
当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

・確実に導入し、きめ細やかな学習指導を行う。 年度開始から実施
北条小：１年、２年
北条中：３年　大栄中：２年

・中間のとおり

・全国学力学習状況調査及び相対評価（NRT）を4月に行
う。

・予定通り全国学力学習状況調査及びNRT【中学校】を4月に
実施。6月の豊かな育ちと学び力アップ会議でＮＲＴの結果分
析を行う。全国学力学習状況調査の分析は8月に実施。

予定通り各種検査を実施。１２月の豊かな育ちと学び力アッ
プ会議で全国学力学習状況調査について、３月の会議で
は小学校ＮＲＴ、中学校ＣＲＴの結果分析と成果と課題を明
らかにした。

・外国語専科と外国語講師、ＡＬＴと担任が連携しながら実
施する。
・確実に実施する。

年度初めや夏休みなど打ち合わせの時間を取り、学習の進
め方や活動内容を確認しながら取り組んだ。また、授業を進
める上で困っていることについて情報提供したり、研修で学ん
だことを校内研修会で伝えたりするなど充実した取組になるよ
う連携を図っている。
英語検定料補助は、3級6名、準2級3人の計9名。

１１月には外国語担当者が集まって授業について教材研究
し合い、大栄小学校で授業研究会を行った。また、ＡＬＴと
の効果的な学習の在り方について各校区ごとに情報交換し
合いながら授業実践に取り組んだ。小学１・２年の「英語に
触れる活動」は外国語専科教員とＡＬＴ中心に予定通り実
施した。
英語検定料補助は、3級21名、準2級6名、2級1名の計２８
名。

●教員の指導力の向上

・先進地視察は秋ごろ実施向け、準備する。
・各小・中学校は1回以上の授業研究を行う。

９月下旬に京都市の教育委員会や小中学校に視察に行き、
特別の教科道徳や小中連携の具体的な取組についての成
果と課題について研修した。大学教授を招いての授業研究
は年間計画に沿って確実に実施し、日々の実践につなげら
れている。

京都市研修で学ばれたことを校内で報告したり学び力アッ
プ会議で情報交換し合ったりして小中連携の必要性を確認
した。
講師招聘授業研究会：北条小２回、大栄小２回、北条中２
回、大栄中２回

・町学校教育研究協議会、町幼児研究会が総会等の会議
を開催し、本年度の目標等を確認し、計画に沿った活動を
進める。

それぞれの校区ごとに小中合同の授業研究会をしたり、教科
部会を開催したりできている。保小連携については小学校教
諭参加の園内研修会を開いたり、小学校教諭による保育士
体験をしたりし、幼児教育についての理解を深めてきている。

大栄地区では里帰り交流や小学校の研究授業研に保育教
諭が参加し、小学校教育について理解を深めた。北条地
区では秋祭り交流を通してこども園の保育や小学校の生活
科についての内容を確認し合った。

