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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２９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２９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。 



 5 

 

 

《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｡ 

 

 

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年と

し再任することができる。 

 

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 

○教育特区事業 

○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 

 

教育特区推進室 教育特区推進班 

 

生涯学習課   生涯学習スポーツ班 

生涯学習センター 

【平成２９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 

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２９年度山北町の教育」《抜粋》 

基本方針 

学校教育においては、次期学習指導要領において育成を目指す資質・能力で

ある３つの柱①生きてはたらく「知識・技能」の習得、②未知の状況に対応で

きる「思考力・判断力・表現力等」の育成、③「学びに向かう力・人間性等」

の涵養に沿ってアクティブ・ラーニングなどを推進し、さらなる指導力の向上

に努める。また、安全・安心な教育環境の整備や国際理解教育、環境教育の推

進など、教育活動を充実させるとともに、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。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）こども園・保育園との連携 

（6）家庭・地域との連携 

（7）幼稚園・保育園・こども園合同研究の推進 

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）地域を生かした教育の充実 

（6）健康・安全教育と食育指導の充実 

（7）児童・生徒指導の充実 

（8）支援教育の充実 

（9）キャリア教育の充実 

（10）国際理解教育の推進 

（11）読書活動の推進 

（12）情報化に対応した教育の推進 

（13）環境教育の推進 

（14）幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校・高等学校の交流教育の推 

   進 

（15）学校・家庭・地域の連携の推進 

３ 教育特区事業の推進 

（１）認可校の学校経営及び教育課程の指導、監督 

（２）私立学校審議会による点検、評価活動 

 

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 
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・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 

（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 

 ・日本山岳修験学会山北・丹沢学術大会の開催（１０月６～８日） 

 ・山北のお峯入り公開公演（１０月８日） 

（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３１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 

４/２５ 山北町立小学校及び中学校学校評議員の委嘱について 

山北町立生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

 

協議会 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 

2017 年度における公正な教科書採択のための提言（要望書）について 

チャレンジデー２０１７について 

日本山岳修験学会山北・丹沢学術大会について 

 

臨時会 ５/１５ 山北町私立学校審議会設置条例の一部を改正する条例の制定について 

山北町教育委員会事務局及び教育機関の組織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 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 

教育特区の進捗状況について 

 

 

第５回 

定例会 

５/２９ 平成２８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 

 

 

協議会 平成２８年度山北町教育委員会点検・評価報告書（案）について 

教育特区の認定について 

学校訪問Ⅰ日程について 

山北町カヌー体験教室について 

第５０回山北町球技大会について 

第３６回山北町青少年健全育成大会について 

第１７回カヌーマラソン IN 丹沢湖について 

 

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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第６回 

定例会 

6/２６ 平成２９年度山北町育英奨学生の決定について 

平成２９年度山北町教育委員会表彰受賞者について 

 

 

協議会 学校事務職員の労働条件改善等に関する要望書について 

西郷さん掲載の道徳検定教科書の採択をお願いする要望書 

道徳の教科化に反対する意見書 

チャレンジデー２０１７の結果について 

第５０回山北町球技大会結果について 

平成２９年度「少年の主張」作文審査結果について 

第６６回足柄上郡総合体育大会について 

第３９回丹沢湖ハーフマラソン大会について 

 

臨時会 ７/２１ 平成３０・３１年度使用小学校用「特別の教科 道徳」の教科用図書の採

択について 

 

 

第７回 

定例会 

７/２７ 平成３０・３１年度使用小学校用「特別の教科 道徳」の教科用図書の採

択について 

平成３０年度使用小学校用教科用図書の採択について 

平成３０年度使用中学校用教科用図書の採択について 

 

協議会 第３６回山北町青少年健全育成大会の結果について 

第６０回山北町親睦ゴルフ大会の結果について 

第１７回カヌーマラソン IN 丹沢湖の結果について 

第２回山北町長杯パークゴルフ大会について 

平成２９年度夏の星座教室について 

平成２９年度野外活動研修会「わくわく自然教室」について 

 

 

第８回 

定例会 

８/２８  

協議会 鹿島山北高等学校の設置許可に関する審議会答申について 

第６６回足柄上郡総合体育大会結果について 

第１５回やまきた健康スポーツ大会について 

 

