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高取町教育委員会事務事業評価報告書



１　評価・提案対象

・ 教育総務

・ 学校教育

・ 学校保健

・ 文化財

・ 社会教育

・ 社会体育

２　評価期日　令和４年１１月２１日（月）

令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年１２月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高取町教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　安田　光治

令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書の提出について

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、高取町教育委
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、評価・提案いただいた報
告書について、下記のとおり提出します。

記



開催日 議事内容（協議・報告事項）

・事務局職員及び教職員の人事異動結果について

・令和２年度中学校卒業生進学先について

・幼児児童生徒数について

・学校（園）教育課程の編成等について

・リベルテホール図書室の利用状況について

・令和３年度学校評議員の任命について

・生涯学習リベルテ教室の申込み状況について

・令和３年高取町議会第２回定例会の報告案件について

・令和３年度高取町就学奨励金給付審査会の審査結果について

令和3年7月13日 ・橿原高市青少年非行防止大会の中止について

・令和４年度使用教科用図書採択について

・令和３年高取町議会第１回臨時議会について

・令和３年高取町議会第３回定例会の開会について

・町文化祭の中止について

・スポーツフェスティバルの延期と代替事業の実施について

令和3年10月12日 ・令和３年高取町議会第３回定例会の報告案件について

・令和２年度高取町教育委員会事務事業評価について

・全国学力・学習状況調査結果の公表について

・教職員の年度末人事異動スケジュールについて

・各学校（園）の卒業式（修了式）及び入学式（入園式）について

１　教育委員会５名（教育長を含む）　

高取町教育委員会の会議開催状況と活動内容について

２　委員会の開催　年１２回開催（定例会）

令和3年8月11日

令和3年12月14日

令和3年9月7日

令和3年4月13日

令和3年5月11日

令和3年6月22日

令和3年11月9日



開催日 議事内容（協議・報告事項）

令和4年1月11日 ・成人式の参加者数について

・令和４年度高取町教育委員会行政方針（案）について

・令和３年度体力調査結果について

・令和４年度１学期始業式及び終業式の日程について

・「二十歳の集い（仮称）」について

・令和４年高取町議会第１回定例会について

・教職員人事異動について

・令和４年度各学校（園）の幼児児童生徒数について

・高取中学校の高校入試結果について（令和４年３月１４日時点）

・令和４年度生涯学習リベルテ教室の募集について

開催日 活動内容

令和3年10月18日 高取幼稚園訪問

令和3年10月25日 育成幼稚園訪問

令和3年11月5日 高取中学校訪問

令和3年11月10日 奈良県市町村教育委員会研修大会

令和3年11月12日 たかむち小学校訪問

３　委員の活動

令和4年3月15日

令和4年2月8日



令和３年５月１日現在

高取町教育委員会

教育委員会 教 育 長 1 委 員 4

高取町教育委員会及び事務局構成

教育委員会事務局

教育次長 1 次長補佐 2

計 5

1

1
計 11

社会体育 1 文 化 財 2 給食センター 1 技 師

学校教育 2 社会教育

計 25
用務員 (2)

54 ６年生 52 特 支 9

教 諭
校 長 1 教 頭 1 教 諭 12 講 師 5

教 諭
園 長 1 主 任 1 教 諭 1 講 師 1

幼 稚 園 医 園 医 1 歯科医

教 諭
園 長 1 主 任 1

高取町立学校（園）構成

たかむち小学校

児 童 数
１年生 42 ２年生 33 ３年生 51 ４年生 40

計 281
５年生

教 諭
校 長 1 教 頭 1 教 諭 15 講 師 3

養護教諭 1 栄養職員 1 事務員 1

3

高取中学校

生 徒 数 １年生 47 ２年生 47 ３年生 45 特 支 10 計 149

学 校 医 校 医 1 1 薬剤師 1 計歯科医

23
養護教諭 1 栄養職員 0 事務員 1 用務員 (2)

計

3

高取幼稚園

園 児 数 ３歳児 11 ４歳児 10 ５歳児 16 計 37

学 校 医 校 医 1 1 薬剤師 1 計歯科医

5
用務員 1

計

3

育成幼稚園

園 児 数 ３歳児 2 ４歳児 4 ５歳児 5 計 11

幼 稚 園 医 園 医 1 1 薬剤師 1 計歯科医

3

6
用務員 1

1 薬剤師 1 計

教 諭 2 講 師 1
計



教育総務



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

高等学校等就学奨励金給付者数 1 1

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

高等学校等就学奨励金事業（継続）

教育総務

経済的理由等により、就学が困難な者の高等学校等への就
学を容易にし、その者の資質の増進を図ることを目的とす
る。

高取町高等学校等就学奨励金給付要綱で定める就学が困難
な者に対して入学年次1回限り5万円の給付を行う。

令和2年度、令和3年度中にそれぞれ1件ずつ給付申請があ
り、それぞれ1件ずつ給付決定を行った。

ホームページや町広報誌で高等学校就学奨励金について周
知しているが、申請者数に増減がない。高等学校等へ進学
する生徒の保護者への周知方法が課題となっている。

高等学校等への進学を容易にする高等学校等就学奨励金
を、今後も奨励金を必要とする保護者に対して給付ができ
るよう周知を継続していく。

B

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

学習指導員配置時間数（年間） 310 1,083

スクールサポートスタッフ配置
時間数（年間）

- 1,414

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

令和2年度は新型コロナウイルス感染症対応のため、小学
校で2学期の間「学習指導員」のみ配置しており、令和3年
度から両学校で配置している。

令和2年度配置時間
小学校－学習指導員　310時間

令和3年度配置時間
小学校－学習指導員　1,083時間
小学校－スクールサポートスタッフ　659時間
中学校－スクールサポートスタッフ　755時間

小学校に「学習指導員」を2名、「スクールサポートス
タッフ」を2名、中学校に「スクールサポートスタッフ」
を2名、合計2,497時間の配置を行った。

児童生徒への指導の充実のため、今後も継続して「学習指
導員」「スクールサポートスタッフ」の配置を継続する。

－

学習につまづきがある児童生徒を補助する「学習指導員」
及び教職員に代わって印刷業務や教材作成補助等を行う
「スクールサポートスタッフ」を配置し、教職員の支援を
行う。

学校教育活動支援事業（継続）

教育総務

学校教育活動の一層の充実及び教員の「働き方改革」の実
現を図ることにより、児童生徒へのよりきめ細かな指導に
つなげることを目的とする。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



学校教育



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

全国学力・学習状況調査（小学校）
（平均正答率（県比較））

－ -2.5%

全国学力・学習状況調査（中学校）
（平均正答率（県比較））

－ -4.0%

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

令和2年度全国学力・学習状況調査は、新型コロナウイル
ス感染症に係る学校教育への影響等を考慮し、実施されて
いない。

確かな学力の育成（継続）

学校教育

将来の高取町を担う人づくりを目指して、その活力あるま
ちづくりの原動力となる豊かな人間性と創造力をそなえ、
知・徳・体の調和のとれた子どもの育成を目的とする。

令和3年度全国学力・学習状況調査
調査対象児童生徒数：小学6年生　53名　中学3年生　46名
実施教科：国語、算数・数学

令和３年度全国学力・学習状況調査
小学校国語平均正答率　町：57％　県：61％
小学校算数平均正答率　町：68％　県：69％
中学校国語平均正答率　町：60％　県：62％
中学校数学平均正答率　町：48％　県：54％

