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点検・評価の実施方針 

 

① 点検・評価の主旨 

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していくため、教育委員

会の事務の管理及び執行状況について点検及び評価（以下「点検・評価」という。）

を実施する。 
 
《参考》 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） 
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 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、議会へ提出する

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、教育に関して学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。   
 

② 点検・評価の対象 

  第 6 次総合計画に基づき、平成 26 年度の重点施策。 
 
③ 点検・評価の方法 

 （1）自己点検評価 
上記施策について、教育委員会による自己点検評価とともに、今後に向けた課

題検討を行うものとする。 
 
（2）学識経験者の知見 

   教育委員会の点検・評価に対し、点検評価委員会より意見を聞くこととする。 
    
         点検評価委員（順不同・敬称略） 

氏    名 
牛 越 克 巳 
三 枝 伸 雄 
丸 山 ま す み 
早 川 さ お り 

 
④ 議会への報告及び公表 

  点検・評価の結果に関する報告書を作成し、議会へ提出するとともにホームペー

ジで公表する。    
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№１） 

 

「学ぶちから」の育成 

担当係 総務学校課 

Ⅰ 施策の目標 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

① 小学校の取り組み・支援 
○3・4 年体育の充実と低学年の学習支援に村費常勤教員１名を配置しています。  
○高学年の算数指導のため村費非常勤教員１名を加配し、主に５．６年生を対象とした習

熟度による、コース別学習の充実を実施しています。 
 ○全校 10 分間ドリルを実施し、児童の個別支援と評価を行い、基礎・基本の定着を進め

ています。 
○家庭学習の手引（中学校も策定）、学年・学級通信や連絡ノートを活用し、保護者に家庭

学習の習慣化と見届けの協力を依頼するとともに、担任は宿題を必ず点検・評価し学習

意欲の向上と、つまずき防止を図っています。 
○読書力の向上・育成を図るため、ボランティアによる読み聞かせの取り組みや、読書週

間・読書旬間を通じた継続的な読書指導を行っています。 
②中学校の取り組み・支援 
○習熟度別学習充実のため、村費常勤教員１名、非常勤教員１名を加配。県費常勤教員と

あわせて、全学年で英語と数学の少人数学習を実施しています。 
○「フロンティアの時間」（※１）の充実を図り、相談型補充学習指導を実施し、「個に寄

り添う指導」の充実を図っています。 
 ○水曜日放課後に、地域の方にお願いした学習ボランティアによる放課後学習教室を開設、

また週 3 回（年度途中で週 6 回）行われる夜間学習教室「もっと勉強やり隊」もボラン

ティア（1 名）の協力のもと開設され、学校と地域の結びつきを強めた学習支援を行っ

ています。 

一人ひとりの学ぶ意欲を高め、個性や能力を伸ばす基礎的・基本的な知識や技能に

加え、それを活用する力やコミュ二ケーション能力など、児童・生徒が自ら未来を切

り拓いていく、学ぶ力と発表する力（自己表現力）を育成します。 
特に学習習慣の形成と基礎・基本の定着を図るため、児童・生徒へのきめ細かな指

導を行い、「分かる授業」や「伸びる力を一層伸ばす授業」が展開されるよう取り組み

ます。 
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○全校でドリルを家庭学習として実施しており、ノートをチェックすることにより、個々

の生徒に応じた学習指導を行っています。 
③学力向上のための支援、連携 
○学校と定期の懇談会や学校訪問を実施し、学校運営や学力向上などについて意見交換、

指導・助言を行っています。 
○全国学力・学習状況調査の結果を分析・考査を実施し、村民へ情報提供を進めています。  
○学力向上のためのＰＤＣＡサイクル支援事業（※２）に参加し、ＣＲＴ（※３）等の結

果を分析し、指導改善に取り組んでいます。 
 

Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

 小中学校ともに学校グランドデザインに沿って、個別指導・チームティーチング指導、

習熟度別指導等の充実等各児童生徒の実態に応じた指導を充実し、きめ細かな対応を図

ることが重要となっています。また、家庭学習を含めた広い視野に立ち、各教科におけ

る基礎的・基本的な知識・技能が一人ひとりに確実に定着する、日々の授業の充実を進

めていくことも必要です。 
小学校では全校授業研究、コース別指導等良く分かる授業づくりに努め授業改善をさ

らに進め、基礎学習の向上を図ります。中学校では、フロンティアの時間の充実や少人

数による習熟度別学習により、基礎・基本の定着をさらに進めます。また放課後及び夜

間に学習ボランティアとして地域の方から各教科を教えていただく、学習支援・交流を

積極的に進めます。 
児童生徒は、既存の知識を基に学習の目的や意図に応じ、資料や情報を整理・活用し

て問題解決につなげていく力を身につけることが必要です。また、自分の考えを書くこ

とや、意見を発表することを通して、自分自身に自信を持たせていくことが求められて

おり、総合的学習の発表などにより自己表現力の育成を図っています。また、幼保・小・

中の一層の連携が今後の課題と考えます。 

 

 

 

※１ フロンティアの時間 
    中学校の全校生徒で実施。全職員が指導に当たり、生徒が自ら課題を用意し、わか

らないことを友達や先生に質問しながら勉強することにより、生徒が自主的に学ぶ姿

勢を身につける。 
 
※２ 学力向上のためのＰＤＣＡサイクル支援事業 
   児童生徒の学力向上を目指し、県下の各小中学校が指導改善に取り組む上で参考とな

る情報を通して、ＰＤＣＡの確立を目指す県事業。5 月までを Plan の期間、その後半年
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間を Do の期間、2 学期末に Check し、3 学期を Action 期間と考え、ＰＤＣＡサイクル

を各校が確立できるように節目節目でサポートする事業 
(1) 指導改善の取組を具体化するための実態把握調査【Ｐ調査】 

(2) 指導改善の取組を修正するための成果検証調査【Ｃ調査】 

(3) 指導改善の取組をよりよいものにするための情報交換会の実施 

   (4) 指導改善への取り組み 
 
※３ ＣＲＴ 
    Criterion  Referenced  Test の略。目標基準テスト。１人ひとりの目標達成の度合

いをあきらかにして、その結果判明した未達成の児童生徒に適切な指導を行う検査。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№２） 

 

 「豊かな心」の育成   

担当係 総務学校課 

Ⅰ 施策の目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

①小学校における取り組みと支援 
○不登校傾向の児童は、低学年のうちは潜在化していても、学年が上がるにつれて顕在化

しており、学習支援や相談等きめ細かな対応を図っています。 
○集団不適応の児童に対しては、校内支援会議においてケースごとに対応を協議するとと

もに、スクラムネット等の協力を得て、個別支援を図っており、支援に村費非常勤教員

を１名配置しています。また、スクールカウンセラーによるカウンセリング等を通して、

不安や悩み事等を抱えている児童が心のゆとりを持てる環境づくりを進めています。 
○教室や校内にも入れない児童のために学習室や相談室を設け、村教育指導員が常駐し支

援を行っています。 
 ○特別支援学級に村費常勤教員を１名配置し、個別支援の充実を図っています。 
②中学校における取り組みと支援 
○不登校及び不登校傾向の生徒にたいして、学級担任を中心に全職員が共通理解のもとに、

スクールカウンセラーなどによる相談を定期に実施し、村教育指導員との連携を図りな

がらその生徒に応じた対応を進めています。特に、県の支援員と連携を図り、不安解消

を進めています。 
○心身の不調や集団不適応の傾向を示す生徒への対応として、村費常勤教員 1 名を配置し

 福祉と教育部門との連携による具体的な家庭への支援、教育指導員等を配置した支援

など体制の充実を図ってきました。しかし、不登校傾向にある児童生徒の問題は、家庭

環境や人間関係等さまざまな要因があり、複雑に絡み合っているケースが多く、児童生

徒の発信しているサインの早期発見、早期支援を一層進める必要があります。 
 また、特別支援教育では対象者が増加し、支援学級が小・中学校とも３クラスで推移

をしています。児童生徒一人ひとりの障害や発達の状況に応じた教育を更に進めるた

め、個別の指導計画に沿ってニーズに応じた支援を行い、その能力や可能性を最大限に

伸ばす支援体制の充実を図ります。 
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学習支援室や相談室で、生徒指導や個別相談などの支援を一層充実させています。 
 ○支援学級に村費常勤教員１名を配置し、個別支援の充実を進めています。 
○ルーブリック表（※１）により自己の目標を明らかにし、Q－Ｕ検査（※２）の結果を

用いて、より良い人間関係づくりを進めます。また、１学年のレッツスタートや縦割り

の摘花作業などを通して、中１ギャップ（※３）の未然防止を図っています。 
○いじめの防止対策として相談窓口の強化など相談体制づくりを進め、生徒会では独自ア

ンケートや｢いじめゼロ宣言｣を行うなど、いじめの撲滅に取り組んでいます。 
③相談窓口の一本化による「子育てリンリンセンター」 
○リンリンセンターでは、個別の支援が必要な児童生徒について教育相談の実施や、身近

な子育ての悩みに対応するために、保育園・小・中の縦の連携と、学校・教育委員会・

福祉の横の連携を図っています。会議を月１回開催し、情報の共有化や家庭への支援を

実施し、５歳児からの子育てに対する相談体制の確立を図りながら、小一プロブレム（※

３）や中一ギャップ（※４）の解消などに成果が上がっています。 
  

Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

 不登校・不適応指導の支援として、村教育指導員及び村費教員を配置し、児童生徒が

抱える様々な問題に対応し、支援室や保健室において児童生徒の悩みの相談や学習指導

を行っています。また、家庭訪問、保護者との定期的な懇談を行っており、保護者との

情報の共有を図っています。 
児童生徒に限らず、子育て全般の相談窓口「子育てリンリンセンター」による支援を

継続して実施しています。子育てリンリンセンターでは、｢親子のびのび相談｣の情報な

どスムーズに共有されていますが、義務教育終了後の子供たちについては情報収集に苦

慮する事例もあり、さらに高校や福祉部門との連携を図っていく必要があります。 
いじめ問題の未然防止、早期発見・早期対応については小・中学校ともアンケート調

査を実施するとともに、きめ細かい状況把握と学校、教育委員会をはじめ関係機関との

連携を進めており、深刻な事例は確認されていません。今後とも人権教育や講演会を通

して児童生徒自身がこの問題について深く考え、良い仲間づくりができるようさらに推

進していきます。 
発達障害については、保護者にも障害の内容について正しい理解をしていただくこと

が特に必要となります。就学前においては保育園・幼稚園との連携をとりながら保護者

への働きかけを行うとともに、小中学校においても保護者の理解が深まるよう、講演会

など学習の機会を設け、就学相談の充実を進めていきます。 
特別支援学級に入級する生徒も増加、また生徒の実態も多様化してきており、引き続

き相談・支援について加配教員や県及び関係機関が連携を取りながら、個々の指導計画

に基づき、子どもに応じた支援を進めていきます。 
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※１ ルーブリック表 
ルーブリック（Ｒｕｂｌｉｃ）とは子供の学習到達状況を評価するための、評価基準

