
 

 

基本方針 

教育は社会の根幹を形つくる最も重要なものであり、「課題を見出し解決する力」、「知識・技能の更新のた

めの生涯にわたる学習」「他者や社会、自然や環境と共に生きること」など、変化に対応するための力をはぐ

くむ教育への期待が高まっている。 

近年の著しい社会変化の中においては、新しい時代を自ら切り開き、たくましく生きていく力が求められ

ている。そして、学校・家庭・地域は、それぞれが教育における役割と責任を自覚し、「協働」のまちづくり

の視点に立って相互に連携を図りながら教育内容を充実させ、教育環境を整えていく必要がある。 

そのような中、山北町では、町の自然環境・伝統文化等の町内各地域の資源を生かした学びと歴史文化を

生かしたまちづくりをめざし、平成 26年度からスタートした「山北町第５次総合計画」及び平成 28年２月

に策定された「山北町教育大綱」を積極的に推進する。 

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。 

  

 

【基本目標】 

１ 次代を担う子どもの教育・青少年の育成 

幼児教育を充実させるとともに、安心して子育てできる環境づくりを進める。学校教育においては、

教育環境の整備や教育内容の充実により、児童・生徒一人ひとりの個性や能力を生かすことのできる

きめ細かな教育を進める。また、学校・家庭・地域が連携して、青少年が心身ともに健全に育つ環境

づくりを進める。 

 ２ 生涯学習・生涯スポーツ・文化活動の推進 

   生涯を通じて学びながら豊かで充実した生活を送ることができるよう、学習機会の充実や学びの場の

提供などを図る。 

   また、子どもから高齢者まで、町民誰もが気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくりに取り組

む。自発的で活発な文化活動の支援や発表の機会の充実に努めるとともに、地域特有の文化遺産や歴

史に親しめる環境づくりを進める。 

３ 人権尊重のまちづくりの推進 

すべての人がお互いの人権を尊重し、共に協力して支え合うことができるよう、人権教育や啓発活動

を行う。 

また、性別に関係なく、その人の個性、能力を十分に発揮することができ、就業や地域活動等のあら

ゆる分野に参画できる環境づくりを進める。 

山 北 町 の 教 育 



Ⅰ 学校教育重点施策  

 平成２８年度 学校教育の主な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．恵まれた自然を大切にし、

美しいまちをつくりま

す。 

１．情操ゆたかな、文化のま

ちをつくります。 

１．きまりを守り、礼儀正し

いまちをつくります。 

１．仕事にはげみ、活力のあ

るまちをつくります。 

１．思いやりと笑顔のあふれ

るまちをつくります。 

 

 

町 民 憲 章 

◇意欲をもち学びつづける子 

◇人とかかわる力や思いやりのある子 

◇運動に親しみ、健康で笑顔あふれる子 

◇自らすすんで自己表現できる子 

◇国際感覚とともに郷土に愛着をもつ子 

山 北 町 の め ざ す 子 ど も の 姿 

○思考力・判断力・表現力の向上 

○個別の教育的ニーズに応じた支援の充実 

  （インクルーシブ教育の推進に係る連携型中高一貫教育の推進） 

○確かな学力を育てる授業力の向上とアクティブ・ラー

ニングの推進（かながわ学びづくり推進地域研究委託事業の活用） 

○ICT機器の活用による多様で効果的な学びの推進 

○グローバル化に対応した国際理解教育の推進 

○就学前カリキュラムの作成 

 

 
まなぶ力 

 

未来を拓く・創る・ 

生きる 

人間力あふれる 

かながわの 

人づくり 

 

・思いやる力 

 

・たくましく生きる力 

 

・社会とかかわる力 

 

 

 

神奈川教育ビジョン 

 

○人権教育の推進 

○豊かな心を育む道徳教育の充実 

○教育相談活動の充実 

○自己有用感を育む集団づくり 

○幼・保・小・中・高の 

多面的な交流 
 

 

 

 

自立ある心 

 

○健康・安全教育の充実 

○食育指導の充実 

○幼児運動遊びの実践と推進 

○運動部活動やスポーツ団体との連携 

○新体力テストの実施と体力・運動能

力向上に向けた系統的指導 

 

 

 