第９回 

定例会 

9/２１ 山北町教育委員会委員の選任について 

 

 

協議会 山北体育館について 

山北のお峯入りについて 

第３８回日本山岳修験学会山北・丹沢学術大会について 
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第１０回 

定例会 

１０/２４  

協議会 総合教育会議について 

学校・園行事等担当教育委員について 

学校訪問について 

平成２９年度山北町民文化祭について 

第１５回やまきた健康スポーツ大会の結果について 

第３９回丹沢湖ハーフマラソン大会参加申込状況について 

 

第１１回 

定例会 

１１/１３ 山北町立小学校及び中学校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 

山北町教育支援委員会要綱の一部を改正する要綱の制定について 

 

協議会 平成２９年度山北町人権講演会について 

第２１回「ライブ・イン・山北」について 

 

第１２回 

定例会 

１２/２１ 山北町いじめ防止基本方針の改定について 

 

協議会 第３９回丹沢湖ハーフマラソン大会の結果について 

平成３０年山北町成人式について 

ライブ・イン・山北について 

 

第１回 

定例会 

１/１８ 山北町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費認定要綱の制定について 

山北町立三保小学校学校施設の鹿島山北高等学校の使用に係る取扱要綱

の制定について 

 

協議会 教育委員会会議録の町ホームページへの公開について 

鹿島山北高等学校の学則変更認可及びスクーリング実施予定について 

平成２９年度山北町文化財講座について 

山北つぶらの公園と山城めぐりバスツアーについて 

平成２９年度冬の星座教室について 

平成２９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 山北体育館の設置及び運営に関する条例を廃止する条例の制定について 

山北町有施設使用条例の一部を改正する条例の制定について 

山北町教職員住宅使用条例を廃止する条例の制定について 

山北町立小学校及び中学校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 

平成３０年度山北町の教育基本方針の策定について 

平成３０年度当初予算案の概要（教育費）について 

協議会 平成２９年度山北町立幼稚園卒園式、小・中学校卒業式日程について 

平成２９年度山北町子ども議会について 

学校閉庁日の設定について 

第６３回山北町内一周駅伝競走大会について 

鉄道遺産巡りツアーについて 

第７２回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会の結果について 
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第３回 

定例会 

３/２９ 山北町立小学校及び中学校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 

山北町立山北児童館管理規則等の一部を改正する規則の制定について 

山北町教職員住宅条例施行規則を廃止する規則の制定について 

山北体育館の設置及び運営に関する条例施行規則を廃止する規則の制定

について 

山北町青少年指導員の委嘱について 

山北町スポーツ推進委員の委嘱について 

山北町立小中学校経営支援会議組織運営規程の制定について 

山北町立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱の制定について 

山北町放課後子ども教室推進事業実施要綱の制定について 

平成３０年度（平成 2９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 平成３０年度山北の教育基本方針重点施策について 

平成２９年度山北町教育委員会点検・評価報告書（素案）について 

平成３０年度入園式・入学式について 

第７２回足柄上地区一周駅伝競走大会の結果について 

第６３回山北町内一周駅伝競走大会の結果について 

第６１回山北町親睦ゴルフ大会について 

（審議事項等の内訳）          

・例規等の制定、改廃案件    ２１件 

・人事案件            ５件 

・決定、採択案件         ９件 

・その他協議会審議報告    ５９件 

 

  

（学校訪問） 
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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・小中学校の園児・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 

学校訪問 

町教育研究会総会 

山北町教育特区認可 

神奈川県市町村教育長会議 

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201７ 

教育委員会だより① 

山北町教育特区認定 

神奈川県町村教育長会幹事会・総会 

足柄上地区教育長会議 

西湘地区教育長協議会 

西湘地区教育委員会連合会役員会 

全国町村教育長会議総会・研究会 

足柄上郡教育委員会協議会 

教科用図書足柄上採択地区協議会 

関東甲信越静教育委員会連合会総会 

６月 球技大会 

第１回私立学校審議会 

青少年健全育成大会 

学校訪問 

 

