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Ⅰ 大石田町教育委員会事務事業の点検・評価について 

１．制度の概要及び目的 

 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状況について教

育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図り自ら点検・評価を行い、その

結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表しなければならないこと

とされています。 

このことを受け、大石田町教育委員会では、効果的な教育行政の推進に資す

るとともに、町民に対する説明責任を果たすため、前年度に行った事務事業に

ついて点検・評価を実施し、その結果を報告書としてまとめました。 

 

２．点検・評価の対象事業 

点検・評価は、「第６次大石田町総合振興計画」を受け、毎年策定する「大

石田町の教育」（教育方針）の基づく重点施策の中から、「コミュニティ・ス

クール関連施策５項目」、「学校教育関連施策８項目」、「生涯学習関連施策

６項目」を対象としました。 

 

３．点検・評価の方法 

点検・評価の方法は、学識経験者として学校運営協議会委員及び社会教育委

員に意見をいただき、併せて、教育委員、事務局職員及び学校教職員による施

策項目毎の５段階評価を行いました。 

また、各項目の総体としての意見集約を行いました。 

 

【参考】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋 

（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、その権限に属する事務（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３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。 
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４．学識経験者の知見の活用 

 教育委員会が行う点検・評価については、法第２６条第２項の規定に基づき

「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。」とされ

ています。今年度も昨年同様に、町内小中学校運営協議会委員及び社会教育委

員の方から、点検・評価の内容について意見をいただきました。 

Ⅱ 教育委員会の活動状況 

１．教育委員会の開催 

（１）平成３０年は、５回の教育委員会を開催しました。 

  １．第１回教育委員会 平成３０年２月８日（木） 

議案第１号 平成３０年度大石田町教育予算について 

議案第２号 大石田町いじめ防止対策の推進に関する条例の設定につ

いて 

議案第３号 大石田町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

議案第４号 大石田町理科教育センター設置規則の設定について 

議案第５号 大石田町退職教員に対する感謝規則を廃止する規則の設

定について 

 

  ２．第２回教育委員会 平成３０年３月８日（木） 

議案第６号 平成３０年度県費負担教職員の人事異動の内申について 

議案第７号 平成３０年度大石田町教育方針について 

議案第８号 大石田町立図書館館長の任命について 

 

  ３．第３回教育委員会 平成３０年５月２４日（木） 

議案第９号 大石田町社会教育委員兼公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて 

議案第10号 大石田町立歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱につい

て 

議案第11号 大石田町立図書館協議会委員の任命について 

議案第12号 大石田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 

 

  ４．第４回教育委員会 平成３０年７月３０日（月） 

    議案第13号 平成３１年度使用小学校及び中学校教科用図書の選択に

ついて 
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    議案第14号 平成３０年度（平成２９年度分）教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

 

  ５．第５回教育委員会 平成３０年１１月２１日（水） 

議案第15号 平成３０年度大石田町教育委員会関係補正予算について 

議案第16号 大石田町公民館規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

 

２．教育委員会協議会の開催 

（１）平成３０年教育委員会協議会 

  １．第１回教育委員会協議会 平成３０年２月８日(木) 

   ・総合型地域スポーツクラブについて 

 

  ２．第２回教育委員会協議会 平成３０年９月２６日(水) 

   ・平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果について 

 

  ３．第３回教育委員会協議会 平成３０年１０月１５日(月) 

   ・スクールバスの事故について 

 

３．教育委員会会議以外の活動 

（１）平成３０年度学校訪問 

   平成３０年１１月１日（木）大石田中学校・大石田南小学校 

   平成３０年１１月２日（金）大石田小学校・大石田北小学校 

 

（２）その他協議会・研修活動 

１．平成３０年５月２５日（金） 

  山形県市町村教育委員会協議会定期総会・研修会（山形市） 

演題 『コミュニティ・スクールで「誇り・絆・向上心」を育む「大

石田学園」』 

講師 大石田町教育委員会教育長 布川元氏 

 