たくましい体 

○学校ボランティアの積極的な活用 

○開かれた学校づくりの推進 

○家庭学習の習慣化と 

サマースクールの充実 

○教育委員会だよりや 

ホームページでの発信 

○ＰＴＡや関係団体との連携 

○学校評議員制度の活用 

 

 

 

 

 

 

家庭・地域との連携 

○登下校メールシステム等による登下

校時の安全確保 

○施設見学や体験等による 

環境教育の推進 

○豊かな学びを支える ICT環境の整備 

○郷土文化や自然に親しむ教育の充実 

○スクールバスの運行 

○学校図書館の整備と読書活動の充実 

 

 

 

 

 

 

豊かな教育環境 

生きる力 

「山 北 町 教 育 大 綱」 



１ 幼稚園教育の充実 

（1）適切な幼稚園教育の推進 

教育基本法において、幼稚園教育は、小学校や中学校につながる学校教育の始まりとして位置

付けられていることから、幼児期における教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの

であるという認識を深め、幼稚園教育要領に基づいた適切な教育目標及び経営方針を設定し、調

和のとれた組織的・発展的な指導計画を作成したうえで指導を行う。 

また、学校評価の実施により「園経営の点検」及び「改善方策の検討」等を行うことにより、 

よりよい園経営に努める。 

（2）教育内容と教育環境の充実 

幼稚園教育要領に示された「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の五つの領域のねらい

の趣旨に基づき、幼児の主体的な活動が確保されるよう、計画的に物的・空間的環境を構成した

中で充実した教育活動を行う。 

特に、運動遊びに継続して取り組むことをとおして、幼児の健康・体力つくりに努める。 

また、領域「人間関係」の内容の取扱い留意事項として示された集団生活を通して培われる『規

範意識の芽生え』を考慮した環境設定に努める。 

さらに、絵本の読み聞かせや歌唱の活動をとおして、豊かな感性や言葉に対する感覚、言葉で

表現する力を養う。 

そして、急速に進展する社会やそのグローバル化・異なる文化の共存に伴う国際理解教育の重

要性から、外国語指導助手（ALT）との定期的な交流を通して、異文化に触れる機会を設ける。 

（3）一人ひとりに応じた適切な支援 

幼児の発達は、心身のさまざまな側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げら

れていくものであること、幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮し、観察・記録・検

討等をとおして個々への理解を深め、幼児一人ひとりの特性に応じ、発達の状況に即した指導・

支援に努める。 

障がいの有無にかかわらず、特に個別の支援が必要な幼児の指導にあたっては保育支援員を配

置するとともに、医療や福祉などの業務を行う関係機関及び県立特別支援学校等と連携し、個に

応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的に行う。 

（4）小学校との連携 

発達や学びの連続性を踏まえ、幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続のために、教師は小学

校学習指導要領に対する理解を深めるべく研修を行うとともに、交流にあたっては、幼稚園教育

と小学校教育の相違点・共通点を踏まえた計画的かつ継続的活動が実施できるよう努める。 

（5）保育園との連携 

幼稚園と保育園がそれぞれの目的や役割を果たす中で、相互交流等を行い、幼児期から児童期

への移行を円滑にするために、小学校就学前の幼児としての共通理解と共通認識を図ることに努

める。 

（6）家庭・地域との連携 

基本的生活習慣や望ましい生活態度の育成、豊かな情操の涵養や道徳性の芽生え等については

家庭の果たす役割が大きいことから、家庭との連絡を密にして情報の共有化を図る。   

また、保護者や地域の幼稚園教育に関する理解や信頼関係が深まるよう、相談活動の充実や地

域の実態に応じて開かれた幼稚園運営に努めることにより、園・家庭・地域が一体となって、幼

児の健やかな成長のために安全の確保や安全教育の推進に努める。 

（7）幼稚園・保育園合同研究の推進 

   幼稚園・保育園連携型認定こども園の設置に向けて、就学前の子どもたちの成長を支援するため、就

学前教育・保育の共通の指針となるようカリキュラムの策定についての検討をさらに進めるとともに、

幼児期の質的向上と学びに対する職員間の共通理解を図る。また、幼児理解や教育・保育の指導方法な

どの職員研修の場や研究体制を確立し、幼稚園・保育園の職員間の交流や意見交換・情報交換に努める。 

 

