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平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正

されたことにより、平成２０年４月から全ての教育委員会は、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、公表することが規定された。 

本報告書は、「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

に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果

たすため「教育委員会の点検・評価」を実施し、報告するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

教育委員会点検・評価 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

(昭和３１年６月３０日) 

(法律第１６２号) 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に

委任された事務を含む。)を含む。)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、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用を図るものとする。 

(平一九法九七・全改、平二六法七六・旧第二十七条繰上・一部改正) 
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（1） 山北町教育委員会は、山北町教育大綱の基本目標を達成するため毎年定

めている、山北の教育基本方針重点施策の実施状況について点検及び評価

を行い、成果や課題を明らかにするとともに効率的かつ効果的な教育行政

の推進を図る。  

（2） 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出すると

ともに公表することにより、町民に対し信頼される開かれた教育行政の推

進に努める。 

  

   

 

（1） 山北町教育大綱に基づく取り組みについて、山北の教育基本方針重点施

策や事業等を対象として点検及び評価を実施する。 

（2） 点検及び評価については、施策及び事業の総括を行うとともに、課題や

改善策等を明確にする。  

（3） 点検及び評価については、毎年１回実施する。 

（4） 点検及び評価については、学識経験者の意見を聴取したうえで教育委員

会がまとめる。 

（5） 点検及び評価に関する報告書を作成し、町議会に提出するとともに町民

に公表する。 

 

 

 

 

 

点検・評価項目 

 

   

平成２８年度の活動を点検してまとめた成果や実績をもとに自己点検・

自己評価を行い、今後の課題と対応策をまとめる。 

 

 

 

山北町の教育基本方針の重点施策や事業等の、本年度取り組んだ内容に

ついて点検及び課題等の整理を行い、自己点検・自己評価を行う。  

  

平成２８年度山北町教育委員会の事務の管理及び執行状況に 

関する点検・評価の方針について 

1 趣旨 

2 実施方法 

点検・評価の構成 

1 教育委員会の活動状況の点検・評価 

２ 教育委員会事務局の活動状況の点検・評価 
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山
※

北町教育大綱

 

 

 

 

 

  

教育委員の活動 
教育委員会事務局

の活動 

教育委員会議、視察研修、 

学校訪問、行事等への出席 

年間計画に基づく 

各事業・各業務の実施 

教育委員による 

自己点検・自己評価 

事務局による 

自己点検・自己評価 

学識経験者による総括評価 

山北町の教育基本方針 

評価 

報告 

報告書の作成 

 議会への報告・町民への公表 

点検・評価の流れ 

※山北町教育大綱とは…平成 27 年 4 月に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律」により、地方公共団体の首長が教育行政と連帯を強化し責任を構築するため、教育に関する総合

的な大綱を定めることが義務付けられたことにより、平成 28 年 2 月に制定されました。 
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《教育委員会制度》 

 

教育委員会は､｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律｣の定めにより､教

育に関する事務を処理するため､都道府県､市町村等に設置される合議制の執行

機関である｡ 

この教育委員会制度は､一般人(レイマン)である非常勤の委員で構成される教

育委員会の委員の合議により､基本方針を決定し､それを教育長が事務局を指揮

監督して執行するという｢レイマン･コントロール｣のもとに運営されている｡ 

平成 27 年 4 月に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律が施行されたことにより、地方教育行政における抜本的な改革が行わ

れたが、同法施行の際現に在職する教育長の任期中に限り、現行法の規定がそ

の効力を有するとされていた。 

当町においては、教育長の任期が平成３０年１２月３１日までであったが、

平成２８年９月末日をもって２年余りの任期を残し教育長が辞任したため、同

年１０月から新教育長が誕生し、改正後の新教育委員会制度に移行された。 

移行後の教育委員会の構成等は次のとおりである。 

 

 

教育委員会は、教育長と４人の委員で構成されている。 

 

教育長は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する。教育長の任期は３

年とし再任することができる。 

教育長は、教育委員会を総理代表し、教育長が欠けたときの教育長職務代理者

を委員の中から指名する。 

 

教育長職務代理者は、会務の執行等を事務局職員に委任することができる。 

 

委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する。委員の任期は４年間

とし再任することができる。 

ただし、平成３０年度末までは経過措置期間とし、委員の交代時期を均等に振

り分けるため、任命する際に任期を１年以上４年以内で調整することができる。 

 

事務局は､教育長の統括のもと、教育委員会の権限に属する事務を処理する。 

事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。 

 

  

教育委員会制度 
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《教育委員会の主な仕事》 

 

○学校など教育機関の設置､管理及び廃止 

○教育財産の管理（施設や教具等） 

○教育委員会や学校など教育機関の職員の任免その他の人事 

○児童生徒等の就学､入学､転学 

○学校の組織編制､教育課程､学習指導､生徒指導、職員の研修 

○教科書その他の教材の取扱い 

○教育関係職員､児童生徒等の保健､安全､厚生､福利 

○学校給食 

○教育に関する調査､統計 

○教育相談､広報 

○教育特区申請等 

○私立学校審議会 

○教室、講座、講習会等の開催 

○生涯学習活動への支援 

○指定文化財・天然記念物等保護、活用 

○無形文化財継承団体等の支援 

○河村城跡整備の推進 

○人権講演会の開催 

○人権啓発ちらしの作成・活用 

○青少年の健全育成のための環境づくり活動 

○青少年健全育成大会の開催 

○青少年健全育成の支援 

○放課後子ども総合プランの推進 

○スポーツ大会の開催、支援 

○カヌーのまちづくり推進事業 

○パークゴルフ場の管理・運営 

○図書室の充実、図書活動の推進 

○生涯学習センター維持・管理 
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山北町教育委員会の組織 

※議会の同意を得

て教育長と教育委

員を任命 

「事務局」 
・教育委員会の権限に属する事務を処理する。 

 

