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はじめに 

 

 

１ 趣旨 

  長南町では、第４次総合計画で「自然が誇り、住むことが誇り、元気な町 長

南」を目指し、将来像を実現するための施策の６つの基本方針の１つに「人と

文化が輝く人間性豊かなまち（教育・体育・文化）」を推進するため「生涯に

わたり自己を高めようとする住民の意識等に対応した芸術・文化活動、生涯学

習、体育・スポーツ活動の積極的な展開を図っていくこと」、「将来の町を担う

大切な子供たちが、心豊かでたくましく、常に成長する気持ちを持ち続けられ

る大人に育つ長南町を目指していくこと」を掲げています。 

  長南町教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき

「長南町教育委員会の点検・評価」（以下「点検・評価」という。）を実施し、

報告書にまとめました。 

 

２ 点検・評価の対象 

  点検・評価の対象は、長南町総合計画に位置づけられた施策目標の重点的な

取り組みとして「実施計画」に位置づけて実施した、平成２７年度の主な施策・

事業の成果をもとに、教育委員会が示した主要な指針としています。 

 

３ 点検・評価の方法 

（１）点検・評価にあたっては施策、事業の進捗状況を明らかにするとともに、

課題等を分析し、今後の対応方向を示します。 

（２）点検・評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する外部

の方々のご意見をお聞きする機会を設け様々なご意見、ご助言をいただき

ました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



心豊かで、確かな学力を持ち、 
たくましく生きる児童の育成 

思いやりのある「豊かな心」 

あいさつ・清掃・道徳・特活 

 

キラリ輝く長南っ子事業 
地域の伝統工芸・文化の継承 
本物の芸術に触れる事業 
「めざせ漢字日本一」への取組 

個性の伸長と「生きる力」を育む長南町の教育 
 

《経営の基盤》 ③ 「安心して学べる安全な学校」づくり 

《 キラリ輝く長南っ子 》 
 

変化に対応でき、 
確かな学力を身につけた、 
健康で心豊かな生徒の育成 

キャリア教育の推進 
自己理解・進路実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 基本的習慣の徹底（自転車の乗り方・好ましい人間関係・学習のきまり等） 

◎ 不登校０，いじめ０への取組（いじめ防止対策基本方針・小中連携）  
 ◎ 地震や火災・不審者への避難訓練の徹底 
◎ 人権教育，個性伸長の教育，命の大切さの教育の意図的・計画的・継続的な実践 

長 南 町 教 育 委 員 会 

人生を拓く「確かな学力」 
読み・書き・計算 

学ぶ意欲（家庭学習を含む） 

話す・聞く 
 

 

を基本とした小中一貫教育 

 

活力にあふれる「健やかな体」 

走る・（歩く）・泳ぐ・食べる 

 ２１世紀の国際社会を主体的に，たくま
しく生きる子どもを育成するための「生き
る力」の育成 

小集団を生かした個に応じた指導の
徹底 

 地域・保護者に見える教育活動と地
域と連携した教育 

「認め・励まし・ほめる」 

 

《長南町の重点目標》 

「自分の命や安全は自分で守る」ことのできる能力や態度の育成

① 「生きる力」の育成 ② 言語・体験活動の充実 

安
心 

安
全 

知 

徳 

体 

小学校 中学校 

大きな集団の中で育てなければなら
ない資質・能力の育成 



- 3 -

平成２８年度社会教育の指針

あ な た が 主 役 ！

参加してみませんか。長南町の社会教育へ

人 間 性 あ ふ れ る 教 育 と 文 化 の 向 上
《うるおいと生きがいのある地域づくりをめざして》

さくら うぐいす

長南町の社会教育施設
ひのき べに花

体 育 館 野 球 場 公民館全景 図 書 室

テニス場 プ ー ル 講 堂 研 修 室

海洋センター 郷土資料館 中央公民館

学習ニーズに対応した社会教育 青少年の健全育成

◎ 家庭教育・子育て教育への支援 ○ 青少年育成組織の充実と活動支援

(親子で遊ぼう英語教室) (青少年相談員活動・宿泊体験事業等)

(町ＰＴＡへの活動支援) (４校合同ふれあいキャンプ)

◎ 町民のだれでも学べる教室・講座の実施 (子ども会の活動・親子手づくり教室等)

(生きがい健康づくり教室・歴史講座等) ○ 野外体験講座等の開催

○ 生涯学習教室の実施 (わくわく体験クラブ・社会科見学)

(料理教室・野菜園芸教室等) (ほたる観賞会)

○ 人権教育への支援

(人権講演会等) 伝統文化の継承と振興

体育・スポーツの振興 ◎ 郷土資料館による郷土文化

の普及・学習支援

○ スポーツ教室の開催 (常設・企画展示と体験イベント)

(サッカー・柔道・剣道・空手道等) ○ 文化財の保護と活用

○ 社会体育関係団体への活動支援 ○ 文化活動の振興と支援

(スポーツ少年団等) (文化祭の開催・文化団体支援)

(町体育協会・スポーツ推進委員の活動等)

