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平成２7年度 事務事業の執行状況 （上半期）

この報告書は、平成２７年度における教育推進課所管の事務事業の内、人件費や定例的

な事務に係る事業を除く４２事業について、４月から９月末までの 執行状況を事業ご

とに取りまとめたものです。

なお、事業ごとの進捗状況は、次のように表記しています。

◎ 予定より早く進んでいる

○ ほぼ予定通りに進んでいる

△ 予定より遅れている

事 業 名 １．教育委員会活動事業 進捗状況 ○

事業概要 定例教育委員会の開催、視察研修、研修会等

上半期の

執行状況

・定例教育委員会を６回、臨時教育委員会を１回開催

・総合教育会議に参加（８月）

・「宮代町立小中学校の適正配置に関する基本方針」を策定

・教育委員と教職員との情報交換会を実施

・その他、町行事及び学校行事等への出席

下半期の

予定

・定例教育委員会を６回開催

・教育委員と保護者との情報交換会を実施

・町長部局との小中再編（適正配置）計画についての調整実施

・町行事及び学校行事等への出席

事 業 名 ２．就学支援委員会事業 進捗状況 ○

事業概要 教育上特別な配慮を要する児童生徒（幼児を含む）に対する教育的支

援方法と就学先決定に向けての助言

・就学支援委員会の開催

・適切な就学支援、相談の実施等

上半期の

執行状況

・就学支援委員会を１回開催(５月)

・就学支援委員専門委員会を１回開催(５月)

・個別検査を実施(在籍児童生徒対象)

・宮代町サポートチーム巡回指導の実施(５月～７月)

下半期の

予定

・就学時健康診断を実施(未就学児童対象：１０月)

・個別検査を実施(未就学児童対象：１１月)

・就学支援委員会を２回開催(１１月・１月)

・就学支援委員専門委員会を３回開催(１０月・１１月・１月)
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・引き続き適切な就学支援、相談を実施

事 業 名 ３．小中学校再編計画策定事業 進捗状況 △

事業概要 公共施設再編第１期計画における学校施設の再配置計画を策定

・審議機関での市民参加による検討、答申

・答申に基づく庁内での細部検討、小中学校再編計画の策定

上半期の

執行状況

・「宮代町立小中学校の適正配置に関する基本方針」を策定

・議会への基本方針説明を実施（８月全員協議会）

・基本方針に基づく「町立小中学校の適正配置計画」検討着手

下半期の

予定

・他の公共施設のあり方を含めた「町立小中学校の適正配置」を検討

（経営会議）

・基本方針の説明と意見交換機会の実施

地域ワークショップ（H27.11）

教育フォーラム 2015（H28.1）

・上記を踏まえ「町立小中学校の適正配置計画」策定

事 業 名 ４．交通安全・防犯対策事業 進捗状況 ○

事業概要 安全教育の充実による安全な学校生活の確保

・交通安全啓発用資料の作成

・新入学児童全員に防犯ブザーを配布

上半期の

執行状況

・小学１年生に防犯ブザーを配布

・小学校での交通安全対策啓発用ポスター、作文、標語の募集

・中学校での防犯対策ポスター、作文、標語の募集

※大きな事故はなし

下半期の

予定

・小学校での交通安全対策啓発ポスター、作文、標語の選定及び表彰

・中学校での防犯対策ポスター、作文、標語の選定及び表彰

・交通安全・防犯作品集「気をつけて」発行

事 業 名 ５．不登校対策事業 進捗状況 ○

事業概要 不登校児童生徒に対する居場所の確保と心のケアを実施、学業支援や

適応指導

・適応指導の充実

・不登校対策に関する研修の実施

上半期の

執行状況

・さわやか相談員、ボランティア相談員を各中学校に配置

・いじめ不登校対策連絡会議の開催(６月)

下半期の ・計画的な学校訪問を通しての情報交換による状況の把握及び指導
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予定 ・月例報告の確認及び不登校対策への支援

