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栄村教育委員会活動の点検及び評価について 

 

平成１９年６月に学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育職

員免許法及び教育公務員特例法の教育三法が改正され、改正教育基本法の新しい教育

理念を踏まえた地方教育行政が行われることとなりました。 

さらに、平成２６年１２月には地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が

改正され、教育委員長と教育長の一体化など教育委員会の責任体制の明確化が図られ

ることになりました。 

これらの改正で、教育委員会が効率的な教育行政を推進し、説明責任を果たしてい

くために、教育委員会は自ら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議会に提出するとともに、公表すること

が義務付けられました。 

以上のことから、栄村教育委員会は、平成３０年度の主要な施策や事務事業の取り

組みについて点検及び評価を行い、報告書として作成しましたので、提出します。 

 

 

 

 

 

令和元年９月３日 

 

栄 村 教 育 委 員 会 
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平成３０年度教育委員会活動の自己点検・評価に関する報告 

 

点検・評価項目 

① 教育委員会の設置、委員及び会議に関すること 

② 就学相談委員会に関すること 

③ 育英資金に関すること 

④ 学力向上に関すること 

⑤ 学校施設等の整備に関すること 

⑥ 社会教育、公民館に関すること 

⑦ 青少年健全育成に関すること 

⑧ 社会体育に関すること 

⑨ 文化財等に関すること 

⑩ 村史編纂事業に関すること 

 

 

点検項目① 教育委員会の設置、委員及び会議に関すること 

事務概要  ・教育委員会の会議は、毎月１回の定例会及び必要に応じて臨時会を開催 

・村長が招集する総合教育会議での教育施策等の協議又は調整 

評  価  ○ 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定す

るもののほか、栄村教育委員会会議規則の定めるところにより行っている。 

 会議では、各学校の状況、児童生徒の様子や国・県、近隣市町村の教育行政

の動向など最新の教育情報の把握に努めながら、栄村教育の推進に努力して

いる。今後においても、教育の政治的中立性・継続性・安定性を確保しつつ、

将来的な教育体制や幼児教育の充実に向けて力を注ぎたい。 

平成 31年度より、保育園と学童クラブ業務を教育委員会が所管する方向と

なった。質の高い幼児期保育を行う指針として「栄村における新たな子ども教

育構想」を作成し、総合教育会議において協議・調整を行った。 

 議会からの申し入れにより、栄村議会総務文教常任委員会との懇談会を開催

した。 

 

 

点検項目② 栄村就学相談委員会に関すること 

事務概要  ・就学対象児童及び在校児童生徒の適切な就学指導 

・就学相談委員会は 11人の委員で構成し、年２回開催した。また、就学相談委

員会調査員会（サテライト会）は 6人で構成し、５回の会議を開催 

評  価  ○ 就学相談委員会は、障がいのある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに

応じた最もふさわしい教育のあり方を総合的に判断して「学びの場」につい
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て検討し、教育支援の方向を決める組織である。しかしながら、それぞれの

実情は多様で、極めてデリケートでもあり、複雑である。インクルーシブ教

育の理念を大切にしながら、さらに教育・医療・保健・福祉等関係機関と連携

を進めることで特別支援教育の充実を図りたい。 

 

 

点検項目③ 育英資金に関すること 

事務概要  ・平成３０年度末基金総額  ４６，５５４，８８１円 

      ・平成３０年度末貸付総額  １９，７６６，０００円 

      ・平成３０年度中の貸付額   ２，９４０，０００円 

評  価  ○ 貸付状況は、平成３０年度の貸付者は 8 名で、内訳は高校生 3 名、専門学

校生 2 名、大学生 3 名である。また、30 年度中の償還者は 25 名となってい

る。 

 基金全体の運営状況は、良好な運営状況を保っている。今後、基金の余剰 

金の活用について調査検討が必要である。 

 平成 31 年 3 月 31 日現在の滞納者は 4 名。卒業後、社会人となって様々な

個別の事情により滞納が生じているが、面談等を行うなどして分納による滞納

解消に努めている。 

 

 

点検項目④ 学力向上に関すること 

事務概要  ・学力向上委員会の設置 

      ・全国標準学力検査（NRT）の実施 

      ・夏期研修会、授業研究会の開催 

評  価  ○ 本村では校長会主宰の「学力向上委員会」を平成 11年度から組織して、子

どもたちの学力向上に取り組んでいる。現在は、全国標準学力検査（NRT）

を活用し、具体的な指導体制の改善に努めてきた。今後も各種研修会や研究

授業を通じて「個に応じた教育」や「少人数教育」を追求していくとともに、

市町村の枠を超えた授業研究体制・学校間の協力・連携を深めていきたい。 

 