また、全国学力・学習状況調査以外にも「生活発表会（幼稚園）」や
「6年生を送る会（小学校）」など子どもの1年間の成長を確認できる
学校行事も行っている。

調査結果については、両学校ともに領域によっては県平均
を上回る部分もあったが、全体として県平均を下回ってい
る。

個に応じた指導や保育を充実させるなど、引き続き子ども
の確かな学力育成を継続していく。

ー

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

高取中学校音楽発表会関係授業
時間数（年間）

10 15

たかむち小学校体験学習授業
時間数（年間）

19 28

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

将来の高取町を担う人づくりを目指して、その活力あるま
ちづくりの原動力となる豊かな人間性と創造力をそなえ、
知・徳・体の調和のとれた子どもの育成を目的とする。

各学校で体験学習、芸術活動、社会奉仕活動などを行う。

活動・成果指標の推移

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、一
部規模を縮小した形で学習を実施している。

たかむち小学校では、体験学習として「いのちの学習」
「森林探検」「教育ファーム」「町探検」「校区探検」等
行った。

高取中学校では、音楽の授業を中心とした合唱練習及び合
唱コンクールに向けた学級活動での準備など行った。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、コロナ禍以前の
ようには実施できないが、実施方法を工夫しながら各学校
において豊かな人間性の育成に係る学校活動等が行われ
た。

引き続き子どもの豊かな人間性の育成のため、現在実施し
ている事業を継続していく。

A

学校教育

豊かな人間性の育成（継続）

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

奈良県児童生徒体力テスト（小学校）
（県比較数値） － 103.02

奈良県児童生徒体力テスト（中学校）
（県比較数値） － 99.22

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

令和3年度奈良県児童生徒体力テスト（県比較数値）
　　　　 男子　　　女子
小学校　103.31　　102.73
中学校　 99.10　　 99.35

また、各学校園の運動会やマラソン大会など児童生徒の心
身の育成に資する学校行事も行っている。

体力テストの結果について、小学校では、多くの項目にお
いて平均して県平均数値を上回っており、運動能力が県と
比較して全体的に高いレベルにある。
中学校では、項目によって県平均数値を上回るものも下回
るものあり、運動能力が県と比較して同程度のレベルにあ
る。

基礎体力の増強につながる体育の時間と体育的行事の充実
など、引き続き子どものたくましい心身の育成を継続して
いく。

－

令和3年度奈良県児童生徒体力テスト
調査対象児童生徒数：小学5年生　56名　中学3年生　48名
調査項目：握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、
20mシャトルラン、50m走、立ち幅跳び、ボール投げ

たくましい心身の育成（継続）

学校教育

将来の高取町を担う人づくりを目指して、その活力あるま
ちづくりの原動力となる豊かな人間性と創造力をそなえ、
知・徳・体の調和のとれた子どもの育成を目的とする。

活動・成果指標の推移

県比較数値は、奈良県平均を100とした際の町平均の数値であり、小
中学校で実施した8種目の県比較数値の平均を男女別で算出してい
る。
※令和2年度奈良県児童生徒体力テストは、新型コロナウイルス感染
症に係る学校教育への影響等を考慮し、実施されていない。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

たかむち小学校ICT機器利用率 - 78.2%

高取中学校生徒ICT機器利用率 - 63.3%

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

奈良県が実施している先生向けのICT研修を勧奨するなど
ICTを活用した教育が環境づくりを今後も継続して進めて
いく。

－

GIGAスクール構想によって導入されたICT環境を十分に活
用できる児童生徒の育成を目的とする。

GIGAスクール構想により1人1台端末を用いた授業、AIドリ
ルによる児童生徒1人1人の理解度に合わせた学習など、
ICT機器を活用して学習する過程で児童生徒のICT機器活用
スキルの向上が見込まれるような学習方法を各学校で行っ
ている。

児童生徒ICT機器利用率は、年間授業日数に対して1日1回
以上学校で児童生徒がICT機器を利用した日数の割合であ
る。

ICT機器利用率
小学1年　36.9％　小学2年　86.3％　小学3年　86.3％
小学4年　86.3％  小学5年　86.3％　小学6年　87.1％
中学1年　79.6％　中学2年　59.6％　中学3年　50.8％

※小学1年は、他学年に比べて利用開始が遅いため、利用率が低く
なっている。
他にも、高校入試前に中学3年生を対象として、生徒が授業を学校で
受けるか、オンラインで受けるかを選ぶことができる「ハイブリット
型授業」を行うなど、ICT機器を活用した柔軟な取り組みを行った。

令和2年度のGIGAスクール構想により1人1台端末が導入さ
れ、ICTを活用した学習、教育環境は整えられた。
ICTを活用した学習及び教育に先生と子どもが適応してい
くことが今後の課題であると考える。

ICT教育の充実（継続）

学校教育

活動・成果指標の推移

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

高取中学校キャリア学習授業
時間数（年間）

15 15

たかむち小学校キャリア学習授業
時間数（年間）

12 15

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、コロナ禍以前の
ようには実施できないが、実施方法を工夫しながら各学校
においてキャリア教育が行われた。

児童生徒の職業観及び主体的に進路を選択する能力を向上
させるため、今後もキャリア教育を継続していく。

A

キャリア教育の充実（継続）

学校教育

自分の将来や進路に夢や希望をもって学び、社会的自立・
職業的自立に向けて必要な意欲・態度の育成を目的とす
る。

令和2年度から開始した「キャリアパスポート」をはじめ
とした発達段階に応じたキャリア教育を各小中学校で行
う。

たかむち小学校キャリア教育として、「町探検」「校区探
検」「慈母園との交流」「社会を明るくする運動作文」等
行った。

高取中学校キャリア学習として、例年職場体験を行ってい
るが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、令和2・3
年度はいくつかの職業の方をゲストティーチャーとして招
き、講義を実施した。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

教育相談実施回数（年間） 52 49

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

新型コロナウイルス感染症対策として教育相談員と対面し
ない形での「オンライン相談」を実施していたが、対面で
の相談ではないことが影響したのか、相談回数に若干の減
少が確認された。

新型コロナウイルス感染症の流行度合いを確認しつつ、教
育相談員と対面で行う相談を増やすことにより、少しでも
相談しやすい体制を整えていく。

ー

学校教育

生徒指導の充実（継続）

多様化・深刻化する子どもたちの問題行動、いじめや不登
校等に適切に対応できる組織体制の確立を目的とする。

臨床心理士の資格を持つ者を教育相談員として採用し、毎
週金曜日午後に児童生徒及びその保護者を対象とした教育
相談を行う。

活動・成果指標の推移

相談回数の減少は「相談事を抱える児童生徒の減少」でも
あるため、総合評価欄は「－」とする。

　　　　　　相談件数　延べ相談回数
令和2年度　　　 09件　　　　　52回
令和3年度　　　 10件　　　　　49回

また、上記の教育相談事業の実施以外にも不登校生徒や新型コ
ロナウイルス感染症で自宅待機する生徒に対して授業動画配信
を行うなど、学校に来ることができない生徒に対する学習支援
も併せて行った。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

幼保小交流会実施回数（年間） - -

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価 -

幼稚園・小学校・中学校の交流を密にすることにより、幼
児児童生徒への継続的な教育の提供を行い、所謂「小１プ
ロブレム」「中１ギャップ」の解消を目的としている。

幼小連携については、交流会や体験学習などが行われてい
るが、小中連携については、高取中学校文化発表会の参観
のみとなっている。

児童生徒にとって入学して初めての躓きになりうる「小１
プロブレム」「中１ギャップ」の解消のため、今後も継続
して学校園間の交流事業を継続して実施する。

幼稚園・小学校・中学校間の交流と連携（継続）

学校教育

活動・成果指標の推移

幼保小交流会については、新型コロナウイルス感染症の影
響もあり、令和2年度、令和3年度ともに実施することがで
きなかった。

高取幼稚園と育成幼稚園との交流については、新型コロナ
ウイルス感染症対策を行いつつ実施した。

学校（幼稚園）行事の中に他校種と交流する行事を設け
る。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