２．平成３０年７月１３日（金） 

  東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・教育長研修会（山形県） 

演題 「食から始まる人づくりと地域づくり」 

講師 イタリア料理店「アル・ケッチャーノ」 

オーナーシェフ 奥田政行氏 
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    演題 「新学習指導要領の実施に向けた取組の具体的事例に学ぶ」 

    講師 文部科学省初等中等教育局 主任視学官 清原洋一氏 

        

３．平成３０年７月１９日（木） 

  北村山市町教育委員会協議会総会・研修会（大石田町） 

  講和 「茂吉と大石田」 

  講師 小山義雄氏 

  

４．平成３０年８月３日（金） 

  山形県市町村教育委員会大会（寒河江市） 

記念講演 「これからの地域の活性化～地方の進むべき道～」 

講師 佐藤繊維株式会社 代表取締役社長 佐藤正樹氏 

 

５．平成３０年１０月１５日(月)～１６日(火)（山形県） 

 市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック） 

基調講演 『地域の未来と新学習指導要領―「社会に開かれた教育課

程」の具現化に向けて―』 

 講師 上智大学総合人間科学部教育学科教授 奈須正裕氏 

  

４．総合教育会議の開催 

（１）平成３０年度総合教育会議 

  １．第１回総合教育会議 平成３０年１２月１７日（月） 

    大石田町教育行政全般について  
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Ⅲ 施策の体系 

 平成２３年３月に策定された「第６次大石田町総合振興計画」における教育・

文化分野の基本目標（６つの施策の柱）と基本方針等は次のとおりです。 

 生涯にわたって学び続け自己を高めていくことができる生涯学習体制の充実

や生涯スポーツ活動を行うことのできる環境づくり、生きる力の育成を重視し

た幼児期・学校教育の充実、次代を担う青少年の健全育成に努める。芸術文化

活動の促進や国内外との交流活動の推進に務め、豊かな心を育む教育・文化の

まちづくりを進めます。 

【基本目標】 「豊かな心を育む教育・文化のまちづくり」 

１．生涯学習体制の充実 

    子どもから高齢者まで、生涯にわたって自らを高め、豊かな人生を送

ることができるよう、学校・家庭・地域との連携を図りながら、総合的

な学習環境づくりを進めます。 

２．生涯スポーツの振興 

    それぞれの体力や年齢に応じたスポーツ活動を行えるよう、町民のニ

ーズの把握に務め、身近なところからのスポーツ活動への取り組みを啓

発するとともに、既存施設の有効利用を図り、誰もが参加できるスポー

ツ活動の場と機会の提供と充実を図ります。 

３．幼児期・学校教育の充実 

    知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒を育成するため、学

校施設の整備や教育内容の充実をはじめとする総合的な教育環境の充実

を図ります。 

４．青少年の健全育成の推進 

    青少年が健全に育成されるよう、学校・家庭・地域・行政が一体とな

った体制整備により、町ぐるみの健全育成活動を推進します。 

５．地域文化の振興 

    文化の香り高い個性あふれるまちづくりと町民の一体感の醸成に向け、

町民の自主的な芸術文化活動を一層促進します。また、貴重な文化財の

調査を行い、保護・保存・活用に務めます。 

６．国内外との交流活動の推進 

    国際化への対応や本町の魅力を再発見するため、国際交流活動、地域

間交流活動を促進します。 
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１．大石田町教育員会の教育方針 

 ～ 誇りと絆と向上心を育む大石田学園 ～  

（１） 大石田町のコミュニティ・スクールについて 

 大石田町教育委員会においては、社会情勢（いじめ・不登校等）や地域・

学校の実態（少子化・統合・特別支援等）、また要望（学力や運動能力等の

向上）に応えるため、コミュニティ・スクールとしてすべての学校を対象に

「学校運営協議会」を設置しました。さらに、本町では大石田中学校を核と

した全小中学校による「大石田学園運営委員会」を構成し、小中９年間の子

どもの育ちを支える「小中一貫教育」を推進します。 

 