・PTA・学校と連携し、情報共有を図る。 １学期に予定通り実施し、取り組みの結果を学校に返し、児
童生徒が継続して取り組めるようにしている。

毎学期に１回実施できた。ノーメディアの取組について保護
者からの前向きな感想が数多く聞かれるようになった。

・自治会に周知、依頼をする。 ・夏季休暇中に5団体実施（松神、土下、瀬戸、曲、六尾） ・冬期休暇中に1団体実施（土下）

・1回以上意見交換を行う。 ５月に意見交換を設け、基本的生活習慣の定着を目指した
取組や学力向上に関連した講演会の開催について話し合っ
た。

学力向上アクション週間の取組について北条中学校側で
内容を見直し、児童生徒一人一人に結果を丁寧に返し、習
慣化が図れるように来年度検討していく。

●いじめの未然防止と早期発見・早期解決への取り組み

・第1回目の検査を実施し、状況把握を行う。 ・1回目を５月に実施し、学年当初の学級や個々の状況把握
を行った。

・２回目を１１月に実施し、学年当初の学級や個々の状況と
現在の状況を比較し支援の在り方について再検討を行っ
た。

・5月に実施し、状況把握及び必要な対策を行う。 ・5月30日、6月15日小中４校で実施。状況把握とともに早期
発見、早期対応を行った。

・11月末から12月初めに小中４校で実施。第１回目と第2回
目の結果の比較や経年比較を行い、いじめの未然防止・早
期発見についての取組について振り返る。

・9月までに開催する。 ・8月10日開催。児童生徒31名（1名欠席）、教職員8名で実
施。（一般は9名参加）

中間のとおり

目
標
２

目
標
１

・引き続き少人数学級の導入により、きめ細やかな学習指導を行う。
　　小学校：1･2年30人、3･4年33人　中学校：1年33人、2･3年35人

児童生徒の学力向上の取り組み

・英語教科のため以下の事業等を行う
　小学5・6年生外国語年70時間、小学3・4年生外国語活動年35時間実施
（新規）
　小学1・2年生に「英語に触れる活動」を各学年年間10回（継続）
　英検の前に各中学校でイングリッシュスクールの実施（継続）
　中学生英語検定料の半額補助（継続）

・ハイパーQU検査を実施（小：2年以上、中：全学年）し、学級の集団
の状況、個々の状況把握に努め、より良い学級づくり、個々の支援を
行う。
・実施は1回目を5～6月、第2回目を11～１２月に実施する。
※「QU検査」は、「やる気のあるクラスをつくるためのアンケート」「いごこちのよいク
ラスにするためのアンケート」の2つの心理テストから構成。「ハイパーQU検査」は、
これらに、「ふだんの行動をふり返るアンケート」を加えた心理テスト。

いじめの未然防止等の取り組み

・引き続きPTA等と学力向上のための意見交換を行い、連携して取り
組む意識を醸成する。また、対策の検討を行う。

・全国学力学習状況調査（小6・中3）、標準学力検査のNRT（相対評
価）及びCRT（絶対評価）の実施と検査結果分析を行い、課題把握と
個々の課題にあった学習指導を実施する。
　全国学力学習状況調査　小6、中3対象　4月実施
　標準学力調査（NRT)　小：全学年1月実施　　中：全学年4月実施
　　　 　　〃　　　（CRT)　中：1.2年1月実施

●地域連携による学力向上の取り組み

・自治会等地域ボランティア学習支援事業を実施する。実施自治会
等の団体が増えるよう十分に周知する。
・前年度実施団体数以上を目標に周知等を行う。

・教員の指導力を高めるため、各学校1名による先進地視察を行う。ま
た、各小･中学校において2回以上、大学教授等の講師を招き授業研
究を行う。

・町学校教育研究協議会（こども園、小中学校教職員）、町幼児教育
研究会(保育所・こども園保育教諭)の部会で事業実施（連携に活か
す、共通認識）により北栄町幼児教育から小、中教育の共通認識を徹
底する。

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
教育総務課

目　　　　　　　　　　　　　　標

・第4回北栄町いじめをなくそうサミットを開催し、身近にいじめをなく
する機運を高める。

●児童・生徒の学力向上

・昨年度に引き続き「やるぞ！学力向上アクション週間」を各学期末に
実施し、町全体で子どもたちの学力定着、基本的生活習慣の定着を
目指す。

・いじめ無記名アンケートを5・11月に実施し、状況把握を行うことで予
防、早期発見に努める。



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
教育総務課

目　　　　　　　　　　　　　　標

●学校運営における人的配置

・年度当初から必要数を配置し、有効活用する。 それぞれ必要人員を年度当初から配置し、欠員についても
即時配置。
ただし、９/２１現在、１０月中旬から北条中特別支援教育補佐
員が１名欠員となる見込み。

欠員となっていた北条中特別支援教育補佐員は11/19に
解消。

・年度当初から必要数を配置し、有効活用する。 両校とも配置済。
（北条中学校）卓球、バドミントン、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、サッカー、吹
奏楽
（大栄中学校）柔道、卓球（男・女）、剣道、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