通学路危険箇所合同点検実施回数
（年間）

1 1

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価 B

令和3年8月10日　通学路合同点検事前打合せ
令和3年8月20日　通学路合同点検（PTA・学校参加）
令和3年9月17日　通学路合同点検（警察・県参加）
令和3年10月13日　高取町通学路安全推進会議

活動・成果指標の推移

通学路整備事業（継続）

学校教育

幼児児童生徒に安心・安全な通学環境を提供することを目
的としている。

高取町連合PTAのご協力のもとに危険箇所を特定し、高取
町通学路交通安全プログラムに基づいた合同点検を行い、
対策内容を検討した上で、危険箇所の改善を行う。

令和3年度では、通学路危険箇所15か所について、高取町
通学路安全推進会議を開き、対策内容の検討を行い、予算
上対策が年度内に可能であった8か所について対策を完了
した。
残りの7か所についても、関係各課と連携を図りながら対
策を進めていく。

令和4年3月3日警察庁発行「令和3年における交通事故の発生状
況等について」によると、歩行中児童の通行目的別死者･重傷
者数の内4割が登下校中である。以上の点から通学路の危険箇
所対策は児童生徒の生命を守る上で重要な取り組みであるか
ら、これからも定期的な合同点検及び対策を行っていく。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

要保護・準要保護児童生徒就学援
助費認定者数（人）

65 56

要保護・準要保護児童生徒就学援
助費（円）

1,862,378 4,884,923

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

新型コロナウイルス感染症による修学旅行の行き先変更、
旅行期間の短縮により、令和2年度の支給額は例年に比べ
て大きく下がっている。

要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給事業（継続）

学校教育

高取町立小中学校へ就学する児童生徒のうち、経済的理由
により就学が困難な児童生徒の世帯を対象として就学援助
費を支給することにより、児童生徒の就学への一助を目的
としている。

学用品費、校外活動費、学校給食費、修学旅行費など費目
ごとに支給額を定め、支給対象となった世帯へ支給を行
う。

令和2年度
要保護　   2名（小学校： 0名　中学校： 2名）
準要保護　63名（小学校：46名　中学校：17名）

令和3年度
要保護　   2名（小学校： 0名　中学校： 2名）
準要保護　54名（小学校：30名　中学校：24名）

就学援助の支給もあってか、令和3年度中、小中学校にお
ける「経済的理由による長期欠席者」の数は0人であっ
た。

新型コロナウイルス感染症による不況などもあり、国の基
準額が増加傾向にある。それに合わせて支給額を定めるこ
とにより、今後も経済的な理由により就学が困難な児童生
徒への援助を継続して行っていく。

A

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



学校保健



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

施設内消毒作業回数（年間） 2 2

排水処理槽点検回数（年間） 26 26

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

学校給食センター施設管理事業（継続）

学校保健

適切な学校給食の実施に必要となる給食センター施設の安
全衛生管理を目的とする。

業者による施設内消毒作業、排水処理槽・浄化槽点検、消
防設備点検、受水槽清掃点検、グリストラップ清掃、水電
解消毒装置点検に加えて、職員による害虫駆除等が行われ
ている。

業者点検回数（年間）
施設内消毒作業 2回　排水処理槽点検 26回　浄化槽点検 4回
消防設備点検 2回　受水槽清掃点検 1回　グリストラップ清掃
1回　水電解消毒装置点検 1回

また、業者による点検に加えて、職員により毎日、害虫確認駆
除、調理機器の安全確認、日常のグリストラップ清掃等が行わ
れている。

施設内消毒については、夏休み及び春休みに実施し、あら
ゆる細菌に対し消毒・滅菌を行っている。また、点検結果
を調理員の衛生意識向上に役立てている。

今後も継続して各種点検を行うことにより、適切な給食セ
ンター施設管理を行っていく。

B

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

食材検査の実施回数（年間） 1 1

職員の衛生管理（検便）回数
（月間）

2 2

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

児童生徒の心身の健全な発達に資する学校給食の適切な提
供を目的とする。

「安全・安心」を基本として学校給食を実施している。
また、近年アレルギーがある幼児児童生徒が増加傾向にあ
り、対応するために米粉や豆乳を使ったアレルギー対応食
品やアレルゲンが含まれていない商品を選定することで、
できるだけ全員が同じものを食べられる環境づくりを行う
よう努めている。

活動・成果指標の推移

上記の食材検査、職員の衛生管理（検便）以外にも、給食
調理員を対象とし町主催で年1回研修会を実施する、地産
地消の推進の観点から地元農家が作る旬の野菜及び加工品
（味噌）を使用する、毎月1回各学校園代表者と給食セン
ター職員で会議を開き、スケジュール確認、当月の問題点
整理及び翌月の献立について打合せを行うなど「安全・安
心な学校給食の実施」を目的とした取り組みを行ってい
る。

各種取組みを継続して実施することにより、食中毒等もな
く、安全・安心な学校給食の提供が実施できている。

今後も「安全・安心な学校給食の実施」を目的とした各種
取組みを継続していく。

B

学校保健

安全・安心な学校給食の実施事業（継続）

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

ストレスチェック受診者率 79.2% 77.1%

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

各年度の受診者数内訳
　　　　　令和2年度　  令和3年度
幼稚園　　 9名/10名　  　8名/9名
小学校　　19名/24名　  17名/23名
中学校　  14名/19名　  12名/16名

ストレスチェックの受診は任意であるため、受診率につい
ても例年7割から8割未満で推移している。多忙な先生にど
のようにして受診してもらうかが課題となっている。

将来を担うこどもたちを教育するという重要な仕事を担っ
ている教職員のメンタルヘルス不調を防ぐため、これから
もストレスチェックの実施及びその勧奨を継続していく。

B

1年に1回、公立学校共済組合が実施するストレスチェック
に申し込み、学校園の教職員に受診を促している。

教職員ストレスチェック事業（継続）

学校保健

教職員のメンタルヘルス不調を未然に防止すること並びに
それによる職場環境の改善を目的とする。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

災害共済給付件数（年間） 70 64

災害共済給付金額（年間） 698,510 454,070

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

災害共済給付事業（継続）

学校保健

学校園の管理下において幼児児童生徒が負傷、疾病等の災
害に遭った際に、その治療費や見舞金の給付を行うことに
より、保護者の経済的負担を軽減することを目的としてい
る。

独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契
約を締結し、学校園の管理下において幼児児童生徒が負
傷、疾病等の災害に遭った際に、その治療費や見舞金の給
付を行う。
共済掛金については、全額公費負担としている。

　　　　　令和2年度　　　　　令和3年度
幼稚園　 4件　  8,460円　　 0件　      0円
小学校　20件　 83,412円　　22件　109,612円
中学校　46件　606,638円　　42件　344,458円

医療機関、保護者、学校、教育委員会事務局、日本スポーツ振興セン
ターが連携することにより、適切な給付金の支給を行うことができ
た。一方で部活動等の影響もあり、中学校での負傷の件数がたかとり
幼稚園、たかむち小学校よりも多くなっている。体育の授業や部活動
の際に怪我への注意喚起を促す必要がある。

各学校園へ注意喚起を促すとともに、引き続き適正な給付
事業を継続していく。

ー

活動・成果指標の推移

災害共済給付件数の減少は「幼児児童生徒の学校管理下で
の負傷、疾病が減少したこと」を意味するため、総合評価
欄は「－」としている。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