学校教育課   教 育 班 

教育特区設立準備室 

 

生涯学習課   生涯学習スポーツ班 

生涯学習センター 

【平成２８年度教育委員会の機構図】 ○注平成２８年１０月に移行された新教

育委員会制度による機構図 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

教
育
長 

「教育機関等」 

 

生涯学習センター 

山北幼稚園 

岸幼稚園 

三保幼稚園 

川村小学校 

三保小学校 

山北中学校 

適応指導教室 

放課後子ども教室 

他 

設置 

管理 

・町長が招集（町長、教育長、教育委員） 

・教育大綱の策定 

・教育の重点的施策を協議 

・児童生徒等の緊急を要する措置を協議 

「教育委員会」 

・教育長が総理代表 

・教育に関する一般方針の決定 

・教育委員会規則の制定 

・その他重要な事項の決定 

町 長 「総合教育会議」 

指
揮
監
督 
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「平成２８年度山北町の教育」《抜粋》 

基本方針 

学校教育においては、基礎的・基本的な知識・技能の習得や思考力・判断力・

表現力、学習への意欲等の「確かな学力」の向上をめざし、アクティブ・ラー

ニングを推進するとともに、豊かな心や望ましい社会性、健やかな体の育成を

重視し、安全・安心な教育環境の整備、国際理解教育や環境教育の推進など、

教育活動のさらなる充実を図る。また、教育的ニーズに最も的確に応える支援

教育の理念のもとインクルーシブ教育をさらに推進していく必要がある。そし

て、保護者や地域住民も加わり、活気あふれる教育活動を展開し、家庭や地域

に開かれた「信頼される学校づくり」に努める。 

生涯学習においては、子どもから高齢者まで、生涯にわたって学び、生きが

いのある充実した人生をおくることができるよう、次代を担う青少年の健全育

成、多様な学習ニーズに応じた情報提供の充実、生涯を通じたスポーツ活動の

推進と環境づくり、感性豊かな文化・芸術の担い手の育成、伝統文化・民俗芸

能の継承と発展、文化財の保存・活用など、文化遺産への理解と保護意識の啓

発を図るとともに、生涯学習の推進に関わるさまざまな支援や協力等を行い、

地域に根ざした生涯学習の活性化に努める。 

そして、人権教育の推進にあたっては、学校教育及び社会教育の両面から多

様化する人権課題についての正しい理解を深め、人権が真に尊重される教育や

啓発活動の推進に努める。 

 

 

  

山北町の教育方針 

教育大綱における基本目標と重点取り組み 

 

【基本目標】 

１ 次代を担う子どもの教育・青少年の育成 

重点取り組み①  幼児教育の充実 

重点取り組み②  小学校・中学校教育の充実 

重点取り組み③  地域教育力の活用 

重点取り組み④  次代を担う青少年の健全育成 

２ 生涯学習・生涯スポーツ・文化活動の推進 

 重点取り組み⑤  生涯学習の充実 

 重点取り組み⑥  生涯スポーツの充実 

 重点取り組み⑦  文化活動の推進 

３ 人権尊重のまちづくりの推進 

重点取り組み⑧  人権尊重のまちづくりの推進 
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Ⅰ 学校教育重点施策 

１ 幼稚園教育の充実 

（1）適切な幼稚園教育の推進 

（2）教育内容と教育環境の充実 

（3）一人ひとりに応じた適切な支援 

（4）小学校との連携 

（5）保育園との連携 

（6）家庭・地域との連携 

（7）幼稚園・保育園合同研究の推進 

２ 学校教育の充実 

（1）特色ある学校経営の推進 

（2）人権教育の推進 

（3）確かな学力の向上 

（4）道徳教育の推進 

（5）健康・安全教育と食育指導の充実 

（6）児童・生徒指導の充実 

（7）支援教育の充実 

（8）キャリア教育の充実 

（9）国際理解教育の推進 

（10）読書活動の推進 

（11）情報化に対応した教育の推進 

（12）環境教育の推進 

（13）幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校の交流教育の推進 

（14）学校・家庭・地域の連携の推進 

 

Ⅱ 社会教育重点施策 

１ 生涯学習事業 

○いつでも、どこでも、だれでも学べる生涯学習の推進 

○地域に根ざした生涯学習の活性化 

○人権尊重を重視した生涯学習の推進 

○生涯スポーツの推進 

○広域的な取り組みの推進 

（1）社会教育（生涯学習）推進事業 

・山北町生涯学習推進プランの推進 

・社会教育指導員の設置 

・社会教育委員（会議）の活動の充実 

・生涯学習推進協議会の活性化 

・教室、講座、講習会等の開催 

・生涯学習支援者バンクの活用 

・社会教育関係団体の支援 

・生涯学習活動への支援 
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（2）文化財の継承、保護、整備事業 