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 町民ゴルフ大会 

第２回私立学校審議会 

カヌーマラソン IN 丹沢湖 

人権教育啓発推進協議会 

教科用図書採択勉強会 

生涯学習推進協議会 

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 

教科用図書足柄上採択地区採択検討会 

教科用図書足柄上採択地区協議会 

足柄上郡総合体育大会 

 

８月 第３回私立学校審議会 

通信制高等学校設置認可証交付式 

こどもコンサート 201７ 

町教育研究会講演会 

鹿島山北高等学校地域説明会 

足柄上地区教育長会議 

西湘地区教育講演会 

西湘地区教育委員会連合会役員会 

９月 鹿島山北高等学校開校 

総合防災訓練 

三保幼小合同運動会 

岸幼稚園運動会 

町長杯パークゴルフ大会 

教育委員会だより② 

足柄上地区教育長会議 

県西地区市町教育長会議 

神奈川県町村教育長会幹事会・総会 

 

（２）教育委員会議以外の活動状況 
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10 月 山北のお峯入り 

やまきた健康スポーツ大会 

山北中学校文化祭 

三保幼小合同音楽発表会 

足柄上郡小学校連合体育大会 

足柄上地区教育長会議 

神奈川県市町村教育委員会連合会総会 

11 月 町民文化祭 

学校訪問 

丹沢湖ハーフマラソン大会 

第４回私立学校審議会 

教育委員会だより③ 

 

神奈川県市町村教育長連合会幹事会・総会 

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 

生涯学習プラン策定委員会 

 

足柄上地区教育長会議 

１月 成人式 

教育委員会だより④ 

神奈川県町村教育長会研究会 

足柄上地区教育長会議 

 

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 

生涯学習プラン策定委員会 

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 

岸・三保幼稚園卒園式 

小学校・中学校卒業式 

教職員・町職員辞令交付式 

教育委員会だより⑤ 

 

（各種事業等の内訳） 

・学校訪問             ３回 

・各種イベント（町、学校等）   ３４回 

           

・研究会、研修会、説明会      ５回 

・その他協議会等         ３８回 

 

 

  

（チャレンジデー2017） 
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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 

毎月定例会を開催し、必要に応じて臨時

会を開催している。会議の終わりに次回

以降の開催日時を決めて、委員全員が出

席できるようにしている。開催時刻の決

定には柔軟に対応することにより、議論

ができる時間を確保している。 

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 

各機関からの情報は、積極的に提供する

ようにしている。国や県等から送付され

る多くの情報から必要な情報を選び出す

ことが課題となっている。園・学校の情

報は常に提供している。 

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、協議会では、自由に発言を交わ

せる雰囲気づくりに取り組んでおり、活

発な意見交換の場となっている。必要に

応じ、問題点、疑問点等について、協議

をとおして意見交換をした。 

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 

教育大綱に沿った教育基本方針重点施策

を検討し、具現化に努力している。年２

回開催される山北町総合教育会議では、

町長と活発に意見交換をし、具現化への

一助となっている。 

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。 

 Ｂ 

園・学校訪問を年２回実施し、授業等を

参観し、教職員との意見交換の場を設け

て学校等の現状把握に努めている。今後

は幼保連携型こども園のやまきたこども

園等への訪問について、検討する。 

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。 

 

Ａ 

教育委員会だよりを年５回発行し、全世

帯に配付し、教育委員会活動や園・学校

の取組み等を周知広報している。 
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 平成２９年度に取り組んだ事業の中から１８事業を抽出し、成果、実績

及び課題の整理を行い、自己評価します。 

 

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：こども研究会の実施 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

講師を招聘し、就学前カ

リキュラムに基づいた

実践について、幼・保・

こ合同で研究を行った。 

全員による研究になった

ことにより、研究に取り

組む意義と成果を共通理

解することができた。 

Ａ 

今後は研究の精度をあ

げることで、個々の教

師の意識と指導力の向

上を図っていくことが

求められる。 

 

