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 １ はじめに  

 

 東秩父村教育委員会は、基本理念「生きる力と豊かな創造力を育てる教育」の実

現を目指し、児童生徒一人一人が確かな学力や体力、社会性を身につけるなど、生

涯にわたる人間形成の基礎となる学校教育を充実させるとともに、自然と伝統文化

を大切にしつつ、スポーツや芸術文化活動などの充実した生涯学習社会を築き、時

代や社会の変化に積極的に対応した教育を推進するため、さまざまな事業を展開し

ています。 

 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、令和３年度に実施した事業について、教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況を、自ら点検・評価し、施策の達成状況や今後の課題を明らかにし

たものであり、今後の教育行政の推進に活用するものです。 

 なお、この報告書は、議会に報告するとともに村民の皆様に公表します。 

 

 

 

 ２ 点検評価の対象及び方法  

 

 東秩父村教育委員会は、毎年「東秩父村教育行政重点施策」を策定しています。

点検・評価の実施に当たっては、すべての令和３年度東秩父村教育行政重点施策を

対象にしています。 

 なお、この点検・評価には、教育に関し学識を有する方のご意見、ご助言をいた

だきました。 

 

 

 

 ３ 重点施策の点検評価調書について  

 

 重点施策の取組についての点検・評価結果を下記のように取りまとめています。 

重 点 施 策 重点施策名 

重点施策中柱 重点施策を推進するための取組 

重点的に取り 

組む施策 
年度において特に重点的に推進する取組 

目    的 重点的に取り組む施策等の目的や達成目標 

主 な 取 組 重点的に取り組む施策等の具体的な取組の状況や結果 

施策の評価 施策の評価及び課題等 

学識経験者の 

意見・提言 
学識経験者の意見及び提言等 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

重点施策中柱 ○確かな学力の育成 

重点的に取り

組む施策 

①学力・学習状況調査の結果を生かした、学力向上の取組 

②小・中学校９年間を一貫した教育の取組 

③「主体的、対話的で深い学びの実現」に向けた授業改善 

目的  ９年間を見通した教育を実施する中で、基礎的・基本的な知識及

び技能を習得するとともに、これらの知識・技能を活用し確かな学

力を身につける。 

主な取組  槻川小学校では、調査結果の分析により、課題のある教科につい

て学校研究課題として取り上げ、授業での扱い方、指導方法など協

議・意見交換し、学力向上につながる工夫・改善を行った。 

 また、少人数学級の特性を生かした指導方法として、「ペア・グ

ループ活動」を積極的に取り入れ、学び合いの意識づけを心掛けた

授業を実施した。 

 東秩父中学校では、調査結果をもとに個人面談を実施し、個々の

水準に合った学習の仕方等の指導助言を行った。 

 小・中１校ずつであり、将来的には９年間を通した一貫教育の導

入を考え、以前より小中の連携を進めてきた。例年、小中連絡会を

年２回実施し、公開授業や情報交換を行い、教職員同士、小中学校

教育について相互理解を深めてきた。同一歩調での指導、学校行事

の合同実施、児童生徒の交流、乗入れ授業等できるところから始め

られる体制ができた。 

施策の評価  学力・学習状況調査学力分析データ（学力レベル・伸び・学習方

略・非認知）の分析を行うことで、児童生徒一人一人の学力等を的

確に把握し、課題のある教科への指導方法を改善・実践することで

学習意欲を高め、学力向上を図ることができた。 

また、「主体的、対話的で、深い学び」に向けた授業改善にも全

教員が意識的に取り組めた。 

さらに、学習指導とともに生徒指導面も充実させることができ、

落ち着いた環境の中で学習することができている。 

 小・中学校一貫教育への取組は順調に進み、教員同士の相互理解

のもと具体的な取組が始まっている。例えば、マラソン大会、合唱

祭の合同実施。中学校の教員がＴ２として小学校の授業へ参加。 

これらの取組を定例化していきたい。 

学識経験者の 

意見・提言 

 確かな学力の育成に向けて、学力・学習状況調査の結果分析を行

い、個々の児童生徒への適切な対応を推進している点は大変重要

で、良い取組がなされていると思います。また、小・中各１校とい

う地域の特性を生かして、小・中一貫教育の取組がなされている点

も学力向上に大きな役割を果たしていると思います。こうした取組

を継続してきた成果として小・中一貫の教育を推進していく上での
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教職員の相互理解と体制整備も進んできたと思います。 

小・中一貫の教育を通して学力向上の更なる成果を上げていくた

めには９年間を見通した具体的な教育課程を編成していくことが

重要です。具体的には、主体的な学びや対話的学びのための発表力、

表現力の育成、児童生徒が新たな時代を生きていくための科学的リ

テラシーの育成などのために、東秩父村の小・中学校９年間を通し

ていつどんな体験を積ませ、それぞれの場でどんな力を身につけさ

せていくのかを明確にし、その達成状況を把握しながら指導でき

る、指導課程を作り上げていくことです。 

小・中の教職員と教育委員会事務局とが保護者や地域の協力を得

ながらこの教育課程編成に取り組むことが更なる学力向上につな

がると思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

重点施策中柱 ○一人一人の学力を伸ばす教育の推進 

重点的に取り

組む施策 

①ＧＩＧＡスクール構想の趣旨を生かした授業改善 

②教科支援員の配置による個別支援の充実 

③家庭学習の推進 

目的  児童生徒の実態に応じ、指導方法や指導体制を工夫改善し、個に

応じた指導の充実を図り、基礎的・基本的な知識の定着を図る。 

主な取組  槻川小学校では、個々の児童の学習状況を記録し、教職員が児童

一人一人の状況を把握するとともに、その情報を共有しながら共通

理解を深め、組織的な指導を行った。 

 また、小・中学校ともに、学力・学習状況調査を活用したＰＤＣ

Ａ（計画する→実行する→評価する→改善する）サイクルを確立さ

せ、児童生徒一人一人の学力や学習意欲等の状況を把握し、個別学

習の充実を図るなど効果的な指導を行った。 

 槻川小学校では、学年×１０分を目安にした家庭学習を推進する

中で、家庭学習カード・ノートを用意し、家庭での学習が習慣とな

るような取組を行った。 

 東秩父中学校では、自学自習の習慣づくりの一助として、始業前

１５分間の学習時間を設け、習慣化を図った。 

また、村の施策として、教科支援員（村費負担教員）を小学校に

５名、中学校に４名配置し、授業の補助やＴＴ（ティームティーチ

ング）の形態による授業を行うことにより、個に応じたきめ細やか

な指導を行った。 

施策の評価  個別の学習カルテや学力・学習状況調査の結果を踏まえ、ＴＴを

生かした指導により、すべての児童生徒に対応したフォロー体制を

確立し、個に応じたきめ細やかな学習指導が実施できた。 

また、家庭でも習慣的・継続的な学習ができるようなった。 

教科支援員（村費負担教員）の配置により、児童生徒一人一人に

応じた、きめ細やかな指導を行うことができている。 

 小・中学校の連携が図れており、切れ目のない指導が実践できて

いる。今後、家庭学習の習慣化が学力向上につながるよう、各学校

とも家庭学習支援策と授業との連続性を意識した指導を行うこと

が重要である。 

学識経験者の 

意見・提言 

 少人数の特徴を生かし、個々の児童の学習状況の記録やそれを生

かした指導、さらには生徒の自学自習の場の設定を展開するなど、

児童生徒一人一人の学力向上に向けた取組が良くなされていると

思います。 

 また、教科支援員の配置など、児童生徒一人一人の学力向上のた

めの行政の支援策が継続して実施されている点も素晴らしいと思

います。 
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 全国学力学習状況調査で毎年上位の成績を収めている地域では、

児童生徒が学校でも家庭でも前向きに学習する雰囲気が形成され

ており、その習慣作りのために、学校が出す家庭学習の課題を児童

生徒が着実に実施できるように学校と家庭が協力して推進してい

るそうです。教員の授業との連続性を意識した家庭学習支援策をさ

らに推進するとともに、配置している教科支援員の役割の中に、児

童生徒の家庭学習や自主学習の支援なども含めていくと更なる学

力向上につながっていくと思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

重点施策中柱 ○伝統と文化を尊重し、グローバル化に対応した教育の推進 

重点的に取り

組む施策 

①地域と連携し、伝統と文化を尊重した教育の推進 

②小・中学校における英語活動及び英語教育の充実 

③コミュニケーション能力の育成 

目的  国際化が進む中で、我が国の伝統文化を尊重する心を育む教育を

推進するとともに、外国語に触れ、外国の生活や文化に親しむなど

英語教育の充実を図る。 

主な取組  日本・地域の伝統文化を尊重した教育の一環として、中学校では

総合的な学習の時間に和太鼓、三味線、和紙を使用したランプシェ

ードづくり、版画制作の４コースを開設した。１年生の竹縄づくり

体験、３年生の郷土学習はコロナ禍で実施できなかった。 

また、３年生は毎年「和紙漉き体験」を兼ねて、自らの卒業証書

を作成している。 

 小中学校の英語活動及び英語教育については、ＪＥＴプラグラム

により、ＡＬＴ１名を東秩父中学校へ週３日配置し、槻川小学校へ

週２日派遣し、５・６年生の「外国語活動」の授業において指導を

行っている。 

さらに、小学校では本来３・４年生の履修である外国語活動を早

期の段階から慣れ親しむことを目的に１年生から実施した。 

ほかに、学校英語指導者資格を保持している教科支援員を配置

し、英語教育の充実を図った。 

施策の評価  伝統と文化学習では、ユネスコ無形文化遺産に登録されている手

漉き和紙技術について学び、紙漉き体験をすることで、本村の伝統

文化を重んじる心を育むことができた。また、総合的な学習では、

地域の人材を生かした特色ある取組を実施しており、地域の文化を

学ぶとともに、地域住民との多世代交流が図れている。 

 ＡＬＴの配置による英語指導については、外国人やネイティブな

英語に触れる中で、児童・生徒は、英語でコミュニケーションをし

ながら音声に慣れ親しみ、英語や外国の生活・習慣に対する興味・

関心が高まった。さらに、小・中学校とも「聞くこと・話すこと・

読むこと・書くこと」などコミュニケーション能力の基礎を養うこ

とができた。 

 これまで本村は、ＪＥＴプログラムによりＡＬＴを確保してきた

が、来年度から民間の派遣業者に依頼することになった。十分に精

査しＡＬＴの質を落とさず、本村の英語教育の充実及び児童生徒が

学びやすくなったと言えるように、教育委員会として取り組んでい

くことが重要である。 

学識経験者の 

意見・提言 

 伝統と文化を尊重した教育の推進に当たっては、地域と協力し、

具体的な学習場面を設定して学習を展開していくことが効果的で
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あり、その学習体制が良く整備され、継続されていると思います。 