 ・文化財保護委員（会）活動の充実 

 ・指定文化財・天然記念物等の保護、活用 

 ・指定（候補）文化財、天然記念物等の調査、研究 

 ・文化財講座・文学歴史散歩の開催 

 ・古民具の保存 

 ・無形文化財継承団体等の支援 

 ・河村城跡史跡整備の推進 

 ・歴史資料の活用 

 ・修験学会開催準備（実行委員会の設立） 

（3）人権啓発事業 

 ・人権啓発活動の推進 

（4）青少年健全育成事業（学校・家庭・地域が連携した活動の推進） 

 ・青少年指導員（協議会）活動の支援・充実 

 ・青少年の健全育成のための環境づくり活動 

 ・青少年健全育成大会の開催 

 ・成人式の開催 

 ・青少年健全育成の支援 

（5）子ども子育て支援事業 

 ・個性の伸長と夢を育む学級・講座等の開催 

・放課後子ども総合プランの推進 

（6）生涯スポーツ・社会体育活動推進事業 

 ・スポーツ推進委員（協議会）活動の充実 

 ・スポーツ大会等の開催、支援 

 ・スポーツ関係団体の支援 

・カヌーのまちづくり推進事業 

 ・生涯スポーツ推進プランの推進 

 ・プール夏季一般開放 

 ・総合型地域スポーツクラブ活動の支援 

 ・パークゴルフ場管理・運営事業 

 ・山北町チャレンジデーの開催［５月２５日］ 

（7）生涯学習センター活動推進事業（生涯学習センターを中心とした生涯学習

活動の推進） 

 ・生涯学習センターの利用促進（祝祭日の開館） 

 ・図書室の充実、図書活動の推進 

 ・生涯学習センター活動事業の推進 

 ・生涯学習センター通信の発行 
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ｈｈｈｈｈｈｈｈｈ 
 

 

 

 

教育委員会議は、毎月１回定期的に開催される「教育委員会定例会」１２回

と、必要な要件が発生した場合に開催される「臨時会」２回の合計１４回が開

催された。開催日や内容等については次のとおりである。 

 
回 開催日 議   題 

第４回 

定例会 

４/２６ 山北町立小学校及び中学校学校評議員の委嘱について 

山北町社会教育委員の委嘱について 

協議会 社会教育委員による諮問に対する報告（中間）について 

平成２７年度山北町教育委員会点検・評価報告書（素案）について 

チャレンジデー２０１６について 

臨 時 

協議会 

５/１０ 平成２７年度山北町教育委員会点検・評価報告書（素案）について 

第５回 

定例会 

 

 

５/３１ 平成２７年度山北町教育委員会点検・評価報告書（案）について 

山北町立学校教職員服務規程の一部を改正する規程の制定について 

山北町立学校職員の職務専念義務の免除等の手続きに関する規程を廃止

する規程の制定について 

協議会 学校訪問Ⅰ日程について 

山北町教育委員会表彰について 

教育委員会だより［№48］について 

チャレンジデー2016結果について 

第４９回山北町球技大会について 

第３５回山北町青少年健全育成大会について 

第１６回カヌーマラソン IN 丹沢湖について 

第６回 

定例会 

6/２３ 平成２８年度山北町育英奨学生の決定について 

平成２８年度山北町教育委員会表彰受賞者について 

協議会 第４９回山北町球技大会結果について 

平成２８年度「少年の主張」作文審査結果について 

第６５回足柄上郡総合体育大会について 

第３８回丹沢湖ハーフマラソン大会について 

第７回 

定例会 

７/２６ 平成２９年度使用小学校用教科用図書の採択について 

平成２９年度使用中学校用教科用図書の採択について 

山北町私立高等学校の通信制課程設置に関する取扱基準の制定について 

協議会 第１６回カヌーマラソン IN 丹沢湖の結果について 

第３５回山北町青少年健全育成大会の結果について 

第８回 

定例会 

 

 

８/２６ 山北町教育支援委員会要綱の制定について 

山北町教育委員会公印規程の一部を改正する規程の制定について 

山北町教育委員会委員の辞職について 

 

教育委員会の活動状況点検・評価 

（１）教育委員会議の開催状況 
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協議会 新教育委員会制度への移行について 

