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   は じ め に 

 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、教育委員会は、

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表するこ

とになっております。 

 町教育委員会では、上三川町第７次総合計画後期基本計画「共に創る 次代に

輝く 安心・活力のまち 上三川」に基づき、様々な施策を展開してきました。 

 本報告書は、上三川町第７次総合計画後期基本計画のうち、「子ども・健康・

福祉」のまちづくり及び「人・文化・スポーツ」のまちづくりに掲げられた主

要事務事業や教育委員会の活動状況等について点検・評価を行い、学識経験等

を有する方々で組織する「意見聴取会」からご意見をいただいたうえで、その

結果を概括的にとりまとめたものです。 

 町民の皆様にこの報告書をご覧いただき、町教育委員会の取り組みみに対す

るご意見をお寄せいただくことにより、よりよい教育行政の実現を目指してい

きたいと考えております。 

 今後とも、町総合計画で掲げた理念の実現に向け、着実に取り組みみを進め

ていきたいと考えておりますので、町民の皆様には、上三川町の教育・文化・

スポーツの充実・発展のために、ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

    令和４年９月 
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上三川町教育委員会 
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Ⅰ 上三川町における「教育委員会の点検・評価」について                

１ 目的 

  教育委員会が策定した基本方針に沿って、具体的な教育行政が適切に執行されてい

るかどうかについて、教育委員会が自ら点検・評価を行うことにより、効果的な教育

行政をより一層推進していくとともに、町民への説明責任を果たしていくことを目的

とする。 

 

２ 点検・評価の対象 

  対象となる教育行政の諸活動や諸事業は、上三川町第７次総合計画後期基本計画を

もとに推進されており、教育委員会の点検・評価は、当計画に掲げられた項目の内、

令和３年度の主要事業や新規事業、主な推進指標の進捗状況等を対象に実施する。 

  

３ 点検・評価の基本的な実施方法等 

 （１） 点検・評価の実施方法 

  ① 点検・評価の観点 

    必要性、妥当性、効率性、有効性の観点から評価・点検を行った上で、事務事

業全体の改善の余地について検討し、事務事業の方向性について総括を行う。 

  ② 点検・評価の主体及び方法 

    教育委員会及び同事務局の全ての関係機関が自己評価を実施し、見識者（外部）

の意見を聴取する。 

 （２） 点検・評価報告書の提出及び公表 

   点検・評価報告書を作成し、報告書は上三川町のホームページに掲載する。 

   ※http://www.town.kaminokawa.lg.jp 

 

４ 意見聴取会の設置     

  学識経験を有する者の知見の活用を図るため、意見聴取会を設置するものとし、意

見聴取会は元小・中学校長、生涯学習関係者、保護者それぞれ１名の３名をもって組

織し、点検・評価の都度依頼する。 

【意見聴取依頼者名簿】 

氏   名 備    考 

塩谷 節子 社会教育委員 委員長 

柴山 洋 元小学校長 

髙松 由紀子 上三川小学校ＰＴＡ会長 
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Ⅱ 教育に関する事務の執行状況の点検及び評価 

第１章 学校教育の充実 

➊ 特色ある教育活動の推進 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

これからの学校教育は、多様で変化の激しい時代の中で子どもたちに社会を生き抜

くため、生涯にわたる学習の基礎となる「自ら学び、考え、行動する力」など「生き

る力」を確実に身につけることが求められている。 

「生きる力」を身につけるために、学習面では子どもたちの理解や習熟度に応じた、

きめの細かい授業を実践し、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得できるように

するとともに、観察・実験やレポートの作成、論述といった知識・技能を活用する学

習活動や、体験活動などの充実に学校全体で取り組むことが必要とされている。 

各学校においては、児童生徒や家庭・地域の実態等を十分に踏まえた、創意工夫の

ある教育活動の充実や、指導方法の改善・教育課程の弾力化などによる「特色ある教

育活動」を一層推進する必要がある。 

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会教育研究所 

３ 事業内容及び状況 

 (１) 子どもたちの確かな学力の確保 

    町教育委員会及び町教育研究所では、県教育委員会や県総合教育センターと連

携を図り、教職員の資質の向上のため、役職や校務分掌に応じた研修や、学習指

導要領の目標を達成するための研修、喫緊の課題等に関する研修等を実施した。   

なお、コロナ禍による感染拡大防止の観点から、紙面や遠隔による実施等、開

催方法に工夫を加えながら対応してきた。 

（町教育委員会・教育研究所の研修５５回） 

    学校においては、授業研究や校内研修を充実させ、教師一人ひとりの授業の改

善や指導力の向上に努めている。（要請訪問１０校で実施） 

    町教育研究所では、町内小・中学生を対象にした全国学力・学習状況調査やと

ちぎっ子学習状況調査の問題を分析し、教職員を対象としたリーフレットの作

成・配布をすることにより、小中連携による９年間を見通した授業改善につなが

る提案を行った。また、学力向上の基盤となる生活習慣についてのリーフレット

を保護者対象の啓発資料として配付した。 

    ＩＣＴ機器の導入について、国の GIGA スクール構想のもと、タブレット型端

末の整備を進めた。（iPad１３４９台 Windows 機１３０８台）これにより、児

童生徒一人一人が能動的かつ個別学習やグループ学習、学習内容の習熟の程度に
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応じた学習が可能となり、広がりのある学びが可能になった。これに併せて、教