 大石田町のコミュニティ・スクールは、 

  ・学校と地域の人々がみんなでよく考え話し合う。（熟議） 

  ・同じ目標に向かって、一緒になって活動する。（協働） 

  ・校長を中心に、学校の組織力を引き出す。（学校マネジメント） 

              ⇓ ３項目をとおして 

    児童生徒が、「生きる力」＝「学力・人間力・社会力」を磨き、他と

協力しながら自己の幸せと地域・社会の発展のために、その能力を生か

す力「誇り・絆・向上心」を育てることを目指します。 

 

  大石田学園運営委員会では、児童・生徒に「生きる力」＝「学力・人間

力・社会力」を磨き「誇り・絆・向上心」を培っていきます。そのための

「大石田学園」の基本施策は、次の５項目とします。 

 

１．「地域共生」「地域貢献」の基本理念を基に、小中一貫の質の高い学校教育を推進

します。 

２．教員の力量を高め、「学び」が好きになる学園・学校づくりを進めます。 

 ３．地域や大学の特色ある専門性の高い教育力を積極的に活用した教育をめざします。 

 ４．さまざまな課題へ早期に対応し、安全で快適な、充実した教育環境を整えます。 

 ５．子どもたちと地域の繋がりを町内に公開し、学校が地域を、地域が学校を、ともに

元気にします。 
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（２） 学校教育の充実に向けて 

 １．基本方針 「地域と共に生き、地域に貢献する「意欲」溢れ

る子どもたち」 

１．地域に根ざした特色ある学校づくりの推進 

２．知識・技能を活用しながら探究的に学習に取り組む子どもの育成 

３．思いやりと正しい判断力・望ましい行動力を持つ子どもの育成    

４．心身ともに健康でたくましい子どもの育成 

５．安全で充実した学校施設・教育環境の整備 

６．子ども一人ひとりの個に応じた特別支援教育の充実 

７．学校のニーズに応じた学校支援体制の構築 

８．義務教育９年間を見通した「一貫教育」の推進 

 

 ２．重点施策 

（１）地域に根ざした特色ある学校づくりの推進 

コミュニティ・スクール制度を中心とした地域共生・地域貢献に努めま

す。また、地域コミュニティの核としての開かれた学校づくりを推進して

いきます。 

 

（２）知識・技術を活用しながら探究的に学習に取り組む子どもの育成 

「山形県探究型学習」「新学習指導要領」に沿った授業改善を行い、児

童生徒の「基礎的・基本的な知識・技能の学習」とそれらを活用するため

の「思考力・判断力・表現力」及び「学びへの意欲」を明確にした教育課

程の編成を一層推進します。 

 

（３）思いやりと正しい判断力・望ましい行動力を持つ子どもの育成 

「いのち」を大切にする教育の充実と「考え・議論する」道徳教育への

転換を図ります。また、いじめ防止基本方針の改定を行い、いじめのない

学校づくりを推進します。 

 

（４）心身ともに健康でたくましい子どもの育成 

地産地消による地域食材を活用した、安全な給食の提供に努めるととも

に、栄養教諭による食育訪問を行います。また、図書館を活用し、町子ど

も読書活動推進計画に沿って、読書好きな子どもの育成に努めます。 

 

基 

本 

施 

策 
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（５）安全で充実した学校施設・教育環境の整備 

児童生徒の安心安全の確保と地域住民の応急避難所としての役割を果た

すため、学校施設の防災機能強化に努めます。空調機の設置及び暖房機更

新を始め、特殊建築物的調査に基づく学校施設の改修を継続し、安全で質

の高い学校施設に向けた整備を図ります。また、文部科学省や県の動向を

踏まえながら、教育現場のニーズに応じたＰＣの更新やタブレット等の導

入を行い、ＩＣＴ教育の充実を図ります。 

 

