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うるま市教育委員会事務点検・評価について 

 

1. 趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第 162 号。以下

「法」という。）第 26条の規定に基づき、「教育委員会は、毎年、その権限に属

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、公表しなければならない」とあ

ります。 

 うるま市教育委員会では、効果的な教育行政の推進に資するとともに市民に

対する説明責任を果たすため、平成２６年度に実施したうるま市教育委員会の

事務の管理及び執行の状況について、教育に関して学識経験を有する方々の知

見を活用して点検及び評価を行い、「うるま市教育委員会事務点検・評価報告書」

を作成しましたので、提出いたします。 

 

 

2. 点検・評価の対象事業 

点検・評価は、うるま市総合計画の施策体系に基づいて、平成 26年度に実施

した教育委員会所管の事業の中から、うるま市教育委員会主要施策及び市民へ

の周知の必要性を考慮して選定した 28 事業を対象に実施しました。 

対象事業は、別紙１のとおりです。 

 

 

3. 点検・評価の方法と結果 

点検評価にあたっては、各課は事業ごとにマネジメントシ－トを作成し、評

価項目である「目的妥当性」、「有効性」、「効率性」、「公平性」の 4 項目につい

て、「適切」であるか「見直し余地がある」かの評価「内部評価」を試み、今後

の方向性を検討しました。 

評価基準は、別紙２のとおりです。 

 

その後、外部評価委員（うるま市教育委員会事務点検・評価委員）3人による

各課ヒアリングを行い客観的な評価・意見「外部評価」を頂いた上で、「教育委

員会事務点検・評価報告書」としてまとめました。 

点検・評価の結果は、別紙３のとおりです。 

 



　（別紙1）　　　　　教育委員会事務点検・評価事業一覧（平成26年度事業対象）

部 課名 総合計画施策体系

　総務課
　 2-1
  自ら学び考える力と確かな学力を培う
  教育の推進

1  中学校大会派遣助成費

2  高江洲小学校校舎増改築事業

3  天願小学校屋内運動場増改築事業

4 　小学校施設修繕費

5 　学校支援地域本部事業

6 　各種委託学級講座

7 　うるま市生涯学習フェスティバル

8 　勝連地区公民館空調設備改修事業

9 　各種社会体育事業

10 　各種スポ－ツ大会派遣助成費

11 　学校体育施設開放事業

　2-2
　潤いと生きがいのある生涯学習社会をつくる
　社会教育・社会体育の推進

12 　資料購入事業

2-3
　豊かな感性を育む芸術文化の振興と
　文化財の保護・活用の推進

13 　具志川市史編さん事業

14 　景観調査活用事業

15 　マーラン船等復元活用事業

16 　市内文化財総合整備調査活用事業

17 　文化施設機能強化事業(文化施設・設備機能強化事業）

18 　預かり保育事業

19 　ICTを活用した学習支援・人材育成事業

20 　小中学校学力向上対策推進事業

21 　小中学校特別支援教育事業

22 　小中学校外国人英語助手派遣事業

23 　へき地児童生徒援助費補助金

24 　適応指導教室事業

25 　教育実践グランプリ

26 　給食センタ－管理運営事務事業

27 　給食センタ－地産地消推進事業

　青少年センター
　2-2
　潤いと生きがいのある生涯学習社会をつくる
　社会教育・社会体育の推進

28 　青少年相談及び支援事業

評価対象事務事業

教
育
部

　施設課
　 2-1
  自ら学び考える力と確かな学力を培う
  教育の推進

　生涯学習振興課
　2-2
　潤いと生きがいのある生涯学習社会をつくる
　社会教育・社会体育の推進

　生涯スポ－ツ課
　2-2
　潤いと生きがいのある生涯学習社会をつくる
　社会教育・社会体育の推進

　図書館

　文化課
　2-3
　豊かな感性を育む芸術文化の振興と
　文化財の保護・活用の推進

指
導
部

　学務課
　 2-1
  自ら学び考える力と確かな学力を培う
  教育の推進

　指導課
　 2-1
  自ら学び考える力と確かな学力を培う
  教育の推進

　教育研究所
　 2-1
  自ら学び考える力と確かな学力を培う
  教育の推進

　給食センター
　 2-1
  自ら学び考える力と確かな学力を培う
  教育の推進
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○　目的妥当性・有効性・効率性・公平性の評価基準

区分 評  価  項  目

○　今後の方向性について（複数選択可）

  □　事業統廃合　□　事業連携　□　民間委託　□　正職員以外の対応

　□　受益者負担変更　□　その他やり方改善　□　現状維持  □　事業完了

  □　廃止　□　休止　□　目的（意図）再設定　□　行政関与の見直し

⑤
今
後
の
方
向
性

③
効
率
性

　⑦事業費の削減余地
　・やり方を工夫して活動量や事業費を削減できないか。

　⑧人件費の削減余地
　・正職員以外の職員や委託等、やり方を工夫して人件費を削減できない

　　か。

　□　適切

　□　見直し
　 　余地あり

④
公
平
性

　⑨受益機会・費用負担の適正化余地
　・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。
　・受益者負担が公平・公正になっているか。

　□　適切

（別紙２）

　□　見直し
　 　余地あり

②
有
効
性

　④成果の向上余地
　・どのような成果があらわれているか。

　・次年度以降の成果向上余地が期待できるか。

　⑤廃止・休止の影響があるか
　・成果にどのような影響があるか。

　⑥類似事業との統廃合
　・目的を達成するために、他の方法はないか。類似事業はないか。

　□　適切

　□　見直し
　 　余地あり

　上記①～④の評価を踏まえて、問題、課題を確認し、今後の事業の方向性を具体的
に検討する。

評価結果

①
目
的
妥
当
性

　①政策体系との整合性
　・市の政策体系に結びつくか。

　・上位目的と結びついているか。

　②対象・意図の妥当性
　・対象や意図を限定・追加・拡充すべきか。

　③行政の関与の妥当性
　・なぜこの事業を市が行うのか。税金を投入して達成する目的か。

　□　適切

　□　見直し
　 　余地あり
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象） （別紙3）

目的
妥当性

適切

①「郷土に誇りを持ち、明日のうるま市を支える人を育てる」
という教育の基本目標に結びついている。
②対象については、「うるま市児童生徒の派遣に関する交
付規程」で必要な事項を規定されており妥当である。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

多くの生徒が県内外の上位大会への出場を目標として、
日々練習に励み強い精神力とたくましい体を育んでいる。
県内外のハイレベルな大会参加の経験は、その後の学校
生活においても生かされている。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切
「うるま市児童生徒の派遣に関する交付規程」に基づいて
執行しているので適切である。

適切 内部評価を認める。

総務課 公平性
見直し
余地あり

本市中学校の全生徒を対象として交付規程により助成して
おり、受益機会について、公平・公正である。個人派遣と団
体派遣における派遣者の個人負担の平準化について見直
しの余地がある。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○助成額の上限規定により、団体の規模や参加人数
等で個人負担額に差があり不公平感が生じたことは、
見直して当然である。
○団体派遣と個人派遣の受益公平化のために、27年
度に「交付規程」を見直すことについて高く評価する。

今後の
方向性

事業連携
その他
やり方改善

交付規程に基づく助成であるため公平・公正となっている。
派遣決定される場合において、個人や少人数での派遣費
の場合と、団体派遣において児童生徒の個人負担金額に
ついて差額が生じていることから、平準化をはかる必要があ
る。派遣対象について、種目や大会の種類の見直し等、検
討を要する。

事業連携
その他
やり方改善

内部評価を認める。
○個人負担が均（なら）されることは良い方向であり、
公正公平である。
○今後も個人負担のさらなる公平化に取り組んでいく
ことを期待する。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

①

中学校
大会派遣
助成費

 
うるま市立中学校の生徒が、学校
教育の一環として、運動競技や文
化活動に参加するため、県内離
島や県外に派遣される場合の経
費の一部を助成する。
　
【26年度　実績　　163名】
　
〈派遣先〉
①県内離島　　    16名
②県外　　　　    １４７名
　
〈運動競技・文化活動別〉
①運動競技　　　 102名
②文化的活動　   ６１名
　
〈主催別〉
①沖縄県中学校体育連盟　16名
②九州地区中学体育連盟　77名
③全国中学体育連盟　　      6名
④その他体育競技全国大会 3名
⑤九州マーチングｺﾝﾃｽﾄ　  53名
⑥九州アンサンブルｺﾝﾃｽﾄ 　8名

※参考　限度額等、個人負担の
平準化を図る目的で、平成27年4
月「うるま市児童生徒の派遣に関
する補助金交付規程」の一部改
正
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切
耐震化率の向上により、安全・安心に学べる教育環境整備
が図られている。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切
成果として耐震化の工事に着手した。今後工事完了で安
全・安心な教育施設が整備される他、付帯施設の整備によ
り更なる利便性の向上が見込まれる。

適切 内部評価を認める。

効率性
見直し
余地あり

業務量の増加と共に職員や嘱託員を増加した状況にある
が、業務改善として事業量平準化を含め市内部組織の統
合の検討や、受注者が積算有資格者を活用することで、成
果のチェックバックに要する時間を減ずることが考えられる。
その他、担当職員を技術研修に派遣し専門知識の取得に
取り組んでいる。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○前年の事業でも成果のチェックバックに要する時間
を減ずる事が課題とされているので、早期に取り組ん
で事務改善につながることを期待する。
○業務量平準化を含め市内部組織の統合の検討や
積算業務に関する資格者の活用を望む。
○欠員による業務量の増加に対応するため、事業量
の平準化、内部組織の統合検討、職員研修等、努力
の跡が伺える。

施設課① 公平性 適切
国庫補助事業の制度や事業内容及び市の施設であること
から、受益者負担は馴染まなく、適正である。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

その他
やり方改善

①組織統合時：事業量平準化で延べ業務時間を減ずる。
②設計委託時：施設機能の充実を図りながら標準仕様を策
定し、成果納品時の制度アップを構築し、チェックバックに
要する時間を減ずる。
③これまでの評価の課題である標準仕様の策定は取り組ん
でいるが、取りまとめに至っておらず早急に取りまとめる。受
注者も業務改善に向けて組織的な取り組みがみられること
から、今後も業務連携を密にし、お互いの知識向上と成果
の精度アップを図る。