２ 学校教育の充実 

（1）特色ある学校経営の推進 

地域の特性や学校の実態を考慮し、適切な教育目標及び経営方針を確立するとともに、「生きる



力をはぐくみ、創意工夫を生かした特色ある教育、特色ある学校づくり」を推進し、児童・生徒

一人ひとりが尊重され、意欲を持って主体的に自己表現することができる学年・学級経営の一層

の充実を図る。 

また、学校評価の結果をもとに、今後の学校経営の改善方策等を検討し、よりよい学校経営に

努める。 

（2）人権教育の推進 

全教育活動を通じ、児童生徒がその発達段階に応じて人権の意義や内容・重要性について理解

し、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができるようになり、それが様々な場

面や状況での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動

につながるよう、人権尊重の精神の涵養に努める。 

（3）確かな学力の向上 

児童・生徒に基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、その知識と技能を活用して課

題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等の能力の育成を図る。また、主体的に学習

に取り組む態度を養うためアクティブ・ラーニングを推進し、教職員は ICT 機器の活用等も含め

た指導法の工夫・改善に努める。また、「かながわ学びづくり推進地域研究委託事業」や「山北町

豊かな学び推進事業」等の活用による授業研究会をとおして指導力・授業力の向上を図る。さら

に、学習支援員を配置するとともに、家庭・地域との連携・協力を得ながら児童・生徒一人ひと

りに応じた指導の充実を図る。 

（4）道徳教育の推進 

道徳の時間を道徳教育の要とし、全教育活動を通して道徳教育の充実を図る。 

特に道徳の時間の目標において明確化された、小学校における「道徳的価値の自覚及び自己の

生き方についての考えを深め、道徳的実践力を育成する」こと、中学校における「道徳的価値及

びそれに基づいた人間としての生き方についての自覚を深め、道徳的実践力を育成する」ことへ

の意識を強め、道徳教育推進教師を中心とした全教師の協力体制のもと、「私たちの道徳」等を活

用しながら児童・生徒の発達段階に応じた道徳教育を充実させるよう努める。 

（5）健康・安全教育と食育指導の充実 

体力の向上については、体力つくりを授業や体育的行事・部活動等の全教育活動を通じて系統

立てた指導を行い、運動に親しむ習慣をつけられるように努める。新体力テストの実施をとおし

て児童・生徒の実態を把握するとともに、長期休業中も体力つくりに取り組めるよう工夫する。 

また、「食」に関する知識を身につけ、「食」の安全性や望ましい食習慣に結びつくよう、各教

科、道徳及び特別活動並びに給食指導や「お弁当の日」の設定により、栄養教諭を中核としたネ

ットワークを活かして家庭との連携のもと「食育」の充実に努める。 

さらに、施設・設備の安全管理に努め、交通安全をはじめ、広く安全教育の充実を図るととも

に、「防災・防犯教育」をさらに充実し、「安全・安心な学校づくり」に努める。 

（6）児童・生徒指導の充実 

いじめ、不登校、暴力行為等児童・生徒指導上の諸問題については、全教職員や保護者及び地

域住民、関係機関との連携協力により、児童・生徒理解を一層深め、一人ひとりの児童・生徒の

自己有用感や他者を思いやる気持ちの育成に努める。特に、「いじめ防止対策推進法」に基づく「山

北町いじめ防止基本方針」及び各校の「いじめ防止基本方針」により、いじめの未然防止・早期

発見・早期対応・早期解決に努める。 

心に悩みを持つ児童・生徒及び保護者に対して、学校、山北町適応指導教室教諭・指導員、ス

クールカウンセラー、山北町巡回相談員（臨床心理士）、スクールソーシャルワーカーなどが連携・

協力し、個に応じた相談活動の充実を図る。 

 （7）支援教育の充実 

障がいのある児童・生徒に対して、共に学び、共に育つ環境を保障するとともに、一人ひとり

の理解を一層深め、個性や能力に適した指導を通し、将来の様々な環境に適応し、自立していく

能力を育成する。 

また、インクルーシブ教育の視点から障がいの有無にかかわらず、支援を必要とする児童・生

徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導体制を整え、介助員を配置するとともに、個別の指導計画

