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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) 



 3 

 

 

 

  

  

 

（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３０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３０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｡ 

 

 

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３０年度教育委員会の機構図】 

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３０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 社会教育（生涯学習）事業 

（1）社会教育（生涯学習）推進事業 

①山北町生涯学習推進プランの推進 

②社会教育指導員の設置 

③社会教育委員会議の設置・開催 

④生涯学習推進協議会の設置・開催 

⑤教室、講座、講習会等の開催 

⑥生涯学習情報の提供 

⑦社会教育関係団体の支援 

（2）文化財の保護、継承、整備事業 

 ①文化財保護委員会の設置、開催 
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 ②指定文化財・天然記念物等の保護、継承 

 ③文化財講座等の開催 

 ④古民具の保存 

 ⑤無形文化財継承団体等の支援 

 ⑥河村城跡史跡整備の推進 

 ⑦歴史資料の活用 

（3）人権啓発事業 

 ①人権啓発活動の推進 

（4）青少年健全育成事業 

 ①青少年指導員（協議会）の設置、開催 

 ②青少年健全育成大会等の開催 

 ③青少年健全育成活動への支援 

 ④青少年の指導・育成・保護等 

 ⑤成人式の開催 

（5）子ども子育て支援事業 

 ①個性の伸長と夢を育む学級・講座等の開催 

②放課後子ども総合プランの推進 

（6）生涯スポーツ・社会体育推進事業 

 ①スポーツ推進委員（協議会）の設置、開催 

 ②各種スポーツ大会等の開催 

 ③スポーツ関係団体等の支援 

④カヌーのまちづくり推進事業 

⑤社会体育施設の維持・管理 

 ⑥生涯スポーツ推進プランの改訂 

 ⑦山北町チャレンジデーの開催 

（7）生涯学習センター活動推進事業 

 ①生涯学習センターの利用促進 

 ②図書室の充実、図書活動の推進 

 ③生涯学習センター事業の開催 

 ④生涯学習センター通信の発行（年 12 回） 
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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」１回の合計１３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 

４/２４ 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一部

を改正する規則の制定について 

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 

山北町生涯スポーツ推進プラン策定委員会設置要綱の制定について 

協議会 山北町社会教育委員会「中間報告」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年度山北町の教育基本方針重点施策（社会教育）について 

平成３０年度山北町放課後子ども教室（夏休み）実施要領について 

チャレンジデー２０１８について 

２０１８年度における公正な教科書採択のために（要望書）について 

臨 時 

協議会 

５/１４ 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 

 

第５回 

定例会 

５/２４ 平成２９年度山北町教育委員会点検・評価報告書について 

 

協議会 平成２９年度山北町教育委員会点検・評価報告書（案）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５１回山北町球技大会について 

第３７回山北町青少年健全育成大会について 

平成３０年度山北つぶらの公園と山城めぐりバスツアーについて 

第１８回カヌーマラソン IN 丹沢湖について 

山北町教育委員会表彰について 

第６回 

定例会 

6/２１ 平成３０年度山北町育英奨学生の決定について 

平成３０年度山北町教育委員会表彰受賞者について 

協議会 町営清水（旧清水小）プールについて 

平成３０年度少年の主張作文審査結果について 

チャレンジデー２０１８の結果について 

平成３０年度夏の星座教室について 

第４０回丹沢湖ハーフマラソン大会について 

第５１回山北町球技大会結果について 

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７回 

定例会 

７/２３ 平成３１・３２年度使用中学校用「特別の教科 道徳」の教科用図書の採

択について 

平成３１年度使用小学校用教科用図書の採択について 

平成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３１年度使用中学校用教科用図書の採択について 

 

協議会 山北町立学校に係る部活動の方針について 

第１８回カヌーマラソン IN 丹沢湖の結果について 

平成３０年度野外活動研修会「わくわく自然教室」について 

第３回山北町長杯パークゴルフ大会について 

 

