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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、第２次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 

 

   

令和３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。  
  

令和３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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第
※

２次山北町教育大綱

 

 

 

 

 

  

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 

※第２次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「山北町教育大綱」を制定

し、その後「第２次山北町教育大綱」として平成 31 年３月に改訂されました。さらに、令和４年２月の

「０歳から 15 歳までの一貫教育・保育基本方針」策定に伴い、令和４年３月に一部改訂されています。 
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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 

○新・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 

【令和３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 

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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「令和３年度山北町の教育」《抜粋》 
基本方針 
学校の教育活動を進めるに当たっては、主体的・対話的で深い学びの実現に

向けた授業の創意工夫や教材等の改善をとおして、各校の特色ある教育活動を
展開し生きる力を育むことをめざすものとする。 
令和３年度からは小学校１校、中学校１校となり、これまで取り組んできた

園・学校間の連携をより一層深め、連続した質の高い教育と切れ目ない支援の
充実をめざし「０歳から 15 歳までの一貫教育・保育」を進めていく必要があ
る。また、道徳教育の充実やＧＩＧＡスクール構想におけるＩＣＴ教育の推進
など、学校教育に求められる役割は年々大きくなっている。未だ収束の兆しが
見えない新型コロナウイルス感染症への対応を継続しながら、安心・安全で快
適な教育環境を整備し、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。また、コミュニティ・スクール
については、一貫教育・保育の推進にともない、中学校区での運営体制をめざ
し、より家庭及び地域と連携を深め、地域とともにある園・学校づくりに努め
る。 
生涯学習においては、2018 年３月に改訂した生涯学習推進プラン及び

2019 年３月に改訂した生涯スポーツ推進プランの実現に向けて子どもから高
齢者まで、生涯にわたり学び、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 
 

【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）一人ひとりのニーズ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）ＩＣＴ機器とデジタル教材の活用方法の検討 

（5）道徳教育の推進 

（6）地域を生かした教育の充実 

（7）健康・安全・防災教育と食育指導の充実 

（8）児童・生徒指導の充実 

（9）支援教育の充実 

（10）キャリア教育の充実 

（11）国際理解教育の推進 

（12）読書活動の推進 

（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）中学校区でのコミュニティ・スクール体制による家庭・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社会教育委員会議の設置、開催 

②社会教育指導員の設置 

③生涯学習推進協議会の設置、開催 

④講座、講習会等の開催 

⑤生涯学習情報の提供 

⑥社会教育関係団体の支援 
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（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 

 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青少年健全育成事業等の開催 

 ③青少年健全育成活動への支援 

 ④青少年問題協議会の設置、開催 

 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新・放課後子ども総合プランの推進 

③子ども読書活動の推進 

（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 

（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、読書活動の推進 

 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」と、必

要な要件が発生した場合に開催される「臨時会」があり、令和３年度は定例会

１２回（臨時会の開催はなし）及び臨時協議会１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 

４/２３ 

 
山北町学校運営協議会委員の任命について 

協議会 令和２年度山北町教育委員会点検・評価報告書（素案）について 

令和３年度山北町の教育基本方針重点施策について 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う対応について 

臨 時 

協議会 

５/１４ 令和２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 

５/２６ 令和２年度山北町教育委員会点検・評価報告書について 

 

協議会 令和２年度山北町教育委員会点検・評価報告書（案）について 

学校訪問について 

令和３年度山北町カヌー体験教室について 

第４０回山北町青少年健全育成大会について 

第２１回カヌーマラソンＩＮ丹沢湖について 

第６回 

定例会 

6/２１ 教科用図書採択方針について 

令和３年度山北町育英奨学生の決定について 

令和３年度山北町教育委員会表彰受賞者について 

山北町立学校の働き方改革に関する方針の改定について 

協議会 令和３年度「少年の主張」作文コンクールについて 

令和３年度第１回私立学校審議会の概要について 

 

第７回 

定例会 

７/１６ 令和４年度使用小学校用教科用図書の採択について 

令和４年度使用中学校用教科用図書の採択について 

 

協議会 第４３回丹沢湖マラソン大会について 

令和３年度野外活動研修会「わくわく自然教室」について 

令和３年度やまぶき学級について 

令和３年度山北町放課後子ども教室（夏休み拡大版）について 

第８回 

定例会 

８/２７  

協議会 第６回山北町長杯パークゴルフ大会について 

第１９回やまきた健康スポーツ大会について 

 