・いじめ不登校対策連絡会議の開催(１１月･３月)

事 業 名 ６．小中一貫教育推進事業 進捗状況 ○

事業概要 小中９年間を通した一貫教育の推進

・小中一貫教育推進委員会の開催

・小学校英語活動補助員の配置

・英語教育発表会の開催

上半期の

執行状況

・小中一貫教育推進委員会を１回(６月)開催

・小学校英語活動補助員を各小学校に週２日配置

・外国語教育夏季研修会の開催(８月)

下半期の

予定

・英語教育発表会の開催(１０月)

・小・中学校町委嘱研究発表会の参観(１１月：笠小・１月：百中)

・小中一貫教育推進委員会の開催(３月)

事 業 名 ７．町民みんなが先生推進事業 進捗状況 ○

事業概要 部活動の指導や総合的な学習の時間等に先生として参加できる町民等

を募り、小中学校で学校支援ボランティア活動を推進

・町民みんなが先生制度の運営

・学校応援団活動

上半期の

執行状況

・中学校では部活動の指導で活躍(１１名)

・全小・中学校で学校応援団を組織

・学校・家庭・地域連絡協議会の開催(７月)

・宮代あいさつキャンペーンの開催(８月：町民祭り)

・各学校においてあいさつ運動を実施(毎月)

下半期の

予定

・学校・家庭・地域連絡協議会の開催(１月)

・各学校においてあいさつ運動を実施(毎月)

事 業 名 ８．奨学資金事業 進捗状況 ○

事業概要 経済的な理由により就学困難な者に対する資金支援と高等教育の振興

及び人材の育成

・入学準備金(借入金)に対する利子補給

上半期の

執行状況

・広報にて情報提供

下半期の

予定

・継続中の４世帯のうち、２世帯・６人に対し利子補給を実施

・新規受付 １世帯・１人に対し利子補給を実施
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事 業 名 ９．教職員研修奨励事業 進捗状況 ○

事業概要 小中学校教職員の資質及び学校教育の向上を図るための研修を実施

・各種研修会の開催

・町教育研究会への補助金の交付

上半期の

執行状況

・８月２１日教職員人権教育研修会、８月２６日教職員全体研究会を

実施

・町教育研究会に対する補助金を交付済

下半期の

予定

・町教育研究会に対する補助金の額の確定

事 業 名 １０．英語指導助手活用推進事業 進捗状況 ○

事業概要 国際化に対応するための英語教育をより一層充実させ、コミュニケー

ション能力の素地を養う英語活動指導を実施

・英語指導助手を各小中学校に配置し、一貫性のある英語指導を行う

上半期の

執行状況

・外国人英語指導助手を各中学校に配置

・外国人英語指導助手を各小学校に週１回派遣

下半期の

予定

・外国人英語指導助手を各中学校に配置

・外国人英語指導助手を各小学校に週１回派遣

事 業 名 １１．小学校管理運営事業 進捗状況 ○

事業概要 学校教育(小学校)運営経費

・学校教育(小学校)の一般事務費

・特別支援教育サポーターの配置

上半期の

執行状況

・特別支援教育サポーターを各校に１人配置

下半期の

予定

・特別支援教育サポーターを各校に１人配置

・各校で校内授業研究会を実施

・施設等の適正な管理を継続

事 業 名 １２．児童・教職員の健康管理等対策事業 進捗状況 ○

事業概要 児童、教職員の健康管理のための健康診断の実施と、学校での怪我等

に備え、災害共済給付制度へ加入

上半期の

執行状況

・災害共済給付制度へ加入

・児童、生徒の健康診断を４月から６月に実施

・教職員の健康診断を７月から８月に実施

・教職員のメンタルヘルスチェックを実施し事後指導委託契約を締結
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下半期の