その他
やり方改善

内部評価を認める。
○安心・安全な校舎建設を最優先し、児童生徒の利
便性・快適性の向上のために現場の意見を設計に反
映させる工夫と竣工後のメンテナンス費用の軽減や耐
用年数向上も念頭に対応願いたい。内部評価は、前
年の事業も同様な内容であるが、取り上げた課題の改
善に向けて取り組んで事務改善につながることを期待
する。
○標準仕様書の策定は、重要な課題、早急な取りまと
めを要する。
○内部評価の通り進めていただきたい。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

②

高江洲
小学校
校舎増改
築事業

　老朽・不適格施設について耐震
診断を実施後、施設整備計画を
策定し改築による耐震化を推進
する。
　児童の安全・安心な教育環境の
確保を目的に、付帯施設を含め
た施設整備を実施する。
　高江洲小学校には平成２５年度
時点で、耐震力不足の校舎１棟と
改築要件を満たす１棟があり、平
成２８年度までの計画として２棟の
耐震化を図る他、付帯施設と屋外
教育環境整備を実施する。

【平成２５年度　実績】
基本・実施設計．地質調査．
分筆測量
用地購入

【平成２６年度　実績】
施設整備工事（校舎）

【平成２７年度　計画】
施設整備工事（校舎．既設校舎
解体撤去）

【平成２８年度　計画】
施設整備工事（付帯施設．屋外
教育環境）
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切
耐震化率の向上により、安全・安心に学べる教育環境整備が図ら
れている。 適切 内部評価を認める。

有効性 適切 成果として耐震化や周辺整備が完了した。 適切 内部評価を認める。

効率性
見直し
余地あり

業務量の増加と共に職員や嘱託員を増加した状況にあるが、業務
改善として事業量平準化を含め市内部組織の統合の検討や、受
注者が積算有資格者を活用することで、成果のチェックバックに要
する時間を減ずることが考えられる。その他、担当職員を技術研修
に派遣し専門知識の取得に取り組んでいる。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○高江洲小学校校舎増改築事業でも同様に成果のチェック
バックに要する時間を減ずる事が課題とされているが、早期
に取り組んで事務改善につながることを期待する。
○業務量平準化を含め市内部組織の統合の検討や積算業
務に関する資格者の活用を望む。

施設課② 公平性 適切
国庫補助事業の制度や事業内容及び市の施設であることから、受
益者負担は馴染まなく、適正である。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

事業完了

①事務事業の目的や妥当性が明確で、事業の完了により目的が
達成できた。
②類似事業の課題でもある市内部組織統合の検討は所管課との
連携に努める他、標準仕様の策定については課内で早急に取りま
とめる。

事業完了

内部評価を認める。
○高江洲小学校校舎増改築事業でも同様に設計発注時の
標準仕様の策定については早急に取組む必要がある。今後
は、竣工後のメンテナンス費用の軽減化や耐用年数向上も
念頭に対応願いたい。
○事業完了による供用開始で教育効果は大きい。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分

③

天願小学
校屋内運
動場増改
築事業

　老朽・危険施設について耐力度調
査を実施後、施設整備計画を策定し
改築による耐震化を推進する。
　児童の安全・安心な教育環境の確
保を目的に、付帯施設を含めた施設
整備を実施する。
　天願小学校には平成２５年度時点
で、Ｓ５６以前（建築基準法改正前の
耐震基準で建築確認を受けた）の屋
内運動場があり、平成２６年度までの
計画として耐震化を実施する。

【平成２５年度　実績】
基本・実施設計．地質調査

【平成２６年度　実績】
施設整備工事（屋内運動場）

内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切
２２校（内４校廃校の暫定管理施設）の適正な維持管理が図られ、
安全・安心な教育活動に結びついている。 適切 内部評価を認める。

有効性 適切

児童の安全・安心な学習環境を保持するためには必要不可欠であ
り、廃止・休止は考えられない。また、緊急時の避難場所として維持
できない。 適切 内部評価を認める。

効率性 適切
施設の老朽化に伴い学校からの修繕要望は増加傾向にある。児
童の安全性を考慮すると急務な修繕もあり、事業費及び人件費の
削減は厳しい。

適切 内部評価を認める。

施設課③ 公平性 適切
施設の数は多いが、学校要望の中から緊急度を勘案しながら安
全・安心な維持管理を行うことで公平・公正さを保っている。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

事業統廃合
その他
やり方改善

①学校及び教育施設（劇場・体育館等）を管理する課の統廃合を
検討する。さらに、今後将来の組織機構編成に伴い、市施設全体
の管理部門への統廃合を検討する。
②緊急時の避難場所としての機能強化も求められており、学校要
望及び施設の修繕箇所は膨大で、事業費の維持及び見直しが急
務である。今後、老朽化建物に対する修繕計画の作成を検討す
る。

事業統廃合
その他
やり方改善

内部評価を認める。
○前年の「中学校施設修繕事業」の内部評価でも老朽化建
物に対する修繕計画作成の必要性が課題とされており、早
急に取り組んで業務改善につながることを期待する。
○一課においての集約管理は有効であり、管理部門の統廃
合は検討の余地あり。

区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

④

小学校
施設修繕
事業

　経年による老朽・危険な施設の修繕
等、児童の安全・安心な教育環境の
確保を目的に行う。
　市内小学校１８施設＋廃校４校（暫
定管理施設：旧伊計小学校・旧宮城
小学校・旧桃原小学校・旧比嘉小学
校）の合計２２校の維持・修繕を行う。

〈業務の流れ〉
　学校及び施設保守管理業者の修
繕・危険箇所の報告により、確認を行
い専門業者並びに営繕大工（施設課
臨時職員）を派遣し修繕を行う。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①市の政策体系に結びつき、学校の教育活動支援を足がかりとし
た地域社会と連携した取り組みである。
②青少年を取り巻く問題は、年々複雑化、多様化する中で、学校と
家庭・地域・行政が連携して取り組む必要がある。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

①各学校に配置されているコーディネーターが、学校における地
域人材のボランティア活用をコーディネイトすることで、学校が地域
と連携することの手助けとなっている。
②ボランティアの支援が児童の登下校の安全確保や学力の向上
にもつながっている。
③ボランティアの支援が教師の負担軽減につながり、子どもへの多
方面からの教育的配慮の時間獲得につながっている。
④ボランティアとして多くの地域住民が関わることで、児童ひとり一
人に細やかな対応が図られるとともに、地域の教育力の向上にも
つながる。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切 自治会を中心としたボランティア団体を養成し、各学校を支援する
体制を確立する。

適切 内部評価を認める。

生涯学習
振興課① 公平性 適切

本事業は無償ボランティアで活動支援している。今後とも、未実施
校についても人材確保でき次第、配置していくよう努める。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

事業連携
その他
やり方改善

①現在は補助事業で実施しているが、補助金が廃止された場合、
事業をPTAや地域団体で支援できる体制づくりと、コーディネタ－
やボランティア員が安心して活動できる環境整備につとめたい。
②自治会を中心として、地域住民への周知を行い理解を得る。

事業連携
その他
やり方改善

○本事業は、明日を担う青少年健全育成に重要な事業と考
える。人材確保も含めて先進地の事例等も参考に補助金が
打ち切られる前に執行体制の確立を期待する。
○近年青少年が関係する様々な問題に対してｺ-ﾃﾞｨﾈﾀｰや
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ員を予算確保、増員し安心して活動できる環境が
必要である。
○補助金が打ち切られた後の体制について、事業継続の方
向での検討が望まれる。

⑤

学校支援
地域本部
事業

　地域住民がボランティアとして学校
の教育活動を支援する「学校支援地
域本部事業」の実施。

1.　本事業を進めるための事業のあり
方、成果や課題等を評価する運営委
員会を設置
2.　学校とボランティア間の連絡調整
役となる地域コーディネーターを配置
し、学校の要望に応じた支援をする。
3.　学校教育支援の活動内容
・学習支援：算数の採点補助、家庭
科、図工等技能教科補助、校外活動
の引率補助ほか
・環境整備：花壇の整備、植木の剪
定、学校施設の清掃や補修等
・安全確保：登下校の交通安全指導、
学校内外の安全パトロール
・クラブ・部活動指導：運動系、文科系
活動の技能指導、週末の指導補助な
ど
　
【平成２６年度　実績】
小学校１４校、中学校８校
計２２校で実施
学習支援活動　　　　　　１．３９７日
部活動指導　　　　　　　 １，７０８日
環境整備　　　　　　　　　　　８５５日
学校行事　　　　　　　　　　　３２４日
登下校安全指導　        ２，９４２日
　
【平成２７年度　計画】
小学校１３校、中学校７校
計２０校で実施

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価区分
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①生涯学習の推進は、市の基本理念である「地域力」の向上につ
ながる。
②社会教育関係団体（PTA連合会や女性連合会等）が学級を主催
することで地域住民の学習機会が増加する。
③市民の生涯学習に対する意識を醸し出し、地域力を高めることと
なり、また人材育成の基礎をつくる。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

①多くの市民が生涯において学習を継続することは市民福祉の向
上となり、日常生活が潤う。
②公民館講座と連携し、双方ともにより充実した生涯学習の場と
なっている。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切

①生涯学習は活動に比例するものであり、事業費及び人件費の削
減は市民の生涯学習の機会低下を招く。
②公共施設のあり方により地区公民館の統廃合等があれば、再検
討を要する。

適切
内部評価を認める。
○事業費及び人件費の増額が必要である。

生涯学習
振興課② 公平性 適切 事業に必要な教材費などは受講者負担となっており適正である。 適切

内部評価を認める。
○市民にとって有意義な事業であり、今後は、より多くの市民
が、各教室へ公平に参加でき、かつ、受講修了者は、サーク
ル活動へ導くような仕組み方法の構築を図ってもらいたい。