に基づいた指導に努める。 



そして、インクルーシブ教育の推進に係る連携型中高一貫教育の推進を図り、山北中学校と神

奈川県立足柄高等学校との一貫した連携を行う。そこでは、支援教育の理念のもと、共生社会の

実現に向け、できるだけすべての子どもが同じ場で共に学び共に育つための教育環境を作るとと

もに連続した「多様な学びの場」を設定し、すべての子どもの自立と社会参加の実現に向けた取

り組みを行う。 

（8）キャリア教育の充実 

的確な児童・生徒理解のもとに、能力・適性の開発と伸長に努め、一人ひとりに充実した将来

を保障するために、全学年を通して計画的な進路指導を進める。 

キャリア教育の充実を図り、児童・生徒一人ひとりに勤労観・職業観を身につけ、社会に貢献

する力を育成する。 

（9）理解教育の推進 

急速に進展する社会や経済のグローバル化、異なる文化の共存、人材育成面での国際競争の加

速化に伴い、英語教育を充実させるため外国語指導助手（ALT）を２名小・中学校へ派遣する。小

学校５・６年生は英語活動の時間を担任を主とする ALT とのティームティーチングにより充実さ

せ、1 年生から 4 年生も担任と外国語指導助手（ALT）による英語に親しむ活動や各行事等で外国

語指導助手（ALT）との交流を積極的に取り入れる。また、中学校では実践的なコミュニケーショ

ン能力の育成に努め、外国語指導助手（ALT）との連携により国際理解教育の積極的な推進に努め

る。 

（10）読書活動の推進 

「確かな学力」を身につけ、「生きる力」を育むうえでも大切な役割を担っている読書活動を 

国語科を中心として推進する。推進にあたっては、『やまきた町こども読書活動推進計画』の基本

方針を踏まえ、各学校の実態と児童・生徒の発達段階に応じて作成した計画に基づき、学校図書

館の積極的活用等により日常的に読書に親しむ児童・生徒の育成を図る。 

（11）情報化に対応した教育の推進 

児童・生徒が、情報機器や情報通信ネットワークなどの情報手段を主体的に選択し、活用・発

信できる情報活用能力を身につけるために情報教育の一層の推進に努める。学習活動の中で、情

報機器を使用するうえでのルールやマナー等情報モラルに関する指導の徹底に努める。      

（12）環境教育の推進 

身のまわりの環境に対する感性を磨き、理解を深めるとともに、書道反古紙（再生紙）の活用

を図るなど全教育活動を通して環境を大切にする心を育成する。その中で、山北町の豊かな自然

に興味・関心を持ち、郷土の自然を自ら守ろうとする児童・生徒の育成を目指した環境教育を推

進する。 

（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 

園児・児童・生徒が、それぞれの園・学校で得た体験や知識が、次の学校での学習に継続し、

また発展的な学習へとなるように情報交換や研究の連携を図り、幼・保・小・中・高の交流教育

を積極的に推進する。 

また、より多くの仲間とふれあうことでコミュニケーション能力や社会性のより一層の育成を

図るよう努めるとともに、学校間交流を充実させる。 

（14）学校・家庭・地域の連携の推進 

各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、学校におけるすべての教育活動において、

地域社会との連携・協力を深め、地域に開かれた「信頼される学校づくり」を推進しつつ、不審

者等から児童・生徒を守るための学校の安全管理の徹底と、登下校時等における安全確保に努め

る。 

また、学校・家庭の連携を密にし、双方の信頼感に立った情報交換と共通理解のもと、共に手

を携え、児童・生徒の指導に当たる。特に、安心・安全のために「山北町あんしんメール」や「チ

ェックインシステム」の活用、小学校への「登下校メールシステム」の導入、「こども 110 番のい

え」として協力の得られた家庭の周知徹底と連携、ボランティアによる登下校時のパトロール等

地域ぐるみの安全体制の整備・充実を推進する。 



３ 山北町立幼稚園・保育園・小学校・中学校研究テーマ 

 幼稚園   「自ら学び、考えを伝え合う子どもの育成」 

 保育園   「子どもの心に寄り添う保育」～子どもの思いを受け止める～ 

 川村小学校 「人権を尊重し、互いに認め合い励まし合って、ともに伸びていく子供の育成」 

 三保小学校 「自ら学び、考えを豊かに伝え合う子供の育成」 

～「いのち」を大切にし、心かがやく子どもの姿を求めて～ 

 山北中学校 「チームで取り組む授業改善」～教科を越えて～ 

 