予定

・生徒の臨時健診

・メンタルヘルスチェック契約に基づく事後指導を実施

事 業 名 １３．小学校施設管理事業 進捗状況 ○

事業概要 小学校校舎等の維持管理のため、改修工事や設備の業務管理委託等を

実施し、教育環境の整備充実を図る

・施設、設備の業務管理委託

・施設修繕、改修工事

・原発事故に伴う放射線対策の実施

上半期の

執行状況

・業務委託を全て実施済

・各校修繕、改修工事を実施

・大気中放射線量の測定、公表を継続実施

下半期の

予定

・随時緊急修繕に対応

・大気中放射線量の測定、公表を継続実施

事 業 名 １４．小学校教材教具備品購入事業 進捗状況 ○

事業概要 授業の内容を深め、学力向上を図るための教材教具の整備充実

・学習指導要領に沿った教材備品の整備

上半期の

執行状況

・随時、購入

下半期の

予定

・随時、購入

・次年度分要望調査（予算調整）を実施

事 業 名 １５．小学校要準特別支援教育就学援助事業 進捗状況 ○

事業概要 経済的理由によって就学困難と認められる児童、及び特別支援学級に

就学する児童の保護者に対する援助

・学校給食費、学用品費、新入学児童学用品費、修学旅行費等

上半期の

執行状況

認定状況

・要保護児童 １名(昨年同時期 ３名)

・準要保護児童 １５２名(昨年同時期 １８０名)

・特別支援教育児童 １２名(昨年同時期 ８名)

下半期の

予定

・２月末まで申請を受付(随時、認定)
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事 業 名 １６．小学校学力向上推進事業 進捗状況 ○

事業概要 小学校における国語、算数を中心とした少人数によるきめ細やかな指

導を行うため非常勤講師を各校に２名配置

学力向上のための学力学習状況調査結果の分析や指導法の研究等

上半期の

執行状況

・非常勤講師を８名配置

・町非常勤講師授業研修会の実施(５月～９月)

・全国、町学力学習状況調査の実施(４月)

・学力向上等検討委員会の開催（８月）

下半期の

予定

・上半期同様の講師配置を継続

・町非常勤講師研修会の実施(１０月～２月)

・学力向上等検討委員会の開催（１２月）

事 業 名 １７．小学校環境教育推進事業 進捗状況 ○

事業概要 キッズＩＳＯプログラム「初級編」を活用した実践的環境教育の推進

上半期の

執行状況

・町独自のエコライフ活動を６年生で実施

・宮代江戸の日を実施(７月４日)

・エコライフネットワークへの取組を実施中

・子ども環境会議を１回開催（６月９日）

下半期の

予定

・町独自のエコライフ活動を６年生で実施

・小学５年生は須小・百小において環境学習を実施

・エコライフネットワークへの取組を実施中

・子ども環境会議を１回開催(１１月１２日)

・宮代町キッズサミット開催(１２月１７日)

事 業 名 １８．中学校管理運営事業 進捗状況 ○

事業概要 学校教育(中学校)運営経費

・学校教育(中学校)の一般事務費

上半期の

執行状況

・校庭や植栽の管理実施

下半期の

予定

・施設等の適正な管理を継続

・各校で各種講演会を実施

事 業 名 １９．生徒・教職員の健康管理等対策事業 進捗状況 ○

事業概要 生徒、教職員の健康管理のための健康診断の実施と、学校での怪我等

に備え、災害共済給付制度へ加入

上半期の ・災害共済給付制度へ加入
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執行状況 ・児童、生徒の健康診断を４月から６月に実施

