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第１ 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の実施に 

ついて 
平成２６年６月に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「改正法」と

いう。）の法第２６条において「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」が規

定されている。 

この規定により、すべての教育委員会は、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

表することが義務付けられた。また、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こととされた。 

平成２６年６月の改正法において、教育委員長と教育長を一本化するなど、いわゆる教育委員

会制度改革の主旨も踏まえ、効果的な教育行政の推進と地域住民への説明責任を果たすことが求

められている。 

この改正法の規定に基づき、八丈町教育委員会は、令和３年度の八丈町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を行い、報告書を作成し、八丈町議会へ提出する。 

 

第２ 八丈町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 

点検及び評価の実施方針について 
１ 点検及び評価の目的 

 八丈町教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、毎年、主要な施策の取組状況について点

検及び評価を行い、課題や取組みの方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層

の推進を図る。 

 また、点検及び評価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、公表す

ることにより、町民への説明責任を果たし、町民に信頼される教育行政を推進する。 

２ 点検及び評価の対象 

 「八丈町教育委員会の基本方針に基づく令和３年度の主要施策」 

３ 点検及び評価の実施方法 

①  点検及び評価は、前年度の施策の取組状況・実績、成果を総括するとともに、課題や今

後の取組みの方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 

 ② 施策の取組状況・実績、成果、課題及び今後の方向性を取りまとめ、学識経験を有する者

の意見を聴取した上で、教育委員会において点検及び評価を行う。 

③ 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、「点検及び評価に関する有識者」

（以下「外部評価委員（有識者）」という。）を置く。 

1)  外部評価委員（有識者）は、教育委員会の求めに応じ、教育委員会が取りまとめた「施

策の取組状況・実績、成果、課題及び今後の方向性」について意見を述べるものとする。 

2)  外部評価委員（有識者）の定数は３人とし、教育に関し学識経験を有する八丈町民の中

から教育委員会が委嘱する。 

3) 外部評価委員（有識者）の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。 

4) 外部評価委員（有識者）は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

 ④ 教育委員会において、点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を八丈町
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議会へ提出する。また、その報告書をホームページに掲載し、町民へ公表するものとする。 

 

第３ 八丈町教育委員会の令和３年度の主な活動の概要 

 教育委員会は、八丈町長が八丈町議会の同意を得て任命した５人の委員により組織される合議

制の執行機関であり、その権限に属する教育に関する事務を管理執行していた。改正法附則第２

条の規定により平成２７年１０月７日より新教育長制度へ移行し、教育委員会を代表する教育長

と４名の委員となった。新教育長の任期は３年であり、委員の任期は４年である。 

 会議は毎月１回定例会を開催し、必要に応じて臨時会を行っている。令和３年度は、定例会１

２回（臨時会はなし）を開催し、議案２３件、協議事項５件、報告事項９９件について審議等を

行った。また、町立学校及び青鳥特別支援学校八丈分室の学校訪問を実施し、授業観察と教職員

との意見交換を行った。 

 定例会議以外の活動では、町立学校への連絡及び情報交換の場として、８月を除いた毎月１回

の定例校長会、定例副校長会を開催している。また、例年であれば町立保育園と都立八丈高等学

校を含めた保小中高連絡協議会を開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により中止となってしまった。また、島しょ町村教育委員会との関わりについては、島しょ町村

教育委員会協議会、島しょ町村教育委員会教育長協議会が、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響による中止または縮小開催となってしまった。教育委員会の活動は、様々な実態を踏まえて、

当面する諸課題に適切に対応し、今後も引き続き、「八丈町教育委員会の基本方針」に基づく積極

的な取組みを行い、総合的な教育施策を進めていく。 

 また、平成２８年３月の八丈町総合教育会議において、八丈町教育大綱を定め「歴史と文化を

生かすことができる人づくりと、これからの社会を力強く生き抜く子が育つ教育」を基本理念に、

４つの方針を示している。 

 

○教育委員会定例会(臨時会)の開催状況  

月 日 会 議 名 議     題 出席者数 

４ 12 第 １ 回 定 例 会 
臨時代理処分事項の報告及び承認について（教員の

採用）  他５件 
５ 

５ 11 第 ２ 回 定 例 会 就学援助費受給者の認定について 他１件 ５ 

６ 9 第 ３ 回 定 例 会 
八丈町放課後子どもプラン運営委員の委嘱又は任命

について 他 1件 
４ 

７ 12 第 ４ 回 定 例 会 

令和３年度八丈町教育委員会の権限に属する事務の

管理及び執行状況の点検及び評価（令和２年度分）

に係る報告について 

５ 

８ 11 第 ５ 回 定 例 会 
臨時代理処分事項の報告及び承認について（区域外

就学） 他１件 
４ 

９ 10 第 ６ 回 定 例 会 議案なし ４ 

10 11 第 ７ 回 定 例 会 議案なし ５ 

11 11 第 ８ 回 定 例 会 
押印の省略を図るための社会教育関係規則の整備に

関する規則 
３ 

12 13 第 ９ 回 定 例 会 議案なし ５ 

１ 11 第１０回定例会 令和４年度八丈町立小中学校入学予定者の学校指定 ５ 
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について 他１件 

２ 10 第１１回定例会 
八丈町教育委員会の教育目標、基本方針及び基本方

針に基づく令和４年度の主要施策について 他４件 
５ 

３ 10 第１２回定例会 令和４年度教育予算の申出について 他１件 ５ 

                          （委員定数５名 出席率９２％） 

【その他主な会議】 

＊教育施策連絡会（都庁）           中止        教育長・委員  

＊島しょ町村教育委員会教育長協議会（都庁）  4/22、9/27（Web） 教育長 

＊島しょ町村教育委員会協議会（小笠原大会）  中止        教育長・委員  

＊保小中高連絡協議会             中止        教育長・委員 

＊八丈町総合教育会議                3/10            町長・教育長・委員 

 

第４ 八丈町教育委員会の教育目標、基本方針及び基本方針に基づく 

令和３年度の主要施策 

１ 教育目標 

八丈町教育委員会は、本島の持つ特性を活かし、子供たちが、知性、感性、道徳心や体力を育

み、人間性豊かに成長することを願い、互いの人格を尊重し、思いやりのある人、社会の一員と

して、社会に貢献しようとする人、自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人の育成に向け

た教育活動を行う。 

また、学校教育及び社会教育を充実し、生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合うことができ

る社会の実現を図る。 

 そして、家庭、学校及び地域のそれぞれが責任を果たし、連携して、すべての町民が教育に参

加することを目指していく。 

 

２ 基本方針及び基本方針に基づく令和３年度の主要施策 

 八丈町教育委員会は、「教育目標」を達成するために、以下の「基本方針」及び施策に基づき、

総合的に教育施策を推進する。 

 

【基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】 

子供たちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思いやりの心や社会生活の基本的ル

ールを身に付け、社会に貢献しようとする精神を育むため、人権教育及び心の教育を充実すると

ともに、権利と義務、自由と責任についての認識を深めさせ、公共心と規範意識をもち、自立し

た個人を育てる教育を推進する。 

(1) 女性、子供、高齢者、障害者、外国人、その他の人権問題などの課題について、学校教育や

社会教育等を通じて、人権教育を効果的に進める。また、様々な人権課題に関わる差別意識の

解消を図るための教育を推進する。 

(2) 健全で豊かな心を育成することを狙いとして、子供たちの様々な奉仕活動や体験活動の充実

と、自然環境保護に対する意識を高めるための教育を推進する。 

(3) 八丈町いじめ防止基本方針に基づき、いじめの早期発見・早期対応に継続的・組織的に対応
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し、いじめの問題解決や未然防止に取り組む。また、児童生徒の多様な問題に対応するため、

教育相談員とスクールカウンセラーの連携を強化するなど相談機能の充実を図り、互いに認め

合い共に学び合う学校づくりを進める。 

(4) 児童生徒の規範意識や自立心の向上を目指すとともに、社会に貢献できる資質・能力の育成

を図る。 

(5) 保護者や関係諸機関と連携することによって、虐待を早期発見・早期対応するために、虐待

防止対策の推進を図る。 

 

【基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長】 

子供たちが社会の変化に対応できるよう、一人一人の思考力、判断力、表現力などの資質・能

力を育成することが求められる。そのため、基礎的な学力の定着を図り子供たちの個性と創造力

を伸ばす教育を重視するとともに、地域の特性を活かした特色のある教育を推進する。 

(1) 子供たちが自ら学ぶ意欲を持ち、社会の変化に主体的に対応できるように、学ぶことの意味

や楽しさを実感させ、基礎的・基本的な学力の確実な定着を図り柔軟な思考力や、判断力、豊

かな表現力を育成する。 

  ①教育課程の適切な編成と基礎的・基本的な学習指導を充実し、主体的な学習態度を育成す

る。 

②「（東京都）児童・生徒の学力向上を図るための調査」や「（国）全国学力・学習状況調査」

の結果を生かした各教科の指導方法の工夫や改善を進める。 

  ③児童生徒の個々の状況を把握し、習熟の程度に応じた指導や補充的な学習等により個に応

じた指導を充実させる。 

④豊かな人間性や社会性を育むため、学校外の人材も活用し教育活動の充実を図る。 

⑤家庭における基本的な生活習慣の形成、家庭学習の習慣化を図る。 

⑥教育課題の解決を図るために、積極的に教育研究を行い、その研究成果を発表する研究校

を指定し、学校教育を推進する。 

(2) 特別な支援を必要とする児童・生徒が、個々の教育的ニーズに応じた指導を受けられるよう

特別支援教育を推進する。 

(3) へき地の特性や小規模校としての長所を積極的に生かし、家庭や地域社会との連携による特

色のある教育活動を推進する。 

(4) 全ての子供たちが確かな学力を身に付け、逞しく生きていくために、義務教育の９年間を通

した継続的な小中一貫教育を推進し、発達段階に応じた学習指導や生活指導の充実を図る。 

(5) 適切な情報を活用する能力を育成し、学習に対する興味・関心を高め、理解を深めるために

ＩＣＴ（情報通信技術）の活用を図る。 

  学びの個別最適化を進めるために、一人一台整備した情報端末を効果的に活用できるよう計

画を作成し、学習環境の充実を図る。 

(6) 学校、家庭及び地域が連携して、児童生徒が望ましい食習慣を確立できるよう、食育の推進

に取り組む。また、学校給食の充実を図り、地場産物や安全で安心できる食材を利用して特色

ある給食づくりに努める。 

①学校給食担当教諭と連携して試食会等を開催し、保護者や地域の方々に給食に対する理解

を深めるように努める。 

②栄養バランスのとれた献立内容の充実に努める。 
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(7) 八丈島の文化・伝統に触れる機会の充実を図り、郷土に対する愛着や誇りを育む教育を推進