今後の
方向性

事業連携
その他
やり方改善

学習の場が増えることにより、市民の生涯学習の機会を増やし、生
涯学習の推進を図りたい。公民館講座との連携を継続し、生涯学
習の場をより拡充する。

事業連携
その他
やり方改善

　
○限られた予算の中で事業が行われている現状である。市
民の生涯学習の意欲を削がないよう、自治会での委託学級
や、公民館講座等の事業連携し教室数を増やす必要があ
る。
○生涯学習の場の拡大充実は市民の望むところであり、各
自治会講座との事業連携を是非検討を望む。
○公民館講座との連携等、課題解決のために多方面から検
討し、事業がなお一層活性化する事を期待する。

区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑥

各種委託
学級講座

　子どもから高齢者までおおむね世代
別になっている社会教育関係団体等
の「学習（教育）機能」を充実させ、地
域や社会の課題などの解決に向けた
学習の場を提供し、地域における組
織強化と生涯学習体制の整備を支援
する。そのために、
①家庭教育学級
②高齢者学級
③婦人・女性学級
④自治公民館講座の４種類により事
業を選択し、実施する。
　
【平成２６年度　実績】
①受託社会教育関係団体数　44団体
②講座参加人数　　　　　　　　5,130名

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①生涯学習の推進に結びつき、市の基本理念にある「地域力」の
向上に結びつく。またまちづくり生涯学習の観点から市民の生涯学
習に対する意識醸成につながる。
②現在は、公民館及び社会教育団体を中心とした発表に留まって
いるが、自治公民館、その他地域社会で生涯学習活動を行ってい
る市民にも発表の機会を提供する必要があり、対象者の拡充を図
りたい。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

①個々人の参加に門戸を広げる。また、建設中の生涯学習セン
ターの完成後は活動拠点が増えることになるため、成果の向上余
地がある。
②現在、他事業との統廃合の予定は無いが、他部署の事業をフェ
スティバルに組み込む等、可能な限り、連携を図っている。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切

①主たる事業費である委託費（音響・設営・警備）を削ると、職員で
の対応が必要となり、現在職員数にも余裕は無いため、事業費・人
件費共に現状維持が妥当である。
②生涯学習まちづくりにより知の循環型社会の構築をめざすこと
で、「地域力」の向上と市民協同のまちづくりに繋がることから事業
費は削減できず職員数の確保は必要である。

適切 内部評価を認める。

生涯学習
振興課③ 公平性

見直し
余地あり

現行、フェスティバルにおける発表者は、公民館で活動しているサ
－クル、社会教育団体等が主となっている。今後は、自治公民館
やカルチャ－センタ－、個人等で行われている生涯学習活動の発
表機会についても検討していきたい。ただし、現在展示発表者数、
舞台出演者数が飽和状態であり、開催日数、場所等の工夫が必要
である。なお、成果発表に関する事業として、受益者に負担を求め
る事業ではない。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○地域で生涯学習活動を行っている市民への発表の機会を
提供する必要があり、開催方法の工夫が必要である。

今後の
方向性

事業連携
その他
やり方改善

今後は、市民参画による運営、発表者の拡充、完成後の生涯・文
化交流センターに開催場所が移ることを前提にいれた企画内容の
検討等が必要となる。

事業連携
その他
やり方改善

○現在、展示発表者・舞台出演者数が飽和状態になるほど
生涯学習を意識した市民が多いことは、市の誇りである。発
表形態の工夫改善で、機会均等を保ちたい。
○今後は、建設中の生涯・文化交流センターの活用を念頭
に、フェスティバルの運営方法等を工夫し、センターを中心と
した開催にスムーズに移行することを期待する。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑦

うるま市
生涯学習
フェスティ
バル

　2月の第1土曜日に、具志川総合体
育館を主会場に具志川総合運動公
園において、生涯学習への認識や各
種事業に対する市民の参画意識を高
めるために以下の発表や大会等を実
施している。

<フェスティバル実施内容>
市内各種団体サ－クルの舞台・展示
発表、各種体験、学校給食展、ちょう
ちょう展示、健康づくり講習会、健康
相談、応急手当実演、ふれあいグラウ
ンドゴルフ大会、ゲートボール大会、
軽スポ－ツ大会、スポ－ツ少年団駅
伝大会、生涯学習資料展示、海上保
安庁の展示、社会教育功労者への表
彰等の開催
　
　
　
【平成２６年度　実績】
フェステイバル発表団体数１０２ 団体
団体舞台・展示発表者　　　１，６４５名
その他企画市民参加者数　１，５７０名
観客延べ人数　　　　　　　　 ６，８１０名
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

市民一人一人が潤いと生き甲斐のある生涯学習社会の推進は、市
の施策であり、市の施設である勝連地区公民館ホールの空調設備
が改修されることにより、潤いと生きがいのある生涯学習社会の推
進につながる。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

空調（クーラー）が利かないことによるホール利用者の減少と生涯
学習の衰退、並びに有料利用者の減少による歳入減となる。 空調
（クーラー）を更新することで勝連地区公民館ホール利用者の増加
が見込まれる。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切
経年劣化した空調設備に関する事業は、防衛局の補助金を活用し
た改修事業である。 適切 内部評価を認める。

生涯学習
振興課④ 公平性 適切

市所有の建物の維持に関することであり、利用者（受益者）に負担
を求めるようなものではなく、適正である。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

現状維持

平成10年度に竣工した勝連地区公民館は、平成26年度　供用開
始17年目を迎えた。平成26年度にチリングユニットの改修を終え、
平成27年度にエアーハンドリングユニットを改修を行い、事業を完
了する。

現状維持

内部評価を認める。
○勝連地区公民館ホールの適切な施設管理は、利用者の
利便性が向上に資する。引き続き施設の適正な管理へのさ
らなる対応を期待する。
○快適な生涯学習の場の維持管理のため、平成２７年の事
業完了目指しての努力を望む。

事　　　　業　　　　内　　　　容

⑧

勝連地区
公民館
空調設備
改修事業

　勝連地区公民館の全空調設備の更
新を計画したが、公民館ホール空調
機器（チリングユニット）の改修工事を
行うことになり防衛交付金を活用し、
平成26年度に実施した。沖縄防衛局
よりエアーハンドリングユニットの更新
も必要であるとの指摘により平成27年
度にエアーハンドリングユニットの改修
を実施する予定である。

区分No 事業名 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①スポ－ツ大会、教室等、生涯スポ－ツの機会をつくり、潤いと生
きがいのある生涯学習社会の推進と社会体育施設の有効利用に
結びついている。
②対象を市民としており、小学生・親子・一般と幅広い。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切
①参加者が受講後も自発的にスポーツ活動を継続していくことに
よって、健康づくり・生きがいづくりの成果向上は十分に期待できる
事業である。

適切
内部評価を認める。
○事業を継続し、有効性がより一層、向上することを期待す
る。

効率性 適切
各事業は、スポ－ツ推進委員を活用しており、事業費も全てが日額
報酬であり、適切である。 適切 内部評価を認める。

生涯
スポ－ツ課
①

公平性 適切
対象者がうるま市内の小中学生から、一般までと幅広くなっており、
各年代・男女ともに参加しやすい内容で実施されており、公平・公
正である。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

　
その他
やり方改善

①市民が目的を持って事業に参加し、その結果運動を生活習慣
化することにより健康増進につながる事業であり、継続すべきであ
る。
②市の広報誌・立看板・チラシ等を市の社会体育施設や福祉施設
で配布し周知活動しているが、今後は更に積極的に各自治会等へ
ポスター配布を行う。

　
その他
やり方改善

内部評価を認める。
○各種教室の受講終了者が地域で継続してスポーツ活動
（サークル化等の支援）に取り組める仕組みづくりの強化を願
う。
○自治会等へ各種スポーツ体験教室派遣等の取り組みが必
要である。
○広報活動を活発化し、一人でも多くの市民の参加を図り、
生涯スポーツの機会均等を目指していただきたい。また、ス
ポーツ推進委員に依るところが大きいので、協力依頼の継続
を望む。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑨

　市民を対象とした各種スポ－ツ教室
や大会を開催し、生涯スポ－ツの推
進を行う。
　教室や大会は、スポーツ推進委員を
派遣して運営している。
　
<開催事業>
・ファミリ－トランポリン体験教室　②
・成人水泳教室　②
・学童水泳大会
・親子カヌ－体験教室
・水中エクササイズ　②
・ゴルフ教室
・市民体力テスト
・スマ－トエクササイズ教室
・バドミントン教室
・バドミントン大会
・フットサル教室
・スポ－ツ少年団各事業
　
【平成26年度　実績】
一般市民（保護者含む）
参加者　　　１．５６０名
小学生（スポ少含む）
参加者　　　２．１５６名
スポ－ツ推進委員
参加者　　　　　４３１名

各種社会
体育
事業費
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

市が県外派遣の費用を一部分補助することにより、県外大会参加
の機会が充実する。ハイレベルな大会を経験することは、「市全体
の競技力向上とスポーツに対する関心・理解をより深める」という目
的につながる。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切
優秀なスポーツ選手の育成、大会への派遣等、競技水準の向上を
目的とした環境整備が整いつつある。今後も継続することで十分に
成果向上が期待できるものと考える。

適切 内部評価を認める。

効率性
見直し
余地あり

①補助予算が増大していることから、県内他市町村の事業実施状
況も参考に補助対象を調査研究する必要がある。
②申請手続きや審査方法、会計課との伝票確認関係等、業務が
煩雑であり時間を多く費やしている状況にある。また、職員が削減
されていく中で各種事業等の展開により業務量が増えている状況
にあるため、各種手続き方法の簡素化を目指し関係部署と協議検
討していく必要がある。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○各種手続き方法の簡素化は、前年度から課題とされてお
り、取り組みを強化し、事務の効率化を図り効率性の向上を
期待する。
○手続きを簡素化し、少ない職員の負担を軽減することは、
有効性・効率性の向上にもつながる。
○職員が削減されかつ業務量増の中では、ｽﾑｰｽﾞな派遣助
成費手続や各種事業等のｱｽﾘｰﾄの育成は、望めない。職員
の増員を検討する必要がある。