施策事業：教育相談の実施 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

不安や相談を抱える保

護者には早めに声をか

け、教育委員会と園・学

校が連携して相談や参

観を行った。 

直接話をすること、実際

に見てもらうことを重視

し、細やかな初期対応を

心がけたことにより、早

期解決につながった。 

Ｂ 

不安や不満を抱える保

護者が増加するなか

で、相談時間の確保と

他機関との連携が求め

られている。 

 

b 小学校・中学校教育の充実 

施策事業：豊かな学びの支援事業 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

小・中共通の講師を招聘

し、９年間を見通した学

びについて理解を深め

た。推進委員会を年３回

実施し、町全体の実態に

基づいた研究を進めた。 

意欲的に学びに取り組む

児童・生徒の姿がみられ、

自己有用感の高まりが感

じられた。異校種間交流

により、研究会のあり方

に変化がみられた。 

Ａ 

２年間の取組を経て、

個々の学校の課題が見

えてきたため、次年度

は町全体の取組から、

学校ごとの取組へ重点

を移行していく。 

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たりして

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 
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施策事業：ＩＣＴ教育の整備 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

三保小学校と山北中学

校に児童生徒用のタブ

レット型パソコン、ノー

ト型パソコンを導入し

た。 

児童・生徒二人に一台の

割合でパソコンが行き渡

り、充実した指導ができ

るようになった。 

Ｂ 

新学習要領の実施に向

けた更なる整備と教職

員のスキルアップが求

められる。 

 

施策事業：就学援助費の支給 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

要保護、準要保護世帯に

対し、就学に必要な学用

品や給食等の費用を援

助した。 

広報、ホームページでの

周知に加え、小・中学校

を通じて児童・生徒の全

家庭に通知を配付した。

また、新入学用品費の援

助については、今年度か

ら入学前に支給できるよ

うにした。 

Ａ 

新入学用品費の就学前

支給と所得要件の緩和

をしたが、今後も社会

情勢等勘案して要綱の

見直しをする。 

 

施策事業：給食調理の委託 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

給食の安定的な提供の

ため、9 月から調理を民

間委託にした。また、委

託に際し、教職員、保護

者に対し、委託の内容に

ついて周知を図った。 

今までの臨時の給食調理

員がそのまま受託した民

間会社に移籍したため、

スムーズに委託へ移行で

きた。 

Ａ 

安定的な給食の提供の

ため、単年度契約とし

ていた委託契約を複数

年で結ぶようにする。 

 

ｃ 次代を担う青少年の健全育成 

施策事業：星座教室（夏・冬） 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

学識のある教諭に講師

を依頼し、夏はぐみの木

近隣公園、冬は㈱トヤマ

を会場として星座教室

を開催した。 

夏・冬あわせて 57 名の

参加申込みがあり、夏に

ついては悪天候により生

涯学習センター室内での

開催となったが、冬は好

天の中、企業の協力もあ

り貴重な体験ができた。 

Ｂ 

人気のあるイベントで

あるが、天候により会

場や内容の変更が必要

なため、継続するには

天体観測室を有する㈱

トヤマへの協力依頼が

今後も必要である。 
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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：生涯学習推進プランの改訂 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

山北町第 5 次総合計画

と整合を図り、山北町教

育大綱を上位計画に位

置付けた生涯学習推進

プランの改訂版を策定

した。 

策定にあたり、関係者・

有識者からなる策定委員

会を 4 回開催し、パブリ

ックコメントを経て年度

末に完成した。 

Ｂ 

生涯学習推進プランの

中にもうたわれてい

る、平成 16 年度に策

定した生涯スポーツ推

進プランの改訂作業を

進める。 

 

施策事業：やまぶき学級 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

山北町と教育委員会、社

会福祉協議会が主催す

る、6 回シリーズの学習

講座を「やまぶき学級」

として開催した。 

現代的な問題として「認

知症」や「悪質商法」、

あるいは「大道芸」とい

った多種多様の課題に取

り組み 73 名（6 回計

327名）の参加者を得た。 

Ｂ 

生涯学習活動のきっか

けづくり、生きがいづ

くりに貢献できたかを

検証するとともに、内

容の充実を図ってい

く。 

 