臨時会 ７/２６ 平成３１・３２年度使用中学校用「特別の教科 道徳」の教科用図書の採

択について 

平成３１年度使用小学校用教科用図書の採択について 

 

第８回 

定例会 

８/２３ 山北町立学校に係る部活動の方針について 

協議会 第６７回足柄上郡総合体育大会結果について 

平成３０年度やまぶき学級について 

第１６回やまきた健康スポーツ大会について 

平成３０年度鉄道遺産巡りツアーについて 

 

第９回 

定例会 

9/１９  

 

協議会 山北町生涯スポーツ推進プラン策定について 

 

第１０回 

定例会 

１０/２４  

協議会 総合教育会議について 

学校訪問について 

第１６回やまきた健康スポーツ大会の結果について 

平成３０年度山北町民文化祭について 

平成３０年度乳幼児家庭教育学級について 

第４０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 

１１/１９  

 

協議会 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改正について 

山北体育館解体工事について 

平成３０年度山北町人権講演会について 

第２２回「ライブ・イン・山北」について 

平成３１年度のゴールデンウイーク中の生涯学習センター休館日につい

て 
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第１２回 

定例会 

１２/１４ 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 

町指定天然記念物現状変更等の承認について 

山北町立小学校及び中学校の区域外就学の指定に関する規程の一部を改

正する規程の制定について 

協議会 第４０回丹沢湖ハーフマラソン大会の結果について 

平成３１年山北町成人式について 

第１回 

定例会 

１/２３ 山北町特別支援教育就学奨励費交付要綱の制定について 

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一部を改正す

る要綱の制定について 

協議会 学校運営協議会について 

冬の星座教室について 

平成３０年度山北町生涯学習センターフェスティバルについて 

平成３０年度山北町文化財講座について 

第２回 

定例会 

２/２２ 山北町学校運営協議会規則の制定について 

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３１年度山北町の教育基本方針の策定について 

山北町体育施設建設検討委員会設置要綱の制定について 

平成３１年度当初予算案の概要（教育費）について 

協議会 平成３０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３０年度山北町子ども議会について 

第７３回足柄上地区一周駅伝競走大会の結果について 

第７３回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会の結果について 

第６４回山北町内一周駅伝競走大会について 

川村小学校放課後子ども教室について 

河村城展望あずまや完成記念式典について 

第３回 

定例会 

３/２７ 平成３１年度山北町の教育方針の策定について 

山北町社会教育委員の委嘱について 

山北町文化財保護委員の委嘱について 

平成３１年度（平成３０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年度山北町教育委員会点検・評価報告書（素案）について 

平成３１年度入園式・入学式について 

第６４回山北町内一周駅伝競走大会の結果について 

第６２回山北町親睦ゴルフ大会について 

社会教育委員会議への諮問について 

（審議事項等の内訳）          

・例規等の制定、改廃案件    １０件 

・人事案件            ５件 

・決定、採択案件        １４件 

・その他協議会審議報告     ５９件 
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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 

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 

足柄上地区教育長会議 

５月 川村小学校運動会 

チャレンジデー201８ 

教育委員会だより① 

 

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 

西湘地区教育委員会連合会総会 

６月 山北中学校体育祭 

球技大会 

私立学校審議会 

青少年健全育成大会 

学校訪問 

足柄上地区教育長会議 

７月 教育委員会表彰式 

カヌーマラソン IN 丹沢湖 

県西地区市町教育長会議 

足柄上地区教育長会議 

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 こどもコンサート 201８ 

町教育研究会講演会 

交通安全通学路合同点検 

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 総合防災訓練 

スポーツ推進プラン策定委員会 

三保幼小合同運動会 

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 

 

10 月 岸幼稚園運動会 

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 

神奈川県町村教育長会幹事会・総会 

神奈川県市町村教育委員会連合会研修会 

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 

学校訪問 

丹沢湖ハーフマラソン大会 

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 

足柄上地区教育長会議 

西湘地区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 

私立学校審議会 

ライブ・イン・山北２０１８ 

生涯スポーツ推進プラン策定委員会 

 