生涯
スポ－ツ課
②

公平性
見直し
余地あり

広報誌、市HP、大会主催団体等へ周知を図ると共に、申請手続き
が遅れた場合でも、年度内であれば申請手続が可能となるよう、要
綱の改正を進めていく必要がある。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○手続き期間の見直しで、市民に対して公平性を保つことが
できる。
○前年度から要綱改正が課題とされているが、早急な取り組
みが必要であると考える。

今後の
方向性

目的再設定
その他
やり方改善

効率性、公平性において、一部見直しを含め改善する必要性があ
り、現行の要綱改正を含めた協議・検討を行っていく必要がある。
これまで十分でなかった広報周知については、広報誌、市HP、大
会主催団体等へ周知を図り、補助金の適正な運用と目的達成に向
けて充実した環境を整える。

目的再設定
その他
やり方改善

内部評価を認める。
○ただし、前年度同様の課題や改善点が示されているので、
早急に改善に取り組むことに期待する。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑩

各種
スポーツ
大会派遣
助成費

　うるま市の社会体育活動における団
体及び個人が県外（国外含む）の体
育的行事へ派遣される場合に要する
経費の一部を補助することにより、うる
ま市における社会体育の振興に寄与
することを目的とする。

〈対象者〉
うるま市在住の市民（社会体育活動に
おける優秀な成績を収めた個人及び
県大会（地区大会含む）で優勝・準優
勝を収めた団体

　【平成26年度　実績】
①個人　62名
②団体　１７団体

13



　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①総合計画で掲げる「スポ－ツ振興と市民の体力向上及び健康増
進を図る」という目的につながる。
②地域に身近な学校施設を開放することで、スポ－ツ団体の育成
が図れる。
③市が管理運営することにより、学校・施設課との連携によりスム－
ズに運営することができる。

適切 内部評価を認める。

有効性
見直し
余地あり

学校施設によっては、利用率の低い学校もあることから、市民への
情報提供（広報誌や市ホームページを活用）を広く行っていくな
ど、各施設の利用状況を高める余地がある。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○前年からの課題である「利用されていない学校の施設もあ
り学校及び利用者との情報提供を密にしながら、利用状況を
向上させる余地がある。」への取り組みの強化を願う。

効率性 適切
学校体育施設の老朽化により、維持費の増が見込まれ事業費削
減の余地はないが、近隣市町村の状況等を調査研究し、より効率
的な管理運営方法について検討していく必要がある。

適切

内部評価を認める。
○施設利用時の管理方法を、委託にするか、利用団体に託
すのか、他市町村の調査をしてメリット・デメリットを慎重に検
討する必要がある。また、利用団体への委託は多角的な面
からの検討が必要と考える。

生涯
スポ－ツ課
③

公平性 適切
利用者から使用料を徴収しており、受益者負担は公平・公正であ
る。 適切

内部評価を認める。
○団体利用の促進と、安全使用の視点で、スポーツ人口の
増加と、市民の健康保持に努めてほしい。

今後の
方向性

その他
やり方改善
現状維持

今後については、利用団体の受付調整及び安全管理、施設整備
などにより、学校の体育施設の効率的な利用を促進する必要があ
る。

その他
やり方改善
現状維持

内部評価を認める。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑪

学校
体育施設
開放事業

　学校の体育施設を学校教育に支障
のない範囲で地域住民のスポ－ツ活
動に供する事業で、学校施設の開放
は小学校・中学校の体育館、運動場
とし、利用日時は、月曜日～日曜日の
20：00～22：00としている。
　学校施設を広く開放することで、地
域のスポーツ団体の育成と技術力向
上及び健康の維持増進を図ることが
できる。

【２６年度　実績】
①学校体育館　開放利用校　　２１ 校
②学校グラウンド開放利用校　　４ 校
③年間利用団体数　　　　　 ８８１ 団体
④施設利用者延べ人数　４７，５６１ 名
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切
住民の課題やニ－ズに添う新鮮な資料を揃えることにより､市民が
図書館を利用しやすくなり､生涯にわたって読書活動､学習活動等
に取り組むことができる｡

適切 内部評価を認める。

有効性
見直し
余地あり

①雑誌タイトル数の増により、雑誌の予約件数と館内閲覧者が増
加、反面、一般書・児童書の購入費を一部雑誌購入に振り分けた
ため利用が減少している。
②図書館の利用を活性化し、成果向上につなげるためには、市民
ニ－ズを反映した選書や、資料費の増額による資料の充実が不可
欠である。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○これまで様々なイベントを開催し、市民に多様な情報を発
信してきたが、今後も収集資料や地域情報の発信に期待す
る。
○活字離れが危惧されている昨今、雑誌類とはいえ、図書館
に足を運び、購入要望をする人が増えていることは喜ばしい
ことである。市民のニーズに応えられるよう、さらに努力を続け
てほしい。

効率性 適切

①毎年多くの新刊が発刊され、市民のニ－ズも日々変化している
ため、事業費の削減余地はない。
②うるま市立図書館の司書は、23人中15人が嘱託及び臨時職員
で対応している。開館時間の延長やサ－ビスの向上が唱えられる
なかにあっては、人件費の削減余地はない。

適切 内部評価を認める。

図書館① 公平性 適切 全市民を対象としており、公正・公平性は確保されている。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

その他
やり方改善

 
①スポンサ－企業に一定期間指定の雑誌を提供してもらう「雑誌ス
ポンサ－制度」については、平成２７年度実施を目途に調整してい
たが、課題も多く更なる検討を要す。
②利用者は時代とともに変化する新鮮な資料を求める傾向があり、
図書資料の充実と来館者数、貸出冊数には強い因果関係がある。
図書館の活性化には資料購入費の増額は不可欠であり、効果的
な執行をするために、選書の精度を高めたい。
③市民ニーズに的確に対応するためには、図書館職員（司書）が
自ら更なるスキルアップに努める必要があり、カウンター業務や選
書業務の能力向上に努めていく。

その他
やり方改善

内部評価を認める。
○前年度からの課題である「雑誌スポンサ－制度」は、その
活用により提供する雑誌等の増が見込まれる。また、市全体
からすれば、雑誌購入の費用軽減が図れるので早めに取り
組むべき課題を解決し、実現により、市民ニーズに対応でき
ることを希望する。

⑫

資料
購入事業

 

図書館運営を展開するにあたり、図書
資料の購入は、根幹をなし必要不可
欠なものであるために次のとおり行う。
　
・図書館サービスの充実を左右する新
刊図書の購入、継続的に読まれる新
聞や雑誌などの定期刊行物の購入
・市民ニーズ、市民課題に基づく資料
の購入
・利用者からのリクエストにこたえる資
料の購入

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分

【平成２６年度　実績】
総貸出冊数　　　　　　　　３７７，７１０冊
図書館来館者数　　　　　１８３，０１１人
OPAC(開放端末)
アクセス件数　　　　　　　４９７，２０３件
購入冊数　　　　　　　　　    ８ ，２００冊

内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

多面的な調査や研究によって地域の歴史を掘り起こし明らかにす
ること、市史刊行物によって市民の「地域学習」をする機会を創出
し、学校教育、生涯学習に寄与するとともに、市民の郷土意識の涵
養、郷土に対する愛着や誇りをもたせ、人材育成、地域づくりや地
域活性化に結びつける。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切
市史の編集・刊行は、歴史資源としてのみならず、教育文化資源と
しての利用・活用が近年高まってきているため、確かな歴史的根拠
に基づく歴史事実の記述を第一として早期完結に結びつけたい。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切
ひとつひとつの細かい調査や作業を担っているのは嘱託員であり、
現状最大限に活用しているため削減は難しく事業完結まで現状維
持が必要である。

適切 内部評価を認める。

図書館② 公平性 適切

市史の刊行によりまとまった形で歴史資料、教育文化資源として利
活用が促進されている。市史各巻の刊行されるにしたがって自治
会や小中学校の記念誌、字誌の編集に利活用され今後も多くの市
民の生涯学習に寄与できることから、事業内容は公平・公正といえ
る。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

現状維持

市史の編集・刊行は、歴史資源としてのみならず、教育文化資源と
しての利用・活用が近年高まってきている。今後も徹底的な史資料
調査のもとに、科学的で実証的な編集を志向し、現在の地域史研
究の水準を踏まえた学問的遺産として後世に残せる価値あるものと
する。

現状維持

内部評価を認める。
○収集した資料は、整理後に資料展等で市民に公開すると
ともに、後世への貴重な資産として劣化防止等、長期保存に
向けて検討することを期待する。
○市民の知的財産である史料及び資料を、発掘・編纂・保管
し、学校現場や市民生活に提供することを希望する。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価区分 内　　　　部　　　　評　　　　価

⑬

具志川市
史編さん
事業

　先史時代から現代に至る具志川市
の歴史を総合的に叙述した『具志川
市史』を刊行する。全１０巻、別巻２
巻。平成２４年度から平成２８年度にか
けて、第９巻「文献・統計編」と第１０巻
「通史編」を調査編集し刊行する

【２６年度　事業実績】
・史資料所蔵機関等に散在するうるま
市関係歴史的資料（文書、写真等）の
調査・収集
・沖縄県統計書からの抽出ﾃﾞ-ﾀ入力
・年表作成のための資料収集、ﾃﾞ-ﾀ
入力

【２７年度　事業計画】
①家譜資料の翻刻
②沖縄県統計書の分析
③通史年表の作成
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

学校教育と生涯学習の教育活動を展開させ、地域を形成し、人材
の育成、地域文化や産業へ寄与する。それは郷土に誇りを持ち、
次世代を担う人材をつくるだけでなく、地場産業の再活性化及び
文化的景観の付加価値を生み出す。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

①市内の学校教育や生涯学習の関係者より地域にある文化財や
歴史、文化、産業等の情報の提供を強く求められている。その資料
を学校教育や生涯学習へ活用することで、地域学習の教材として
の展開が期待できる。
②勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業及び東海岸開発構想事
業との連携を図りながら、文化的景観としての付加価値を生み出
し、郷土学習への展開を進めている。