する。 

(8) 地域と連携しながら、「島言葉を知り、伝える」取組みを行い、郷土を愛する教育を推進し、

小中学校に八丈方言に関する学習活動を推進する。 

(9) 小中学校にキャリア教育を推進する。 

 

【基本方針３ 「生涯学習」と「文化・スポーツ」の振興】 

生涯を通じて、自ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会参加できる機会の充実を図り、活力

ある社会を築いていくよう、町民の自発的、主体的なコミュニティ活動を支援する。 

(1) 青少年が団体生活や各種の体験活動を通して、心身を鍛え思いやりの心を育てる機会の充実

を図る。そして社会のために進んで奉仕する青少年の育成を目指し、心の教育を推進する。 

(2) 町民の学習活動やコミュニティ活動を支援するため、八丈町コミュニティセンター、公民館

などの社会教育施設の管理・整備に努める。町立図書館については、図書資料及び視聴覚資料

の充実を図る。「第 2次八丈町子ども読書活動推進計画」を基盤としたブックスタートや小学生

への利用ガイダンス実施や児童室整備など、利用しやすい環境整備を進める。 

(3) 八丈島文化協会をはじめとする諸団体の芸術・文化活動の支援や、多くの住民等が使用でき

る多目的ホールおじゃれ（集会施設）の管理、運営に努め、クラシックコンサート、芸術文化

振興事業の実施など、町民が芸術・文化に親しみ、参加できる機会の充実を図る。また、諸団

体の活動計画等を広く収集し、町民に情報提供を行う。 

(4) 英会話教室、婦人学級など、町民が生涯を通じて学ぶことのできる機会の充実を図る。 

(5) 次代を担う人材を育成し、加えて共働き家庭の子育て支援の観点から、放課後子供教室（が

じゅまる広場）と放課後児童クラブ（とびっこクラブ）の一体的な実施を中心に両事業の計画

的な整備を進める。 

(6) 八丈島に伝わる有形・無形の文化財の保護に努めるとともに、文化財の公開・活用を通して

文化財に親しむ機会を提供する。また、文化財管理者として歴史民俗資料館の整備・活用を図

る。 

(7) 八丈方言の担い手である高齢者の力を生かし、島民が関心を持つ「島言葉を知り、伝える」

取組みを行う。 

(8) 町民によるスポーツを振興し、スポーツに対する関心を高め、町民の健康増進と体力向上を

図り、相互の交流を深める。また、体育協会・スポーツクラブと連携し各種スポーツの指導者

育成に努める。 

 

【基本方針４ 「町民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進】 

家庭・学校・地域の協働とすべての町民の教育参加を進め、透明性の高い開かれた学校経営へ

の改革を進める。 

(1) 外部評価の導入などを通じて、保護者や地域住民の参画を求め、開かれた学校づくりの一層

の推進を図る。 

(2) 学校教育の改善に対する各学校の取組みを進めるため、校長のリーダーシップの下、学校の

自主性・自律性の確立を図る。また、主幹教諭の配置を進め、その補佐的役割を担う主任教諭

の配置にも取り組み、学校の組織的な課題対応力の向上を図る。 

(3) 教員の資質向上及び意識改革を図り、授業改善に資するため、週ごとの指導計画の作成及び

点検、校内外の研修等の一層の充実を図る。 
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(4) 学校施設を開放して効率的な運営を図る。 

(5) 自然環境に配慮し、児童生徒が安心して学び、遊べるよう、各小中学校の校庭の芝生の管理

について、学校と地域が連携した体制づくりを構築できるよう支援する。 

(6) 島の特色を生かした学校教育や地域での生活の中で豊かな人間性を育み、将来の島を支える

人材の育成を支援する。 

(7)東京都立八丈高等学校との連携を進めるとともに、島外留学生の制度が維持可能となるように

努める。 

 

第５ 八丈町教育委員会の基本方針に基づく令和３年度主要施策の 

点検及び評価について 
 

【基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】 

[主要施策] 

(1)  女性、子供、高齢者、障害者、外国人、その他の人権問題などの課題について、学校教育や

社会教育等を通じて、人権教育を効果的に進める。また、様々な人権課題に関わる差別意識の

解消を図るための教育を推進する。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○道徳授業地区公開講座の実施 

 小中学校ともに土曜日・日曜日を利用し、学校公開に併せて全校で実施した。 

 ・三根小学校（６月２６日）、参加者１２０名 

   内容：道徳授業公開、パネルディスカッション「なぜ、道徳を学習するの？」 

・大賀郷小学校（６月１３日）、参加者１４２名 

  内容：道徳授業公開、講演会「どんな時でも子は育つ」、協議会 

・三原小学校（６月１２日）、参加者４８名 

  内容：道徳授業公開、意見交換会 

・富士中学校(６月１２日)、参加者６名 

    内容：道徳授業公開、講演会「がんと向き合い、支え合う社会へ」、協議会 

  ・大賀郷中学校（１月２２日）、参加者１８名 

    内容：道徳授業公開、劇団・かぶつ「女ヶ島（にょごがしま）」鑑賞、協議会 

・三原中学校（６月１２日）、参加者１７名 

  内容：道徳授業公開、意見交換会 

 

成果：令和３年度の道徳授業地区公開講座は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から

実施規模の縮小、講演会を中止とした学校もあった。講演会については、人権や他者理解

など人権尊重をテーマにした学校が多かった。人権課題について子供たちが自ら考え、行

動できるようになるための重要なテーマでもあるため、このような機会を捉えて早い段階

から意識させることは非常に有効であった。 

   意見交換会においては、授業者や講演講師にも参加してもらい、授業や講演を振り返る

ことができた。 

 

[課題、今後の方向性] 

本年度については全校実施することができたが、特に中学校において近年参加者（来校者）が
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減少しているため、多くの人に参加してもらえるように、内容について検討していく。 

 また、例年どおり、東京法務局「子どもたちの人権メッセージ発表会」や、法務省「“社会を明

るくする運動”作文コンテスト」など、人権教育に関する様々なイベントに参加し、児童生徒の

人権に対する意識の啓発を図る。 

 

[主要施策] 

(2)  健全で豊かな心を育成することを狙いとして、子供たちの様々な奉仕活動や体験活動の充実

と、自然環境保護に対する意識を高めるための教育を推進する。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

 ○奉仕・体験活動 

   海浜清掃や地域の清掃、施設の清掃等を実施する奉仕活動、小学６年生の中学校体験入学、

中学２年生の職場体験、保育体験や読み聞かせ等の体験活動を実施。 

   その他、体験活動と銘打ってはいないものの、米作りや芋掘り、特別支援学級等の宿泊学

習など様々な特色ある体験活動的行事を各学校で実施している。  

○多摩・島しょ子ども体験塾への参加（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止） 

 

成果：奉仕活動の実施により、地域貢献を通して自らの住む地域への理解・関心を深めさせる

とともに、マナーを守りモラルを保つ重要性を再認識させ、児童生徒の道徳観の育成に繋

げることができた。 

 

[課題、今後の方向性] 

 子供たちの感性を磨く芸術・文化体験、豊かな自然や様々な人々と触れ合える自然体験や交流

事業に参加する機会を提供し、健全で豊かな心の育成に取り組む。 

  

[主要施策] 

(3)  八丈町いじめ防止基本方針に基づき、いじめの早期発見・早期対応に継続的・組織的に対応

し、いじめの問題解決や未然防止に取り組む。また、児童生徒の多様な問題に対応するため、

教育相談員とスクールカウンセラーの連携を強化するなど相談機能の充実を図り、互いに認め

合い共に学び合う学校づくりを進める。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○スクールカウンセラーの配置 

 東京都予算（１回７時間４５分、原則各学校年間３８回勤務、東京都より派遣） 

 ※このうち、大賀郷小学校、三原小学校、大賀郷中学校については、学校からの要請により 

  年間４１回勤務とした（コロナ禍における追加申請）。 

 ・三根小学校、富士中学校  （１名） 

 ・三原小学校、三原中学校  （１名） 

 ・大賀郷小学校、大賀郷中学校  （１名） 

○教育相談室の教育相談員及び適応指導員（不登校支援等）の配置 

運営日（週３回、火・水・木曜日）・教育相談員（１名）・適応指導員（２名） 

 ○スクールカウンセラーへの相談件数等 

  小学校 １，０８９件（学習・進学、性格・行動、家庭・家族、発達障害、不登校など） 

中学校 ５７３件（学習・進学、性格・行動、家庭・家族、情緒不安定、不登校など） 
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※児童生徒、保護者、教員含む 

 ○教育相談員への相談件数等 

  延べ４７件（特別支援学級等への就学相談、不登校など） 

  ※来所相談、電話相談、訪問相談含む 

 ○いじめアンケート実施 ６月・１０月・１月（全児童生徒） 

 ○いじめの発生状況（認知件数含む） 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 

小学校 5件 3件 4件 10件 1件 2件 14件 10件 4件 5件 

中学校 1件 2件 0件 4件 0件 1件 4件 3件 4件 2件 

○不登校児童生徒数（３０日以上 病欠含む） 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 

小学校 0名 0名 0名 0名 0名 1名 1名 5名 3名 4名 

中学校 6名 9名 9名 11名 8名 8名 9名 13名 14名 11名 

 

成果：小学校５年生及び中学校１年生の児童生徒の全員面接が必須となったことにより、多

くの相談体制を構築することができるようになった。スクールカウンセラーが、学校に

おける「校内委員会」、「生活指導部会」、「特別支援委員会」など多くの会議へ出席

することにより、問題行動等の背景や原因について、共通理解の深化が進み、一層効果

的な相談体制を築くことができている。 

 

[課題、今後の方向性] 