・中間のとおり

・年度当初から必要数を配置し、有効活用する。 ・すべて年度当初から必要数配置。
　　ALTについては、7月、町職員1名・アメリカ人女性１名の2
名から、町職員1人・アメリカ人女性１名・ジャマイカ人女性１
名の３名に増員。

北条中心の教室相談員が1/31退職により欠員となってい
る。

・工事の進捗状況を把握し、適切に工事を実施する。 ５月に工事請負契約を締結。
進捗率（８月末）：北条中50.86％、大栄中61.36％

予定通り10/31完成

・状況を正確に把握し、必要な対策を講じる。 ・PTAから危険箇所を取りまとめ（10箇所）、8月に合同点検を
実施。※10月に対応協議予定
・６月にブロック塀等危険個所の緊急点検を取りまとめ（５４箇
所（うちブロック塀４２カ所））

・10月に対策協議会を開催し対策を協議

・学校と工事内容を共有し、予算化事業の発注を行う。
・修繕等の必要が生じた場合は、早急に対応する。

・上半期に実施（発注）した工事
（北条小）西校舎扉修繕、体育館ＬＥＤ化、北校舎外壁改修
（大栄小）プール改修、図工室改修、理科室蛇口改修、プー
ルブロック塀改修（北条中）ふれあい会館床改修、体育館ＬＥ
Ｄ化、防球ネット改修、グラウンド改修、体育館手すり修繕（大
栄中）生徒用ロッカー更新、生徒用衣類かけ設置、雨漏り修
繕、武道館ＬＥＤ化、渡り廊下塗装

下半期に実施（発注）した工事
（北条小・大栄小）エアコン設置関連（北条小）防雪ネット設置、北校舎
東側遊び場改修、教室間仕切り設置（大栄小）転落防止柵設置（北条
中）転落防止柵設置（大栄中）転落防止柵設置、武道館屋根改修

●保育教諭等の資質向上

・県教育センター、中部教育局、県子育て応援課、エール
等主催の研修に参加する。
・毎週木曜日、全園で全職員参加の職員会を実施する。

・県内研修は計画どおり実施中。
・新規採用研修は、公立４園５名、私立１名受講中。
・県外研究大会に6/8～9松江市（2名）、7/27～28新潟市（2
名）を派遣し、資質向上に活用した。

・県内研修78回
・新規採用研修受講済。（公立5名、私立1名）
・県外研修 9/23～24埼玉市（2名）、11/7～8広島市（2名）、
12/13～14東京（1名）、年間5回9名派遣。全体報告会10/5、1/8
（2回）実施済。
・園内研修59回（うち保育研究16回）

●教育保育内容の充実

・各園がH30年度の研究主題を設定し、主題に沿った取り
組み計画を策定する。

・新教育・保育要領周知済み。各園の計画に沿って実施中。
・部長研修　7/10実施（残り2回）、園評価研修　5/8実施
・臨職対象研修　4/23、27実施（残り１回）
・ミドルリーダー研修への職員派遣　6/4、21、8/29（残り２回）
・保育リーダー、保育教諭（指導主事）配置。県幼児教育セン
ター等の研修に参加し、園への指導に活用した。

・中間のとおり、各園の計画に添って実施。県幼児教育センター
と連携し園への指導を実施。
・下半期に実施（派遣）した研修
部長研修 1回（12/18）、臨職研修 1回（10/5、10）、ミドルリー
ダー研修 2回（10/19、11/20）

・計画訪問、同日公開参観日の意見やアンケートにより、課
題を把握し、園運営及び教育課程等の改善に努める。

・各園が上半期の園運営に関する自己評価を実施。
・上半期の計画訪問、同日公開参観日等で意見を集約。

・下半期の計画訪問、同日公開参観日等で意見を集約
・下半期の園運営に関する自己評価及び関係者評価を実施。

・滞納者への個人通知、訪問徴収等を行い徴収率の向上
に努める。

・個人通知や電話による催促、訪問徴収を随時実施。 ・中間のとおり

・こども園の施設、設備、備品を適正管理する。当初予算計
上の整備等については、計画的な発注を行う。
・修繕等が必要となった場合は、早急に対応する。

・当初予算計上分を次のとおり実施。職員室復元、プールサ
イド修繕、便器洋式化（大誠こ）、給食室シンク取替え（由良
こ）、砂場屋根設置、給食室床修繕（大谷こ）
・急な修繕を次のとおり実施。テラス修繕、スチームコンベク
ション修繕（大誠こ）、フェンス門扉取替え「（由良こ）、エアコ
ン取替（大谷こ）