表のことで、縦軸に複数の評価項目を置き、横軸にはその到達レベルを複数に分けて記

述し、到達度を判断するもの。学びが各評価項目のどのレベルに達しているかを計るこ

とができます。 

 
※２ Q－Ｕ検査 

Q－Ｕ検査は２つの心理検査から構成されています。｢いごこちのよいクラスにするた

めのアンケート（学級満足度尺度）｣｢やる気のあるクラスをつくるためのアンケート（学

校生活意欲尺度）｣、この２つの心理検査から子供たち１人ひとりについての理解と対応

方法、学級集団の状態と今後の学級経営の方針をつかむことができます。 

 
※３ 小一プロブレム 小学校に入学した子供達（新小学校一年生）が授業中にも関わらず

廊下へ出たり、教室内をうろうろしたりして、授業にならないような状況をいう。 
 
※４ 中一ギャップ 小学生から中学１年生になったとたん、学習や部活などの生活変化に

なじめずに不登校傾向になったり、いじめ等が急増するという現象。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№３） 

 

 「食育」の推進     

担当係 総務学校課 
 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

 ①食育推進計画の推進 
   食育を推進することは、家庭、保育園・学校、地域、生産者、保健医療、環境など、

さまざまな分野が相互に連携し長期的な取り組みが必要となっています。 

食育推進協議会では、生活習慣など暮らしについて改めて見直し、食べることの大切

さや楽しさを再発見するとともに自ら実践できる事を目指し、毎月の広報まつかわ「食

育コーナー」に、『食育カルタ』と『村食育キャッチフレーズ』※１を掲載しています。

特に『食育カルタ』は子どもたちやお年寄りに大変好評を得ており、遊びや会話を通じ

て食への関心を高め、食育や食文化を学ぶことができるものと、大きな期待をしていま

す。また、協議会では、３つの専門部会を中心に、健康な食生活が実現できるよう、実

施計画に基づき連携と協同を図りながら、取り組みを進めています。 
②学校での食育 
  子供達に規則正しい食事の大切さを伝えるとともに、基本的な生活習慣を身につける

「早寝 早起き 家族そろって朝ごはん」運動を推進していきます。あわせて地元の食

材を使う地産地消と関連させながら、地域に伝わる食文化の継承について学ぶ指導も行

っています。さらに家庭では生活の多様化により、子供達の「孤食」が報告されており、

家族が共に食卓を囲んで共に食事をとる「共食」は、まさに食育の原点であり、家庭・

地域との連携しながら推進しています。 
また、小中学校では、村の産業である農業を知る「食農体験」を重視した活動を関係

団体の協力のもとに進めており、村食育の特徴の一つとなっています。 

 松川村食育推進計画の基本理念「生涯を通じて心身ともに健康でいきいきと暮らす、

豊かな人間性の実現」を目指し、正しい食に関する知識と、望ましい食生活・食習慣

の育成を推進します。また、村民一人ひとりが主役であるという認識を持ちながら、

特に松川村の自然からもたらされる食の恵みに感謝し、地産地消の推進と体験を通じ

た食を選択する力の育成に努めます。 
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信州大学との協定による中学校で実施している生活習慣病予防検査・生活習慣の調査

から、「減少傾向にあった肥満傾向の児童生徒の割合が増加傾向に転じた」との指摘があ

りました。保健指導や信州大学の出前クリニック等積極的に取り組んでいますが、「食生

活を中心に生活習慣について振り返る」など、家庭を含めた取り組みをさらに進めてい

く必要があります。今後とも教育委員と庁内関係課、学校現場、信州大学との連携を進

めながら、食育上の課題を明らかにし啓発から実践へと食育推進計画の推進を図ってい

きます。 
 ③学校給食の充実 

  子どもの食育をめぐる課題が大きく取り上げられる中、学校給食が食育推進に果す役

割は、大きいものがあります。給食センターに在籍している栄養教諭により、給食の時

間などを利用した食育指導が浸透してきています。また、調理現場の見学や試食も可能

になったことから、学級活動、学校行事などを通じて、子どもたちや地域の方の食育に

対する理解が深まるものと期待をしています。 
 

Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

 松川村は全国市区町村別平均寿命において、村の男性が 82.2 歳で日本一となりまし

た。これは毎日の食生活や村の住みやすさ、活気ある生活が大きく関係していると思わ

れます。村民一人ひとりが正しく食を理解し食育を推進するため、関係機関と連携しな

がら啓発、普及活動をさらに進めていきます。また、信州大学医学部と協定が結ばれ、

地域連携・協力による健康講座や、食生活改善グループなどによる健康づくりメニュー

の普及や家庭を基盤とする食育の推進等今後ますます重要となってきています。このた

め、保健、福祉部門との連携や組織強化について検討する必要が生じています。 

心身ともに健やかに子供たちが成長するためには、体力の向上と健康の保持・増進に

取り組むことが必要であるため、「早寝、早起き、家族そろって朝ごはん」運動を進め

ます。また、家庭・保育園・学校・地域が一体となって、村の食育の特徴である地産地

消と食農体験を推進しながら、心身ともに健康な子供たちの育成を目指します。 

給食センターは、子供たちが郷土の食文化や産業に対する理解を深め、生産者への感

謝の気持ちを育み、地場産物の積極的な活用や郷土食・伝統食の導入を進めながら、生

きた教材である学校給食の充実を図ります。また、小中学校 5 校の子供たちの意見も取

り入れながら、ニーズに合った献立の導入や運営に努めます。 
 
※１ 村食育キャッチフレーズ 
     ま ・・・ 松川の 
     つ ・・・ 土で育った お米と野菜 
     か ・・・ 家族で食べよう 
     わ ・・・ 和気あいあいと 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№４） 

 

「地域で育てる教育」の推進 

 
担当係 総務学校課 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

①小学校の取り組み 
 ○農業小学校・リンゴの摘花作業・収穫体験、炭焼き体験、米作り、マリ共和国絵の支援、

カレンダーやお米のプレゼント・森林体験学習、花づくり等積極的に進めており、３年

生以上の学年ごとに細かくテーマを決定し「明るく礼儀ある子ども・やさしく思いやり

のある子ども・たくましくのびる子供」目標に実施しています。 
 ○ボランティア活動として、アルミ缶の収集・ゴミ拾い登校の実施・ペットボトルキャッ

プの収集・清掃活動・お年寄りとの交流等行っています。 
 ○防災教育の一環として、東日本大震災で被災された釜石市唐丹小学校を訪問し交流。そ

の体験を全校で共有し、命の大切さを学んでいます。 
②中学校の取り組み 

○全校での「リンゴ摘花作業」では、リンゴ農家の方々との交流や作業体験を通して、ボ

ランティア活動の意義に気づく、キャリア教育（※１）の場ともなっています。また、

地域の園芸農家を始め、有志から指導される園芸部は、農業を軸に地域の方との連携が

深まっています。 
○1 学年の「大花壇定植作業」や２学年の「プランター作り」では、地域のお年寄りや「花

が咲いている村づくりの会」の方々と、積極的にコミュニケーションを図っています。 

 小中学校では、地域の教育力を生かして、児童生徒に地域とのかかわりの中で「課

題を持たせ、自己の生き方を考える」を目標に、多くの活動が行われています。主

に「総合的な学習」の時間に、地域で働く人とのふれあいや地域の産業を体験する

ことで、地域の一員であるという意識が高まり、郷土に対する理解と愛着が育って

きています。また、ボランティア活動も活発に行われ、子供たちの興味・関心が促

されるとともに、働くことの意義を考えることができ、充実した活動が行われてい

ます。学校・家庭・地域がそれぞれの役割を見つめなおし、互いに連携・協力を図

りながら「子どもは村の宝」として、子どもたちの豊かな人間性・社会性の育成を

進めます。 
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 ○安曇野ちひろ美術館での夏休み体験ボランティアは１３年目を迎えました。図書委員会

を中心に行っている「絵本の読み聞かせ」や「原画の解説ボランティア」は、その反響

も大きく、一昨年度より始まった「探検ボランティア」は大変好評で、元気に美術館を

案内しています。これらの活動への参加は任意ですが、参加人数は全校生徒の 6 割を超

えており、この活動を通して生徒は来館者と対話を重ねる中で、人から感謝される喜び

を実感し、働くことの意義を考えることができました。 
○ＮＩＥ（※２）の活動については、松葉祭のクラス展示にもありましたが、「すべての教

室に新聞を」の認定校になりました。１学年は、「キャンプ新聞」から始まり「職業新聞」

などを作成し、新聞に親しむ活動が行われました。２学年では、「登山新聞」や「職業体

験学習」のまとめとして新聞づくりを行い、自分の考えをまとめる学習を行っています。 
取材や記事作成の過程で、いろいろな職業や幅広い年齢層の方々と出会うことで、生き

ることを学び情報活用力や意思決定力が身についてきています。 
 ○防災教育について 
  １年生は、総合的学習の時間に、村内で交通事故が起きやすかったり、自然災害の際に

被害が発生する可能性が高い場所をまとめた「ハザードマップ」を作成しました。信州

大学の指導の下、学生と現地調査を行い、中間報告としてすずの音ホールで村民に発表

しています。この活動で、人のために役立つことの素晴らしさを学んでいます。 
③地域との連携 
○地域と連携した教育活動として食農体験や、松葉祭など地域の方を招いての授業やお年

寄りとの交流を通して、児童生徒は人とのかかわりや協力の大切さを学び、人間関係力

や地域を愛する思いがより高まるよう取り組んでいます。地域の方々もナイターソフト

の剪定作業や社会体育、PTA 活動、放課後学習教室等にと、積極的に学校に関わりも持

っていただいており、生徒も社会的な視野の広がりを持つことができています。中学校

部活と社会体育との区分けを実施したことから、社会体育の指導者の役割に期待する部

分が大きくなっています。 

Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

小学校では、地域の文化や歴史に触れ地域の方との出会いやさまざまな体験を通して、

社会生活に必要なあいさつや返事などのコミュニケーション力や、目上の方に対する礼

儀などを学ぶ、良い機会となっています。また、小学校の活動や体験が、中学校での体

験学習やボランティア活動へのスムーズな接続を担っています。 
中学校では、ボランティアの活動をはじめとする体験的な活動を通して、人とのかか

わりの大切さ、自分は他人や地域に育てられている、生かされているということに気づ

き、自分も人の役に立ちたい、という気持ちが芽生えています。また、新聞を活用した

活動では、明らかに生徒の意識が受身から、積極的な姿勢に変わってきています。小中

学校とも継続した取り組みが多く、一年一年の事業の成果が見られます。 
少子化が進み、地域における子ども同士の交流が不足傾向にあり、今後も学校、家庭、 

地域が連携した教育活動を推進していくことが、一層求められています。 
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※１ キャリア教育 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てること