スクールカウンセラーへの相談件数は、令和２年度に比べ小学校では５４２件ほど増、中学校

では１４１件ほど減となっている。平成３１年度から増加傾向にある「不登校」の児童生徒に関

する相談も依然として多くあり、従来の相談案件「学習・進学関係」、「家庭・家族」、「情緒不安

定」等に加え、「発達障害」に関する相談も増えてきている。 

教育相談員への相談件数は微増となっている。これは従来同様、不登校に関する相談と、特別

支援を必要とする児童生徒に関する相談が主なものとなっている。 

いじめの発生件数（認知件数含む）が令和２年度に比べ、小学校では１件増、中学校では２件

減となった。増減に関わらず、いじめに対する未然防止に向けて、継続的に力を注ぐ必要がある。 

不登校児童生徒数が令和２年度に比べ、小学校では１名増、中学校では３名減となっている。

家庭環境の変化、地域の希薄化、保護者の学校に対する考え方の変化、本人自身の悩み、ネッ 

トやゲームへの依存傾向による生活環境の乱れなどが要因となっている。 

今後も引き続き、相談件数の増減に関わらず、生活指導主任会等の学校での対応に加え、スク

ールカウンセラーや臨床心理士、教育相談員等の専門家を活用した課題解決を行う。 

また、学校生活に不適応を起こした児童生徒の学校復帰支援（不登校支援）を図るために、適

応指導教室を教育相談室内に設置し、専門の指導員を継続して配置し、支援体制を強化する。 

 

 [主要施策] 

(4)  児童・生徒の規範意識や自立心を育成し、社会に貢献できる資質・能力の育成を図る。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

 ○セーフティ教室等の開催（一部縮小・オンライン対応あり） 

  警察署、㈱ＮＴＴドコモなどと連携し、増加傾向にあるインターネット犯罪等防止への啓発
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等を行った。 

○青少年対策地域委員会との連携（一部中止） 

夏期休業中の非行防止のパトロール実施 

青少年の健全育成の錬成大会・盆踊り等への協力（中止） 

 ○八丈町交通安全啓発ポスターへの参加 

成果：非行防止や犯罪の被害に遭わないための指導を警察と連携し、効果的に規範意識や自立

心の育成を促すことができた。 

 

[課題、今後の方向性] 

スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い懸念される、ＳＮＳでの誹謗中傷によるトラブ

ルや、ソーシャルゲームへの依存、不適切サイトへのアクセスの防止策を、学校・保護者・教育

委員会・関係機関が連携し、また、必要に応じてそうした案件を扱う団体や業者への講演を依頼

するなどの対策を講じていく。 

ＳＮＳ八丈ルールについては、ＳＮＳ東京ルールの改定を受け、令和２年２月に改定した。地

域住民や保護者への共通理解が図られていない部分もあるので、各学校からも様々な機会を捉え

て周知を行う。 

社会の一員としての自覚、役立つ喜び、社会貢献の精神を育むため、交通安全啓発にも継続し

て取り組む。 

 

[主要施策] 

(5)  保護者や関係諸機関等と連携して、虐待を早期発見・早期対応するために、虐待防止対策の

推進を図る。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○八丈町福祉関連部局からの情報提供 

 １学期の早い段階で、八丈町福祉関連部局（八丈町福祉健康課・子ども家庭支援センター）よ 

り虐待対応時のマニュアルや通告の義務などについて、校長会において情報提供している。 

○学校間における情報共有 

各校の生活指導主任を中心として年６回開催される「生活指導主任会」において、各校の虐待 

事案（通告したケースなど）について情報共有している。 

○島内スクールカウンセラー連絡会における情報共有 

 各校に配置されているスクールカウンセラーで、年３回（学期に１回）「スクールカウンセラー

連絡会」を開催している。その会議には「教育相談室」、「子ども家庭支援センター」の職員も参

加してもらい、不登校や虐待に関する情報交換を行っている。 

なおスクールカウンセラーは各学校における虐待事案には必ず関与している（児童やその保護

者からの相談、それに対するアドバイスなど）。 

  

[課題、今後の方向性] 

 虐待の早期発見については、各学校においてスクールカウンセラー等を活用し、気軽に相談で 

きる環境を作ることに努めている。また児童生徒に対し長期休業に入る前などに「ＳＯＳの出し 

方」に関する指導も行っている。 

虐待と見受けられるケースが学校で発覚した場合、子ども家庭支援センターや必要に応じて警

察に通告し、早期対処に努めている。 
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島内においても虐待事案が発生することがあるため、引き続き早期発見・早期対処に努める。 

 

【基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長】 

[主要施策] 

(1)  子供たちが自ら学ぶ意欲を持ち、社会の変化に主体的に対応できるようにするため、学ぶこ

との意味や楽しさを実感させ、基礎的・基本的な学力の確実な定着を図り柔軟な思考力や、判

断力、豊かな表現力を育成する。 

①教育課程の適切な編成と基礎的・基本的な学習指導を充実し、主体的な学習態度を育成する。 

②「（東京都）児童・生徒の学力向上を図るための調査」や「（国）全国学力・学習状況調査」

の結果を生かした各教科の指導法の工夫や改善を進める。 

③児童・生徒の個々の状況を把握し、習熟の程度に応じた指導や補充的な学習等により個に応

じた指導を充実する。 

④豊かな人間性や社会性を育むため、学校外の人材を活用し教育活動の充実を図る。 

⑤家庭における基本的な生活習慣の形成、家庭学習の習慣化を図る。 

⑥教育課題の解決を図るために、積極的に教育研究を行い、その研究成果を発表する研究校を

指定し、学校教育を推進する。 

 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○学力調査等への参加 

 調査名 【文部科学省主催】全国学力・学習状況調査 

期 日 令和３年５月２７日 

対 象 小学６年生・中学３年生 

内 容 教科に対する調査〔国語、算数・数学〕 

質問紙調査〔学習意欲、学習方法、生活の諸側面等〕 

 

調査名 【東京都主催】児童・生徒の学力向上を図るための調査 

  期 日 令和３年１０月２７日から１２月９日までの間で指定した日 

  対 象 小学４、５、６年生・中学１、２、３年生 

  内 容 児童・生徒の学びに向かう力等に関する意識を調査 

（一人１台端末等を用いてウェブ上でアンケート形式の設問に回答） 

 

○国際理解教育への支援 

  小学校の総合的学習の時間で行われる国際理解教育の英語活動に対し、英会話教室の外国語

指導助手（ＡＬＴ）を派遣した。（契約人数：令和３年度３名） 

 ○研究奨励校の指定 

  奨 励 校：三原小学校 

教科領域：生活・総合的な学習を中核とした全教科 

    研究主題：八丈島を愛し、地域の未来を創りだす三原っ子 

         ～つながりに気付き、つながりを築く～  

○教育研究指定校 

  テ ー マ：自ら学び続ける生徒の育成  

  指 定 校：三原中学校 ※２か年で指定（令和２年度・３年度） 
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  教科領域：学習指導  

研究主題：自ら学び続ける生徒の育成 ～島しょ小規模校の特性を生かして～ 

 

成果：令和２年度より、小学校３年生から６年生の英語授業の年間単位時間数が増となった。

八丈町では先行して単位時間数を増としたカリキュラムを組んでいる。令和２年度と同様

にＡＬＴ契約人数を３名体制にすることで授業水準を保った英語教育ができた。 

研究奨励校（三原小学校）においては、地域の素材、人材を充分に活用することで、子

供たちが地域の良さに誇りをもつことや、主体的に関わろうとすることを目指し、研究主

題を設定した。教科横断カリキュラムカレンダーを用いた授業実践、招聘した講師による

ワークショップ、研究発表を行い、島内他校への普及啓発に努めた。 

研究指定校（三原中学校）においては、生徒の「自ら学び続ける力の向上」を目的とし

研究主題を設定した。これらは、子供たちが社会に出てからも学んだことを生かせるよう

に育成することが必要との判断によるものである。授業研究、家庭学習、生徒支援の３つ

の分科会が、それぞれ別の切り口から、生徒の自ら学び続ける力の向上に向けた取組を行

った。生徒の学ぶ姿勢にも変化が見られ、積極的に研究することができたと思われる。 

  

[課題、今後の方向性] 

 英語授業の年間単位時間数増に対しては、次年度以降もＡＬＴ契約人数を３名とし、より高い

水準での教育体制を構築する。授業時数の確保が非常に困難であることから、土曜授業等により

年間単位時間の確保に努める。 

学力向上については、学力調査の結果が国の平均値を上回る学校がある一方で、伸び悩んでい

る学校があることも現状である。また、「与えられたことはできるが自由度がない」、「自分の考え

を言えない」、「自己肯定感が低い」といった「自らが主体的に取り組む姿勢」が弱い傾向がある。

学校を離れた時に公の場でも同じように意見を言えるようになれるかが重要でもある。 

より効果的な指導法の模索、課題分析、授業改善策の作成と実践を早急に行い、保護者との連

携を図り、生活習慣の改善や家庭学習の定着に取り組むことが喫緊の課題と言える。 

  

[主要施策] 

(2)  特別な支援を必要とする児童・生徒が、個々の教育的ニーズに応じた指導を受けられるよう

特別支援教育を推進する。 

[施策の取組状況・実績、成果]  

○「八丈町特別支援学級要覧」の作成  

○就学支援シートの活用  

特別な支援の要・不要にかかわらず、保育園や小学校でどのような支援をしてきたのか適

切な情報を次の就学先へ引き継いでいくため、就学支援シートを作成し、活用を図った。 

○特別支援学級運営委員会の開催 

 開催回数  ２回 

   内  容  特別支援学級要覧の発行、特別支援学級・特別支援教室の課題等、 

学級・教室充実の要望書 

○特別支援教育運営委員会（コーディネーター担当会）の開催 

 開催回数  １回 

   内  容  就学相談から就学判定までの手順、特別支援教室利用開始までの手順協議 
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         青鳥特別支援学校八丈分教室に関する情報交換 

 

○就学支援委員会の開催 

 開催回数  ４回 

   内  容  次年度の就学措置の検討、特別支援教室入室判定、特別支援教室での指導に

おける成果報告会及び退室の検討、次年度就学予定園児の情報交換 

○学校生活・学習支援員の配置 

  三 根小学校 特別支援学級（知的障害）   ３名 

  大賀郷小学校 通常学級（支援を要する児童） ５名 

  三 原小学校 通常学級（支援を要する児童） １名 

  大賀郷中学校 特別支援学級（知的障害）   １名 

○臨床心理士・言語聴覚士の学校派遣 

  臨床心理士等を学校へ派遣し、特別な支援が必要な児童生徒について、教育委員会・学校

と情報交換し、指導体制の充実を図った。 

臨床心理士 ４回（１学期１回／２学期２回／３学期１回） 

言語聴覚士 ５回（１学期１回／２学期２回／３学期２回） 

 