 小・中学校における英語活動及び英語教育の推進に当たって、小

学校１年生から英語活動を取り入れて展開するなど、東秩父の特色

ある教育の一つとして大いに評価できると思います。この取組も９

年間を見通してより具体的な教育課程を編成していくことが重要

です。今後、更なる英語教育の向上を目指して、ＡＬＴを大いに活

用し、例えば、児童一人一人が、英語の絵本を暗唱し、それを披露

する場を設定したり、生徒が地域に残る伝統文化を英語で紹介する

場を設定したり、校内の英語スピーチの大会を設定したり、英語で

村を紹介する文章を書いたりする場を作るなど、目標となる場の設

定に合わせてどんな学習体験を積ませていくのかを検討していく

と良いと思います。他の教科指導と同様、９年間を見通した教育課

程を編成していくことで大いに教育効果を上げることができると

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

重点施策中柱 ○キャリア教育と職業教育の推進 

重点的に取り

組む施策 

①地域や家庭などとの連携、協力の推進 

②義務教育９年間の系統性のある教育の推進 

目的  地域や家庭と協力を得て社会体験事業を実施し、児童生徒が社会

的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育てる。 

主な取組 校長会や教頭会、学校教育指導員の定期的な学校訪問により情報

提供・情報共有することで、児童生徒の現状を的確に捉え、各教科、

道徳、特別活動など学校の教育活動全体を通してキャリア教育や職

業教育の推進を図った。 

槻川小学校では、学級活動の時間や総合的な学習の時間を中心に

職業調べから働くことの大切さを理解し、興味・関心を高める取り

組みを行った。また、自分理解から社会性、自主性・自立性、関心・

意欲等を養うことを重点として取り組んだ。 

東秩父中学校では、毎年行っている１年生のスリーデーチャレン

ジ（社会体験活動）は新型コロナウイルス感染症の影響により実施

できなかった。しかし、３年生の保育実習、奉仕作業、そして、高

校訪問は実施できた。 

施策の評価  小・中学校で綿密な連携を図り、学校教育活動全体を通じて積極

的にキャリア教育及び職業教育を実践した。小中９年間を体系的に

捉え、発達段階に即し、基礎的・汎用的能力育成を中心に指導する

ことができた。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、地域や企業の協力を得た社

会体験事業が実施できなかった。しかし、保育実習や高校訪問が実

施できて、勤労観や職業観、社会人との関わり方などを学べたこと

は、そのことへの興味・関心を高めるなど大きな成果であった。 

 また、小・中学校で連携を図り、児童生徒がキャリア・パスポー

トを活用し、自らの学習活動等の学びのプロセスを記述することで

課題解決力やキャリア発達を促すことができた。 

学識経験者の 

意見・提言 

 キャリア教育は、流動的に多様化していく社会環境や産業構造の

変化が進行していく中で、子どもたちが自分の将来をとらえにくく

なっているという課題に対応して、特に学校教育の中で重要視され

るようになったもので、その目標は、児童生徒の社会的・職業的な

自立に向けた能力や態度の育成にあります。これは、児童生徒の主

体的な思考力や判断力、課題解決能力の育成につながるもので、学

校教育全般を通して展開できるものです。また、職業教育は具体的

な職業に関する教育を通して行われるもので、現在、多くの学校が

職業体験の場を設定して、職業に関する理解を深め、必要な資質や

能力の育成に取り組んでいます。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、職場体験など体験的な学習
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の場が設定できなかったり、制限されたりしてきたことはやむを得

ませんが、施策の評価にもあるように９年間を見通した中で、キャ

リア教育に関わる基礎的・汎用的能力の育成は十分にできると思い

ます。都会に比べて児童生徒が直接触れ合える職業の範囲は少ない

という実情に対応して、情報機器を大いに活用して様々な職種につ

いての理解を深める方法も効果的だと思います。情報機器の活用能

力はこれからの時代を生きていく上での重要なスキルになります

ので、今後、キャリア教育の視点も加えて更なる工夫をしていくと

良いと思います。 

 ２０２０年に導入された「キャリア・パスポート」の作成も次第

に定着してきているので、９年間の教育を見通していく上で、今後、

教職員の多忙化の問題も意識しながら、その活用方法を工夫してい

くことが必要です。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策中柱 ○豊かな心をはぐくむ教育の推進 

重点的に取り

組む施策 

①地域資源（人・施設・自然）を活用した体験活動の推進 

②家庭と連携した「あいさつ・返事・感謝の心」の徹底 

③読書活動、音楽活動の推進 

目的  子どもたちの発達段階に応じたさまざまな体験活動を通して、豊

かな心をはぐくむ。 

主な取組  槻川小学校では、地域住民の協力を得て、田植え、稲刈り体験学

習を実施した。 

 道徳教育については、「彩の国の道徳」や「私たちの道徳」を教

材として活用し、ＴＴ（ティームティーチング）や役割演技、写真・

ＶＴＲを使用するなど創意工夫のある指導を行った。 

 あいさつの徹底について、槻川小学校では、生徒指導全体計画の

中で、「あいさつの励行」を重点項目に掲げ、指導の徹底を図った。 

 東秩父中学校では、生徒指導年間計画の生活目標「規律を守り、

基本的な生活習慣を身に付ける」において、「元気なあいさつ」を

実践目標として取り組んだ。 

 読書活動について、槻川小学校では、児童一人一人に読書目標を

持たせ、読書記録を付けることにより、読書の習慣付けを行ってい

る。東秩父中学校では、週１回金曜日朝の「全校読書の時間」を実

施することにより、読書に親しむ態度を育てることができた。 

施策の評価  新型コロナウイルス感染症の影響により、和紙の里文化フェステ

ィバルや敬老会、社会体験チャレンジ事業が中止になるなど、例年

行っている体験活動の継続が難しかった。 

だが、５年生が行う米作り体験は、地域住民の協力・指導の下、

田植えから稲刈りまで行うことができ、良い体験になった。今後、

コロナ禍における地域資源（人・施設・自然）を活用した体験活動

は工夫・改善をしていく必要がある。 

小・中学校ともに「挨拶・返事・感謝の心」の徹底については、

教職員が共通認識を持ち自らも実践しながら、家庭の協力を得て児

童生徒に指導し成果を上げた。 

 読書活動について、読書の習慣付けはできているが、学校図書館

の利用や貸出冊数等にも関心を向けた指導を行う必要がある。その

ためにも、蔵書の質・量の充実に努める必要がある。 

学識経験者の 

意見・提言 

 体験的な学習は児童生徒の豊かな心を育んでいく上で非常に重

要です。新型コロナウイルス感染症防止の観点から例年実施してい

た活動の継続ができなかった面もありましたが、体験的な学習の重

要性をおさえて対応を工夫し、良く実践されてきたと思います。 

 豊かな心とは、自然や社会、人に関わる様々な事象に触れる中で

多様な価値観を見出し、感性を磨き、他を尊重しながらも自分自身
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の価値観を持って自立して生きていくことのできる心のありよう