を通して、キャリア発達を促す教育です。 
 
※２ ＮＩＥ 

NIE(Newspaper in Education＝「エヌ・アイ・イー」（と読みます）は、学校など

で新聞を教材として活用することです。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№５） 

 

「国際理解のための教育」の推進 

 
担当係 総務学校課 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

 
 
 
 
 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

①小学校の取り組み 
○平成２３年度から外国語活動が５・６年生に必修化になり、外国語活動支援に村費非常

勤教員１名を配置。また中学校ＡＬＴ（※１）が定期的に外国語活動を指導しています。  
 
②中学校の取り組み 
 ○村費による ALT（※１）を配置し、担当教諭との TT 指導（※２）により、ネイティブ

（※３）の発音に触れることで臨場感のある授業が展開されています。 
○今年で２回目を迎えた３月に実施した友好交流都市鹿港鎮への訪問では、２年生３４人、

校長先生他２人の先生が、ホームスティをしながら、鹿港の中学校２校の生徒と交流し、

異なる文化や習慣について知ることができました。また、ふるさと祭りに鹿港國中の生

徒２９人が村を訪問し、中学生と交流を行っています。 
○３年生が、昨年度訪問した台湾鹿港鎮との交流や村の良いところを掲載した「国際新聞」

を作成しました。子どもたちは、放課後や休日を利用して取材して歩き、１４ページに

及ぶ本格的な新聞が完成し、村内に配布をしています。 
 
 
 
 

児童生徒のコミュニケーション能力の育成を図るとともに、国際理解教育を推進する

ことにより、児童生徒の国際感覚を養うことが必要となっています。台湾の友好交流都

市との交流を通じて、国際社会において主体的に行動できる能力や国際感覚、コミュ二

ケーション能力などの育成が大いに期待されます。 
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Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

小学生の外国語への興味・関心を高める指導の充実に取り組むとともに、中学校では、

外国語を通じてコミュ二ケーション能力の育成に取り組んでいます。また、国際社会に

生き、国際感覚を養うため、鹿港の中学校との交流を将来にわたって進めていく予定で

すが、村民にとってより身近な事業となるよう、ＰＲを進める必要があります。 
今後は、中学校教員が小学校で指導する機会や、小学校と中学校との接続について検

討するとともに、地域の人材を活用するなど、外国語を学ぶ必要性や学習意欲を高める

取り組みを進めることが重要となっています。 

  
 
※１ ＡＬＴ 
     Assistant Language Teacher の略。外国語（英語）の授業を日本人教師を補助する

助手 
 
※２ ＴＴ指導（チーム・ティーチング） 
     複数の教員が役割を分担・協力しながら指導する授業の形態 
 
※３ ネイティブ  
     ある言葉（英語など）を母国語として話す人 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№６） 

 

 放課後の居場所づくり 

担当係 総務学校課 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

①児童クラブ（学童保育） 
  「ふれあい館」を利用し、児童クラブを運営しています。放課後留守家庭の原則小学校

１～３年生までの子どもたちが対象で、月曜日～土曜日までと、夏休みなど長期休みにも

対応しています。また、保護者会や子ども教室の児童と一緒に、夏祭りなどいろいろなイ

ベントも開催しました。目標（やくそく）を決めて皆で一つの目標に向って、より良い集

団の生活を送っています。また、保護者会も設立されており保護者懇談会の設定やふれあ

い館の環境整備、行事の計画等積極的に運営に関わっていただいています。 
②放課後子ども教室 
  放課後に体育館や王鳳館、校庭などの学校施設を利用し、小学生が約束を守りながら、

遊んだり学習したりできる場として「子ども教室」を開設しています。子ども達の自由な

意思で参加・活動する場所で、対象を全学年としています。 
  また、通常の活動のほかに３年生以上の希望者を対象に琴・生け花・演劇・工作や野外

活動などの体験活動コースを設け、活動に幅を持たせています。 
 
 
 

「放課後子どもプラン」は、「放課後の主人公は子ども」との考えに基づき、放課

後等に安全・安心な活動ができる居場所の確保を図るとともに、心豊かで健やかな

児童を育成することを目指し、子どもの創造性・自主性を大切に運営しています。 
「児童クラブ」は平成 8 年に開設され、放課後や休校日等の留守家庭の児童を対象

としており、登録者は 86 名を数えています。 
 「子ども教室」は、平成 21 年に開設され、学校施設を利用し自主的に勉強やスポ

ーツ・文化活動、体験活動等を行っており、登録者は 212 名です。多岐にわたって

活動・体験が選択できることから、行動の幅が広がり、異学年との交流の場となる

など、放課後の居場所として両事業に寄せる保護者の期待も大きく、子どもたちの

健全育成のために重要な役割を担っています。 
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Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

「児童クラブ」では、「あいさつ・整理整頓・思いやりの心」を大切に、児童が安全

で楽しく過ごせ、保護者が安心して預けることのできる施設となるよう、運営していま

す。登録者数は安定しており、通常 40 名くらいの子供たちが利用しています。また、

障害をもつ児童の受け入れに対して、より専門的な知識が求められていることから、ス

タッフ研修を引き続き行い、資質の向上に努めていくことが必要です。 
「子ども教室」は、スポーツや文化芸術の体験、地域の大人や異学年の子どもたちと

の交流、学習や様々な取り組みを行っています。登録児童も小学生の２割を超しており、

保護者の期待も大きいことから、スタッフの確保や研修、環境整備をさらに進めます。 
 子どもを取り巻く環境は大きく変化し、子育てを応援する施設がますます重要となっ

ています。この一つとして子育て支援施設「子ども未来センター（仮称）」を整備する

ことが決定しており、本年度建設検討委員会を立ち上げ、基本計画の策定に着手をしま

した。乳幼児から高校生までの子どもたちや、保護者、地域の方が気軽に利用できる、

より良い施設となるよう計画的に整備を進めます。 
 今後とも子どもプラン指導員、学校など関係機関と連絡を密に共通理解のもと、子供

たちの成長を温かく見守っていきます。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№７） 

 

 子どもの安全対策 

担当係 総務学校課 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

①小中学校の取り組み 
  ○学校に設置した「一斉配信システム（※１）」のサポート 
  ○緊急地震警報システムを利用した避難訓練の実施 

○災害時に対応した保護者への児童引渡し訓練等の実施 
○地震や台風等自然災害や火災などに対応した施設・設備等の安全点検の実施 

 ○防災教育の充実を図り、小学６年生が釜石市の学校を訪問しその成果を発表していま

す。また、中学校でも昨年の防災新聞の発行をはじめ、本年度は１年生の「ハザード

マップ」の作製や「緑のバトン運動 2014」（※２）にも参加をしています。 
②教育委員会の取り組み 

  ○「子どもを守る安心の家」事業に協力をいただいている村内の「安心の家」へ、教育

指導員などが訪問し情報交換を実施しています。 
○啓発活動 

   ・不審者情報や熊の出没等について、関係機関への連絡や防災無線によって住民へ啓

発しています。特に、不審者情報については、長野県警察の一斉配信システム「ラ

イポくん」を利用し、学校に情報提供しています。 
  ○村社協や小中学校ＰＴＡを中心に展開する子どもを守る安全対策事業 
   ・通学路の危険箇所点検と「安心の家」の確認 

・青色回転灯車両による下校時のパトロール 

東日本大震災では、想定を超える大きな災害が発生し、学校施設の安全対策を進め

るとともに防災教育に力を入れており、危機管理マニュアルの再確認や避難訓練、引

渡し訓練を実施し、特に地震等の自然災害への対応を進め、校内の安全体制の強化に

努めています。 
近年、子どもが被害者となる事件や事故が相次いでいます。子どもたちを有害環境

や不審者、事故などから守る取り組みが求められています。そのため、教育委員会で

は、登下校時や放課後における子どもの安全確保のため、関係機関（団体）と連携を

取りながら対応を図っています。 
 

 17 



・登下校時間に合わせてウォーキングパトロールやワンワンパトロール 
   ・講演会の開催 
 

Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

東日本大震災に際し、学校の校舎や体育館が避難場所として大きな役割を果してお

り、学校施設の避難所の運営マニュアル等の策定が求められています。また、学校では、

危機管理マニュアルの見直し・確認を進めていますが、地震などの災害に対して児童生

徒が主体性を持って適切に対応できる能力を養うよう防災教育を進めるとともに、東日

本大震災によって得られた教訓を活かし、天井耐震化工事等より安全安心な環境整備を

進めると共に、家庭・地域ぐるみの防災体制の整備に一層努めていきます。 
子どもの安全を守るために、安心の家に協力いただき、パトロールボランティアも個

人、企業が積極的に参加をいただいています。このように村を挙げての子どもを守る取

り組みは、犯罪の強い抑止力となっています。今後とも子どもを守る安全対策関係者が

より連携の取れた活動により、犯罪や事故などから子どもを守る環境を推進していきま

す。 
最近ではインターネットやスマートフォンの普及により、適切な使用が強く求められ

ています。子どものインターネット利用能力を高め、スマートフォンや携帯電話と正し

く向き合えるよう教育を更に進めていく必要があります。今後とも広い視野と行動力を

持った、心豊かな児童生徒の育成を図っていきます。 

  
 
※１ 一斉配信システム 
    保護者の携帯電話あてに、学校からの緊急連絡をメールで一斉連絡するシステム。 
    不審者情報や災害に対する対応、悪天候による行事の中止など緊急連絡をいち早く、

より正確に伝えることができる。 
 
※２ 緑のバトン運動 2014 
    東日本大震災の被災地を忘れず、防災教育に役立ててもらおうと、被災地から届け

られた苗の「育ての親」になり、２年後被災地に戻して緑の復興を支援する運動」。

松川中学校で２年間育てたミズナラ、アオダモ、計３６本が岩手県宮古市摂待海岸

に植樹された。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№８） 

 