適切

内部評価を認める。
○地域住民が地域の景観を大切にしたいと考えるきっかけに
するためにも、調査結果が、地元に還元され活用されることを
期待する。

効率性 適切

本事業の成果は学校教育の教員や生涯学習に携わる人材へ還元
し、その協力から次世代へ自然及び文化、歴史の継承へつなげて
おり、適正な事業費を注視しながら展開している為、削減は厳し
い。

適切 内部評価を認める。

文化課① 公平性 適切
本事業は地域資源の調査及び記録保存を主体としている。その成
果は学校教育及び生涯学習の郷土学習への教材として活用する
ことを目的としており、公平・公正である。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性 現状維持

本事業は､自然に適応した無農薬農法のい草や､その展開を歴史･
自然･文化の観点から地域資源について地域学習の教材として再
評価した｡そして､新たなうるま市ならではの学校教育と生涯学習へ
の教育活動へ展開させた｡その成果を本市の教育及び観光への振
興を試み､地域文化や産業への寄与を目指す｡　また、文化的景観
の保全へどのような活用方法が模索できるかをも、地域との文化的
景観への指定に向けての意見交換や、講演会、ワークショップ等で
地元の意向を捉えていく必要性がある。

事業連携

内部評価を認める。
○勝連城跡から見渡す景観は、水平線まで続く青い海とそこ
に点在する島嶼地域と、内陸部のイグサ田園と、見る人にイ
ンパクトを与えてくれる。その素晴らしい景観を市民の財産と
すべく、産官の協働体制づくりが望まれる。
○地元農家の意向を反映した文化的景観の保全・活用を核
に文化課が中心になって事業展開する必要があると考える。

外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑭

景観調査
活用事業

　勝連城跡及びその周辺の自然・民
俗文化財、具志川及び照間のい草水
田、海中道路とその周辺の干潟に依
存する生業・伝統行事・生物等を記
録・保存し、郷土教育や観光案内に
利活用できる資料を発刊・提供するこ
とにより、教育及び観光の振興を図
る。

　事業期間：平成２４～２８年度

【２６年度　事業実績】
・勝連城跡周辺の自然調査
・文化的景観に関する資料収集
・自然及び文化的景観の企画展等の
開催

【２7年度　事業計画】
・水田の生き物等の企画展及び関連
教育普及活動

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

学校教育と生涯学習の教育活動を展開させ、人材の育成、地域文
化の振興を図る。それは郷土に誇りを持ち、次世代を担う人材をつ
くるだけでなく、地場産業への付加価値を生み出す。 適切 内部評価を認める。

有効性 適切

①市内の学校教育や生涯学習の関係者より地域にある文化財や
歴史、文化、産業等の情報の提供を強く求められている。その資料
を学校教育や生涯学習へ活用することで、地域学習の教材として
の展開が期待できる。
②26年度までに木造船2隻（マーラン船・伝馬船）を復元し、「復元
事業」は終えた。今後は「活用事業」としての体験学習や講座等だ
けではなく、かつての航路を検証し実際に帆走（ヤンバル～与那
原）させることで、新たな観光資源の創出ともなり得るため、事業を
廃止した場合の影響は大きい。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切

既に26年度までに木造船（マーラン船・伝馬船）の復元は終了し、
27年度以降はその活用と維持管理へと事業内容が変わるため、事
業費総額は減となる。今後はかつて物資を輸送した山原から与那
原までの航路を検証し、実際の帆走を行うなど操船技術者の育成
が新たに見込まれる。

適切

内部評価を認める。
○県内でも珍しいマーラン船の復元は、多くの人々の注目を
浴びた取り組みであった。本年度で完成したが、「事業完了」
とせず、帆走実現により、古代のロマンと歴史的遺産を市民と
次世代の子供たちに伝えてほしい。
○マーラン船の活用のためにも操船技術者の育成は不可欠
であると考える。具体的にプログラムを組んで実施し、操船技
術の確立と継承できる体制の構築を期待する。

文化課② 公平性 適切
事業を推進することで､より魅力のある資料館の展示充実に繋がり､
学校教育や生涯学習としての地域学習教材として還元が図られて
おり、公平･公正である｡

適切
内部評価を認める。
○市民全体を対象に、展示・乗船体験を行っているので公
正・公平と言える。

今後の
方向性 現状維持

本事業では今までに取り組んできた教育活動が県内だけでなく、
全国的に見ても希有な市指定の無形民俗文化財の活用と育成を
試み、船大工と操船する人材もある。それらの事業及び関連事業
で連携することで、新たな文化的遺産の活用の取り組みが求めら
れてくる。関係機関並びに市民協働で取り組み進めたい。

現状維持

内部評価を認める。
○マーラン船は、その外観から海上に浮かぶ姿はインパクト
があり地域観光資源や与勝地域の活性化の牽引役としてと
て活用を期待している。早期に海に浮かぶ雄姿が見学できる
ように期待する。
○今後とも船大工の育成と操船技術者の育成を行い、観光
課等の他課との連携で、「市民のためになる」事業拡充の検
討が望まれる。

区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑮

マーラン
船等復元
活用事業

　船大工のマーラン船建造技術を指
定文化財とし、伝統文化の保存・継承
に取り組んできた。その結果マーラン
船は映画やドラマ、多くの番組に採用
され、当市の広告媒体となっている。
その人材を活用し、木造船（マーラン
船・琉球伝馬船）を復元することで、造
船技術の継承と後継者育成を図り、う
るま市ならではの郷土教育の実践を
推進する。

　事業期間：平成２４～２７年度

【２６年度　事業実績】
木造船（琉球伝馬船）の復元
企画展の開催
マーラン船乗船体験
展示場機能強化工事

【２７年度　事業計画】
企画展・乗船体験・操船体験・船内見
学会・帆走

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①市内文化財の保護・整備を推進することにより、地域住民の歴史
学習に寄与するとともに郷土への愛着と誇りがもてる。また、歴史資
源を活用することにより、経済波及効果や、地域活性化が期待でき
る。
②世界遺産である勝連城跡をはじめ、市内文化財は、市民のみな
らず国民の財産である。その保護・活用を推進するうえで、行政が
実施しなければならない

適切 内部評価を認める。

有効性 適切
本事業を実施することにより､毀損した文化財を保存し後世に伝え
ることができる｡また､見学者の安全が確保されるため､来訪者の増
加が見込まれる｡

適切 内部評価を認める。

効率性 適切

①整備工事・設計業務に関しては、入札を基本としてコスト削減に
つとめている。また、どのような保存・整備が望ましいかは、有識者
や所有者等の意見を聞きながら実施していきたい。
②将来的には、整備対象文化財が増え、コストも増える可能性があ
る。所有者や市民に対して、歴史資産の本来の価値を伝え、市民
協働で歴史資産を守る意識の醸成を図る。

適切 内部評価を認める。

文化課③ 公平性 適切
文化財は市民共有の財産である。これらを調査し、整備・活用する
ことは、文化財としての価値を高めることにもつながるため、公平・
公正性は保たれる。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

現状維持

 
①歴史資産は、一度失ってしまうと再現できない貴重なものであ
る。そのため、今後も事業を継続し、貴重な歴史遺産を後世に残す
必要がある。
②市内には、貴重な歴史資産が多数あるため、そのため、市民・所
有者・地元自治会と連携して保全を進めていくことが必要である。

現状維持

内部評価を認める。
○市内文化財の保護・整備の推進は重要であり、同時に、保
護・整備した市内文化財に関する情報を発信し、市民・所有
者等に理解が深まって行くことを期待する。
○各地に点在する貴重な歴史遺産を、「市民全体の財産で
ある」との認識の下、所有者、該当自治会が保全と継承に力
を入れていけるよう、行政側のサポートが大切であると考え
る。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分

⑯

市内文化
財総合
整備調査
活用事業

　うるま市にある世界遺産「勝連城跡」
をはじめとした貴重な歴史資産につい
て再評価するとともに最大限に活用し
文化の薫り高いまちづくりを推進する
ために、市内の歴史資産の環境整備
と総合的な調査をする必要がある。
・勝連城跡総合整備事業
（平成２４～２６年度）
石垣悉皆調査、長期整備に向けた基
本計画の策定

・市内文化財環境整備事業
（平成２４～２８年度）
仲原遺跡竪穴住居復元工事
安慶名城跡、伊波城跡等の環境整備
事業
石川部落事務所、平敷屋製糖工場跡
等保存修理事業

【２６年度　事業実績】
・勝連城跡整備基本計画の策定
・東恩納博物館跡測量調査
・平敷屋製糖工場跡保存修理工事

【２７年度　事業計画】
･犬名河環境整備工事

内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①市所有の公共施設であり、出演者、観客の安全を確保する必要
がある。　市内３会館の機能強化を図ることにより、文化芸能公演を
安全安心に行うことができる。またそのことでより質の高い舞台演出
が可能となる。
②各種公演などの安全・安心な運営、設備の故障などによる公演
の中止や中断を未然に防ぎ、３会館の稼働率向上と質の高い舞台
演出を行うことが可能となる。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

３会館の機能強化を向上させることで､利用者が安全安心に公演
等を開催することが可能となり、稼働率向上や芸術文化活動の人
口の増加が期待でき､市の伝統文化の保存継承､人材育成を行う
拠点としての役割を果たすことができる｡

適切 内部評価を認める。

効率性 適切
事業費については、経年劣化に伴う既存の設備復元のみでなく、
時代のニーズに合った設備の機能強化を行うための経費である。 適切 内部評価を認める。

文化課④ 公平性 適切
劇場利用者に対しては、条例及び規則に基づき利用料金を負担し
ていただいており公平性は確保されている。安全安心な施設を提
供する目的から事業を展開している。

適切 内部評価を認める

今後の
方向性

現状維持

平成２４年度からの継続事業により、３会館の一定程度の機能改
善、強化が図られ舞台出演者や観客の安全性を確保することがで
きた。また音響や照明を強化したことで舞台演出効果を向上させる
ことができた。今後も経年劣化が進行する施設の機能強化を推進
するために、助成金の活用等を検討し、継続した機能強化事業を
実施しなければならない。

