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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 

 

   

令和元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。  

  

令和元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 月に制定し、平成 31 年 3 月に改訂さ

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 

【令和元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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「令和元年度山北町の教育」《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

向けた授業改善をとおして、各校の創意工夫を生かした特色ある教育活動を展

開する中で、生きる力を育むことをめざすものとする。 

昨今、道徳教育の充実や、外国語教育、プログラミング教育など、学校教育

に求められる役割は年々大きくなっている。安心・安全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。そして、学校運営協議会を立ち上げ、コミュニティ・ス

クールを推進することで、より家庭及び地域と連携を深め、開かれた学校づく

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。 

 

  
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 

山北町の教育方針 
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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新・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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

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 

４/２３ 山北町学校運営協議会委員の任命について 

教科用図書採択方針について 

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３０年度山北町の教育基本方針重点施策について 

チャレンジデー２０１９について 

臨 時 

協議会 

５/１３ 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 

山北町立学校に係る部活動の方針の一部改定（案）について 

第５回 

定例会 

５/２７ 平成３０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３０年度山北町教育委員会点検・評価報告書（案）について 

学校訪問日程について 

山北町カヌー体験教室について 

第５２回山北町球技大会について 

第３８回山北町青少年健全育成大会について 

第１９回カヌーマラソン IN 丹沢湖について 

第６８回足柄上郡総合体育大会について 

第６回 

定例会 

6/２１ 令和元年度山北町育英奨学生の決定について 

令和元年度山北町教育委員会表彰受賞者について 

協議会 幼児教育・保育の無償化について 

チャレンジデー２０１９の結果について 

令和元年度少年の主張作文審査結果について 

令和元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 

令和元年度プール一般開放について 

令和元年度夏の星座教室について 

河村城址歴史公園大庭郭周辺整備工事について 

令和元年度第１回山北町私立学校審議会の概要について 

第７回 

定例会 

７/２５ 山北町の幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例の制定について 

令和２～５年度使用小学校用教科用図書の採択について 

令和２年度使用中学校用教科用図書（「特別の教科 道徳」を除く）の

採択について 

令和２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 

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 第１９回カヌーマラソン IN 丹沢湖の結果について 

令和元年度野外活動研修会「わくわく自然教室」について 

第４回山北町長杯パークゴルフ大会について 

第４１回丹沢湖ハーフマラソン大会について 

令和元年度やまぶき学級について 

臨時会 ８/１ 令和２～５年度使用小学校用教科用図書の採択について 

令和２年度使用中学校用教科用図書（「特別の教科 道徳」を除く）の

採択について 

第８回 

定例会 

８/２７ 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を廃止

する規則の制定について 

山北町立幼稚園保育料減免規則を廃止する規則の制定について 

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 三保小学校の統合について 

第６８回足柄上郡総合体育大会の結果について 

第１７回やまきた健康スポーツ大会について 

令和元年度鉄道遺産巡りツアーについて 

社会教育委員について 

第９回 

定例会 

9/１９ 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 

山北町学校運営協議会委員の任命について 

協議会 山北町の乳幼児教育・保育等のあり方基本方針（中間報告）について 

三保小学校の川村小学校への統合について（提言） 

令和元年度文学歴史散歩について 

臨時会 １０/１ 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 

山北町教育委員会教育長職務代理者の指名について 

協議会 三保小学校の統合について 

学校閉庁日の改定について 

第１０回 

定例会 

１０/３０ 山北町立小学校統合検討委員会設置要綱の制定について 

協議会 総合教育会議について 

三保小学校の統合実施計画について 

学校訪問について 

通学路合同点検実施結果報告について 

学校・園行事等担当教育委員について 

第１７回やまきた健康スポーツ大会の結果について 

令和元年度山北町民文化祭について 

令和元年度乳幼児家庭教育学級について 

第４１回丹沢湖ハーフマラソン大会参加申込状況等について 

鹿島山北高等学校の運営状況について 

第１１回 

定例会 

１１/２６  

 