○ 体育スポーツ活動の場の確保 問い合わせ先：長南町中央公民館

(町民体育祭・町民スポーツ大会等) ＴＥＬ ＆ ＦＡＸ：０４７５－４６－１１９４

社会教育の指針



施策　(1)　　 「生きる力」の育成

取組内容

学校教育の指針

　２１世紀の国際社会を主体的に、たくましく生きる子供を育成
するために、生きる力の育成を図る。

主要課題

主な取組事業

・人生を拓く「確かな学力」
・思いやりのある「豊かな心」
・活力にあふれる「健やかな体」

１）国際理解教育事業
　各小学校の３～６年生に各学年３５時間／年、外国人講師１名
を派遣し、英語活動を行った。（４校×４学年×３５時間）
２）外国語指導助手（ＡＬＴ）業務委託事業
　民間委託によりＡＬＴ１名を配置し、中学校の英語科における
　ティーム・ティーチングによる指導、また各小学校１・２年生
及び保育所の英語活動も併せて行った。
３）海外交流研修事業
　研修地：オーストラリア　ゴールドコースト
　研修生：中学生１８名（長南町）引率２名（長南町）
　内　容：ホームステイ６泊　ホテル１泊　機内泊１泊
　　　　　全行程８泊９日
　訪問校：オールセインツ・アングリカン・スクール５日間
　その他：自然体験学習、ゴールドコースト散策

　外国語教育は継続して外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣し保育
所、小中学校の英語教育の充実を図り、国際社会を生きるための
コミュニケーションの素地を育成することができた。今後、小学
校の英語活動と中学校の英語科の円滑な接続を期するため、指導
法の改善や小中の連携が求められる。
　海外交流派遣事業は研修校、研修内容とも充実しているが、成
果・課題を検証していく必要がある。

課題問題点

委員会の評価

  外国語指導助手（ＡＬＴ）の安定的な確保と小学校教員の英語
指導に係るスキルアップが必要である。
　海外交流研修は生徒数の減少等により、長柄町との合同実施と
なったが、課題や成果を検証する必要がある。

学識経験者の
意見

　ＡＬＴを活用し、小中学校のみならず保育所まで英語教育を導
入していることは大変評価できる。今後は、小中一貫教育を見据
えて、より系統的に指導できるように教育課程の工夫及び教職員
の英語指導力の向上に努めてもらいたい。
　中学生の海外派遣については、平素の英語教育の実践の場、異
文化にふれる場と目的は多く、文化・環境の違う外国で「生きる
力」を育む貴重な体験である。財政的には大変かと思うが、是非
継続していただきたい。
　道徳の教科化について、指導・評価・行動（実践）の系統化は
大きな課題の一つと考えるが、「豊かな心」を育む上でも重要で
あり、教職員の一層の研修研鑚の必要性を感じる。



施策　(２)　 言語・体験活動の充実

主要課題

取組内容

学校教育の指針

　小集団による個に応じた指導の徹底と大きな集団の中で育てな
ければならない資質・能力の育成を図る。
　地域・保護者に見える教育活動、地域と連携した教育への取り
組みを図る。
・少子化に伴う小集団と、全小学校合同あるいは小中連携による
大集団など、それぞれの特性を生かした教育活動を展開した。
・キラリ輝く長南っ子事業で特色ある教育への取組みを図った。
・学校評議員制度を活用し地域との連携の在り方の意見を求め
た。

　学習支援指導員の派遣に関しては、教員の世代交代の時期とな
り、恒久的な人材確保が課題である。
　学校教育活動については家庭教育（保護者）や地域住民に理解
と協力を得るために学校・教育委員会との連携が必要である。

主な取組事業　

１）学習支援指導員派遣事業
学級内の学習支援体制づくりの支援やティーム・ティーチング習
熟度別指導への支援のため指導員を派遣した。
　学習支援指導員　６名（各小学校１名、中学校２名）
　勤務態様　週５日以内　２９時間（８月を除く11カ月間）
２）教育研究協議会連携委員会
小学校間連携による合同授業を実施し、小規模校の課題である大
集団による磨き合い教育を実施するための実施計画を策定した。
３）キラリ輝く長南っ子事業
児童・生徒が「めざせ漢字日本一」を目標に漢字能力検定にチャ
レンジや地域の伝統工芸である芝原人形作り・べに花染め・袖凧
作りの体験学習を行い郷土への興味・関心の育成を図った。
４）学校評議員制度
評議員や保護者からの意見等を校長会で検討し、改善策を図るこ
とで地域との連携を深めた。

　学習支援指導員の活用にあっては、児童・生徒個々の課題に対
応したきめ細やかな学習支援により集団での学習が成り立ち、学
習意欲の向上と確かな学力を培うことができた。
　また、大集団での取り組みは、児童生徒一人一人が個を見つめ
直し、個性伸長と生きる力を育む教育の実践ができた。
　漢字能力検定は児童・生徒に定着し、自ら学ぶ意欲が向上して
きた。学習意欲の向上に繋がる貴重な機会なので継続していきた
い。
　地域の伝統工芸の継承教育は、文化の継承を図り郷土の素晴ら
しさを知ることのできる貴重な体験である。

