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Ⅰ 点検・評価制度の概要

１ 経緯

平成１８年１２月の教育基本法の改正及び平成１９年３月の中央教育審議会の答申

等を踏まえ、平成１９年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地

教行法」という。）が改正され、平成２０年４月から施行されました。

教育委員会が毎年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・評価」という。）は、地教行法の改正目的である「教育委員会の責任体制

の明確化」の一つとして、同法第２７条の規定に基づき、実施するものであります。

２ 目的

教育委員会は、首長から独立した立場で、地域の学校教育、社会教育等に関する事

務を担当する行政機関として、すべての都道府県及び市町村等に設置されている行政

委員会であります。その役割は、専門的な行政官で構成される事務局を、様々な属性

を持った複数の委員による合議により、指揮監督（レイマンコントロール）し、中立

的な意思決定を行うものとされます。

事務の点検・評価は、地教行法第２７条の規定に基づき、教育委員会が、教育長以

下の事務局を含む広い意味での教育に関する事務の管理及び執行状況を点検・評価す

ることにより、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

すことを目的としています。

３ 対象事業の考え方

本年の点検・評価の対象事業は、前年度である平成２５年度分の事業実績としまし

た。その対象範囲は、学校での学習指導・生徒指導に関することや社会教育に関する

ことなど地教行法第２３条で「教育委員会の職務権限」として規定されている事務を

はじめ、町長の補助執行として行っている事務を含む、本委員会が所管するすべての

事務としています。

事業のまとめ方については、平成２５年度教育行政執行方針に位置付けられた、壮

瞥町教育委員会において実施した主な施策・事業等を網羅する形で対象事業を選定し

ています。

４ 学識経験者の知見の活用

地教行法第２７条２項の規定による教育に関し、学識経験を有する者の知見の活用

については、教育委員会が行った施策・事業等の実施状況についての点検及び評価の

客観性を確保するとともに、今後の取組に向けた活用を図るため、教育に関し学識経

験を有する方から点検及び評価に関する意見や助言をいただきました。
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【参考】

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）

（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）

第２７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３項の既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、これを議会に提出するとともに、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、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図るものとする。

Ⅱ 教育委員会の活動状況

平成２５年度の教育委員会の活動について、｢教育委員会会議｣や｢学校訪問｣などの項

目に分け、教育委員会自身による点検を行いました。

１ 教育委員会の活動

教育委員会会議については、毎月１回を原則として開催する定例会と必要に応じて開

催する協議会があり、教育に関する様々な案件について検討し議決を行いました。

以下、平成２５年度の主な活動について下記のとおり報告します。

①平成２５年度教育委員会活動一覧

4月 3日(水) 平成２５年度教職員辞令交付式

4月11日(木) 第５回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

5月10日(金) 第６回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

5月22日(水) 春期学校訪問（町内小中高等学校訪問）

6月 7日(金) 教育委員会協議会

6月19日(金) 複式学級設置中学校視察（事務局）

7月10日(水) 教育委員道内視察（士幌町）

7月11日(木) 第５０回北海道市町村教育委員研修会（札幌市）

7月11日(木) 教育委員会協議会

7月16日(火) 教育委員会平成２４年度事務点検・評価外部評価委員会

7月17日(水) 小中併置校視察（事務局）

8月 8日(木) 第７回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

8月30日(金) 久保内小学校学校林誤伐採説明会
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9月 6日(金) 第８回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