第６５回足柄上郡総合体育大会結果について 

第１回山北町長杯パークゴルフ大会について 

第１４回やまきた健康スポーツ大会について 

第９回 

定例会 

9/２９ 山北町教育委員会教育長の選任について 

山北町教育委員会委員の選任について 

協議会 学校給食調理業務の委託について 

幼保連携型認定こども園の進捗状況について 

第１４回やまきた健康スポーツ大会について 

平成２８年度山北町民文化祭について 

臨時会 １０/３ 山北町教育委員会教育長職務代理者の指名について 

第１０回 

定例会 

１０/２４ 山北町教育委員会行政情報取扱規程の制定について 

山北町立学校行政情報取扱規程の一部を改正する規程の制定について 

協議会 学校・園行事等担当教育委員について 

学校訪問Ⅱ日程について 

第３８回丹沢湖ハーフマラソン大会参加状況について 

新学習指導要領の改訂について 

第１１回 

定例会 

１１/２４ 山北町立の小中学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

山北町生涯学習推進プラン策定委員会設置要綱の一部を改正する要綱の

制定について 

協議会 山北町立学校教職員ストレスチェック実施要項について 

平成２８年度山北町人権講演会について 

第２０回「ライブ・イン・山北」について 

平成２９年山北町成人式について 

第１２回 

定例会 

１２/２２ 山北町立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

山北町立幼稚園通園区域規則の一部を改正する規則の制定について 

山北町立中学校部活動生徒派遣費補助金取扱要領の制定について 

協議会 第３８回丹沢湖ハーフマラソン大会の結果について 

第１回 

定例会 

１/１９ 山北町教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

山北町教育委員会公印規程の一部を改正する規程の制定について 

山北町立幼稚園延長保育実施要綱の一部を改正する要綱の制定について 

協議会 第７１回足柄上地区一周駅伝競走大会について 

第７１回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会について 

平成２８年度山北町生涯学習センターフェスティバルについて 

第２回 

定例会 

２/２３ 平成２９年度山北町の教育基本方針の策定について 

山北町公立学校施設整備費補助金等に係る施設の財産処分に伴う基金へ

の積立金取扱規程の制定について 

平成２９年度当初予算案の概要（教育費）について 

社会教育委員会議への諮問に対する答申について 
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協議会 平成２８年度山北町立幼稚園卒園式、小・中学校卒業式日程及び山北幼稚

園閉園式について 

山北町教育委員会の課の新設について 

平成２８年度山北町子ども議会について 

「特別の教科 道徳」についての要望書について 

第６２回山北町内一周駅伝競走大会について 

町立小・中学校施設利用に係る受付業務について 

第７１回足柄上地区駅伝競走大会結果について 

第７１回市町村対抗「かながわ駅伝」大会結果について 

第３回 

定例会 

３/２９ 山北町立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

山北町子どものための教育給付に係る利用者負担額に関する規則の制定

について 

山北町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

山北町社会教育委員の委嘱について 

山北町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程の制定について 

山北町教育委員会表彰要綱の制定について 

平成２９年度（平成 28年度末）県費負担教職員・山北町教育委員会職員

人事異動について 

協議会 社会教育委員会議からの答申「地域全体での子育て支援策を柱とする社会

教育の対応について」について 

平成２９年度山北の教育基本方針重点施策について 

平成２８年度山北町教育委員会点検・評価報告書（素案）について 

山北町幼保連携型認定こども園開設推進会議の結果について 

構造改革特別区域（教育特区）の進捗状況について 

平成２９年度入園式・入学式について 

第６２回山北町内一周駅伝競走大会の結果について 

（審議事項等の内訳）          

・例規等の制定、改廃案件    ２１件 

・人事案件            ８件 

・決定、採択案件         ８件 

・その他協議会審議報告     ５２件 

 

  

（丹沢湖ハーフマラソン大会） 
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各種事業及び総会・研修会等へ出席し、事業の状況確認や委員自身の資質の

向上に努めた。また、学校訪問を行い、幼稚園・小中学校の児童生徒の学習現

場での状況を確認するとともに、教職員の生の意見などの収集に当たった。 

  
月 町関係事業 各種協議会・連合会関係行事等 

４月 教職員・町職員辞令交付式 

小学校・中学校入学式 

幼稚園入園式 

町教育研究会総会 

 

足柄上地区（臨時）教育長会議 

神奈川県市町村教育委員会連合会総会 

県西地区市町教育長会議 

５月 山北中学校体育祭 

川村小学校運動会 

チャレンジデー2016 

神奈川県町村教育長会幹事会 

全国町村教育長会議総会・研究会 

西湘地区教育長協議会総会 

神奈川県町村教育長会総会 

足柄上郡教育委員会協議会総会 

関東甲信越静教育委員会連合会総会 

 

６月 教育委員会だより① 

球技大会 

青少年健全育成大会 

学校訪問Ⅰ 

 

西湘地区教育長会役員会 

西湘地区教育委員会連合会総会 

足柄上地区教育長会議 

神奈川県市町村教育長会議 

７月 カヌーマラソン IN 丹沢湖 

人権同和啓発推進協議会総会 

山北町教育委員会表彰授与式 

 

県西地区市町教育長会議 

神奈川県市町村教育長連合会幹事会 

足柄上郡総合体育大会 

８月 こどもコンサート 2016 

町教育研究会講演会 

 

足柄上地区教育長会議 

西湘地区教育講演会 

９月 総合防災訓練 

通学路合同安全点検 

教育委員会だより② 

三保幼小合同運動会 

町長杯パークゴルフ大会 

 

西湘地区教育委員会連合会役員会 

足柄上地区教育長会議 

県西地区市町教育長会議 

【新教育委員会制度移行】 

10 月 やまきた健康スポーツ大会 

山北中学校文化祭 

山北中学校学校へ行こう週間 

山北・岸幼稚園運動会 

三保幼小合同音楽発表会 

 