 教育環境整備（学校施設の整備） 

担当係 総務学校課 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

①校舎・体育館の耐震対策 
  小・中学校の耐震化工事は終了していますが、両学校体育館や特別教室などの天井耐震

化工事を実施しました。 
②小学校施設の整備             （総  額 127,825千円） 

・小学校図書館児童図書            （総事業費   999千円） 

・ＦＦストーブ・コンロ更新         （総事業費   885千円） 

・体育館天井耐震工事            （総事業費 118,908千円） 

・体育館セパレータ工事等          （総事業費   889千円） 

・学校教材等購入               （総事業費  3,716千円） 

・その他、施設修繕費など          （総事業費  2,428千円） 

③中学校施設の整備             （総   額   77,904千円） 

・中学校図書館生徒図書            （総事業費  1,060千円） 

・体育館天井耐震工事            （総事業費  68,040千円） 

・手摺取付工事他              （総事業費   1,882千円） 

・印刷機購入                （総事業費   1,015千円） 

・理科備品購入               （総事業費  1,072千円） 

・学校教材等購入              （総事業費  1,543千円）  

・その他、施設修繕費など          （総事業費  3,292千円） 

 

 学校施設は、児童生徒にとって一日の大半を過ごす学習と生活の場です。常に安

全、安心な施設環境を確保し、教育の場として好ましい状態を維持する必要があり

ます。 
 このため、遊具を含む施設の継続的な点検・維持・改善を行うとともに、教育活

動の多様化に対応できる学習環境整備や充実に、計画的に取り組んでいます。 
また、災害から児童生徒を守り、地域住民の安全な避難場所となるよう、必要な

工事を行うとともに、常に施設の安全点検を実施しています。                      
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Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

 

これから、未来に向って成長する子どもたちが、安全で質の高い空間で学び、生活で

きること。これは教育に不可欠な条件とされています。 
 特に、この地域は地震の発生する確率が高いと予想されていますが、学校の耐震工事

は終了しており、安全・安心な教育施設の整備、教育環境などの設備・備品の充実に努

めてきました。 
学習内容や時代の変化に対応するとともに、東日本大震災では学校でも予想外の被害

を受けていることから、より良い環境づくりと安全確保のために、施設・設備の維持補

修や整備を、村総合計画(※1)に基づき計画的に進めています。 

 
 
※１ 村総合計画 
    総合的かつ計画的な行政運営を図るための指針です。計画の構成は、「基本構想」・「基

本計画」・「実施計画」から成り立っており、村地域づくり推進委員会の答申を得、議

会議決を経て策定されます。現在の第６次総合計画は、次のとおりです。 
【基本構想】 

平成 22 年度を初年度として、平成 31 年度を目標とする 10 ヵ年計画であり、

村づくりの基本理念と将来像を設定し、これらを実現するための施策の大綱が定

められています。 
    【基本計画】 
      基本構想の 10 カ年計画を、前期 5 年間と後期 5 年間の目標を定め、基本構想

に基づいてその目標達成のために、各部門の現状と課題、施策の内容を具体的に

示し、実施計画の基礎としています。 
    【実施計画】 
      基本計画で定めた施策をより効果的に実施するため、財政的な裏付けをもって

3 ヵ年の事業を年度別に計画化したものであり、毎年見直しによって補正を加え

事業を実施しています。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№９） 

 

 文化財の保護と活用     

担当係 総務学校課 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

①【重要文化財（国指定）】の保存・管理 
  金福山観松院が所有する「銅像菩薩半跏像」は、村内の「観松院護持会」が管理してい

ます。来年度は、善光寺の御開帳に合わせて、信濃美術館で展示されることが決まってい

ることから、研究・調査者や見学者が増加し、教育委員会では照会先の窓口として対応し

ています。 
②【村指定文化財】の保存・管理と啓発 

現在、１９件の文化財が村文化財に指定されています。管理者に対してわずかですが管

理の謝礼金の交付など支援を行っています。また、小中学校の新任の教員を対象とした、

村内文化財巡りなども実施しております。 
子ども達と地域の伝統と文化の保存に努力されている方々との出会い・ふれあいは特に

重要であり、共通の目標のもとで伝統と文化を伝えていく活動は、子ども達の人間形成に

とって有意義なものとなっています。 
③収蔵庫（建物）は文化財保護法の規定による登録有形文化財（※１）として、登録されて

います。収蔵庫に保管されている民具・農具などの民俗資料は、約８５０点で、一部を展

示公開しています。また、米蔵としての機能を備えていることから、酒米の保管施設とし

て利用もされています。 

 松川村には、長い間培われた歴史と伝統、様々な文化が継承されており、村固有の文

化財として、村内には彫刻、建造物、古文書などの有形文化財から、民俗芸能といった無形

の文化財まで、数多くの文化財が受け継がれています。文化財は、松川村の歴史、文化の

正しい理解のため欠くことのできないものであり、将来の文化の向上・発展の基礎をな

すものとして、その適切な保存活用を図ることは大変重要となっています。また、地域

に伝えられる伝統文化・伝統芸能を継承していくことには、努力と困難さを要しますが、

このことは地域に愛着と誇りをもたらすこととなることから、松川村の歴史の魅力を発

信していくことが重要となっています。 
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④遺跡公園整備については、用地買収を行ってきました。整備については、総務課が担当と

なり、都市公園として整備するための基本設計が策定され、計画的に整備が進められてい

ます。 
  

Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

村には、個性豊かで質の高い文化財が数多く存在しており、こうした歴史的に貴重な

文化財を保存・公開し後世に引き継いでいく責務があります。このため、文化財保護の

ための補助要綱により、文化財の保護・継承を進めています。 
また、文化財指定となっている安曇節に関する資料や収蔵庫に保管されている民俗資

料、古文書について、安曇節会館の構想もあり、村民が身近に文化財に親しむことがで

きる展示の方法や管理方法等総合的に検討を進める必要があります。 

 
 
※１ 登録有形文化財 

平成 8 年に創設された文化財登録制度に基づき、国の文化財登録原簿に記載された

有形文化財のことです。登録有形文化財は、届出制と指導、助言、勧告を基本とし、

文化財を「活用しながら保存する」ための制度で、国・県・村の文化財指定制度を補

うもので、主に明治期以降の建造物を対象とし、指定制度より穏やかな制度のもとで、

幅広く保護の網をかけるものです。登録要件は、建てられてから５０年を経た建造物で、

①歴史的景観に役立っているもの ②再現することが難しいもの ③造形の手本とな

っているもの となっています。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№10） 

 

社会教育・生涯学習の推進、芸術・文化活動の振興 

 
担当係 社会教育係 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

今まで進めてきた事業を基本とし、地域に根ざした住民の学習要求を把握し、住民と一

緒に地域生活課題の掘り起こしや、その課題解決に向けての学習活動をさらに推進すると

ともに様々な学習活動を援助しながら地域と密着した事業を展開していきます。 

 また、家庭生活の安定、地域社会の連帯と融和を図るための活動を推進します。 

 すずの音ホール・生涯学習センターを中心に、住民が身近で気軽に芸術・文化・芸能を

愉しめる場を提供します。 

 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

① 地域独自の学習、文化活動への支援 

○分館講座への支援（継続事業・講師紹介・謝礼の補助） 

・10 の分館で 16 講座実施  

○公民館報の発行（継続事業・地域の話題・生涯学習等・青少年育成事業の情報） 

・「広報まつかわ」に掲載し、年 3 回発行 

○第 3 回安曇野まつかわ五月の風音楽祭 （5 月 25 日） 

・リンリンパークをメイン会場に村内外から 28 団体が参加（参加者数 500 人） 

○被災地図書館支援チャリティ古本販売（5 月 25 日） 

・「第 3 回安曇野まつかわ五月の風音楽祭」開催に併せ、図書館南側庭でチャリティ古

本市を開催 

・参加者延べ 680 人 

○すずの音ホール 5 周年記念イベント（新規事業・すずの音ホール） 

・「田楽座公演」2 回公演 6 月 28 日(土) 入場者 140 人 

  ・「ノラ猫たちの大冒険」2 回公演 7 月 26 日(土) 

すずの音子ども合唱団、劇団 すずの音、ノラ猫劇団(一般公募)  入場者 229 人 

   ・「アンサンブルへの誘い」7 月 27 日(日) 入場者 171 人 

  ・「リンリンパークまつり」10 月 13 日(月・祝)  入場者 800 人 

○製本技術講習会（新規事業・6 月 7 日・10 月 11 日） 

  ・手軽にできる製本・和装本の講習 

  ・参加人数延べ 20 人 

○リンリンパーク夕涼みコンサート （7 月 20 日） 

・フラダンスとアルプホルンコンサートをリンリンパークで開催（100 人） 
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  ○パパズ絵本ライブ＆子育てトーク（7 月 21 日） 

・お父さんの読み聞かせグループ、パパズ絵本プロジェクトのメンバーによる絵本の

読み聞かせライブと子育てに関するトーク 

・参加人数 70 人 

 ○サマーライブラリー（8 月 9 日） 

  ・工作教室・理科遊び・夜のおはなし会・開館時間延長 

  ・参加人数延べ 200 人 

 ○絵本作家スズキコージ氏ワークショップ「ズキン DE パレード～イカス服とイカス王

冠をつくろうぜぃ！」 （9 月 20 日） 

  ・安曇野ちひろ美術館と共催 

  ・参加人数 50 名 

○村文化祭、芸能発表開催（すずの音ホール）（継続事業・10 月 24 日～10 月 26 日） 

・1 年間の学習、練習の成果の発表と展示する場の設営 

・芸能発表 29 団体 214 人、展示発表 372 人 

○図書館まつり（継続事業・10 月 26 日・27 日） 

・りん太・リンリンが来館者に記念品を配布 

○ぬいぐるみの図書館ハロウィンパーティ（継続事業）（10 月 31 日） 

 ・自宅のぬいぐるみが図書館でハロウィンの仮装やパーティーをする様子を写真撮影

し、お気に入りの絵本も紹介する 

 ・参加人数 30 人 

〇読書月間（11 月 1 日～30 日） 

 ・朗読駅伝「米物語」（県図書館協会と共催） 

 ・月間イベント「ブックツリー」を作ろう 

○子どものための音楽祭（11 月 24 日、入場者数 110 人） 

 ・くるみ割り人形を題材にした音楽と劇、公募により音楽隊を結成し、劇は劇団すず

の音が担当した 

○第 6 回すずの音ふれあいコンサート（2 月 28 日、参加者・入場者数 170 人） 

・小学校合唱団、中学校合唱部、吹奏楽部、すずむし合唱団、すずの音子ども合唱

団、子ども教室等が音楽に親しむ、ギターの会ルネッサンスによる合同コンサート 

○クリスマスディナーコンサート（12 月 19 日参加者・入場者数 135 人） 

・すずの音応援団企画によるポップス音楽とディナーを 提供したコンサート 

○第 4 回バンド祭り（2 月 7 日、参加者・入場者数 200 人） 

 ・村内外で活動するバンドを中心にバンド演奏のステージ 

 