9月26日(木) 第９回教育委員会会議（臨時会）・教育委員会協議会

9月26日(木) 壮瞥町立小中学校適正配置基本方針久保内校区保護者説明会

10月 4日(金) 壮瞥町立小中学校適正配置基本方針久保内校区学校関係者説明会

10月24日(木) 秋期学校訪問（１日目）

10月25日(金) 秋期学校訪問（２日目）

10月25日(金) 第１０回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

11月12日(火) 壮瞥町立小中学校適正配置アンケート結果説明会

11月13日(水) 第１１回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

11月28日(木) 平成２５年度壮瞥町子ども議会

12月 5日(木) 第１２回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

12月 7日(土) 胆振西部スポーツ推進委員研修交流会（壮瞥中学校体育館）

1月 9日(木) 第１回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

1月12日(日) 平成２６年成人式（壮瞥町地域交流センター）

2月14日(木) 第２回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

2月14日(木) 壮瞥町立小中学校適正配置方針（案）久保内校区説明会

2月17～18日 胆振管内教育委員会委員研修会（洞爺湖町）

3月11日(火) 久保内校区保護者教育懇談会－適正配置方針（案）等について

3月18日(火) 北海道公民館協会胆振支部研修会（壮瞥町地域交流センター）

3月18日(火) 第３回教育委員会会議（定例会）・教育委員会協議会

3月18日(火) 壮瞥町立小中学校適正配置方針（案）説明会

3月24日(月) 第４回教育委員会会議（臨時会）・教育委員会協議会

２ 項目別の活動

① 教育委員会会議

４月１１日 第５回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

報告第 ５ 号 平成２４年度教育費予算の専決処分について

議案第 ９ 号 北海道壮瞥高等学校学則の一部を改正する規則の制定について
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４月１１日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 春期教育委員学校訪問について

協議第 ２ 号 各規程の改正について

５月１０日 第６回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

議案第１０号 壮瞥町就学指導委員の委嘱について

議案第１１号 壮瞥町社会教育委員の委嘱について

議案第１２号 壮瞥町文化財審議会委員の委嘱について

議案第１３号 壮瞥町立学校評議員の委嘱について

議案第１４号 壮瞥町立学校関係者評価委員の委嘱について

議案第１５号 壮瞥町立学校第三者評価委員の委嘱について

議案第１６号 平成２５年度要保護・準要保護児童生徒の認定について

議案第１７号 壮瞥町立学校職員服務規程の一部を改正する規程の制定について

議案第１８号
壮瞥町立の小学校及び中学校における事務主幹等の命課基準に関する規程の

一部を改正する規程の制定について

５月１０日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 教育委員会所管の嘱託職員の任用について

協議第 ２ 号 教育委員視察研修について

協議第 ３ 号 転入教職員町内視察研修の日程について

協議第 ４ 号 遊学館の使用について

６月 ７日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 遊学館の使用について

協議第 ２ 号
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（平成２４年度実績）

について

協議第 ３ 号 教育委員道内視察の行程について

協議第 ４ 号 学校適正配置について
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７月１１日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 学校適正配置について

協議第 ２ 号 学校施設の目的外使用（学校開放事業）について

協議第 ３ 号 嘱託職員に係る時間外勤務手当未支給案件について

８月 ８日 第７回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

議案第１９号
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報告書（平成２４年

度実績）について

議案第２０号 壮瞥町立学校の開放に関する規則の一部を改正する規則の制定について

議案第２１号 学校開放による学校施設の使用に係る指定について

議案第２２号 壮瞥町立学校職員服務規程の一部を改正する規程の制定について

議案第２３号 壮瞥町学校文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について

８月 ８日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 富良野市立麓郷小中学校の視察について

協議第 ２ 号 伊達・壮瞥学校給食組合事務委託・解散スケジュールについて

協議第 ３ 号 学校林の誤伐採について

９月 ６日 第８回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

議案第２４号 平成２５年度教育費予算の補正について

９月 ６日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 小中学校適正配置について

協議第 ２ 号 学校林の誤伐採について

協議第 ３ 号 壮瞥小学校敷地内の支障木伐採について

協議第 ４ 号 秋季教育委員学校訪問の日程について
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９月２６日 第９回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