神奈川県町村教育長会幹事会・総会 

足柄上郡小学校連合体育大会 

足柄上地区教育長会議 

（２）教育委員会議以外の活動状況 
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11 月 町民文化祭 

県民文化祭 35 周年記念式典 

教育委員会だより③ 

川村小学校パラスポーツ公開授業 

学校訪問Ⅱ 

丹沢湖ハーフマラソン大会 

 

西湘地区教育長協議会 

西湘地区教育委員会連合会研修会 

神奈川県市町村教育委員会連合会研修会 

足柄上郡教育委員会協議会研修会 

総合教育会議 

12 月 人権講演会 

ライブ・イン・山北 

 

足柄上地区教育長会議 

１月 成人式 

教育委員会だより④ 

神奈川県市町村（臨時）教育長会議 

足柄上地区教育長会議 

神奈川県町村教育長会研究会 

 

２月 生涯学習センターフェスティバル 

子ども議会 

世附百万遍念仏 

 

神奈川県市町村教育長会議 

総合教育会議 

３月 町内一周駅伝競走大会 

山北・岸幼稚園卒園式 

（山北幼稚園閉園式） 

教育委員会だより⑤ 

小学校・中学校卒業式 

教職員・町職員辞令交付式 

 

足柄上地区教育長会議 

（各種事業等の内訳）             

・学校訪問               ３回 

・各種イベント（町、学校等）     ３６回 

・研究会、研修会、説明会        ５回 

・その他協議会等           ３０回 

 

 

  

（子ども議会） 
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評 価 結 果 
（Ａ：よくできている Ｂ：概ねできている Ｃ：改善が必要） 

 

○教育委員会議の現状 

 

 

○教育委員会議以外の現状 

 

 

 

項 目 評価 成果・実績・課題等 

十分な議論を行える回数や時間を

確保しているか。  

Ａ 

定例会は毎月開催し、また、必要に応じ

て臨時会を開催している。会議では活発

な意見が出され、十分な議論がされてい

る。会議の日程調整及び開催時間を柔軟

に調整し、委員全員の出席をできるだけ

確保している。 

委員が意思決定できるよう、十分な

情報を事務局が提供しているか。 

 Ｂ 

文科省、県教育委員会等からの通知文書

など必要な資料は、配付するよう対応し

ているが、多くの情報の中から必要な情

報が提供できるよう、検討している。ま

た、学校・園の情報は常に提示している。 

委員が問題点を指摘し、積極的に発

言しているか。 

 
Ｂ 

委員会、協議会において、自由な意見発

言や意見交換ができる環境づくりに取り

組んでおり、活発な議論の場となってい

る。年度途中から教育委員会の新制度に

伴い、教育長が議事進行を行うようにな

った。 

委員が山北町の教育方針に対して

的確に具現化しようと努めている

か。 

 

Ａ 

教育大綱が策定され、基本方針に具現化

しようと努めている。山北町総合教育会

議では、町長と教育の諸問題について、

意見交換を行い、具現化の一助となった。 

項 目 評価 成果・実績・課題等 

委員が幼児・児童・生徒及び教職員

と接する機会を持っているか。 

 Ａ 

各行事や学校公開日には、委員が積極的

に参加している。年２回各園・学校の訪

問を行っているが、そのうち、幼稚園教

諭と教育委員・事務局との意見交換の場

を持った。 

教育委員会活動について周知広報

しているか、また情報収集に努めて

いるか。 

 

Ｂ 

町民に対し、教育委員会だよりを年５回

発行し、教育委員会活動を周知している。

教育委員会だけでなく園や学校の状況、

取組み等の内容をさらに充実していく必

要がある。 
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Ⅰ 次代を担う子どもの教育・青少年の育成 

a 幼児教育の充実 

施策事業：認定こども園開設推進会議 園運営部会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

幼保連携型認定こども

園開設に向けた、園運営

部会を６回開催し、教

育・保育内容等の検討を

行った。 

教育・保育内容、施設の

整備計画、職員の配置計

画、給食、保育料、園名

等を検討し、部会の意見

をまとめ、推進会議へ報

告した。 

Ａ 

乳幼児の教育・保育の

体制が確立できたこと

から共有を図りながら

新しい指導要領、保育

指針に照らして実践し

ていく。 

 

施策事業：豊かな学びの支援推進事業 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

カリキュラム作成部会

を３回開催し、幼・保共

通の就学前カリキュラ

ムを作成した。また、幼

稚園３園研修会を 11

回開催した。 

大学教授等を講師として

招いて研究を行った。ま

た、こども園化に向けた

研修を保育園と連携して

実施したことにより町全

体で共有することができ

た。 

Ａ 

個々の園の状況を見定

めながら、特徴を生か

した共通カリキュラム

にしていくために、継

続して検証をしていく

必要があるため、「こ

ども研究会」を立ち上

げることを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 評価 成果・実績・課題等 

教育課題等についての情報や資料

を提供したり、近隣の教育委員会や

関係機関との連携が図れているか。 Ａ 

関東甲信越静をはじめ、県、西湘地区、

足柄上地区等の各種連合会や協議会の研

修等に積極的に参加し、交流を深め、情

報収集や情報の共有に努めている。 

教育委員会事務局の活動状況点検・評価 

（旧山北幼稚園：現やまきたこども園やまっこ園舎） 
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b 小学校・中学校教育の充実 