文化財



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

－ － －

－ － －

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

清水谷遺跡発掘調査事業（新規）

文化財

民間開発に伴う受託事業による発掘調査及び試掘・範囲確
認調査を行う。

民間企業の工場の増設に伴い受託事業として発掘調査を
行った。しかし、遺構を全て検出できなかったため、町内
遺跡発掘調査事業として、試掘・範囲確認調査を行った。

清水谷遺跡では、古墳時代中期の大壁建物及び石組方形池
を検出した。特に、石組方形池は5世紀後半頃に作られた
最古級の人工池であることが判明し、メディアにも取り上
げられ、大きな話題を集めた。池や護岸からは、5世紀後
半からの須恵器・土師器等の土器が多く出土した。中には
韓式系土器や瓦質土器も含まれる。5世紀末には池を埋め
て一辺12m×11mを測る最大級の大壁建物が築造されてい
る。これらの成果から、清水谷遺跡では、5世紀中頃に渡
来人が来て生活を営んでいたと考えられる。

発掘調査の結果、古墳時代中期の石組方形池や大壁建物を
検出した。遺構から須恵器・土師器・瓦質土器・土製紡錘
車・馬歯・製塩土器等が出土した。土器の中には韓式系土
器を多く含み、周辺は5世紀中頃からの渡来系氏族の集落
と確認された。

発掘調査は完了しているため、今後は遺物や図面の整理作
業を行う。

ー

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

－ － －

－ － －

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

文化財

与楽古墳群整備事業（継続）

巨大な横穴式石室を持つ与楽カンジョ古墳を始め、古墳時
代後期から終末期にかけて築造され、残存状態の良い古墳
を、一般の方々にも見ていただけるようにするため。

それぞれの古墳の整備を始め、多くの方々に来てもらえる
ように古墳周辺の草刈りや、景観をよくするために竹や木
の伐採等を行う。

活動・成果指標の推移

与楽カンジョ古墳墳丘上段南部の盛土による復元、墳丘上
段の張芝、墳丘北側の園路の舗装、東側の転落防止柵の設
置、石室覆い屋の塗装、与楽鑵子塚古墳～寺崎白壁塚古墳
の不要木（竹・椚）の伐採等を行った。

与楽カンジョ古墳の墳丘の整備が進み、はっきりと古墳と
認識できるようになり、多くの見学者が訪れている。
また、害獣防止のための不要木の伐採が進み、寺崎白壁塚
古墳への眺望がよくなった。

与楽古墳群は、今後も継続して与楽カンジョ古墳の整備を
進め、完了した後は、与楽鑵子塚古墳及び寺崎白壁塚古墳
についても整備を進めていく。

ー

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

－ － －

－ － －

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

石室にスチール製の扉を設けることによって、直射日光を
防ぎ、石室内でカビ等が繁殖しないようにする。また、内
側にガラス窓付きのステンレス製扉を設置することによっ
て、一般の方々にも石室内を見ていただけるようにする。

市尾墓山古墳修理保存事業（継続）

文化財

市尾墓山古墳を一般の方々にも親しんでいただけるよう
に、石室の整備を行う。

活動・成果指標の推移

市尾墓山古墳後円部横穴式石室の扉をスチール製とステン
レス製の2重扉に付け替えた。また、石室内の人感セン
サーのついた照明の付け替えも行った。

市尾墓山古墳の石室扉を2重にして前室を設けることに
よって、石室内に直射日光が入ることを防ぎ、石室内のカ
ビ、コケ等の発生を抑えることができる。

現在継続事業として行っている市尾墓山古墳の修理保存整
備は、令和4年度の前方部崩落部の修復をもって完了とす
る。

ー

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



社会教育



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

会議の開催回数 6 5

イングリッシュビレッジ開催回数 - -

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

イングリッシュビレッジについて、令和2年度は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、令和3年度はワクチン接
種で会場の確保が困難であったため、それぞれ中止してい
る。そのため、総合評価を「－」にしている。

社会教育委員会議（継続）

社会教育

社会教育法に基づき、本町に置かれる社会教育委員の会議
体として社会教育委員会議を運営する。社会教育に関して
教育委員会に助言を行う。

社会教育委員（兼・公民館運営審議委員）：10名
◎社会教育に関して教育委員会の諮問に対し意見を述べ
る。
◎イングリッシュビレッジを立案する。（共催事業）
◎各大会への参加、社会教育関係団体へ参画する。

令和2年度（定例会：4回　臨時会：2回）
各社会教育事業の報告・検討・意見交換、各施設の貸館
（コロナにかかる中止・再開・使用条件の変更など）

令和3年度（定例会：5回）
各社会教育事業の報告・検討・意見交換、イングリッシュ
ビレッジの検討、各施設の貸館（健民運動場、テニス場、
中学校体育館の月曜日開放など）

コロナ禍の中、集合できない時も文書会議等を行い、検
討・意見交換を行った。

幅広い分野での経験を持つ社会教育委員の知見は、社会教
育事業を行う上で重要なものと考える。今後も取組を継続
していく。

－

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

開催教室数 19 17

教室生数 197 192

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

町民の多種多様なニーズを踏まえ、生涯学習活動ができる
よう学習環境の整備を図るとともに、学びを通じて人と人
のつながりを豊かにし、地域の教育力向上およびコミュニ
ティ振興に寄与することを目的とする。

《教室一覧》　和＆洋リフォーム、着付け、籐工芸、水彩画、
ペン画、フラワーアレンジメント、俳句、大人の食育、朗読、
はじめての陶芸、陶芸、趣味の太極拳、歌謡フラ、健康レクダ
ンス、健康いきいき体操、大正琴あんさんぶる、歌ってしゃ
べってラッタッタ

活動・成果指標の推移

令和3年度　2教室減（ＰＰ英語教室、ＰＰピアノ教室）

令和2年度
開催教室数：19教室　教室生数：197名

令和3年度
開催教室数：17教室　教室生数：192名

再受講も多く、学習機会として一定のニーズを獲得してい
ると考えられるが、年々教室生が固定化する傾向にあり、
新たな受講者の獲得が課題となっている。

新たな受講者の獲得に向けて、もっと広報をしてはどうか
というご意見もいただいている。教室の活性化のために方
法を検討していきたい。

Ｃ

社会教育

生涯学習リベルテ教室（継続）

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

来場者数 － －

出展・出場・出店合計数 － －

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2・3年度は
開催中止としている。

－

－

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2・3年度は
開催中止としている。一方で日頃の成果を発表する場を望
む声もあるため、感染状況も鑑みながら、令和4年度の開
催可否を検討していきたい。

－

◎展覧会／芸能発表会
　…生涯学習教室および個人・団体の展示、発表
◎模擬店／フリーマーケット…飲食物、雑貨等の販売
◎お茶席…恵美会による

高取町文化祭（継続）

社会教育

町民の生涯学習活動、文化芸術活動の充実発展、成果発表
及び町の文化振興に寄与することを目的とする。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

参加者（人） - 8

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

少年少女発明クラブ（継続）

社会教育

次代を担う子どもたちに「ものづくり」を通し、創造性豊
かな子どもを育てることを目的とする。

紙・木工・電子など、さまざまな分野の工作を専任指導員
のご指導の下に年間を通して行っている。
毎年、（公社）発明協会の補助（20万円）を受け、年間事
業を実施している。

対象児童：小学校4～6年生

令和2年度　参加者数（人）　計0人

令和3年度　参加者数（人）　計8人（男：1人　女：7人）

令和3年度には、コロナ禍ということもあり、足踏み式消
毒液スタンドを製作し、小学校に寄贈した。

発明協会からの補助金や指導員のご協力がなければ成り立
たない事業ではあるが、子どもたちの為にも広報や文化祭
を通じてPRしていき、活動を継続していきたい。

－

活動・成果指標の推移

令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事
業を中止した。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

実施回数 - 1

参加者数 - 28

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

令和4年度も対面接触の比較的少ない映画会や工作など、
感染対策を講じながら実施回数を増やしていく予定であ
る。子どもたちのニーズも踏まえながら、内容を検討し、
取組を展開していきたい。