課題問題点

委員会の評価

学識経験者の
意見

　学習支援指導員の派遣については、Ｔ.Ｔ.を導入するなどきめ
細かな指導ができ、「確かな学力」を培い非常に評価できる。一
方、発達障害・学習障害と思われる児童生徒の対応に活用できる
とよい。
　小学校間の合同授業や交流、小中連携は大変労力や時間を必要
とするが、大集団で児童生徒一人一人が個を見つめ直し特性の伸
長に繋がる良き機会で大変評価できる、統合を見据え時間を工夫
し合同授業を増やすべきである。



施策　(３)　 「安心して学べる安全な学校」づくり

取組内容

学識経験者の
意見

　学校運営で大切なことは、信頼づくりであると思う。特に、保
護者にとって我が子の安心・安全は関心が高い。いじめ・不審
者・交通・食など人権教育や安全教育を通して日々充実した取り
組みが行われていて、保護者からの信頼を得ていることは非常に
評価できる。
　交通ルールの遵守・あいさつの励行の徹底した取り組みは地域
の方々も高く評価している。
　防災無線を通しての安心安全に関する環境づくりは大変評価で
きる。

委員会の評価

１）「ならぬことはならぬ」の指導の徹底
２) 基本的生活習慣の徹底（自転車の乗り方・好ましい人間関
係・学習のきまり等）
３）不登校０、いじめ０への取組（小中連携）
４）地震や火災・不審者への避難訓練の徹底
５）人権教育、個性伸長の教育、命の大切さの教育の意図的・計
画的・継続的な実践

　安心で安全な学校環境づくりは、登下校時の見守り活動だけで
なく、児童・生徒自身の防犯意識や危機回避能力の向上が必要不
可欠であるとともに学校は勿論、家庭への働きかけ、課題を共有
する体制づくりが望まれる。
　引き続き自分の命や安全は自分で守ることの指導と交通ルール
の遵守・あいさつの励行等、徹底した取り組みが必要である。

課題問題点

・登下校時や休日等における地震や不審者の対応について、子ど
も自身が危険から身を守るための力を付けられるよう学校・家庭
で子ども達に意識づけることが必要である。

学校教育の指針

 「自分の命や安全は自分で守る」ことのできる能力や態度の育成
を図る。

主要課題

主な取組事業

・小・中学校施設の整備、保守事業の実施。
・防災行政無線を活用した児童生徒の登下校の見守り活動の推進
を図った。



施策（１）

３）予防事業

委員会の評価

　保護者との連携がよく図られ、食物アレルギーのある児童生徒にきめ
細かに対応しており評価できる。
　昨今の学校給食での食中毒等が報告されており、より厳格な対応に留
意されたい。
　今後も、学校給食を楽しみにしている児童生徒のために安全で安心な
給食の提供に努められたい。

学識経験者の
意見

　食文化は近年大変様変わりし、栄養のバランスも偏りがちである。心
身が健全に発達するために、栄養バランスのとれた栄養カロリー摂取量
を考えるとともに地域の食材を取り入れるなどの限られた予算の中で工
夫がされ、大変評価できる。
　また、就学前から保護者を対象に食育を実施、その重要性を理解・認
識してもらうことの取組は大変評価できる。

　　『「食育」に関する講話』を栄養士が参加して実施した。
５）食物アレルギー対応事業
    食物アレルギー児童の保護者に「予定献立表（保護者選択用）」を
　　配布し、事前にアレルギー食物の含まれる献立を把握してもらい、
　　食物アレルギー児童に配慮した給食の提供に努めた。

課題問題点
　学校給食の栄養基準はもとより、児童・生徒の嗜好に応えるとともに
栄養バランスのとれた給食を提供するため、献立の更なる創意工夫が必
要である。　

    食育体験の場として、　１月に入学前児童の保護者を対象に

取組内容
　学校給食法に基づき、町内の小学校４校、中学校１校の児童・生徒及
び職員等を対象に安全で安心な給食を年間１９４日提供した。

主な取組事業

１）給食の提供
　・小・中学校の児童・生徒及び職員などの５２６人に９７,８５１食
　  の給食を提供した。
　・週５日の内、米飯給食４日、パン・麺類給食を１日提供した。
２）啓発活動
　  給食だよりを月１回初旬（８月除く）に発行し、児童・生徒を通じ   
    て家庭への啓発を行った。

　　小学校４年生を対象にした小児生活習慣病予防のため「げんき教室」
　　を実施した。
４）体験事業

心身の健全な発達と豊かな生涯生活の基礎の構築

主要課題

・日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養う。
・学校生活を豊かにし、明るい社交性を養う。
・食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図る。
・食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導く。

学校給食の指針



施策　(１)

取組内容

学識経験者の
意見

10）高齢者教室（第３水曜日）
　　（高齢者向けの総合的な学習教室）
11）歴史教室（第１木曜日）

　　（ストレッチしながらリンパの流れを改善する教室）

　 　(料理の基本を学ぶ教室）

     (ヘルシー料理を学ぶ教室)

　　 (季節野菜等の栽培を学ぶ教室)　　

５）レインボー健康体操教室（第２火曜日）

２）女の料理教室(第３火曜日)