成果：就学支援シートについては、保護者からの情報を得て、学校において有効に活用されて

いる。また、臨床心理士と言語聴覚士の学校派遣により、指導体制の充実を図ることがで

きた。 

 

[課題、今後の方向性] 

就学支援シートは、学校の児童生徒の実態把握や指導計画の作成において有効に活用されて

いる。島外から就学する児童生徒に関しては未配布、若しくは未回収となる事例が例年少なか

らず存在するが、令和３年度については、教育委員会における転入出担当者と連携を図り、配

布・回収を徹底することができた。 

特別支援学級では、学級担任が様々な障害のある児童生徒を指導するにあたって、専門家の

助言が必要な場合があるが、八丈町では専門病院や療育機関、相談機関等が存在しないため、

島外から臨床心理士や言語聴覚士を招致している。しかし、天候状況の悪化を考慮し、業務を

切り上げて都内へ戻る場合や、学校が観察を希望する児童生徒が多過ぎる場合、訪問すること

ができない学校が出てきてしまう。学校側の対応、教育委員会の対応に余裕をもつためにも、

運用面と予算面を引き続き検討する。 

特別支援教室では、利用を希望する児童生徒数が増加傾向にあり、巡回指導教員の授業時数

を圧迫し、本来、より手厚い支援が必要な児童生徒について十分な成果があげられていない。

「支援がさほど必要ないのでは」、「特別支援教室での支援が適していないのでは」との意見も

あることから、今後は通常の学級における支援方法や、入室保留などについても検討する必要

がある。 
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 [主要施策] 

(3)  へき地の特性や小規模校としての長所を積極的に生かし、家庭や地域社会との連携による特

色のある教育活動を推進する。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

 ○小学校連合音楽会の開催（中止となった。以下は予定されていた内容等） 

  期 日 令和３年９月２３日 

  場 所 八丈町多目的ホール「おじゃれ」 

  内 容 合奏、合唱 

○八丈管内中学校陸上競技記録会への支援（観客制限を設けるなど縮小して実施） 

  期 日 令和３年１０月２日 

  場 所 三原中学校 

  内 容 トラック競技、フィールド競技 

 

成果：島内小学校全校で取り組む連合音楽会や、島内中学校に限らず青ヶ島中学校も参加する

陸上記録会といった大会は、島内の一大行事として多くの人が参観をするため、児童生徒

の学校生活の中で大きな刺激となっている。残念ながら、連合音楽会については新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止の観点から中止とした。 

 

[課題、今後の方向性] 

小学校連合音楽会や中学校陸上競技記録会等の学習や行事に、新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策を施しながら工夫して複数校で取り組み、互いに刺激し合い、その成果を保護者・地域

に発表していく。ただし、中学校陸上競技記録会は、連合運動会的な色合いが強く、その競技方

法・選考方法など、大会運営については今後も引き続き検討する。 

 

 [主要施策] 

(4)  全ての子供たちが確かな学力を身に付け、逞しく生きていくために、義務教育の９年間を通

した継続的な小中一貫教育を推進し、発達段階に応じた学習指導や生活指導の充実を図る。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○保小中高連絡協議会の開催 

開催回数 ０回（コロナ禍による中止） 

  内  容 連携の取組状況報告、意見交換等 

 ○小中学校教員の交流 

 連携教育の推進（３ブロックの支援） 

 坂上学校連絡会（坂上ブロック） 

大小・大中連絡会（大賀郷ブロック） 

 小学校・中学校連携教育推進委員会（三根ブロック） 

○教育研究会（通称：町教研）への支援 

 東京都八丈島八丈町立学校教育研究会への研究費補助 ５４０千円 

 

成果：小中一貫教育の具体的目標は「自ら考え、判断して行動し、目標に向かって粘り強く取

り組む子供」、「他者と関わる中で、積極的にコミュニケーションをとり、自分の考えや気

持ちを表現することを通して、温かい人間関係を築くことができる子供」を育てることで
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あり、取組みの幕開けとして、各地区の小学校と中学校を一括りとした学園名を付けた。 

小中学校間では定期的に連絡を取り、交流や連携を深めることで、教育活動の充実に繋

がっている。 

令和３年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止を余儀なく

されたが、定期的に保小中高連絡協議会を開催することにより、各団体との情報交換、意

見交換を行うことができるので点の形ではなく、線の形で子供を育む教育体制が構築でき

ている。 

 

[課題、今後の方向性] 

小中一貫教育においては、各地区の小中学校の教師が協力し合って一貫した教育活動を推進し

ていく。 

学習活動の工夫、きめ細かな指導力の向上を目指し、教職員間の交流、連携、研究を一層推進

するため、東京都八丈島八丈町立学校教育研究会の支援は今後も続けていく。 

島内の児童生徒は、幼児期からほとんど同じ仲間との生活であるため、環境の変化による刺激

が少ないせいか、競争意識が低く、特に「基礎的・基本的な学力の定着」や「中 1 ギャップ」が

課題となっている。異校種間連携を推進することで、異校種の教職員による情報交換、授業参観

や出前授業、指導方法を検討し、改善を図りたい。 

 

[主要施策] 

(5) 適切な情報を活用する能力を育成し、学習に対する興味・関心を高め、理解を深めるために

ＩＣＴ（情報通信技術）の活用を図る。学びの個別最適化を進めるために、一人一台配備した

情報端末を効果的に活用できるよう計画を作成し、学習環境の充実を図る。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○情報教育推進委員会の開催 

開催回数 3回 

内  容  ガイドライン・セキュリティポリシーの確認、ＰＣ活用計画、ＰＣ環境に関す

る情報共有等、学校間共有フォルダの利用に関して（ルール策定）、タブレット端

末の運用・活用に関する情報共有等、ICT教材に関する研修 

○パソコンの設置台数 

学校名 
Windows Chromebook 

インターネット回線 
職員用 職員用 児童生徒用 

三根小学校 ２４ ２０ １６８ 光ファイバー 

大賀郷小学校 ２５ ２０ １０３ 光ファイバー 

三原小学校 ２０ １８ ４３ 光ファイバー 

小学校計 ６９ ５８ ３１４  

富士中学校 ２８ ２１ ８０ 光ファイバー 

大賀郷中学校 ２６ １９ ６８ 光ファイバー 

三原中学校 ２２ １５ ２７ 光ファイバー 

中学校計 ７６ ５５ １７５  

相談室 ３ ０ ０ 光ファイバー 

合計 １４８ １１３ ４８９  
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成果：一人一台端末の導入により、通常授業や持ち帰り学習等、ＩＣＴ活用の幅が広がり、Ｉ

ＣＴ機器の積極的な利用に繋がっている。また、ＬＴＥ回線や校内ＬＡＮの設置により、

場所を問わず端末を使用できることにより、アクティブラーニング、調べ学習等での活用

が進んでいる。 

 

[課題、今後の方向性] 

生徒・児童に対しては、ＩＣＴ機器を正しく活用していくためのリテラシー教育のより一層の

充実が必要になる。教職員に対しては操作研修等を通じて全体のスキルアップを図っていく。 

 

 [主要施策] 

(6)  学校、家庭及び地域が連携して、児童生徒が望ましい食習慣を確立できるよう、食育の推進

に取り組む。また、学校給食の充実を図り、地場産物や安全で安心できる食材を利用して特色

ある給食づくりに努める。 

 ① 学校給食担当教諭と連携して試食会等を開催し、保護者や地域の方々に給食に対する理解

を深めるように努める。 

 ② 栄養バランスのとれた献立内容の充実に努める。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○給食センター運営審議会 開催回数 ２回 

○学校給食の実施 実施日数 １９０日 

○地産地消の推進 

 農協、漁協女性部、地元農産物生産者等と農作物の収穫時期の情報提供など協力を求めた。 

【八丈産の食材使用回数】 

野菜５３回、魚１０１回、芋２回、果実２回、牛乳１回 

農産物（農協） 芋類（サトイモ・サツマイモ） 

野菜類（アシタバ・生しいたけ・きくらげ） 

果実類（パッションフルーツ・スイカ） 

海産物（漁協） 魚類（トビウオ（スティックミンチ等）・ムロアジ・メダイ・ムロ節・キン

メダイ・メジマグロ・サワラ・トミメ・ムロ節けずり節（汁もの）） 

その他 八丈ジャージー牛乳 

○郷土食の実施 

 麦雑炊、ムロ節ご飯、すりみ汁、アシタバのごま和え、アシタバ蒸しパン、トビウオのそぼ

ろごはん、トビウオ入り卵焼き、かんものみそ汁ほか 

○学校栄養士会 開催回数 １０回（学校栄養士会６回、八丈島栄養士会４回） 

○食育リーダー連絡会 開催回数 ３回 

 教育委員会、教育庁八丈出張所並びに各学校からの情報提供及び食育推進の検討 

○あしたば通信の発行 

 保護者への食育の啓発を目的とし、２か月毎のペースで発行 

○食育推進事業 

 簡単・時短 朝ごはんレシピ集配布 

 

 

 



16 

○学校との食育の連携 

○ホームページを活用した情報提供 

 給食センターホームページを活用し、給食だより・献立表の給食メニューを情報発信した。  

http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kondate 

○給食センター施設見学・職場体験学習 

 小学校による給食センター見学を受入れ、児童たちとの質疑応答や調理作業風景を見学して

もらい、給食ができあがるまでにどれだけの作業工程があり、どれだけの人が携わっている

のかを学んでもらった。また、中学生の職場体験学習を受入れ、栄養士業務、調理業務を実

際に体験してもらった。 

 

成果：学校給食においては、島の食材を使用した献立により、地産地消を推進した。また、八

丈島の郷土料理のほか、他の地域の郷土料理や昔の給食を再現することで食育の生きた教

材としても活用できる給食を提供した。その他としては大部分をアルファ化米と地場産物

で構成した防災給食を提供することで地場産物についての意識、防災意識を高めた。 

   食育においては、各会議での情報交換や関係機関との連携の下、あしたば通信の発行、

ホームページでの情報発信を通じて、保護者等への啓発を図ることができ、積極的に給食

センター見学や職場体験学習を受け入れることにより児童生徒にも普段自分たちが食して

いる給食について学ぶことができた。 

 

[課題、今後の方向性] 

