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大田原市立小・中学校学力調査の結果と分析

３　今後の取組
　各学校で、結果の分析および学力向上改善策を検討することで、今後の学習指導にいかしていきます。

☆☆留意事項☆☆
学力調査は、対象となる学年や実施教科が限られており、必ずしも学習指導要領全体を網羅したものではない

ことから、調査の結果については、児童生徒が身に付けるべき学力の総てを評価するものではありません。

４月に実施された全国、栃木県および大田原市の学力調査の結果は次のとおりです。

問学校教育課　湯　　（９８）７１１3

１ 全国学力・学習状況調査
●期日…４月 18 日（火）　　　
●教科…▶小学６年：国語・算数
　　　　▶中学３年：国語・数学　
●概況…小学校 6 年生、中学校３年生ともに県平均

および全国平均を上回るたいへん良好な結果で
す。

２ とちぎっ子学習状況調査
●期日…４月 18 日（火）
●教科…▶小学４・５年：国語・算数・理科
　　　　▶中学２年：国語・社会・数学・理科・英語
●概況…小学校 4 年生、５年生、中学校 2 年生、すべ

ての学年がすべての教科で県平均を上回っていま
す。たいへん良好な結果です。

校
種 教　科 大田原市 全国 栃木県

正答率 正答率 市比較 正答率 市比較

小
学
校

国語Ａ（知識） 77 74.8 2.2 75 2.0
国語Ｂ（活用） 59 57.5 1.5 57 2.0
算数Ａ（知識） 80 78.6 1.4 79 1.0
算数Ｂ（活用） 46 45.9 0.1 45 1.0

中
学
校

国語Ａ（知識） 80 77.4 2.6 77 3.0
国語Ｂ（活用） 76 72.2 3.8 73 3.0
数学Ａ（知識） 68 64.6 3.4 64 4.0
数学Ｂ（活用） 50 48.1 1.9 48 2.0

小
学
校

学年 ４年 ５年
　 市 県 市比較 市 県 市比較
国語 60.3 58.8 1.5 67.2 65.1 2.1
算数 65.5 63.7 1.8 71.3 67.5 3.8
理科 61.0 59.9 1.1 72.2 68.9 3.3

中
学
校

学年 ２年
　 市 県 市比較
国語 66.2 62.6 3.6
社会 53.7 48.3 5.4
数学 64.6 59.0 5.6
理科 59.8 55.6 4.2
英語 67.9 64.9 3.0

全国学力・学習状況調査平均正答率 とちぎっ子学習状況調査平均正答率

市民憲章推進大会表彰
第30回

　10 月 21 日（土）に那須野が原ハーモニーホール　小ホールで行われました第 30 回大田原市民憲章推進大会におい
て、市民憲章に関する作文、花いっぱいコンクールおよび緑化顕彰の表彰を行いました。表彰者は次のとおりです。
なお、花いっぱいコンクールの結果は、広報おおたわら 10 月号に掲載しました。

問生涯学習課　生　　（２３）２００５

◎市民憲章に関する作文
【小学生の部】
○最優秀賞　君　さくら（薄葉小６年）
○優秀賞
　田宮　朱莉（西原小２年）　　　   櫻岡　莉子（紫塚小６年）
　津久井　美月（市野沢小５年）　   平山　彩芽（奥沢小６年）
　小泉　唯花（羽田小６年）　　　   大豆生田　茉緒 ( 石上小４年 )
　鈴木　想 ( 佐良土小３年 )

【中学生の部】
○最優秀賞　前田　愛花（佐久山中３年）
○優秀賞
　齋藤　美波（金田北中３年）　　　滝　由希（野崎中２年）
　越沼　ひかり（湯津上中３年）　後藤　明衣（黒羽中３年）

◎緑化顕彰表彰
○最優秀賞　山根　文男（浅香）　布川　進一（加治屋）
○優秀賞　後藤　仁（元町）
○優良賞　石戸　一男（富士見）　佐良土小学校（佐良土）　

生
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成人式を開催します
平成29年度

●日時…平成 30 年１月３日（水）午前 10 時開式
●受付時間…午前９時～９時 50 分
●場所…那須野が原ハーモニーホール　大ホール
●該当者…平成９年４月２日から平成 10 年４月１日に生まれた方
●式典への参加
▶平成 29 年 11 月１日現在市内に住民登録のある方には、
　11 月中旬に案内状を郵送します。
▶市内に住民登録のない方で参加を希望される場合には、
12 月８日（金）までに上記へ電話でお申し込みください。