協議会 令和元年度人権講演会について 

ライブ・イン・山北２０１９について 



 13 

第１２回 

定例会 

１２/１３  

協議会 第４１回丹沢湖ハーフマラソン大会の結果について 

令和２年山北町成人式について 

山北町体育施設建設検討委員会について 

第１回 

定例会 

１/２２ 山北町教育研究事業助成金交付要綱の制定について 

協議会 山北町立学校の働き方改革に関する方針（素案）について 

令和元年度生涯学習センターフェスティバルについて 

令和元年度冬の星座教室について 

第６５回山北町内一周駅伝競走大会について 

第２回 

定例会 

２/２６ 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 

山北町体育施設建設検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱の制定に

ついて 

山北町立学校の働き方改革に関する方針について 

令和２年度当初予算案の概要（教育費）について 

協議会 令和元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 

令和４（２０２２）年度からの成人式について 

第７４回足柄上地区一周駅伝競走大会の結果について 

第７４回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会の結果について 

令和元年度スプリングスクールについて（文化財講座Ⅱ含む） 

第６３回山北町親睦ゴルフ大会について 

新型コロナウイルス対策について 

第３回 

定例会 

３/２７ 山北町立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則の制定について 

令和２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 

令和２年度（令和元年度末）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 令和元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２年度入園式・入学式について 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休校等の経過について 

令和２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 

（審議事項等の内訳）          

・例規等の制定、改廃案件    １２件 

・人事案件            ８件 

・決定、採択案件        １２件 

・その他協議会審議報告     ６５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委員会連合会総会 

神奈川県町村教育長会幹事会・総会 

神奈川県市町村教育長会議 

足柄上地区教育長会議 

５月 町親睦ゴルフ大会 

山北中学校体育祭 

川村小学校運動会 

チャレンジデー2019 

教育委員会だより① 

 

全国町村教育長会議総会・研究会 

西湘地区教育長協議会 

足柄上地区教育長会議 

足柄上郡町村教育委員会協議会 

教科用図書足柄上採択地区協議会 

西湘地区教育委員会連合会役員会 

関東甲信越静教育委員会連合会総会 

 

６月 球技大会 

私立学校審議会 

青少年健全育成大会 

学校訪問 

乳幼児教育等あり方検討会議 

西湘地区教育委員会連合会総会 

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 

教科用図書採択勉強会 

乳幼児教育等あり方検討会議 

県西地区市町教育長会議 

足柄上地区教育長会議 

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 

 

８月 こどもコンサート 2019 

乳幼児教育等あり方検討会議 

町体育施設建設検討委員会① 

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 

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 

河村城まつり 

三保幼小合同運動会 

岸幼稚園運動会 

交通安全通学路合同点検 

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 

 

（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 

やまきた健康スポーツ大会 

やまぶき学級 

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 

11 月 町民文化祭 

学校訪問 

丹沢湖ハーフマラソン大会 

私立学校審議会 

統合検討委員会 

青少年問題協議会・いじめ防止推進会議  

町体育施設建設検討委員会② 

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研修会 

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 

総合教育会議① 

12 月 人権講演会 

ライブ・イン・山北 2019 

 

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 

県西地区市町教育長会議 

足柄上地区一周駅伝競走大会 

２月 生涯学習センターフェスティバル 

子ども議会 

町体育施設建設検討委員会③ 

世附百万遍念仏 

 

かながわ駅伝競走大会 

神奈川県市町村教育長会議 

総合教育会議② 

足柄上地区教育長会議 

 

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 

 

（各種事業等の内訳） 

・学校訪問             ３回 

・各種イベント（町、学校等）   ３５回 

           

・研究会、研修会、説明会      ５回 

・その他協議会等         ４９回 

 

 

  



 16 

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 

毎月開催する定例会のほか、必要に応

じて臨時会を開催した。次回の開催日

時を前月の会議で調整し、委員全員の

出席により、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 

資料の事前配付やSNSを活用して積極

的に情報提供を行うなど、課題に対す

る内容を十分に把握したうえで審議等

を行えるようにしている。 

学校・園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。 

 A 

委員会、協議会では、自由に発言を交

わせる環境づくりに取り組んでいる。

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。 

 
B 

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、町長と活発に意見を交換し、教

育行政に関する協議等を行うことで、

具現化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。 

 
A 

園・学校訪問を年２回実施し、授業参

観や教職員との意見交換の場を設ける

など、諸問題について情報を共有して

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。 

 

B 

教育委員会だよりを年５回発行し、全

世帯に配付している。また、近隣の各

市町教育委員会と情報を共有し、教育

委員会活動に活かしている。 

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 

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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 令和元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：幼児期運動遊びの実践と推進 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