・教職員の健康診断を７月から８月に実施

・教職員のメンタルヘルスチェックを実施し事後指導委託契約を締結

下半期の

予定

・生徒の臨時健診

・メンタルヘルスチェック契約に基づく事後指導を実施

事 業 名 ２１．中学校施設管理事業 進捗状況 ○

事業概要 中学校校舎等の維持管理のため、改修工事や設備の業務管理委託等を

実施し、教育環境の整備充実を図る

・施設、設備の業務管理委託

・施設修繕、改修工事

・原発事故に伴う放射線対策の実施

上半期の

執行状況

・大規模改修実施（百間中体育館屋根等）

・各校修繕、改修工事を実施

・業務委託を全て実施済

・大気中放射線量の測定、公表を継続実施

下半期の

予定

・随時緊急修繕の対応

・大気中放射線量の測定、公表を継続実施

事 業 名 ２２．中学校教材教具備品購入事業 進捗状況 ○

事業概要 授業の内容を深め、学力向上を図るための教材教具の整備充実

・学習指導要領に沿った教材備品の整備

上半期の

執行状況

・随時、購入

下半期の ・随時、購入

事 業 名 ２０．家庭・学校・地域ふれあい事業 進捗状況 ○

事業概要 家庭・学校・地域が一体となって生徒の豊かな心を育むための社会体

験事業の実施

・中学生を対象とした職場体験

上半期の

執行状況

・各中学校でふれあい講演会を実施(６月)

・各中学校で職場体験を実施(５月・６月)

※百中のみ 1 年生で実施

下半期の

予定

・各中学校でふれあい講演会を実施(１１月)
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予定 ・次年度分要望調査（予算調整）を実施

事 業 名 ２３．中学校要準特別支援教育就学援助事業 進捗状況 ○

事業概要 経済的理由によって就学困難と認められる生徒、及び特別支援学級に

就学する生徒の保護者に対する援助

・学校給食費、学用品費、新入学生徒学用品費、修学旅行費等

上半期の

執行状況

認定状況

・要保護生徒 ３名(昨年同時期 ４名)

・準要保護生徒 １２１名(昨年同時期 １３６名)

・特別支援教育生徒 ５名(昨年同時期 ５名)

下半期の

予定

・２月末まで申請を受付(随時、認定)

事 業 名 ２４．中学校学力向上推進事業 進捗状況 ○

事業概要 中学校における少人数によるきめ細やかな指導を行うため非常勤講師

を各校に２名配置

学力向上のための学力学習状況調査結果の分析や指導法の研究等

上半期の

執行状況

・非常勤講師を６名配置

・町非常勤講師授業研修会の実施(５月～９月)

・全国、町学力学習状況調査の実施(４月)

・学力向上等検討委員会の開催（８月）

下半期の

予定

・上半期同様の講師配置を継続

・町非常勤講師研修会の実施(１０月～２月)

・学力向上等検討委員会の開催（１２月）

事 業 名 ２５．社会教育活動事業 進捗状況 ○

事業概要 町民の誰もが文化活動やまちづくりの今日的課題について学び、実践

するための生涯学習機会の提供

・みやしろ大学 ・町民文化祭

・成人式 ・家庭教育学級

上半期の

執行状況

・みやしろ大学を全８回中５回実施、残り３回の開催準備を実施

・町民文化祭の１１月開催に向けた準備を実施

・成人式の１月開催に向けた準備を実施（成人式実行委員会設置）

・家庭教育学級の１０月開催（小学校との合同開催）に向けた準備を

実施

下半期の ・みやしろ大学の全８回中、残り３回を実施
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予定 ・家庭教育学級を１０月に開催（小学校との合同開催）