問申生涯学習課　生　　（２３）２００５

イルミネーションコンテスト参加者募集
第16回

　今年もコンテストを開催します。飾り付けが初めての皆さまもふるってご参加ください。
●開催期間…▶受付期間：11 月１日（水）～ 12 月５日（火）▶点灯期間：12 月 11 日（月）～平成 30 年１月８日（月・祝）
●賞…▶金賞  １本  賞状、副賞（大田原市子育て支援券５万円分）▶銀賞  ２本  賞状、副賞（大田原市子育て支援券

３万円分）▶銅賞  ５本  賞状、副賞（大田原市子育て支援券１万円分）
※その他、参加賞もご用意しております。（応募状況により内容を変更する場合があります。）
●参加資格…▶大田原市内の団体、法人、または個人　▶イルミネーションに使用しているＬＥＤ電球などの個数が

おおむね 100 個以上
●申込方法…▶申込用紙に必要事項を記入のうえ、市商工観光課、観光交流センター（黒羽庁舎内）、または湯津上

支所総合窓口課に直接申し込み。▶大田原市ホームページから申込書をダウンロードし、メールによる申し込みも
できます。▶ 12 月５日（火）までにＡ３サイズで印刷できる写真データを、商工観光課にご提出ください。

●イルミネーションマップ…申込者の氏名と設置場所を案内するイルミネーションマップを大田原市ホームページや
窓口にて掲載・配布します。

●審査方法…市民の方からの投票
●審査日…12 月 11 日（月）～ 12 月 24 日（日）の期間
●結果発表…▶各賞受賞者に個別に通知します。▶上位入賞者の作品は広報おおたわら２月号において写真を掲載す

る予定です。
●注意事項…屋内の飾り付けは審査対象になりません。

申問商工観光課　文２階　　（２３）８７０９
　　syoukou@city.ohtawara.tochigi.jp

生

秋季全国火災予防運動　11 月９日（木）～ 15 日（水）
『火の用心　ことばを形に　習慣に』

■住宅防火・いのちを守る７つのポイント
　（３つの習慣と 4 つの対策）

■火災予防用防火ポスター（絵画）審査結果

▶３つの習慣
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

　市防火管理協会では、市内の小学５年～中学２年の４学年から火災予防用防火ポスターを募
集し、審査の結果、次の方が受賞されました。（敬称略）

▶小学５年生の部…金賞：齊藤 実里（西原小）／銀賞：髙久 大地（佐久山小）／銅賞：相馬 尚弥（市野沢小）
▶小学６年生の部…金賞：生田目 聖和（佐良土小）／銀賞：益子 晴成（両郷中央小）／銅賞：相馬 瑠奈（宇田川小）
▶中学１年生の部…金賞：高久 廉（親園中）／銀賞：加藤 瑠菜（湯津上中）／銅賞：鈴木 惺（黒羽中）
▶中学２年生の部…金賞：松本 和奏（佐久山中）／銀賞：鈴木 美咲（黒羽中）／銅賞：小森 優姫（親園中）

■防火パレードの実施
▶ひかり幼稚園・女性防火クラブ員
　日時：11 月 9 日（木）午前 10 時 30 分～ 11 時 50 分
　出発場所：大田山光真寺
※雨天時は 10 日（金）

▶黒羽幼稚園・女性防火クラブ員
　日時：11 月 14 日（火）午前 10 時 30 分～ 11 時 50 分
　出発場所：旧黒羽・川西地区公民館
※雨天時は 15 日（水）

▶４つの対策
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報機を設置する。
②寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、

防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを

設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の

協力体制をつくる。

松本 和奏さん（佐久山中 2 年）　那須地区消防本部予防課　　（28）5103 ／大田原消防署　　（28）5100
　黒羽分署　　（54）1144 ／湯津上分署　　（98）3235
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本市財政の「健全化判断比率」の公表
平成28年度決算に基づく