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修会 

足柄上地区教育長会議 

県西地区市町教育長会議 

 

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 

生涯スポーツ推進プラン策定委員会 

 

神奈川県市町村教育長会議 

総合教育会議 

足柄上地区教育長会議 

 

３月 町内一周駅伝競走大会 

岸幼稚園卒園式 

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 

足柄上地区教育長会議 

総合教育会議 

（各種事業等の内訳） 

・学校訪問             ３回 

・各種イベント（町、学校等）   ３１回 

           

・研究会、研修会、説明会      ５回 

・その他協議会等         ４１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（世附百万遍念仏） 
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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 

定例会を毎月開催し、必要が生じた場合

は臨時会を開催している。開催日時につ

いては、委員全員が出席できるように会

議の終わりに日程調整をしている。 

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 

各機関から提供される情報を積極的に提

供するようにしている。幼稚園や学校の

情報は積極的に提供している。 

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

せる雰囲気であり、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、意見交換の場を設定し

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。 

 

B 

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。また、平成３１

年３月に第２次山北町教育大綱を策定し

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。 

 
B 

年２回、園・学校訪問を実施し、授業等

を参観するとともに、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。 

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

帯に配付して、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。また、

各種連合会や協議会に積極的に参加し、

情報収集に努めている。 

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。 
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 平成３０年度に取り組んだ事業の中から１６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：こども研究会の拡大 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

幼稚園だけで行っていた

研究会に昨年はこども園、

30年度は保育園が研究会

に加わり、４園で公開保育

を行い町全体で研究を行

った。 

幼稚園だけで行っていた研

究会に昨年はこども園、30

年度は保育園が研究会に加

わり、４園で公開保育を行

い町全体で研究を行った。 

A 

各園の教育課程を見直す

とともに、2 年を経過し

た就学前カリキュラムに

ついても、再度検討する

必要性を感じている。 

 

施策事業： 支援教育の充実 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
担当者会議において、個別

の指導計画、支援計画につ

いて資料を基に説明し、学

校だけでなく園でも作成

する必要があることにつ

いて理解を求めた。 

園での支援計画の作成につ

いては取り組み途中であ

る。これにより支援が必要

な園児に対する支援のあり

方について、専門的な研修

を行っている。 

B 

多種多様な支援を必要と

する園児がいるため、職

員だけでなく、臨床心理

士や小田原養護学校教諭

等の専門的立場からの支

援を継続していく。 

 

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 
県学びづくり研究推進地

域の委託 3年目として、

学びづくり推進委員会を

年３回開催し、授業力向上

をめざして協議した。 

各校の実践を振り返るとと

もに、結果を分析し、共通

理解を図ることにより、授

業改善のヒントを見出すこ

とにつながった。山北町の

児童生徒の傾向をつかむう

えでも有効であった。 

B 

教師、児童生徒ともに、

全体的な変容・成長は感

じられるが、今後は客観

的な分析による、成果と

課題を整理していく。 

 

 

 

 

 

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※の整備と家庭学習支援 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
小中学校のパソコンに家

庭学習支援ソフトを導入

した。より活用を促すため

に、教職員に対する講習

や、保護者・児童向け講習

を開催した。 

導入するだけでなく講習を

実施し、期待できる効果を

教職員に実感してもらった

ことが活用促進につながっ

た。 

B 

ハード面の整備だけでな

く、活用状況を確認し、

より学校のニーズにあっ

た、システムを構築して

いく。 

 

施策事業：異校種間交流となめらかな接続 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

研究会の機会をとらえ、児

童・生徒の様子を相互に参

観して理解を深めた。また

日常的な情報交換も活発

になり、実態に合わせて柔

軟に交流を計画した。 

事前の交流（１３回実施）

により不安が解消され、期

待を高めて進学することが

できた。また、よい学びの

姿は継承され、積み重ねた

力が生かされて、相互によ

い効果を生んでいる。 

A 

交流の回数とともに、内

容についても振り返り、

三保地区のニーズにあっ

た意味のある交流を継続

させていく。 

 