 

点検項目⑤ 学校施設等の整備に関すること 

事務概要  ・学校施設維持修繕の実施 

      ・5/25長野県北部を震源とする地震により被災した学校施設の復旧 

      ・栄小学校空調設備設置工事の実施 

評  価  ○ 安全な教育施設環境の維持と改善のため、小規模な維持修繕及び改善工事

を予算配当内で実施することができた。 

5/25 長野県北部を震源とする地震により被災した小中学校施設について、
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国庫補助を受けながら年度末までに復旧工事が完了した。 

また、栄小学校の空調設備の設置工事を実施し、令和元年６月末までに竣工予

定である。 

 

 

点検項目⑥ 社会教育、公民館に関すること 

事務概要  ・栄村歴史文化館兼栄村公民館の管理運営 

・各種講座の開催 

・文化会館、図書室の管理運営 

評  価  ○ 「栄村歴史文化館兼栄村公民館」（通称：こらっせ）は、公民館と民具、古

文書などを展示する歴史文化館の機能を有し、公民館長及び公民館主事、係

員１名及び管理人（臨時職員）１名で管理運営を行っている。月曜日を原則

休館日とし、開館日数は年３０６日間、延べ 1,951人の利用があった。 

生涯学習講座や公民館事業は、村の食文化や歴史などを学習する講座、講演

会等を 9回開催し、参加者は述べ 53人であった。今後も、その内容を随時検

討しながら、住民の意向を察知し、企画立案していかなければならない。 

 また、各集落公民館とも連携を保って公民館事業の活性化を図ることも必要

である。 

役場庁舎 2階にある図書室の運営については、最新本、大活字本などそろえ

て利用者の思いに応えられるよう整備を図っている。村民がより「読書」に接

する機会を増やすため、秋の農閑期から冬季にかけて各集落を巡回する移動図

書室は 6年が経過し、地域に定着してきているが、さらに周知方法等に工夫を

重ねて読書の推進に努力しなければならない。 

 また、平成２８年度に策定した「栄村子ども読書活動推進計画」に基づき、

地域、学校、家庭での読書活動を推進するべく関係機関との連絡調整を行った。 

 

 

点検項目⑦ 青少年健全育成に関すること 

事務概要  ・栄村青少年育成協議会への補助金交付 

評  価  ○ 栄村青少年育成協議会が実施した次の青少年育成活動に対して 800 千円の

補助金を交付した。協議会関係者の精力的な活動に感謝したい。 

◇ 自然学校の開催（年 8回開催） 

 村の自然や歴史文化、先人の知恵を学ぶことを通じて郷土愛と誇りを育む

とともに普段の生活環境とは異なるメンバーで活動し、協調性やリーダーシ

ップなどを養う活動を実施した。述べ 188人の参加があった。 

◇ 通学合宿（6月 17日～20日、箕作公民館） 

 小中学生が共同生活を通じて生活習慣や子どもの生きる力を育む３泊４日  

の通学合宿を実施した。参加人員は 11名。 
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◇ あいさつ運動（毎月 1回朝に 2ヶ所で実施） 

 

 

点検項目⑧ 社会体育に関すること 

事務概要  ・各種スポーツ大会、スポーツ教室の開催 

      ・さかえスポーツクラブ（7団体、会員 142名）への支援 

      ・農村広場他社会体育施設の維持管理 

評  価  ○ 各種スポーツ大会は、例年と同様に次のとおり開催した。 

◇ 7月 8日（日） 第 12回栄村駅伝大会（参加 23チーム、157人） 

◇ 9月 2日（日） 栄村マレットゴルフ大会（参加 22人） 

◇ 2月 3日（日） 第 48回栄村スキー大会（参加 50人） 

           

 スポーツ教室は一般住民を対象に手軽にできる種目としてストレッチポー

ル教室を 11月に４回開催し、延べ 45人の参加があった。 

 １月に開催した村民アルペン教室には、19人の参加があった。 

 今後は、更に村スポーツ推進委員会で議論を深めながら村民の健康保持を

図るとともに健康増進部局との連携に努めたい。 

 さかえスポーツクラブへ活動育成補助金 1,430千円を交付した。 

 社会体育施設や農村広場などの適正な維持管理に努めているが、維持管理

方法などの検討を進める必要があると考えている。 

  

 