９）健康リンパストレッチ教室（Ｂ）（第４月曜日）

４）クラフト手芸教室（第１金曜日）
　　（紙バンドを使いバッグ等を作成する教室）

課題問題点

委員会の評価

　幅広い年齢層に対応し、多様な教室を開催しており、それぞれの教
室が円滑に実施されている点は、評価できる。
　内容が数年来固定化している傾向がみられるので、参加者の要望の
分析や、主催者からの新しい提案を試みる等、ニーズや時期、情勢に
見合った興味深い教室が開催されることが望ましい。

　子どもから高齢者まで、幅広く教室を開催してることは評価できる
が、「生きがいと楽しさを求めて共に学ぶ」という教室のテーマを再
認識し、教室生が何を学びたいのか、何を求めているのか意見・要望
等を分析して精力的に主催教室及び各種公民館事業に取り組んで頂き
たい。

　　（親子で楽しく英語を学ぶ教室）

主な取組事業

　　（郷土の歴史について知識を深める教室）

　事業内容について参加者から高評価を得ているが、参加者の多い教
室と少ない教室の差が顕著に見受けられる。
　参加者の少ない教室については、問題点等を分析して充実した教
室・講座が開催できるように改善し、また、新規教室生が途中からで
も参加できるように門戸を広げる必要がある。

12）親子で遊ぼう英語教室（第３土曜日）

社会教育の指針

・家庭教育・子育て教育への支援
・町民のだれでも学べる教室・講座の実施
・生涯学習教室の実施
・人権教育への支援

主要課題

　生きがいと、楽しさを求めて、共に学び、共に楽しみ、より充実し
た時間が過ごせるように５～２月まで講座ごとに年１０回開催して、
地域活動の拠点としての公民館活動の位置づけに取り組んだ。

学習ニーズに対応した社会教育

３）野菜園芸教室（第３土曜日）

１）男の料理教室(第３金曜日）

８）健康リンパストレッチ教室（Ａ）（第１月曜日）
　　（ストレッチしながらリンパの流れを改善する教室）

　　 (タオル一本で脳、筋、骨を刺激し身体を元気にする教室)

７）アートクレイ教室（第４火曜日）

６）三味線教室（第１日曜日）
　　（三味線の基礎を学ぶ教室）

　　（粘土でアクセサリーや雑貨を作る教室）



施策　(２)　　青少年の健全育成

取組内容

学識経験者の
意見

社会教育の指針

主要課題
・青少年育成組織の充実と活動支援
・野外体験講座などの開催

　社会の変化に対応し、これからの時代に生きる児童・生徒の
望ましい人間形成を図るため、自ら考え主体的に判断し行動す
るための資質や能力の育成に取り組んだ。

１）わくわく体験クラブ事業
　週５日制に対する取り組みとして、土・日を中心に学校授業とは異
なった体験プログラムによる学習効果や児童相互によるコミュニケー
ションを図った。

　 ①社会科見学    ②工作教室   　  ③食育体験

　 ④歴史工作　　　⑤お菓子づくり 　⑥コンピューター教室

　 ⑦クッキング　　⑧科学教室　　　 ⑨歴史探検

２）子ども会育成連合会活動事業
　地域子ども会の発展及び子ども会の自主的な活動運営に助成
し、対外活動の強調と連絡を図り、子ども会合同行事の計画並
びに事業を実施した。

　 ①楽しい工作づくり教室　　　②春の親子手づくり教室

　町の将来の担い手である青少年の育成は大切な課題の一つと
考える。時代に応じた又ニーズに応じた事業を提供することは
課題も多く大変かと思うが、事業に参加することは、子育てや
人的交流・貴重な体験ができ人格形成の一助となることは明確
であり、工夫・改善に努めながら継続して取り組んでもらいた
い。大変評価できる。

委員会の評価

  少子化が進む中で積極的に各事業を実施し多くの参加者を得
てしかも好評であったことは評価できる。今後においても、１
つ１つの事業における目的や意義、必要性等を子供たちに理解
してもらえるよう、更なる事業内容の検討を望み進めてもらい
たい。

主な取組事業

３）青少年相談員連絡協議会活動事業
　　地域社会での青少年の良き相談相手となり、青少年健全育
　成活動の積極的な推進を図るため、各種事業を実施した。

　 ①子ども祭　 ②美化運動　③４校合同ふれあいキャンプ

　 ④文化祭　⑤スポーツレクリエーション大会

課題問題点
　年々、児童生徒が減少しているが、マンネリ化しないよう事
業内容を検討し、いろいろな視点から協調性や人間性を育むよ
うな密度の濃い事業内容とする必要がある。



施策　(３)　　体育・スポーツの振興

取組内容

課題問題点

　少子化による児童の減少、高齢者の増加に伴い、年齢層の多
様化による誰でも自由に参加できるスポーツを取り入れ、気軽
に参加でき、町民のニーズに合った事業の取組が必要と思われ
る。

学識経験者の
意見

  スポーツ教室や社会体育団体等、ルールに基づくスポーツは
着実に実施され、青少年の育成支援に一定の成果が見られる。
今後は、町民の高齢化に伴い、高齢者の「元気で長生き」対策
として、いつでも誰でも気楽に運動機能を鍛えることの出来る
ような教室等、時代のニーズに沿った取り組みも併せて取り入
れて欲しい。