施策事業：「歴史・文化から学ぶわたしたちの山北」 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

小学校代表者や文化財

保護委員をメンバーと

した編集委員会を複数

回開催し、学習で活用す

る副読本を年度末に完

成させた。 

児童が郷土に対する理解

を深め、愛着と誇りが感

じられる内容となった。

新年度の５・６年生を対

象に配付した。 

Ａ 

授業での活用状況や実

践例について、現場の

教職員の意見を聴取

し、改訂委員会に反映

させる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策事業：校務支援システム更新 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

各校校務用 PC 機器等

を最新のものに更新し

た。南足柄市及び上郡４

町が導入しているシス

テムを導入し、平成 29

年４月の本稼働に向け

準備をした。 

テーマごとの研修を行

い、各教員の理解度を深

めた。平成２９年度に向

けたデータ入力は完了で

きた。 

Ｂ 

校務支援システムデー

タの精度を高め、今後

も教職員の負担軽減に

努めていく。 

 

施策事業：山北町通学路交通安全推進委員会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

平成２８年９月に町、学

校、関係者による合同点

検を実施した。平成２９

年２月に会議を開催し、

検証、対策を行った。 

県や警察への要望を行う

など、さらなる交通安全

の向上に努めた。また、

通学路安全確保のための

PDCA サイクルが実践で

きた。 

Ｂ 

警察が対応する部分に

ついては、１市５町の

広範囲にわたるため、

対応に時間がかかる。

町が対応する部分につ

いては、予算を確保次

第対応している。 

 

（副読本：歴史・文化から学ぶわたしたちの山北） 
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c 地域教育力の活用 

施策事業：園・学校間における交流 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

園児・児童数の減少に伴

い、子ども同士の交流を

図るため、幼稚園・小学

校を対象に学校間交流

バスを１１回運行した。 

学校間学年同士の授業交

流や学校行事等をとおし

て相互の理解と絆を深め

ることができた。 
Ａ 

子どもの学びの機会を

広げ活動を充実させる

ためにも、交流の回数

や対象事業を検討して

いく必要がある。 

 

施策事業：地域行事への参加（総合防災訓練） 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

地域防災の担い手とし

て中学生が役割を果た

すため、町の防災訓練日

を登校日として、各地区

の訓練に参加した。 

地域のつながりを意識す

ることができ、生徒自身

の有用感が生まれるだけ

でなく、地域の活性化に

つながった。 

Ｂ 

地域の防災訓練の中

に、中学生を主体とし

たプログラムを組み込

むことでより主体的な

活動につながる。 

 

d 次代を担う青少年の健全育成 

施策事業：放課後子ども教室 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

平成 22 年度から川村

小学校で開設されてい

るが、平成２８年度から

は三保小学校において

も開設した。 

川村小学校では、登録児

童数 105 名、計 36 回開

設し平均 65 名の参加、

三保小学校では、登録児

童数 21 名、計 32 回開

設し平均 13 名の参加が

あった。 

Ａ 

運営を継続するため、

事業内容の見直しとコ

ーディネーターの育成

が必要である。 

 

Ⅱ 生涯学習・生涯スポーツ・文化活動の推進 

 a 生涯学習の充実 

施策事業：社会教育委員会議答申 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

教育委員会からの諮問

に対し、テーマを掲げて

協議を重ね、教育委員会

に対し答申を提出した。 

保護者や地域へのアンケ

ート調査を実施し、集

計・分析するとともに、

課題を明らかにし取組み

の方向性を定めた。 

Ａ 

答申を具現化するた

め、今後検討を進めて

いく必要がある。 
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施策事業：各種団体の支援 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

各種団体の支援を継続

し、山北町文化団体連絡

協議会においては創立

35周年記念式典を開催

した。 

町民文化祭において、芸

能部門では他町交流団体

を含め 180 名の参加、展

示部門では 727 点の出

品があった。 

Ｂ 

インターネットの普及

により、あらゆる情報

等が得られる状況にあ

る中で、各種文化団体

の次世代への継承と転

換が重要であると思わ

れる。 

 

 b 生涯スポーツの充実 

施策事業：やまきた健康スポーツ大会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

町民の健康維持やスポ

ーツ振興を目的とし、第

１４回目の開催を迎え

ることができた。 

自治会対抗の種目がなく

なったことから、新たな

種目やイベント内容を検

討し、プログラムを構成

したところ、例年とほぼ

同じ約 2,000 人の参加

を得た。 

Ｂ 

雨天による延期が見込

めないため、開催準備

に工夫が必要である。 

また、子どもが参加す

るプログラムに、参加

者が偏っている傾向も

ある。当日参加できる

種目を増やすなどの検

討が必要である。 

 