・町民文化祭を１０月３１日から１１月３日の４日間開催

・成人式を１月１０日に開催

事 業 名 ２６．社会教育総務事業 進捗状況 ○

事業概要 社会教育事業の推進に係る事務経費

・社会教育の一般事務費

・特定分野総括助成金（文化芸術振興助成金）の交付

上半期の

執行状況

・特定分野総括助成金交付

宮代町文化協会 ４２５，０００円

宮代町子ども会育成連絡協議会 １６４，０００円

ボーイスカウト宮代第１団 ６７，０００円

・埼葛地区担当者会における情報交換の実施

下半期の

予定

・埼葛地区担当者会における情報交換の実施

・宮代町文化協会、宮代町子ども会育成連絡協議会、ボーイスカウト

宮代第１団の特定分野総括助成金の交付額の確定

事 業 名 ２７．人権教育推進事業 進捗状況 ○

事業概要 あらゆる偏見や差別の解消に向けて町民の人権意識の高揚を図るため

の研修会や啓発活動を実施

・人権教育講座の実施

・人権作文集「あおぞら」の作成

上半期の

執行状況

・人権教育講座の１２月開催に向けた準備を実施

・人権作文集「あおぞら」の１１月発行に向けた準備を実施

下半期の

予定

・人権教育講座「子ども人権講座」は、１２月に小学生６年生全員を

対象に開催

・人権作文発表会を１２月実施(会場：須賀小)

事 業 名 ２８．青少年健全育成事業 進捗状況 ○

事業概要 次代を担う青少年の健全な育成を図るため、地域の青少年活動を総合

的に推進

・子ども大学みやしろの開催

・青少年育成推進員による青少年非行防止活動

・子ども文化創造事業の開催

上半期の

執行状況

・子ども大学みやしろの全４回の講座のうち、１回実施

・みやしろ郷土かるた大会を７月５日に実施
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・青少年健全育成駅頭キャンペーンは７月３日、青少年非行防止夜間

パトロールは２回中の１回を８月２２日に実施

・共栄大学との協働で、小学生向け体験事業「あそべんちゃーわーる

ど」を７月２５日に実施。

・有害図書等取扱店舗の巡視に向けて準備中

下半期の

予定

・子ども大学みやしろの残り３講座を１０月に開催

・青少年非行防止夜間パトロールの残り１回を１２月に実施

・有害図書等取扱店舗の巡視を１１月に実施

・彩の国２１世紀郷土かるた宮代大会を１月に実施

事 業 名 ２９．「市民大学みやしろ」設置事業 進捗状況 △

事業概要 市民自ら企画運営する「市民大学みやしろ」を開設し、まちづくり活

動に必要な知識や技術を学ぶ場の提供

上半期の

執行状況

・定期講座「木工講座たくみの村」を実施（月２回）

・「ビブリオバトル・ティーンズ編」の１０月実施に向けた準備

・「みやしろ大学専門学科」の１１月実施に向けた準備

下半期の

予定

・定期講座「木工講座たくみの村」を実施（月２回）

・「ビブリオバトル・ティーンズ編」を１０月２５日に実施

・「みやしろ大学専門学科」の実施

・「（仮）みやしろの歌合唱団」の設置、翌年度以降の活動計画を検討

事 業 名 ３０．公民館管理運営事業 進捗状況 ○

事業概要 生涯学習活動の拠点となる公民館施設の適正な管理運営

・３館体制による公民館の運営

上半期の

執行状況

・利用者の安全かつ快適な利用のための適正な管理を実施

下半期の

予定況

・利用者の安全かつ快適な利用のための適正な管理を継続

・利用者による避難訓練、ＡＥＤ講習回を実施（１１月、２月）

事 業 名 ３１．図書館管理運営事業 進捗状況 ○

事業概要 生涯学習及び情報提供の拠点施設として、町民の心豊かな暮らしを支

える図書館活動を実施

・指定管理者(図書館流通センター)による管理運営

・利用者へのサービスの充実と新たなサービスの提供

・学校等との連携強化

・図書館協議会の開催
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上半期の

執行状況

・指定管理者(図書館流通センター)による適正な管理運営を実施

・図書館司書による学校図書室巡回を実施(週１回)

・学校図書館連絡会を５月２０日に開催

・図書館協議会を５月２８日に開催

・次期指定管理者候補者の選定（７月１５日、２２日）

下半期の

予定

・指定管理者による管理運営を継続

・図書館協議会を１１月、３月に開催

・次期指定管理者の決定（１２月議会）

事 業 名 ３２．文化財保護事業 進捗状況 ○

事業概要 文化財の保護・保存、管理及び文化財保護意識の啓発・普及

上半期の

執行状況

・文化財保護委員会の開催(６月)