委員会の評価

　体育協会等の協力により、武道教室・スポーツ少年団活動を
通じて青少年の健全育成を図ることができた。また、体育ス
ポーツ活動を通し老若男女のスポーツ活動に貢献できた。
　今後においても、継続的な教室の開催及びスポーツの普及に
向けて、積極的な広報活動や教室生の募集を行っていく必要が
ある。

社会教育の指針

主要課題
・スポーツ教室の開催
・社会体育関係団体への活動支援
・体育スポーツ活動の場の確保

　スポーツを通じ青少年の育成支援

主な取組事業

１）スポーツ教室の開催

　　武道教室（柔道・剣道・空手道）・水泳教室・親子スキー
　　教室

２）社会体育関係団体への支援

　　スポーツ少年団活動（サッカー・軟式野球・ミニバス
　　ケットボール）

　　・体育協会活動、スポーツ推進委員活動

３）体育スポーツ活動の場の確保

　　バレーボール大会・軟式野球大会・空手道大会

　　町民ゴルフ大会・グランドゴルフ大会・ウオーキング大会



施策（４）　 　伝統文化の継承と振興

取組内容

学識経験者の
意見

社会教育の指針

主要課題
・郷土資料館による郷土文化の普及・学習支援
・町文化団体への活動支援
・文化財の保護活動

　町内に所在する文化財を保護するため、指定・巡視・調査など
直接的な保護活動を行うほか、文化財への理解を広く一般に普及
するために、郷土資料館等で展示・イベント活動を行う。

主な取組事業

１）県指定史跡油殿古墳群の環境整備

　　史跡内樹木の伐採（12月～3月）

２）企画展の開催

　①「子どもたちが作った長南袖凧展」5月3日～31日

　②「裁縫ひな形展～女学生さんお針を習ふ」11月1日～12月25日

　　長南町郷土資料館・山武市歴史民俗資料館連携企画展

　③「伊藤左千夫の生涯」2月1日～3月20日

  ④企画展関連講演会「伊藤左千夫の生涯」3月4日

　　　　　　講師　山口　直人氏（山武市歴史民俗資料館）

３）文化祭の開催（長南町文化協会と共催）

　　展示部門 10月31日～11月3日　芸能部門 11月8日

　油殿古墳群の整備が図られ関係者の努力を評価する。更に周知
及び活用に努められたい。
　教育資料館は、東小学校の閉校に伴い新たな状況が生じた。保
存管理のあり方及び活用方法を検討されたい。

委員会の評価

　県指定史跡でありながら、樹木等に覆われていたため活用でき
なかった油殿古墳群の伐採に着手することができた。伐採完了
後、郷土学習等に大いに活用されることが望まれるが、環境が変
わったことが古墳に何らかの影響を及ぼす可能性も考えられるの
で、史跡保護の観点からも十分注意を向けるようにしたい。

４）指定文化財標識の設置

　　大宮神社の大杉（天然記念物）

５）閉校関連行事への協力

　　長南小、豊栄小

課題問題点

　旧東小学校に隣接する教育資料館について、現状では資料収蔵
スペースとなっており、教育資料館としての機能が事実上失われ
ている。しかし、同館は県内でも希少となった木造校舎（昭和3
年築）であり、建築物としての価値を十分に生かした新しい活用
法について検討したい。
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【事業一覧】　

千円

3,500

◆東小　

 １．漢字能力検定事業

 ２．伝統工芸・文化体験事業

　　①芝原人形作り

◆西小

 １．漢字能力検定事業

 ２．伝統工芸・文化体験事業

　　①芝原人形作り

　　②べに花染め

◆長南小

 １．漢字能力検定事業

 ２．伝統工芸・文化体験事業

　　①芝原人形作り

◆豊栄小

 １．漢字能力検定事業

 ２．伝統工芸・文化体験事業

　　①芝原人形作り

◆長南中

 １．漢字能力検定事業

１．漢字能力検定事業
漢検受験の環境作りに努力した結果、漢検への意識が
高まり、真剣に取り組むようになった。
２．芸術鑑賞会
小学校４校の全児童と中学生が一堂に会することは、
次年度の小学校統合や施設の共同利用に向けて大きな
意義があった。この機会に小学生は、新校舎を見学
し、夢を大きく膨らませたと考える。
シンプルな楽器で構成された多彩な音楽から純粋な打
楽音の楽しさを表現し、聴く者を魅了した。

１．漢字能力検定事業
上位の級取得のために、通年を通して漢検の練習に取
り組む児童が増えた。
２．伝統工芸・文化体験事業
①町に残る伝統的な人形について知ることができ、地
域・人形に愛着が持てた。
②べに花染めの由来や町との関係について説明を聞
き、べに花への関心が高まった。長南小との交流が深
めた。
③長南袖凧の骨組みや糸付けを通して地元に伝わる袖
凧に関心を持てた。