（６）子ども一人ひとりの個に応じた特別支援教育の充実 

共通の「個別の指導（保育）・支援計画」を活用し、保育園・小・中学

校が連携し、個別ニーズに応じた早期からの一貫した教育支援を行います。

また、特別支援教育専門員を保育園・小・中学校に派遣し、巡回相談等を

通して、子どもや保護者に寄り添ったきめ細やかな支援に努めます。 

 

（７）学校のニーズに応じた学校支援体制の構築 

変化の目まぐるしい現在の教育環境や学校現場の抱える多種多様な課題

に対応するため、学校のニーズに応じて、各分野の専門的知識を有する人

材を柔軟に派遣し、課題解決に向けて学校を支援します。また、県の教育

相談員に加え、町の教育相談員を中学校に配置することにより、中学校を

中心として児童・生徒の心の面からのサポートにも努めます。 

 

（８）義務教育９年間を見通した「一貫教育」の推進 

小学校１年生からの外国語教育の導入とそれに伴うＡＬＴの学校訪問の

強化を図ります。児童生徒の交流を促進するとともに、町全教職員参加に

よる学力向上研修会を実施し、小中学校教員の連携を図り小・中９年間を

見通した教育の指導力向上に努めます。 
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 （３） 生涯教育の充実に向けて 

 １．基本方針 「いきいき躍動、魅力ある生涯学習の環境づくり」 

１．だれもが積極的に参加できる学習機会の提供 

      ２．いきいきとした町民を育むためのスポーツの普及推進 

  ３．心豊かな文化の形成と芸術文化の振興 

  ４．未来に伝える文化財の保護と活用 

  ５．心身ともに健康でたくましい青少年の育成 

  ６．活力ある町づくりの拠点となる公民館活動の推進 

 

 ２．重点施策 

 （１）だれもが積極的に参加できる学習機会の提供 

    生涯学習関連施設の拠点としての大石田町町民交流センター「虹のプラ

ザ」を活用し、生涯学習事業の推進及び図書館の充実を図り、だれもが学

べる生涯学習環境を整備していきます。町民の自発的な学習活動への支援、

社会教育団体、生涯学習サークル、高校生ボランティア等の育成支援を行

い、人づくりや活力あるまちづくりを目指します。 

 

 （２）いきいきとした町民を育むためのスポーツの普及推進 

    「町民一人１スポーツ運動」の普及に向け、総合型地域スポーツクラブ

の設立を推進し、すべての町民が、それぞれの年齢や体力に応じたスポー

ツ活動が行えるよう、だれもが参加できる活動の場の提供と充実を図りま

す。 

 

（３）心豊かな文化の形成と芸術文化の振興 

    芸術文化団体等の育成と支援、指導者の育成と確保を図り「町民一人１

芸術文化活動」への参加を促進します。 

 

（４）未来に伝える文化財の保護と活用 

   地域の歴史・文化の継承を図り、貴重な文化財は、有形・無形を問わず

調査・保存を行い、その活用に努めます。 

 

（５）心身ともに健康でたくましい青少年の育成 

次代を担う青少年が、心豊かにたくましく成長できるよう、学校・家

庭・地域が一体となった体制を確立し、健全な社会環境づくりに向けた活

動を推進します。 

基 

本 

施 

策 
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（６）活力ある町づくりの拠点となる公民館活動の推進 

地域に学びの機会を提供する公民館（分館）を拠点とし、その学びを地

域課題解決に向けた活動につなげ、学びと実践の好循環を促進します。  
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Ⅳ 点検・評価事業と評価方法 

 点検・評価項目は、平成３０年度大石田町教育方針「評価シート」によりＡ

「コミュニティ・スクール」、Ｂ「学校教育」、Ｃ「生涯学習」の分野ごとに、

それぞれの基本施策について５段階評価を行いました。 

 併せて、「特に良かった点」、「改善を要する点」について記述式により意

見を聴取しました。 

 また、生涯学習分野では、さらに社会教育委員等から具体的事業について意

見を聴取しました。 

 評価結果は、平成３０年度大石田町教育方針「評価シート」集計表のとおり 

であります。 

 