ー

子どもの居場所づくりや仲間づくりを目的としている。

3歳児から小学6年生までの幼児児童を対象として事業を実
施している。工作、調理、映画会、見学等さまざまな体験
活動を行っている。
当町における学校・地域パートナーシップ事業の「放課後
子ども教室」として位置づけている。

活動・成果指標の推移

令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
した。

令和3年度　12月「リベルテキッズシネマ」

たかとりっこ夢くらぶ役員会（役員：9名）にて実施内容
を検討した。

令和2年度は年間を通して中止していたが、令和3年度は感
染対策を講じながら1回だけ実施できた。

社会教育

リベルテキッズらんど（継続）

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

学校支援ボランティア数 156 146

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

奈良県学校・地域パートナーシップ事業（継続）

社会教育

未来を担う子どもたちの成長を支え、社会に開かれた教育
課程を実現するために、「地域と共にある学校づくり」を
進め、学校を地域のベースとして地域コミュニティを再構
成し、子どもたちの様々な教育課題の解決及び地域の教育
力向上を図る。

◎米作り・さつまいも作り（教育ファーム推進協議会）
◎読み聞かせ・図書修理（たかとり絵本を楽しむ会「あのね」）
◎登下校見守り（子ども見守り隊）
◎リベルテキッズらんど（たかとりっこ夢くらぶ役員会）
◎地域未来塾

学校支援ボランティア数
（令和2年度：156人　令和3年度：146人）

令和3年度は、教育ファームおよびリベルテキッズらんど
を感染対策を講じながら再開した。登下校の見守りも引き
続き行っていただいている。本の読み聞かせと地域未来塾
は中止した。

令和2年度は中止する事業が多かったが、令和3年度は少し
ずつ再開できた事業もあった。
ボランティアとして参加いただいている方はご高齢の方が
多いこともあってか、年々ボランティア数は減少傾向にあ
る。

ボランティアのご協力のもと、事業を継続できている。こ
れからも、活動を引き続きお願いしていく。

Ｃ

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

学級生参加者（人） - 22

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

子どもたちの健やかな成長と、保護者同士の研修と交流を
目的とする。

保護者同士で活動内容を考えてもらい、講座の講師謝礼や
施設使用料を公費負担している。

活動・成果指標の推移

令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大により、募集し
ていない。

令和3年度　参加者数（人）　計22人
活動内容：ヨガ・写経・ハンドメイド講座・お片付け講座

実情、少子高齢化やコロナ禍ということもあり、地域との
つながりの希薄化や、親が身近な人から子育てを学んだり
助け合う機会の減少する中で、いかに子どもや保護者のサ
ポート、意見交換の場を設けるかが課題である。

参加者数の減少に伴い、幼・小・中の保護者と連携し、地
域の輪を広げていくことで、この活動を継続していきた
い。

－

社会教育

家庭教育の推進（継続）

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

こども110番協力家庭（件） 101 100

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

青少年の健全育成を図るための活動である「青少年のつど
い」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止
した。

たかとり子ども110番事業　家庭協力件数

令和2年度　101件（新規6件　廃止3件）
令和3年度　100件（新規3件　廃止4件）

令和3年度は町内巡回指導を夏と冬に実施し、ビラを配る
など啓発活動を行った。
子ども110番事業に関しては、協力家庭件数が前年度と比
較するとほぼ同程度である。今後に向けて事業の周知が必
要である。

青少年健全育成事業は町全体で考えていく必要があるた
め、今後も他組織・機関・団体と連携し取り組んでいきた
い。

B

危険箇所及び青少年の危険行為の実態把握を目的とし、あ
わせて住民に青少年健全育成に一層の理解と協力を得るた
めの啓発活動として町内巡回指導を行っている。
また、子どもたちを地域ぐるみで見守り育んでいくために
「たかとり子ども110番事業」を実施している。

青少年健全育成事業（継続）

社会教育

高取町青少年育成協議会（加盟団体：１２団体）は、本町
内に設置された青少年関係機関並びに団体相互の親睦と連
絡を図り、青少年問題を研究協議し、青少年の育成活動の
振興に寄与することを目的とする。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

新成人対象者数（人） 67 67

式典出席者数（人） 51 57

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

成人式（継続）

社会教育

新成人が自立し、大人の社会へ仲間入りすることを自覚す
るための儀式であり、その門出を祝うことを目的とする。

例年、リベルテキッズらんど（小学生による受付、音響、
照明、舞台、司会のお手伝い）、来賓の方々からの祝辞、
記念品贈呈、新成人代表による二十歳の誓い、高取中学校
吹奏楽部の演奏などを行う。

令和2年度
新成人対象者数 計67名（男：31名　女：36名）
出席者数　　 　計51名（男：24名　女：27名）

令和3年度
新成人対象者数 計67名（男：34名　女：33名）
出席者数　　 　計57名（男：27名　女：30名）

例年とは違い、規模を縮小しての開催となったため、少し
質素な式典になってしまった。一方で、保護者の方から
「コロナ禍にも関わらず開催してくれたことはありがたい
です。」という声もいただいた。

新型コロナウイルスの感染状況を考慮しながらではある
が、新成人にとってより良い思い出になるよう、これから
も開催方法や内容を模索していきたい。

A

活動・成果指標の推移

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から令和2年度、3
年度ともに規模を縮小して開催した。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

－ － －

－ － －

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

人権問題を身近な問題として捉えることができるような機
会を設けることや啓発活動を行っていく。

－

憲法に定められた基本的人権を確立し、民主主義を徹底さ
せ、部落差別を人権問題の重要な柱として据え、社会教育
における人権教育を研究推進することを目的とする。

高取町人権教育推進推進協議会（加盟２４団体）の総会、
役員会等を開催する。人権問題啓発活動推進本部と連携し
「差別をなくす町民集会」や「地区別懇談会」、人権教育
に関する研究会、講演会の参加協力を行う。

活動・成果指標の推移

令和２、３年度ともに、新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から総会のみ書面で実施し、「差別をなくす町民集
会」及び「高取町人権教育推進協議会研修会」の開催は見
合わせた。

近年のSNSの普及によるネット上での差別事象や人権侵害
が目立つ中で、人権意識を常に持ちながら、情報を読み取
り的確に判断し考える能力を身に着けることを地域で取り
組まなければならない。

社会教育

人権教育の推進（継続）

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

貸出冊数 7,870 9,304

貸出人数 2,371 3,306

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

貸出冊数・人数ともに団体貸出を含む数を計上している。
（１団体100冊4週間）

リベルテホール図書室管理運営事業（継続）

社会教育

図書を収集・整理・保存し、利用者に提供し、教養・調査
研究・レクリエーション等に資することを目的に図書室を
運営し、もって町の教育および文化の発展に寄与すること
を目的とする。

◎図書の閲覧・貸出（1人3冊2週間）、他館との相互貸借・連
携
◎おはなし会…たかとり絵本を楽しむ会「あのね」
◎管理運営…カウンター業務をシルバー人材センターに委託
                     (３名のうち、１名司書有資格者)

（参考/令和元年度　貸出冊数：8,103冊　貸出人数：2,971
人）
　　　　令和2年度　貸出冊数：7,870冊　貸出人数：2,371人
　　　　令和3年度　貸出冊数：9,304冊　貸出人数：3,306人

※令和2年度　《臨時休室》4/6～6/1、7/20～7/22、7/24～
　　　　　　　　　　　　 7/26、8/16～8/18、8/19～8/21
《貸出冊数・期間の変更》6/2～11/3
　　　　　　　　　　　　1人3冊2週間→1人5冊4週間