職員の研修についても、小学校のプログラミング学習に対応した研修はもとより、

遠隔による授業の在り方について研鑽を積むことができた。 

    外国語教育については、県教育委員会や県総合教育センターと連携し、新学習

指導要領で小学校高学年において導入される外国語科、及び小学校中学年で新規

に始まる外国語活動のため、町研究所の英語推進委員の教員による授業力向上に

向けた研究を進め、今後、町の中核となる教員の育成を図るとともに各学校にお

ける授業実践につながるリーフレットを作成し、町内教職員の授業力向上に努め

た。 

    さらに、小・中学校に配置しているＡＬＴの活用について、移行期間の中で効

果的な研究が進められるよう７名のＡＬＴに定期的かつ計画的な研修会を実施

し、授業の充実に努めた。 

 (２) これからの時代に必要となる資質・能力の育成 

    新学習指導要領では、学習する子どもの視点に立ち、育成を目指す資質・能力

の要素を「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力」「学びに向かう力、人間性

等」の３つの柱で整理し、生涯にわたり学習する基盤を培うことを目的とした教

育内容の改善が求められている。 

    各学校においては、義務教育９年間を見通した縦断的な視点や教科横断的な視

点から学校教育目標の実現に向けた各活動を位置付け、計画的に取り組んでいる。

また、主体的・対話的で深い学びの視点から各教科の年間指導計画を見直し、授

業の質の向上を図っている。さらに、外部講師を積極的に活用した効果的な体験

活動の実施やプログラミング教育による情報活用能力の育成にも努めた。 

(３) 人権教育の推進 

    町人権教育基本方針のもと、学校教育における人権教育の重点と具体策に沿い、

人権教育主任研修会（２回）、町合同授業研究会（２校）、新採・転採・臨採の教

職員を対象にする人権教育研修会（１回）を開催し、人権意識の向上に努めた。 

 (４) 読書活動の推進 

    学校図書館の読書センターや学習情報センターとしての機能の充実を図り、児

童の読書活動を推進するため、学校図書館司書を全ての小中学校に配置している。 

【決算額】 

第１０款教育費 第２項小学校費 １目学校管理費外 

小・中学校ＡＬＴ配置事業 27,004千円、学校図書館司書配置事業 9,153千円 

タブレット型端末整備事業 41,425千円 

【事業評価（自己評価）】 

   子どもたちの確かな学力の確保のため、校務に関する内容や新学習指導要領に関す

る内容など、幅広く計画的に研修を実施することで、教職員の指導力の向上を図り、
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学力分析調査をもとにしたリーフレットを作成し配布することができた。 

  また、幼小連携推進研修は、情報交換を図るため年度末に実施し、学力向上担当者

連絡会議は中学校区において年３回実施し、課題の共有や共通実践に向けた話し合い

を行った。 

  指導方法の改善に関しては、学校への要請訪問や県の学力向上指導員派遣事業活用

において、学習のねらいを明確化し、授業の振り返りを充実させるなど「Ｐ（計画）

Ｄ（実行）Ｃ（評価）Ａ（改善）サイクル」を生かした研究授業を行い、具体的な指

導方法を学ぶ機会とすることができた。 

  人権教育については、各学校において人権教育主任を中心に、創意工夫ある取り組

みが実施され、児童生徒や教職員の人権意識の向上に努めることができた。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

授業においては、タブレット等のＩＣＴ機器が積極的に活用され、児童生徒が効果

的に利用し、学びが深まっていることは評価できる。 

ＩＣＴ教育については、児童生徒の資質・能力を育成するために、外部講師の活用

も踏まえ、積極的に取り組んでいただきたい。 

 