現状維持

内部評価を認める。
○定期的な維持補修は、機能改善、強化が図られ、舞台演
出効果が向上し質の高い公演が期待でき、かつ、出演者や
観客の安全確保の面からも重要と考える。
○市民芸術劇場・きむたかホール・石川会館の三会館は、
年々増えていく生涯学習サークル等の発表の場としても、フ
ルに稼働している。出演者や観客の安全はもとより、演出効
果を最大限に発揮するためにも、保守管理は大切である。

区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑰

文化施設
機能強化
事業

　経年劣化した舞台機構、照明、音響
の機能強化を実施し、舞台出演者や
観客の安全性を高めるとともに舞台演
出の質を高める必要がある。

事業期間：平成２４～２６年度

【文化施設・設備機能強化事業】

平成２６年度事業実績
うるま市民芸術劇場舞台機構機能強
化事業

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

見直し
余地あり

①幼児に基本的な生活習慣を身につけさせ、集団生活を通して社
会性を育むことにより、その後の学校教育において、将来のうるま
市を担う人材を育成する基礎・土台となる。
②沖縄型公立幼稚園の特色を生かして行うこの事業は､妥当であ
り､今後は､国の｢子ども・子育て支援法｣施行に向けて、事業を拡大
する努力が必要である。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○対象者を３・４・５歳児に拡大するのは、待機児童解消の面
からも有効と考える。
○国の「子ども・子育て支援法」に沿うように段階踏まえ対象
者の拡大の必要がある。
○人格形成の基礎を培う大切な幼稚園教育は、５歳児のみ
ならず、保護者のニーズに応えて、３，４歳児まで拡大するこ
とは、就学前児の成長にもつながり、小学校への橋渡しもス
ムーズに行える。

有効性 適切

①事業を廃止した場合、私立幼稚園あるいは、保育園に通うことと
なるが、施設数が不足しているため待機児童が大幅に増えることと
なる。また､保護者の経済的負担が大きくなる。
②「うるま市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、保育課と連携
して事業を実施する予定である。

適切 内部評価を認める。

効率性
見直し
余地あり

事業費については、ほとんど保育料という受益者負担でまかなって
いるが、預かり保育の時間延長の負担を現場職員に強いている。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○新制度のスタートに伴い、本市でも４歳児クラスの増設や
保育時間延長等により、人件費等の見直しは必須。

学務課① 公平性 適切
島しょ地区である津堅を除く全園で実施しており、利用料（保育料）
についても利用者（保護者）から均等に徴収しているので公平・公
正である。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

事業連携
民間委託
受益者
負担変更

①預かり保育時間延長の負担軽減のため、職員配置を増やす必
要があるため、事業費の増加が見込まれる。
②平成27年度は、預かり保育のクラス数を17から27クラスに増や
し、午後６時半までの延長保育も実施する。
③平成28年度の機構改革に伴い、保育課との連携を強め、利用料
など受益者負担の変更等、認定こども園の設置等を検討する必要
がある。
④今後もニーズが高まると予想されるが、教室等の確保が厳しい状
況である。各幼稚園の改築に際し、認定こども園への移行や、教室
数を増やすなどの対策が必要である

事業連携
民間委託
受益者
負担変更

内部評価を認める。
○ニーズの高い保育時間の延長は、早急な対応を願う。ま
た、各幼稚園の改築時に認定こども園への移行に向けての
施設整備や保育課・給食センターと連携しながら進める事も
重要と考える。
○預かり保育のｸﾗｽ数の増や午後6時半までの延長保育等
に関して、事業委託を含め公設民営保育園の設置等、検討
推進する必要がある。職員の給与や課題も多いと思われるの
で慎重に審議してほしい。
○預かり保育のクラスが増えたこと、しかも全園で実施されて
いることは、保護者のニーズにしっかり応えていることの証で
あり、関係者の努力に敬意を表する。また、全園で給食セン
ターからの給食提供を受けていることも、うるま市の幼稚園の
特色である。沖縄型幼稚園の特性を生かしつつ、新制度に
沿った、そして地域や保護者のニーズに合わせた事業の推
進を望む。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑱

預かり
保育事業

　幼稚園教育要領により「幼稚園の１
日の教育課程にかかる教育時間は、4
時間を標準とすること。」と定めている
ため、幼稚園は１２時までの保育が基
本となっている。
　しかしながら保護者への子育て支援
を行うとともに幼稚園教育の充実を図
るため、保護者が共働き又は病気・介
護などの理由により午後の保育に欠
ける５歳児を対象とし、世帯の負担軽
減措置として１７時３０分までの預かり
延長保育を津堅幼稚園を除く各園1ク
ラスのみ定員各３０人で実施してい
る。

【２６年度　事業実績】
・預かり保育の実施
・申請書の審査・認定
【２７年度　事業計画】
・４歳児クラスの増設　４→７クラス
・午後６時半まで時間を延長
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①高度情報化社会に対応できる児童生徒を育成することにより、自
ら考え学び考える力と確かな学力を培う教育の推進に結びつく。
②うるま市内の児童生徒の学力等に寄与するため、市立小・中学
校を対象にすることは、妥当である。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切
ＩＣＴ支援員を配置し、教職員の操作能力向上することにより、児童
生徒のＩＣＴ機器の活用が促進される。 適切 内部評価を認める。

効率性 適切
ＩＣＴ機器の設置は、ほぼ完了している。またＩＣＴ支援員は嘱託職
員により実施しているため。 適切 内部評価を認める。

学務課② 公平性 適切 全ての市立小・中学校であるため公平である。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

その他
やり方改善

①市立小・中学校の普通教室402教室、全てにＩＣＴ機器を設置で
きた。
②今後は、ＩＣＴ支援員を配置して、教職員及び児童生徒への活用
支援を行い、更なる利活用が必要である。

その他
やり方改善

内部評価を認める。
○ＩＣＴ機器の活用時間に差があるのは、導入初期の現象と
考えられる。今後は、ＩＣＴ機器の活用支援を強化し、活発に
活用されることを期待する。
○児童生徒の高度情報化社会に対応できる情報活用能力、
ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ能力の育成を目指す上で更なる事業継続を望む
○一括交付金活用事業として、市内公立全小・中学校、４０２
教室に電子黒板等を設置したことは、情報化社会に対応した
英断であったと評価したい。今後は、ＩＣＴ支援員を配置し、
児童生徒のＩＣＴ活用能力の育成に尽力いただきたい。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑲

ＩＣＴを活
用した学
習支援・
人材育成
事業

　
ＩＣＴ機器（電子黒板等）を市立小・中
学校の普通教室へ配置することによ
り、ＩＣＴ機器を活用した授業の頻度を
高め、児童生徒の高度情報化社会に
対応できる情報活用能力・コミュニ
ケーション能力の育成を目指す。

【２６年度　事業実績】
・小学校18校、285教室と中学校10
校、117教室で設置
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切
市総合計画、幼児・学校教育、基本方針、施策の推進中、学習の
基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着等を図るに結びついて
いる。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

①義務教育の中で教員と一緒に学習支援をしている事業は本事
業のみである。
②本市児童生徒の課題である基礎学力の定着を図るために、指導
効果のあがるＴＴ（チームティーチング）による個に応じた指導や補
習指導などの学習支援が可能となり、学力の向上が図れた。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切
事業費が学習支援員の報酬にあたり、現状では１日４時間の契約
内容におさえてあるため、事業費の削減は厳しい。 適切 内部評価を認める。

指導課① 公平性 適切
市内小中学校（彩橋小中学校を除く）に対して、学習支援員を配置
し、支援を行っているため公平である。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

現状維持

本市児童生徒の課題である、学習の基礎的・基本的な知識・技能
の定着を図るため、今後も引き続き学習支援員を配置していく必要
がある。そのことにより、　児童生徒の学力を向上させていき上位の
目的へつなげていく。

現状維持

内部評価を認める。
○児童生徒の学力の維持向上のため有効と評価、今後も事
業継続、充実を期待する。
○全国学力・学習状況調査における本市児童生徒の伸びか
らも、本事業の有効性が見て取れる。次代を担う児童生徒の
学力向上は、本市の振興発展にもつながる。引き続きの取り
組みを望む。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

⑳

小中学校
学力向上
対策推進
事業

　本市小中学校児童生徒の学力は、
沖縄県学力向上到達度調査や全国
学力・学習状況調査において、全国
平均及び沖縄県平均を下回っていた
ため、児童生徒の基礎的・基本的な
学力の定着と「自ら学び、自ら考える
力」を高めることにより児童生徒のもつ
可能性の発揮に寄与する。また、児童
生徒の学力向上は本市のまちづくり
においても重要。
今後も児童生徒の基礎的・基本的な
学力の定着と「自ら学び、自ら考える
力」を高めるために、教諭と学習支援
員が一緒になって児童生徒に効果的
な学習支援を行う。

小学校１７校（彩橋小学校を除く）に３
３名配置。1校あたり２名、津堅小学校
は、　　　１名。
対象学年：３学年または、５学年
教科：原則として算数と国語

 
中学校９校（彩橋中学校除く）に　１７
名配置。１校あたり２名、津堅中学校
は１名。対象学年は２学年。
教科は原則として数学、国語、英語。
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

市総合計画、幼児・学校教育、基本方針、施策の推進中、障がい
のある幼児児童生徒が自立し、社会参加するための基礎を培う教
育の充実に結びついている。また、上位目的にも確実に結びつい
ている。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

　特別支援ヘルパーを配置したことにより、児童生徒が落ち着いて
学習に取り組める等、良い変容が見られた。同時に、対象児童生
徒の在籍する学級においては、授業を受ける時間の確保ができ
た。引き続き、特別支援ヘルパーを配置することにより、児童生徒
の安全安心及び学力向上が期待できる。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切
事業費のほとんどが特別支援ヘルパーの報酬であるが、嘱託員と
して、１日４時間及び６時間と設定調整しているため、事業費の削
減は難しい。

適切 内部評価を認める。

指導課② 公平性 適切
市内の障がいのある児童生徒に対して支援を行っているため公平
である。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