貸出冊数、貸出人数ともにコロナ以前までの数値に戻りつ
つある。また、8月には図書室での接触機会を減らすた
め、新たにWebOPACを導入し、インターネットから蔵書検
索ができるようにした。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてＷebOPACを導
入したが、同時に利便性の向上にも繋がっていくと考えら
れる。
今後ますます町民の皆さんに広く図書室を利用してもらえ
るよう、引き続き広報等行っていきたい。

Ａ

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

利用者数（人） 6,653 3,693

利用料（円） 562,000 488,680

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

町民の文化の向上と福祉の増進を図るとともに、ふれあい
豊かな地域社会に寄与することを目的とする。

町内・町外問わず、部屋の貸し出しを行っている。

活動・成果指標の推移

令和2年4,5月は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、令和3年7,8,9月,令和4年2,3月は、リベルテホールが新型
コロナウイルスワクチン接種会場の為、貸館事業を中止してい
るため、総合評価を「-」とする。

令和2年度
延べ利用者数　447件　6,653人
利用料　562,000円

令和3年度
延べ利用者数　183件　3,693人
利用料　488,680円

コロナ禍により、リベルテホールの貸出条件を制限してい
たため、利用者数、利用料ともに減少となった。

今後、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえつつ、貸館
の貸出条件を緩和していくことで利用者数、利用料ともに
増加すると見込まれる。

－

社会教育

リベルテホール貸館事業（継続）

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



社会体育



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

総参加人数（人） - -

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度、令
和3年度ともに開催を延期している。

高取町民スポーツフェスティバル事業（継続）

社会体育

スポーツを通して親睦を深めることを目的とする。

世代別の種目や大字対抗種目などを行い、町民の親睦を深
め、健康を増進することを目的として開催する。
これまで49回開催してきており、次回の開催で50回目とな
る。

-

-

来年度以降も新型コロナウイルス感染症の流行度合いも勘
案し、感染防止対策を行ったうえで、開催していく。

-

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

参加児童数（人） - -

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

社会体育

奈良県市町村対抗子ども駅伝大会事業（継続）

小学校児童が市町村対抗子ども駅伝大会に向けた練習をす
る中で、子どもの体力向上、スポーツ全般に必要となる基
礎体力及び連帯力の向上を目的としている。

奈良県内市町村対抗で行う駅伝大会であり、開催時期は例
年3月頃である。
参加対象は小学校5年生、6年生である。
これまで15回開催されており、次回の開催で16回目とな
る。

活動・成果指標の推移

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度、令
和3年度ともに中止された。

-

-

来年度以降も新型コロナウイルス感染症の流行度合いも勘
案し、感染防止対策を行ったうえで、参加していく。

-

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

委員活動回数（回） - 21

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

スポーツ推進委員とは、スポーツ基本法第32条に基づき、
教育委員会規則の定めるところにより、スポーツ推進のた
め、住民に対するスポーツ実技の指導、その他スポーツに
関する指導及び助言を行う者である。
高取町では10名の方にスポーツ推進委員を委嘱しており、
主な活動内容としては、各種研修会への参加及び各種ス
ポーツイベントへの協力等がある。

スポーツ推進委員活動事業（継続）

社会体育

市町村におけるスポーツ推進を目的とする。

活動・成果指標の推移

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響のため、ス
ポーツイベントが中止になったことにより、スポーツ委員
としての活動がなかった。

奈良県市町村対抗子ども駅伝大会の練習会への参加や研修
会への参加を行った。

ここ数年間は新型コロナウイルス感染症の影響でスポーツ
イベントが中止となることが多く、スポーツ委員としての
活動回数が減少していることが課題となっている。

来年度以降も新型コロナウイルス感染症の流行度合いも勘
案し、感染防止対策を行ったうえで、スポーツ委員が参加
できるイベント等の開催を検討していく。

-

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

社会体育施設使用料（円） 709,900 813,700

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

活動・成果指標の推移

社会体育施設及び学校施設の活用・管理事業（継続）

社会体育

スポーツ及び文化活動の場として町民に施設を開放するこ
とにより、体力づくり及び町民によるコミュニティづくり
の推進を目的とする。

開放施設
たかむち小学校運動場、体育館
高取中学校体育館（アリーナ、武道場）
健民運動場
テニスコート

新型コロナウイルスの影響で、利用時間、利用人数等の制
限を行いながらも、町民の健康増進及びコミュニティづく
りの推進を行えた。

現在、体育館施設が小学校、中学校の２館しかなく、定期
利用団体が利用しているため、新規の利用者が利用しにく
い状況となっている。学校施設以外の体育館施設が必要と
考える。

今後もスポーツ及び文化活動の場として町民に開放し、体
力づくり及びコミュニティづくりの推進を図っていく。

A

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



　　　令和３年度高取町教育委員会事務事業評価報告書

事務事業名
（新規・継続）

分類

事業の目的

事業内容の説明

活動名及び単位等
令和2年度

実績
令和3年度

実績

教室参加者数 184 172

開催教室数 13 14

備考

実績

成果と課題

今後の取組み

総合評価

社会体育

総合型地域スポーツクラブ「メープルクラブ」事業（継
続）

クラブ発足時からスポーツ振興くじ助成を活用し運営を行って
きたが、助成が令和3年度末で終了した。今まで以上に自助努
力をし運営を進めていきたい。

Ｂ

地域住民が主体的に運営するスポーツクラブとして、平成29年
3月に発足。子どもから高齢者まで、それぞれの体力や技術に
応じて、気軽にスポーツ活動及び文化活動に親しむことができ
る環境を提供し、多世代にわたる地域の交流や健康で活力ある
地域づくりに寄与する。

《開催教室一覧》
【子ども】キッズダンス、ジュニアダンスA・B、陸上、バス
ケットボール、バレーボール、バドミントン
【中学生以上一般・シニア】バドミントン(火)･(水)、ヨガ
(夜)
【一般・シニア】ヨガ(初級)･(中級)、ノルディック・ウォー
キング(火)･(土)

活動・成果指標の推移

メープルクラブ運営委員会にて、クラブの方針、事業内容等検
討を行う。（委員17名＋クラブマネジャー2名＋教委1名）

令和2年度
（教室参加者数：184名、開催教室数：7種目13教室
　新規教室：バレーボール)

令和3年度
（教室参加者数：172名、開催教室数：7種目14教室
　新規教室：バドミントン(火))

バドミントン（水）は比較的参加者が多かったため、令和3年
度から火曜日の教室を新たに新設。コロナ禍の中、教室参加者
数の減少が見られる。

評価基準　指標数値≧前年度比105％→「A」　前年度比95％≦指標数値≦104％→「B」
　　　　　前年度比80％≦指標数値≦94％→「C」　指標数値≦前年度比79％→「D」 評価なし→「－」　



高取町教育委員会事務事業評価委員による評価

評価内容

【教育総務】

【学校教育】

令和４年１０月３日に高取町教育委員会事務事業評価委員会を開催し、それぞれの事業
に対して以下の内容の評価を受けた。

１．確かな学力の育成（継続）
・令和3年度の実績では小中ともに県の平均を下回っていることから、個々に応じた学習
形態を確立していくとともに、指導や保育を充実させ、確かな学力育成を継続してほしい
と思います。
・県平均を下回っていることは憂慮すべき状況です。基礎学力の向上は人間育成に不可
欠であり、小中学校の教員が共同して、原因究明と向上方途に取り組んでほしいと思い
ます。
・新型コロナウイルス感染症流行に伴い、陽性者や濃厚接触者になり、出席停止になっ
た児童生徒に対して学習保障のため様々な取り組みをいただいたことは、子どもたちに
とってもプラスになっていると思います。