４園共通の研究テーマを

もとに、公開保育や体力

測定結果の分析、講師招

聘による運動遊びの家庭

への啓発等、幼児期の健

康・体力つくりについて

研究を進めた。 

神奈川県健康・体力つくり

実践研究委託事業に係る

「山北こども研究会 研究

発表会」を開催し、町内外

の参加者に、山北こども研

究会の研究成果や幼児期の

運動遊びの大切さを伝える

ことができた。 

A 

幼児期における運動遊び

と小・中学校の体育学習

との関連について分析

し、生涯におけるスポー

ツライフをより豊かなも

のにする運動遊びの実践

を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（山北こども研究会 研究発表会） 

施策事業： 一人ひとりに応じた適切な支援 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

教育相談コーディネータ

ーや特別支援教育担当者

との連絡会を開催し、各

園・学校間で情報交換を行

った。また、臨床心理士を

各園に派遣し、子ども一人

ひとりの特性や支援のあ

り方についての助言をい

ただいた。 

情報交換を密にすること

で、子どもの育ちを分析・検

討することの大切さを共有

することができた。また、臨

床心理士からのアドバイス

を活かし、子ども一人ひと

りに対するよりよい支援に

ついて理解を深めることが

できた。 

B 

共有すべき情報を精選

し、より多くの子どもの

育ちについて分析・検討

する工夫が必要である。

また、担当者から全職員

への周知の方法や共通理

解を進める場づくりなど

についての取り組みを進

める必要がある。 
 

教育委員会事務局の活動状況点検・評価 
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b 小学校・中学校教育の充実 

施策事業：国際理解教育の推進 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

幼稚園・保育園・こども園

の国際理解教育と小学校

外国語活動及び中学校の

英語教育が推進できるよ

うに、ALT を小・中学校

それぞれ１名の派遣を継

続して行った。また、４園

への派遣も月に１回程度

派遣した。 

ALTの派遣と小学校外国語

活動における詳細な授業案

をもとに、より充実した実

践を行うことができた。ま

た、中学校では、ネイティブ

な発音に触れることで、実

践的会話力の育成につなが

った。4 園においても、異文

化に親しむ態度の育成を図

ることができた。 

B 

小学校英語専科教諭の配

置による各校の連携や

ALT の効果的な活用、小

中連携による外国語、英

語科の実践など、発展的

な教育課程の編成が必要

である。 

 

施策事業：人権教育の推進 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

幼児・児童・生徒の豊かな

心の育成を図るために、教

職員自身の人権意識を高

め、人権感覚を磨く研修を

実施した。 

山北町の人権教育推進の歴

史と学校における人権教育

の実践、日常の課題から見

える人権課題などをふまえ

た講師による講話と各校の

実践発表から、山北町に勤

務する教職員としての自覚

と責任感を養うことができ

た。 

B 

教職員の人権感覚を磨

き、人権意識をさらに高

めるための研修内容の工

夫や各学校での実践を効

果的に共有できる方法を

検討する。 

 

施策事業：コミュニティ・スクールの推進 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

学校と地域の連携と協同

をめざし、山北町学校運営

協議会規則を定め、全小・

中学校に学校運営協議会

制度（コミュニティ・スク

ール）を立ち上げた。 

学校運営の基本方針につい

ての承認や学校運営につい

て意見を反映させることが

できること、教職員の任用

に関して意見を述べること

ができることなど運営協議

会委員の役割や地域の声を

活かしていく仕組みについ

て理解を深め、次年度以降

の足場をつくることができ

た。 

B 

他地域での実践や具体的

な事例をもとにした協議

を行い、学校と運営協議

会委員でコミュニティ・

スクールについての理解

をさらに深める活動を継

続する。 
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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 

幼・保・こ・小・中の連携

を活かした山北町の特色

ある教育を推進するとと

もに、全国学力・学習状況

調査の分析による成果や

課題について、小・中学校

の教員と共通理解を図っ

た。 

各園・学校間での情報交換
や公開保育、研究授業の参
観などをとおして、山北町
のめざす子ども像を共有
し、発達段階での教育をよ
り効果的にするための「山
北スタンダードカリキュラ
ム」の素案をつくることが
できた。 

A 

具体的な子どもの姿をよ

り明確にし、日々の教育・

保育に活かしていくため

に、より連携を深め、子

どもの分析・検討につい

ての研究を継続的に行っ

ていく取り組みが必要と

思われる。 

 

ｃ 次代を担う青少年の健全育成 

施策事業：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 
山北中学校生徒に当日ス
タッフとして協力をいた
だき、少年の主張作文発表
や NHK 手話キャスター
の「中野佐世子氏」による
講演会を実施した。 

各種団体の協力により267

名の参加をいただいた。講

演会と作文発表及び表彰式

の順を入れ替えたことによ

り、途中退場者が減少した。 

A 

著名な講師を招くには、

多額な予算が必要となる

ため、魅力ある内容の検

討が必要である。 

 