と言い換えることができると思います。そのため、豊かな心の育成

には児童生徒を取り巻く大人の言動が大きな影響を与えます。学校

で行っている「挨拶・返事・感謝の心」の徹底に当たっては、保護

者や地域の協力を得て、大人が範を示しながら「挨拶・返事・感謝

の心」を地域の雰囲気として作り上げていくことが重要です。 

 また、読書は、児童生徒が心の内で様々な世界に触れ、様々な事

象や価値観を学ぶことができる場であり、遊びと同様に読書自体を

楽しむ場にもなります。児童生徒の読書量を増やすには教員やボラ

ンティアによる読み聞かせや課題図書を設定して読書する体験を

積ませたり、図書による調べ学習の場を設定したりして読書する機

会を増やすことが効果的です。また児童生徒自身が自分の読んだ本

の面白さを伝える場を設定することも効果があると思います。 

全国的に学校図書の購入予算が減っている傾向にある中で、学校

図書購入予算を確保していくこともこの施策推進の重要な取組だ

と思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策中柱 ○いじめ・不登校の防止対策の充実 

重点的に取り

組む施策 

①さわやか相談員、ＳＣを活用した教育相談活動の充実 

②インターネット、携帯電話等に関する情報モラル教育の推進 

目的  いじめや不登校の防止対策は、発生する要因やその背景を正しく

理解し、児童生徒の状況に応じた適切な支援を行い、改善をめざす。 

 また、児童生徒が明るく、健全な学校生活が送れるよう、小・中

学校間で連携し、いじめ・不登校の根絶に努める。 

主な取組  小・中学校ともに、すべての教職員が児童生徒への声かけ、見守

りなど行いながら、自尊感情を高め、お互いを思いやり、認め合う

人間関係づくりに努めた。 

槻川小学校では、「友だちを大切にする心を育てる」ことを目的

に、縦割り活動「せせらぎタイム」や各行事等を通じ、低学年から

高学年まで学年を越えた人間関係づくりを図った。 

また、毎月、児童に「学校生活に関するアンケート」を実施し、

それぞれの児童の状況把握を行った。 

東秩父中学校では、月２回教育相談部会を開催し情報交換、情報

共有を図り、さらに、会議録を作成し全教職員に周知し、それぞれ

の生徒の状況に応じた指導をすることができた。 

 また、５月に教育相談週間を設定し、相談体制の整備を図った。

学総大会時には、さわやか相談員による全校生徒面談を実施した。

さらに、毎学期「いじめアンケート」を実施し、生徒の状況の把握

に努めた。 

 現在、小・中学校にスクールカウンセラー、小学校にスクールソ

ーシャルワーカー、中学校にさわやか相談員を配置し、各校の教育

相談担当と情報交換等を実施し、有効活用を図っている。 

施策の評価  小・中学校ともに、いじめや不登校に発展する要因を素早く察知

し、対応ができるように情報の取得、共有に取り組んでいる。特に、

教師に生徒がスムーズに相談できる人間関係の構築といじめや学

校生活に関するアンケートの実施は、その早期発見に役立ち、情報

をもとにして、いじめや不登校に適切に対応できた。 

 また、さわやか相談員やスクールカウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカーによる教育相談など成果をあげている。しかし、いじ

めや不登校件数０は達成がなかなか難しい。 

学識経験者の 

意見・提言 

 いじめや不登校はいつでもどこでも誰にでも起こりうるという

認識のもとに、絶えず意識して児童生徒の実態を把握し、日常的に

防止対策を講じていくことが重要です。その点で、小・中学校とも

に、普段の学校生活の中ですべての教職員が児童生徒と密に接し、

問題行動を未然に防止することに努めてきたことは大変素晴らし

い取組だと思います。また、大人にはなかなか見えにくい児童生徒
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の心の内や児童生徒同士の人間関係を把握するために、毎月学校生

活に関するアンケートを実施してきた点も大変良い取組だと思い

ます。さらにはスクールカウンセラーやソーシャルワーカーと連携

した教育相談体制も良く整備されていると思います。 

 少人数の集団は人間関係を密にできる反面、関係の固定化も生じ

やすく、個々の児童生徒にマイナスに作用する関係が生じると、そ

れを改善するのにかなりの時間を要することも多々あります。 

結果を急ぐことでかえって児童生徒の心を閉ざすことにもなりま

すので、現在生じている不登校の児童生徒の対応に当たってはこう

した点も配慮して取り組むことが大切です。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策中柱 ○生徒指導の充実 

重点的に取り

組む施策 

①児童・生徒理解の視点に立った指導の推進 

②家庭・地域社会・関係機関との連携強化 

目的  一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、

社会的資質や行動力を高めるよう指導・援助する。 

主な取組  小・中学校ともに、毎月の生徒指導委員会で情報共有を図り、会

議録を全職員に配布し、共通理解、共通行動に努めた。 

また、毎月の生徒指導目標を定め、全教職員に周知・共通認識の

もと、学校生活のあらゆる場面において積極的に児童生徒を指導し

た。 

今年度も、生徒指導年間計画を作成し、発達段階に応じた指導体

制の整備、充実を図った。 

さらに、課題が生じたときや必要な時には、その都度、担当者と

関係者が協議して、全職員と情報を共有しながら迅速に対応した。 

村の体制として、毎月の育児支援連絡会に保健師、住民福祉課職

員、学校からスクールソーシャルワーカー、養護教諭が参加し情報

を共有しながら、連携・協力をする会議を実施している。 

 定期的な校長会や教頭会、小学校養護教諭・教科支援員の城山保

育園訪問による情報交換など、保育園・小学校・中学校が連携を図

っているほか、槻川小学校では、こどもの心のケアハウス嵐山学園

と連携し、情報交換や生活支援、学校教育、心理治療、精神科医療

の各分野の専門職員の指導を仰ぎ、生徒指導に生かした。 

施策の評価  小・中学校ともに学校が一丸となって、組織的・計画的に生徒指

導に取り組み、全教職員が積極的な生徒指導を行い、成果を上げた。 

 さらに、保・小・中の連携・協力をもとにした家庭・地域社会・

関係機関との連携を密にし、学校の中だけで完結することがないよ

うな生徒指導の推進を図ることができた。 

学識経験者の 

意見・提言 

 生徒指導に関して、学校が一丸となり、また、学校だけでなく村

を挙げての体制づくりを推進し、計画的、組織的に取り組んでおり、

児童生徒に生徒指導上の大きな問題はなく推移してきていること

は大きな成果だと思います。 

 今後は、積極的な生徒指導の展開にさらに重点をおいて、児童生

徒が物事を自主的に判断し、行動して、進んで自分を生かしていく

ことのできる自己指導能力の育成や互いに学び合い、高め合うこと

のできる集団作りに貢献できる資質や能力の育成に計画的に取り

組んでいくと良いと思います。こうした資質・能力の育成は具体的

な場面を通して体験的に身につけさせていくことが効果的であり、

これも小・中学校９年間を見通して体験を積み上げさせ、計画的に

指導していくと良いと思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策中柱 ○人権を尊重した教育の推進 

重点的に取り

組む施策 

①様々な人権課題に対応した教育の充実 

②子どもを虐待から守る学校体制の構築 

③村民の人権意識を高める取組の推進（コロナ差別をしない） 

目的  人権尊重の意義・内容等について理解し、自他の人権を守るため

の実践的な行動力を身につけ、いじめや差別のない学校や社会の実

現を目指す。 

主な取組 槻川小学校では、道徳の授業に限らず、人権学習月間を中心に全

学年において「人権感覚育成プログラム」を教科の中で設定し、「人

権尊重、仲間意識、差別解消、生命平和，生命尊重、勤労尊重、多

様性の尊重、共生、集団生活」の各項目に重点を置いた授業を展開

した。 

さらに、人権作文及び人権メッセージ（子ども人権メッセージ）

に取り組み、発表・掲示を行った。 

東秩父中学校においても、人権作文及び人権メッセージ作成のほ

か、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間において、同和

問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等のさま

ざまな人権問題について取り組んだ。 

また、全学年で年２回（前期・後期）に分けて、人権教育集中学

習と題し、校長講話や動画視聴による人権教育を実施した。 

教職員についても、埼玉県・西部地区・秩父郡等の人権教育に関

する研修会や講演会に参加した。 

学校内においても職員会議や倫理確立委員会等で人権問題につ

いての研修を行った。 

虐待から子どもを守る学校の体制は、小学校の生徒指導委員会や

中学校の教育相談部会などで情報を共有しながら、体制の整備を図

っているほか、児童虐待に関する研修会に積極的に参加した。 

施策の評価  小・中学校ともに、児童生徒の発達段階に応じた人権教育に取り

組み、人権メッセージの校内掲示や動画の視聴などで人権意識を高

めることができた。 

教職員自身も人権問題に関する研修会等に進んで参加し、人権に

対する正しい理解と認識を持つとともに、自らの人権感覚を高め、

児童生徒への適切な指導につながった。 

今後とも教職員の人権問題に対する研修等を計画的に実施して

いく必要がある。 

学識経験者の 

意見・提言 

 一人一人の存在と可能性を大切にするという人権尊重の精神は

より良い社会を形成していく上での基本であり、これからの社会を

担っていく児童生徒にしっかりとした人権意識を身につけさせて

いくことは重要です。特に今日、世界各地で起きている紛争や児童
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生徒をめぐって生じている様々な事態の中で、人権が軽視される風