② 各種学級・講座の開催とグループ活動の育成 

○日本語教室（継続事業・外国籍の方を対象に毎週金曜日に実施）  

○フレッシュ学級（継続事業・60 才以上対象）の開催 

・全 10 回実施で、各回参加者 40 人の登録で各回参加者平均 22.2 人 

○桃太郎教室（継続事業・幼児の保護者対象）の開催 

・全 10 回実施で、各回 18 組の親子参加 
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 ○パソコンひろば （継続事業 5 月～2 月） 

  ・全 16 回、各回 10 名参加 

○すずの音子ども合唱団  

・全 12 回講座実施で、園児から小学生が参加、各回 13 人、その他コンサート出演 

○すずの音クッキング 

・地場食材を生かした料理教室、全 9 回実施、各回 12 人程度参加 

 

③ 読書講座の実施など、住民の読書活動の推進 

○パタパタママおはなし会（継続事業）の実施 

○おはなしドンドン（継続事業）の実施 

○おとなのためのおはなし会（継続事業） 

○松川小学校読み聞かせ隊（継続事業） 

〇読書会（継続事業） 

〇工作教室・調理教室の開催（継続事業） 

 

④ 家庭生活の安定、地域社会の連帯、融和を図るための活動の推進 

 ○分館対抗球技大会 （継続事業・6 月 15 日に開催）  

○ふるさと祭り安曇節の踊り講習会（継続事業・地区別に実施する安曇節を中心とした

踊りの講習会）の支援 

○平成 26 年度成人式（継続事業・8 月 15 日開催） 

・参加者 86 人 

○敬老会（継続事業・各地区毎の開催・運営支援） 

・13 の分館で実施 

〇村民運動会（継続事業・10 月 19 日）約 1,000 人参加 

○分館対抗ニュースポーツ大会 （H26 中止） 

 

⑤ 社会教育・生涯学習指導者の育成と活用 

○生涯学習リーダーバンク「村の先生」の住民への周知、活用（継続事業） 

・村年間カレンダーに掲載し、地区、学校、公民館事業の講座・教室の講師を担当 

・登録者、文化系 49 人・スポーツ系 15 人 

 

⑥ 関係施設の維持管理、運営 

 ○各施設とも利用者の利便・安全面を考慮し維持、管理、修繕を実施 

●すずの音ホール内設備の修繕工事を実施 

   ・オーディオミキサー修繕    （106 千円） 

   ・空調フィルター取替え修繕  （669 千円）    

●リンリンパーク内設備の修繕工事を実施 

   ・ローラー滑り台修繕        （159 千円） 

   ・複合遊具修繕              （347 千円）  
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※ 平成 26 年度すずの音ホール利用状況等 

   ・施設利用件数 2,669 件                      （H25   2,626 件） 

   ・施設利用者数 42,714 人（一日平均 117 人）   （H25  40,600 人） 

   ・各施設利用件数（人数） 

ギャラリー19 件  楽屋 160 件（469 人） 

ホール・舞台 362 件（20,588 人） 

ホワイエ・パッサージュ 84 件 

調理室 38 件（667 人） 

多目的室 459 件（3,365 人） 

防音練習室 611 件（4,645 人）・ 

研修室 527 件（6,251 人） 

 

※ 平成 26 度図書館利用状況等 

   ・蔵書数    56,983 点                      （H25  57,993 点） 

内訳（一般書 30,324 冊・児童書 24,107 冊・雑誌 2,061 冊・紙芝居 228 点 

ビデオ 209 本・ＤＶＤ54 本） 

   ・来館者数  44,194 人（一日平均 152.9 人）     （H25  40,928 人） 

   ・利用者数  20,882 人（一日平均 72.4 人）      （H25  21,095 人） 

 
 

Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

○村民の学習ニーズに配慮しながら、新規事業、民間・大学等との共催事業に積極的に取

り組むなど、新たな試みでの社会教育・生涯学習・人材育成の推進を図っていることは

評価できます。 

  特に、村民が自主的に企画する事業の推進を図り、生涯学習の取り組みを支援していま

す。 

○すずの音応援団の企画事業の推進や社会教育団体を中心とした文化祭芸能発表など、村

民が自発的に活動する環境が出来つつあります。 

また、安曇野まつかわ五月の風音楽祭など村外在住者との交流も兼ねた文化イベントが

開催され、継続的に活動しています。 

○今年度は、すずの音ホール５周年記念イベントをすずの音応援団とタイアップし企画運

営しました。今後は 10 周年イベントに向けた事業を展開し、村民ニーズに対応していく

必要があります。 

○図書館についても大人を対象とした事業に取り組むなど、幅広い利用者増への取り組み

が実施されています。図書館への興味や親近感を持たせるような事業展開は評価できま

す。 

○公民館主催の講座から独立し、村の社会教育団体として活動を続けているなど、生涯学

習サークルの育成が図られています。 

 

 26 



 

○住民の憩いの場所として利用者の要望に応えながら、多くの住民に今後も利用される施

設運営に努める必要があります。 

○住民の自主的な学習意欲を支援しながら、自立した団体の育成を今後も推進する必要が

あります。 

○すずの音ホールを中心とした社会教育施設全体の円滑な運営・管理を図るため、すずの

音応援団を始め社会教育団体及び各ボランティア間の連絡・調整を施設利用調整会議等

で行っています。 

なお、村民ニーズに対応した講座や研修会を開催して、長期にわたって老若男女がやり

がいを持ちながら施設運営・管理に携われる体制づくりを今後も引き続き推進する必要

があります。 
○住民が身近で気軽に芸術・文化・芸能を愉しめる場の提供は今後も必要であり、各種委

員会・審議会等の提言を踏まえた上での事業展開を図る必要があります。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№11） 

 

人権教育・男女共同参画の推進 

 
担当係 社会教育係 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

すべての人が幸せに生きる明るい住みよい社会を実現するため、人権が尊重され守られ

るよう、公民館事業等で人権教育・啓発活動を積極的に実施するとともに、家庭・地域・

学校・職場と連携しながら、地域住民に人権教育の必要性について理解と認識を図りま

す。 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

① 公民館事業等での人権教育及び啓発活動 

○団塊倶楽部（継続事業・男女共同参画推進セミナー） 

・登録者 39 名 

・倶楽部員が自ら立案、実施 

・全 12 回開催で各回約 20 人が参加 

・公民館、すずの音ホール事業への自主的な協力 

〇分館人権学習会（継続事業・指導員が分館へ出向いて実施） 

・14 地区で開催し延 314 人が参加 

・ワークショップ形式等で開催 

・社会教育指導員、人権教育リーダー養成講座修了者（社会教育委員 2 名）が講師を

務め、また分館独自に実施 

 ○男女共同参画サポーター研修会 （12 月 7 日開催） 

    ・DVD「アナと雪の女王」鑑賞 

○人権を身近に感じる学習会 （1 月 24 日開催） 

  ・中信教育事務所大野幸児指導主事を講師に迎え、ワークショップ形式で開催 

  ・参加者 26 人 

〇秋の映画上映会（11 月 28 日～29 日） 

・「道～白磁の人」を 2 回上映 

・日韓の壁を越えた友情をテーマにした映画鑑賞会を開催 

・参加者 100 人 

〇冬の映画上映会（1 月 31 日～2 月 1 日） 

  ・親子の絆をテーマにした映画鑑賞会を開催 

  ・「そして父になる」を 3 回上映 

  ・参加者 520 人 

○まつかわ村人権フォーラム 2014（継続事業・1 月 25 日開催）   
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・「輝き続ける人生」をテーマに男女共同参画サポーター研修会を兼ねて開催 

・参加者 130 人 

・チェアスキーヤー青木辰子さん（長野市）を講師に、パラリンピックや障害者スポ

ーツの世界についての講演を開催 

〇第 3 次男女共同参画社会推進計画（25～29 年度の 5 ヵ年）の推進（継続事業） 

  〇第 3 次男女共同参画社会推進計画リーフレット作成 

・全戸配布で周知 

 

② 家庭・地域・学校・職場との連携による、人権教育の必要性の理解と認識の周知 

〇民生児童委員、小中学校長、区長、民間企業等らで組織されている松川村人権教育推

進協議会委員研修会の開催、講演会等への積極的な参加の呼び掛けなど人権意識の高

揚を図りました。 
〇広報まつかわに「人権かるた」を掲載（毎月１組、計 12 回） 

 
 

Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

○家庭・地域・学校・職場と連携をとりながら一貫した人権教育を推進するため、研修会

の開催、講座等への参加の呼び掛け、分館へ出向いての学習会開催など、地道な啓発活

動は評価できます。 

○県が実施する「人権教育リーダー養成講座」に社会教育委員等 4 名を派遣し、研修修了

者となった自らが分館人権学習会の講師を務めるなど、指導者育成・活用への取り組み

は評価できます。 

○「松川村人権教育リーダー養成講座」を開催し、公民館役員の社会生活部員・男女共同

参画サポーターを対象にした研修会を実施するなど、指導者・助言者育成への取組みは

地道な成果を期待できます。 

○人権・男女共同参画推進事業として、気軽に参加できる「映画」を利用しての研修会、

ポスター展など、取り組みは評価できます。 
○多くの住民に取り組み内容を周知する手段として、公民館、社会教育・体育、多くの村

民が集う「すずの音ホール」事業での啓発活動は有効であります。各種事業に人権・男

女共同参画事業を絡めて展開できるよう調整を図る必要があります。 

〇男女共同参画への村民意識は高まりつつあり、女性の公職参画率は増加傾向にありま

す。引き続き、地域・家庭から意識の高揚と、ワーク・ライフ・バランスのメリットの

働きかけを進める必要があります。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№12） 

 