施策事業：成人式のあり方検討 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

民法の一部を改正する法

律が施行され、令和 4 年

度から成年年齢が引き下

げられることに伴い、成人

式のあり方について、他市

町に先駆けて検討を始め

た。 

令和４年度に成人を迎える
中学 3 年生を含む生徒及び
保護者全員を対象とし、ア
ンケート調査を実施した。
アンケート調査の結果をも
とに、今後各関係機関で協
議し方針を決定することと
した。 

A 

対象者に、いち早い周知

が必要であるとともに、

オリジナリティのある式

典内容等となるよう取り

まとめたい。 

 

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 

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 

実施期間中、図書室では

「おたのしみ袋」による本

の貸し出しや、エントラン

スホールにおいて飲食や

衣類の販売を試行的に実

施し、展示・芸能発表会を

盛り上げた。 

展示部門には 426 名、芸能
部門には 381 名の来場者
があり、生涯学習活動の発
表の場となった。試行的に
実施した物品販売は、手づ
くりのパンやお菓子、地元
の食材を使った加工品や手
芸品などが好評であった。 

A 

次回以降、集客・足止め

効果のある物品販売を考

慮しているが、出店者の

選定方法や出店方法等を

事前に協議し公平を期す

必要がある。 
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施策事業：生涯学習センターの利便性向上 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

利便性を向上させるため、

教室の参加申込みをホー

ムページの申込フォーム

からできるように改修し

た。また、施設利用申込み

については、インターネッ

トによる申込用紙のダウ

ンロードを開始した。 

申込フォームは、スマート

フォンでも利用できるため

利用者は増加している。施

設利用申込用紙のダウンロ

ードの利用者は、年度末施

行であったため、わずか 2

件であった。 

B 

施設の利用申込みは、料

金の徴収が伴うため、イ

ンターネットのみでの申

込み受付を完結できな

い。キャッシュレスやカ

ード決済などの検討が必

要である。 

 

 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 

ゲストとして、元プロ野球

選手の「江藤省三氏」を招

き、野球教室をはじめ各種

関係団体が提案した種目

やイベントを実施した。 

年々参加者は減少傾向にあ

る中、計 1,250 名の参加が

あり、特に園児・児童の種目

に盛り上がりを見せた。 
B 

種目については、実行委

員会や各団体で検討する

こととしたが、参加者を

募るには自治会や民間組

織での呼びかけが必要と

思われる。 

 

施策事業：体育施設建設検討委員会の設置 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

旧山北体育館の代替施設

を検討するにあたり、広く

町民の意見を取り入れる

ため、検討委員会を設置し

た。 

検討委員会を計 3 回開催

し、慎重に検討を進めてき

た。体育施設を主体とし、コ

ミュニティ活動や防災拠

点、子育て支援にも寄与す

る多目的施設として方向性

は確認できた。新年度にお

いても、継続して検討する

こととなった。 

B 

今後も町民の幅広い意見

を集約して、建設に向け

てのスケジュール策定や

予算の確保、議会承認等

が必要である。 

 

 c 文化活動の推進 

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 

11 月 2 日から 4 日まで

の展示発表会には、幅広い

年齢層から 748 点の出

品、10 日の芸能発表会に

は 15団体 223名の出演

があった。 

幼児・児童・生徒をはじめ各

種団体や個人から、多数の

出品・出演があり、展示発表

会には 1,846 名、芸能発表

会には約 200 名の観覧者

があった。 

B 

文団連加盟団体の高齢化

による衰退が目立ち、団

体の支援や継承者の育成

が必要と思われる。また、

今後も幅広い年齢層から

出品（演）を募ることに

より、観覧者を確保する。  
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施策事業：わたしたちの山北（５・６年生）の改訂 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

令和元年改訂版の発行に

向け、より充実し、山北町

をより詳しく知ることが

できる内容になるように、

ページを増やし、編集委員

会において、改訂作業を実

施した。 

編集委員の協力を得なが

ら、より充実した内容の副

読本を発行することができ

た。また、各ページの構成や

新しい調査結果などの追加

でより分かりやすく魅力的

な改訂を行うことができ

た。 

A 

山北町により愛着が持て

る副読本にするために、

今後も参考となる情報を

集めたり編集委員との意

見交換の場を設けたりし

て、次回の改訂に向けて

取り組むことが必要であ

る。 

 

 

Ⅲ 人権尊重のまちづくりの推進 

施策事業：人権啓発ちらし 

今年度の取組内容 成果・実績 評価 課題等の整理 

恒例となった「人権啓発ち

らし」を年 3回発行し、町

の広報紙に折り込み全世

帯に配付した。 

累計で 114 号目となり、同

号では人権同和教育の視点

から、小学校社会科教科書

の記述内容について触れ、

踏み込んで分かりやすく解

説できた。 

A 

今後も、ちらしを発行し

て根強く人権啓発を継続

し、人権意識の高揚に努

める必要がある。 

 