➋ 教育支援体制の充実 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

  町教育委員会では、優れた教職員の養成及び確保のため、長期的視点に立ち、計画

的な研修を実施することにより、教職員の資質の向上に努める。併せて、教職員とし

ての専門性を高めるために、県教育委員会、県総合教育センター、宇都宮市教育セン

ターと連携した専門的な研修を実施している。 

  また、発達に課題のある児童生徒や不登校の児童生徒への対応のため、各小・中学

校では校内事例研究会を定期的に開催し、教職員の理解を深め、組織としての指導体

制の充実に努めている。 

  地域との連携による支援体制づくりに関しては、これまで研究に取り組んだ地域重

点推進モデル事業や各小・中学校が連携して取り組んだ各種事業の成果を生かすとと

もに、保護者や地域の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校」づくりのため、

全小中学校に設置の学校運営協議会が年間５回程度開催されている。コミュニティ・

スクールを推進することにより、学校が抱える諸問題の解決に取り組むことを推進し

ている。 

  さらに、学校を巡る諸問題の解決について、スクールカウンセラーを配置し、児童

生徒及び教職員の支援を充実させた。児童生徒の個別指導の充実に向けては、全小・

中学校に個別支援教室を設置し、教職員配置の工夫を行ったり、適応指導教室（オア

シス）との連携の強化を図ったりした。 
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２ 事業主体 

  上三川町教育委員会教育研究所 

３ 事業内容及び状況 

(１) 教職員の養成及び確保 

県教育委員会や総合教育センターと連携し、教職員の養成に当たっている。新

学習指導要領で実施された小学校外国語及び外国語活動に関しては、中心とな

る教職員を育成するため、学校の研修会に派遣した。新規採用教職員が在籍す

る小・中学校では、校内研修計画を作成し、専門の指導教員による実践的な内

容の研修を実施した。（週２回）また、校外でも長期的な視点に立った研修に取

り組んだ。（２１回） 

臨時採用教職員に対しては、年３回の研修会を実施し、指導や支援の方法につ

いて助言を行った。 

(２) 児童生徒支援の充実 

発達に課題を持つ児童生徒の個別指導に向け、小・中学校に町独自で非常勤の

教職員（１８名）を配置し、県費の非常勤講師（１３名）を合わせて、指導の

充実を図った。 

全小・中学校に設置している個別支援教室では、少人数によるきめ細やかな配

慮のもとで丁寧な個別指導を進め、この教室が児童生徒や保護者に認知される

ことにより、通級者や通級時間も増えている。 

(３) 地域とともにある学校づくり 

「開かれた学校づくり」から地域との連携をさらに充実・深化させた「地域と

ともにある学校づくり」を目指すため、町内全小中学校に学校運営協議会を設

置した。上三川町の小中学校に適した「かみのかわ型コミュニティ・スクール」

として、年間５回程度の協議会を開催するとともに、年１回の全体会議兼研修

を行い、成果を共有した。 

（４）学校を巡る諸問題の解決 

不登校に関する問題に対しては、適応指導教室が、学校との連携を強化しなが

ら児童生徒の受入れを行った。 

    また、町費により２名のスクールカウンセラーを配置し、県費により派遣され

るスクールカウンセラーとともに、町内全１０校の教育相談体制の充実を図って

いる。 

【決算額】 

  第１０款教育費 第１項教育総務費 ３目教育研究所費 外 

   適応指導教室事業 5,125千円、スクールカウンセラー 3,380千円、 

   特別教育指導員及び特別支援補助員報酬 33,161千円 

【事業評価（自己評価）】 
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  新規採用教職員への研修を専門の指導員を配置し、計画的に進めたことにより、配

置校では学校や職務への適応が早くなった。 

  町採用の非常勤講師を全校で１８人配置することにより、学級担任と連携して意図

的・計画的に児童生徒を支援し、学校における個別指導の充実を図ることができてい

る。また、臨時採用教職員については、指導や支援の様子を参観し、個別に指導の時

間を設けることにより、授業や支援の方法を改善する機会が増えた。              

  スクールカウンセラーを全小・中学校に配置し、教育相談の体制を充実することが

でき、児童生徒及び保護者の相談等に、より丁寧に対応することができるようになっ

た。 

  不登校の児童生徒に対しては、学校やスクールカウンセラー、及び適応指導教室の

指導員が連携することにより、適切な方法を検討しながら対応することができた。 

平成２９年度からの不登校対応支援事業により、適応指導教室の指導員が在籍して

いる児童生徒の家庭を訪問し、通級を促すことが継続してできるようになった。また、

適応指導教室では通級する児童生徒一人ひとりにあった対応の方法を学校と共有す

ることにより指導や支援にあたることができた。 

学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）を町内全小・中学校に導入したこ

とで、学校と地域が情報を共有できる環境が整えられ、地域のボランティアが学校で

活動する場面が広がった。子どもたちの学びや体験活動の充実につながっている。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

  適応指導教室は、児童生徒の利用だけではなく保護者にとっての相談機関ともなっ

ており、保護者の負担軽減もできる価値のある施設であり評価できる。 

また、知らない保護者がいることから、さらなる情報発信に努めていただきたい。 

 

➌ 健康・体力づくりの推進 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

  安全で安心できる学校給食を提供するため、衛生管理の徹底を図るとともに、地場

産物を積極的に取り入れ、「地産地消」の推進を図る。 

  食育については、学校栄養職員が各学校の給食の時間に訪問指導し、取り組みを充

実させ、推進を図る。同時に、食物アレルギーを有する児童生徒が、他の児童生徒と

同じように給食を楽しむことができるよう努める。 

  給食センターの大型調理機器や付属設備等を計画的に更新し、学校給食の安定的な

提供を維持する。          

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会教育総務課（給食センター）・学校 

３ 事業内容及び状況 
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  食に関する指導の取り組みに関しては、上三川町第３期食育推進計画に基づき、町