児童・生徒には限りある時間の中で、単なる料理教育ではなく、食に対する心構えや栄養学、

伝統的な食文化、食事作法、食ができるまでの第一次産業についての総合的な教育を他の教科に

織り交ぜながらどう行っていくのかが課題である。 

地産地消率は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあるが令和２年度より算出方法が変更

となり、これまで含めていなかった項目も含めるようになったこともあり、１２．４２％となっ

た。令和３年度は不漁により魚が取れず、普段みそ汁に使用していたムロ節、けずり節等も使用

することが難しい状況が続いたことから地産地消率が１０．４２％まで減少した。今後も漁協女

性部と連携し給食にあった水産加工品を積極的に導入し、農協、地元農産物生産者、関係機関等

と情報交換を行い、使用できる品目を増やすため、給食センターで求めている品目、使用時期を

提示し地産地消を推進していく。特に農産物については島内農産物生産者と直に交渉し、安定供

給を図っていくほか、加工品導入も視野に入れて農協女性部との情報交換、意見交換を密に行っ

ていく。 

給食センターについては、民間の活用と効率的な運営により、より充実した学校給食を目指し

ていく。施設関係の整備については、経年劣化の進んだ調理機器の入替え等について計画的に実

三 根小学校 

大賀郷小学校 

三 原小学校 

栄養士 

 

家庭科「リクエスト給食を考えよう」 

三 根小学校 

大賀郷小学校 

三 原小学校 

栄養士 

食育朝会にて講話 

「地場産物について」 

「風邪に負けない丈夫なからだをつくろう」、「食品の栄養素につ

いて」 

三 原小学校 栄養士 生活科「やさいはかせになろう」 
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施していく。 

今後も安定的に、栄養面にも十分配慮した安全な給食の提供に努めていく。 

 

[主要施策] 

(7)  八丈島の文化・伝統に触れる機会の充実を図り、郷土に対する愛着や誇りを育む教育を推進

する。 

○八丈町伝統文化体験事業 八丈島昔遊び大会  

令和４年１月８日 八丈町立三原学園、三原小中学校（体育館）にて 来場者数１４２名  

  新たな伝統文化の体験の場の創出・拡充と子供から大人、高齢者まで様々な人が交流するこ

とで、伝統文化・方言の継承とともに、ダイバーシティの意識を育み、八丈町の青少年が多様

性に富んだ人材として今後活躍していけるきっかけづくりを目指す。 

 

成果：平成３０年度よりかるた大会と為朝凧あげ大会の２事業をまとめ、八丈島昔遊び大会と

称し東京都補助を利用し実施している。複数の遊び場会場を設置したことにより各会場を

行き来することができたので、それぞれの大会への参加者の増加など相乗効果が生まれた。

特に大会当日は晴天であったため家族で凧揚げを楽しむなど、貸出数が足りずに順番待ち

が発生するほど盛況だった。また、多世代が交流を行うことで参加者へ伝統事業の継承と

ダイバーシティの意識醸成が行えた。 

 

[課題・今後の方向性] 

会場が２か所にまたがることから参加者の混乱が予想されるため、会場や駐車場を明示した張

り紙と看板を掲示したほか、案内員を２名設置することで、かるた大会と昔遊び大会それぞれの

会場への誘導がスムーズに行えた。今後もより分かりやすい会場案内方法を考慮する。 

昔遊び大会、会場出入口にて来場者アンケートを実施したが、回収率が参加人数と比して１０％

と非常に低かった。アンケートの設置場所や実施するタイミング、案内員による声掛けでの記入

を促すなどの工夫を検討していく。 

 

 [主要施策] 

(８)  地域と連携しながら、「島言葉を知り、伝える」取組みを行い、郷土を愛する教育と小中

学校での八丈方言に関する学習活動を推進する。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○八丈方言（島ことば）の授業実施 

 ・各小中学校において各学年３時間の授業を実施した。 

 ・「八丈方言カリキュラム・モデルプラン改訂版」を教職員に配布。 

 ○教職員夏季研修会 

 

 成果：学校教育の中に、八丈方言（島ことば）の学習を位置づけ実施していることは、日常的

に方言学習を島の児童生徒が体験することになるので、身近に八丈方言に触れる機会が増

えている。 

 

[課題、今後の方向性] 

消滅の危機にあるとされる島ことばについては、町としての調査、記録、継承、普及の活動を
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積極的に行っている。青少年世代ではほとんど島ことばが話されなくなっている現在、島ことば

を話せる方の力を生かし、方言に接する機会を増やすために、学校教育の中で取り組んでいる。   

普段の生活の中で、自然と話すことができるようになることを期待する。 

 

[主要施策] 

(９)  小中学校におけるキャリア教育を推進する。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○職場体験等の実施 

  富士中学校   ６月２日～６月４日 職場体験（２年生）  

  大賀郷中学校  １１月２日、１１月４日～１１月５日 職場体験（２年生） 

  三原中学校   ６月２日～６月４日 職場体験（２年生） 

 

成果：地域の様々な職業の現場を体験することができる各中学校の職場体験は、生徒たちの勤

労観や職業観を育み、進路選択・人生設計について考える、貴重な機会となっている。今

後も将来に繋がる体験学習を実施し、キャリア教育の推進に努めていきたい。 

 

[課題、今後の方向性] 

離島という地域性を考えれば改善は難しいが、進学や就職の際に島外へ出る子供たちが多い中、

都内に比べ職場体験受入先の選択肢が少なく、興味のある場所で職場体験ができないことは課題

の一つであった。この課題に対応するため、令和４年度より新たに中学校２学年を対象とした島

外企業等への職場体験を主とした移動教室を実施する。 

いっぽう島内の児童生徒が、今後生活していく上で体験する可能性のある物事に対して、離島

ゆえに機会が制限されることは、職場体験に限られたことではない。その分、自分で調べる力を

付ける指導を今後も続けていくことが肝要である。 

 

【基本方針３ 「生涯学習」と「文化・スポーツ」の振興】 

[主要施策] 

(1)  青少年が団体生活や各種の体験活動を通して、心身を鍛え思いやりの心を育てる機会の充実

を図る。そして社会のために進んで奉仕する青少年の育成を目指し、心の教育を推進する。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

 ○八丈町青少年対策地域委員会の開催 各地域委員会にて開催 

 ○八丈町青少年委員会の開催     開催回数 ２回（第１回は書面開催） 

 ○八丈町青少年問題協議会の開催   開催回数 ０回（書面開催のみ） 

 

○島外体験学習の実施（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止） 

例年は８月に４泊５日行程で「山梨県八ヶ岳」を訪問し、キャンプ生活、登山、そば打ち体

験、地元中学生との交流などを行っている。 

 

成果：残念ながら、令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった。 

 

[課題、今後の方向性] 

島にはない自然の中での野外活動・体験教室は、子供たちの心の豊かさや逞しさの育成に寄与
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し、自らの力を社会に貢献できるリーダーの養成にもつながる。より充実した活動内容を今後も

継続して実施していく。 

青少年対策については、各地域の青少年対策委員会が様々な活動を行っており、地域で青少年

を見守ろうという姿勢で取り組んでいる。 

 

 [主要施策] 

(2)  町民の学習活動やコミュニティ活動を支援するため、八丈町コミュニティセンター、公民館

などの社会教育施設の管理・整備に努める。町立図書館については、図書資料及び視聴覚資料

の充実を図る。「第２次八丈町子ども読書活動推進計画」を基盤とした、ブックスタートや小学

生への利用ガイダンス実施や児童室整備など、利用しやすい環境づくりを進める。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○コミュニティセンターの利用状況 

 

 

 

 

 

 

○コミュニティセンター主催スポーツ大会の開催 

ボウリング大会開催  １２月１２日～１２月１９日 参加者 ８６名 

           ※感染症対策のため通常１日間から１週間実施 

  テニス大会開催    １２月１９日        参加者 ３０名 

  フットサル大会開催  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 ○公民館の使用状況 

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設対応 

令和３年４月 １日～４月２４日：２１時以降休館 

令和３年４月２５日～６月１３日：休館 

ボウリング場（４レーン） 4,551 ｹﾞｰﾑ・2,589人 

テニスコート（夜間照明付２面） 521件・3,280人 

体 育 館（人工芝１面） 340件・3,379人 

会 議 室（１室） 2件・   9人 

計 9,257人 

三根公民館 

869件 

8,733人 

英会話・踊り・親子サークル・学習会・健康教室・剣道 

・語学教室・書道（習字）・卓球・太鼓・バレエ・フラ 

・フラメンコ・文庫活動・ヨガ・レクリエーション 

・ワークショップ・老人クラブ・高齢者給食サービス等 

大賀郷公民館 

633件 

6,988人 

生け花・英会話・親子サークル・学習会・キックボクシング 

・健康教室・剣道・卓球・婦人会・文庫活動・老人クラブ 

・高齢者給食サービス・学習支援等 

樫立公民館 
211件 

2,733人 

生け花・踊り・健康教室・自治会活動・卓球・婦人学級 

・婦人会・文庫活動・老人クラブ・高齢者給食サービス等 

中之郷公民館 
221件 

2,909人 

英会話・健康教室・自治会活動・住民説明会・卓球・婦人会 

・文庫活動・老人クラブ・高齢者給食サービス等 

末吉公民館 
69件 

545人 

健康教室・自治会活動・卓球・老人クラブ・高齢者給食サー

ビス等 

計 2,003件 21,908人 
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令和３年６月１４日～６月２０日：２０時以降休館 

令和３年６月２１日～７月１１日：２１時以降休館 

令和３年７月１２日～８月 ４日：２０時以降休館 

令和３年８月 ５日～９月３０日：休館 

令和４年２月 ７日～２月２７日：休館 

 

〇台風による施設対応 

 令和３年１０月１日～２日：休館 

 

○図書館の利用状況 

  開館日数：２０２日 

 延べ利用者数：６，５３７名 １日平均利用者：３２名 

  蔵書冊数（書籍等）：３７，７４９冊  ＤＶＤ・ビデオ：１，２０２点 

○図書館の主な出来事 

  ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設対応 

   令和３年４月２５日～６月１３日：休館 

   令和３年８月５日～９月３０日：休館 

・台風による施設対応 

   令和３年１０月１日～２日：休館 

  ・文庫まつり及びおはなし会中止 

・小学校新１年生ガイダンス中止 

 ○八丈町立図書館推進委員会の開催 

開催回数 なし（事業運営の縮小による） 

令和４年３月３１日の委員の任期満了に伴い、令和３年度をもって活動を休止。 

 