・五社神社防災設備保守点検実施(５月)

下半期の

予定

・文化財保護委員会の開催(１２月・２月)

・郷土史講座の開催(１１～１２月)

・文化財案内板の設置（１２月）

・五社神社防災設備保守点検(１１月)

事 業 名 ３３．埋蔵文化財発掘調査事業 進捗状況 ○

事業概要 文化財保護法の規定により開発行為に係る事前の記録保存を目的とし

た発掘調査や整理作業等の実施

・個人住宅等の建設に係る試掘調査、発掘調査及び出土遺物の整理作

業等の実施

・調査報告書の刊行

上半期の

執行状況

・個人住宅等建設に係る試掘調査(４件)の実施

・昭和６３年度調査地蔵院遺跡等出土遺物の整理作業実施

下半期の

予定

・個人住宅等建設に係る試掘調査、発掘調査

・昭和６３年度調査地蔵院遺跡等出土遺物の整理作業

・国庫補助事業の平成２６年度地蔵院遺跡の整理作業

事 業 名 ３４．埋蔵文化財発掘調査受託事業 進捗状況 ○

事業概要 原因者(開発者)負担が原則とされている開発行為に係る記録保存を目

的とする埋蔵文化財の発掘調査事業

・道仏地区土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財の整理作業

・民間開発に伴う発掘調査事業(随時実施)

上半期の ・道仏地区土地区画整理事業に伴う道仏遺跡の発掘調査（２件）、平成
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執行状況 ２０、２２～２３、２５～２６年度道仏遺跡の出土遺物の整理作業

実施

下半期の

予定

・道仏地区土地区画整理事業に伴う道仏遺跡の遺物整理作業を実施

・平成２０、２２～２３、２５～２６、２６年度道仏遺跡の出土遺物

の整理作業実施

事 業 名 ３５．資料館管理運営事業 進捗状況 ○

事業概要 本町の歴史や文化財等に関する資料の収集・保存・調査・研究による

町民文化の向上

・資料館管理 ・収蔵資料等整理作業 ・各種講座の開催

・特別展の開催 ・企画展の開催 ・季節展の実施

・島村盛助氏を顕彰するための取組(教育総務との連携事業)

・その他

上半期の

執行状況

・古文書、資料等の整理作業を実施

・各種講座の開催

郷土資料館に行こう、土器づくり教室、かやぶき民家で聞く昔話、

(７～８月)

・企画展の開催

「江戸時代の百間中島村～道仏・若宮・中須」(３月～５月)、「東

部地区文化財担当者会巡回展 埼葛・北埼玉の水塚」(５月～７

月)、「宮代町 60年のあゆみ」(７月～１０月)

・中学生職場体験チャレンジ事業の受け入れ等(６月～７月)

下半期の

予定

・資料等の整理作業

・移築民家と「アタラシイ」ゲキ１２の実施(１０月)

・各種講座の開催

・特別展の開催

「道中日記 江戸時代の旅」(１０月～１２月)

・共催展

「（仮）地面の下をのぞいてみよう～埼玉の地下に潜む自然誌」(１

月～３月)

・企画展

「身のまわりの生活史１０」の開催(３月～

・くん蒸等委託業務実施(９～１０月)

・その他、総合学習等の受け入れ
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事 業 名 ３６．総合運動公園管理事業 進捗状況 ○