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９回 

定例会 

9/２２ 山北町教育委員会委員の選任について 

協議会 通学路合同点検実施結果報告について 

令和３年度山北町文化財めぐりウォーキングについて 

 

第１０回 

定例会 

１０/２５ 山北町学校運営協議会委員の任命について 

協議会 総合教育会議について 

学校訪問について 

令和３年度山北町人権講演会について 

ライブ・イン・山北 2021 について 

第１１回 

定例会 

１１/２４  

協議会 「０歳から 15 歳までの一貫教育・保育基本方針」（案）について 

令和４年度山北町成人式について 

 

第１２回 

定例会 

１２/２２ 山北町スポーツ推進委員規則の一部を改正する規則の制定について 

山北町青少年指導員規則の一部を改正する規則の制定について 

協議会 令和３年度生涯学習センターフェスティバルについて 

第４３回丹沢湖マラソン大会結果について 

第１回 

定例会 

１/２４ 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 

協議会 三保幼稚園の閉園式について 

県立山北高等学校「地域との協働による報告会」アンケート結果につい

て 

第２回 

定例会 

２/２５ 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 

山北町教育委員会教育長職務代理者の事務委任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 

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 

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 

令和４年度当初予算案の概要（教育費）について 

 

協議会 山北町「０歳から 15 歳までの一貫教育・保育」基本方針について 

令和３年度山北町立幼稚園卒園式、小・中学校卒業式等の日程について 

山北町パークゴルフ場管理運営体制の変更について 

第６５回山北町親睦ゴルフ大会について 
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第３回 

定例会 

３/２８ 令和４年度山北町の教育基本方針の策定について 

山北町スポーツ推進委員の委嘱について 

山北町青少年指導員の委嘱について 

山北町教育委員会委員の選任について 

山北町学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 

山北町英語検定料補助金交付要綱の制定について 

山北高等学校地域協働学習推進事業助成金交付要綱の制定について 

山北町立学校職員のハラスメント防止等に関する要綱の制定について 

山北町立小・中学校スクールバス利用に関する要綱の一部を改正する要

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 

山北町特別支援教育就学奨励費交付要綱の一部を改正する要綱の制定に

ついて 

山北町立小中学校学校事務共同実施推進協議会設置要綱の一部を改正す

る要綱の制定について 

山北町立学校教職員安全衛生管理要綱の一部を改正する要綱の制定につ

いて 

山北町適応指導教室設置運営要綱の一部を改正する要綱の制定について 

人事評価に関する苦情の取扱いに関する要綱の一部を改正する要綱の制

定について 

人事評価に関する苦情対応要領の一部を改正する要領の制定について 

令和４年度（令和３年度末）県費負担教職員・山北町教育委員会人事異

動について 

協議会 令和３年度山北町教育委員会点検・評価報告書（素案）について 

令和４年度入園式、入学式について 

町指定天然記念物「頼朝さくら」の現状変更等について 

（審議事項等の内訳）          

・例規等の制定、改廃案件    ２４件 

・人事案件            ７件 

・決定、採択案件         ９件 

・その他協議会審議報告     ３６件 
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令和３年度は昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止及び緊急

事態宣言発出に伴い、多くの事業や研修会等が中止又は規模を縮小しての開催

となりましたが、会議等を書面やオンラインで行うなど、開催方法を工夫しな

がらの活動となりました。 
  

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【書面開催】 

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役員会・総会【書面開催】  

県西地区市町教育長会議 

全国町村教育長会理事会 

県市町村教育長会議【オンライン】 

 

５月 山北中学校体育祭 

町パークゴルフ大会 

町親睦ゴルフ大会 

教育委員会だより① 

西湘地区教育長協議会総会 

足柄上地区教育長会議 

神奈川県町村教育長会総会【書面開催】 

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会【書面開催】  

西湘地区教育委員会連合会役員会【書面開催】  

西湘地区教育委員会連合会総会【書面開催】 

足柄上郡町村教育委員会協議会総会【書面開催】 

 

６月 球技大会【中止】 

私立学校審議会 

青少年健全育成大会 

学校訪問 

生涯学習推進協議会 

 

神奈川県市町村教育長会連合会幹事会【書面開催】  

足柄上地区教育長会議 

教科用図書足柄上採択地区協議会小委員会 

７月 カヌーマラソン IN 丹沢湖【中止】 

教育委員会表彰式 

 