・中間のとおり

・学校運営充実のため、次の町負担職員を学校に必要数配置する。
　　特別支援教育補佐員　　　　ＩＣＴ学習生活支援員
　　学校主事補佐員　　　　　　　学校図書館司書補佐員

・中学校2校のエアコン整備を行う。

・新教育要領の理解啓発、部長研修・ミドルリーダー研修・臨職対象
研修を行う。
・各園・保育所における目標・研究テーマを設定し、テーマに沿った
具体的な取り組みを実施する。
・保育リーダー、保育教諭の配置、県の幼児教育センターとの連携強
化により、園への指導を充実させる。

●保育料等の徴収とこども園の適正な管理

教育・保育の充実とこども園の適正な管理

・平成30年度予算に盛り込んだ工事、修繕等を確実に実施する。
（北条小）西校舎扉修繕、西校舎前通路防雪ネット、体育館ＬＥＤ化、
北校舎外壁改修（大栄小）プール改修、図工室改修、理科室改修、Ｆ
Ｆストーブ更新（北条中）ふれあい会館床改修、体育館ＬＥＤ化、防球
ネット改修、グラウンド改修（大栄中）生徒用ロッカー更新、生徒用衣
類かけ設置、雨漏り修繕、武道館ＬＥＤ化、渡り廊下塗装

・こども園の適正な管理を行う。
　予算計上　庇テント設置（北条こ）、職員室復元、便器洋式化（大誠
こ）、給食室シンク取替え（由良こ）、砂場屋根設置、給食室床修繕、
カーテン取替え（大谷こ）

・定期巡回やPTA要望等により施設や通学路等の不備を早期に発見
し、必要な改善を行う。

・自己評価、関係者評価の導入により保育教育の課題を見出し、全体
的な計画・教育課程等の改善に努める。

・顧問、引率が可能となる部活動指導員を活用し、教員の負担軽減、
技術向上を目指す。
　（北条中学校）　卓球、バドミントン、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、サッカー、吹奏楽
　（大栄中学校）　柔道、卓球（男・女）、剣道

・保育教諭等の資質向上に努める。
　講演会や研修会への積極的な参加
　　（目標）昨年度と同等の研修参加
　園内研修、公開保育の実施
　　（目標）県外研修3回、各園保育研究3回

学校教育環境づくりの推進

・SSW（スクールソーシャルワーカー）、SC（スクールカウンセラー）、心
の教室相談員、外国語通訳支援員、外国語教育指導員、特別支援
教育アドバイザー、ALT（外国語指導助手）を配置し、教育体制、相
談体制を整える。

目
標
４

目
標
３

・保育料等の徴収に努める。



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
教育総務課

目　　　　　　　　　　　　　　標

●ネウボラ事業の周知等

・情報共有システムを整備及び定例カンファレンスを実施
し、関係課と情報を共有する。

・情報共有システム整備済み。毎月定例カンファレンス実施
中。

情報共有システム関係者会を年2回開催。運用方法の協議
やシステムの改修を適宜実施。
毎月定例カンファレンス実施。随時個別支援会議実施。

・スケジュールに沿って事務を遂行する。
・委託先等と連携する。

・スケジュールどおり実施中。
・新規事業も予定どおり開始済み。
・当初計画にはなかったが、新規に親育ち事業を実施中。
　（年度末まで５回のうち２回開催済み）

新規事業の産後ケア、宿泊型及びデイサービス型実1件、
アウトリーチ型実２件。母子手帳アプリ100件登録。（3/31現
在）
親育ち事業、開催回数を4回に変更し実施済み。参加実数
27人、延数54人。