青少年健全育成事業の推進、地区子ども会育成会事業への支援 

 
担当係 社会教育係 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

３０団体、機関から組織されている青少年育成村民会議（総務部・環境浄化部・家庭教

育部・育成活動部）事業、１７地区に組織されている地区子ども会育成会事業等を支援す

ることで、家庭・学校・地域が互いに連携して青少年健全育成の環境づくりの推進を図り

ます。 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

〇村植樹祭への参加 （継続事業・馬羅尾高原で 5 月 17 日に開催） 

・児童が植林、間伐の重要性を知る機会 

・地区子ども会育成会児童、約 50 人が参加 

○第 64 回社会を明るくする運動松川村・池田町地区研修会  112 名参加（継続事業・池

田町で 7 月 3 日に開催） 

○第 52 回大北地区青少年柔剣弓道大会（継続事業・池田町で 7 月 21 日開催） 

〇村内夜間巡視（継続事業・青少年育成村民会議環境浄化部会主催で８月１日～１５日

に実施） 

○何でもチャレンジ 2014（継続事業・すずの音ホールで 9 月 14 日に実施）  

・青少年育成村民会議育成活動部会主催事業 

・「不思議体験・美味しさ・工作と楽しさ一杯」のテーマにより、科学体験や昼食づ

くり、万華鏡を作成。参加者 50 人。 

○「まつかわ村家庭の日」村施設無料開放の実施  

  ・青少年育成村民会議家庭教育部会主催事業 

  ・毎月第 3 日曜とその前日の土曜日を「まつかわ村家庭の日」として周知 

  ・村内施設（グリーンワーク体育館・カラオケ室・林遊館）の無料開放 

○南北保育園親子ふれあい夏まつり 

○子育て支援講演会「パパズ絵本プロジェクト絵本ライブ」（7 月 21 日開催） 

・村図書館と共催 

 ○子育て支援クリスマスコンサート (1 月 13 日開催) 

・J-POP ユニット Canna による絵本を取り入れたコンサート  80 名参加 

  〇子育て支援事業「劇団かかし座影絵  魔法使いのおとぎばなし」（1 月 12 日開催） 

・参加者 220 名 

○あづみ野松川小中学生駅伝大会（継続事業・10 月 11 日に開催） 

・参加チーム数全体 89 チーム  554 名参加 
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Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

○関係機関・団体と連携しての青少年育成事業への取り組みや青少年を育成していくため

の、様々な体験ができる環境づくりの推進が今後も必要です。すずの音ホール事業で開

催した、「すずの音ふれあいコンサート」では小中学生から高齢者まで、音楽を通して世

代間のふれあいが図られました。引き続き、年代を問わず地域住民が一丸となって青少

年を育成する「住民の意識の高揚」を図る必要があります。 

○青少年の非行や問題行動を未然に防ぐため、関係団体が連携して取り組み、夏休みを中

心とした村内各施設の巡視や有害な図書等自動販売機撤去運動は評価できます。青少年

を取り巻く環境の浄化を推進するためにも継続した取り組みが今後も必要です。 

○青少年が自然の中などで、いろいろな体験ができる「場」の提供や、「地域の子どもは地

域で育てる」住民意識の高揚を図る取り組みを、青少年育成村民会議等の関係機関・団

体の連携のもと今後も推進する必要があります。 

○有害な図書等自動販売機撤去に向け地道な取り組みがなされていますが、土地所有者顧

問弁護士を通し、根気よく撤去運動に取り組む必要があります。 
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教育委員会点検・評価における主要施策個票（№13） 

 

社会体育の推進・生涯スポーツの振興 

 
担当係 社会教育係 

Ⅰ 施策の目標・ねらい 

スポーツ・レクリエーションを通じて健康で明るい地域生活の実現を図るとともに、ス

ポーツ施設の有効活用と整備により、社会体育団体の育成・強化と村民がいつでも気軽に

楽しめる場を提供します。 
 

Ⅱ ２６年度の取組み状況 

① スポーツ・レクリエーションを通じて健康で明るい地域生活の実現 

 ○ニュースポーツ教室 （継続事業・1 月～2 月全 4 回） 

・健康スポーツ吹矢 

 ○小中学生カヌー体験教室 in 木崎湖 （7 月 31 日） 

  〇第 9 回馬羅尾高原クロスカントリー大会（5 月 11 日） 

 ○スキー＆スノーボードスクール 

（継続事業・鹿島槍ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞﾚｯｼﾞ 1 月 17 日～18 日、一泊二日で開催） 

 〇村体育協会・スポーツ少年団事業への支援 

・体育協会加盟団体数 20、加入者数約 960 人 

  ・スポーツ少年団加盟 5 団体（バレー・サッカー・空手・柔道・剣道）で加入者数約

100 人 

  ・共催事業の実施（あづみ野松川小中学生駅伝大会・村民ゴルフ大会等） 

  ・加盟団体の活動支援 

  ・早起き野球連盟リーグ戦 

  ・ナイターソフト連盟リーグ戦 

  ・ママさんバレーボール連盟リーグ戦 

  ・アスリートクラブ年末マラソン 他 

  〇平成 20 年度より青少年スポーツ指導者育成等の支援策として「青少年健全育成スポー

ツ指導員等資格取得補助金」制度を設け、指導者育成を図ります。 

・平成 26 年度申請件数 1 件で交付額は 26 千円 

 

② スポーツ施設の有効活用と整備 

○川西運動公園野球場関連修繕 

  ・野球場グラウンド修繕                    （1,045 千円） 

  ・松川中学校グラウンド修繕                （509 千円） 

  ・野球場トイレアクリルドーム修繕          （225 千円） 
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○スポーティプラザ関連修繕（屋根補修修繕）  （626 千円） 

○その他体育施設関連修繕 

○体育施設利用調整会議 （年 2 回実施） 

・施設の適正利用および利用に関しての要望（備品の購入等）の取りまとめ、限りあ

る施設の有効利活用を図るため実施 

 
 

Ⅲ 点検・評価及び今後の方向性 

○各スポーツ団体から、全国レベルの選手が輩出されていることや、幼児から高齢者まで

が気軽にレクリエーション・スポーツに親しめている状況などから、社会体育や生涯ス

ポーツの振興が確実に推進されています。 

○多くのスポーツ施設を管理している中で、施設の整備・修繕・改修等を計画的に実施し

たことは評価できます。 

今後も、限りある施設の有効活用を図るとともに、社会体育振興を推進するため、施設

の維持・管理、施設利用調整には万全を期す必要があります。 

また、各審議会及び委員会等から提言・要望や利用者からの意見を参考に、計画的な整

備・修繕に今後も取り組みます。 

○社会体育施設利用者は減免の適用を受けるなど恩恵を受けています。積極的に施設管

理、清掃等のボランティア活動に取り組むよう促す必要があります。 

○小中学校と地域との連携をどのように展開していくのか、今後も検討が必要です。 

〇分館対抗形式によるスポーツ振興については、人員集め等厳しい状況にある中で、今後

見直す必要があります。 
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No.1

実施期日 実施事業名  事業内容 備考（参加者等）

4月～3月（通年） 被災地図書館支援事業 チャリティ古本の寄贈 延べ3,456円

5月25日 被災地図書館支援事業 チャリティ古本販売 42,000円

4月～(全50回） パタパタママおはなし会 幼児対象読み聞かせ会・毎週水曜日実施 各回親子5組

4月～(全48回） 日本語教室 外国籍の方を対象にした教室・毎週金曜日実施 各回5名

4月～3月（全12回） 読書会 各自が好きな本を持ち寄り紹介する会 各回8名

4月～3月（全12回） すずの音子ども合唱団 園児から小学生まで合唱に親しみコンサート出演もする 12名

４月～３月（不定期全９回） 工作・調理教室 季節に応じたテーマの工作・調理 各回10名

4月～3月 パッサージュコンサート
パッサージュを利用しての無料コンサート（申込みがあり次
第随時開催） 不特定

４月～3月 すずの音応援団研修
すずの音応援団対象の音響、照明技術研修、自然観察会
など

中止

5月～3月（全５回） おとなのためのおはなし会 一般向けのおはなし会 各回10名

5月～（全５回） おはなしドンドン 児童を対象にした読み聞かせ会 各回10名

5月～2月（全16回） パソコンひろば エクセル、ワード・年賀状作り 10名参加

5月～3月（全9回） 団塊倶楽部（男女共同参画推進セミナー） 概ね50歳以上の参加者で、自ら講座を立案・実施 各回20名

5月～6月（全3回） 田楽座ワークショップ 田楽座公演に併せて花笠踊りを練習し舞台に立つ 12名参加

6月～（全10回） フレッシュ学級

60才以上の住民対象。月1回、日帰りで行ける場所へ見学
をしたり、単発の教室や映画の鑑賞等を行っている。
6.18　軽い運動を楽しむ講座（講師：百瀬みどり氏）
10.29　カゴメ㈱富士見工場見学