 

県西地区市町教育長会議 

足柄上地区教育長会議 

８月 こどもコンサート 2021【中止】 足柄上郡総合体育大会【中止】 

足柄上地区教育長会議 

神奈川県市町村教育長会連合会幹事会【書面開催】  

神奈川県市町村教育委員会連合会役員会【オンライン】 

 

９月 私立学校審議会【書面開催】 

総合防災訓練【中止】 

河村城まつり【中止】 

町長杯パークゴルフ大会 

教育委員会だより② 

 

西湘地区教育委員会連合会役員会【書面開催】  

足柄上地区教育長会議 

県西地区市町教育長会議 

（２）教育委員会議以外の活動状況 
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10 月 辞令交付式 

岸・三保幼稚園合同運動会 

やまきた健康スポーツ大会 

【変更：やまきたスポーツの秋祭り】 

やまぶき学級 

 

 

全国町村教育長会理事会 

神奈川県市町村教育委員会連合会研修会【オンライン】 

足柄上郡小学校連合体育大会【中止】 

足柄上地区教育長会議 

神奈川県町村教育長会総会【書面開催】 

11 月 町民文化祭【中止】 

青少年問題協議会・いじめ問題対策会議 

川村小学校運動会 

学校訪問 

丹沢湖マラソン大会 

私立学校審議会 

教育委員会だより③ 

 

西湘地区教育長協議会研修会 

神奈川県市町村教育長連合会総会【書面開催】  

足柄上地区教育長会議 

足柄上郡教育委員会協議会研修会【中止】 

総合教育会議① 

12 月 人権講演会 

山北中学校文化祭 

ライブ・イン・山北 2021 

河村城跡史跡整備検討委員会 

 

足柄上地区教育長会議 

１月 成人式 

山北高校地域との協働による報告会 

教育委員会だより④ 

西湘地区教育委員会連合会研修会【オンライン】 

県町村教育長会宿泊研究会【書面開催】 

足柄上地区教育長会議 

県西地区市町教育長会議【書面開催】 

足柄上地区一周駅伝競走大会【中止】 

 

２月 生涯学習センターフェスティバル【中止】  県市町村教育長会議【オンライン】 

足柄上地区教育長会議 

総合教育会議② 

 

３月 町内一周駅伝競走大会【中止】 

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③ 

（各種事業等の内訳） 

・学校訪問             ３回 

 

・各種イベント（町、学校等）   ２０回 

（うち【書面開催】１回） 

           

・研究会、研修会、説明会     ４回 

（うち【書面開催】１回/【オンライン】２回）  

・その他協議会等        ４７回 

（うち【書面開催】13 回/【オンライン】３回） 
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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。  
B 

会議の中で翌々月の開催日時を調整し、

別の会議と日程を合わせるなどの工夫

により、委員全員の出席のもと、十分な

議論を行うことができた。 

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 

資料の事前配付に加え、SNSを活用し

て積極的に情報提供を行った。また、

協議会で事前に進捗状況を伝えること

により、内容を十分把握した上で審議

等を行えるようにしている。 

委員が問題点を指摘し、積極的に

発言しているか。 

 A 

委員会、協議会では自由に発言できる

ような雰囲気づくりに取り組み、活発

な議論の場となっている。また、問題

点等について、協議をとおして意見交

換を行った。 

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。

また、山北町総合教育会議を年３回開

催し、町長との活発な意見交換によ

り、教育行政に関する協議等を行い、

第２次教育大綱の改訂を行った。 

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。 

 B 

新型コロナ感染防止に配慮しながら、

令和４年度からの０歳から15歳までの

一貫教育・保育実現を見据え、初めて

向原保育園を訪問した。 

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 

教育委員会だよりを年５回発行、全世

帯に配付し、教育委員会活動や園・学

校の取組等を積極的に発信している。

また、各種研修会等に参加し、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。 

B 

新型コロナ感染症の影響により、多く

の会議や研修会等が書面やオンライン

での開催となったが、積極的な参加に

より、情報収集に努めた。 
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 令和３年度に取り組んだ事業の中から１２事業を抽出し、成果、実績及び課題

等の整理を行い、自己評価します。 

 