施策事業：サマースクール・スプリングスクール 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

娯楽・科学・料理・キャ

リア・芸術・趣味など

様々な分野において、サ

マースクールとして10

教室、スプリングスクー

ルとして 4 教室を開催

した。 

年々参加者も増えてお

り、サマースクールに計

218 名、スプリングスク

ールに計 88 名の参加が

あり、中でも、スプリン

グスクールに小学校副読

本を活用した「歴史教室」

を初めて取り入れ、郷土

学習に取り組んだ。 

Ａ 

小・中学生の参加を増

やすため、目的やニー

ズを掌握し、それらに

対応した内容や開催時

期、期間の検討が必要

である。 
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 b 生涯スポーツの充実 

施策事業：チャレンジデー２０１７ 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

今回で 3 回目の開催と

なるチャレンジデーは、

対戦相手の和歌山県上

富田町と、和やかな雰囲

気の中で実施した。 

オープニングセレモニー

から実行委員会イベン

ト、同時開催イベント、

ファイナルイベントま

で、様々な団体や企業な

どにご協力いただいた

が、前年を下回る 53.7％

の参加率で金メダルを獲

得できなかった。 

Ｂ 

チャレンジデーを開催

することにより、運

動・スポーツの習慣化

や健康づくりの推進に

直接結びつくための取

組の検討が必要と思わ

れる。 

 

施策事業：丹沢湖ハーフマラソン大会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

懸案事項であった 3 ㎞

及び 6 ㎞コースを廃止

し、5 ㎞コースを復活さ

せて開催した。第 39 回

目を迎えた大会当日は、

晴天に恵まれ丹沢湖の

秋を満喫できたと思わ

れる。 

参加申込者数が3362名

と前年に比べ減少した。

アンケートやインターネ

ットの評価によると、大

会運営や景観については

評価されているが、交通

渋滞が永年の課題となっ

ている。 

Ｃ 

第 40 回記念大会を機

に、交通渋滞解消策や、

県内の競合する大会へ

の対応策を打ち出し、

参加者数向上に向けた

取組が必要であると思

われる。また、駐車場

の確保にも限界が見ら

れる。 

 

施策事業： 町親睦ゴルフ大会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

第 60 回記念大会とし

て計画し、ゴルフ場の理

解もあり、休日（日曜日）

に開催することができ

た。 

１２０名の定員を大幅に

超える 141 名の参加申

込があり、協議の結果全

員を受け入れることがで

きた。また、これまでの

積立により、第 60 回大

会記念品も参加者全員に

配付した。 

Ａ 

ゴルフ愛好者の高年齢

化が進んでいるように

思われる。今後も参加

者層の動向を見なが

ら、休日（土・日）開

催を継続していく。 
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 c 文化活動の推進 

施策事業：山北のお峯入り、日本山岳修験学会山北・丹沢学術大会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

5 年ぶりに開催した山

北のお峯入りの公演に

合わせ、日本山岳修験学

会山北・丹沢学術大会が

実行委員会により開催

された。 

お峯入りの公演前々日か

ら学術大会を開催し、全

国各地から学会会員など

105 名の参加者と 101

名の一般参加者を得た。

また、山北のお峯入り当

日には、役場駐車場・神

明社、合わせて約 2000

名の観覧者が集結した。 

Ａ 

山北のお峯入りの後継

者不足や資金の調達が

課題と思われるため、

国指定重要無形民俗文

化財として国や県に働

きかけていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策事業：山北町文化財講座特別編 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

町内小学校児童に配付

した副読本「歴史・文化

から学ぶわたしたちの

山北」をテーマにした一

般向けの文化財講座を、

3 回シリーズで開催し

た。 

定員 40 名の申込みがあ

った。それぞれ文化財保

護委員 3 名に講師を務め

ていただき、3 回すべて

受講された参加者 22 名

には修了証を手渡した。 

Ｂ 

文化財の保護・継承の

ためにも、より広く継

続的に実施するため、

対象者を明確にし、

小・中学生などにも幅

広く周知するなどの工

夫が必要と思われる。 

 

 

 

 

（山北のお峯入り） 
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施策事業：山北つぶらの公園と山城めぐりツアー 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