Ⅴ 意見の集約 

１．教育方針評価（特に良かった点） 

（１）コミュニティ・スクール 

[２．教員の力量]では、互いの授業参観や研修会が、指導力の向上につな

がっていると感じます。特に良かった点として、「学び」についての取り組

みの方向性を、職員全体で話し合いながら進めていけたことです。 

 [５．地域への活力]では、地域住民に対する定期的な学校だより発行が、

学校と地域を結ぶ役割を果たしており、地域住民の子ども理解や学校理解に

つながっています。 

  [６．自己有用感と学習意欲]、[７．地域や町民の教育活動に対する協力

体制]では、公民館等での「地域寺子屋」で、子どもたちの自主性や思いや

りを感じました。また、「地域寺子屋」をとおして、改めて、地域は教育活

動に協力的だと実感し、子どもたちと地域との交流の場にもなっていると思

いました。 

  [７．地域や町民の学校理解、教育活動に対する協力体制]では、地域にも

コミュニティ・スクールの意義や目指す子ども達の姿が理解され、協力体制

が広がっていると感じます。 

[１０．コミュニティを通しての一体感]では、６年間の取り組みで委員の

理解が深まり、町民の意識も高まってきて一体感がでてきていると感じます。 

 

（２）学校教育 

[１．地域に根ざした特色ある学校づくり]では、高い評価を受けました。

献身的な地域講師が多いため、地域と学校の連携がスムーズにでき、各学校

とも地域の特色を教育に取り入れた学習活動に積極的に取り組むことができ
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ました。 

[２．基礎・基本、確かな学力]では、中学校で実施しているＡＳＴ（自主

的な短時間学習）が定着し、中学生においては、基礎的文書力や計算力がつ

いてきています。授業に対する子どもたちのやる気の高まりがみられました。 

[３．他人を思いやり、いのちの尊さ]では、道徳の教科化に伴い、学校全

体で重点的に取り組んだこともあり、道徳教育の充実や講演会により、「い

のちの尊さ」を学ぶ質のある学習ができていると感じます。 

[４．心身ともに健康でたくましい]では、運動の面だけでなく文化的活動

においても活躍がみられ、子どもたちのたくましさが増していると感じます。 

[６．個に応じた教育]では、一人ひとりの子どもを理解するため「心のア

ンケート」や「ＱＵテスト」などに取り組んだり、面談等を行ったり、個に

応じた丁寧な指導が行われています。また、特別支援教育補助員の配置は、

個に寄り添った学習ができる大きな要因の一つになっています。 

[８．異学年交流活動]では、小・中学校の合唱交流は、小学生にはいい刺

激になり、中学生は思いやりが出てきて、小学生と中学生がふれあえる機会

があることは、いいことだと感じました。また、学校内では、自然な形で異

学年交流がみられるようになりました。地域寺子屋でも、異学年交流は深ま

っていると感じます。 

 

（３）生涯学習 

[１．だれもが参加できる学習機会]では、歌舞伎など多彩なジャンルで工

夫がみられ、普通では見ることができないような学習機会が持てることは、

有難いことです。興味ある企画がたくさんあり、関心を持って臨めました。 

[３．芸術文化の振興（町民１文化活動の実現）]では、虹のプラザを拠点

に活動しやすくなり、昨年の芸術祭開幕式典後は、町民の意識も高まってい

ます。 

 

２．教育方針（改善を要する点） 

（１）コミュニティ・スクール 

[３．地域や大学の教育力]では、必要に応じて大学の協力を計画し、北村

山高校のそばガールズなど、地域人材の活用を積極的に進めることが重要だ

と感じます。 

[４．早期対応]では、スクールバス事故についての対応が遅い。「スクー

ルバス事故対応マニュアル」の徹底を全員で見直すべきです。 

[８．教員同士の相互理解、９年間を見通した体制]では、小中学校の教員

が、「共通して指導するポイント」を話し合う必要があると感じます。もっ



 