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体の財政が健全かどうかを判断する指標として、
「健全化判断比率等」を算定し、監査委員の審査を経て、議会への報告や住民に公表することが義務付けられています。
この比率が基準値を超えた場合は、財政状況が健全ではないと判断され、改善策を講じて健全化を図らなければなり
ません。
　今回は、平成 28 年度決算に基づいて算定した「健全化判断比率等」をお知らせします。

■平成 28 年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

■健全化判断区分および取り組み

判断区分 取り組み

健全段階 ①指標の公表　②健全化の維持

早期健全化段階
①財政健全化計画の策定（議会の議決、公表、策定にあたり外部監査を受ける）
②上記計画の実施状況を議会へ報告、公表
③早期健全化が著しく困難と認められる場合は、国、県から勧告がある

財政再生段階

①財政再生計画の策定（議会の議決、公表、策定にあたり外部監査を受ける）
②公共事業の財源としての地方債（借入金）を起こすことが制限されることがある
③当該計画を推進するための特別な地方債を起こすことが可能となる
④財政運営が当該計画と適合しない場合は、国、県からの勧告がある

区　分 H28 H27 早期健全
化基準

財政再生
基準

経営健全
化基準 平成 28 年度の結果

実質赤字比率
　一般会計などにおいて、歳入が歳出に不足する場
合、この不足額（赤字額）の標準財政規模 ( ※ ) に
対する比率。財政運営の悪化の度合いを示すもの。

－ － 12.53 20.0 歳出に対して歳入が不
足する会計がなかった
ため算定されませんで
した。

連結実質赤字比率
　公営企業会計を含む全会計の歳入不足額（赤字）
の標準財政規模に対する比率。市全体の財政運営の
悪化の度合いを示すもの。

－ － 17.53 30.0

実質公債費比率
　一般会計等の公債費（借入金の返済）などの標準
財政規模に対する比率（過去３ヵ年の平均）。公債
費への財政負担と資金繰りの程度を示すもの。

9.4 10.0 25.0 35.0

公債費が大きく減少し
たことなどにより、前
年度に比べ比率が下降
しました。

将来負担比率
　一般会計などが将来負担すべき実質的な負債（借
入金の残高など）の標準財政規模に対する比率。将
来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの。

49.6 47.4 350.0

基金の残高が減少した
ことなどにより、前年
度に比べ比率は上昇し
ました

資金不足比率
　上水道事業などの公営企業会計において資金不足
の場合、この不足額の当該事業の規模に対する比率。
経営状態の悪化の度合いを示すもの。

－ － 20.0

歳出に対して歳入が不
足する会計がなかった
ため算定されませんで
した。

※標準財政規模：地方公共団体の一般財源（市税、普通交付税、譲与税など）の標準的な大きさを示す指標。
※実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は、赤字や資金不足ではないため、「－」で表示しています。

問財政課　　（２３）８７９７

●対象となる会計
　地方公共団体には、議会費、総務費、民生費、土木費、教育費などの基本的経費が計上されている「一般会計」と国
民健康保険事業や上水道事業、下水道事業などの特定の事業を行う「特別会計」があります。健全化判断比率の算定は、
特別地方公共団体である須賀川地区財産区を除く全ての会計を対象としています。
　さらに、那須地区広域行政事務組合、那須地区消防組合等、市が負担金や補助金を支出している団体なども比率算
定の対象となります。

○今後の財政運営
　平成２９年度の歳入は、景気の回復基調による市税の増加および市庁舎建設に係る国からの地方交付税の増加を見
込んでいますが、歳出も、市庁舎建設費の大幅な増加、道路整備事業費の増加が見込まれています。このため、市の
貯金である基金の取り崩しや、国や金融機関などからの借入金である地方債を発行するなど、厳しい財政状況となっ
ています。
　健全化判断比率から判断される本市の平成２８年度末の財政状況は、法律の定める「早期健全化基準」を大きく下回
り、「健全段階」でありましたが、今後も健全な状態を維持できるよう、効率的な財政運営に努めてまいります。
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