県西土木事務所との共

催により、県立山北つぶ

らの公園内にある砦跡

や城跡をめぐる「山北つ

ぶらの公園と山城めぐ

りバスツアー」を開催し

た。 

参加者を県内に広く公募

したところ、定員 40 名

に対し約 200 名の申込

みがあり、抽選で参加者

を決定した。また、参加

希望者が多かったため、

次年度開催を計画した。 

Ａ 

山北の名所を広く周知

するためにも、県の関

係機関と連携し継続す

る必要がある。また、

新東名高速道路建設に

合わせ、該当箇所を整

備し継承していく。 

 

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 

ドリアン助川氏による

「私たちはなぜ生まれ

てきたのか？」をテーマ

に、人権講演会を生涯学

習センターで開催した。 

広く正しく理解されてい

ない、ハンセン病患者や

快復者の人生をとおした

差別や偏見について、元

患者の立場に立った話を

具体的にされ、人権・命

の尊さを再認識できる機

会となった。182 名の参

加を得た。 

Ｂ 

関連事業として、やま

きたシアターで「あん」

を上映したが、今後も

他のイベントと関連付

けるなど、広く多くの

町民に聴講してもらう

ための検討が必要であ

る。 

 

Ⅳ 教育特区事業 

施策事業：鹿島山北高等学校の開校 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

月１回のペースでスク

ーリングを３泊４日で

実施した。宿泊は、町内

の旅館を活用した。 

宿泊施設と学校、地域施

設の往復をスクールバス

で運行した。カヌー体験、

自然体験、バーベキュー

等野外活動は生徒の自立

支援や地域の活性化につ

ながった。 

Ａ 

自然体験と地域交流が

さらに図られるような

地域密着型の授業や活

動を検討・構築してつ

なげていく。 
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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、山北町教育委員会及び

教育委員会事務局の活動状況についての点検及び評価の検証をし、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。会議においては事務局からの資料や情報をもとに教育長の議事進行

により、活発な意見交換や議論がなされている。また、町長が参加する年２回

の山北町総合教育会議によるスピーディーな教育方針の具現化を評価したい。 

 

（２）教育委員会議以外の現状について 

委員一人ひとりが園・学校訪問し、意見交換等により現状把握に努めている。

また、教育委員会だよりの町内全戸配布は活動内容等の理解に大いに役立って

いる。さらなる継続及び内容の充実が期待される。 

近隣の教育委員会等との交流による情報収集や共有に努めている。 

 

 

 

 

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 

・ 月１回の全員によるこども研究会の実施により、個々の教師の意識や指

導力向上を図っている。今後は研究の精度向上による成果を期待したい。 

・ 保護者からの教育相談については園・学校と連携し、その都度より細や

かな初期対応による早期解決をさらに心がけてほしい。 

 

 b 小学校・中学校教育の充実について  

・ 足柄上郡研究発表会にて、町全体の実態に基づいた山北中学校の２年間

の取組みを発表した。今後、研究することにより見えてきた学校ごとの課

題への取組みを期待しながらも注視していきたい。 

・ ⅠＣＴ教育については、ハードの整備から、今後はソフト面の対応につ

いての充実が必要と思われる。       

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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・ 就学援助費の支給の対応（前倒し等）は新入学世帯にとっては非常に有

難いことだと思う。今後もこのようなきめ細かい保護者の立場に立った対

応をお願いしたい。 

・ 給食調理の９月からの民間委託が関連部署との十分な調整により問題な

くスムーズに移行されたことは大変素晴らしい。当面は関係機関と密な連

携を図りながら万全を期してほしい。 

 

 c 次代を担う青少年の健全育成について 

   星座教室が企業の協力を得て、実施できた。 

今後は継続活動の観点から、天候や実施場所等の課題への対応を検討し

ていただきたい。 

 

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 

・ 生涯学習推進プランの改訂版を４回の策定委員会により完成した。また、

平成１６年度作成の生涯スポーツ推進プランの改訂作業を平成３０年度

進める。今後は改訂版の着実な実行を期待する。 

・ やまぶき学級はその身近な講座内容に多くの参加者を得ている。今後も

内容をより充実させ、継続することを期待する。 

・ サマースクールとスプリングスクールを合わせて、１０教室を開催し多

くの児童が参加した。今後も参加希望者の増えるような教室の内容を充実

させてほしい。 

 