立各小・中学校において、それぞれの学校や町の特色を生かした「食に関する指導計

画」が策定され、学校・地域・家庭が連携し、食習慣を含めた食育への取り組みの体

制整備を推進した。 

  学校給食センターでは、給食の献立を「生きた教材」として活用し、各学校と連携

を図って、給食時間や各教科等で食に関する指導を行った。加えて、今まで学校から

各家庭に配付を依頼していた「給食献立予定表」を昨年度に引き続き町ホームページ

へ公開し、周知を行った。 

  衛生管理については、食中毒の事故発生を想定し策定した「学校における食中毒発

生（疑い）時の対応マニュアル」を作成し、管理を徹底させるよう努めた。 

  給食における取り組みとしては、食物アレルギー対応では、牛乳及び乳製品の代替

に加え、卵アレルギーに対する代替食の提供を実施し、地産地消の推進では、町学校

給食物資納入組合等の協力を得て、町内産・県内産の食材を積極的に利用した。 

  設備の管理では更新計画に基づき、昨年度に引き続き大型調理機器の更新を実施し

た。 

  町独自の取り組みとして、年間を通じて（８月を除く毎月）調理済給食（毎食分）

の放射能検査を継続的に実施し、その結果を町ホームページで公表している。 

【決算額】 

第１０款教育費 第５項保健体育費 ４目給食センター費 

   学校給食炊飯委託 15,591千円、調理業務等委託 99,154千円、 

スチームコンベクションオーブン・熱風保管庫等の入替 16,728千円 

【事業評価(自己評価)】 

  食に関する指導においては、各学校と連携を図りながら取り組むことができた。 

学校栄養職員が年間を通じ計画的に学校訪問することにより、学校での食育に対し

ての意識付けや正しい食事マナーの習得が図られた。 

  献立予定表を町ホームページに掲載したことにより、給食における栄養バランスや

アレルギー対応など健康や安全への取り組みや行事食や郷土食など学校給食を通じ

た食育についての取り組みを周知できた。 

「学校における食中毒発生（疑い）時の対応マニュアル」により、関係機関が連携

して児童生徒に対し安全対策を行う上での共通認識を持てた。 

 給食における食物アレルギー対応については、「上三川町学校におけるアレルギー

疾患対応マニュアル」に基づき、卵アレルギーと牛乳及び乳製品の代替食を提供した。 

  例年１月２４日から１週間行う給食週間事業として、生産者、町学校給食物資納入

組合員及び給食調理員等と児童生徒との交流・会食を実施していたが、新型コロナウ

イルス感染防止の観点から中止とし、その代替として事前に生産者等の関係者にイン

タビュー撮影して映像ＤＶＤを作成した。この映像ＤＶＤを給食週間に合わせて各学
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校で見ていただき、給食に対する理解・関心に寄与できるよう努めた。 

  更新計画に基づき、スチームコンベクションオーブン４台・熱風保管庫２台等の入

替を実施した。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

新型コロナウイルス感染防止のために交流、会食を単に中止するのではなく、ＤＶ

Ｄの視聴に代替えするなど創意工夫して取り組んでいる点が評価できる。 

また、生産者の声を子どもたちに届けるという取り組みは、食材がどのように栽培

され、加工されて給食になるのかを学べることからも、今後リモートを使って見学や

生産者等に話を聞ける機会が増えることを期待したい。 

給食における食物アレルギー対策については、牛乳及び乳製品の代替、卵アレルギ

ーに対する代替食の提供や献立詳細表の活用による対策を引き続き継続していただ

きたい。 

 

➍ 学校施設・設備の整備 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

学校施設は、児童生徒などが一日の大半を過ごす活動の場であり、児童生徒の生き

る力を育むための教育環境として重要な意義を持っている。 

教育委員会では、小学校７校、中学校３校の校舎、屋内運動場、屋外プール施設等

を所管管理しており、施設の老朽化対策等、必要な工事等を実施することにより、安

全安心で快適な教育環境を確保する。 

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会教育総務課 

３ 事業内容及び状況 

各小中学校については、校舎は３８年から５６年、屋内運動場は上三川小学校を除

き１６年から４４年、屋外プールは１７年から５７年、建設後経過している状況であ

る。 

大規模改修として、小学校で明治小学校の屋内運動場屋根改修工事を、また、給水

設備改修として、北小学校給水設備改修工事を実施した。 

【決算額】 

  第１０款教育費 第２項小学校費、第３項中学校費 外 

   工事監理委託費 1,317千円、工事費 48,842千円 

【事業評価（自己評価）】 

  学校施設の屋内運動場の屋根を改修したことによる雨漏りの解消、また、受水槽の

改修による安全な水の供給の確保により、教育環境を向上することができた。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 
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  学校施設については児童生徒たちの学習の場、生活の場となっており、同時に、体

育館について地域の避難所として機能することからも、学校施設・設備の整備・充実

については今後も計画的に実施してほしい。 
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第２章 生涯学習の充実 

➊ 生涯学習の積極的推進 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

町民の生涯学習活動の活性化を図るためには、町民が主体的に参加できる環境の整

備が必要となる。このため、子どもから高齢者までの幅広い年代を対象とした学習の

きっかけづくりや機会と情報を提供するとともに、学習の成果を活かす場を提供する。 

また、町民のニーズに合った講座を行うとともに、社会教育関係団体、教育機関等

との連携を視野に入れ、地域づくり型生涯学習を支援し、ともに考え、ともに行動す

る“協働のまちづくり”を地域との連携により推進する。 

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会生涯学習課 

３ 事業内容及び状況 

  親子関係や家族関係などをより豊かなものにしていくために、幼児を持つ保護者を

対象に親学習出前講座の開催を計画したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

のため開催希望はなかった。 

住民参画による活力ある地域づくりに向けたリーダー育成を図るため「親学習プロ

グラム指導者研修」や「家庭教育オピニオンリーダー養成研修」、ＰＴＡ役員を対象

とした「指導者養成講座」、学校支援コーディネーターを対象とした｢養成事業｣への

参加の呼びかけを積極的に行った。また、地域で子どもを見守り育てる｢放課後子ど

も教室｣を地域のボランティアを積極的に活用することにより、協働のまちづくりの

推進を図った。 

【決算額】 

第１０款教育費 第４項社会教育費 １目社会教育総務費 

地域子ども教室推進事業  8,270千円 

【事業評価（自己評価）】 

  研修等への参加者は、地域学校協働活動推進員養成研修に２名、学校と地域の連携

推進セミナーに１１名であり、更なる参加者の拡大を進めていきたい。学校支援コー

ディネーターについては資質向上を図るための全体研修会を企画したもののコロナ

ウイルス感染拡大の影響で中止となった。 

  放課後子ども教室の実施は安全・安心な子どもたちの居場所の確保と併せて、地域

の人材を指導員として配置することにより、地域の課題を地域住民が解決するという

意識の向上につながっており協働のまちづくりに寄与している。 

  また、夏・冬・春の３回の学習サポート事業は一部中止としたが、夏は学校支援コ

ーディネーターと連携のもと、各中学校での実施を行った。ボランティアの協力によ

って運営される本事業については、ボランティアと中学生が交流することにより、青
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少年の健全育成や地域に対する愛着心も育むことができるなどの効果が期待できる

ため、放課後に実施をするなど新たな事業形態を模索していきたい。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