　　②べに花染め

　　③袖凧作り

 ２．芸術鑑賞会【小中合同】
「ティー・ジェイ・パル」によるワン
ダードラム・パフォーマンス　打楽器演
奏

‐１３‐

　　②べに花染め

１．漢字能力検定事業
学校で一斉に取り組むことができ、児童の学習への意
欲化が図れた。家庭学習や休み時間に進んで取り組ん
だ。
２．伝統工芸・文化体験事業
①芝原人形の歴史と長南町の伝統を学ぶことができ
た。
②ハンカチにきれいに色が染まる楽しさと長南町の特
産品について興味や関心を高めることができた。
③長南袖凧の歴史と制作過程を学ぶ、講師との触れ合
いを持つことができた。

学校教育課

成　　　果　　　

キラリ
輝く長
南っ子
事業

　　②べに花染め

１．漢字能力検定事業
漢字検定も6年目となり、受験合格を目指した学習の取
組も児童に定着しつつある。
２．伝統工芸・文化体験事業
①地域の伝統に触れ、創作活動を楽しむことができ
た。
②べに花の歴史を知り、高価で貴重なべに花の色素か
ら鮮やかな赤色のハンカチを作ることができた。
③長南袖凧の歴史や袖凧作りを通して郷土理解の一助
となった。

１．漢字能力検定事業
漢字検定への取り組みをとおして、児童の学習意欲を
高め、学習の習慣化が図れた。
２．伝統工芸・文化体験事業
①町の伝統工芸に触れることができ、郷土への興味関
心を育成することができた。
②べに花を使った染物を地域の方から教えていただ
き、郷土への興味関心を育成することができた。
③町袖凧保存会の方々から教えていただき、町の歴史
と伝統を学ぶことができ、郷土への興味関心を育成す
ることができた。

事　業　内　容事業費

　　③袖凧作り

主   な
事業名

・各小中学校において漢字能力検定事業
・合同芸術鑑賞会を実施する一方、３～
５生の児童には、地域の伝統工芸に触れ
ることで、文化の継承を図り、特色ある
教育活に取り組んだ。

　　③袖凧作り

　　③袖凧作り



（１）実施事業等

　ア　教育支援委員会

　　平成２８年７月２１日（木）第１回長南町教育支援委員会

　 　 　①教育支援児童生徒の就学指導について

　　平成２８年１２月８日（木）第２回長南町教育支援委員会

　　　  ①教育支援児童生徒の就学指導について

　　 　 ②就学時健康診断結果について

　イ　海外交流研修事業

    平成２８年５月２４日（火）第１回長南町海外交流研修事業推進協議会

        ①平成２８年度長南町海外交流研修事業について

        ②平成２８年度に係る派遣者の決定について

    平成２８年　６月　６日（月） 第１回事前研修会（概要説明）

    平成２８年　６月２７日（月） 第２回事前研修会（講義）

    平成２８年　７月１４日（木） 第３回事前研修会（講義）

    平成２８年　７月２５日（月） 結団式・第４回事前研修会（講義）

    平成２８年　７月２９日（金）～８月６日（土） 平成２８年度海外交流研修実施

        ○研修先：オーストラリア連邦（ゴールドコースト方面）

        ○参加者：２年生１６名　３年生２名　計１８名

        ○引率者：団長 永野課長、引率 山本教諭

    平成２８年　８月１５日（月）帰国報告会（町長）

    平成２８年　９月２３日（金）第２回長南町海外交流研修事業推進協議会

        ①平成２８年度長南町海外交流研修事業に係る報告について

（２）学校関係

平成２８年　５月３０日 (月)　　豊栄小学校

平成２８年　６月　６日 (月)　　東小学校

平成２８年　９月１３日 (火)　　長南中学校

平成２８年　６月　６日 (月)　　長南小学校

平成２８年　６月２２日（水）   西小学校

　②　東上総教育事務所指導室訪問　

　  ①　東上総教育事務所長訪問　

‐ １４ ‐



【学校給食事業】　

　・総給食数　

合　　　計 438 101 100,438

長南中学校 165 26 34,905

給　食　所 11+2（検食・保存食） 2,587

西小学校 62 17 14,730

小　　　計 273 62 62,946

17,413

豊栄小学校 60 14 14,035

東小学校 75 15 16,768

‐１５‐

　　　　給食所

　　　　

児童生徒数（人） 職員数等（人） 給食数（食）

長南小学校 76 16



【事業一覧】　

703

35

5

56

227

700

100

生涯学習課
主な

事業名
事業費 事　　業　　内　　容

社会教育
事業

1,826 町民の学習要求、地域の実情に応えた講座、行事等の開催

⑥コンピュータ教室（ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝ　午前1回、午後1回）

   9月22日（木・祝）：40名
⑦クッキング（太巻き寿司を作ろう）

   10月22日（土）：20名

１．わくわく体験クラブ：参加者数　313名
①社会科見学（羽田ｸﾛﾉｹﾞｰﾄとｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ）
   6月4日（土）：24名
②工作教室（ｽﾃﾝｼﾙでﾃﾞｻﾞｲﾝするｴｺﾊﾞｯｸﾍﾟｲﾝﾄ）

   6月25日（土）20名
③食育体験(大原漁港見学とアジでひものを作ろう)