成果：公民館は、令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休館や

使用制限により、使用件数は少ない状況だが、令和２年度と比べると微増となった。 

コロナ禍における公民館使用継続維持のために、感染症対策コーナーを入り口に設置し、

施設と使用者の感染症に対する安全対策を引き続き行っている。 

老朽化や耐震性脆弱に伴う、中之郷公民館建替事業については、令和３年度は中之郷公

民館建設準備委員会を３回開催した。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、準備委

員会の開催が延期となる事態が生じたが、令和４年度も引き続き準備委員会で検討を行っ

ていく。 

図書館は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により休館する期間があったことによ

り、昨年度に続き、利用者数は半減となる影響を受けた。そのような中でも、子供の自主

的な読書につながるよう、ブックスタート（一部）や絵本の紹介を実施した。 

 

[課題、今後の方向性] 

コミュニティセンターは、土･日曜日・平日夜間以外の利用率を上げるため、引き続き広報活動

等により町民へ周知する。平成３１年度に長寿命化計画策定及び建物調査も終了したため、今後

計画に基づき施設を整備する。 

公民館は、コロナ禍における施設運用を念頭に感染症対策を継続して実施し、安全管理を徹底
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していく。 

中之郷公民館建替事業については、令和４年度から５年度にかけて中之郷公民館建設準備委員

会において住民サービス、防災の観点から具体的な建設用地や設備について地域特性を踏まえて

検討し、５年度の基本設計の策定を推進する。 

図書館は「第２次八丈町子ども読書活動推進計画」を基盤とし、コロナ禍においても引き続き

ブックスタート、おはなし会等を通して読書の楽しさを伝え、図書館運用の強化にも取り組む。 

図書館来館者数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、令和２年度比７８．７％だ

った。引き続き、減少傾向にある利用率を上げるため、企画や広報活動や施設整備に力を入れる。 

 

 [主要施策] 

(3)  八丈島文化協会をはじめとする諸団体の芸術・文化活動の支援や、多くの住民等が使用でき

る多目的ホールおじゃれ（集会施設）の管理、運営に努め、クラシックコンサート、芸術文化

振興事業の実施など、町民が芸術・文化に親しみ、参加できる機会の充実を図る。また、諸団

体の活動計画等を広く収集し、町民に情報提供する。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○第５１回八丈島團伊玖磨メモリアルコンサート（旧團伊玖磨記念サマーコンサート）の開催 

  期 日 ３月１日（火）１９時開演 

  場 所 八丈町多目的ホール「おじゃれ」 

  入場者 ８９名 

  出演者 コーディネーター 加藤洋朗  

演 者 ピアノ・お話／加藤昌則 ソプラノ／コロンえりか  

ギター／松尾俊介    ピアノ／河野紘子理  

   

○寄席公演の開催（島しょ芸術文化振興事業） 

期 日 １１月１４日（日）１４時開演 

場 所 八丈町多目的ホール「おじゃれ」 

入場者 １１７人 

出演者 船窪舞子（寄席解説）、三遊亭美よし（落語）、笑福亭里光（落語） 

    できたくん（発泡スチロール芸）、三遊亭遊吉（落語） 

 

○芸術・文化団体活動への支援 

八丈島文化協会に対して、下記の八丈島文化協会主催及び後援事業に支援した。 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により各事業は縮小又は中止とした。 

 

主な事業：八丈島文化協会事務、八丈小島自然体験学習、八丈島ＪＡＺＺフェスティバル、 

八丈島民大学講座、八丈島伝統文化継承、八丈島文化フェスティバル、 

子ども文化体験 

成果：八丈町多目的ホール「おじゃれ」は平成２５年８月より供用を開始し、島内だけでなく、

島外からも来訪する様々な団体に利用されている。島内各地で行われていた催し物が当ホ

ールに集中したことで、イベントの全容が把握しやすくなり、諸文化団体の活動の活性化

事業名 交付額 確定額 

八丈島文化協会事務事業 ２，２００，０００円 １，３９３，７５２円 
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にも繋がった。 

   團伊玖磨記念コンサートは「八丈島 團伊玖磨メモリアルコンサート」と名称を変え、

八丈島の文化振興に大きく貢献した名誉町民である團伊玖磨氏の功績や思いを継承しなが

ら、新しい体制でのクラシック音楽を通した芸術文化の提供を行った。新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により、２月２０日（日）開催が延期となったが、感染症対策を徹底

し、芸術文化活動再開の先駆けとなるコンサートを実施することができた。 

   島しょ芸術文化振興事業の八丈島寄席公演では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対

策として席の消毒や入館者の把握など都より指導を受けつつ、落語や発泡スチロール芸が

披露され多くの来場者で賑わった。島内では経験することが難しい本格的な芸術文化を体

験する機会を提供したことで、芸術文化の振興に寄与することができた。 

   八丈島文化協会に対する補助についても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

事業の中止や延期を余儀なくされ、補助金の返還が生じた。減収となった協会収入につい

て団体側との協議を重ね、文化振興の灯を消さないためにも柔軟な対応を行った。 

 

[課題、今後の方向性] 

八丈町多目的ホール「おじゃれ」が、供用開始から９年が経過し、一部不具合などの症状が発

生している。施設の適切な管理を心がけ、常時、ホール利用者が快適に練習やイベント等を実施

できるように努める。国や都、民間団体の事業や補助金等を活用して、島内では触れる機会の少

ない芸術文化体験の機会を提供する。 

令和４年度はコロナ禍により衰退した芸術文化活動を、新型コロナウイルス感染症拡大による

影響を考慮しながら推進し、團伊玖磨氏の音楽を通して町民の皆さんに上質なクラシック音楽の

提供を図っていく。また、八丈島の次世代への音楽文化継承のため、若年層の参画についても検

討を進める必要がある。そのほか、構想として令和６年度の町政施行７０周年の記念公演（オペ

ラ「夕鶴」）に向けて準備検討を進めていく。 

八丈島文化協会の活動についても、八丈町の芸術文化振興及び機運醸成を図ることを目的とし、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響や社会情勢等も考慮した上で、今後も相談・調整等を行い

適切に支援を継続する。 

 

[主要施策] 

(4)  英会話教室、婦人学級など、町民が生涯を通じて学ぶことのできる機会の充実を図る。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○英会話教室の開催 

 講 師  ３名 

 受講者  ９９名（小学生４６名・一般４３名・ベビーママ１０名） 

 内 容  １９クラス 

場 所  三根公民館(水・金曜日)、大賀郷公民館(月・火曜日)、中之郷公民館(木曜日) 

※年度当初からの休講期間が続いていたが、７月１日（木）から通常どおり再開した。 
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○婦人学級の開催 

 

成果：英会話事業は順調に活動を継続しており、多文化共生の推進や授業の多様性を拡充する

ことができた。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休講期間中は、令和２

年度に引き続き、自宅で学習できるオンライン講座の動画配信を行った。また、新たな取

り組みとしてワークシートの作成を行った。 

婦人学級は昨年度に続き、コロナ禍での感染症対策を徹底しながらの事業実施となった

が、今年度は参加人員も増となり、成人教育活動再開の兆しが見られた。 

 

[課題、今後の方向性] 

英会話教室は毎年多くの子供たちや一般住民が受講しており、継続率も高い状況にあるが、受

講者数は前年と比較して微減している。コロナ禍におけるオンライン講座の活用なども継続して

いくことで、次年度も魅力ある授業や運営体制、更なる語学習得と英会話教室を通じた地域コミ

ュニケーションの向上を目的とした授業内容の充実を図る。 

 

[主要施策] 

(5)  次代を担う人材を育成し、加えて共働き家庭の子育て支援の観点から放課後子供教室（がじ

ゅまる広場）と放課後児童クラブ（とびっこクラブ）の一体的な実施を中心に両事業の計画的

な整備を進める。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

 ○放課後子どもプラン運営委員会の開催 

 開催回数 ３回 

○放課後子どもプラン実施状況 

 ・三根小学校がじゅまる広場 

  開催日数１９１日、延べ参加者数 １１，８５８人(一日平均６２．１人) 

 ・大賀郷小学校がじゅまる広場 

三根婦人学級 

植え付け教室 

延べ参加人員１１２名 
料理教室 

寄せ植え教室 

卓球教室 

大賀郷婦人学級 
寄せ植え教室 

延べ参加人員１０６名 
編物教室 

樫立婦人学級 

寄せ植え教室 

延べ参加人員７７名 生け花教室 

ゲートボール教室 

中之郷婦人学級 ゲートボール教室 延べ参加人員６２名 

末吉婦人学級 未実施  

合計 学級数 １０教室 全学級延べ人数 ３５７名 
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  開催日数１９３日、延べ参加者数 ６，３７８人(一日平均３３．１人) 

 ・三原小学校がじゅまる広場 

  開催日数１９８日、延べ参加者数 ４，３２４人(一日平均２１．９人) 

 

 ※三根小学校は令和４年２月２日～２月１０日の臨時休業に伴い閉鎖。 

大賀郷小学校は令和４年１月３１日～２月４日の臨時休業に伴い閉鎖とした。 

 

成果：令和３年度は学校の閉鎖期間を除き、基本的な感染症対策を講じながら通常通り開催し

た。指導員の体調不良等による退職や休職が多く、シフトの調整ができず職員が現場に入

ることが増えた。指導員の確保は今後も常に課題となることが予想される。指導員会議で

は、町から連絡事項の共有や周知をするだけでなく、教室内でのルールやトラブル、児童

についての意見交換をすることを意識づけ、教室からよりよい運営のための意見を得るこ

とができた。 

 

[課題、今後の方向性] 

コロナ禍でも引き続き子供たちの健やかな居場所づくりの充実を図るため、教室での感染症対

策や活動場所・指導員の確保、学校との連携ができるように努める。 

 

[主要施策] 