２．豊かな人間性の育成（継続）
・新型コロナウイルス感染症で、やりにくいところはあったと思いますが、工夫をしながら
取り組まれていることに感謝したいと思います。人間性の育成において、地域の人材を
確保し、本物の出会いを経験することは、とても大切なことだと思っています。新型コロナ
ウイルス感染症の対策をしながら、今後も継続して取り組んでほしいと思います。
・体験や見聞は多いほうが豊かな人間に育つと思われます。時間や条件が許す限り、多
くの体験機会の提供をよろしくお願いします。
・コロナ禍での教育活動はとても大変だったと思います。実施方法を検討するなど色々と
実施に向けて工夫いただいたことは、子どもたちにとって大きなプラスになったと思いま
す。

１．高等学校等就学奨励金事業（継続）
・子どもの教育を保障し、就学を容易に進めて頂いて、ありがとうございます。今後も継続
して進めてほしいと思います。
・支援金制度はありがたいと思われます。周知の方法として、現在行っているものにプラ
スして、中学校から申請条件・方法などを書いたチラシ配布をしてはどうでしょうか。
・この事業は、経済的困難を抱えた家庭の生徒及びその保護者にとって進学準備にとて
も役立つと思います。

２．学校教育活動支援事業（継続）
・学習につまずきがある児童生徒に対して、「学習指導員」が横に行って支援をすること
で、理解力が上がってくると思われます。また、「スクールサポートスタッフ」を配置するこ
とで、教員の負担が軽減される分、児童生徒との関わりが増えることで、安定した学校生
活を送ることが出来るため、今後も継続して進めてほしいと思います。
・意欲的な取り組みで素晴らしく思います。管理職の先導により、教員との連携を密に、
より有効にはたらくことを願います。
・学校現場は教員不足の状況にあります。一方で、支援を必要とする児童は年々増えて
きています。学習指導員、スクールサポートスタッフが配置されているおかげで、1人でも
多くの児童の支援が可能になっていると思います。



【学校教育】

３．たくましい心身の育成（継続）
・体力が無ければ、集中力、持続性などが欠けてしまうこともあり、学習に対しても影響力
があるように思います。体育の時間を始め、行間の時間なども有効的に使い、たくましい
心身の育成を継続してほしいと思います。
・体力的には県平均レベルでまあまあであると思われます。できれば、体格の状況と心
（不登校数や問題行動数など）の状況も示していただけないでしょうか。
・新型コロナウイルス感染症対策のため、体育の時間でも間隔を広げて活動を行うなど
先生方には指導のため色々と考えていただいたかと思います。コロナ禍であっても児童
生徒の心身の育成に努めていただき、ありがとうございます。

４．ICT教育の充実（継続）
・今後ますますICTを用いた活動が増えていくことが予測されます。１人１台端末が導入さ
れていることから、教員の力量も問われてくると思います。県が実施している研修会に積
極的に参加し、子どもたちがうまく活用できるよう指導いただけることに期待したいと思い
ます。
・利用率の数値のみを見ると利用頻度はそれ程ではありませんが、１人１台の端末導入
やハイブリット型授業、コロナ対応配信など、先進的な取り組みを推し進めておられると
聞いています。
・新型コロナウイルス感染症流行に伴い、陽性者や濃厚接触者になり、出席停止になっ
た児童生徒に対して学習保障のためICT機器を使用した遠隔学習やホームルーム交流
など学習面だけではなく、子どもたちのメンタル面にも配慮いただいた取組みを行ったと
お聞きしています。これからの時代に必要不可欠な技能であるため、児童生徒のために
もどんどん活用していただきたいです。

５．キャリア教育（継続）
・社会自立、職業自立に向けたとても大切な教育であると思います。地域の人材をしっか
りと確保しながら、継続して進めてほしいと思います。
・コロナ禍で実施しにくい状況にあると思われる中でも、町内施設・事業所と交流を絶やさ
ず実施していただきました。豊かな人間性の育成の一助となるので継続をお願いします。
・コロナ禍での教育活動はとても大変だったと思います。実施方法を検討するなど色々と
実施に向けて工夫いただいたことは、子どもたちにとって大きなプラスになったと思いま
す。この体験で、子どもたちの視野がさらに広がると思います。

６．生徒指導の充実（継続）
・心に寄り添う教育相談は、とても重要な取り組みだと思っています。新型コロナウイルス
感染症で相談件数が減少していることが気になるため、コロナ対策を万全にした取り組
みが必要だと思います。今後も継続してほしいと思います。
・教育相談体制は充実を図られていると思われます。一方、確認されているいじめや不
登校状況も教育関係者内で共有され、方途も図られていることを願います。
・生徒はもちろん、保護者の方の心の支えも大切です。安心して何でも話せる「場所」が
必要だと思います。今後も継続でお願いします。

７．幼稚園・小学校・中学校間の交流と連携（継続）
・新型コロナウイルス感染症の影響を最も受けた事業だと思います。今後も、コロナ対策
を万全にして取り組みを進めてほしいと思います。幼稚園がたかむち小学校の敷地内に
あることから、今まで以上に交流を持つことができると思います。高取町でしか出来ない
画期的な交流を期待しています。もちろん、中学校との交流も活発に取り組んでほしいと
思います。
・コロナ禍で園児・児童・生徒の交流は、難しいと思われます。しかし、教員間で交流を実
施し、学力向上や生徒指導について方策を共有してほしいと思います。
・コロナ禍で実施できなかったことは、仕方がないと思います。来年度以降は、新型コロナ
ウイルス感染症の流行状況等を勘案しながら、実施できる方法を検討していただけます
ようよろしくお願いします。



【学校教育】

【学校保健】

８．通学路整備事業（継続）
・PTAと連携して今後も積極的に取り組んでほしいと思います。これまでも幼稚園・小学
校・中学校において交通事故は発生しています。危険個所があればすぐにでも補修でき
る予算を確保してほしいと思います。事故が起こってからでは遅いと思います。町・PTA・
学校でしっかりとした連携が必要だと思います。
・永遠になくならない課題ではありますが、学校・ＰＴＡ・町教委・関係機関・地域の人など
の協力体制に頼るしかないと思われます。一方、運転者の意識向上も合わせて願うしか
ないのが現状かと思います。

９．要保護・準要保護児童生徒の就学援助費支給事業（継続）
・今後も継続をして積極的に取り組んでほしいと思います。経済的理由で長期欠席者が
ないように、それぞれの立場で見守っていく必要があると思います。
・手厚い状況であると思います。今後も行政と連携し継続をお願いします。

１．学校給食センター施設管理事業（継続）
・子どもの命を守るために、今後も継続して慎重かつ確実に取り組みを進めてほしいと思
います。
・十分な安全対策が講じられていると思われます。

２．安全・安心な学校給食の実施（継続）
・「安心・安全」を基本として学校給食を実施して頂いていることについて感謝申し上げま
す。また、アレルギーの対応も行って頂いていることは、子どもの命を守る上でとても重要
な取り組みだと思います。今後も継続して取り組んでほしいです。
・安心安全な給食提供状況であると思われます。米飯・牛乳・デザート等、直接学校へ納
入する業者へのチェック状況もあわせて報告をお願いします。
・子どもたちの食の安全を守るために細心の注意を払っていただき、ありがとうございま
す。

３．教職員ストレスチェック事業（継続）
・チェックを行った後のフォローが気になります。検査しただけでは少し問題があるように
思いますので、検証が必要であると思います。
・ストレスチェックが任意であることから、受診しないということは「健康」という判断でいい
と思われます。