施策事業：カヌーマラソン IN 丹沢湖 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

第１６回目となるカヌ

ーマラソンを開催し、丹

沢湖におけるカヌー競

技をとおした地域振興

に寄与した。 

スタンドアップパドルボ

ード（ＳＵＰ）の種目を

新設したところ、新たに

40 艇の参加が得られた。 Ａ 

首都圏におけるカヌー

のメッカとして知名度

を上げるため、新たに

SUP の湖面利用に向

けた、ダム管理事務所

との協議・検討が必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （スタンドアップパドルボード） 



 21 

 c 文化活動の推進 

施策事業：生涯学習センターフェスティバル 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

2 月を生涯学習センタ

ー月間と位置づけ、4 週

にわたり展示や発表、映

画上映、寄席、講演など

を実施した。 

寄席では、幅広い年齢層

に目を向け、今流行りの

お笑いと落語をコラボさ

せた「お笑いライブ」を

実施した。 

全体の来場者数は、昨年

より大幅に増加し1,340

人であった。 

Ｂ 

生涯学習活動の成果を

発表する恒例のイベン

トではあるが、好評な

寄席については隔年実

施という課題もあり、

内容に工夫検討が必要

と思われる。 

 

施策事業：ライブ・イン・山北 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

近隣の高校生を募った

ライブも、第 20 回目を

迎え、計 5 校・１７バ

ンド・76 名の生徒に発

表の場を提供できた。 

開催にあたり、第 1 回目

からボランティアとして

協力いただいている、山

北高校 PTA に感謝状を

進呈した。 

Ａ 

継続するための方向性

や、観覧者の確保にむ

けた検討をすることに

より、イベントの資質

向上を図る必要があ

る。 

 

施策事業：鉄道遺産巡りバスツアー 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

鉄道の町として、JR 御

殿場線が複線運行して

いた時代の名残である

トンネルや橋脚をめぐ

るツアーを開催した。 

3 月に 2 日間、各２０名

ずつ募集したが、マスコ

ミの影響もあり町内外か

ら申し込みが殺到し、抽

選になるなど大変な盛況

ぶりであった。 

Ａ 

D52 の復活に合わせ、

今後も鉄道の町として

名をはせるためにも、

これらの事業を発展・

継続させる必要があ

る。 

 

Ⅲ 人権尊重のまちづくりの推進 

a 人権尊重のまちづくりの推進 

施策事業：人権講演会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

俳優・水澤心吾氏を招き

「決断 命のビザ」と題

し、一人芝居や DVD の

上映を交えた講演会を

開催した。 

俳優ならではの講演であ

り、170名の参加を得た。 

また、会場では手話の講

師を招き、通訳を実施し

た。 

Ｂ 

講演内容により若い世

代への知名度が、参加

者数に影響していると

思われる。 

周知の方法にも検討が

必要と思われる。 
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はじめに 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、山北町教育委員会の活

動状況、教育委員会事務局についての検証を行い意見具申するものである。 

 

（１）教育委員会議の現状について 

 年間１４回の定例会及び臨時会において、様々な案件の審議・処理に取り組

んできた。会議においては、常に活発な意見交換や議論がなされている。委員

一同の前向きで真摯な姿勢と事務局の細かい配慮について併せて評価したい。 

 

（２）教育委員会議以外の現状について 

 委員一人ひとりが、常に学校や園の状況をしっかり把握することに努めてき

ている。さらに、教育の動向や新たな課題等についても理解を深め、共通理解

に立ってその具現化に努めている姿勢も併せて評価したい。教育委員会だより

の発行は回数や内容とも大変すばらしい取組みである。一層の充実を願う。 

 

 

 

 

Ⅰ 次代を担う子どもの教育・青少年の育成 

 

a 幼児教育の充実について 

  「幼保連携型認定こども園」の開設に向け、着実に検討を進め、実践段階 

を迎えることができた。この間の関係者の取り組みについては大いに評価し

たい。また、共通カリキュラムの作成をとおし、幼稚園、保育園の相互理解

と交流が一層進展してきたことも大変すばらしいことである。 

  今後、実践をとおし生じてくるであろう様々の問題点等についても、逐一

修正を図りながらより良いものに作りあげていくことを期待する。 

 

 b 小学校・中学校教育の充実について 

  ・ 山北町の歴史・文化に係わる副読本については、現場（子ども）と資

料性のバランスがとれた構成になっており、子どもたちが、郷土の文化

と歴史に誇りと愛着を持つことができる教材になると思われる。特に「調

べ学習のヒント」等を利用し、子どもたちの関心を引き出す等の積極的

な活用を期待したい。 

教育委員会事務局の活動状況に対する外部評価者意見 

教育委員会の活動状況に対する外部評価者意見 
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  ・ 年々多忙化が進む学校現場において、事務処理の軽減化と情報の一括

管理を可能にするシステムの導入は時宜にかなっている。趣旨の徹底と

効果的な活用等について一層の工夫と指導をお願いしたい。 

  ・ 子どもの安全確保は最優先の課題である。常に状況の変化等に留意し、

適宜対応を進めていくとともに、関係機関との密な連携を図りながら、

万全を期すことに努めてほしい。 

 

 c 地域教育力の活用について 

  ・ 小学校相互の交流のみならず、３幼稚園の交流についても予算を確保

し実現させてきたことは、園児・児童の相互理解や人間関係を深めるこ

とに大いに寄与している。中学校入学を見通した早い時期からの取組み

は、子どもだけでなく保護者に対しても安心をもたらすものとなろう。 

  ・ 防災訓練の日を登校日として設定し、地域行事に中学生の積極的な参

加を進めてきた中学校の取組みは評価したい。当初、受け止め側のばら

つきは見られたものの、回数を重ねるごとに内容的に充実していくこと

が期待できる。 

    地域の活性化に大きく寄与してくれることを願う。 

   

 d 次代を担う青少年の健全育成について 

  放課後子ども教室は、年々、その規模や内容が充実してきており、新たに

三保小学校でも開設することができた。今後は、他の曜日の開設等も視野に、

事業内容や組織の一層の充実を期待する。 

 