その他
やり方改善

特別支援ヘルパ－の配置については、引き続き重要である。障が
いを持つ子どもの増加や、保護者の通常学級への就学希望の増
加に伴い、特別支援ヘルパ－の配置要望が高まっているため、特
別支援ヘルパーの配置人数及び配置時間について検討が必要で
ある。

その他
やり方改善

内部評価を認める。
○特別支援ヘルパーの配置は、成果向上が顕著であると考
える。特別支援ヘルパーの通年配置を前提にその確保に特
段の取組を期待する。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

㉑

小中学校
特別支援
教育事業

　障がいのある児童生徒一人ひとりの
教育的ニーズを把握し、学校生活や
学習上の困難を改善、克服するため
の適切な指導や必要な支援を行うた
め、就学指導委員会の開催や臨床心
理士の配置、特別支援ヘルパーの配
置を行っている。
　具体的には、就学指導委員会を開
催し、就学先について保護者・幼児児
童生徒の面談・相談、判定会議を行
い、就学指導委員会としての答申を
行っている。また、臨床心理士を配置
し、就学指導に関する検査等を実施
している。さらに、特別支援ヘルパー
を配置するための学校訪問や特別支
援ヘルパー研修会・連絡会も実施し
ている。
　

【２６年度　事業実績】
就学指導員委員会の開催（年１１回）
　臨床心理士の配置（１名）
　特別支援ヘルパーを小学校１6校に
29名、中学校8校に10名配置

【２７年度　事業計画】
・就学指導員委員会の開催（年１１回）
・臨床心理士の配置（１名）
・特別支援ヘルパーを
小学校１７校に32名
中学校8校に11名配置
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

「うるま市総合計画　後期基本計画」2-1-1幼児・学校教育　施策の
推進（１）学校教育の充実　⑨国際理解教育・外国語教育の充実を
図るとともに、児童生徒の国際交流事業を推進し、国際社会の中
で活躍できる人材の育成に努めます。と示されていることから、英
語指導助手を活用し、外国語活動の授業を行うことで、市の総合
計画の（１）学校教育の充実の目的に結びつく。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切

英語指導助手の活用により，児童生徒が実際に英語指導助手の
音声や口の動きに注目して発音したり、コミュニケーションに必要な
表情やジェスチャー等を学んだりすることができる。また、指導助手
の出身国や滞在したことのある国の文化を学ぶことができる。これら
のことにより、児童生徒の外国語活動に関する興味・関心を高め，
コミュニケーション能力の育成に効果があると考える。

適切
内部評価を認める。
○現状のまま事業を継続し、児童生徒の語学力のアップと異
文化理解に努めてほしい。

効率性 適切
最低限の授業時数が行えるだけの日数での配置なので、削減の
余地はない。 適切 内部評価を認める。

指導課③ 公平性 適切
小学校では外国語活動が毎週組まれている５，６年生を中心に、
国際理解教育を目的とし、他の学年も総合的な学習の時間で活用
している。中学校は全生徒が対象である。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

現状維持
外国人英語助手の授業力の向上を目指して研修会を行う必要が
ある。研修で、授業で必要な技術を身につけるとともに、助手や教
師間での情報交換の機会をもって授業の充実を図る。

現状維持

内部評価を認める。
○外国人英語助手の授業で必要な技術の向上は､大切と考
える｡研修会等を継続し外国人英語助手技術の向上によるさ
らなる授業の充実化を期待する｡
○勤務時間内､若しくは授業の前後に､教科担任と英語助手
の打ち合わせの時間を設けて､外国人英語助手のスキルアッ
プと積極的な関わりを促してほしい｡

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

㉒

小中学校
外国人
英語助手
派遣事業

学級担任や英語担当教諭と英語指導
助手がティームティーチング（協同授
業）を組んで外国語活動（英語）の授
業を行う。
平成２６年度は9人の英語指導助手を
市内全小学校（18校）へ、　5人の英
語指導助手を市内全中学校（１０校）
へ配置し、学校規模に応じて、配置曜
日や配置時間を決定し事業を実施。
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

国､県が実施している補助事業であり､市が実施する修学支援とし
て妥当である｡へき地離島高校生を対象の補助金なので、津堅出
身で津堅中学校を卒業している方と限定が必要。離島振興に結び
ついている。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切
へき地離島出身で、津堅中学校を卒業した高校生のいる家庭の生
活費の負担軽減。国、県が実施している事業であるが、廃止した場
合、対象者のいる家庭の生活費の負担が大きくなる。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切 国、県が実施しているため、事業の削減の余地は無い。 適切 内部評価を認める。

指導課④ 公平性 適切
高校未設置離島のため、通学費、居住費等に要する経費を支援
することによって、公平・公正となる。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性 現状維持

へき地児童生徒援助費補助金の該当者７名に補助金を支給する
ことができた。国の動向を見ながら、検討していきたい。 現状維持

内部評価を認める。
○島しょ地域を抱える本市の特色ある取り組みであり、生まれ
た場所に依らず、どの子にも学ぶ機会は均等に与えられなけ
ればならない。
○へき地児童生徒の支援は、大切であり、今後も内容を充実
させながら継続することを期待。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

㉓

へき地
児童生徒
援助費
補助金

　高校未設置の離島に住む高校生に
ついて、高校進学のために島外に通
学及び居住することになるため、通学
費や居住費などを対象に修学支援に
要する経費の援助。
一人当たり２４０千円

【26年度実績】
津堅出身かつ津堅中学校を卒業した
高校生7名
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切
①不登校児童生徒の健全育成は、市の施策に結びつく。
②義務教育期間中の児童生徒の就学に関する事業なので、市が
実施するべきである。

適切 内部評価を認める。

有効性 適切
通級することにより同年代の生徒同士の関わりや家族以外の人と
の関わりを通して、チャレンジ登校や高校受験への挑戦など、様々
な成長が期待できる。

適切 内部評価を認める。

効率性 適切

担任は、県派遣の教育職員を特別実務研修員として充てているた
め報酬は県負担であり、指導員の３名は嘱託職員なので、コストの
削減は図れていると考える。これ以上削減した場合、人材確保(教
員免許の保持者)が困難になるとともに個別支援やチャレンジ登校
など生徒の成長段階に合わせた支援ができなくなる。

適切 内部評価を認める。

教育
研究所① 公平性 適切

教育の機会均等の立場から、心理的要因等による不登校児童生
徒を受け入れるための事業として、保護者へ負担を求めるべき事
業でなく、公平に支援している。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

その他
やり方改善
現状維持

①教員免許保持者の指導員を確保しているが、継続雇用が課題
である。また、指導員募集を広報以外に県の教育事務所等にも協
力依頼し、場合によっては条件の見直しを行う。
②統合庁舎後の適応指導教室の設置場所の確保が緊急課題であ
る。。

その他
やり方改善
現状維持

　
○指導員の確保は、事業執行上重要な課題と考える。安定
した指導員確保に向けて、処遇改善も念頭に多様な対策を
検討を期待している。
○新庁舎においても、適応指導教室のスペースが確保され
ることを期待する。
○心理的要因等による不登校予備軍が今後も増加が見込ま
れる現状、統合庁舎後の適応指導教室の設置場所の確保
については、緊急課題であり、うるま市の地理的状況等を十
分に検討し、例えば、小学校の空き教室等の活用も検討する
必要がある。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

㉔

適応指導
教室事業

　
心理的要因等による不登校児童生徒
に対し、家庭以外での安心できる居
場所を提供するとともに、個々の状態
に応じた支援を行う

（事業の内容）
・担任（県派遣教育職員）、指導員３
名を配置し、個々の状態に応じた指
導、支援を行う。
・教室での個別・集団活動を通して自
立心・社会性を育み、学校復帰また
は、将来的な社会的自立に向けての
支援を行う。
・教育相談、体験活動、学習活動、基
本的生活習慣の指導、支援を行う。

【平成２６年度　実績】
①適応指導教室　　　　　　　１７８日
②所外活動実施回数　　　　　２１回
③教育相談（週１回）　　　　　 ５５回
・毎月1回の調理実習と原籍校と連携
した出前授業を行った。
　
＊参考　平成26年度本市の不登校児
童生徒数
①小学生　３１名
②中学生１６３名　計　１９４名
平成25年度から7名減少したが、登校
渋り等予備軍あり
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①本事業により、教職員の意欲と授業力の向上を図ることができ、
それが結果として子どもに対する教育（学力向上、学習規律の確
立、生活習慣の確立）に反映される。
②市内全ての教職員に対する取り組みであり､対象･意図は現状で
妥当である｡

適切 内部評価を認める。

有効性
見直し
余地あり

これまで各教科、領域はもちろん、幼稚園教育、歯科保健指導、読
書指導等多様な実践が表彰されてきた。その実践をより多くの教職
員へ共有化を図る取り組みの工夫を行うことにより、さらなる成果が
期待できる。

見直し
余地あり

内部評価を認める。

効率性 適切
職員体制及び事業費とも最小限で運営しているため､予算削減の
余地はない｡ 適切 内部評価を認める。

教育
研究所② 公平性 適切

4月から校長会等において、各学校へ趣旨説明を行っているので
受益者は偏っていない。教職員の資質向上に関する取り組みとし
て、受益者負担を求めるものではない。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

その他
やり方改善

①実践の共有化を図る取り組みとして、全幼小中学校への資料の
配付、また各幼小中学校から２名の参加枠を設け、表彰式及び実
践発表を行った。さらに、学校訪問における指導助言や校内研修
において実践内容を紹介するなどの取り組みを行った。実践内容
を校内研修に取り入れる学校もある。
②保護者や地域へ周知する取り組みとしては、うるま市広報に実践
発表の様子を掲載した。
③教育研究所のホームページへ掲載し、さらなる共有化を図る。
④課題として応募者の減少⇒解決策⇒校長会や学校訪問等にお
いて周知を図る。特に優れた実践を行っている教職員は、所属校
長へ直接応募を依頼する。