   7月2日（土）：37名

③パッチワーク教室（単発学習教室）
　1月31日(火)：20名

３．ホタル観賞会：参加者数　２，０２２名 6月10日（金）～12日（日）

④歴史工作（ミニ土偶を作ろう）

 　7月16日（土）：20名
⑤お菓子づくり（三日月ｸｯｷｰ・木苺のﾑｰｽｹｰｷ）

   8月7日（土）：19名

⑩歴史探検（いすみ市郷土資料館と長南城探検）
    2月25日（土）：17名

４．ふるさと産品教室：参加者数　１６名 正月飾り　12月24日（土）

５．七歳児合同祝：参加者数　３５名 11月11日（金）：町中央公民館

６．成人式：参加者数　６３名 1月8日（日）：町中央公民館

７．青少年相談員：参加者数　１６８名 ①子ども祭ｉｎ長南  5月3日（火・祝）16名

②美化作業（花壇の花植え）5月22日（日）17名

③4校合同ふれあいキャンプ 7月30日（土）
   31日（日）　相談員19名、小学生40名

④町民体育祭10月2日（日）16名

⑤長南フェスティバル 11月3日（木・祝）10名

⑥長生地区「少年の日・地域のつどい大会」 7名

⑦美化作業(花壇の花植え）12月4日（日）12名

⑧スポレク大会(ファミリーバトミントン・縄跳び）
　 2月26日（日）相談員9名、小学生22名

８．子ども会：参加人数　29名 ①楽しい工作づくり教室　8月6日（土）　13名

②春の親子手づくり教室　2月11日（土）　16名

‐１６‐

⑧社会科見学（横浜ﾆｭｰｽﾊﾟｰｸとそなｴﾘｱ東京）

   11月19日（土）：24名
⑨科学教室（善ちゃんの笑ってためになるｻｲｴﾝｽｼｮｰ）

   12月11日（土）：92名

②そば打ち体験教室（単発学習教室）
　12月6日（火）：10名

２．単発学習教室・短期集中学習教室　62名
①ハワイアンリボンレイ教室（短期集中学習教室）
　12月18日(日)・1月13日(金)・23日(月)：32名



【事業一覧】　

864

680

134

50

348

50

生涯学習課
主な

事業名
事業費 事　　業　　内　　容

公民館事
業

町民のだれでも学べる教室・講座の開催

１．主催教室（公民館関係）
　　　　　　　　　　　：参加者数　１，９３０名

①男の料理教室（5月～2月）：80名

②女の料理教室（5月～2月）：148名

③野菜園芸教室（5月～2月）：129名

④クラフト手芸教室（5月～2月）：130名

⑤ﾚｲﾝﾎﾞｰ健康体操教室（5月～2月）：104名

⑥三味線教室（5月～2月）： 53名

⑦アートクレイ教室（5月～2月）：119名

⑧健康リンパストレッチ教室Ａ（5月～2月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：116名

⑨健康リンパストレッチ教室Ｂ（5月～2月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：47名

⑩高齢者教室（5月～2月）：434名

⑪歴史教室（5月～2月）：381名

⑫親子で遊ぼう英語教室（5月～2月）：189名

２．子ども祭りｉｎ長南：参加者数　３５０名 ①子ども祭りｉｎ長南　5月3日（火・祝）

３．文化祭：参加者数　７００名 ①文化祭：作品展示会 10月29日(土)～3日(木・祝)

　　　　　　：芸能発表会（11月6日（日））

資料館
整理

資料収蔵資料整理作業

１．郷土資料館 7月～3月　　　作業員３名

　　＊平成26年度：学校教育室
　　＊平成27年度：生涯学習課
　　＊平成28年度：保健福祉課

社会同和
事業

人権についての正しい理解と認識を深めるために講演会を開催

１．人権講演会：参加者数　５６名 ①人権講演会（1月2１日（土））

（保健福祉課・学校教育課・生涯学習課の
  輪番制）
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【事業一覧】　 海洋センター