Ⅱ 生涯学習・生涯スポーツ・文化活動の推進 

 a 生涯学習の充実について 

  ・ 社会教育委員会議では、平成２３年度から「家庭の教育力再生へのア

プローチ」というテーマのもと研究を進めてきた。その延長線上で２７

年度町教育委員会より諮問を受け、２年間の調査結果をまとめた成果を

昨年度末答申した。この間の社会教育委員会議の取組みについては大い

に評価したいし、答申の趣旨を受け止め、ぜひ具現化に向けて様々な方

策の検討を進めてほしい。 

  ・ 町文化団体の活動は、毎年活発に展開されており、その歴史も３５年

を数える。町民の文化活動に対するニーズの多様化と会員の高齢化が進

む中、次の世代へどのように継承していくのか、いわば転換点にあるも

のと考える。町当局の支援が切に期待される。 
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 b 生涯スポーツの充実について 

  ・ 健康スポーツ大会は、年々その性格を変化させながら今日に至ってい

る。町民の大会に寄せる意識の多様化はあるものの、本来の大会の趣旨

や願いと現状のすり合わせをし、これからの方向性を改めて検討する必

要があるのではないだろうか。 

  ・ カヌーマラソン IN 丹沢湖も１６回目を数える。年々、新しい試み（Ｓ

ＵＰの導入等）にも取り組み、参加者の意欲も高める工夫もしてきた。

この間の工夫・努力により、「カヌーの町山北」というキャッチフレー

ズもすっかり定着をしてきているものと思われる。 

    関係機関との連携・協力に努め、一層の充実を期待したい。 

 

 c 文化活動の推進について 

  ・ ４週にわたる生涯学習センターフェスティバルは、多様な事業を展開

するとともに、町民の諸活動の発表の場としてもしっかり定着してきて

いる。町民のニーズを探り、幅広い世代への働きかけをとおし、町民文

化祭との関わりも検討しながら、さらに発展していくことを期待したい。 

  ・ ライブ・イン・山北は、事業開始から２０年間継続してきたことにま

ずもって敬意を表したい。実施に際しては、多くの方々の無償の協力の

もと、青少年の健全育成に大きく寄与してきたことを評価する。今後は、

内容等についても検討を進め、幅広い層に支持される事業として発展的

に展開されることを願いたい。 

  ・ 「鉄道遺産巡りバスツアー」が大変な盛況ぶりであったことは、町内

外において鉄道の歴史等に関心を寄せる方々が多いという証左である。

かつて鉄道の町として名を馳せた山北町が、Ｄ５２の復活を契機に、鉄

道遺産を保存しながら、どのように町づくりに生かしていくか、多様な

視点から検討が求められよう。今後の進展を注視したい。 

  

 人権尊重のまちづくりの推進 

a 人権尊重のまちづくりの推進について 

  人権講演会はこの間、町民の「人権」に対する関心の動向と、ニーズの多

様化により、担当者の大変な労苦にもかかわらず、参加者が期待するほど伸

びないという状況があるように伺われる。 

  これまでの講演会方式を続けるのであるならば、限られた予算の中でも講

師選定や周知方法を工夫し、１人でも多くの町民の関心を引き出すべく、検

討を深めていくことが必要ではないだろうか。  
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終わりに 

 

 少子高齢化が進行している。１０年２０年先の町の姿を考えると不安がいや

増してくるのは私たちだけであろうか。 

 さらに、社会の変化や価値観の多様化が進む中、地域にありながらも孤立す

る家庭や個人、子どもたちの姿が浮かんでくる。これらのことを思うにつけ、

家庭や地域の教育力の再構築は、喫緊の課題ではないかという思いを強くする。 

 昨今、子どもたちも、大人や社会の多様化に呼応するかの如く多様な表れを

見せてきている。いじめ、不登校の問題はもとより、様々な問題を抱える子ど

もたちの存在、さらに、最近では「子どもの貧困化」が大きな問題として取り

上げられるようになってきている。このことは、決して他人事ではなく、着実

に山北町においても進行している現実がある。まさに「子どもは社会の鏡」で

あるといえよう。 

 町民の地域や町への愛着の深さは「生まれ育った町において、いかに楽しく

充実した子ども時代を過ごすことができたか」という経験の積み重ねが大きな

要素になっているということをよく聞く。 

 今、学校・家庭・地域が一体となって、改めて子どもたちの豊かな生活を保

証することに努める時ではないだろうか。行政においても、三者の取り組みに

対し、物心両面にわたって支えていってほしいと切に願うものである。 

 子どもたちの充実した楽しい家庭、地域、学校生活を保証することが、地域

の、ひいては町の活性化につながることと信じて、今、その一歩を踏み出して

いきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年５月２９日       

 

 

評価者  小 西 澄 夫    

評価者  滝 本 小夜子    
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