研修の参加を呼びかけるとともに、研修修了者の活躍の場が示されると“まちづく

り”の人材活用につながるものと考えられることから、今後は活躍の場が示せるよう

努めていただきたい。 

また、新型コロナウイルス感染症対策により中止が多かった研修会や講座などリモ

ートでも参加できるような仕組みを整備していくことが必要と思われる。 

 

➋ 中央公民館事業執行体制の充実と学習機会の拡大 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

  中央公民館は、町民の生涯学習、地域教育活動の拠点としての機能を果たすことを

基本に、多種多様な学習機会・情報を提供、自発的な学習活動及び地域や、団体活動

の支援・協力を行い、「生涯学習による地域づくり・まちづくり」を推進する。 

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会生涯学習課 

３ 事業内容及び状況 

  公民館主催事業は、世代別ごとの「基本講座」として、子育て、文化、健康など、

現代的課題に対応した講座を、１２講座を開設（はっぴぃＭａＭａ講座、子育て講座

（公民館開催）、子育て講座（学校開催）、子育て講座（小中学生保健学習）、キッズ

ひろば、女性学講座、男の生活工房、はつらつシニア講座、元気学講座、公民館カレ

ッジ、歴史講座、ボランティア研修、実施回数６６回：参加者数１，７３７人）。 

  また、ライフステージの生きがい・うるおいづくりの「生活文化講座」として、生

活技術、趣味、文学等の講座を、２４講座開設（みんなのパン工房、家庭の料理教室、

Ｋ－ＴＯＷＮおやこ de 英語、サマーイングリッシュ、大人の英検チャレンジ講座、

文学講座、文芸教室、手芸教室「七宝焼き」コース、手芸教室「初めてのパッチワー

ク」コース、手芸教室「冬の編み物」コース、手芸教室「鯉のぼりのつるし飾り」コ

ース、美文字講座、スタイルアップ健康講座、男性のための健康講座、ハーブアロマ

教室、うたごえサロン「春夏コース」、うたごえサロン「秋冬コース」、音楽で力を～

弦楽四重奏コンサート、おりがみ教室、みんなのおりがみ広場、ＯＲＩＧＡＭＩ普及

指導員養成講座、地域出前講座、ウォーキング教室、わくわく教室、実施回数 １１

６回：参加者数１，７５１人）。 

  イベントとしては、クリスマスイベントとして子どもに夢を届ける「ロマンチック

ナイト」は実施できたが、公民館活動の成果発表と自主学習サークル紹介など、町民

との交流を図る機会として開催予定だった「公民館フェスティバル」は、新型コロナ
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ウイルス感染拡大の影響により中止となった。 

  その他に、自主学習グループ（令和３年度活動申請認定団体：２０教室４団体）が

年間を通して定期的に学習活動をしている。 

【決算額】 

  第１０款教育費 第４項社会教育費 ２目公民館費   

   報償費・講師謝礼等 1,844千円 

【事業評価（自己評価）】 

  公民館事業実施については、各種講座等を開催し、一人でも多くの人が参加できる

よう、学習機会の提供に努めたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり参加延

べ人数は、令和２年度は１，９０７人と大幅に減少したが、令和３年度は３，４８８

人とやや持ち直した。コロナ禍の中でも感染拡大防止策を図りながら、多様な学習ニ

ーズに対応した学習課題等の情報収集を実施し、学習機会の提供の拡大を図っていき

たい。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

コロナ禍においても様々な対策を講じながら講座等も開催することで、参加者数の

増加につながったことは評価できる。 

  なお、現在の講座の中身をより一層充実させ、これから参加したいと思える講座が

増えるよう情報収集をお願いしたい。 

 

➌ 生涯学習事業についての情報提供と交流の促進 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

  地域づくりやまちづくりに有効な情報を積極的に提供するとともに、地域住民の学

習・交流の機会を設け、特色ある地域づくりが進められるよう住民活動支援を行う。 

  地域づくりやまちづくりは、人と人、人と地域の絆づくりをこれまでの地縁、血縁、

職縁に加え、文化芸術交流・学習交流やスポーツ交流を通した「学縁・好縁」が重視

されており、そのことが生涯学習を必要とする社会的背景にある。 

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会生涯学習課 

３ 事業内容及び状況 

  町・中央公民館・図書館・体育センターの情報をホームページ等により、いつでも

必要なときに情報が得られるよう情報の提供を行った。併せて、重要事業については

かみたんメールや新聞にて情報の周知を図った。交流の促進では、地域の連帯感、人々

の交流を育むため、各種スポーツ大会の開催やレクリエーション活動の支援を行うと

ともに、町民の文化芸術活動の成果を発表する場を計画したが、新型コロナウイルス

感染症拡大防止対策のため、一部が中止となった。一方、文化芸術活動を発表する機
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会を新たに設けたほか、ＯＲＩＧＡＭＩフェスティバルの実施など新たな取り組みを

行った。 

【決算額】 

  第１０款教育費 第４項社会教育費 ５目文化振興費   3,565千円 

  第１０款教育費 第５項保健体育費 ２目体育振興費    563千円 

【事業評価（自己評価）】 

  文化事業、スポーツ事業を通して、生きがいの場、学びの場、交流の場を継続して

提供できる環境を整える必要がある。 

  人づくり、地域づくりは、住民が主体となって自ら進めていくものであり、そのた

めの学習情報を町ホームページ、広報、新聞などを活用して提供し、効果があがった。 

  昨年度に引き続き中止となってしまったが、大洗町との交流についても他地域の優

れた活動に接する機会を得て、多くの町民にとって良い刺激となっている。そのため、

他地域との交流を継続的に進め、人的な交流を積極的に進めていきたい。 

  新たに実施した「ＯＲＩＧＡＭＩフェスティバル」は本町出身の吉澤章氏の作品の

ほか一般公募作品、ボランティア作品等を展示し、県内外から多くの方々に来場いた

だき好評を博したので、引き続き実施し、本町の新たな魅力を発信していく必要があ

る。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

  住民に向けた、情報提供は必須であることから、引き続きどの世代にも情報が届く

よう、様々な方法で情報の発信に努め、幅広い世代が文化・スポーツ事業に参加でき

るよう心掛けてほしい。 

  ＯＲＩＧＡＭＩフェスティバルのようなイベントは上三川町の情報発信の強みで

もあるため、今後、情報発信も含めて推進していただきたい。 

 