点検項目⑨ 文化財等に関すること 

事務概要  ・栄村自然植物園、秋山郷保存民家の管理運営 

      ・民具、古文書等の保存活用施設の整備 

評  価  ○ 栄村自然植物園は北野天満温泉周辺に平成 19 年度から石沢進先生を中心

にして村内に自生している 200 種類余の多用な植物を１箇所に集め観察でき

るよう整備を行ってきた石沢先生が平成 30年急逝された後は、朱雁先生が意

思を引継ぎ、関係者の協力のもとに植物園の適正な維持管理に努めていただ

いている。 

秋山郷保存民家は、地元老人クラブに平成 22年度より管理を委託している。 

人がいることで来訪者にも喜ばれ、民家の保存上からも有効である。 

民具等の保存活用は、栄村における文化、歴史に関わる拠点施設である栄村

歴史文化館において「地域史料保全有志の会」の協力を得ながら収蔵してある

民具等の展示とその活用を進めている。 

 平成 26 年 12 月に日本ジオパーク委員会から認定された「苗場山麓ジオパ

ーク」の取組については、平成３０年度から苗場山麓ジオパーク振興協議会の

担当窓口を商工観光課から教育委員会事務局へ移管するとともに人的な体制
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整備として担当者 1 名を配置して村民への情報発信と教育的な施策の推進に

努めている。平成 30 年 10 月 31 日～11 月 2 日に実施された再認定審査の結

果、再認定となった。 

 平滝地籍にある「ひんご遺跡」の調査が、県道改良工事に伴い北信建設事務

所から長野県埋蔵文化財センターに委託して実施され、多量の土器類などが発

掘された。調査結果報告書が作成された後、遺跡からの出土品については平成

31 年に村へ返還される予定となっている。その保存活用等については、長野

県埋蔵文化財センターの調査結果による学術的な重要性を踏まえて関係機関

等と調整しながら具体化を図っていく計画である。 

平成 30年度から、貴重な文化財を保護するための資料収集と、遺跡分布を

作成するために、2年計画で、村内の遺跡などの埋蔵文化財の分布調査（遺跡

詳細分布調査）を実施しています。 

平成 30年度は泉平遺跡、小坂遺跡(大久保)の調査を実施。 

平成 31年度は横倉遺跡、十王峰遺跡（野田沢）の調査を計画。 

 

 

点検項目⑩ 村史編纂事業に関すること 

事務概要  ・栄村村史（誌）編纂事業計画の作成 

      ・村史編纂組織編成 

評  価  ○ 平成２９年度から５か年計画で村史編纂事業に着手している。昨年度は

早々に組織編成と目次作成を済ませて執筆者を委嘱した。昨年８月に第１回

執筆者会議を開催して以来、歴史・民俗・自然の部会ごとに執筆者が調査を

開始している。平成３０年度は以下の事業を実施した。 

      ・村史編纂委員会の開催 

       ２月に開催し、３０年度実績と３１年度事業計画案を審議した。 

      ・執筆者会議の開催 

       全体会を５月に開催した。午前中村内巡り（東部地区）を行い、午後会議を

開催した。村史編纂のロードマップを確認し、平成３０年度の計画と執筆要

項（案）について協議した。 

      ・部会の開催 

       歴史部会では目次の検討や考古資料、古文書の所在について協議した。 

       民俗部会では北野や秋山郷で聞き取り調査を行った。 

       自然部会では調査活動計画について協議を行い、哺乳動物、ホタル、魚類に

関する地域住民からの情報提供をお願いした。 

      ・歴史と自然の出前講座開催 

       歴史出前講座を２回（平滝会場・北野会場）開催した。 

      ・自然講座は５回（鳥類・野々海の自然・魚類・両生類・関田山脈の地形）開

催した。 
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      ・古文書の収集と整理 

       村内古文書の所在確認調査を行うとともに、提供していただいた古文書の目

録を作成した。 

      ・史跡等の実地踏査 

       山城や石造物等の踏査や調査を実施した。 

      ・広報活動 

       「広報さかえ」に毎月編纂室の情報を載せ、啓発と周知に努めた。 
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平成３０年度栄村教育委員会の主な会議状況 

 