 

 

 

 

 

（幼稚園に設置したボルダリング）     



Ⅱ 社会教育重点施策 

平成２８年度 社会教育の主な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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生涯学習社会の実現 

【山北町教育大綱 基本目標】 

『生涯学習・生涯スポーツ・文化活動の

推進』『人権尊重のまちづくりの推進』 

【第５次総合計画 基本計画】 

『学びと歴史文化を生かしたまち

づくり』 

【生涯学習推進プラン 主要事業】 

○社会教育（生涯学習）推進事業 

○文化財の継承・保護・整備事業 

○人権啓発事業 

○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） 

○子ども子育て支援事業 

○生涯スポーツ・社会体育活動推進事業 

○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） 

【生涯学習活動】 

 

個 人 

 

【生涯学習活動の拠点】 

生涯学習センター他 

生涯学習の支援 

○ 社 会 教 育 の 推 進 

サークル 

団 体 

地 域 

自 治 会 

 

学 校 

民 間 

事 業 者 

 

 

学校教育 

 

 

家庭教育 

○ 社 会 教 育 と の 連 携 

【対 象】 

幼児、青少年、成人（一般） 

 

社会教育 



１ 生涯学習事業 

 子どもから高齢者まで、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

豊かな文化の担い手の育成、伝統文化・芸術の継承と発展、文化財の保存・活用など、さまざまな支援と、

学術の振興に取り組み、町民が生き生きと活気にあふれ、潤いとやすらぎに満ちた生涯学習社会をめざし、

山北町第５次総合計画及び山北町生涯学習推進プラン、山北町生涯スポーツ推進プランを積極的に推進し、

社会教育・生涯学習の一層の充実・発展に努める。 

 

○いつでも、どこでも、だれでも学べる生涯学習の推進 

  町民一人ひとりがその能力や個性を伸ばすことにより、楽しみや生きがいづくりにつなげ、社会の変

化に伴う学習課題を学ぶことにより、人生を豊かなものにするように努める。また、生涯学習センター

を拠点施設として、町民の幅広い学習活動の支援、育成に努め、学習機会の充実、学習の場の整備など、

いつでも、どこでも、だれでも学べる生涯学習を推進する。 

○地域に根ざした生涯学習の活性化 

  生活を豊かにし、生きがいのある暮らしをしていくため、日常生活の場である地域社会とのかかわり

を大切にした学習活動を推進する。近年は、地域における人間関係が希薄化するなどの状況の中で、日

常生活における課題に取り組み、お互いが学びあったものを活用し、地域に貢献できるような地域に根

ざした生涯学習の活性化を推進する。 

○人権尊重を重視した生涯学習の推進 

  学習活動を推進する中で、仲間とともに学習したり、活動したりすることは、他人を思いやる心やと

もに生きる心を育み、個性、国籍、障がいなどお互いの違いを認めあい尊重することと同時に、お互い

の心のつながりの発展を促すことから、お互いが学びあうことのできる「人権尊重」を重視した生涯学

習を推進する。 

 ○生涯スポーツの推進 

   すべての町民が何らかのかたちでスポーツに関わり、スポーツの楽しさや魅力に気づき参加できるよ

うに、わかりやすい情報を提供するなど、多くの町民がスポーツを始めるきっかけづくりを積極的に推

進する。 

 ○広域的な取り組みの推進 

 山北町内だけでなく、広域的に他の自治体等と連携し、さまざまな生涯学習事業の展開を図り、相乗

効果を高めるよう努める。 

 

（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 

     平成２０年からの新たなプランに基づく生涯学習の推進 

・社会教育指導員の設置 

     社会教育全般・人権啓発の指導・助言 

・社会教育委員（会議）の活動の充実 

社会教育全般の調査・研究、研修会・大会への参加 

生涯学習推進プランの推進に向けた助言等 

教育委員会からの諮問に対し、協議・研究成果を取りまとめ答申 

  ・生涯学習推進協議会の活性化 

     さまざまな生涯学習施策の協議、検討 

  ・教室、講座、講習会等の開催 

     乳幼児家庭教育学級、やまぶき学級など 

  ・生涯学習支援者バンクの活用 

     登録者の情報の発信、活動支援（個人情報保護に配慮） 

     「団塊の世代」との連携 

     生涯学習ＮＰＯの育成・支援・活用 

・社会教育関係団体の支援 

   ＰＴＡ、青年会、婦人会、文化団体連絡協議会などの社会教育関係団体の活動の支援 



・生涯学習活動への支援 

     活動の場の提供、発表会・展示会などの開催支援（生涯学習センター、体育館など） 

生涯学習活動団体への助成（生涯学習活動モデル事業助成） 

     地域、自治会への助成（生涯学習活動助成金）など 

 