➍ 「ほんの里かみのかわ」づくり 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

  町民の日常生活に役立ち、親しみやすく明るく頼りがいのある図書館となるよう、

町民の求める図書館資料の収集と貸出を中心に、地域に根ざした図書館奉仕活動を行

い、町民の自発的な学習意欲に応え郷土の文化発展に寄与する。 

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会生涯学習課 

３ 事業内容及び状況 

  図書館利用サービスの向上や高度な専門知識の提供を拡充するため平成２２年度

から図書館指定管理者制度を導入し１２年目となった。 

  令和２年度から指定管理者導入３期目となり、休日の休館日及び開館蔵書点検作業
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日の短縮、夏休み期間中の月曜日開館の実施、開館時間の延長を、夏季（４月～９月）

は１９時００分、冬季（１０月～３月）は１８時３０分と継続して行っており、利用

者サービスの向上につながっている。 

  ボランティアによる「てづくり工作会、きまぐれ工作会」及び「としょかん民話」

を、平成２３年度からは未就園児向けの「おはなし会」を開催し、子どもたちの読書

普及に向けたきっかけづくりの強化を図っているが、新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策のため対面参加型の多くの事業が中止となった。 

【決算額】 

第１０款教育費 第４項社会教育費 ３目図書館費 

 指定管理料 91,780千円  

【事業評価（自己評価）】 

  利用者のサービス向上を第一に、開館時間を延長するとともに、図書、雑誌、紙芝

居の貸出冊数を無制限としている。 

ボランティアによる読み聞かせなど、多くの事業を中止としたため事業に携わり活

躍する図書ボランティアや地域での活動に意欲のあるシニア世代の方々が、これまで

の経験等を活かす場を提供することができなかった。 

経験や能力があり、地域での活動に意欲のあるシニア世代は多いことから、この世

代を育成し、参入を促すことは、生涯学習の推進につながると考えられる。今後も見

据え、図書ボランティアを継続して支援・育成する必要がある。 

コロナ対策としてブックリサイクルを半年間実施する形態に変更したことが良い

方向へ働き、用意したほとんどの本（４,８８７冊）がリサイクルされることとなっ

たことから、引き続き長期間での実施をするように働きかけて行く。 

魅力ある自主講座を実施することは、多くの世代が図書に親しむきっかけになると

ともに、図書館の魅力を向上させることができ、図書館の利用促進につながる。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

町立図書館と学校図書ボランティアとの連携を図るための仕組みづくりが、今後必

要である。併せて、シニア世代の読み聞かせボランティアの今までの経験をつなげら

れる場をつくる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

第３章 芸術・文化の振興 

➊ 芸術・文化活動の活性化 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

  心の豊かさと文化的なうるおいのある地域社会づくりのため、町民の文化芸術に対

する関心を高め、文化芸術にふれあう機会を提供し、文化芸術の振興を図る。 

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会生涯学習課 

３ 事業内容及び状況 

 (１) 第５７回上三川町文化祭 

    日頃の文化芸術活動の発表の場として、実施予定であったが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策のため中止とした。その代替案として、役場町民ホール

を会場に小中学校児童生徒作品展及び文化芸術作品展を実施した。 

 (２) 文化団体の育成 

    本町の文化・芸術団体の中心的組織である上三川町文化協会の運営を支援し、

会員の作品を一堂に会する文化協会会員展の開催、会報発行等を実施したほか、

小中学生へ日本の伝統文化の大切さや文化活動のすばらしさを伝えるために出

前授業も実施した。 

 (３) 移動音楽鑑賞教室 

本郷小学校、本郷北小学校を対象に、「サクソフォン、チェロ、ピアノのコンサ 

ート」鑑賞教室を実施した。 

 (４) 伝統芸能教室 

    明治小学校、明治南小学校を対象に、財団法人日本教育演劇道場劇団らくりん

座による「あらしのよるに｣を鑑賞する予定であったが、新型コロナウイルス感

染症拡大防止対策のため中止とした。 

【決算額】 

第１０款教育費 第４項社会教育費 ５目文化振興費   3,565千円 

【事業評価（自己評価）】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、文化祭や伝統芸能教室が中止とな

った。文化祭については代替案として役場町民ホールを会場に日頃の文化芸術活動の

発表の場を設けることができた。 

今後は中止となった際の代替案も検討し、各種芸術・文化団体それぞれの主体的な

活動を更に促進するとともに、芸術・文化の鑑賞機会の確保や発表機会・内容の充実、

児童生徒たちが文化に触れる機会の確保などに向けた支援を図っていく。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

町民の様々な文化活動が停滞してしまったことは残念である。子どもたちの作品を
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展示する機会を増やすなど工夫しながら、対応をお願いしたい。併せて、学校内での

音楽鑑賞や芸術鑑賞、お囃子のような伝統文化鑑賞に触れる機会を提供していただき

たい。 

 