(6)  八丈島に伝わる有形・無形の文化財の保護に努めるとともに、文化財の公開・活用を通して

文化財に親しむ機会を提供する。また、文化財管理者として歴史民俗資料館の整備・活用を図

る。 

 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○歴史民俗資料館（八丈支庁ホール）の管理、運営 

来館者  １，６９４人（令和２年度は１，９６４人） 

収 入  １３４，２００円（令和２年度は１５７，２００円） 

受付や案内業務等はシルバー人材センターへ委託 

○管内指定文化財状況（令和４年３月３１日現在） 

国指定  ８件（登録文化財：２件、記念物：６件（うち地域を問わず指定：５件）） 

都指定 ２７件（有形：１６件、建造物：２件、史跡・旧跡：６件、無形民俗：３件） 

町指定 ４８件（重宝：１２件、技芸：１０件、郷土資料１７件、史跡・旧跡：２件、記念 

        物７件） 

○八丈町文化財専門委員会の開催 

開催回数 開催なし 

○文化財の公開 

 「東京文化財ウィーク２０２１」への参加 １０月１日～１１月３０日 

  企画事業 文化財めぐり、歴史民俗資料館（八丈支庁ホール）内の展示物の解説 

○玉石垣保存会への支援 

 

事  業  団  体 補助額 内容 

大里地区玉石垣保存会 ８００千円 玉石垣修復・後継者育成 
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成果：歴史民俗資料館（八丈支庁ホール）の来館者数は、前年度比で２７０人の減。原因とし

て、新型コロナウイルス感染症拡大および島内の感染状況を考慮したため資料館を閉館し

た期間があったこと、観光客の来島自粛が挙げられる。 

   旧歴史民俗資料館は建築改修のための実施設計を行うとともに、令和７年度リニューア

ルに向け、コンセプトやストーリー、ゾーニングなどの展示に関する実施計画を取りまと

め、歴史民俗資料館移転・整備検討委員会にて報告を行った。 

   文化財専門委員会は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、開催することはでき

なかった。 

大里地区玉石垣保存会への補助事業では、計画的に改修を行うことで、八丈町の歴史的

な景観である大里地域の玉石垣保存に対する意識の醸成や、保存技術者の育成、継承を推

進するための一助となった。 

 

[課題、今後の方向性] 

旧歴史民俗資料館については、次年度から令和６年度まで改修工事を進める。また展示に関す

る実施計画を基に、展示基本設計を行い、展示実施設計へ繋げていく。 

文化財については、文化財専門委員会を活用し、保存、活用について適宜検討を行う。 

八丈島誌改訂は、前年度に引き続き駒澤大学の中野達哉教授に公文書調査を委託し、基礎資料

ともなる八丈島誌資料編刊行に向け、準備を進める。 

大里地区玉石垣保存会へは継続的に支援を行い、玉石垣の保存と後継者育成の推進、玉石垣の

文化に親しむ機会を提供する。 

 

[主要施策] 

(7)  八丈方言の担い手である高齢者の力を生かし、島民が関心を持つ「島言葉を知り、伝える」

取組みを行う。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

 〇第１回方言大会 令和４年３月６日 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 〇第１１回八丈方言講座 令和４年２月５日 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 

成果： 方言大会、方言講座ともに新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、残念ながら中

止となった。 

 

[課題、今後の方向性] 

教育委員会が行ってきた「島言葉を知り、伝える」活動も１０年以上経過し、活動内容の見直

し、更なる展開が必要であり、学校教育と社会教育の両面から推進していくことが大切である。

今までは高齢者が活動の担い手であったが、これからは、４０代から５０代の比較的若い人たち

に関心を持ってもらい、島言葉の保存と継承活動の一翼を担ってもらいたい。その為に「第１回

八丈方言大会」を開催する運びとなっていたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

昨年度、今年度共に中止となってしまった。小・中・高・一般・高齢者を含めた「八丈方言」を

楽しみ、発表する場となる「第１回八丈方言大会」を開催に向けて、準備を進める。 
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 [主要施策] 

(8)  町民によるスポーツを振興し、スポーツに対する関心を高めるとともに、町民の健康増進と

体力向上を図り、相互の交流を深める。また、体育協会・スポーツクラブと連携し各種スポー

ツの指導者育成に努める。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○国土交通大臣杯 第１３回全国離島交流中学生野球大会 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 ○第５９回町民体育大会 

  開催予定日 １０月１０日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

○スポーツ講習会の開催   

バスケットボール講習会 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

○スポーツ団体への支援 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各事業は縮小又は中止 

 

○体育施設の利用状況  

施設名 件数 人数 

富士グラウンド １６８件 ５，１３５人 

富士ゲートボール場 １２８件 １，６５６人 

樫立運動場 ５９件 １，０３５人 

樫立屋内運動場 １４１件 １，２０７人 

中之郷運動場 ８件 ２１０人 

中之郷屋内運動場 １２４件 １，０８６人 

末吉運動場 ８件 ２００人 

末吉屋内運動場 １６件 １２９人 

南原スポーツ公園（サッカー） ７２件 ２，１６０人 

南原スポーツ公園（野球） ３２件 ９０６人 

 

成果：新型コロナウイルス感染症拡大の影響による施設の使用中止等あったが、その中でも

町民のスポーツに対する関心を高め、多くの方の健康増進や体力向上に寄与し、相互交

流を深めることができた。 

 

[課題、今後の方向性] 

各施設の経年劣化による破損が多く見られているが、建替えや閉鎖が難しい現状では破損個所

を修繕して使用していく現在の方法が適当であると考えられる。その中で屋内運動場照明器具の

ＬＥＤ化を進めていく。 

事 業 団 体 交付額 確定額 

八丈島体育協会 ４，０００，０００円 ２，９２９，６７９円 

八丈島体育協会（ジュニア育成） １，５００，０００円 ２２７，０３１円 

八丈町スポーツクラブ ５０，０００円 ０円 

レインボーカップ 2021実行委員会 ４，０００，０００円 ３，２１３，０００円 
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【基本方針４ 「町民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進】 

[主要施策] 

(1)  外部評価の導入などを通じて、保護者や地域住民の参画を求め、開かれた学校づくりの一層

の推進を図る。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○外部評価の実施（学校の取組み） 

  保護者・地域からの教育活動に対するアンケート 

 小学校 全校実施、中学校 全校実施 

 

成果：保護者、地域からのアンケートなどを通して学校における教育活動全体についての評価

を生かし、次年度の教育活動・教育課程に反映させ、よりよい学校づくりを推進している。 

 

[課題、今後の方向性] 

施設・設備面においては、令和２年度に学校各施設の長寿命化計画を策定。それを基に教育委

員会が主となって年度別事業計画を策定し、学校施設設備の改修を進め、教育環境の充実を図る。 

 

[主要施策] 

(2)  学校教育の改善に対する各学校の取組みを進めるため、校長のリーダーシップの下、学校の

自主性・自律性の確立を図る。また、主幹教諭の配置を進めるとともに、その補佐的役割を担

う主任教諭の配置にも取り組み、学校の組織的な課題対応力の向上を図る。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

学校の組織的な課題対応力の向上のため、主幹教諭配置計画に基づいた配置を行う。その補佐

的な役割を担う主任教諭の配置も行う。 

○主幹教諭の配置 

○主任教諭の配置 

 

成果：令和２年度と比較すると、主幹教諭は全体で同数であり、三原小学校とすべての中学校

は計画人数に達していない。主任教諭については昇任や人事異動の関係もあったが、全体

では同数であった。 

 

[課題、今後の方向性] 

主幹教諭については、東京都教育委員会の配置計画と学校規模を勘案しながら、無配置校をな

くすべく取り組んでいる。主任教諭についてもバランスの良い配置となるよう引き続き取り組む。 

また、主幹教諭選考、主任教諭選考の受験有資格者に選考を受験するよう促す。最近では、指

導主事職を経験してから管理職登用を目指す教職員も増えてきている。 

校 種 配置計画 令和３年度配置人員数 

小学校 各２名 三根小(2名)・大賀郷小(2名)・三原小(1名) 

中学校 各３名 富士中(2名)・大賀郷中(2名)・三原中(2名) 

校 種 令和３年度配置人員数 

小学校 三根小(5名)・大賀郷小(4名)・三原小(5名) 

中学校 富士中(7名)・大賀郷中(4名)・三原中(5名) 
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[主要施策] 

(3)  教員の資質向上及び意識改革を図り、授業改善に資するため、週ごとの指導計画の作成及び

点検、校内外での研修の充実等の一層の推進を図る。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

 ○週ごとの指導計画（週案）の点検 

第１回   ７月１３日、１６日、１９日 

第２回  １２月１３日、１７日 

第３回   ３月１６日、１７日、２２日 

 ○週案点検結果 

週ごとの指導計画の提出 ９７％ ねらい  ８１％ 

管理職の確認印 ９７％ 指導内容 ８８％  

管理職のコメント ９８％ 週ごとの実施時数 ９８％  

単元名 ９７％ 累計時数 ９５．５％ 

○夏季研修会の開催 

  感染状況に応じて他会合と抱き合わせるなどして適宜実施 

○校内研究の充実（講師招聘、研究授業等） 

 ・三根小学校 研究テーマ「自他の良さ、大切さを感じられる児童の育成 

               ～学習や生活場面における『読み取る』活動の充実を通して～」 

 ・大賀郷小学校 研究テーマ「確かな学力を身に付け、主体的に学ぶ児童の育成 

                          ～ユニバーサルデザインの視点から～」 

 ・三原小学校 研究テーマ「八丈島を愛し、地域の未来を創りだす三原っ子 

                          ～つながりに気付き、つながりを築く」 

 ・富士中学校 研究テーマ「未来の創り手に求められるリーダーシップと 

コミュニケーション能力の育成」 

 ・大賀郷中学校 研究テーマ「郷土の学びをいかした道徳教育の充実 

                       ～八丈島と共に学び、心豊かに生きる生徒～」 

・三原中学校 研究テーマ「自ら学び続ける生徒の育成～島しょ小規模校の特性を生かして～」 

 

成果：小中学校における学習指導要領の完全実施を受け「主体的・対話的で深い学び」の実現

を目指す取り組みが行われている。各校における教育課題を解決するための研修は、年々

テーマに工夫が重ねられており、専門の講師を招聘するなど、充実が重ねられている。 

 

[課題、今後の方向性] 

指導者の授業力向上、授業改善を実現するためには、週ごとの指導計画（週案）の作成・提出

が欠かせない。カリキュラム・マネジメント及び教育課程の適正な管理という観点からも、校長

の権限と責任の下にすべての教員が行わなければならない。未記載等がないように、指導の徹底

を図る。 
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 [主要施策] 

(4) 学校施設を開放して効率的な運営を図る。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○学校施設の利用状況 

 

成果：新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための開放中止期間があったことから件数、

人数ともに減少した。 

 

[課題、今後の方向性] 