潮が広まりつつある状況にあり、より一層の人権尊重の精神を涵養

していくことが必要になっています。 

 人権に関わる知識・技能及び態度を形成していく人権教育は学校

教育のあらゆる面で実践される必要がありますが、その面で、小学

校で全学年において「人権感覚育成プログラム」を教科の中に位置

づけて継続して推進している点は非常に有効だと思います。また、

発達年齢を考慮して、中学校で人権に関わる具体的な問題を取り上

げて集中学習を推進している取組も大変良いと思います。 

人権感覚の育成には、日常的に児童・生徒に接する大人の態度も

大きく影響しますので、教職員の人権感覚を高めていく取組を今後

もより充実させて、継続して推進していくことが重要だと思いま

す。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策中柱 ○健康の保持・増進 

重点的に取り

組む施策 

①新型コロナウイルス感染症対策の徹底 

②学校保健指導の充実 

③食育活動の推進 

④性に関する指導と薬物乱用防止教育の推進 

⑤家庭と連携した「早寝・早起き・朝ごはん」の徹底 

目的  児童生徒の健康で健全な心身の発達を図る保健教育を、発達段階

に応じて推進する。また、望ましい生活習慣や食習慣を家庭への啓

発や学校給食を通して推進し、児童生徒の健全な心身を育む。 

主な取組  槻川小学校では、前年度の学校保健の取組状況等の評価を踏ま

え、学校健康教育全体計画に沿って計画的に保健学習を推進した。

また、健康教育啓発資料の配布等を通し、家庭の理解を得ながら、

健康的な生活習慣の確立に努めた。 

 東秩父中学校では、前年度の学校保健の取組や評価を踏まえ、思

春期の特徴を踏まえた性に関する指導を実施した。また、本年度も

外部から講師を招聘し、「薬物乱用防止教室」を行った。同時に喫

煙や飲酒の心身への影響についても、学級指導、全体指導を通して

実施した。 

 新型コロナウイルス感染症対策については、小・中学校とも、県

や保健所の指導に沿った感染対策を徹底した。 

食育指導は、小・中学校ともに、保健だよりや食育だよりを保護

者に配布し、アレルギー問題や健康的な食生活について家庭の啓発

に努めた。また、学校給食を通して、適切な栄養摂取や地場産物の

食用について、児童生徒の理解と関心を高めることに努めた。 

 こうした取組は、年２回の小中合同学校保健員会で体力、健康に

関する現状と課題を話し合うとともに、学校医の指導もいただき、

次年度の取組の参考資料とすることができた。 

施策の評価  小・中学校ともに、啓発資料の配布や課題に特化した授業の実施

など、児童生徒の健康の保持増進に努めている。 

 また、食物アレルギーに対する家庭への啓発活動を通して、アレ

ルギーへの適切な対応について、職員の理解を深めることができ

た。 

 新型コロナウイルス感染症対策は、県の指導に沿った取組ができ

ていた。 

学識経験者の 

意見・提言 

 学校において児童生徒の健康の保持・増進を図っていくことは、

児童生徒の健全な成長を支援していくための重要な要素であり、そ

れを施策の中柱に掲げて継続して良く取り組んでいると思います。 

この施策に沿って、学校では、学校保健教育全体計画に基づいて

前年度の反省や社会情勢の変化に対応して、幅広い視点で具体的な
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取組が良くなされていると思います。 

学校保健の推進には、児童生徒自身が自分の健康の保持・増進に

関して知識を得、思考力や判断力、意思決定能力などを身に付ける

ことをねらいとした保健学習、日常生活の中で生じる健康問題に対

応するための実践的能力や態度の育成を図り、それを習慣化させて

いく保健指導、加えて、児童生徒が健康・安全に生活できるように

するための保健管理の３つの取組が重要だとされています。 

 特に、前年度から流行を繰り返している新型コロナウイルス感染

症への対応には多くの時間を費やす状況が生じ、その対応が大変だ

ったと思いますが、国や県の情報を踏まえ、保健所等の指導に沿っ

た対策が良くとられてきたと思います。この取組は上記の視点で考

えると、学校保健の取組を反省する上で貴重な機会になると思いま

す。今後、性に関する指導や薬物乱用防止、食育指導等の指導を展

開する中で、上記の３つの取組がどのようにバランスよく展開され

てきたかを振り返り、今後の指導改善につなげていくと良いと思い

ます。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策中柱 〇体力向上と学校体育活動の推進 

重点的に取り

組む施策 

①生活習慣の改善 

②新体力テストの結果を踏まえた運動能力の向上 

目的  特色ある体力づくり活動により、児童生徒の運動習慣の確立と体

力向上に努め、主体的に運動に取り組む児童生徒の育成を目指す。 

主な取組  槻川小学校では、体育授業を中心にした児童の体力づくりに加え

「始業前運動の実施」、「縄跳び名人大会」、「長距離走大会」やサッ

カー選手との触れ合い指導の場面を設定し、児童が楽しみながら主

体的に取り組む体力づくり活動に努めた。 

 東秩父中学校では、新体力テストの結果を踏まえ、体育授業、運

動部活動を通して、地道に体力向上に努めている。継続的な体力づ

くりの取組として、体育の授業で準備運動、集団走、５０ｍダッシ

ュ等サーキットトレーニングを補強運動として課している。 

施策の評価  体育授業や部活動に限らず、学校生活の中でさまざまな工夫・改

善が見られ、児童生徒の体力向上に成果を上げている。 

 新体力テストの課題解決に向けた取組を行っていく中で、「主体

的に取り組む運動」の割合を多くすることができた。特に、小学校

では、児童が興味を持ち、進んで体を動かす授業が展開できていた。 

学識経験者の 

意見・提言 

 小学校においては、新体力テストの結果をよく分析し、課題を持

って児童の体力づくりの場を設定して継続的に良く取り組んでき

ていると思います。体力向上優良校に選出されたのはその成果の表

れだと思います。体力づくりは日常的に運動に親しむことが重要で

あり、その点で児童が楽しみながら主体的に取り組む体力づくり活

動を目指している点は大変良いと思います。 

 中学校においても、生徒の発達段階や新体力テストの結果を踏ま

え、授業改善や運動量の確保に良く取り組んでいると思います。 

中学生の時期は呼吸器や循環器が急速に発達する時期であり、そ

れに伴って運動することにより筋力や持久力をさらに高めること

ができる重要な時期であります。この発達には毎日運動する習慣を

つけることが重要で、中学校の運動部活動はその大きな役割を果た

していると言われています。小規模校であることが規模の大きい学

校の生徒に比べてニーズに応じた部活動を選択できる幅が狭まる

など、運動量の確保にマイナスに働く傾向にあります。対応策とし

て日常の学校生活における運動量を確保する場を設定するととも

に、部活動の練習方法を工夫したり、生涯スポーツとの連携を図っ

たりするなどの方法を検討し、生徒の全体的な体力向上を目指して

いく必要があると思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅲ 多様なニーズに対応した教育の推進 

重点施策中柱 ○特別支援教育の推進と充実 

重点的に取り

組む施策 

①共生社会を目指した「多様な学びの場」の充実 

②「特別支援学級」に対する支援の充実 

目的  連続性のある「多様な学びの場」の実現を目指し、障がいのある

子どもたちの学習環境の整備を行う。 

主な取組  障がいのある児童生徒や発達障がいの特性が見られる児童生徒

に、きめ細かな指導を実践するため、多様な学びの場の充実に努め

た。 

具体的には、小・中学校とも、教員免許を持つ教科指導員を適切

に配置し、学習内容の理解と定着に向けて、組織的にきめ細かな教

育活動を展開した。 

槻川小の特別支援学級においては、きめ細かな教育活動に加え、

一人一人への合理的配慮に考慮し、能力が発揮できる環境づくりに

努めた。また、多様な学び場の一つとして、児童の能力・適性に応

じた通級学級での学習指導を積極的に行った。 

施策の評価 小中ともに情報共有を図り、教科支援員を適切に配置し、子どもた

ち一人一人の能力、ニーズに合った教育活動が実践できた。また、

槻川小では、通級学級を積極的に実践するなど、「インクルーシブ

教育」を実践するための体制整備が図られた。 

 今後、「多様な学びの場」の充実や特別支援教育推進のため、教

員の専門的知識の向上を図り、人材育成に更に努めていく必要があ

る。 

学識経験者の 

意見・提言 

 障害のある児童生徒や発達障害の特性がみられる児童生徒のニ

ーズを良く把握し、ニーズに応じた支援が展開できるよう教科支援

員を配置するなどして継続的に体制整備が推進されていると思い

ます。また、インクルーシブ教育の視点を持って、通級学級との交

流を積極的に取り入れて実践している小学校の取組は大変良いと

思います。こうした実践を繰り返す中で、子どもたち同士が互いに

理解し合う場が生まれ、理解が深まったり、障害のある児童生徒へ

の新たな合理的配慮の必要性が見えてきたりすると思います。 

特別支援教育推進に当たっては個別の教育支援計画の作成が重

要ですが、支援計画作成のベースとするために日常の支援と児童の

変容を記録に残す取組が大切です。児童生徒への日常的な支援と児

童生徒の日々の変容を記録していくことは教員の資質向上にもつ

ながります。人材育成の方法としても記録を工夫していくと良いと

思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅲ 多様なニーズに対応した教育の推進 

重点施策中柱 ○不登校児童・生徒への支援 

重点的に取り

組む施策 

①スクールカウンセラーやＳＳＷによる教育相談活動の充実 

②家庭への支援 

③嵐山学園や広域適応指導教室との連携 

目的  児童生徒一人一人に応じた支援体制を整備し、児童生徒が明る

く、楽しい学校生活が送れるようにする。 

主な取組  小・中学校ともに、生徒指導委員会や教育相談部会を定例化し、

綿密に情報交換・情報共有する。さわやか相談員、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカー、教科支援員を配置すること

により、きめ細かな教育相談・就学支援体制の整備を図った。 

 教育相談週間を設け、定期的にアンケートや面談を実施すること

で児童生徒個々の実態の把握を行った。 

こどもの心のケアハウス嵐山学園や塙保己一学園のほか、川越児

童相談所や東松山特別支援学校と情報の共有や助言を仰ぐ等、密接

な連携を図りながら適切な対応が行える体制を構築した。 

施策の評価  児童生徒の不安や悩みに寄り添える教育相談体制・就学支援体制

を整備することができた。 

 外部機関との連携も図られ、児童生徒一人一人に適したきめ細か

な指導を行うなど、不登校児童生徒への支援体制の強化を図ること

ができた。 

 今後、児童生徒の不登校が生じた場合には、不登校となった要因

を的確に把握し、学校・家庭・関係機関の情報共有を図り、組織的・

計画的な支援策を展開していく必要がある。 

学識経験者の 

意見・提言 

 新型コロナウイルス感染回避のために長期欠席をする児童生徒

が、これをきっかけに不登校になる事例が発生するなど新たな要因

も加わって、ここ数年全国的に不登校児童生徒が増加する傾向にあ

ります。不登校になる要因は様々ですが、こうした背景を良くおさ

えて個々の児童生徒の実態を把握し、学校・家庭・関係機関が連携

した児童生徒への支援策が良くとられていると思います。 

児童生徒の不安や悩みに早期に対応し、適切な対応をとることが

不登校防止につながりますが、その取組が適切に行われたことで不

登校になりかけた児童が登校できるようになり、小学校では不登校

が０で推移しているという成果につながっていると思います。 

 不登校の防止には、児童生徒一人一人に学校生活が楽しいという

思いを持たせることが重要です。今後もこうしたきめ細かな取組を

推進しながら、学校生活全般にわたって児童生徒中心の学校づくり

を推進していくと良いと思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅳ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