 

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、

改善要望等を行い、健全な

運営状況が確認できた。 
B 

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。 

令和元年度の生徒総数は

693 名で、次年度の生徒

数増加に向けた取り組み

が必要である。 
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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。教職員の働き方改革に関して協議し「山北町立学校の働き方改革に

関する方針」を策定した。また、町長の参加する年２回の山北町総合教育会議

での活発な意見交換により、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、年５回の教育委員会だより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 

 ・運動遊びの家庭への啓発等、幼児期の健康・体力つくりについて研究を進

めた。幼児期の運動遊びの大切さを研究発表の場で町内外の参加者に伝え

ることができた。さらなる研究の発展と実践を期待したい。 

 ・関連する様々な人と情報交換をすることで子どもの育ちを分析・検討する

ことの大切さや子ども一人ひとりに対するより良い支援について理解でき

た。今後も子ども一人ひとりの個を尊重する取り組みを望みたい。 

 

 ｂ 小学校・中学校教育の充実 

 ・ALT の派遣等により、園の国際理解教育、小学校の英語活動から中学校

の英語教育をより充実させることができた。 

今後、さらなる効果的な活用により、指導力向上につなげてほしい。 

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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 ・教職員自身の研修実施により、人権意識・感覚を磨くことができた。さら

なる研修により、幼児・児童・生徒への人権意識に結び付くことを期待す

る。 

 ・学校運営協議会を設置し、次年度以降コミュニティ・スクールの運営の足

場をつくることができた。今後は、仕組み作り、役割分担を明確にし、学

校と地域の連携と協同をめざしてほしい。 

 ・山北町のめざす子ども像を共有し、教育をより効果的にするための「山北

スタンダードカリキュラム」の素案をつくった。素案について、さらなる

分析・検討し具現化することを期待したい。 

 

 ｃ 次代を担う青少年の健全育成 

 ・山北中学校の生徒をスタッフに青少年健全育成大会を実施した。今後も運

営、内容等を工夫し、より充実した大会となるよう希望する。 

 ・成年年齢変更に伴い、成人式のあり方についてのアンケート調査を実施し

た。今後、協議された方針により、オリジナリティのある式典となるよう

希望する。 

 

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 

 ・生涯学習センターの開催教室や登録サークルによる作品展示や芸能発表が

開催された。今後も来場者が増えるよう一層の工夫を期待する。 

また、町内の様々な層の参加拡大を期待する。 

 ・生涯学習センターの利便性向上のため、申し込み等へのスマートフォンや

インターネット利用が図られている。利用者にとって、より効率的で簡便

な方法の実施をお願いしたい。 

 

 ｂ 生涯スポーツの充実 

 ・健康スポーツ大会が実施され、園児・児童の種目に盛り上がりを見せ、計

1,250 名の参加があった。町民全員参加のための一層の工夫を望みたい。 

 ・旧山北体育館の代替えとして、体育施設を主体とした多目的施設とする方

向となった。町民にとって、利便性の高い特色ある施設ができることを希

望する。 
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 ｃ 文化活動の推進 

 ・町民文化祭の展示は 784 点、芸能発表は 15 団体 223 名の出演があっ

た。観覧者は展示 1,846 名、芸能は 200 名であった。 

  今後は、文化祭維持継続のため、統廃合の検討等、より一層の支援体制を

お願いしたい。 

 ・わたしたちの山北（5・6 年）の改訂において、現在発掘中の「河村新

城」等についての記載が盛り込まれた。今後もより充実した内容とするた

めに定期的な見直し、改訂を希望する。 

 

Ⅲ 人権尊重のまちづくりの推進 

  年３回の「人権啓発ちらし」を広報に刷り込み配付した。 

  今後も、ちらし等による人権啓発の継続した活動に期待する。 

 

Ⅳ 教育特区事業 

  ２回開催された私立学校審議会の中で、視察や改善要望等を行い、健全な

運営状況が確認できた。生徒の自立支援や地元振興に向けた地域、学校及び

行政のより一層の連携強化を期待する。 

 

終わりに

  山北町の人口減、少子高齢化が毎年確実に進行する中、第２次教育大綱に

基づいた各学習プラン等の具体的な施策により、コミュニティ・スクールや

山北スタンダードカリキュラム等の実施が進められている。このような町民

が一体となり、地域とのつながりを強化する施策によって、将来を見据えた

特色ある教育の実現につながることを大いに期待している。 

 

 

 

令和２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 

 