各回20名程度参加

6月～（全10回） 桃太郎教室 未就園児の親子対象の教室 33組参加

6月～３月（全8回） すずの音クッキング教室 地場の食材を生かした料理教室 1回12人程度

6月7日 製本講習会 簡単な製本の講習 10名参加

7月（全１回） 浴衣着付け教室
講師を招き浴衣の着付けを学ぶ　ふるさと祭りに合わせて
開催 3名参加

7月19日 夏山登山講習会 村民登山事前講習会（講師：久保田稔氏） 15名参加

8月4日 安曇野まつかわフォーラム「食と農」 松川村・ちひろ美術館・武蔵野美大　共同 60人

8月9日 サマーライブラリー 工作教室・実験教室・夜のおはなし会 延べ200人参加

8月 木崎夏期大学講座参加 期間中二日参加　（すずの音ホールから送迎） 6名参加

7月31日 小中学生 カヌー体験教室ｉｎ木崎湖
対象：小学4年生以上
木崎湖にてカヌー教室を開催 25人

7月～3月 メタボ撃退！腹凹講座
メタボ、ロコモ予防のため有酸素運動を取り入れたエクサ
サイズを週一回実施 130人

8月23・24日 村民登山教室
針ノ木岳、蓮華岳へ山岳登山
（講師：久保田稔氏） 23人

9月20日 ズキンＤＥパレード
絵本作家スズキコージ氏によるワークショップ（ちひろ美術
館共催） 50名参加

10月8日 高瀬渓谷観察会 国の天然記念物「噴湯丘」他見学 熊出没により中止

10月11日 和装本講習会 簡単な和装本の講習会 10名参加

10月31日 ぬいぐるみのハロウィンパーティー
自宅のぬいぐるみが図書館でパーティをする様子を写真に
撮り、迎えの際本の紹介をする 15組参加

1月～2月 ニュースポーツ教室 スポーツ吹矢教室を合計4回開催 100名

１月17・18日 松川村スキー･スノーボードスクール
対象：小学4年生以上
鹿島槍スポーツヴィレッジにて1泊2日で開催

参加者35名
スタッフ7名

　　　　　　　　　＜社会教育課事業・公民館・図書館の学級・講座・教室関係＞　　　　　　　　　

平成26年度 村公民館（社会教育）事業



No.2

実施期日 実施事業名  事業内容 備考（参加者等）

4月29日 市町村対抗駅伝大会及び小学生駅伝大会 一般の部、小学生の部へ出場　小学生村の部1位 32名参加

5月25日 第３回安曇野まつかわ5月の風音楽祭 村内外の合唱団が集まる音楽祭 761名参加

年3回発行 公民館報 公民館の事業紹介や各分館の活動紹介、情報提供と啓発 発行済

5月11日 第9回馬羅尾高原クロスカントリー大会
馬羅尾高原クロスカントリーコース
10部門に分けて実施 23名参加

5月17日 村植樹祭 馬羅尾高原にて開催　 50名参加

6月～3月（分館毎実施） 分館人権学習会 指導員が各分館へ出向くなどして実施 14地区

6月16日
松川村人権教育リーダー養成講座
兼村男女共同参画サポーター養成講座

中信教育事務所指導主事による人権ワークショップ 60名

6月15日 分館対抗球技大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ 500人

6月28日 すずの音ホール５周年記念「田楽座公演」 すずの音ホール５周年記念実行委員会主催。２回公演。 140名

7月3日
第64回社会を明るくする運動
松川村・池田町地区研修会

松川村で開催 112名参加

7月21日 第52回大北地区青少年柔剣弓道大会 池田町と共催、大北地域の柔剣弓道大会 100名参加

7月19日 ラベンダースティック教室 村内講師を招き、小規模で開催 5名参加

7月20日 リンリンパーク夕涼みコンサート すずの音応援団企画事業（フラダンス、バンド演奏） 100名

7月21日 パパズ絵本プロジェクト絵本ライブ お父さんの読み聞かせライブ 70名参加

7月26日
すずの音ホール５周年記念音楽劇「ノラ猫た
ちの大冒険」

村出身の声楽家田口たみさん、すずの音子ども合唱団、劇団すず
の音が中心となって制作する。「１１ぴきのねこ」が原案。２回公
演。

229名

7月27日
すずの音ホール５周年記念クラッシックコン
サート「アンサンブルへの誘い」

松川村出身の声楽家たぐちたみさん、池田町出身のピアニスト中
島加恵さん、松本モーツァルト・オーケストラのアンサンブルコン
サート

171名

8月1日～15日の内8日間 村内夜間巡回指導
青少年育成村民会議環境浄化部会主催
午後9時村内施設・学校等の巡視 実施済

8月2日 第32回ふるさと祭り「踊りの輪」への参加 檜づくり・踊りの輪への参加 多数

8月15日 平成26年度成人式
成人者による実行委員で内容を企画
第2部として給食の再現とゲームなどを実施 86名参加

8月30日 魚つかみ大会と河川美化運動 乳川で開催、幼児から大人までが参加 150名参加

9月14日 何でもチャレンジ2014 科学体験・工作教室 50名参加

9月7日 第63回大北縦断駅伝大会(池田～小谷） 大北地域の市町村対抗駅伝大会 30名参加

9月28日 大北スポーツ競技会 大北地域のスポーツ大会　全10種目 実施済

10月2日 ワンコイン 朝のひとときコンサート
松川村在住ピアニスト須沢恭子さんと他楽器によるアンサ
ンブルコンサート 110名

10月11日
あづみ野松川小中学生駅伝大会(中学生30回・小
学生10回）

県内の小中学生・クラブチームが参加し開催 554名参加

10月12日～13日
安曇野松川村アートフェス ＦＵＬＬ COLOR ×
イナゴコロ201４

リンリンパークで行うアートフェス　　ライブ、体験プログラ
ム、展示ブース、特産物販 中止

10月13日
すずの音ホール５周年記念リンリンパークま
つり

記念植樹等イベント 800名

10月19日 村民運動会 川西運動公園野球場で実施 1,000人

10月22日 体力テスト 新体力テスト実施 40人

10月25日～10月26日 図書館まつり リンリン・りん太を呼んで、来館者プレゼントを配る 実施済

10月24日～10月26日 村文化祭（展示発表） すずの音ホールで開催 372人

10月24日～10月26日 村文化祭（芸能発表会） すずの音ホールで開催 29団体214人

11月1日～11月30日 秋の読書月間
本の紹介カード、本の病院、りんごあめ作りとおはなし会、
青木裕子さんと朗読駅伝 実施済

11月中旬 青少年健全育成県民大会への参加 1名

11月15・１6日 長野県縦断駅伝 長野市～飯田市 13名参加

平成26年度 村公民館（社会教育）事業

＜公民館行事・人権学習・青少年育成関係＞



No.3

実施期日 実施事業名  事業内容 備考（参加者等）

11月21日 ピアノコンサート 松本市出身　猿田泰寛氏によるピアノ演奏 107名

11月24日 こどものための音楽会　vol.３
クリスマスキャロルを題材にした音楽と劇、公募により音楽
隊を結成し、劇は劇団すずの音が担当 110名

11月28日～11月29日 人権教育推進事業　秋の映画上映会 『道～白磁の人』を2回上映 100名

12月7日 男女共同参画推進研修会 『アナと雪の女王』ＤＶＤ鑑賞後ディスカッション 16名

12月19日 クリスマスディナーコンサート
すずの音応援団主催による、音楽とディナーを提供す
るコンサート

135名

12月20日 子育て支援クリスマスコンサート
J-POPユニットcannaによる絵本を取り入れたコン
サート

80名

1月1日 第40回元旦マラソン
初詣を兼ねて皆で走る、完走後おしるこが振舞われる（神
社へ参拝） 150名

1月12日 子育て支援　影絵公演 家庭教育部会主催　劇団かかし座影絵公演 220名

1月17日 第33回青少年育成村民運動推進大会 記念表彰・作文・活動発表ほか 150名

1月24日 人権を身近に感じる学習会 中信教育事務所指導主事による人権ワークショップ 26名

1月25日
まつかわ村人権フォーラム2014兼
村男女共同参画サポーター養成講座

チェアスキーヤー　青木辰子氏による講演 130名

1月31日～2月1日 人権教育推進事業　冬の映画上映会 『そして父になる』を3回上映 520名

2月 分館対抗ニュースポーツ大会 スポレックを種目に分館対抗で開催 中止

未定 ワンコインコンサート すずの音応援団主催によるワンコインコンサート 中止

2月7日 第４回バンド祭り 村内で活動するバンドを中心にバンド演奏のステージ
8団体
200名

2月28日 第６回すずの音ふれあいコンサート
小学校合唱部、中学校合唱部・吹奏楽部、すずむし合唱団、すずの音子ども
合唱団、ギターの会ルネッサンスによる合同コンサート 170名

＜公民館行事・人権学習・青少年育成関係＞

平成26年度 村公民館（社会教育）事業



３ 点検・評価に対する学識経験者の意見 要旨 
 
 

全体 

 

〇点検・評価について成果のあった事項、内容は評価します。今後の課題について

もさらに対応及び検討を進めてください。 

〇新たな教育委員会制度について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改

正により、次年度から「総合教育会議」が設置されます。今後、教育委員がこれ

まで以上の「提言」を行うことが求められており、さらに研修等を進めることが

必要です。 

 

総務学校課 

 

〇小一プロブレム、中一ギャップ解消に向け取り組みを進めていますが、小中学校

の教員が園児とのふれあいや、小中学校の教員の交流を進めるなど、一層の幼

保・小・中の連携強化を図るとともに、地域の力を活用し開かれた園・学校づく

りを進めてください。 

 
〇財政状況が厳しい中、村費による加配職員の配置を行い、確かな学力の確保や不

登校問題など力強く取り組まれています。今後も施策の充実を図るとともに、家

庭での教育はすべての教育の出発点であることを念頭に、学校と家庭の連携をさ

らに進めてください。 

 

〇優先的に行われた天井耐震化工事をはじめ教育施設の整備等ハード・ソフト両面

にわたり事業が実施されています。また、小中学校でも防災教育に積極的に取り

組んでおり、その成果がまとまった時点で、村民等へ発表してください。 
 
〇給食センターでは、アレルギー対応に関して職員研修を進めるなど万全の体制で

臨んでいますが、再度教職員の対応方法などの徹底を図り、児童生徒への危機管

理、事故防止に取り組くんでください。また、給食は「食育」にとっても重要な

役割を担っていることから、学校の施設見学や栄養教諭による食育指導をさらに

進めてください。 
 
〇中学生の台湾鹿港（ルーカン）鎮への派遣は、国際感覚とコミュニケーション能

力の育成に期待ができ、継続して事業を進めてください。なお、訪問した生徒た

ちの多くは、英語の必要性について感じていることから、事前研修等の内容につ

いて検討して進めてください。 

 

社会教育課   

 
〇すずの音ホールや図書館、リンリンパークは、すずの音応援団など住民が主体的

に関わり運営されていることは評価が高く、数多くの講座やイベントも開催され

ていますが、すずの音応援団については、高齢化や後継者不足が懸念されるため、
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人材の確保や育成を計画的に進める必要があります。今後も、子どもからお年寄

りまで幅広く参加できる様々な学習機会を提供し、生涯学習の推進に努めてくだ

さい。 
 
〇男性長寿日本一から健康長寿日本一の村となるよう、健康で明るい地域生活の充

実をさらに図るとともに、幼児から高齢者までが気軽にレクリエーションやスポ

ーツに親しみ参加しやすい事業を開催し、生涯スポーツの振興を一層進めてくだ

さい。 

 

 

 

 

               
 
 
 
                 平成 27 年 6 月 3 日 

松川村点検評価委員会委員 
 ○松川村 三 枝 伸 雄 氏    
 ○松川村 牛 越 克 巳 氏    
 ○松川村 丸 山 ますみ 氏    
 ○松川村 早 川 さおり 氏 
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３ 点検・評価に対する学識経験者の意見 要旨 
 
 

全体 

 

〇点検・評価について成果のあった事項、内容は評価します。今後の課題についても

さらに対応及び検討を進めてください。 

〇新たな教育委員会制度について、次年度より地教行法の改正により「総合教育会議」

が設置されます。今後、教育委員がこれまで以上の「提言」を行うことが求められ

ており、研修をさらに進めることが必要です。 

 

総務学校課 

 