重点施策中柱 ○教職員の資質能力の向上 

重点的に取り

組む施策 

①学力向上のための校内研修の充実 

②教職員のＩＣＴ活用指導力の向上 

③不祥事防止に向けた取組の推進 

目的  時代の変化に対応でき、高い倫理観と指導力を持つ教員の育成を

目指し、教育環境の整備、充実を図る。 

主な取組  槻川小学校では、「主体的、対話的で深い学び」、東秩父中学校で

は、「思考力・判断力・表現力を伸ばす学習指導の創造」を視点に、

全教員がＩＣＴを活用した授業ができるように、外部指導者を招聘

して研究授業を行った。 

校内研修と共に学力向上の基本となる、質の高い授業を実践する

ため、教材研究等の時間確保に努めた。具体例として、小・中学校

ともに、教科支援員が授業補助や事務作業の補助等を行うことによ

り、教材研究の時間確保に改善を図ることができた。 

 不祥事防止については、管理職からの指導や毎月の倫理確立委員

会や小中連絡会、更に、小中合同研修会等で情報の共有を図り、教

員としての倫理観の向上に努めた。 

施策の評価  教員の資質能力の向上のため、研修やＩＣＴ活用の研究授業を 

学校全体の共通の課題と捉え、組織的に行っている。 

研修と共に学力向上の基本となる、教員の教材研究等の時間確保

については、人的な補強による改善に加え、統合型校務支援システ

ムの活用、教職員の働き方改革にも努力する必要がある。 

学識経験者の 

意見・提言 

 社会が複雑化、多様化する変化の激しい時代にあって、未来を担

う児童生徒の育成に携わる教員には、様々な資質能力が求められま

す。そのため、教員には絶えず研究と修養に努めることが仕事とし

て位置づけられています。特に、ＧＩＧＡスクール構想などで、情

報機器を活用した授業づくりが求められている今日、ＩＣＴ活用能

力の研修は必須の状況になっています。こうした状況に良く対応し

て、外部指導者を招聘したＩＣＴ研修を実施するなど、教員の資質

向上に向けた適切な実践がなされていると思います。 

 質の高い授業の実践には教員の十分な教材研究が必要です。この

ことをしっかり押さえて、教科支援員を活用して教材研究の時間を

確保するなど、大変良い取組がなされていると思います。小規模校

の利点として、大規模校に比べて連絡調整のための会議に要する時

間や事務を効率化してその量を少なくすることが比較的容易にで

きる点があると思います。このことを大いに活用し、教員が大いに

教材研究に取り組み、授業の質を向上できる学校づくりを推進して

いくと良いと思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅳ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

重点施策中柱 ○学校の組織運営の改善 

重点的に取り

組む施策 

①教職員の業務改善と働き方改革の推進 

②学校運営協議会の活用 

目的  教員が毎日元気に子どもたちの教育活動に当たり、より一層効果

的な教育活動を推進する観点から、学校の組織運営における問題等

を明らかにし、改善を図ることで働き方改革の推進を図る。 

主な取組 小・中学校とも、教職員、児童生徒や保護者から意見を聞き、学

校の組織運営の改善のための資料を作成し、学校運営の参考とし

た。また・学校運営協議会で、教職員の業務改善と働き方改革の推

進について、意見をいただき、学校運営の参考にした。 

 具体的には、子供と関わる時間を確保するため、積極的にデジタ

ルツールを活用し、通知表、指導要録、調査書、学校日誌を電子化

し、放課後業務の効率化が図った。 

本年は、会議資料を電子化し、事前に配布することにより、会議

時間の短縮に努めた。 

 また、健康管理の一環として、出退勤管理システムの導入や「ふ

れあいデー」の設定などにより、定時の退勤を促し、時間外勤務の

軽減を図った。 

施策の評価  小・中学校ともに、教頭を中心に業務改善に積極的に取り組んで

いる。 

 今後も学校運営協議会委員と共に、教職員の意識改革や時間外勤

務時間の削減、健康管理の促進など、学校運営の改善に継続して努

めていく必要がある。 

学識経験者の 

意見・提言 

 社会の変化に対応して教職員の業務も多様化し増大している中

で、教職員の長時間労働が問題になるなど、今日、学校の組織運営

の改善が大きく注目されるようになりました。その一つとして中学

校の部活動を生涯スポーツに移行する案なども出されております。 

 こうした改善には大別すると、大きく制度を改正するものと、そ

れぞれの学校で現状の業務改善を行うものとがあるように思いま

す。いずれの改善にも、その問題点を明らかにしていくことが重要

です。その際、学校の組織運営の改善は、質の高い教育を推進する

ために行うという基本を外れないようにすることが重要です。校務

の効率化を図るために６町村共同で導入した「統合型校務支援シス

テム」などが学校事務の改善に大きく貢献しているとのことです

が、この取組がどのような問題の改善に繋がったのか、また、校内

だけでは改善できない問題は何かなど、具体的な事例を挙げながら

問題点を明らかにしていくことが重要です。教職を志す人が少なく

なっているという現状を踏まえ、今後も改善の取組を推進していく

必要があると思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅳ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

重点施策中柱 ○子どもたちの安心・安全の確保 

重点的に取り

組む施策 

①家庭・地域社会と連携した防犯・交通安全教育の推進 

②学校危機管理体制の充実（事故防止の徹底） 

③通学バス待合所、通学路の点検整備 

④主体的に行動できる児童生徒の育成をめざす防災教育の推進 

⑤スクールガードの見守り活動の推進 

目的  学校・家庭・地域・関係機関が連携し、子どもに関する事故や事

件を未然に防ぐ体制整備を図る。 

 災害等への危機管理意識を高め、効果的な子どもの安全確保対策

に取り組む。 

主な取組  槻川小学校では、小川警察署・スクールガードの協力により、防

犯・交通安全教室を実施した。 

 また、毎朝の登校指導やバス通学者に対する毎日のバス停での登

校指導のほか、通学路点検を行った。 

 下校時には、週２回のスクールガードによる下校の見守り活動を

実施した。 

 また、青色回転灯装備車の回転灯を点灯して運転できるよう、小

川警察署生活安全課に依頼し、スクールガードを対象に講習会を実

施した。 

【スクールガード実績】 

 人  数：１５人 

 活動回数：７４回 

 所要時間：２１０．５時間 

 

防災教育については、小・中学校ともに学期ごと１回の避難訓練

に加え、小学校では、年１回、学校から保護者への引き渡し訓練を

行った。 

 また、小・中学校ともに、事故防止マニュアル、不審者対応マニ

ュアル、災害（火災・地震）マニュアルを作成しており、防犯防災

体制の整備を図っている。 

施策の評価  学校安全の３つの領域である「生活安全」「交通安全」「災害安全」

に対し、学校・家庭・地域・関係機関の連携が図られ、高い防犯・

防災意識が伺える。 

 教員やスクールガードの活動も含め、児童生徒の安全を確保する

ための環境整備の継続・発展を図り、さらなる推進に努めることが

肝要である。 

学識経験者の 

意見・提言 

 学校安全の３つの領域である「生活安全」「交通安全」「災害安全」 

を漏れなくカバーできるように、スクールガードの体制整備や交通

安全教室、通学路点検、防犯防災体制の整備等の取組が学校、家庭、
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地域の連携のもとに着実に推進されていると思います。 

 少ない児童生徒数に対して安全のために大人がしっかり見守る

という組織活動としての体制整備は大変良くできていると思いま

す。学校安全には、また、児童生徒が自らの安全のために思考、判

断し、適切な意思決定をしていくことのできる資質・能力を高める

ための「安全学習」や児童生徒が直面するであろう具体的場面を想

定して身を守るための実践的能力や態度、習慣形成を目指す「安全

指導」の面があり、学校生活全般を通して、具体的場面に即してこ

うした資質・能力を身に付けさせていくことも重要です。これらの

教育は日常の学校生活の中で日々実践されていると思いますが、重

点施策の中柱に「子どもたちの安心・安全の確保」を位置づける際

の視点として今後も意識していくと良いと思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅳ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

重点施策中柱 ○学習環境の整備・充実 

重点的に取り

組む施策 

①学校給食費の無償化 

②修学旅行、卒業アルバム等への補助 

③ＩＣＴ教育推進のための環境整備 

目的 子どもを育てる保護者が抱える経済的負担を軽減し、安心して学

校教育が受けられる環境の整備を図るとともに、少子化対策を推進

する。 

児童生徒一人一人に個別最適化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環

境を整備する。 

主な取組  平成２５年度から実施していた給食費の一部助成を拡充し、令和

元年度から無償とした。 

（単位：円） 

 H25 H26 H27 H28～H30 R1～R3 

助成額 500 1,000 2,000 3,000 4,200 

小学校 4,000 4,000 4,000 4,000 4,200 

実質負担額 3,500 3,000 2,000 1,000 0 

助成額 500 1,000 2,000 3,000 4,900 

中学校 4,700 4,700 4,700 4,700 4,900 

実質負担額 4,200 3,700 2,700 1,700 0 

 

 平成３０年度から卒業アルバム代の一部助成（６，０００円）を

拡充し、令和元年度から無償とした。 

 修学旅行費の一部助成については、中学生一人１０，０００円の

助成を行っている。新型コロナウイルス感染症の影響により令和２

年度は修学旅行をキャンセルしたため、令和３年度は２年生、３年

生の２学年分の一部助成を行った。 

 ＩＣＴ教育の環境整備では、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用し、ＧＩＧＡスクール構想で整備した学習用

