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【教育委員会の点検・評価】 

 
教育委員会が事前に立てた基本方針に沿って具体的な教育行政が執行されているかにつ

いて、教育委員会自らがチェックする必要性が高いこと、また地域住民に対する説明責任を

果たすことが求められていることなどから、教育委員会の行政の執行状況について点検・評

価を実施することが定められています。 

なお、点検・評価の実施に当たっては、客観性を確保するため、学識経験者の知見を活用して

います。 

５ 進行管理                                             
 
 実施計画に位置付けた目標の達成状況や施策・事業の実施状況、重点課題への対応状況などにつ

いて、各編に掲げた目標指標や各事業の行動計画を基に、「教育委員会の点検・評価」の中で進行

管理を行います。 
点検・評価の結果については、毎年、市議会や関係審議会へ報告するとともに、市民に公表し、

ご意見を伺います。いただいたご意見については、計画の進行や見直しなどに生かしていきます。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

[進行管理に当たっての教育委員会の役割] 

 

横須賀市教育委員会では、「横須賀市教育振興基本計画」を実効あるものとするために、

学校教育編・社会教育編ごとに設定した目標の実現に向けて、着実に取り組んでいきます。 

 また、学校・家庭・地域が連携して、「目指す子どもの教育の姿」に向かって進めるよう

に、責任を持って、情報発信や仕組みづくり、支援を行っていきます。 

 