会議名等    開催期日      主な会議の内容等 

４月定例教育委員会 4月 26日 ・栄村立小・中学校職員服務規程の一部を改正する 

規定について 

・平成３０年度年間計画について 

・平成３０年度教育委員会事務局体制について 

・平成３０年度学級編成及び学校職員体制について 

・平成３０年度教員住宅の入居状況について 

・平成３０年度所管委員会委員の選任状況について 

・第 12回栄村駅伝大会開催要項案について 

・第 28回長野県市町村対抗駅伝大会・小学生駅伝参加 

選手について 

 ・平成 30年度飯水地方教育委員会連絡協議会総会開催 

計画(案)について 

５月定例教育委員会 5月 30日 ・平成３０年度要保護及び準要保護児童生徒の認定に 

ついて 

・5月 25日発生の長野県北部地震被害状況について 

・県教育委員会及び市町村教育委員会相互の任免及び人事

当に関する了解事項の取り交わしについて 

                ・栄村立学校における働き方改革推進のための取組案 

について 

                ・平成３０年度栄村新任教職員研修会実施要項について 

                ・平成３０年度平和学習事業計画について 

・第 28回長野県市町村対抗駅伝大会・小学生駅伝大会 

結果について 

６月定例教育委員会 6月 27日 ・栄村社会教育委員の選任について 

・栄村宝（有形文化財）の指定について 

・5月 25日発生の長野県北部地震災害復旧費補正予算 

について 

・通学路の安全確保について 

・平成 31年度から使用する中学校教科用(道徳)図書の 

採択について 

・議員との懇談会について 

・学校敷地内全面禁煙について 

・平成 30年度栄村新任教職員研修会実施要項について 

・平成 30年度平和学習事業計画について 
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会議名等    開催期日      主な会議の内容等 

７月定例教育委員会 7月 23日 ・栄村文化財保護審議会委員の任命について 

・平成 29年度栄村教育員会活動の点検・評価報告書案 

について 

・新任教育委員研修会について 

                ・栄村成人式開催要項について 

                ・栄村マレットゴルフ大会開催要項について 

・教育委員の学校訪問計画について 

・議会総務文教常任委員会との懇談会について 

栄村教育委員会と栄村議会    ・保育教育について 

総務文教常任委員会との懇談会  ・教育委員会の活動、役割について 

 7月 23日           ・コミュニティースクール等について 

８月定例教育委員会 8月 9日  ・平成 31年度から使用する小学校教科書（道徳を除く） 

の採択について 

・平成 31年度から使用する中学校教科書（道徳）の採択 

について 

・栄村教育委員会活動の点検・評価報告書について 

 

９月定例教育委員会 9月 28日 ・第 62回長野県市町村教育委員会研修総会への参加 

について 

・飯水地方教育委員会連絡協議会研修視察について 

・教育委員の学校訪問について 

・第 9回栄村歩け歩け大会の開催について 

・第 40回栄村総合文化祭の開催について 

10月定例教育委員会 10月 12日  ・栄村における新たな子ども教育構想(案)について 

・飯水地方教育委員会連絡協議会研修視察について 

・教育委員の学校訪問について 

小学校訪問及び         ・学校訪問実施による委員からの意見について 

11月臨時定例教育委員会 11月 5日 ・栄村における新たな子ども教育構想(案)について 

11月定例教育委員会 11月 22日 ・秋山分校の平成 31年度体制について 

                ・栄村における新たな子ども教育構想(案)について 

・栄村総合教育会議について 

第 1回栄村総合会議 11月 22日  ・保育業務等の移管について 

12月定例教育委員会 12月 19日 ・支援児童の就学先について 

・学校における敷地内禁煙の実施について 

・村民アルペンスキー教室及び栄村スキー大会の開催 

について 
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会議名等    開催期日      主な会議の内容等 

１月定例教育委員会 1月 30日 ・教育長職務代理の指名について 

・平成 31年度栄村一般会計予算案（教育費関係）に 

ついて 

・平成 31年度就学予定者の小学校又は中学校の指定に 

ついて 

・平成３０年度中学校卒業予定者について  

・栄村集落公民館改修事業補助金交付要綱(仮称)の制定 

について(案) 

・第 48回栄村スキー大会開催要項について 

・第 49回飯水小学校スキー大会の開催期日について 

２月定例教育委員会 2月 19日 ・平成 31年度栄村教育施政方針について 

・栄村集落公民館改修事業補助金交付要綱 

について                

                ・平成３０年度小中学校卒業式及び入学式日程 

について 

・平成３０年度小・中学校卒業式教育委員会告示 

について 

・「SOSの出し方に関する教育」について 

 

３月定例教育委員会 3月 20日 ・教職員の人事異動について 

                ・栄村公民館長の選任について 

                ・栄村公民館報編集委員の選任について 

・平成 31年度小中学校入学式教育委員会告示について 

 