施策事業：教育専任指導員の配置 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
教育専任指導員を新たに

配置し、研修機会の少な

い、若手教員、臨時的任用

職員、非常勤職員等の指導

を行うとともに、指導主事

の負担軽減を図った。 

ＯＪＴ※により経験の浅い

教員の課題に応じた研修を

行うことで、授業力向上に

つながった。また、業務分

担により、指導主事が重点

的な指導を行うことができ

た。 

A 

授業研究、若手教員育成

のため、積極的に学校支

援に出ていくと共に、人

材育成の視点で授業力向

上に努める。 

 

ｃ 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（夏休み拡大版） 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
初の試みとして、川村小、

三保小で夏休み中の３日

間開室した。通常のスタッ

フに、臨時学習アドバイザ

ーとして元教員３名を加

え、学習支援体制を拡充し

て実施した。 

児童を半数に分け、学習の

時間と遊びの時間を交互に

設け、川村小では述べ 227

名、三保小では述べ 27名

が参加した。 

B 

学習はプリントを用いた

自習方式としたが、臨時

学習アドバイザーの増員

や安全管理員も学習支援

に加わる等の体制づくり

が必要である。 

 

※ICT 教育…パソコンやタブレット端末、インターネットなどを活用した教育。 

※OJT…on the job training の略。職場で働きながら訓練すること。 
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施策事業：青少年問題協議会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
不定期開催であった青少

年問題協議会を「山北町い

じめ防止基本方針」の策定

を期に、いじめ問題対策会

議と合わせ開催した。 

協議会で取り上げる事案は

発生していないが、学校や

警察などとの情報交換を行

い、情報を共有することが

できた。 

A 

今後も、定期的な開催（年

１回）に向け、関係所管

課との調整を図っていく

必要がある。 

 

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：生涯学習活動モデル事業助成 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
生涯学習活動の推進を図

るため、活動を開始しよう

とする団体や新たな活動

に取り組もうとする団体

に最長３年間、助成金を交

付する事業で、本年度は２

年目の継続となる３団体

から申請があった。 

①子どもから大人まで幅広

い年代の会員が町内の自然

の中でカヌーを中心とした

野外活動を行う団体②熱気

球の原理を学ぶだけでな

く、実験や体験搭乗も行う

親子教室を開催する団体③

室内だけでなく野外での句

会や子ども向けの俳句教室

を開催する団体に助成し

た。 

B 

支援した団体が自立的に

活動を継続・発展させて

いる例もあるため、意欲

的な新規団体を支援でき

るように、助成事業を広

く周知する必要がある。 

 

施策事業：町民文化祭 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
生涯学習センターを会場

に、展示部門は 11 月２日

から３日間開催し、９４９

名の出品があった。芸能部

門は 11 月 11 日に開催

し、15 団体 252名が出

演した。 

展示部門の来場者は３日間

で述べ 1,511 名（前年比

277 名減）であったが、児

童・生徒の作品展示が増加

したため、出品者数は例年

の約 700 名を大きく上回

る結果となった。芸能部門

の来場者数は、前年とほぼ

同じ３００名だった。 

B 

町内で活動する個人及び

団体の生涯学習活動の発

表の場となっているが、

多くの団体が会員数の減

少や高齢化により存続・

発展の問題が生じてお

り、新規会員の獲得が課

題である。 
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 b 生涯スポーツの充実 

施策事業：生涯スポーツ推進プランの改訂 

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次総合計画及

び山北町教育大綱を上位

計画とし、国・県の計画を

参酌した、平成 31 年度か

ら 10 年間を計画期間と

する生涯スポーツ推進プ

ランの改訂版を策定した。 

課題であった改訂作業を

14 年ぶりに行った。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、３月に改訂版を発

行した。 

A 

今回の改訂により、10

年間の基本計画を示し、

生涯スポーツについて具

体的な目標を定めたの

で、目標達成に向けて事

業を推進していく必要が

ある。 

 