Ⅰ 学校教育重点施策 

ａ 幼稚園教育の充実 

施策事業：園内ネットワークの整備とＩＣＴ機器の活用 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

岸幼稚園の通信ネットワ
ーク環境の整備と園務及
び家庭との連携強化のた
めの端末の整備を進めた 

幼児の活動等を記録した画
像や動画を活用した園内研
修会（フォトカンファレン
ス等）を開催し、子どもの見
とりについての研修を深め
ることができた。また、子ど
もたちの様子を保育ドキュ
メンテーションとして家庭
へ発信することで、指導・支
援の質の向上や保護者の園
の指導方針等への理解・協
力を深めることができた。
記録した活動動画等は、ア
プリを活用して家庭への動
画配信（４５回）を実験的に
行い、コロナ禍での「新たな
日常」に対応した ICT 端末
等の活用を進めることがで
きた。 

A 

ICT を活用した研修のあ
り方について、先進事例、
講師による研修等を参考
にしながら、指導者の活
用能力の向上とより効果
的な活用について検討す
る。また、活用できる端
末の台数を増やすことや
や小・中学校との連携を
見通した適切なアプリの
選定と活用方法、情報モ
ラルの徹底、幼稚園以外
の保育施設の通信環境整
備等を検討し、一貫教育・
保育の充実につなげる。 

 

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 
①学校心理士による
巡回相談の実施 

 
 
 
 
 
 
②幼保こ小中の滑ら
かな接続をめざし
た連絡会の実施 

 
 
 
 
 

①学校心理士を各園・学校に年間３０回
派遣し、支援を要する園児・児童・生
徒への関わり方について助言をいた
だき、日々の支援に生かすことができ
た。また、支援に関する指導者・保護
者向けの研修を必要に応じて開催し、
支援教育に対する理解を深めること
ができた。 

②「特別支援教育担当者連絡会」と「幼
児・児童・生徒指導担当者連絡会兼教
育相談コーディネーター連絡会」をそ
れぞれ年間２回開催した。各園・学校
の担当者に加え、福祉課担当職員にも
参加を依頼し、支援を要する園児・児
童・生徒の支援のあり方や家庭支援等 

 

B 

切れ目ない支援
のさらなる充実
と多様な園児・児
童・生徒への適切
な対応をめざし、
町担当課との連
携をさらに深め、
適切な情報共有
の進め方や一貫
した支援シート
の作成、家庭・地
域への支援教育
啓発等、介助員の
配置等の充実を
図る。 

教育委員会事務局の活動状況点検・評価 
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③療育施設等の関係
機関との連携と保
護者との教育相談
の実施 

 
 
 
 
 
 
 
④適切な支援を行う
ための介助員等の
配置 

 
について情報を共有し、滑らかな接続
につなげた。 

③地域の療育施設との連携を深め、在園
児の情報を共有することで、就学後の
支援に生かすことができた。また、療
育施設での専門的な支援を学ぶこと
で、今後の適切な支援につなげること
ができた。関係機関との連携について
は、町保健師や児童相談所との情報共
有と支援を要する園児・児童・生徒の
家庭訪問・教育相談等の実施、町子育
て担当課との連携を進め、切れ目ない
支援の体制づくりに努めた。 

④各園・学校に対し介助員等を配置し、
適切できめ細かい支援と安全面への
配慮等を行った。 

 

 ｂ 学校教育の充実 

施策事業：「わたしたちの山北」の改訂 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 
小学校の学習指導要領改
訂に対応した「わたしたち
の山北（３・４年生用）」
の改訂版の発行 

編集委員会を年間 3 回開催
し、新学習指導要領に対応
した改訂を行うことができ
た。また、山北町独自に指導
者用の「活用の手引き」を作
成し、授業での活用方法の
一例として示し、より効果
的な活用と郷土愛の育成に
つなげることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

小学校での活用につい
て、研修会等を適宜開催
し、指導力向上と地域素
材の教材化についての理
解を深めるとともに、各
園・中学校担当者への理
解を深め、一貫した郷土
愛の育成につなげる。 

 

 
（町独自で作成した手引き） 
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施策事業：外国語（英語）教育の推進 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

①各園へのALTの
派遣と国際理解
教育の充実 

 
 
 
②ALT、小学校英
語専科教員、中
学校英語担当者
の連携の充実 

①各園にALTを年間13～15回程
度派遣し、幼児の国際感覚・理解
の育ちを促すことができた。ま
た、ALT２名と打合せ等を行い、
幅広い活動内容を提供すること
ができた。 