ＰＣについて、小学校低学年がスムーズにログインできるよう指認

証キーを導入した。 

 同じく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活

用し、新型コロナウイルス感染症等の影響による学校臨時休業時の

対応として、切れ目ない学習環境の提供を行うことを目的に、通信

機器の環境がない世帯に対し、家庭学習環境整備の支援として、タ

ブレットやｗｅｂカメラの無償貸与を継続している。 

 貸与数：４６台 小学校：２９台 

         中学校：１７台 他Ｗｅｂカメラ１台 

 さらに、学校施設に関する新型コロナウイルス感染症対策とし

て、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や学校保健
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特別対策事業費補助金を活用し、空気清浄機の設置や中学校の網戸

設置工事を行った。 

 空気清浄機設置：小学校１８台 

         中学校１７台 

 中学校網戸設置工事：３２か所 

 また、６町村（美里町、神川町、川島町、吉見町、ときがわ町、

東秩父村）共同で統合型校務支援システムを導入した。 

施策の評価  給食費や卒業アルバムの無償化、修学旅行費の一部助成など、子

育て世帯の経済的負担軽減に努めている。 

今後も経済的負担軽減を継続していくことが重要である。 

 ＧＩＧＡスクール構想の整備により、ＩＣＴ機器を活用した一斉

学習、個別学習を行う環境を整備することができた。今後は、子ど

も同士による意見交換、発表などお互いを高め合う学びを通じて、

思考力、判断力、表現力の育成を図る教育をさらに推進するため、

ＩＣＴを活用した協働学習ができる環境を整備していく必要があ

る。 

 また、「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」でも示さ

れている統合型校務支援システムの導入により、校務にかかる業務

の効率化を図ることで、教職員の負担を軽減し、児童生徒と向き合

う時間の増加、教育の質の向上を図るよう努めていくことで、学校

経営の改善を図っていくことが重要である。 

 その他、交付金等を活用し、空気清浄機や網戸を設置することで、

安心安全な学校環境を整備することができた。 

学識経験者の 

意見・提言 

 給食費や卒業アルバムの無償化、修学旅行費の一部助成、さらに

は国や県の補助金、交付金を積極的に活用して、保護者が安心して

児童生徒に適切な教育を受けさせることができるように、その体制

整備を積極的に推進していることに敬意を表します。また、統合型

校務支援システムを導入するなどして校務に関わる校務の効率化

を図り、教職員の負担を軽減して、児童生徒と向き合う時間を確保

しようという取組の姿勢も大変素晴らしいと思います。 

 質の高い学校教育の推進には教職員の資質向上とともに子育て

に携わる保護者の視点にも目を向けたこうした環境整備も非常に

重要です。また、こうした教育環境が整備されていることは、この

地域で子育てをしたいという思いを起こさせ、他の地域からの移住

を呼び込むなど村の活性化にもつながると思います。 

 教育環境整備には多くの予算を必要とする内容も多いので、補助

金や交付金を適切に活用して今後もこの取組を継続、推進してほし

いと思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅴ 家庭・地域の教育力の向上 

重点施策中柱 ○地域の教育力の向上 

重点的に取り

組む施策 

①「学校応援団」の活動の充実 

②放課後子ども教室の活動の充実 

目的  地域の教育力を学校に取り込むなど、地域と学校の連携・協働を

進めることで、子どもたちの教育環境の充実を推進するとともに地

域の教育力の向上を図る。 

主な取組  学校応援団の活動については、緑の学校ファーム事業として槻川

小学校の５年生の児童に対し、「田植え体験」を５月に、「稲刈り体

験」を１０月に実施。総合的な学習の時間などの学校における学習

活動を通じて、児童生徒の育成を図った。 

放課後子ども教室は、初めての開催に向けて放課後子ども教室運

営委員会にて実施回数や内容、帰宅の際の注意点などを協議し決

定。年間での実施回数は３回で、内容は鬼ごっこ、（第１回）、竹と

んぼ（第２回）、芋ほり体験（第３回）。児童の参加率も非常に高く、

３回目の芋ほり体験では約７割の４９名の児童が参加するほど好

評であった。放課後子ども教室の意図である「放課後の居場所作り」

に加え、「学校以外での学びの場の提供する」ことを意識し、教育

の充実を推進するとともに地域の教育力の向上を図った。 

来年度の実施計画について運営委員会にて協議し策定（下記記載あ

り）。※次年度以降は「遊びから学びへのシフト」をしていく。 

【令和４年度実施計画】 

■実施回数：５回 

第１回： ６月２４日（金）ステンドうちわ工作体験 

第２回： ９月１６日（金）鬼太鼓座による和太鼓教室 

第３回：１１月１８日（金）異文化体験！外国の遊びを体験 

第４回： １月２０日（金）和紙をつかった工作体験 

第５回： ３月１７日（金）鬼ごっこで遊ぼう 

施策の評価 「学校応援団」については、地域住民が参画し、学校と連携・協

働しながら、緑の学校ファーム事業を中心にさまざまな事業を実施

する体制整備が図られている。放課後子ども教室の「芋ほり体験」

においても、学校応援団の協力をいただいき、実施をした。 

放課後子ども教室については、参加した児童数は延べ１１３人。

１回の実施平均にすると約３８名が参加し、全児童数に対しての参

加率は５０％。非常に高い参加率であった。運営委員長である舩田

教頭先生からも、運営委員会にて「参加率が他学校と比べて圧倒的

に高い」「参加した児童がとても楽しみにしている」と、放課後子

ども教室事業を大事にしていきたいとのお話をいただいている。ま

た、次年度以降は「遊びから学びへ」内容を更新していけるよう実

施計画を策定し、教育力の向上を図るよう推進していく。 
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学識経験者の 

意見・提言 

 子どもたちの人格形成には学校教育と共に地域社会が大きな役

割を果たしています。特に義務教育段階の児童生徒の教育は、学校

と地域社会が連携して推進していくことが重要視されており、国が

進めるコミュニティスクール（学校運営協議会制度）はその一環で

す。現在、日本の公立学校の約３分の１がコミュニティスクールを

導入しており、当村の学校もこの制度を導入していますが、地域の

実状や課題が様々であるために、全国的にはこの制度の形態も様々

であるようです。重点施策の中柱に掲げている「地域の教育力の向

上」はこのコミュニティスクールの充実につながる施策の一つと捉

えることができると思います。 

 学校応援団は、地域の方々の協力を得た地域を生かした教育課程

の編成であり、放課後子ども教室は、地域をあげて子どもの日常生

活を見守り、子どもたちに地域でできる様々な社会体験を積ませて

いく場でもあります。こうした事業は、学校と地域の相互理解を深

めることにつながります。これまで計画し、実施してきた様々な取

組は、児童を大いに楽しませ、また次なる期待も持たせているよう

なので、今後も学校と地域がそれぞれの実状を良く検討し、連携し

て更にこれらの事業を充実発展させていくと良いと思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅴ 家庭・地域の教育力の向上 

重点施策中柱 ○学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

重点的に取り

組む施策 

①自然、伝統文化等を活用した学びの充実 

②県立川の博物館を活用した学習の推進 

目的  郷土愛を醸成するため、文化財や伝統文化等が身近にある貴重な

宝として理解されるよう、保護、保存及び継承活動が実施される体

制づくりをする。 

主な取組 槻川小学校総合的な学習の時間において、自然に触れ合う学びの

充実を図った。 

〇小学校５年生 田植え、稲刈り体験 

５月から１０月 講師：江原國利氏、福島康雄氏 

 

東秩父中学校総合的な学習の時間において、自然、伝統文化につ

いての学びの充実を図った。 

○細川紙を漉こう 

５月から９月 講師：細川紙技術者協会 

○中学校３年生手漉き和紙卒業証書作成 

９月１日（水） 講師：細川紙技術者協会 

○竹縄作り 

１２月１０日（金） 講師：東秩父村竹縄保存会  

 

 県立川の博物館を活用した取組については、槻川小学校４年生が

川の博物館を見学し、河川や水との人々の関わりなどを楽しく学

び、水に親しむことができた。 

施策の評価  小・中学校の総合的な学習の時間において、自然を活用した田植

え・稲刈り体験や、竹縄作り、紙漉きなど伝統文化を活用した学び

の充実を図ることができたと評価できる。 

 県立川の博物館を活用した学習を毎年度行っており、体験学習の

充実を図ることができた。近隣の教育施設との連携が今後の課題で

ある。 

学識経験者の 

意見・提言 

 この施策もコミュニティスクール推進につながる施策の一つに

なると思います。ここでは特に地域の自然、伝統文化等を活用した

学びの充実を目的として施策を推進していますが、学校・家庭・地

域が一体となってこうした学びを推進していくことは、地域の自然

や伝統文化の継承につながる大変良い取組だと思います。 

 近隣の教育施設の活用として小学校４年生が県立川の博物館を

活用した学習を継続して行っていますが、東秩父は槻川の源流域を

有する自然豊かな地であり、また、その川筋に発展した様々な伝統

文化が残る村落であることから、この学習を地域の河川に関わる地

形や地質、生物、文化、産業の学習に発展させていくとさらに地域
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に根付いた学習につながると思います。川の博物館など近隣の教育

