。 

 

（事務局）学校給食センターへの統合の時期については、今のところ未定です。 

北勢町４小学校は、給食会計も別々で運営しています。来年度、まずは給食会計をいなべ

市給食会計に統一する予定です。その後、４年後を目標に、給食費の公会計化を目指したい

と考えています。 

   現在は保護者から集金した給食費収入で食材を購入していますので、もしも給食会計が足

らなくなった場合には、食材が買えなくなってしまいます。公会計化すると、市の一般会計

からの支出で食材を購入するので、食材費が高騰しても、給食が止まるということはありま

せん。ただし、最終的に赤字になってしまいますが、食材の安定供給にはつながると考えま

す。また、公会計化になった場合、学校教職員の給食費経理業務の負担が無くなります。 

 

（委員）大安学校給食センターは、かなりの調理能力があると思いますので、自校式の施設の老

朽化や食の安全性、また給食の経費面からも、給食センターに統合したほうが良いと考えま

す。引き続き検討をお願いします。 

 

（2）児童・生徒特別支援推進事業について 

（委員）個別的支援を必要とする子どもたちや、日本語指導を必要とする外国籍の子どもたちの

ために、各小中学校に支援員や国際化対応指導員が手厚く配置されていることは、大変評価

できます。 

 

（3）人権教育推進事業について 

（委員）コロナ禍の 1 年半の期間で、新型コロナウイルスに関わる児童生徒における人権問題は

ありましたか。件数や内容などの報告をお願いします。 
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（事務局）教育委員会としても、新型コロナウイルス感染対策で家にこもりがちになった子ども

たちが精神的に追い詰められてしまうのではないか、あるいは、新型コロナウイルスに感染

したことへの人権的な問題発言があるのではないかと注視してきました。しかし、幸い新型

コロナウイルスに関わる人権問題の報告は、今のところ 1件もありません。 

 

（4）外国人英語指導事業について 

（委員）外国人英語指導助手（ＡＬＴ）が各学校に配置されています。今年から教科書が変わっ

て、中学校では、授業中は質問も答えも英語で会話する「All English」を目指して取り組ん

でもらっています。それに伴って電子黒板などＩＣＴの活用が必須になってきていますが、

電子黒板やタブレットを授業で使いこなすのは、ＩＣＴに不慣れな先生には大変だと思いま

す。教育委員会が、機器を使いこなすのが難しい先生方のために、ＩＣＴに詳しい支援員を

配置していることは、大いに評価できます。 

 

（事務局）中学校の英語は、「All English」が文部科学省の指導の基準になっています。まずは、

小学校 3 年生で、英語に慣れ親しむという授業をしていきます。小学校では英語を理解する

ということよりも、英語に慣れ親しむことから初めて、中学校で徐々に興味を持たせて、読

む、書く活動へつなげていくことを目指します。そこで、教員の個人差を埋めるために電子

黒板が導入されています。教員の中には、電子黒板やタブレットに早く慣れる人もいますが、

少し研修が必要な人もいますので、専門的な知識を持ったＩＣＴ支援員を派遣しています。

今後も継続して取り組んでいきたいと考えています。 

 

（5）通学路の安全性について 

（委員）千葉県で小学生の列にトラックが突っ込むという悲しい事故がありました。市内の通学

路のなかには、柵のない歩道など危険箇所があります。通学路について、安全点検はしてい

ますか。また、今考えている施策などがあれば説明をお願いします。 

 

（事務局）年 3 回、通学路安全推進会議を開催しています。また、千葉県の事故のような事案が

起きた場合は、緊急の通学路安全推進会議を開催しています。出席者は、いなべ市教育委員

会事務局、いなべ市建設部建設課、三重県県土整備部、いなべ警察署交通課の 4部署です。 

まず学校が通学路の点検を行い、改善箇所を通学路安全推進会議に報告します。また、各

自治会長から危険箇所の情報をいただくこともあります。その改善箇所について協議し、順

次、改善しています。例えば、歩道はあるがガードパイプがないので取り付けてもらいたい、

歩道が狭いので広げてもらいたいなどの要望が出てきます。これらの要望に対して改善策を

検討し、それぞれの部署で、できる限りの対応をしてもらっています。 

なかなか改善が難しい通学路もあります。員弁町の旧道は狭いので、歩道を確保する余地

もなく、交通量も多いです。そこで、道路をカラーリングしたり、目立つ注意喚起物を設置
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するなどの対策をしてもらっています。今後も、通学路の危険箇所の改善に取り組んでいき

ます。 

 

（委員）通学路については、注意喚起が必要な箇所が数多くあると感じています。限られた予算

なのは理解できますが、せめて「止まれ」の文字を道路に塗装するなど、事故の予防策をお

願いします。また、路側帯の白線や一時停止の停止線が薄くなっているのをよく見かけます。

そのような場所で実際に大きな事故が起きています。子どもたちの命を守るための対策を、

引き続きお願いします。 

 

（6）不登校児童生徒について 

（委員）不登校の子どもたちがコロナ禍でさらに欠席が長期化していると聞きました。学校や保

護者の方も一生懸命対応してみえることと思います。それでも学校に行けない状況があるよ

うなので、なかなか難しい問題だと感じていますが、どのような取組をしていますか。 

 

（事務局）不登校はご指摘のとおり、喫緊の課題だと捉えており、不登校対策事業の取組を行っ

ています。 

児童生徒が 3 日連続で欠席すると、校長とスクールカウンセラーも情報を共有し状況を把

握します。1週間連続で欠席すると、その要因を分析するためにケース会議を開きます。その

間、教育委員会、臨床心理士も含めて進捗会議を随時行っています。 

家庭との窓口は学校になりますので、担任が保護者と相談しながら、どのような復帰をめ

ざしていくのかを、本人に合わせながら進めています。相談窓口として、教育委員会、いな

べ東員教育支援センターふれあい教室、教育研究所の教育相談員などを紹介しています。そ

のなかで保護者や本人が利用しやすいところに関わってもらっています。 

 

（委員）相談窓口の利用者率は、どうなっていますか。 

 

（事務局）不登校児童生徒の約 50％が、いなべ東員教育支援センターに関わってもらっています。

残りの約 50％の方は、なかなか外部とつながるという状況ではないというのが現状ですが、

改善してきていると感じています。 

 

（7）藤原岳自然科学館自然教室、屋根のない学校の事業について 

（委員）藤原岳自然科学館自然教室や屋根のない学校では、たくさんの講座が開催されています

が、コロナ禍での開催ということで密集密接などへの対策はしていますか。 

 

（事務局）新型コロナウイルス感染症対策として、三重県にまん延防止等重点措置が発出された

場合は、その期間の全講座を中止する対応をしています。また、まん延防止等重点措置が解
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除されても、屋外の講座については人と人の間隔を広くして、屋内の講座についても密集に

ならないように配慮して実施しています。また、食べ物を作って食べるといったことは中止

しています。今後も、講座開催の際は、新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めていき

たいと考えています。 