②小・中学校の担当者と ALT によ
る打合せを適宜行い、互いの指導
内容の理解や協働による授業の
実施、教材研究等を進め、小・中
学校間の連携を深めるとともに、
外国語（英語）をとおした小・中
の滑らかな接続につなげること
ができた。 

B 

各担当者間の打合せを定
期的に開催し、連携を深
め、一貫した教育・保育
のさらなる充実につなげ
る。また、小・中学校間
においては、互いの指導
内容やカリキュラムへの
理解をより深めること
で、児童・生徒の効果的
な学習内容の精選を図
る。 

 

施策事業：異校種間交流（幼・保・こ・小・中・高） 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

①新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止に配慮した
園児・児童・生徒
間交流の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①園・学校間交流では、園児による
学校訪問や行事等の見学等を感
染症の状況に応じて、交流方法を
変更したり、時期を再考したりし
ながら交流を実施した。また、小
学校教員による５歳児、中学校教
員による６年生への出前授業で
は、進学等にかかわる不安の解消
や新しい環境に対する意欲の向
上等と園児・児童・生徒理解を図
ることができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B 

新型コロナウイルス感染
症感染拡大の影響で当初
の計画どおりに進めるこ
とが難しかったが、一貫
した教育・保育の充実に
向けて、活動内容の見直
しやオンラインの活用等
の適切な感染症対策を講
じたコロナに負けない積
極的な交流を進めてい
く。職員間の交流では、
研究会の参加による相互
の指導内容の理解や一日
体験等の研修の機会を設
定した活動内容の理解を
図る。 
 

 
（川村小学校での中学校教員による出前授業） 



20 

 

 
②山北スタンダー
ドカリキュラム
等をもとに、教
育・保育内容の
相互理解をめざ
した職員間交流
の実施 

 
②教職員が異校種の研究会等に参
加し、互いが見とった子どもの姿
を共有することで、めざす子ども
像の達成に向けた各発達段階で
の取組に生かすことができた。 

 

施策事業：新型コロナウイルス感染症への対応 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

①ICT 機器活用の
ための環境整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②感染症対策のた
めの衛生用品等
の配付 

 
 
 
 
 
 
 
 
③修学旅行の中止
への対応 

 
 
 
 
④子どもたちの心
のケア 

①令和３年度は、長期にわ
たる学校の臨時休業等
がなかったため、オンラ
インによる授業配信は
実施していないが、各家
庭の通信環境、利用でき
る端末の調査をもとに、
通信環境の整っていな
い家庭や端末を持って
いない家庭にルーター
の貸し出しができるよ
うに整備を行った。 

②手指消毒用のアルコー
ルや足踏み式消毒用ポ
ンプ設置台、自動検温装
置等を園、学校に設置す
ることで、感染症対策の
徹底が図られ、園、学校
内でのクラスターの発
生を抑えることができ
た。また、各園・学校に
おける感染症対策の徹
底と習慣化が図られた。 

③中学校の修学旅行が中
止となったため、１人１
万円の旅行券を支給し、
コロナ終息後の思い出
作りを支援することが
できた。 

④教職員による丁寧な行
動観察と定期的なアン
ケート等の分析により、
コロナ禍においてもで
きることを模索してい
くことで、子どもたちの
心の安定につながった。 

 一人一台端末が整備され、活用が
進む中で、情報モラルの向上が課
題となっているため、セキュリテ
ィポリシーの整備とＩＣＴ機器、
ＳＮＳ等の活用について、情報教
育を充実させるとともに、家庭へ
の啓発と地域と連携した対応を検
討する。子どもたちの心のケアに
ついては、引き続き、きめ細かな
見とりと丁寧な分析を行い、人権
教育、道徳教育と関連付けた指導
の充実と心の醸成を図る。 

 

 
（左：足踏み式消毒用ポンプ設置台 

 右：自動検温装置） 

A 
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Ⅱ 社会教育重点施策 

 ａ 社会教育（生涯学習）推進事業 

施策事業：令和３年度県社会教育委員連絡協議会研修会での動画発表 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

神奈川県社会教育委員連
絡協議会からの依頼によ
り、書面開催となった令和
２年度神奈川県社会教育
委員連絡協議会地区研究
会の研究発表内容を標記
研修会において動画で発
表した。 

動画を視聴した県内市町村
の社会教育委員からは研究
内容に対し好意的な評価が
多かった。特に年３回全戸
配付する「社会教育委員だ
より」について県内でも事
例がなく、高い評価を得る
ことができた。 