➋ 文化遺産の保存・活用 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

  文化財は「伝統と歴史」に培われてきた遺産であり、その保護・継承のためには住

民の関心と理解が必要である。 

  このため機会を捉え、文化財保護思想の普及・啓発に努めるとともに、積極的な保

護施策を講じる。 

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会生涯学習課 

３ 事業内容及び状況 

 (１) 文化財保護思想の普及・啓発：文化財に対する理解を深めるため、歴史ウォー

クを開催した。国指定史跡「上神主・茂原官衙遺跡」についてはパンフレットを

作成するとともに、宇都宮市と共同でウォーキングを実施し「上神主・茂原官衙

遺跡」の周知を行った。 

 (２) 指定文化財等保護保存事業：指定文化財を後世に伝え残すために、町指定文化

財所有者・管理者に保存、管理料を補助するとともに、老朽化した説明看板の更

新を行った。また、所有者より町に寄付された国登録有形文化財生沼家住宅の町

民への特別公開及び維持管理業務を行った。 

 (３) 国庫補助事業にて、各種開発に対応するための遺跡地図作成のための埋蔵文化

財分布調査を行った。町民ホールにて保存処理をした発掘調査で出土した金属製

品の特別展を行った。 

【決算額】 

  第１０款教育費 第４項社会教育費 ４目文化財保護費   8,266千円 

【事業評価（自己評価）】 

国指定史跡「上神主・茂原官衙遺跡」について、児童向けパンフレットを作成して

小学生に配布し、町の文化財に対する理解と愛着を深める機会を提供することができ

た。また、広域連携で「歴史ウォーク」や「上神主・茂原官衙遺跡ウォーク」を行い、

パンフレットやクリアファイルをウォーキングの参加者へ配布し、広く町文化財の啓

発をすることができた。 

指定文化財説明看板は、昭和５０年代に設置され老朽化して読解が困難であったこ

とから、看板を更新したものであり、今後も計画的に更新を行い、来訪者の理解や関

心を深めていけるよう努めていく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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国登録有形文化財生沼家住宅保存整備については、今後の活用に向け調査研究を行

った。また、楠木を伐採し、庭園管理を進め生沼家住宅公開や茶室での呈茶会での環

境を整えた。 

 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

町に素晴らしい多くの文化遺産が存在することを、多くの町民に知られていない状

況がある。このことから、「歴史ウォーク」や「史跡めぐりウォーキング」を継続し

つつコロナ禍も踏まえ、新しいウォーキングのイベントができるよう企画していただ

きたい。併せて、貴重な町の文化財を小学生たちにふれあう場の提供をしていただき

たい。 
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第４章 スポーツの振興 

➊ スポーツ活動の普及 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

  町民一人１スポーツの実践を目標に、すべての町民が生涯にわたって、それぞれの

年齢や体力に応じたスポーツ活動を通して、健康・体力の維持増進を図る。 

２ 事業主体 

  上三川町教育委員会生涯学習課 

３ 事業内容及び状況 

 (１) 第１３回町民スポーツ・レクリエーション祭 

    誰もが気軽にスポーツやレクリエーションに親しめる機会として、町民スポー

ツ・レクリエーション祭を計画した。前回までの反省等を生かし、事前申し込み

がなくても楽しむことが出来るものや、子どもが楽しめるものなど企画していた

が、コロナ感染拡大防止のため中止となった。 

 (２) 第３９回 NISSANしらさぎマラソン大会 in上三川 

    長距離走愛好者と小中学生等の健康増進と交流促進を図るため、「第３９回

NISSANしらさぎマラソン大会 in上三川」を計画した。 

    今回も、株式会社日産自動車栃木工場の特別協賛を受け、実施種目を町内在住

小学生親子ペアに限定し企画していたが、コロナ感染拡大防止のため中止となっ

た。 

 (３) 第２３回しらさぎ駅伝競走大会 in上三川 

    町内全域をタスキでつなぐ「第２３回しらさぎ駅伝競走大会 in上三川」を計

画したが、コロナ感染拡大防止のため中止となった。 

(４) いちご一会とちぎ国体開催に向けた準備と普及啓発 

   令和４（２０２２）年度に本県ではいちご一会とちぎ国体が開催され、本町に

おいてはフェンシング競技が実施される。大会の成功と全国から訪れる来町者に

向けて実行委員会主導のもと町民が一つになりながら準備を進めた。１２月には

リハーサル大会として全日本フェンシング選手権大会（団体戦）が開催され、コ

ロナウイルス感染症対策を実施しながら、本番を見据え準備を進めた。フェンシ

ングについては、まだ町民に馴染みのある競技でないことから、フェンシング教

室を開催するなど普及を図った。 

 (５) 種目別スポーツ活動の振興 

    総合型地域スポーツクラブ「かみスポクラブ」への支援、スポーツ協会への活

動費の補助、また、全国大会等出場選手への激励金交付を実施した。 

【決算額】 

  第１０款教育費 第５項保健体育費 １目保健体育総務費 外 
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   いちご一会とちぎ国体上三川町実行委員会補助金 21,167千円 