・十分に広報を実施する。
・定例の支給を適正に行う。（４月、７月、１１月、１月）

・子育てガイドブックや保健師面談の際に周知中。町報１０月
号に掲載。
・初回給付（７月）支給４５件。８月末申請件数２１件。

・１０月支給　４５件　　１月支給　４４件
・３月末申請件数　４９件

●子育て支援センター事業の充実

・十分に広報を行う。 ・各種ツールを活用して広報実施中。
　母子アプリ、町報、町HP、フェイスブック、たより、訪問相談
員など

・中間のとおり

・利用者の声を聞きながら楽しめる講座を企画する。 ・様々な講座を実施中。
　ベビーマッサージ２回、カフェご飯・お菓子づくり３回、ハー
バリウム・アクセサリーづくり７回、フリーマーケット２回など

・中間のとおり

●子ども子育て支援サービスの継続

・事業のPRを行う。 ・チラシを作成。子育てガイドブックにセットし、全ての妊婦に
配布中。
・町報１０月号に掲載。

・中間のとおり

・十分に広報を行う。 ・チラシを作成。子育てガイドブックにセットし、全ての妊婦に
配布中。

・中間のとおり

・広報を行い、利用の拡大を図る。 ・同上 ・中間のとおり

・登録者の管理を適正に行う。 ・入退級の手続きを明確にし、登録者を適正に管理中。
　利用がない場合は退級届を提出するよう促している。

・中間のとおり

●特別な支援を必要とする子、保護者への対応

・支援会議を随時開催する。
・各種研修会を行う。
　①特別支援教育担当者研修
　②加配保育教諭対象研修
　③放課後児童支援員対象研修

・園（校）内委員会は計画に沿って開催。支援会議を随時開
催し、関係者・機関と連携した支援を実施中。
①特別支援教育担当者研修　4/17、7/26（残り１回）
②加配保育教諭補佐員対象研修　4/23、27（残り１回）
③放課後児童支援員研修　7/13、18

・園（校）内委員会は計画どおり実施済。
・支援会議（移行支援含）を年間81回開催。
①下半期1回　（1/9）
②下半期1回（10/5、10）
③中間のとおり

・3課実務担当者会を開催する。
・先進地視察準備・実施予定。

・実務担当者会は、上半期に５回開催。
・7/5第１回発達支援連携協議会開催。
・7/12町民対象発達支援講演会開催。参加者１８１名

・下半期に５回、計10回開催。
・第2回を11/26に開催。

・ペアレント・トレーニング講座を開催、開催PRをする。
・発達支援相談窓口の明確化。

・ペアレント・トレーニング講座を開催中。6回計画のうち、5回
を上半期実施。参加者は５名（5家庭）。PRはチラシ配布、町
HP、フェイスブックで実施。

・下半期に1回、計6回実施済。5名参加（5家庭）
・相談希望者には随時面談を実施。

・関係機関との連携を十分に図り、虐待予防及び必要な支援を行う。

・ファミリー・サポート・センター事業の周知と利用拡大を図り、子育て
家庭の育児と仕事の両立支援を行う。

・北条地区・大栄地区に放課後児童クラブを継続開設し、放課後、保
護者等が不在の家庭の児童を対象に、放課後の居場所を設ける。

・子どもに適切な支援を行うため、医師や保護者との連携や、職員間
でのケース検討の実施により、適切な支援・共通理解に努める。

特別支援の充実等

・「発達支援室」を中心として福祉課・健康推進課・教育総務課連携の
もと、発達支援が必要な児童に対し、一環した支援体制を充実する。

・保護者の子どもに関するさまざまな不安や悩みを解消するよう、相談
体制を維持する。

・家庭でこどもを保育する世帯を支援するための在宅育児支援事業
の周知と事業実施を確実に行う。

目
標
５

●在宅育児支援事業の周知等

目
標
６

子育て支援の充実等

・ネウボラが実施主体となる業務等を確実に行う。
　ポイントラリー（継続）、育児パッケージの配布（継続）、子育てガイド
ブックの作成（継続）、産前・産後ヘルパー派遣（継続）、助産師相談
会（継続）、訪問相談員の配置（継続）、木育事業（継続）、産後ケア
（新規）、母子健康手帳アプリ（新規）