施設等と連携して小学校４年生の学習がさらに５年生、６年生、中

学生の地域学習として発展していく教育課程を研究していくこと

も一つの方法かと思います。また、公民館活動等にもつなげて、「地

域学」を起こしていくことも地域の課題解決や発展につながると思

います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅵ 生涯にわたる学びの推進 

重点施策中柱 ○学ぶ楽しさが実感でき、村民が集い、絆の輪が広がる活動の推進 

重点的に取り

組む施策 

①村の文化財や伝統文化を楽しく学ぶ公民館講座の工夫 

②図書館の蔵書数の充実と活用の推進 

目的  学校教育及び社会教育等すべての学習について、村民一人一人が

自分に合った学習を選択できる環境づくりや推進体制の整備・充実

を図る。 

主な取組  下記、公民館講座を開催した。（７教室・７回・延６４人） 

講座・教室名 開催回数 延人数 

断捨離講座 １回 ７人 

鬼太鼓座教室 １回 ９人 

和紙フラワー作り教室 １回 ７人 

村の歴史再発見ツアー １回 ８人 

しめ縄作り教室 １回 １０人 

講演会「渋沢栄一と青い目の人

形」 

１回 １２人 

小正月の「ケズリバナ」体験学

習会 

１回 １１人 

 

 大内沢地区にある「ふるさと館（旧大内沢分校）」を生涯学習施

設として一般開放し、貸し出している。 

【実績】 

 利用日数：１９５日  利用人数：８３８人 

 

 コミュニティセンター「やまなみ」２階に図書館を整備している。 

【実績】 

 貸 出 日：２９２日 

 蔵書冊数：１５，２１６冊 

 貸出冊数：１，５３９冊 

施策の評価  多様な公民館講座を開催し、自分に合った学習を選択できる環境

づくりを図っているが、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症

の影響で開催できない講座もあった。 

今後は安心安全な開催方法や、コロナ禍であっても開催しやすい

講座を検討・実施するとともに、学習ニーズの多様化に対応できる

よう新規講座の検討も必要である。 

また、公民館講座は、生涯学習活動に関わる指導者の育成を兼ね

た事業でもあるので、新たな指導者の発掘にも積極的に取り組むこ

とが肝要である。 

図書館事業については、広報で毎月発信している「今月のおすす

め本」の紹介文の下に購入リクエストの周知を追加。掲載後リクエ
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スト数も徐々に増えていき、村民の読書ニーズに応えることに繋が

った。また、来年度は蔵書、貸出のアナログ管理での運営からデジ

タル化へシフトし、より使用しやすい図書館へ推進していく必要が

ある。 

学識経験者の 

意見・提言 

 重点施策の中柱を「学ぶ楽しさが実感でき、村民が集い、絆の輪

が広がる活動の推進」として、生涯学習に関わる事業を推進してい

こうという方向はこれからの生涯学習のあり方として大変重要だ

と思います。これまでの生涯学習は、住民のニーズに対応した様々

な学習の場を提供することにウエイトを置いて多くの地域で行わ

れてきましたが、社会の変化の激しい時代にあって、これからは

人々が互いにつながりを持ちながら互いの知識、経験を出し合い、

協働して課題を解決していく場を作ることが必要です。また、世代

間交流の場や学習の成果を地域に還元していく学習の場を作るこ

とも重要です。施策にある「学ぶ楽しさ」は、互いに協力し合って

課題を解決する経験や、学習の成果が地域など他の人々に役立った

という経験をする中でより深まっていくと思います。協働学習の場

は絆を深めることにもつながります。 

 こうした点を踏まえて、施策の目標達成のために、これからの公

民館活動の中に、１回で終わる講座だけでなく、一つのテーマを数

回にわたって学ぶ場や、地域にある課題を定期的に集まって学び合

い、協働して課題解決をしていくサークル的な活動の場を設定して

いくことが有効だと思います。こうした取組が「地域学」として発

展し、地域の課題解決につながっていくと思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅶ スポーツの推進と文化の伝承と創造 

重点施策中柱 ○スポーツを通じた元気な村づくり 

重点的に取り

組む施策 

①世代を超えたスポーツ・レクリエーション活動の交流 

②施設の有効活用の推進 

目的  村民の身近なスポーツ・レクリエーション活動の場の確保を図る

ため、学校と連携し、学校体育施設の開放を促進する。 

 また、誰もが気軽に参加できるスポーツイベントを開催し、健康

体力づくりを促進する。 

 社会体育指導者の養成として、スポーツ推進委員への研修機会の

充実やスポーツ協会傘下団体の育成・支援を図る。 

主な取組  学校体育施設の開放については、槻川小学校体育館の貸し出しを

行っている。 

【実績】 

 利用日数：１２８日  利用人数：１，５３６人 

※主な利用団体：村インディアカ連盟、村バドミントン連盟、新体

操クラブなど 

 令和３年度は、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響

により、ほとんどの研修会やスポーツ事業が中止となったが、少し

ずつ開催できる事業が増えてきた。 

スポーツ協会傘下団体については、野球・グラウンドゴルフ、ゴ

ルフの３競技については主催大会を開催した。また、比企郡民体育

大会については、野球の部をふれあい広場で実施した。 

 健康体力づくり事業としては村内ハイキング、共催事業のスリー

デーマーチを実施し、村民の健康体力づくりを促進することに繋が

った。新型コロナウイルス感染症の影響により、村スポーツ協会主

催事業の村民体育祭、村民マラソン大会は今年度も中止となった。 

施策の評価  スポーツ推進委員については、研修会等が実施された場合、積極

的に参加を促し、村のスポーツ事業をリードする力を育成していく

ことが必要である。令和３年度は村内ハイキング、比企郡民体育大

会の野球の部、共催事業のスリーデーマーチについてはスポーツ推

進委員にも積極的な参加を促し、運営サポートとして尽力いただい

た。 

新型コロナウイルス感染症の影響により村民体育祭、村民マラソ

ン大会は開催できなかったが、年度計画作成当初に予定がなかった

事業「救命講習」を新たに計画し、１２月に実施。コロナ禍におい

てスポーツ活動がおおむね中止となる中、救命講習会を通じＡＥＤ

の使用方法、今後の有事の際に対応できる人材を育成する活動を行

った。 

 今後の課題として、参加者の減少が見られる事業について、実施

方法の見直しやスポーツに参加しやすい環境づくりに取り組んで
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いく必要がある。 

学識経験者の 

意見・提言 

 前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響で計画した

事業がほとんど中止になったことは、村民の健康管理の観点からや

むを得ないことと思います。こうした中でも、スポーツ振興に関係

する「救命講習」を新たに計画して実施するなど、創意工夫してス

ポーツを通じた元気な村づくりにつながる取組が良くなされてい

ると思います。この施策の目標達成には誰もが気軽にスポーツに参

加して楽しむことのできる場の設定とそれをリードし推進してい

く人づくりが重要でありますので、その方向で計画してきた事業を

今後も大いに推進していくと良いと思います。 
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東秩父村教育行政の重点施策評価調書 

重点施策 Ⅶ スポーツの推進と文化の伝承と創造 

重点施策中柱 ○伝統文化の継承と新しい「和紙のふるさと」文化の創造 

重点的に取り

組む施策 

①文化芸能活動の充実（文化や伝統を学ぶ総合学習の充実） 

②伝統文化継承の支援（細川紙技術者育成支援事業） 

③文化財を内外に広める活動の推進 

目的  児童生徒が自分たちの郷土を知り、愛着を持てるような取組を推

進する。 

和紙（細川紙）をはじめ、本村の伝統文化・郷土芸能を保存継承

するため後継者育成に努める。また、貴重な文化財を適切に保存・

管理し後世に伝える。 

主な取組み  ユネスコ無形文化遺産に登録された本村の手漉き和紙技術を継

承するため、平成２９年度から実施してきた「細川紙・大河原和紙

技術者研修生支援事業」が令和元年度に終了し、令和２年度から「細

川紙・大河原和紙技術者研究生支援事業」として、研修生支援事業

修了の研究生２名に対し、奨励金や家賃等の支援助成金を交付して

いる。 

 ２名の研究生は、東秩父中学校総合的な学習の時間「細川紙を漉

こう」で助手として指導し、協会主催の研修等に積極的に参加し、

研鑽を積んだ。 

【実績】 

 細川紙技術者協会全体会：３回 

 細川紙技術者協会学習会：１回 

 細川紙技術者協会合同研修：１回 

 文化庁指導研修：１回 

 原料作り：３６回 

 草刈り、楮刈取り等：７回 

 紙漉き等作業：２２回 

 

 伝統文化や郷土芸能の保持団体に対し、補助金を交付すること

で、保存継承や後継者育成支援を推進した。 

 補助金交付団体：細川紙技術者協会（小川町） 

         朝日根獅子舞保存会、萩平獅子舞保存会、 

大内沢獅子舞保存会、神代里神楽保存会、 

白石地域振興委員会、東秩父村竹縄保存会 

（東秩父村） 

 

 文化財の保存事業として、村指定文化財に指定されている文化財

標柱１基の文字盤修繕を行った。また、淨蓮寺文化財案内説明板及

び淨蓮寺所有指定文化財標示板の修繕を行った。 

施策の評価  細川紙・大河原和紙技術者研究生が、東秩父中学校総合的な学習
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の時間「細川紙を漉こう」で助手として指導したことは、大きな成