４．災害共済給付事業（継続）
・災害共済給付の件数が多くなるということは、それだけ怪我が多くなっていると思います
ので、幼稚園・小学校・中学校において環境を整えると共に、注意喚起を促していくことが
大切だと思います。今後も継続して取り組んでほしいです。また、なぜ怪我が起こったの
かについてしっかり検証し、怪我をさせないための取り組みも進めてほしいです。
・共済掛金を全額公費で負担していることは、学校通信などを通じてＰＲしてもいいと思い
ます。また、災害共済給付金を申請する際は、学校でもチェックされているとお聞きしてい
ます。
・災害共済給付事業は、とても良い制度だと思います。予算のこともあると思いますが、
今後も継続でお願いします。



【文化財】

【社会教育】

１．清水谷遺跡発掘事業（新規）
新規事業であるため総合評価は「－」（評価なし）ですが、ご担当者から説明を受けまし
た。
また、コロナ禍で公開現地説明会はありませんでしたが、3月12日にリベルテホールで開
催された発表会と冊子「高取町の考古学V」（速報）に内容がよくまとめられておりました。
大壁建物と最古の池かもしれない大発見とのことでテレビ放映もあり、渡来人のまち・高
取町たる名前を広めましたので、大いに評価できると思われます。今後の詳細報告書に
期待します。

２．与楽古墳群整備事業（継続）
指標設定が困難であるため総合評価が「－」（評価なし）ですが、ご担当者から説明を受
け、現地確認を行いました。
乾城（カンジョ）古墳は整備が進み、時々訪問者を見かけます。鑵子（カンス）塚古墳は定
期的に墳丘の草刈りをすることにより管理されています。寺崎白壁塚古墳の壇（テラス）
がよく見えるようになり、3月の「ナイトウォーク」は好評だったとお聞きしました。
よく町民に周知されており、大いに評価できると思われます。今後も、整備事業の継続に
期待します。

３．市尾墓山古墳修理保存事業（継続）
指標設定が困難であるため総合評価が「－」（評価なし）ですが、ご担当者から説明を受
け、現地確認を行いました。
後円部の扉が新しくなり、鍵もしっかりしていますし、近年も地元で草刈りをすることにより
管理されています。埴輪公園や夏祭りなど地元に良く溶け込んでいて、今後もますます
地域のシンボルになるように支援されているとのことで、大いに評価できると思われま
す。
また、見える形で整備事業の継続と一般見学会も開催してもらえれば、古墳の多い町と
して更に共感してもらえるようになるのではないかと期待します。

１．社会教育委員会議（継続）
・コロナ対応で社会教育にも臨機応変な対応が求められる１年でした。会議は毎回熱心
に討論されています。執行機関である教育委員会事務局職員とも良好な関係にあると思
われます。
・数値化ができない事業であるため評価が「－」になっていますが、定例会では皆様が積
極的に意見を出し合って意欲的に取り組まれています。

２．生涯学習リベルテ教室（継続）
・コロナ禍で教室の実施も安定しない１年でした。コロナ終息後は、今より活発な開催が
できるように、今のうちに教室を開催するための人材発掘をお願いします。

３．高取町文化祭（継続）
・コロナ禍による開催見送りは仕方がないと思います。コロナ終息後は、今より活発な活
動の場となるように、今のうちに関係者の方々には、構想・計画を持っていただきたいと
思います。



【社会教育】

４．少年少女発明クラブ（継続）
・コロナ禍で開催見送りは仕方がないと思います。コロナ終息後は、今より活発な活動の
場となるように、今のうちに関係者の方々には、構想・計画を持っていただきたいと思い
ます。
・「少年少女発明クラブ」の名称は今時どうかなと感じるので、「理系志向」「ざ・モノづくり」
「未来の科学者さんプロジェクト」などに変更してはどうでしょうか。また、今流行りのクイ
ズ出し合いなども取り入れてはどうでしょうか。
・高取町にこのような事業があることで、喜んでいる子どもがいると思います。色々と大変
だと思いますが、今後も継続をお願いします。

５．リベルテキッズらんど（継続）
・コロナ禍で開催見送りは仕方がないと思います。コロナ終息後は、今より活発な活動の
場となるように、今のうちに関係者は、構想・計画を持っていただきたいと思います。
・楽しい系・文科系・科学系・運動系等あらゆる体験活動の提供の場になればいいのでは
ないかと思います。そこから自分の特性や得意なものが見い出せればと思います。
・数値化ができない事業であるため評価が「－」になっていますが、子どもたちのために
「たかとり夢くらぶ」の役員の方々は様々な意見を出し合って、積極的に活動されていま
す。このような団体が高取町内にあることは、子どもの育成に大いに資するものがあり、
とても嬉しいことだと思います。

６．奈良県学校・地域パートナーシップ事業（継続）
・地域の力を活かす事業であり、本町でも十分な取り組みだと思います。今後も事業の継
続・発展をお願いします。

７．家庭教育の推進（継続）
・主催する保護者の役員にとって負担になっていると思われます。「家庭教育学級」という
名称を変更するのも検討に入れてみてはどうでしょうか。時代が変わってきたことや、一
部の保護者しか参加しない現状があるとしても、事業の継続・発展をお願いします。
・保護者同士の縦・横のつながりができ、とても良い交流の場になっています。子育ての
話もできます。色々と課題もあると思いますが、継続をお願いします。

８．青少年健全育成事業（継続）
・日頃から活発な活動をしていただいています。コロナ禍で「青少年のつどい」が中止に
なったことは、仕方がないと思います。

９．成人式（継続）
・縮小した形での開催であっても、新成人・並びにその保護者の方々には喜んでいただ
けたのではないでしょうか。
・縮小になっても「成人式」の開催は、子どもたちにとってとても良い思い出になったようで
す。保護者の方もすごく喜ばれていました。また、コロナ対策をしていただいた上に、保護
者も参加可能な形にしていただき、ありがたかったというお声も聞きました。今後も継続し
て成人式の開催をお願いします。

１０．人権教育の推進（継続）
・コロナ禍で総会が書面開催になったこと、並びに研修会が中止になったことは仕方がな
いと思います。

１１．リベルテホール図書室管理運営事業（継続）
・コロナ禍で制限開館は仕方がないと思います。そういった状況下で、インターネットで図
書室の蔵書検索をできるようにするなど意欲的取り組みを行って頂き、ありがたく思いま
す。
・図書室内に入ると本の並べ方が工夫されていて、とても見やすいと感じました。



【社会教育】

【社会体育】

１２．リベルテホール貸館事業（継続）
・コロナ禍で制限されることは仕方がないと思います。予防接種会場としては、有効利用
されていたと思います。

１．高取町民スポーツフェスティバル事業（継続）
・新型コロナウイルス感染症で実施できないのは、やむを得ないことだと思います。感染
症の推移を見ながら取り組んでいってほしいです。

２．奈良県市町村対抗子ども駅伝大会事業（継続）
・２大会連続で中止となっていますが、県の主催行事なので、連携を取って大会が実施さ
れるのであれば、是非参加してほしいと思います。

３．スポーツ推進委員活動事業（継続）
・新型コロナウイルス感染症の推移を見ながら、実施できる内容であれば、積極的に開
催して頂ければと思います。感染症対策をしながらの実施になると思います。

４．社会体育施設及び学校施設の活用・管理事業（継続）
・町民の体力維持・増進を進めて行くためには、施設の充実が大切なことだと思います。
今、現在町の施設を見渡してみると、体育館施設が足りないと思います。早急に町と相
談をして、検討していく必要があると思います。

５．総合型地域スポーツクラブ「メープルクラブ」事業（継続）
・この事業を進めていくに当たっても、スポーツ施設の充実が大切なことだと思います。
４と同じように町と話し合いを持って、前向きに検討してほしいと思います。２０３１年には
奈良県で国体も開催される予定です。そのことも加味しながら考えて頂いたらと思いま
す。（なるべく早い方が良いと思います。）令和6年度中に競技会場が決定する予定です。