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 
ゲストランナーに岩本能

史氏、TOKYO GIRLS 

RUN のメンバー５名を迎

え、新規申込者の獲得を図

った。また、前大会までの

反省点を改善しながら、大

会運営に取り組んだ。 

昨年度大幅に減少した参加

申込者数は3,397名に微増

した。また、第 95回箱根

駅伝総合優勝を果たした東

海大学陸上競技部員が一般

参加申込者として参加し花

を添えた。 

B 

次回大会では東海大学陸

上競技部員をゲストに加

えるよう、調整を進めて

おり、他の大会と差別化

を図るような趣向を凝ら

し、以前のような 4,000

人規模の大会になるよう

運営に臨む。 

 

 c 文化活動の推進 

施策事業：鉄道遺産めぐりツアー 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
３年目となる本年度は初

めて 10 月 14 日のＤ52

フェスティバルと同日実

施とし、これまでの事前申

込制ではなく当日会場申

込制とした。 

定員 16 名、所要時間約１

時間のバスツアーを３回行

い、計 43 名の参加者があ

った。任意団体である「ご

てんば線元気づくり推進機

構」から、講師や受付など

人的な協力を得ることがで

きた。 

B 

毎年、実施方法を変えな

がらよりよい事業実施を

試みており、近年中に事

業自体を協力団体の主催

へとシフトさせるため

に、有料での実施などを

実験的に行い、事業効果

を検証していく。 

 

施策事業：河村城跡展望あずまや建築 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

平成 21 年度に策定した

河村城跡史跡整備中期基

本計画に則り、大庭郭に木

造１階建て、建築面積

28.98 ㎡の展望あずまや

１基を新築した。 

計画どおりに完成し、３月

16 日に開催した完成記念

式典には 85名の参加を得

たほか、新聞やタウン誌に

も記事が掲載された。 

B 

中期基本計画での整備は

概ね完了するため、後期

計画の策定について検討

する必要がある。 
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Ⅲ 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 
12月１日に作家の青木新

門氏を講師に迎え、「いの

ちのバトンタッチ～映画

「おくりびと」によせて

～」をテーマに講演会を開

催し、135 名の参加を得

た。 

映画「おくりびと」の原案

である講師著「納棺夫日記」

の内容や講師の納棺士とし

ての実体験をとおし、職業

差別や偏見について参加者

が学ぶ機会となった。また、

アンケート(回収率 67.4％)

の結果、とてもよかったが

９割、よかったが１割であ

ったことから、好評だった

と判断できる。 

B 

講師の認知度が参加者数

に影響を及ぼすと考えら

れるが、講演内容など周

知し、集客効果を高める

必要がある。また、様々

な情報発信媒体の活用を

図っていく。 

 

Ⅳ 教育特区事業 

施策事業：私立学校審議会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
私立学校審議会を２回開

催し、鹿島山北高等学校の

設置会社の財務内容、鹿島

山北高等学校の運営等を

審査した。 

審議会の中で、鹿島山北高

等学校に赴き、スクーリン

グ（面接授業）等を視察し、

より良い学校へ向けた改善

要望をした。 

A 

設置目的のひとつの地域

振興に向け、地域、学校、

行政の連携をより一層強

化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人権講演会：青木 新門氏） 
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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１３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、年３回の山北町総合教

育会議により、さらなる教育方針の具現化を期待したい。 

 

（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・学校だよりの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 