（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 

     周辺環境の整備並びに保護・保存の支援 

     文化財ガイドボランティア（文化財ガイド友の会）の支援 

  ・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 

     お峯入り保存会、室生神社流鏑馬保存会、世附百万遍念仏保存会、川村囃子保存会（山北・岸）、

白籏神社祭り囃子保存会、地方史研究会、河村城址保存会など 

  ・河村城跡史跡整備の推進 

     整備検討委員会の開催（後期基本計画の検討） 

     中期基本計画に基づく河村城址歴史公園の整備と公開 

  ・歴史資料の活用 

     町史編さん等により収集した歴史史料の公開・活用（町史資料取扱指導員の設置と活用） 

     川村家文書の解読（川村家文書を読む会） 

     「足柄乃文化」（地方史研究会機関誌）発行協力 

  ・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 

     研修会の開催（自治会、幼稚園保護者、町職員、教職員、各種団体など） 

     人権講演会の開催 

     人権啓発ちらしの作成・活用など 

     人権行政相談 

 

（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 

     野外体験教室の開催、研修会・大会への参加 

  ・青少年の健全育成のための環境づくり活動 

学校、家庭、地域等と連携した活動の充実 

  ・青少年健全育成大会の開催 

     青少年の主張・活動発表の場の提供 

  ・成人式の開催 

     新成人の自主的な運営による成人式の開催 

  ・青少年健全育成の支援 

     地区青少年健全育成会、ライブコンサートなど 

 

（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 

     子ども星座教室、わくわく自然教室など 

・放課後子ども総合プランの推進 

     放課後子ども教室（子どもの居場所づくり）の推進 

     三保小学校放課後子ども教室の設置（町内全小学校で実施） 

     放課後子ども教室の運営 



     放課後児童クラブとの連携 

     放課後子ども教室運営委員会の開催 

 

（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 

     研修会・大会への参加 

     ニュースポーツ教室の開催 

     スポーツ関係イベント等を通した普及活動 

  ・スポーツ大会等の開催、支援 

     丹沢湖ハーフマラソン大会、やまきた健康スポーツ大会、カヌーマラソンＩＮ丹沢湖、関東カヌ

ーポロリーグ神奈川大会、町親睦ゴルフ大会、県高校駅伝競走大会、県実業団駅伝競走大会、町

球技大会、上郡総合体育大会、上地区一周駅伝競走大会、町内一周駅伝競走大会、かながわ駅伝

競走大会、川本杯チームレース大会、パークゴルフ大会など 

  ・スポーツ関係団体の支援 

     町体育協会、少年スポーツクラブなど 

・カヌーのまちづくり推進事業 

     丹沢湖カヌー利用の推進 

     カヌーマラソン大会の開催、カヌー体験教室の開催 

カヌー関係各種大会の誘致・支援など 

  ・生涯スポーツ推進プランの推進 

     スポーツ環境の整備、情報の提供 

  ・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 

     あしがら総合型スポーツクラブ 一般社団法人「あすぽ」 

  ・パークゴルフ場管理・運営事業 

     山北町パークゴルフ場の管理・運営 

山北町民パークゴルフ大会の開催 

  ・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 

     図書館情報システムの活用（インターネットの活用・広域図書館ネットワークの推進） 

     図書資料、視聴覚資料の充実 

     図書室事業（ブックトーク、お話し会など）の充実 

  ・生涯学習センター活動事業の推進 

     文化活動事業（芸術・芸能鑑賞会、展示会、公演などの開催） 

     指導者養成事業（研修会、ボランティア養成講座などの開催） 

     生涯学習活動事業（一般教養教室、美術工芸教室、料理教室、図書・視聴覚教室、 

サマースクール、各種発表会などの開催） 

生涯学習活動団体の支援 

  ・生涯学習センター通信の発行 

     定期的な情報の発信 

 