果と言える。 

 研究生２名が早期に細川紙技術者協会正会員に登用されるよう

今後もバックアップしていくことが必要である。 

 さらに、本村在住の細川紙技術者協会正会員が０名となった状況

を鑑み、後継者育成事業をさらに推進していくことが肝要である。 

 また、細川紙技術者協会及び村内の伝統文化保持団体を継続的に

支援することにより、保護・育成を図っている。 

 村内にある県及び村指定文化財等の管理・保存については、定期

的な点検の実施及び修繕により、継続的な保存措置を適切に行う必

要がある。 

学識経験者の 

意見・提言 

 「和紙のふるさと」文化の創造に向けて伝統文化を継承していく

取組として、「細川紙・大河原和紙技術者研修生支援事業」に引き

続いて「細川紙・大河原和紙技術者研究生支援事業」を推進してい

ることは、村の将来を見通した大変重要な良い取組であると思いま

す。 

 今日、手すき和紙産業は、それを生業として営んでいくことが非

常に難しい状況にあり、後継者の育成に様々な課題があると思いま

すが、研修生を２名に絞り、手すき和紙技術の継承に向けて適切な

支援事業を推進している点は素晴らしいと思います。 

 現在、細川紙の抄紙技術がユネスコ無形文化遺産に登録をされ、

それに注目が集まっておりますが、細川紙は、これまで村内に根付

いてきた大河原和紙産業の一部であり、和紙づくりという伝統文化

の継承は、大河原和紙全般をとらえて推進していくことが重要だと

考えます。研修生がいずれ細川紙技術者協会の正会員になることを

目指して支援していくことと同時に、大河原和紙全般を含めた「手

すき和紙作り」のすそ野を広げる取組が必要だと思います。 

例えば、公民館活動等と連携して、村内に手すき和紙作りに関わる

研究サークルを育成し、大河原和紙の歴史あるいは和紙の原料作り

から抄紙、さらには和紙の利用方法等を互いに学びあう場を作り上

げていくことが考えられます。また、今日、手すき和紙は産業とし

て成り立ちにくくなった一方で、手すき和紙作りに興味関心を持っ

ている人はかなり多くいる状況にあり、そうした需要に応える場と

して「東秩父に行けば手すき和紙作りに関して原料作りから抄紙ま

で幅広く学べる」と言える手すき和紙づくり学校のような場を作り

あげていくことも考えられます。また、こうして広く他の地域の

人々に学ぶ場を提供することで、それ自体が村の観光産業にもなり

うると思います。地域に根付いてきた職人の手仕事に関わる伝統文

化の継承は、技術を継承し向上させていく取組と同時に多くの人々

がその技術に興味関心を持つことができるようにすそ野を広げて

いく取組が重要です。 
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 村内にある県及び村指定文化財等の管理・保存についても同様な

視点を持って取り組んでいくと良いと思います。 
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 ４ 結びに  

 

 教育委員会では、毎年「東秩父村教育行政重点施策」を策定し、事業に取り組ん

でいます。 

 「生きる力と豊かな想像力を育てる教育」を基本理念に、７つの基本目標を立て、

２１の「重点施策中柱」を策定し、各施策等により教育行政を推進してきました。 

 点検評価の結果については、各評価書のとおりですが、令和３年度は、新たな重

点施策中柱として「学ぶ楽しさが実感でき、村民が集い、絆の輪が広がる活動の推

進」を掲げたほか、「一人一人の学力を伸ばす教育の推進」、「人権を尊重した教育

の推進」、「健康の保持・増進」、「教職員の資質能力の向上」、「学校の組織運営の改

善」、「地域の教育力の向上」、「学校・家庭・地域が一体となった教育の推進」の重

点施策中柱に新たな「重点的に取り組む施策」として、「ＧＩＧＡスクール構想の

趣旨を生かした授業改善」、「村民の人権意識を高める取組の推進（コロナ差別をし

ない）」、「新型コロナウイルス感染症対策の徹底」、「教職員のＩＣＴ活用指導力の

向上」、「学校運営協議会の活用」、「放課後子ども教室の活動の充実」、「県立川の博

物館を活用した学習の推進」を新たに追加しました。 

 今後も、取組内容や評価結果の十分な検証を行い、課題を明確にして、さらなる

施策の充実に努めてまいります。 

 最後に、この点検評価に当たり、その客観性を確保する観点から、元学校長の高

橋守氏から学識経験者としてのご意見をいただきました。 
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令和３年度 東秩父村教育行政重点施策 

 

 東秩父村教育委員会は、埼玉県の教育振興基本計画の基本理念を踏まえ、村の目指す教

育理念・目標を達成するために、ここに令和３年度教育行政重点施策を定めました。 

 私たちは、学校・家庭・地域の連携を深め、「村の自然環境や伝統文化を生かした特色

ある教育」を推進します。郷土と文化を愛する賢い子どもの育成を目指すとともに、豊か

でたくましい子どもを育てます。 

 

【基本理念】 

 「生きる力と豊かな創造性を育てる東秩父教育」 

 

【重点施策】 

 Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

 Ⅲ 多様なニーズに対応した教育の推進 

 Ⅳ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

 Ⅴ 家庭・地域の教育力の向上 

 Ⅵ 生涯にわたる学びの推進 

 Ⅶ スポーツの推進と文化の伝承と創造 

 

 この重点施策を推進するため、次の項目の展開を図ります。 

 

 Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

  ○ 確かな学力の育成 

   ① 学力・学習状況調査の結果を生かした、学力向上の取組 

   ② 小・中学校９年間を一貫した教育の取組 

   ③ 「主体的、対話的で深い学びの実現」に向けた授業改善 

  ○ 一人一人の学力を伸ばす教育の推進 

   ① ＧＩＧＡスクール構想の趣旨を生かした授業改善 

   ② 教科支援員の配置による個別支援の充実 

   ③ 家庭学習の推奨 

  ○ 伝統と文化を尊重し、グローバル化に対応した教育の推進 

   ① 地域と連携し、伝統と文化を尊重した教育の推進 

   ② 小・中学校における英語活動及び英語教育の充実 

   ③コミュニケーション能力の育成 

  ○ キャリア教育と職業教育の推進 

   ① 地域や家庭などとの連携、協力の推進 

   ② 義務教育９年間の系統性のある教育の推進 

 

 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

  ○ 豊かな心をはぐくむ教育の推進 
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   ① 地域資源（人・施設・自然）を活用した体験活動の推進 

   ② 家庭と連携した「あいさつ・返事・感謝の心」の徹底 

   ③ 読書活動、音楽活動の充実 

  ○ いじめ・不登校の防止対策の充実 

   ① さわやか相談員、ＳＣを活用した教育相談活動の充実 

   ② インターネット、携帯電話等に関する情報モラル教育の推進 

  ○ 生徒指導の充実 

   ① 児童・生徒理解の視点に立った指導の推進 

   ② 家庭・地域社会・関係機関との連携強化 

  ○ 人権を尊重した教育の推進 

   ① 様々な人権課題に対応した教育の充実 

   ② 子どもを虐待から守る学校体制の構築 

   ③ 村民の人権意識を高める取組の推進（コロナ差別をしない） 

  ○ 健康の保持・増進 

   ① 新型コロナウイルス感染症対策の徹底 

   ② 学校保健指導の充実 

   ③ 食育活動の推進 

   ④ 性に関する指導と薬物乱用防止教育の推進 

   ⑤ 家庭と連携した「早寝・早起き・朝ごはん」の徹底 

  ○ 体力向上と学校体育活動の推進 

   ① 生活習慣の改善 

   ② 新体力テストの結果を踏まえた運動能力の向上 

 

 Ⅲ 多様なニーズに対応した教育の推進 

  ○ 特別支援教育の推進と充実 

   ① 共生社会を目指した「多様な学びの場」の充実 

   ② 「特別支援学級」に対する支援の充実 

  ○ 不登校児童・生徒への支援 

   ① スクールカウンセラーやＳＳＷによる教育相談活動の充実 

   ② 家庭への支援 

   ③ 嵐山学園や広域適応指導教室との連携 

 

 Ⅳ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

  ○ 教職員の資質能力の向上 

   ① 学力向上のための校内研修の充実 

   ② 教職員のＩＣＴ活用指導力の向上 

   ③ 不祥事防止に向けた取組の推進 

  ○ 学校の組織運営の改善 

   ① 教職員の業務改善と働き方改革の推進 

   ② 学校運営協議会の活用 

  ○ 子供たちの安心・安全の確保 

   ① 家庭・地域社会と連携した防犯・交通安全教育の推進 
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   ② 学校の危機管理体制の充実（事故防止の徹底） 

   ③ 通学バス待合所、通学路の点検整備 

   ④ 主体的に行動できる児童生徒の育成をめざす防災教育の推進 

   ⑤ スクールガードの見守り活動の推進 

  ○ 学習環境の整備・充実 

   ① 学校給食費の無償化 

   ② 修学旅行、卒業アルバム等への補助 

   ③ ＩＣＴ教育推進のための環境整備 

 

 Ⅴ 家庭・地域の教育力の向上 

  ○ 地域の教育力の向上 

   ① 「学校応援団」の活動の充実 

   ② 放課後子ども教室の活動の充実 

  ○ 学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

   ① 自然、伝統文化等を活用した学びの充実 

   ② 県立川の博物館を活用した学習の推進 

 

 Ⅵ 生涯にわたる学びの推進 

  ○ 学ぶ楽しさが実感でき、村民が集い、絆の輪が広がる活動の推進 

   ① 村の文化財や伝統文化を楽しく学ぶ公民館講座の工夫 

   ② 図書館の蔵書数の充実と活用の推進 

 

 Ⅶ スポーツの推進と文化の伝承と創造 

  ○ スポーツを通じた元気な村づくり 

   ① 世代を超えたスポーツ・レクリエーション活動の交流 

   ② 施設の有効活用の推進 

  ○ 伝統文化の継承と新しい「和紙のふるさと」文化の創造 

   ① 文化芸術活動の充実（文化や伝統を学ぶ総合学習の充実） 

   ② 伝統文化継承の支援（細川紙技術者育成支援事業） 

   ③ 文化財を内外に広める活動の推進 

 

 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 

 （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２６条 教育委員会は、毎年、その権限の属する事務（前条第１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４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。 