A 

社会教育委員会議の研究
成果を基に少子高齢化時
代における社会教育のあ
り方を検討し、施策や事
業を推進していく必要が
ある。 

  

ｂ 文化財の保護、継承、整備事業 

施策事業：文化財講座Ⅱat スプリングスクール「河村城を攻略せよ！」 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

小学３～６年生を対象と
した文化財講座を開催し、
自ら製作した弓で、河村城
で矢の試射を行った。 

定員 15 人を超える申し込
みがあり、楽しみながら地
域の歴史を学習する機会を
提供することができた。 

B 

定員により参加できなか
った児童もいたため、同
様の講座を再度開催し、
河村城での学びの時間を
増やすなど、内容も改善
する必要がある。 

 

ｃ 青少年健全育成事業 

施策事業：第 40 回青少年健全育成大会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

横浜高校硬式野球部元監
督渡辺元智氏による講演
と「少年の主張」作文コン
クール受賞者の表彰と作
文発表を有観客により実
施した。また、意見発表に
新たに山北高校生の参加
があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コロナ対策として人数制限
がある中、188 人の参加が
あった。また、生涯学習セン
ターで導入した視聴覚ホー
ルへのサテライト中継を行
い、会場の分散にも取り組
んだ。 

 
 
 

B 

青少年の参加者が少ない
ため、集客する工夫を検
討する必要がある。 

  

 
（青少年健全育成大会サテライト会場） 
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ｄ 生涯スポーツ・社会体育推進事業 

施策事業：第 43 回丹沢湖マラソン大会 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

新型コロナウイルス感染防止
のため、県内在住者のみの参
加とし、特設 10・20㎞コー
スを設けるなど様々な対策を
講じ、２年ぶりに大会を開催
した。 

1,550 人の申込があり、大会評価
Web サイトでも 80 点を越える
評価を得ることができた。コロナ
禍での初めての開催であったが、
感染対策を講じ、選手は不安なく
大会に参加することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

特設コースで
の開催にあた
り、参加者のレ
ース中の安全
を確保するた
めの交通対策
など改善する
べき点を抽出
し、次回大会に
反映していく
必要がある。 

  
ｅ 生涯学習センター活動推進事業 

施策事業：生涯学習センター機能の充実 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

館内の Wi-Fi 環境を整え
るとともに、多目的ホー
ルで開催されるイベント
等のインターネットでの
ライブ配信や視聴覚ホー
ルでサテライト中継をす
るシステムを導入した。 

町人権講演会や成人式に
おいて視聴覚ホールでサ
テライト中継を実施した。
コロナ禍での密接を避け
る手段としても有効であ
った。 

B 

一般利用者の利用促進
を図るため周知と利便
性を高めることを推進
する。 

 

施策事業：電子図書館 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

小学校を訪問し、朝読書の
際に利用することを促し
た。併せて、昨年度から新
入学の児童に学校を通じ
て登録を促している。ま
た、郷土資料の電子書籍化
を図った。 

新規登録者は 225 人、貸出
件数は昨年度より 524 件  
増加し、特に学校訪問した
２月は 368 件で月平均の
７倍であった。また販売在
庫が少ない「足柄乃文化」の
一部を電子書籍化し、貴重
な郷土資料の保存と活用を
実現した。 

A 

継続利用を促すため、利
用者のニーズの把握を
し、選書に生かす。また、
郷土資料等の貴重な資料
の電子書籍化について計
画的に実施することを検
討する必要がある。 

  
（新たに設けた体調チェック所） 
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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 

事務局の事前情報提供等による年間１３回の定例会及び臨時協議会において、

委員全員による様々な案件の円滑な審議・処理に取り組んでいる。また、町長の

参加する年３回の山北町総合教育会議により、第２次山北町教育大綱の改訂等

を行った。活発な意見交換による教育方針等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 

新型コロナウイルス感染防止対応の中、オンライン等の活用により、学校訪問

３回、研究会等を 4 回実施した。教育委員会だよりを年 5 回発行し委員会活動

を周知広報している。また、令和 4 年度からの０歳から１５歳までの一貫教育・

保育のための基本方針を策定した。今後の活動に期待する。 

 
 

 

 

Ⅰ 学校教育重点施策 

 