- 13 - 

 

と小中学校の教員の交流があるといいのではないか。 

[９．小中学校間の連携した指導]では、「小・中学校間の連携」の実感が

ない。小中学校の授業交流を広げたり、小中合同での研修会を行ったり、年

間を通して小中学校の連携による取り組みを具体化して実施していくことが 

必要と感じます。 

 

（２）学校教育 

[５．正しい判断力と主体的な行動]では、個人差はあるが、受け身の子ど

もが多い。家庭等への啓発も必要だが、自分で考えて行動する「考える学習」

が増えるといいのではないか。 

[７．食育]では、家庭において、与えすぎたり、朝食を抜いたり、食事の

重要性がわかっていないと感じます。家庭を巻き込んだ食育をしていくこと

が必要と感じます。 

 

（３）生涯学習 

[４．文化財]では、資料館や聴禽書屋を活用し、子どもたちが学芸員によ

る解説を聞く機会を設けたり、大石田の文化・歴史に関する出前講座を行っ

たり、小さいころから「大石田の文化・文化財」を教えてもらえる機会を作

ってほしいといった意見がありました。また、町民大学や講演会などでも大

石田の文化・文化財をとりあげてみるのもいいのではないか。 

[５．共に生きる町づくり、協力団体の育成」では、協力団体が減少して

いく中、他の協力体制を考えなければいけない時期ではないか。元気な高齢

者の協力を得た組織作りはできないだろうかといった意見がありました。 

[６．活力ある町づくり、公民館活動]では、「地域寺子屋」のように、こ

れからもっと公民館を利用した活動が増えていくといい。夏休みのラジオ体

操も長めの期間を設定し、地区の人たちも参加するようにすると交流も深ま

るのではないか、といった具体的な意見もありました。 

 

３．生涯学習グループ事業評価 

社会教育委員等からの事業評価及び意見として、[図書館一般開放事業]で

は、他の図書館とのネットワークを利用した本の貸し出しができることや、

開館時間が延長になっていることで、利用しやすいといった評価を得ていま

す。一方、図書館主催の事業開催については、「学校行事を考慮して、子ど

もたちが参加しやすい日程に設定してほしい。」といった要望や、利用者の

増加に向けた取り組として「ホームページを活用した新刊紹介を行う。」と

いった具体的な意見がありました。 

[総合体験活動事業]では、地域の自然を活用した子どもの興味、関心にあ
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った体験活動が評価を得ています。子どもの成長にとって貴重な体験の場で

あり、郷土を愛する心を育む場でもあることから、事業継続を望む意見が多

くありました。 

[ボランティア育成事業]では、高校生ボランティアの活躍には、感心する

といった評価を得ています。一方、「２、３年前と比較して活動が少なくな

っていると感じる。」「高校生ボランティアの育成は、大切な取り組みであ

ることから今後も育成を続けてほしい。」といった意見がありました。 

[町民大学開催事業]では、いろいろな方々の講演等を聴く機会があり、有

意義であるといった評価を得ました。さらに、「町出身・県出身者の方を講

師にした講座を開いてほしい。」といった要望がありました。 

[青少年健全育成事業]では、町の子どもたちの健全な育成において有意義

な事業であり、「町民全体が子どもたちに関心を持ってほしい。」といった

意見が多くありました。また、２月に行われる集会は、様々な取り組みを知

ることができ、内容が充実しているといった高い評価が得られました。 

[歴史民俗資料館展示事業]では、町ゆかりの作品を間近に鑑賞できること

は貴重なことで、「町広報誌での展示物の解説や、展示期間中の解説会を実

施するなどし、来館者を増やす工夫が必要だ。」といった具体的な意見が寄

せられました。 

 [遺跡発掘調査事業]では、駒籠楯調査について、子どもたち対象の説明

会がほしいという要望がありました。 