・ 幼稚園、こども園及び保育園の公開保育の実施により、個々の教師の意識

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。 

・ 個別の指導支援計画による取り組みと専門的な研修を通して、多くの多様

な園児へのより適切な支援を望んでいる。 

 

 b 小学校・中学校教育の充実について  

・ 学びづくり推進委員会における各校実践の振り返りと結果の分析により

授業改善のヒントを見出した。今後はより詳細な分析により指導力向上に

つなげてほしい。 

・ ⅠＣＴ教育については、家庭学習支援ソフトが導入されたがシステム構築

による具体的活用の促進を期待したい。       

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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・ 事前の交流を１３回実施し、児童の不安が解消されている。今後は、内容

について振り返り、三保地区にとって意味ある支援となるようお願いした

い。 

・ 教育専任指導員の新たな配置により、若年教員等への指導等の対応ととも

に指導主事の業務改善へとつながっている。今後もより効率的な指導体制

になるような見直しを期待する。 

 

 c 次代を担う青少年の健全育成について 

・ 放課後子ども教室を夏休み中に開催した。今後はより充実した体制の中で

の継続した実施を期待したい。 

・ 青少年問題協議会による学校と警察などとの情報交換、共有ができた。 

今後は定期的開催の実現に期待したい。 

 

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 

・ 生涯学習活動のモデル事業３団体に助成をしている。 

この助成事業については計画、実施及び結果をフォローし、他の団体にも

拡大していってほしい。 

・ 町民文化祭は展示、芸能とも例年通り実施された。各組織団体とも課題は

会員数の減少への対応となっている。統廃合の検討等による存続を期待す

る。 

 

 b 生涯スポーツの充実 

・ 生涯スポーツ推進プランの改訂版を策定した。            

今後、１０年間は具体的目標達成に向けて着実な事業推進が望まれる。 

・ 丹沢湖ハーフマラソン大会は昨年に比べ微増となった。大会運営や課題等

を整理し、さらなる参加者増を期待したい。 

  

 c 文化活動の推進 

・ 鉄道遺産めぐりツアーは３年目となり、根強い人気があるイベントとなっ

ている。今後は、主催を協力団体へシフトさせる方向とのことであるがこ

れまでの実績を踏まえ、町内外の参加者がより楽しめるイベントとなるよ

うにつなげていってほしい。 

・ 河村城跡史跡整備中期計画に則り、河村城跡展望あずまや１基を大庭郭に

新築した。今後は、展望あずまやの観光等への活用と後期計画の早期策定、

実施に期待したい。 
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Ⅲ 人権尊重のまちづくりの推進 

  映画｢おくりびと｣の原案者 青木新門氏の実体験をとおしての職業差別や

偏見について学ぶ機会を参加者１３５名が得たと確信する。今後も、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 

  私立学校審議会を開催し、鹿島山北高等学校設置会社の財務や学校の運営

等を審議した。生徒の自立支援や地元振興に向けた地域、学校及び行政のよ

りいっそうの連携強化を期待する。 

 

終わりに

 山北町の課題である少子高齢化が進行する中において、地域の組織力の弱体

化が危惧されている。現に自治会組織率の低下や、様々な団体等の存続があげ

られる。 

 まずは、地域、児童、家庭、学校等のつながりを強くするための活動として、

地域・町のイベントや行事に地域全体で積極的に取り組むことが大切ではない

だろうか。 

 平成３０年度に「第２次教育大綱」が策定された。元号が令和となり、町で

は新学習指導要領の全面実施を先行して行うことや、コミュニティスクールの

実施により、地域とのつながりをさらに強化する取り組みが進められる。 

 また、生涯学習やスポーツ推進においても計画に基づいた具体的な施策が始

められることから、教育の充実が図られることを大いに期待したい。 

 

 

 

令和元年５月２７日       

 

 

評価者  武  昭好   

評価者  滝本 小夜子 
  



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 

山北町教育委員会 

〒258-0195 

神奈川県足柄上郡山北町山北 1301-4 

TEL0465(75)3648 FAX0465(75)3661 

E-mail kyoiku@town.yamakita.kanagawa.jp 

 