〇小一プロブレム、中一ギャップ解消に向け取り組みを進めていますが、小中学校の

教員が保育園の園児とのふれあいや、小中学校の教員の交流を進めるなど、一層の

幼保・小・中の連携強化を図られたい。 

〇幼保小中の連携・あり方について ギャップ・継続・中学校と小学校との違い 
 
〇財政状況が厳しい中、村費による加配職員の配置を行い、確かな学力の確保や不登

校問題など力強く取り組まれており、今後も積極的に進めるとともに、家庭での教

育は、すべての教育の出発点であることを念頭に、学校と家庭の連携をさらに進め

てください。 

〇学力・加配をつけている 
〇安全・ハザードマップ・通学路・天井工事・住民に PR 
◎若い先生の感覚が昔と違っている・宿題のチェックの仕方など対応に差 
 

〇優先的に行われた天井耐震化工事をはじめ教育施設の整備等ハード・ソフト両面に

わたり事業が実施されており、今後とも児童生徒の安全安心に配意され、事業を進

めてください。また、小中学校での防災教育を関係機関と連携し、進めてください。 
〇アレルギー対応に関しての事故について報道されています。学校、給食センターで

は研修を進めるとともに、再度児童生徒への危機管理の徹底を図り、事故防止に取

り組んでください。 

◎医療費の削減がされているとの報道・食育 
◎給食センターの小学生の見学の増を・中学校はコミュニケーションがある 
 安全な給食の提供が第一・夏休みの試食会は大勢参加 
 
⑤事務事業を精査し、効果的な施策の展開を図り、厳しい財政状況の厳しい中、村長

部局と連携を図り、地域に開かれた学校、信頼される教育委員会を目指してくださ

い。また、家庭での教育は、すべての教育の出発点であることを念頭に、学校と家

庭の連携をさらに進めてください。 

◎農業ボラ等地域の力・気軽に行けるよう場所等の設置 
〇教育委員会制度改革 
〇台湾との交流・英語の必要性 
〇伝統行事・文化財・学習の方向 
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社会教育課   

 
〇すずの音ホールや図書館が、すずの音応援団など住民が主体的に関わり運営されて

いることは、評価します。また、数多くの講座やイベントも開催されており、今後

も、子どもからお年寄りまで幅広く参加できる様々な学習機会を提供し、生涯学習

の推進に努めてください。 
〇すずの音応援団の高齢化・若者の育成・登録の半分以下の出席 
◎すずの音では、多勢参加する良い企画の事業が実施されている 
 
 
〇幼児から高齢者までが気軽にレクリエーションやスポーツに親しむ姿が見られ、今

後とも村民の体力向上のため、親しみやすい事業を展開してください。 

 

  

 

 
 

                 平成 27 年 6 月 3 日 
松川村点検評価委員会委員 

 ○松川村 三 枝 伸 雄 氏    
 ○松川村 牛 越 克 巳 氏    
 ○松川村 丸 山 ますみ 氏    
 ○松川村 早 川 さおり 氏 
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３ 点検・評価に対する学識経験者の意見 要旨  案 
 

 

① 点検・評価について成果のあった事項、内容は評価します。今後の課題について

もさらに対応及び検討を進めてください。 

 

② 小一プロブレム、中一ギャップ解消に向け取り組みを進めてますが、小中学校の

教員が保育園の園児とのふれあいや、小中学校の教員の交流を進めるなど、一層の

幼保・小・中の連携強化を図られたい。 

 

③ アレルギー対応に関しての事故について報道されています。学校、給食センター

では研修を進めるとともに、再度児童生徒への危機管理の徹底を図り、事故防止に

取り組んでください。   

 

④ 財政状況が厳しい中、村費による加配職員の配置を行い、確かな学力の確保や不

登校問題など力強く取り組まれており、今後も積極的に進めてください。また、優

先的に行われた天井耐震化工事をはじめ教育施設の整備等ハード・ソフト両面にわ

たり事業を推進されていることは、評価します。 

 
⑤ 事務事業を精査し、効果的な施策の展開を図り、厳しい財政状況の厳しい中、村

長部局と連携を図り、地域に開かれた学校、信頼される教育委員会を目指してくだ

さい。また、家庭での教育は、すべての教育の出発点であることを念頭に、学校と

家庭の連携をさらに進めてください。 

 

⑥ すずの音ホールや図書館が、すずの音応援団など住民が主体的に関わり運営され

ていることは、評価します。また、数多くの講座やイベントも開催されており、今

後も、子どもからお年寄りまで幅広く参加できる様々な学習機会を提供し、生涯学

習の推進に努めてください。 
  

⑦ 幼児から高齢者までが気軽にレクリエーションやスポーツに親しむ姿が見られ、

今後とも村民の体力向上のため、親しみやすい事業を展開してください。 

 

⑧ 新たな教育委員会制度について、次年度より地教行法の改正により「総合教育会

議」が設置されます。今後、教育委員がこれまで以上の「政策提言」を行うことが

求められており、研修をさらに進めることが必要です。 

 
 
                  平成 27 年 6 月 3 日 

松川村点検評価委員会委員 
 ○松川村 三 枝 伸 雄 氏    
 ○松川村 牛 越 克 巳 氏    
 ○松川村 丸 山 ますみ 氏    
 ○松川村 早 川 さおり 氏 
 

41 
 



 

松川村教育委員会評価委員会からの意見要旨 

 

 

日時：平成２６年６月１３日（金） 

午後 1時 30分 

場所：すずの音ホール「研修室」 

 

 

 

 

① 点検・評価について成果のあった事項、内容は高く評価します。今後の課題につ

いてもさらに対応及び検討を進めてください。 

 

② 財政状況が厳しい中、村費による加配教職員の配置を行い確かな学力の確保、不

登校問題など、継続的な取り組みにより成果が表れています。特に、家庭での教育

は、すべての教育の出発点であることを念頭に、学校と家庭の連携をさらに進めて

ください。 

 

③ 多くの食育事業が推進されていますが、保護者に対する食育の定着をさらに進め

るとともに、給食センターを活用した食育事業に積極的に取り組んでください。 

 

④ 最近、インターネットやスマートフォンに起因した、いじめ問題などが発生して

いることから、警察、ＰＴＡと連携したインターネット等の適切な使用方法の指導

をさらに進めてください。 

 

⑤ 地域との連携によるキャリア教育が充実し、地域やそこに暮らす人とのかかわり

の大切さを学んでいます。また本年度は、地域のボランティアの協力による放課後

学習教室が開催されるなど、今後とも開かれた学校づくりを一層進めてください。 

 

⑥ 中学生の台湾ルーカン鎮への派遣は、国際感覚とコミュ二ケーション能力などの

育成が期待できる良い機会であり、継続して事業を進めてください。 

 

⑦ すずの音ホールや図書館、リンリンパークは、すずの音応援団をはじめとする、

ボランティアの協力により管理や運営が行われていますが、高齢化や後継者不足が

懸念されるため、人材の確保や育成を計画的に進めてください。 

 

⑧ 男性長寿日本一から健康長寿日本一の村となるよう、健康で明るい地域生活の充

実をさらに図るとともに、生涯スポーツの振興を一層進めてください。 
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4 松川村教育委員会における「教育に関する事務の管理及び執行状況に関する点

検・評価報告書」に対する意見 

 

 
(１)  点検・評価について成果のあった事項、内容は高く評価します。今後の課題に

ついてもさらに検討を進めてください。 

 

(２)  学校教育においては、財政状況が厳しい中、村費をもって加配職員の配置を行

い、確かな学力の確保や不登校問題など力強く取り組まれており、今後も積極的

に進めてください。また、家庭での教育は、すべての教育の出発点であることを

念頭に、学校と家庭の連携をさらに進めてください。 

 

(３) 食育推進協議会を中心に食育事業が推進されています。「早寝 早起き 朝ご

はん」運動の定着を引き続き進めてください。また、給食センターでのアレルギ

ー対応を徹底するとともに、施設を活用した食育活動の充実を図ってください。 

 

(４) 歴史、文化の遺産は、村の貴重な財産である。村の指定文化財をより多くの方

に見てもらえるよう啓発に努めてください。 

 

(５) すずの音ホールや図書館が、すずの音応援団をはじめとするボランティアによ

り運営されていることは、高く評価する。今後も子どもからお年寄りまで幅広い

生涯学習を進めてください。また、公民館報をより有効に活用した情報提供、活

動成果等の周知に努めてください。 

 

(６) 男女共同参画の推進については、行政区等身近なところに目を向け、目標が達

成できるよう推進してください。 
 

(７) 社会体育施設の維持管理を定期的、計画的に進めてください。 

 
 
 
 
                  平成 25 年 6 月 17 日 

松川村教育委員会評価委員会 
 ○松川村 三 枝 伸 雄 氏    
 ○松川村 牛 越 克 巳 氏    
 ○松川村 丸 山 ますみ 氏    
 ○松川村 早 川 さおり 氏    
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4 松川村教育委員会における「教育に関する事務の管理及び執行状況に関する点

検・評価報告書」に対する意見 

 

(１) 「教育委員会の点検・評価」については、３年目を迎え、成果のあった事項や内

容について、評価をします。なお、課題や改善事項については、さらに検討及び対

応を進めてください。 
 

(２)  村財政の厳しい中、少人数指導や心の支援、放課後子どもプラン等への人的支

援の充実が図られ、個々に寄り添った指導に成果が現れています。教育施設の整備

等ハード・ソフト両面にわたり事業を推進されていることは、高く評価します。 

 

(３)  一校一運動の導入や学校教育と社会体育の連携により、子供たちの体力や技術

の向上が図られ、その成果として全国的な大会での活躍に現れており、高く評価し

ます。引き続き指導者の育成と環境整備に努めてください。 

 

(４) 食育推進協議会を中心に食育についての理解を深め、村民自らが主体となって

食育に取り組めるよう、食育事業を推進してください。なお、新しい学校給食セン

ターが松川中学校に併設されることから、地産地消の推進や郷土食の導入など食育

の推進が図られることを期待しています。 

 

(５) ボランティア活動など様々な体験や交流が地域住民の理解と協力を頂きながら、

地域で育つ教育が着実に実施されており、キャリア教育につながる取り組みに多く

の成果をあげています。特に、中学校の「朝日のびのび賞・ベルマーク賞」の受賞

は、継続的な取り組みが評価されたもので、引き続き地域に根ざした独創的な活動

を推進してください。 

  
(６) すずの音ホールや図書館が、すずの音応援団をはじめとするボランティア活動

により、住民が主体的に関わり運営されていることは、高く評価します。また、数

多くの講座や「安曇野まつかわ五月の風音楽祭」等新しいイベントも開催されてい

ます。今後も、子どもからお年寄りまで幅広く参加できる様々な学習機会を提供し、

生涯学習の推進に努めてください。 
 
 
           平成２４年６月１８日 

松川村教育委員会評価委員会 
 ○松川村 三枝 伸雄 氏    
 ○松川村 牛越 克巳 氏    
 ○松川村 和田 弘恵 氏    
 ○松川村 丸山 ますみ氏    
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