その他
やり方改善

内部評価を認める。
○学校現場における優れた実践は、あらゆる方法で周知徹
底し、共有を図る必要あり、教育実践グランプリは、本市特有
の取り組みであり、継続・充実が望まれる。
○事業に取り組んでいる担当部署の熱意と事業の重要性は
充分理解した｡今後は､発表内容について学校現場で共有
化を図ることや、応募者増加のための仕組みや工夫が必要
(例えば､優秀な発表者に先進地研修を付するなど)｡
○最優秀賞を受賞した教論の更なる意欲の向上と実践のた
め、研修を行う副賞設置を希望する。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

㉕

教育実践
グランプリ

　うるま市立幼稚園・小中学校教諭等
のなかで、他の模範となる優れた教育
実践により、すばらしい成果をあげて
いる教職員を表彰することで、さらなる
意欲の向上と実践を共有することによ
り、教職員の資質向上を図り、幼児児
童生徒に確かな学力などの生きる力
を育む教育活動の推進に資する。

実践記録部門と推薦部門で応募し、
審査は指導部指導課の協力のもと行
い、最優秀賞、優秀賞、優良賞を決
定する。２月のうるま市教育の日の関
連事業として、表彰式及び実践発表
を行う｡(平成28年3月2日)

〈業務内容〉
①教育実践記録募集（ホームページ
等）→②審査・結果発表→事前準備
（受章者との連絡調整、表彰式会場
設営）→当日運営
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切

①学校給食法の規定に基づき、学校給食の実施に必要な施設及
び設備に要する経費は設置者の負担である。
②共同調理場方式による大量調理を行うための施設設備を投じて
おり、人件費等の経費節減が図られる。
③食材の大量購入により、安価な食材の確保が可能になり、食事
内容の向上や給食費の節減が図られる。

適切 内部評価を認める。

有効性
見直し
余地あり

①調理等業務委託や老朽化施設の統廃合を計画し給食数の平準
化を図る。
②学校、地域と連携し食育の充実を図る。
③調理職員研修、視察研修による意識向上を図る。

見直し
余地あり

内部評価を認める。

効率性
見直し
余地あり

①統合調理場により、大量調理を行う為の施設、付帯設備を充実
させ人件費削減を図れると思われるが、昨今の
アレルギー給食に対応するためには人員増は避けられない。
②食材の大量購入により安価な食材の確保が可能になり食事内容
の向上、給食費節減を図る。
③調理等業務委託は経費節減にはつながらない。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○多様な体質と病理を持つ児童生徒が増える昨今、一人一
人への適切な対応は、生命にかかわる大切な配慮事項であ
る。

給食
センタ－① 公平性 適切

学校給食の提供が学校教育における健康教育の一環として位置
づけられていることから、教育の機会均等が保たれている。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

事業統廃合
民間委託
正職員以外
の対応
その他
やり方改善

①平成27年4月　第二調理場調理等業務委託実施。
②地域食材の安定供給や地産地食を推進し、施設設備の維持管
理及び勤務する職員の安全管理、衛生管理、調理技術研修を充
実させ安全安心な給食センター運営に努めたい。

事業統廃合
民間委託
正職員以外
の対応
その他
やり方改善

内部評価を認める。
○多忙な業務の中、預かり保育園児への給食提供は、保護
者の負担軽減から高く評価する。また、平成２７年度から第二
調理場調理等業務委託実施した事による、さらなる安心安全
な給食センターの運営を期待する。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

㉖

給食セン
タ－管理
運営事務
事業

　市内小中学校28校の児童生徒に対
する給食の提供及び学校給食施設の
管理維持を行う。
平成26年度において、約260万食の
給食提供（預かり園児、職員、セン
ター職員含む。）

<業務の流れ・内容>
・施設の管理、衛生管理、安全管理、
職員の健康管理
・食材購入⇒調理⇒運搬⇒食器洗浄
⇒消毒保管

【平成26年度実績】
・市内小中学校児童生徒および預か
り園児への給食提供。
・地場産物の活用。卒業バイキング、
ふれあい給食。
・調理員研修。
・給食センター基本計画策定。【平成
27年度計画】
・第二調理場調理等業務委託開始・
石川調理場調理等業務委託契約。
・与勝統合調理場(仮称）の整備計
画。・地域産物の活用。
・調理員研修。・卒業バイキング・ふれ
あい給食
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

見直し
余地あり

①地元農水産物生産者の活用を推進し、地域活性化及び学校と
の連携促進となる。
②今後、水産物、地元加工所へ拡充していく。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○地元生産物の給食への活用は、地域活性化と児童生徒が
食材を通じて地域の農水産業への理解が深まり、食育上も
有効と考える。

有効性
見直し
余地あり

①今後、学校・農政課・JA・地域（農家・農林高校）等との連携を更
に密にし、漁業協同組合等との連携を検討する。
②地域で採れた農水産物を地域で消費する「地産地消」は、味
覚、鮮度の良さ、産地が近い安心感から学校、家庭における農水
産業に対する理解を促進し食育効果を期待できる。また、調理場
現場で地場産物の利用拡大定着に向け、生産者、学校関係者、
学校給食の相互理解を図り地場産物の利用を促進する。

見直し
余地あり

内部評価を認める。
○日本一の生産量を誇る地元産の「モズク」の利用等、今
後、漁協との調整で活用を期待する。

効率性
見直し
余地あり

①現在、再任用職員を食材コーディネーターとして配置している
が、本事業として本務職員を配置し取り組む。
②平成27年4月より、調理職員職種替え2名がコーディネーターとし
て取り組んでいる。（再任用職員退職）本格事業へのスタートであり
現段階での削減余地はない、進めて行く中で見直しを実施。

見直し
余地あり

内部評価を認める。

給食
センタ－②

公平性 適切 大中小規模生産者を幅広く利用しており適正である。 適切 内部評価を認める。

今後の
方向性 その他

やり方改善

①現在、与勝地下ダム組合生産者との取引が中心であり、今後、
市内全域へと生産者を増やし水産物を含めた食材を学校給食で
活用したい。
②食材コーディネーターを配置し、関係団体、生産者との連絡を密
にし給食センターとの需給調整、地域活性化を図る。
③地元生産者との交流を通じ学校での食育を図る。平成27年4月
「うるま広報」にて市内農家へ呼びかけ農産物納品についての説
明会開催。（約３０名参加）

その他
やり方改善

内部評価を認める。
○今後の食材コーディネーターの配置は、生産者等との調
整役で有効と考える。食材コーディネーターの活用による地
域食材の活用増に期待する。
○給食食材を地元で賄う「地産地消」の取り組みは、地域の
活性化とともに子供たちの地域への愛着心の育成にもつな
がる。今後は、コーディネーターの活用により、水産物等へも
拡大していって欲しい。

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

㉗

給食
センター
地産地消
推進事業

　地域で採れた生産物を地域で消費
する「地産地消」
　地元で採れる安心感から学校、家庭
において地元生産物に対する理解を
促進し、食育効果と、安心安全な美味
しい給食を目指す。

【平成26年度実績】
・地元農家との連携
・ぬちまーす使用
・与勝地下ダム組合生産者と連携

【平成27年度計画】
・地元農家、与勝地下ダム組合生産
者と連携拡大強化

区分 内　　　　部　　　　評　　　　価
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　　平成27年度うるま市教育委員会事務点検・評価報告一覧（平成26年度事業対象）

目的
妥当性

適切
登校支援・学習支援・教育相談により、うるま市の次世代を担う青
少年の健全育成に結びつく。 適切 内部評価を認める。

有効性 適切

非行傾向にある青少年、特に義務教育課程にある場合は学校へ
登校させ欠席数の減少を目標としている。家庭環境・社会環境など
が児童生徒に与える影響も大きく、目に見える結果が現れにくいの
が実情である。しかし、事業を継続するにより学校への登校を促
し、学力の向上につながっていくものと考えている

適切 内部評価を認める。

効率性 適切
青少年を取り巻く社会環境が激しいく変化するなかで、予算の範囲
内で効率よく運営している。 適切 内部評価を認める。

青少年
センタ－ 公平性 適切

青少年の健全育成は、地域の社会の義務であり、学校、自治会、う
るま警察署、石川警察署、市長部局の市民部や福祉部と連携を図
りながら事業を実施しており公平・公正でであると判断できる。

適切 内部評価を認める。

今後の
方向性

事業連携
その他
やり方改善

青少年の健全育成を推進していく必要性から、事業の維持・拡充
を図る。
今後は、各種団体と連携を密にして、社会環境の変化に即した事
業の実施につとめる必要がある。

事業連携
その他
やり方改善

○関係団体等とのさらなる連携強化は、情報の共有化に有
効と考える。また、臨床心理士等専門家の活用も含めた多様
な人材の活用に期待する。
○各学校への支援員の配置や、第３金曜日の「少年を守る
日」の夜間街頭指導、市主催の祭り等の帰宅指導等、目的
に合った事業が推進されている。今後は、「地域の子は地域
で育てる」の認識の下、関係機関との連携をさらに深めてほ
しい。

区分 内　　　　部　　　　評　　　　価 外　　　　　部　　　　　評　　　　　価

㉘

青少年相
談及び
支援事業
（登校支

援・学習支
援・教育相

談）

　青少年の健全育成・非行防止活動
の拠点として、家庭・学校・行政などの
諸機関と連携を図りながら街頭指導
活動、相談業務及び学習支援を行
う。
　
（1）登校支援、学習支援、教育相談
・学校と連携してのの登校支援、家庭
訪問、電話などによる相談活動
〈①各学校に嘱託職員８名配置、セン
タ－に嘱託職員1名配置〉
　
（2）非行防止活動
・夜間街頭指導<毎月第3金曜日「少
年を守る日」の帰宅指導など
・青少年の非行防止に関する家庭、
地域の啓発<「青少年の深夜徘かい
防止・未成年の飲酒防止」の市民大
会の開催>
・青少年指導のための情報収集<学
校・自治会・PTAとの情報共有、嘱託
職員・青少年指導員との情報共有>
・有害環境の浄化運動の推進<有害
図書、酒・たばこ等の販売状況及び施
設管理状況調査の実施>

No 事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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