【参考】掲載事業一覧 ※印は、関連する他の事業です。

【学校教育編】

目標 施策 担当課 ページ

学力向上事業
教育指導課
教育研究所

29

キャリア教育推進事業 教育指導課 30

防災教育推進事業 教育指導課 30

子ども読書活動推進事業 教育指導課 31

学校人権教育推進事業 教育指導課 31

道徳教育推進事業 教育指導課 31

教育課程研究会の実施 教育指導課 32

幼児教育充実事業 教育指導課 32

横須賀総合高等学校教育改革事業 教育政策課 32

芸術鑑賞会の開催 教育指導課 33

子どものための音楽会の開催 教育指導課 33

児童生徒の科学的な見方・考え方を育てる事業 教育研究所 33

リーダースキャンプ開催事業 教育指導課 33

児童生徒指導行事事業
教育指導課
支援教育課

34

文化部各種大会派遣事業 教育指導課 34

中学校部活動指導者派遣事業（文化関係） 教育指導課 35

高等学校文化部育成事業 教育指導課 35

吹奏楽部活動奨励事業 教育指導課 35

※ 高等学校国際交流支援事業 教育指導課 41

※ 児童生徒健康・体力向上推進事業 保健体育課 44

※ 中学校部活動指導者派遣事業（体育関係） 保健体育課 49

※ 各種競技大会選手派遣奨励事業 保健体育課 50

※ 教職員研修事業 教育研究所 53

※ 子ども対象の社会教育事業 生涯学習課　ほか 78

※ 学校教育との連携の強化 生涯学習課 94

※ 子ども読書活動推進事業 中央図書館 99

※ 博物館による学習機会の支援事業 博物館運営課 101

※ 子ども向け博物館教育普及活動の推進 博物館運営課 101

※ 子どもたちへの美術館教育の推進 美術館運営課 105

（２）支援教育の充実

いじめ・不登校対策事業（※詳細を①～④に掲載） 支援教育課 38

　①いじめ対策事業 支援教育課 38

　②相談員等派遣事業 支援教育課 38

　③教育相談充実事業 支援教育課 39

　④相談教室運営事業 支援教育課 39

支援教育推進事業 支援教育課 40

支援体制充実事業 支援教育課 40

日本語指導推進事業 支援教育課 40

１　子どもの学びを豊かにします

（１）教育活動の充実

事業
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（３）国際教育の推進と外国語教育の充実

国際コミュニケーション能力育成事業 教育指導課 41

高等学校国際交流支援事業 教育指導課 41

（４）指導場面における教育の情報化の推進

教科指導におけるＩＣＴ活用の推進事業
教育指導課
教育研究所
教育政策課

42

情報教育の推進事業
教育指導課
教育研究所

42

（５）校種間連携の推進

小中一貫教育推進事業
教育政策課
教育指導課

43

就学前教育と小学校教育の連携推進事業 教育指導課 43

就学前児童学校給食交流体験事業 学校給食担当 43

２　子どもの健やかな体を育成します

（６）体力・運動能力、運動習慣等の実態把握と調査結果の活用

児童生徒健康・体力向上推進事業 保健体育課 44

（７）学校における体育・健康に関する指導の充実

各学校における「健康・体力向上プラン作成」推進事業 保健体育課 45

体育・保健体育に関する専門的指導助言および協力 保健体育課 45

体育・健康に関する研修講座、説明会等の充実 保健体育課 45

県立体育センター等研修講座派遣事業 保健体育課 46

学校体育実技指導協力者派遣事業 保健体育課 46

学校体育研究委託事業 保健体育課 46

喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する健康教育の推進 保健体育課 46

（８）学校における食育の充実

学校における食育の推進 学校給食担当 47

安全、安心な学校給食の提供と充実 学校給食担当 47

中学校完全給食推進事業 学校給食担当 48

（９）望ましい生活習慣の確立に向けた支援

望ましい生活習慣、運動習慣の確立のための啓発活動 保健体育課 48

（10）運動やスポーツに親しむ機会の充実

児童生徒各種競技大会事業 保健体育課 49

中学校部活動指導者派遣事業（体育関係） 保健体育課 49

市立横須賀総合高等学校運動部活動強化育成事業 保健体育課 50

各種競技大会選手派遣奨励事業 保健体育課 50

３　学校の組織力や教職員の力を高めます

（11）学校運営改善の充実

学校評価推進事業
教育指導課
教育政策課

52

学校支援員派遣事業 支援教育課 52

（12）教職員の資質能力向上を図る研修の充実

教職員研修事業 教育研究所 53

経験の浅い教職員等研修事業 教育研究所 53

（13）教育の専門的事項の調査・研究の充実

学力向上についての調査・研究（研究員会）事業 教育研究所 54

カリキュラムセンター事業 教育研究所 54

理科センター事業 教育研究所 54
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（14）学校における校内研究・研修への支援の充実