  第１０款教育費 第５項保健体育費 ２目体育振興費   563千円 

【事業評価（自己評価）】 

  町の３大イベントである町民スポーツ・レクリエーション祭、マラソン大会、駅伝

競走大会については、コロナ感染拡大防止のためやむを得ず中止となった。近年イベ

ントの中止が相次いでいるため、町民のイベントに対する意識が希薄になることが懸

念される。次年度以降の開催に向け内容の見直しなどを行い、以前よりも町民が楽し

めるイベントとして開催し、町民一人１スポーツや生涯スポーツの推進を図りたい。 

  マラソン大会、駅伝競走大会では、距離やコースの見直し等を適宜検討し、魅力あ

る大会として開催するため準備を進める。 

  スポーツ協会主催の各種教室・大会においては、新型コロナウイルス感染症拡大に

伴う緊急事態宣言期間中は中止、延期を余儀なくされたが、そのほかの期間中は、日

本スポーツ協会等のガイドラインを遵守し、工夫をこらしながら教室等を実施するこ

とができた。 

  いちご一会とちぎ国体の準備では、１０月の本大会に向け、ＳＮＳや町広報誌を活

用した周知と競技団体や小中学校と連携したフェンシング競技の普及啓発に努めて

いる。 

  かみスポクラブでは、感染防止をほどこしながら、様々な教室・イベントが開催さ

れ、身近なところでいつでも・だれでも・いつまでもスポーツに親しめる生涯スポー

ツ社会の実現に努めている。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

スポーツ・レクリエーション祭、しらさぎマラソン大会、しらさぎ駅伝大会が中止

になったのはやむを得ないが、新型コロナウイルス感染防止策を講じ、創意工夫をし

ながら、「町民一人１スポーツ」につながるよう、今後も各種教室、イベントが開催

されることを期待したい。 

国体については国を挙げてのスポーツイベントであり、日本各地から本町に人が集

まる貴重な機会でもある。万全な準備をするとともに、住民の興味を喚起できるよう

啓発を行いながら、フェンシング競技が町民に普及できるようお願いしたい。 

 

➋ スポーツ施設の充実 

【事務・事業の概要】 

１ 目的及び効果 

  町民の体力の向上及び生涯スポーツの普及と競技力の向上を図るため、各スポーツ

施設について、日々の点検に努めるとともに、改善が可能なものについては実施し、

良好な環境の下で様々なスポーツに取り組める環境をつくる。 

２ 事業主体 
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  上三川町教育委員会生涯学習課 

３ 事業内容及び状況 

  体育施設及び都市公園施設については、指定管理者制度を平成１９年４月から導入

し、指定管理者による施設の管理運営を行っており、民間の能力を活用して利用者へ

のサービス向上を図っている。 

【決算額】 

  第１０款教育費 第５項保健体育費 ３目体育施設管理費    66,338 千円 

【事業評価（自己評価）】 

  体育施設については、国体開催に必要な施設修繕や増設工事、及び長寿命化のため

の大規模改修工事、耐震改修工事を令和２年度に実施し、長く安全に使用できる施設

とするため指定管理者と協議を行い、適切にメンテナンス等を実施継続している。老

朽化の進むテニスコートについては、人工芝の全面張替えを実施し、今まで問題とな

っていた、修繕の際の継ぎ目や、摩耗による段差の解消を行った。また、備品等につ

いても、移動式バスケットゴールを新たに購入した。 

  また、体育センターに関しては、災害時の避難施設として重要な役割も担っている

ため、指定管理者と連携し緊急時に迅速な避難所開設等の対応ができるよう、組織体

制も整えていく。 

【外部評価者の点検・評価の概要】 

体育センターは、災害発生時における避難施設として重要な役割を担った施設であ

るとともに、救援物資の一時保管施設・防災備蓄倉庫等として重要施設となる。 

このことから、施設の管理には細心の注意を払っていただくとともに、スポーツ施

設・設備の整備・充実については計画的に実施していただきたい。 
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Ⅲ 教育委員会の活動状況について 

１．教育委員会議等の運営及び開催状況等 

  教育委員会議については、原則として毎月１回「定例会」、また、必要に応じて「臨

時会」を開催しており、令和３年度の開催回数は次のとおりである。 

   【会議の開催状況】 

    ○定例会・・・・１２回 

    ○臨時会・・・・・０回            〔合計１２回開催〕 

２．教育委員会議の内容 

  会議は原則公開になるが、人事に関する議案を審議する場合等では、出席委員の３

分の２以上の多数をもって、非公開の会議とする場合があるが、令和３年度における

傍聴者は０名である。 

  定例会及び臨時会で審議された内容別の件数は次のとおりである。 

   【付議内容及び件数】 

    ○人事、服務に関すること・・・・・・・・・・・１６件 

    ○条例、規則等の制定、改廃に関すること・・・・・６件 

    ○教育関係予算に関すること・・・・・・・・・・・５件 

    ○文化財保護に関すること・・・・・・・・・・・・０件 

    ○表彰に関すること・・・・・・・・・・・・・・・２件 

    ○その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２件 〔合計５１件〕 

３．教育委員会議以外の活動状況（教育長以外） 

  教育委員は、例年、教育委員会議以外の活動として、学校現場の状況把握と校長等

管理職員との意見交換を目的として、学校訪問を実施している外、栃木県市町村教育

委員会連合会主催の研修会への出席や各種行事大会に参加しているが、令和３年度に

ついては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、その多くが中止となった。 

  〔教育委員一覧〕               （令和４年３月３１日現在） 

職   名 氏   名 委  員  任  期 

教育長 氷 室  清 Ｒ元．11．10からＲ4．11． 9（１期目） 

教育長職務代理 清 水 智 生 Ｈ30．10． 1からＲ4． 9．30（2期目） 

委 員 吉 田 由 美 Ｒ 3．10． 1からＲ7． 9．30（3期目） 

委 員 関  美 恵 Ｒ 2．10． 1からＲ6． 9．30（2期目） 

委 員 松 枝 健 一 Ｒ元．10． 1からＲ5． 9．30（1期目） 

 