4,909 ○武道教室

　　開講式　　　　　 ４月１７日（日）　　  尚武館

　　　・柔道教室　　 月・水・金曜日  ・教室生　　　１５名　　講　師　５名

                                       19：00～21：00

　　　・空手道教室  土曜日  　 18：30～20：30  ・教室生　　　１０名　　講　師１０名

○水泳教室

　　開講式　　　　７月２１日（木） Ｂ＆Ｇプール

　　７月２１日(木)～８月３０日(火) １０回開催  ・生徒数　　　５９名　　講　師　６名

　　　　　　　　　　   火・木曜日　18：00～19：30

○長南グリーンウエーブスポーツ少年団

　　・サッカークラブ　　　　　　  町陸上競技場  ・団　員　　　 ２３名　　指導者 ７名

　　　　　　　　  第1・3・５日曜日　9：00～12：00

　　　　　　　　  第2・4土曜日   　 9：00～12：00

　　・軟式野球クラブ　　　　　　町野球場  ・団　員　　　 １９名　　指導者 ７名

　　　　　　　　土曜日           　   9：00～12：00

　　・ミニバスケットボールクラブ西小体育館  ・団　員　　　 １４名　　指導者 ５名

　　　　　　　　土・日曜日       　  9：00～12：00

○千葉県Ｂ＆Ｇスポーツ大会（水泳の部） ・参加者　　　１５名

　 　町Ｂ＆Ｇ海洋センタープール　７月３日（日） 　　　　　　　町内小学校３年～６年生

○千葉県B＆Ｇバレーボール大会  ・参加者　　　１４名

　　　　　　　    １１月２７日（日） 長南町 　　　　　　　町体協バレーボール部

○体育協会関係

　　・長南オープンゴルフ大会  ６月８日（水）  ・参加者　　　７０名

　　　            　　       長南カントリークラブ  

　　・町民体育祭　　       　１０月２日（日）  ・参加者　　  延べ２，２００名

　　・町民ウオーキング大会　２月１８日（土）  ・参加者　　  ３８名

　　　　　　　　　　　　　　　　　能満寺古墳ウォーキングコース

　　・長生郡民体育大会　　７月  ３日（日）  ・参加者　　１５５名（１７競技中１３競技参加）

　　　　　　　　　　　　　　長生村 　　　　　　　　長南町総合６位

○スポーツ推進委員会関係

    ・親子スキー教室　２月３日(金)～２月５日(日)  ・参加者　　　３５名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県妙高市

主　　な
事業名

事業費 内　　　　　容 成　　　　　果

社会体育
事業
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【教育委員会会議状況】　　

　定例会１２回　

開　催　日 議　　　決　　　事　　　項 協　　　議　　　事　　　項

第４回定例会
（４月２５日）

（１）長南町青少年問題協議会委員の
委嘱について

（１）教科用図書長生採択地区協議会
     委員の選出について

（２）長南町同和対策集会所運営委員
会委員の委嘱について

（３）長南町スポーツ推進委員の委嘱
について

（４）平成２８年度就学援助対象児童
生徒の認定について

第５回定例会
（５月２４日）

（１）（仮称）渡邉辰五郎記念館基本
構想検討委員会設置要綱の制定につい
て

（２）長南町社会教育委員の委嘱につ
いて

（３）長南町公民館運営審議会委員の
委嘱について

（４）長南町給食所運営委員会委員の
委嘱について

（５）学校評議員の委嘱について

（６）長南町青少年問題協議会委員の
委嘱について

第６回定例会
（６月２４日）

（１）長南町私立幼稚園就園奨励費補
助金交付規則の一部を改正する規則の
制定について

（２）長南町教育支援委員会委員の委
嘱について

（３）長南町スポーツ推進協議会委員
の委嘱について

第７回定例会
（７月２２日）

（１）長南町立学校職員の人事評価に
係る苦情の申出及び取扱いに関する要
綱の制定について

（２）平成２８年度使用教科用図書の
採択について

第８回定例会
（８月２５日）

（２）平成２８年度長南町一般会計補
正予算（第３号）（案）について

第９回定例会
（９月２３日）

（１）平成２８年度長南町私立幼稚園
園児補助金前期分の交付決定ついて

（２）平成２８年度就学援助対象児童
生徒の認定について

（３）長南町給食所臨時調理員の再任
用について



第１０回定例会
（１０月１９日）

（１）長南町文化財審議会委員の委嘱
について

（１）町民文化祭について

（２）長南町文化奨励の表彰について （２）七歳児合同祝いについて

（３）平成２８年度就学援助対象児童
生徒の認定について

（３）ふれあいコンサートについて

（４）成人式について

第１１回定例会
（１１月２８日） （１）長南町立小学校設置条例の一部

を改正する条例の制定について
（１）長南町の特色ある教育の推進に
ついて

（２）小学校児童通学補償費支給に関
する条例を廃止する条例の制定につい
て

（２）平成２８年度長南町一般会計補
正予算（第４号）（案）について

（３）小学校児童通学補償費支給に関
する条例施行規則をを廃止する規則の
制定について

（４）長南町公印規則の一部を改正す
る規則の制定について

（５）長南町立小学校及び中学校通学
区域に関する規則の一部を改正する規
則の制定について

（６）長南町海外交流研修事業推進協
議会設置要綱の一部を改正する要綱の
制定について

（７）平成２８年度就学援助対象児童
生徒の取り消しについて

第１２回定例会
（１２月２２日）

（１）長南町社会教育委員の委嘱につ
いて

（１）平成２８年度長南町成人式の概
要について

（２）長南町青少年問題協議会委員の
委嘱について

（２）平成２８年度私立幼稚園就園奨
励費補助金交付対象者の決定について

第１回定例会
（１月２３日）

（１）市原市教育委員会へ委託する学
齢児童について

第２回定例会
（２月２１日）

（１）（仮称）渡邉辰五郎記念館基本
計画検討委員会設置条例の制定につい
て

（１）平成２８年度長南町一般会計補
正予算（第５号）（案）について

（２）平成２９年度教科用図書長生採
択地区協議会規約の制定の承認ににつ
いて

（３）平成２８年度長南町私立幼稚園
園児補助金後期分の交付決定について

（４）長南町教育功労者の表彰につい
て



第３回定例会
（３月２１日）

（１）長南町立小学校及び中学校の通
学区域外就学に関する事務取扱要綱の
一部を改正する要綱の制定について

（２）長南町他校通級実施要綱の一部
を改正する要綱の制定について

（３）（仮称）渡邉辰五郎記念館基本
構想検討委員会設置要綱を廃止する告
示について

（４）長南町給食所臨時職員の任用に
ついて