学校委託研究への指導・助言の充実 教育指導課 55

研究委託事業 教育指導課 55

訪問支援研修事業 教育研究所 55

（15）子どもと向き合う環境づくりの推進

子どもと向き合う環境づくりの推進
教育政策課
教職員課

56

メンタルヘルスチェック事業 教職員課 56

校務の情報化推進事業 教育研究所 57

給食費の公会計化 学校給食担当 57

学校法律相談事業 支援教育課 57

※ 中学校部活動指導者派遣事業（文化関係） 教育指導課 35

※ 高等学校文化部育成事業 教育指導課 35

※ 中学校部活動指導者派遣事業（体育関係） 保健体育課 49

※
学校教育サポーター、生涯学習センターのコーディネート機
能の活用

生涯学習課 89

４　学校・家庭・地域の連携を深めます

（16）開かれた学校づくりの充実

「学校へ行こう週間」の実施 教育指導課 58

「輝け！よこすかの子どもたち（市民向け広報紙）」の発行 教育政策課 58

※ 学校評価推進事業
教育指導課
教育政策課

52

（17）家庭との連携による望ましい生活・学習・運動習慣の確立

家庭との連携による生活習慣、学習習慣、運動習慣の確立

教育指導課
支援教育課
教育政策課
保健体育課

59

（18）地域教育力の活用の充実

学校いきいき事業 教育指導課 60

地域協働事業 教育指導課 60

（19）放課後等児童対策推進の支援

放課後等児童対策推進の支援 教育政策課 60

５　教育環境を整備し、充実させます

（20）学校の安全・安心の推進

学校の施設整備・維持管理 学校管理課 61

学校事故等緊急時の体制づくり 保健体育課 61

通学路の交通安全確保 教育指導課 62

学校トイレ改修事業 学校管理課 62

（22）学校の適正規模・適正配置の推進

小中学校適正規模・適正配置推進事業 教育政策課 62

（23）就学支援などの充実

就学奨励扶助事業
支援教育課
学校給食担当
保健体育課

63

奨学金支給事業 支援教育課 63

（21）学校施設・設備の充実
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【社会教育編】

目標 施策 担当課

１　市民の学習機会の提供と学習する場の充実を図ります

（１）多様な学習の機会の提供

社会教育・生涯教育の調査・計画 生涯学習課 77

市民大学事業 生涯学習課 78

子ども対象の社会教育事業 生涯学習課 ほか 78

生涯学習の啓発事業 生涯学習課 78

学習機会の提供 生涯学習課 ほか 79

学習サークル支援事業 生涯学習課 ほか 79

※ レファレンスと情報提供の充実 中央図書館 98

※ 博物館教育普及活動の推進、学習機会の提供 博物館運営課 101

※ 美術館展覧会の充実 美術館運営課 104

※ 知的好奇心を育成し充足させる教育普及活動の推進 美術館運営課 104

（２）「人権教育・啓発」の推進

人権教育啓発事業 生涯学習課 80

（３）学習の場の提供

学校施設等の開放事業 生涯学習課 81

万代会館の整備と活用の検討 生涯学習課 81

生涯学習センター運営管理事業 生涯学習課 82

生涯学習センター図書室の資料収集と適切な運営 生涯学習課 83

コミュニティセンターにおける社会教育事業の実施 生涯学習課 ほか 83

※ 地域研究を基盤とした博物館の専門性の向上 博物館運営課 102

（４）学習情報・学習相談の充実

学習情報収集・提供事業 生涯学習課 84

生涯学習に係る学習相談事業 生涯学習課 ほか 85

※ レファレンスと情報提供の充実 中央図書館 98

※ 博物館の広報活動の充実 博物館運営課 102

※ 美術館展覧会の充実 美術館運営課 104

※ 「市民に親しまれる美術館」を目指した活動の推進 美術館運営課 107

２　学びの成果が生かせる社会を目指します

（５）学びの成果を地域に生かす活動の支援

学習成果の地域還元事業 生涯学習課 86

講座企画運営ボランティア事業 生涯学習課 87

※ 博物館による学習機会の支援事業 博物館運営課 101

（６）学びの成果地域還元活動の評価

学習成果の地域還元活動の評価 生涯学習課 88

事業
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３　家庭や地域における教育力の向上を図ります

（７）「学社連携・融合」事業の推進

学校教育サポーター、生涯学習センターのコーディネート機
能の活用

生涯学習課　 89

（８）学校・家庭・地域の連携強化による家庭教育力の向上

家庭教育講演会の開催 生涯学習課　 90

ＰＴＡ活動振興事業 生涯学習課　 90

横須賀市ＰＴＡ協議会との事業連携 生涯学習課　 90

家庭教育学級の開催 生涯学習課 ほか 91