事業概要 安全で快適な公園環境を保持し、町民の健康増進とスポーツの普及振

興を図る総合スポーツ施設の管理運営

・ミズノグループによる第二期目(H25-29)の管理運営実施

（注）ミズノグループ：美津濃㈱、ミズノスポーツサービス㈱

上半期の

執行状況

・自主事業拡大（卓球大会、ダンス、レクリエーション教室等）

・指定管理者による管理運営を実施

下半期の

予定況

・ぐるるプール棟散水ポンプ改修工事の実施

・指定管理者による管理運営を継続

事 業 名 ３７．社会体育施設維持管理事業 進捗状況 ○

事業概要 体育施設及び学校体育施設の開放に係る管理運営

・地区グラウンド等の維持管理及び学校体育施設の開放に係る事務

上半期の

執行状況

・学校開放日程調整会議を６月、９月に開催

・地区グラウンド及び学校開放施設の維持管理

下半期の

予定

・学校開放日程調整会議を１２月、３月に開催

・学校開放運営委員会を３月に開催

・地区グラウンド等の維持管理

事 業 名 ３８．社会体育総務事業 進捗状況 ○

事業概要 社会体育事業の推進に係る事務経費

・社会体育の一般事務費

・体育団体・レクリエーション団体への特定分野総括助成金の交付

上半期の

執行状況

・スポーツ・レクリエーション振興助成金交付

体育協会 ５８０，２６０円

レクリエーション協会 １３０，０００円

スポーツ少年団 ２９０，１５０円

下半期の

予定

・社会体育団体との連絡調整の実施

・スポーツ・レクリエーション振興助成金の額の確定

事 業 名 ３９．生涯スポーツ振興事業 進捗状況 ○

事業概要 体力づくり、健康づくりをサポートするために各種スポーツ教室・大

会を開催
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・町民体育祭の開催

・町民対象の各種大会、教室の開催

上半期の

執行状況

・町民体育祭の１０月開催に向けた準備を実施

・町民対象の各種大会、教室を開催

下半期の

予定

・町民体育祭（１０月１１日・２０チーム）

・綱引大会（１２月６日）

・町民対象の各種大会・教室を上半期に引き続き開催

事 業 名 ４０．スポーツ推進委員活動事業 進捗状況 ○

事業概要 スポーツの実技指導及び助言を行うスポーツ推進委員の活動事業

・スポーツ事業の企画立案

上半期の

執行状況

・子どもを対象とした事業(あそびと運動：チャレンジ)

小学３・４年生を対象に年間を通じて開催中 参加者延べ１０９

人

・子どもを対象とした事業(あそびと運動：トライ春季)

小学１・２年生を対象に５月から６月に開催 参加者延べ７８人

・大人を対象とした事業(スポーツフィールド)

全１０回中４回を実施（参加者延べ３５人）、残り６回の開催に向け

た準備を実施

下半期の

予定

・子どもを対象とした事業(あそびと運動：チャレンジ)

小学３・４年生を対象に上半期に引き続き開催

・子どもを対象とした事業(あそびと運動：トライ秋季)

小学１・２年生を対象に１０月から１月に開催

・大人を対象とした事業(スポーツフィールド)の残り６回を開催

事 業 名 ４１．体力向上推進事業 進捗状況 ○

事業概要 児童・生徒の体力向上の増進を図るための普及・啓発

・体力向上推進委員会の研修会開催

・啓発物の作成

上半期の

執行状況

・体力向上推進委員会を開催

・保健部会を開催

下半期の

予定

・保健部会の開催

・授業研究会（１１月２４日）、委員会等を随時開催予定

・報告書を２月に作成予定
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事 業 名 ４２．学校給食運営管理事業 進捗状況 ○

事業概要 安全な学校給食の実施及び学校給食施設の適正な維持管理

・町内産農産物の積極的活用

・学校給食用備品の購入

・学校給食センターの施設修繕

上半期の

執行状況

・給食食材の放射線測定及び結果の公表を実施

・施設修繕を実施

・配膳台等の備品修繕を実施

・町内産農産物の活用対策として関係者の調整会議実施

下半期の

予定

・給食食材の放射線測定及び結果の公表を実施

・町内産農産物の活用対策として関係者の調整会議実施

・食器等の補充を実施