・由良こども園と北条みどり子ども園で一時預かり保育を継続し、保護
者の保育ニーズに応える。

・子育てをする母親のリフレッシュとなるような教室や講座を充実する。

・各種サービスの周知を行う。病児、病後児、ショートステイ、トワイライ
トステイなど）

・発達に支援を必要とする子とその保護者がより良い親子関係を構築
するための支援を行う。



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
教育総務課

目　　　　　　　　　　　　　　標

●安心で安全な学校給食の提供

・地産地消検討会を毎月開催し、地元食材の活用を図る。 ・地産地消検討会を毎月実施。
・地産地消の推進に向けた取り組みとして８月に北栄町学校
給食地産地消懇談会を開催。
・北栄町産シャインマスカットを使ったサプライズデザートの企
画を実施。

平成30年度の鳥取県産食材の使用率は94％（H29：95％）
と高い水準を維持できた。
また、今年度は、鶏卵、いちご、猪肉など、これまで使用し
ていなかった町内産食材について活用することができた。

・アレルギー対応については、検食によるチェックを行うとと
もに、保護者とアレルギー食の確認会を毎月開催する。
・異物混入対策については、搬入食材からの混入防止啓
発、調理場での目視確認、学校配食時の混入防止啓発を
行う。
・現場責任者と随時打ち合わせを行う。

・アレルギー対応食の保護者確認を毎月実施。
・調理現場、学校、業者と連携しながら、異物混入の状況、防
止策を共有している。
　H30.9月現在　アレルギー事故　０件
　　　　　　　　　　危険異物混入事故　０件

センター内での異物混入事故は平成30年度は無し。
・アレルギー事故　0件
・危険異物混入事故　0件

●学校給食費の公会計化後、システム導入後の各種事務変更対応

・間違いのない処理ができるようチェックを行いながら進め
る。
・問題となる事項について対応する。

・システムの運用開始後、更なる効率化を図るため、北栄町
の事務体制に沿ったカスタマイズを検討し予算化を行った。
引き続きスムーズな運用に向けて調整を図ることが必要。

システム改修を行い、年間を通して必要となる事務処理が
スムーズに行えるよう調整。食数管理、給食費徴収、管理、
精算事務にかかかるシステムを導入。基本的なシステム運
用が可能となった。

●給食費の徴収と学校給食センター適切な管理

・滞納者への個人通知、電話催促等を行い徴収率の向上
に努める。

未納者への支払督促について適宜対応した。
＜H30.9.25現在＞
平成３０年度現年未納のべ　１５世帯１８人　166,600円
　　　　　　　　過年度未納分徴収額　138,543円

督促、支払い元確保（児童手当等）により、年度末未納額
は昨年より減少。
現年分・・・滞納無し決算の見通し
過年度滞納分・・H29年度末3,025,446円
　　　　　　　　　→H30年度末2,227,257円

・当初予算計上の整備等について計画的な発注を行う。
・修繕等が必要になった場合は、早急に対応する。

現場点検のもと、給食実施に影響が出ないよう必要に応じ修
繕を実施した。（当初予算の範囲にて対応中）

適宜、施設・機器の修繕を行い、安定的なセンター運営が
できている。

・学校給食費の徴収に努める。
　目標　年度末滞納額を前年度額以下とする。

・給食センターの設備等について適切な管理を行う。

安全・安心な学校給食の提供

目
標
７

・アレルギー対応、異物混入対策を徹底して行う。
　目標　アレルギー事故　0件　　　危険異物混入事故事例　0件

・安全・安心な地元食材の積極的な活用を行う。
　　目標　地産地消率は90％

・平成30年度より給食費の扱いを一般会計へ移行し、徴収システムの
導入を行うこととしたが、システム活用、徴収業務等において、必要に
応じて問題解決を図りながらスムーズな運用が行えるよう対応する。