 ａ 幼稚園教育の充実 

・ 岸幼稚園の幼児活動等の画像や動画を活用した研修会やアプリを活用し

た家庭への動画配信を実験的に行い、I C T による端末活用を進めてきて

いる。今後は、幼稚園以外の園内ネットワークの整備を進めると共に情報

保護等の対応への取り組みを期待したい。 

・ 学校心理士を年間 30 回派遣し、巡回相談を実施した。幼保こ小中の滑ら

かな接続をめざした連絡会を実施している。地域の療育施設等との連携や

適切できめ細かな支援のための介助員等を配置した。さらなる切れ目のな

い充実した支援体制の構築を希望する。 

 

 ｂ 学校教育の充実 

・ 新学習指導要領に対応した「わたしたちの山北（３・４年生用）」の改訂

を行った。また、指導者用として町独自の「活用の手引き」を作成した。

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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この地域素材の教材を効果的に活用し、子どもたちの郷土愛の育成につな

げてほしい。 

・ 各園にＡＬＴを派遣し、小中の英語教員との打合せや授業、教材研究等を

進めている。今後もより工夫された連携により、小中の滑らかな接続につ

なげてほしい。 

・ 異校種間の交流（幼・保・こ・小・中・高）として、学校訪問や行事等の

見学を実施した。小学校及び中学校教員による出前授業を実施し、進学等

の不安解消等を図っている。コロナ禍における工夫された交流内容（オン

ラインの活用等）を充実させ、さらに生徒及び教職員等の理解が深まるよ

うに進めることを期待する。新型コロナウイルス感染症への対応として、

オンラインによる授業配信時の I CＴ機器活用のため、家庭にルーターの

貸し出しをできるようにした。子どもたちの心のケアのため、教職員によ

る丁寧な行動観察と定期的なアンケート等の分析を実施し、子どもたちの

心の安定につなげた。こうした機器の活用が進む中での課題となる情報モ

ラルについては、情報教育を充実させるとともに家庭への啓発と地域と連

携した対応の検討が望まれる。 

 

Ⅱ 社会教育重点施策 

 

ａ 社会教育（生涯学習）推進事業 

・ 県社会教育委員連絡協議会の研修会において、令和２年度地区研究会の内

容を動画発表し、好意的な評価を得た。また、「社会教育委員だより」を

年３回全戸配付した。このような社会教育委員の活動が町の教育行政の具

現化の一助になることを期待する。 

 

 ｂ 文化財の保護、継承、整備事業 

・ 小学３～６年生を対象に定員１５人の文化財講座Ⅱat スプリングスクー

ル「河村城を攻略せよ！」を実施した。自ら製作した弓で河村城で矢の試

射を行った。地域の歴史を楽しみながら学習できるものとなっている。今

後は、より多くの子どもたちが参加でき、楽しめる取り組みを期待してい

る。 

 

 ｃ 青少年健全育成事業 

・ 講演会、「少年の主張」作文発表等がコロナ対策として、視聴覚ホールで

のサテライト中継も行い、会場を分散して実施された。今後も参加者増加
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のために広い層、若い世代が興味を持つような内容や方法等の検討をお願

いしたい。 

 

 ｄ 生涯スポーツ・社会体育推進事業 

・ 第４３回丹沢湖マラソン大会を県内在住者による１５５０人の申込で 2

年ぶりに開催できた。今後もコロナ禍にあるイベントとして、参加者全員

の安全・安心の得られる大会の開催を希望する。 

 

 ｅ 生涯学習センター活動推進事業 

・ 多目的ホールで開催されるイベント等のライブ配信や視聴覚ホールでサ

テライト中継をするシステムを導入した。コロナ禍での対応として、有効

となっている。今後は一般に広く利用できるような活用を希望する。 

・ 郷土資料「足柄乃文化」一部の電子書籍化を図った。今後の計画的な継続

した取り組みを期待したい。 

 

終わりに 

山北町は人口減少、少子高齢化がますます進む中、第２次山北町教育大綱の一

部改訂を行い、１５年間の学びの連続性を考慮した教育に取り組もうとしてい

る。また、授業の創意工夫や教材等の改善により特色ある教育活動を展開し、生

きる力や郷土を愛する心を育むことを重視している。 

今後も園・学校・家庭・地域の連携をより深め、生涯にわたり学び生きがいの

ある充実した人生を送ることをめざした０歳から１５歳までの一貫教育・保育

の実現の取り組みに大いに期待したい。

 

 

 
令和４年５月２７日      

 

評価者  武  昭好    

評価者  武内 文子   
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