開放に際し、使用料の徴収方法や年間予約等のシステムについて各使用団体と協議し、効率の

よい運営を図る。また、感染症対策の徹底を周知することによる利用率の向上を図る。 

 

[主要施策] 

(５)  自然環境に配慮し、児童生徒が安心して学び、遊べるよう、各小中学校の校庭の芝生の管

理について、学校と地域が連携した体制づくりを構築できるよう支援する。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○ボランティア保険への加入 

  芝生化した校庭の各校の維持管理団体（地域住民、校庭利用団体等）のボランティア活動

中の事故対応に備え加入している。 

○校庭芝生化技術支援事業の実施 

  東京都の委託機関（㈱緑の風景計画）の専門家派遣による芝生の状態確認、手入れに関す

る質疑応答を芝生化が済んでいる学校に対し希望制で行った。 

○東京都公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金の活用 

   芝生化実施完了後５年以内の学校を対象に、維持管理に係る専門的作業（更新作業、全面

目土作業、肥料散布作業）に要する経費の２分の１を補助する。【大賀郷中学校】 

 

成果：芝生化前は、地域住民からの苦情があった砂の巻き上がりが減り、児童生徒が転んだと

きのケガが減った。 

環境学習効果や地域の新しいコミュニティの場としても効果が見られている。 

 

 

 運動場 体育館 
備     考 

件数 人数 件数 人数 

三 根 小 学 校 15件 422人 235件 5,107人  

大賀郷小学校 16件 286人 129件 1,803人  

三 原 小 学 校 － － 86件 941人 運動場の数は三原中に含む 

計 31件 708人 450件 7,851人  

富士中学校 19件 350人 132件 1,312人  

大賀郷中学校 33件 450人 116件 1,422人  

三 原 中 学 校 0件 0人 48件 591人  

計 52件 800人 296件 3,325人  
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[課題、今後の方向性] 

維持管理に関する経費や手間が現場の大きな負担となっていることが課題である。 

今後も継続して、芝生を活用した様々な文化・スポーツ活動の利用を推進し、子供の健全育成

と地域の活性化を図る。 

 

[主要施策] 

(６) 島の特色を生かした学校教育や地域での生活の中で豊かな人間性を育み、将来の島を支える

人材の育成を支援する。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○学校運営協議会（コミュニティスクール）の設置 

  子供たちや学校を取り巻く環境が複雑化・多様化する中、子供たちや地域の未来を創るた

めには、学校・家庭・地域による一体的な取組みが必要とされ、社会総掛かりでの教育の実

現が不可欠となってきている。 

 

成果：新型コロナウイルス感染症拡大により、検討委員会などの会議は開かず教育委員会事務

局での設置に向けての検討を開始した。 

 

[課題、今後の方向性] 

 社会総掛かりで教育を実現するうえで、地域でどのような子供たちを育てるのか、何を実現し

ていくのかという目標やビジョンを地域住民等と共有し、地域と一体となって子供たちを育む学

校へと転換していくことが重要とし、小中学校に学校運営協議会（コミュニティースクール）の

設置をすすめていく。 

 引き続き令和４年度に設置に向けた検討を行い、令和５年度に要綱等の整備、委員の人選、令

和６年度運用開始を目標とする。 

 

[主要施策] 

(７) 東京都立八丈高等学校との連携を進めるとともに、島外留学生の制度が維持可能となるよう

に努める。 

[施策の取組状況・実績、成果] 

○島外受入生徒 

 生徒の受入先の確保ができなかったため、新規の入学生はなかった。 

 

成果：本事業も５年目となり、本年度は、島外受入生徒は在学していないが、ホームステイ先

１件の確保ができ、次年度受入れに向けて２名の募集を行った。島外で実施した八丈高校

島フォーラムにて八丈町島外生徒受入制度についての説明を行い、７名の応募があった。

書類選考の後、５名の面接選考を島嶼会館で行い、２名が合格した。八丈町島外生徒受入

制度に関する、ホストファミリー、ホームステイを希望する生徒の保護者、八丈町教育委

員会３者でホームステイに必要な契約を締結する準備を整えた。また、ホームステイ制度

を利用する生徒の保護者の負担軽減に資することを目的とし、ホストファミリーを補助

対象とした東京都立八丈高等学校ホームステイ補助金交付要綱を改定した。 
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[課題、今後の方向性] 

島外生徒の受入事業は、親元を離れての生活を見守り、基本的な生活習慣の指導を行うなど負

担の大きなものとなるため、町と受入先の信頼関係の構築が重要となる。次年度、２名の島外生

徒が都立八丈高校に入学し、ホストファミリー宅で生活しながら通学することになるが、適宜、

島外生徒とホストファミリーの支援を継続していく。また、ホストファミリー（受入先）の拡充

についても、検討を進めていく。 
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【参 考】 

令和３年度主な施工工事及び委託 

 

【庶務係：学校・給食センター関係】 

・八丈町立三根小学校特別教室等空調設置工事 

・八丈町立大賀郷小学校特別教室等空調設置工事 

・八丈町立三原小学校特別教室等空調設置工事 

・三根小学校屋上ブロック塀撤去工事 

・三原小学校体育館倉庫屋上防水工事 

・八丈町立富士中学校校舎長寿命化改修実施設計業務委託 

・八丈町立富士中学校体育館トイレ改修工事 

・富士中学校校舎・体育館スロープ設置工事 

・大賀郷中学校体育館吊り戸改修工事 

・大賀郷中学校プール入口扉交換工事 

・八丈町給食センターボイラー不具合部品交換工事 

 

【生涯学習係：体育・社会教育・文化財関係】 

・ボウリング場内空調機改修工事 

・富士グラウンド給水管改修工事 

・富士ゲートボール場給水管新設工事 

・登録有形文化財八丈島歴史民俗資料館（旧八丈支庁庁舎)改修工事実施設計技術協力業務委託 

・八丈島歴史民俗資料館改修工事実施設計業務委託 

・八丈島歴史民俗資料館展示実施計画作成支援業務委託 
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第６ 外部評価委員（有識者）からの意見 

 外部評価委員（有識者） 

         簾 田 豊 三 氏（元 都立八丈高等学校教諭） 

高 橋 宗 一 氏（八丈島体育協会会長） 

平 井 一 弘 氏（前八丈島小中高ＰＴＡ連合会会長） 

 

令和２年度に引き続き、３年度においても新型コロナウイルス感染症拡大は、収束の気

配が見られず、教育委員会、小中学校、関連施設等は事業を中止したり縮小しながらの運

営をしいられた。２年間も事業が中断することは、事業を安定継続していくための人から

人へのノウハウの継続も中断されている恐れがあり、元に戻すには相当な労力が必要に

なる。今後も感染対策が必要と思われるが、教育委員会が掲げる教育目標を達成していく

ために、可能な限り事業遂行ができるよう努力していただきたい。 

一方、教育委員会職員の欠員が２年度より続いていることは、所管事業の運営に上記理

由等により、少なからず影響を及ぼしていると考えられる。サービスの低下、事業中断と

ならぬよう組織体制の立て直しが急務だと思われる。 

小中学校の児童生徒にタブレット端末が一人一台配備され授業等での利用が開始され

た。端末を介して児童生徒が自分の意見を発表できる機会が増え、教員を含め子供たちが

お互いの考えを知ることに役立っていると聞いた。これは端末導入の良い結果だと思う。

今後は指導する教員のスキルアップを含め、児童生徒たちの学習に効果があげられるよ

う、端末の有効な活用方法を研究されたい。 

キャリア教育の推進について、生徒が興味のある職場での体験ができるよう、職場経験

の選択肢の多様化が必要だと考えている。３年度に島外での職場体験の必要性を述べた

が、４年度から中学２年生の島外での職場体験事業が行われるという。単なる職場見学に

なることのないよう、生徒たちのニーズを把握して実りのある事業となるよう、期待する。 

旧歴史民俗資料館の再開に向けて、３年度は展示計画が策定され、改修工事の実施設計

も完了した。住民の要望を考慮し、島を訪れる人が八丈島の歴史文化を興味深く楽しく知

ることのできる資料館としていただきたい。 

なお、教育委員会が維持管理する施設は、多岐にわたり、それらの多くが老朽化してい

る。施設の修繕や管理を計画的に行うために長寿命化計画が策定されたが、改修にも多額

の費用が必要となる。効率的に施設の維持管理ができるように、費用対効果、必要性を考

慮して施設の統廃合も視野に入れて、計画の見直しを図りながら管理運営に努めていた

だきたい。 

教育委員会が行ってきた「島言葉を知り、伝える」活動も１０年以上経過した。学校教

育等で子どもたちに継承していく事も大切であるが、島言葉を記録、保存して後世に残し

ていくことも必要である。 
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【資料１】 

八丈町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 

評価実施要綱 

平成２１年１１月１日 

教 育 長 決 定 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２６条の規定に基づき八丈町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が行うその権限に属

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（以下「点検及び評価」という。）の実施に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （点検及び評価の対象） 

第２条 点検及び評価の対象とする事務は、点検及び評価を行う年度の前年度の教育委員会の基

本方針に基づく主要施策に関する事務（以下「施策・事業」という。）とする。 

 （点検及び評価の実施） 

第３条 教育委員会は、毎年度１回、点検及び評価として施策・事業の進捗状況を総括するとと

もに、課題や今後の取組の方向性を明らかにするものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定による点検及び評価の結果を取りまとめるときは、あらかじめ、

その内容について、教育に関する学識経験を有する者等の知見を活用するものとする。 

３ 教育委員会において点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成し、八

丈町議会へ提出する。また、報告書は公表するものとする。 

 （点検及び評価に関する有識者） 

第４条 教育に関する学識経験を有する者等の知見の活用を図り、点検及び評価の客観性を確保

するため、点検及び評価に関する有識者（以下「外部評価委員（有識者）」という。）を置く。 

２ 外部評価委員（有識者）は、教育委員会の求めに応じ、教育委員会が取りまとめた「施策・

事業の実績、課題及び今後の方向性」について意見を述べるものとする。 

３ 外部評価委員（有識者）の定数は、３人とし、教育に関し学識経験を有する八丈町民の中か

ら教育委員会が委嘱する。 

４ 外部評価委員（有識者）の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。た

だし、再任を妨げない。 

５ 外部評価委員（有識者）は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 （庶務） 

第５条 点検及び評価に関する庶務は、教育課庶務係で処理するものとする。 

 （委任） 

第６条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年３月２日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。 