 b 生涯スポーツの充実 

・ チャレンジデー２０１７は参加率 53.7％で銀メダルを獲得した。金メ

ダルを取るために自治会及び各団体等と協力し、全員参加の実施及び報告

の仕組み作りを検討する必要があると思われる。 

・ 丹沢湖ハーフマラソン大会は昨年より参加人数が減となった。大会運営

や環境の現状把握・課題を整理し、適切な開催方法や対応を検討する必要

がある。 

・ 町親睦ゴルフ大会は休日開催により定員を大幅に超える参加申し込みが

あった。参加者の要望にできるだけ沿った大会の運営が望まれる。 

 

 c 文化活動の推進 

・ ５年ぶりのお峯入りと併せて日本山岳修験学会学術大会が開催され、多

くの参加者を得た。お峯入りの継続については、いくつもの課題を抱えな
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がらの存続であるが山北町の宝として、多方面の協力を得ながら、町の最

大限のバックアップを希望する。 

・ 山北町文化財講座は小学生の副読本「歴史文化から学ぶわたしたちの山

北」の内容を一般向けに３回シリ―ズで開催した。講師は文化財保護委員

３名が務めた。山北の歴史という身近な内容のため、受講者の反応は良か

った。郷土の歴史を広く周知するために様々な機会を捉えて、拡大実施す

ることが望まれる。 

・ 山北つぶらの公園と山城めぐりツアーを県西土木事務所と共催で開催し

た。県内の公募で多くの申込があり、抽選で参加者を決定した。そのため、

次年度開催を計画している。今後、新たなツアー箇所による山北の観光Ｐ

Ｒを兼ねた開催を期待する。 

 

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 

   ハンセン病患者や快復者の人生をとおした差別や偏見について、ドリア

ン助川氏が「私たちはなぜ生まれてきたのか？」をテーマで講演を行った。

人権・命の尊さを再認識できる機会を参加者１８２名が得たと確信する。

今後は、講演内容及び講師の事前ＰＲや各層・各団体への声かけを行い、

一人でも多くの町民が参加することを希望する。 

 

Ⅳ 教育特区事業 

  山北町が特区申請し、鹿島山北高等学校が開校した。月１回のペースで町

内宿泊によるスクーリングを実施し、生徒の自立支援や地域の活性化につな

がっている。さらなる山北という地域を生かした授業や活動を充実させてい

くことを願っている。 

 

終わりに

山北町の人口は、毎年確実に減少し続けている。同時に少子高齢化も進んで

いる。そんな中では地域の子ども会が廃止となり、今は老人会が同様の動きを

見せている。要因は様々あるのだが子どもや老人がいなくなった訳ではない。

要因の一つは役員を受ける人がいないことだそうである。 

また、地域の要である自治会においても未加入世帯が増え、年々組織率が低

下している。（新規世帯の未加入、独居老人世帯、老人ホーム等への転居等）

上記の対応として、組織の統廃合等をしているが先は見えている。以前と比べ

て、地域の人や児童・生徒が日常生活の中で縦横のつながりが薄くなっている

のは常に感じることである。 
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しかし、全く関心も興味もないかというとそうでもなく、地域の夏祭りや道

祖神祭・どんど焼き等には親子等で参加している。また、最近では中学校の協

力により、生徒が地域防災訓練に参加し、一翼を担っている。 

上記は、スマホやゲームに熱中している子どもも参加している。 

このように地域、児童・生徒、家庭、学校等も繋がりを強くし、歴史・文化・

芸術・スポーツ等の切り口で全員参加や特定の層をターゲットにした活動（川

村囃子、お峯入り、郷土の歴史、各スポーツ、介護・道徳教育、農作業、森林

作業、町特産品の活用、各地区の祭りや神事、各団体のイベント等）を積極的

に町がフォローし、支えていく。そこに特色ある活動、特色ある教育の実現に

よる町の活性化や郷土愛、地元愛が生まれるのではないだろうか。 

地域の老若男女が集まる、集まれる場所の確保がなければ、地域の強固な繋

がりは望めない。顔と顔を合わせ、お互いが認識できる間柄にならなければ、

明日への未来は広がらないし、各自が広げるように歩まなければならないと感

じた。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年５月２４日       

 

 

評価者  滝本 小夜子   

評価者  武  昭好  
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