市民大学等における家庭教育支援講座の開催 生涯学習課　 91

※ 学校における食育の推進 学校給食担当 47

※ 家庭との連携による生活習慣、学習習慣、運動習慣の確立

教育指導課
支援教育課
教育政策課
保健体育課

59

４　文化遺産の保存と活用を推進します

（９）横須賀らしい文化遺産の保存、活用・継承

史跡東京湾要塞跡活用推進事業 生涯学習課　 92

重要文化財の保存管理と公開活用 生涯学習課 93

埋蔵文化財の保護と調査 生涯学習課 93

市民団体との協働による文化遺産の活用 生涯学習課 94

学校教育との連携の強化 生涯学習課 94

よこすかの文化財などの展示事業 生涯学習課 94

※ 自然誌資料歴史資料の保存と活用 博物館運営課 102

（10）近代化遺産の調査と保護・活用の推進

近代化遺産の調査と保存・活用 生涯学習課 95

※ 近代歴史資料の調査と保存・活用 博物館運営課 100

（11）伝統文化の保存と継承の推進

民俗芸能・伝統文化の保護と継承 生涯学習課 96

民俗芸能大会、民俗芸能ミニイベントの開催 生涯学習課 96

５　図書館・博物館・美術館の活動を充実させます

（12）図書館活動の充実

図書館資料の収集、整理、保存 中央図書館 97

郷土資料の提供 中央図書館 98

図書館情報サービス事業 中央図書館 98

レファレンスと情報提供の充実 中央図書館 98

企画展等の充実 中央図書館 99

子ども読書活動推進事業 中央図書館 99

図書館ボランティア活動の推進 中央図書館 99
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（13）博物館活動の充実

展示の充実および付属施設の運営と調査研究事業の推進 博物館運営課 100

近代歴史資料の調査と保存・活用 博物館運営課 100

博物館教育普及活動の推進、学習機会の提供 博物館運営課 101

博物館による学習機会の支援事業 博物館運営課 101

子ども向け博物館教育普及活動の推進 博物館運営課 101

自然誌資料歴史資料の保存と活用 博物館運営課 102

地域研究を基盤とした博物館の専門性の向上 博物館運営課 102

博物館の広報活動の充実 博物館運営課 102

親しみやすい博物館を目指した活動の推進 博物館運営課 103

（14）美術館活動の充実

美術館展覧会の充実 美術館運営課 104

知的好奇心を育成し充足させる教育普及活動の推進 美術館運営課 104

福祉活動の充実 美術館運営課 105

子どもたちへの美術館教育の推進 美術館運営課 105

美術館ボランティア活動の推進と人材の育成・交流 美術館運営課 106

美術品の収集、保存、活用 美術館運営課 106

美術作品、普及事業の調査・研究 美術館運営課 106

図書資料の収集と公開 美術館運営課 107

「市民に親しまれる美術館」を目指した活動の推進 美術館運営課 107

美術館維持整備事業 美術館運営課 107

６　社会教育施設相互の連携を図ります

（15）社会教育施設相互の事業連携

社会教育職員の資質向上と職員相互の交流機会の充実

生涯学習課
中央図書館
博物館運営課
美術館運営課ほか

109

社会教育施設が連携した事業等の実施

生涯学習課
中央図書館
博物館運営課
美術館運営課ほか

110

（16）社会教育施設相互に連携した情報発信・広報

社会教育施設などが連携した情報発信・広報の取り組み

生涯学習課
中央図書館
博物館運営課
美術館運営課

111
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各施策における関連事業（29 ページから）の表の見方については、以下をご参照ください。 

 
[関連事業] 

 

① 事業名を記載しています。「○○事業」という表記の他に「○○の推進」や「○○の充実」など

の表記をしている場合もあります。 

② 事業を担当する課などの名称です。 

③ 事業の概要について記載しています。 

④ 具体的な行動を記載しています。基本的に、項目では「■■講座」や「◎◎改修」のような形で

区切り、年度の欄に「開催」や「実施」などを入れています。 

⑤ 「⇒」は、「前年度と同様」を意味します。 

⑥「－」については、その年度には行動計画がないものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  ○○事業①【▲▲課】② 

概 要  ③ 

行動計画 

項目 30 年度 
（2018 年度） 

31 年度 
（2019 年度） 

32 年度 
（2020 年度） 

33 年度 
（2021 年度） 

■■講座④ 開催 ⇒ ⇒⑤ ⇒ 

◎◎改修 実施 ⇒ ⇒ ―⑥ 

各施策における関連事業の表の見方 