報告第 ６ 号 教育委員会委員の任命について

議案第２５号 壮瞥町立小中学校適正配置基本方針平成２５年度版の策定について

議案第２６号 平成２５年度要保護・準要保護児童生徒の認定について

選挙第 １ 号 壮瞥町教育委員会委員長の選挙について

１０月２５日 第１０回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

報告第 ７ 号 壮瞥町立小中学校適正配置基本方針平成２５年度版の専決処分について

１０月２５日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 平成２６年度教育費予算要望について

協議第 ２ 号 壮瞥町立小中学校の適正配置に関するアンケート結果等について

協議第 ３ 号 学校林の誤伐採に係る補償について

１１月１３日 第１１回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

議案第２７号 平成２５年度教育費予算の補正について

議案第２８号 壮瞥町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２９号 伊達・壮瞥学校給食組合の解散について

議案第３０号 伊達・壮瞥学校給食組合の解散に伴う財産処分について

１１月１３日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 壮瞥町立小中学校の適正配置に関するアンケート結果等説明会の顛末について

協議第 ２ 号 いじめ防止基本方針について
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１２月 ５日 第１２回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

議案第３１号
平成２６年度新入学児童及び特別支援学級・通常学級在籍児童生徒の就学措

置に関する諮問について

議案第３２号 平成２５年度教育費予算の補正について

議案第３３号 平成２６年度教育費予算について

１２月 ５日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 壮瞥町立小中学校適正配置方針（案）について

１月 ９日 第１回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

報告第 １ 号
平成２６年度新入学児童及び特別支援学級・通常学級在籍児童生徒の就学措

置に関する答申について

１月 ９日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 平成２５年度全国学力・学習状況調査の公表について

協議第 ２ 号 平成２６年度全国学力・学習状況調査の実施について（文部科学省通知）

協議第 ３ 号 土曜授業の実施に係る学校教育法施行規則の一部改正について

協議第 ４ 号 壮瞥町立小中学校適正配置方針（案）について

２月１４日 第２回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

報告第 ２ 号 専決処分（平成２５年度要保護・準要保護児童生徒の追加認定）について

議案第 １ 号 平成２６年度教育行政執行方針について

議案第 ２ 号 壮瞥町社会教育委員に関する条例の制定について

議案第 ３ 号
壮瞥町スポーツ及び文化活動に係る大会参加補助金交付要綱の一部を改正す

る要綱の制定について
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２月１４日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 卒業式・入学式の割り振りについて

協議第 ２ 号 壮瞥町立小中学校適正配置方針（案）の決定について

３月１８日 第３回教育委員会会議（定例会）

番 号 案 件

報告第 ３ 号 平成２５年度教育費予算の専決処分について

報告第 ４ 号 一般教職員等人事について

議案第 ４ 号 教職員管理職人事について

議案第 ５ 号 平成２６年度要保護・準要保護児童生徒の基準について

３月１８日 教育委員会協議会

番 号 案 件

協議第 １ 号 平成２６年度教職員辞令交付式について

協議第 ２ 号 平成２６年第１回定例会一般質問及び答弁について

例年行っている予算審議、規則改正、各種委員の承認等、事務的な手続きによるもの

のほか、平成２５年度では、壮瞥町立小中学校の適正配置について、各委員の高い関心

と問題意識のもと、積極的な発言、協議、検討をいただきました。

これからも議案として取り扱う中で内容を良く吟味し、慎重な審議が出来る議事運営

に努めてまいります。

② 視察・訪問

教育委員会会議のほか、春期と秋期の２回に町内の各学校を訪問し、春期は各学校

運営や取り組みなどについて意見交換を行い、秋期は次年度予算の要望事項を中心に

意見交換を行いました。

春期学校訪問 平成２５年 ５月２２日 各小中高等学校

秋期学校訪問 平成２５年１０月２４日 久保内中学校･久保内小学校･

壮瞥小学校･壮瞥中学校

１０月２５日 壮瞥高等学校
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③ 各種行事・会議・研修会等への参加

町内各学校の入学式・卒業式に教育委員長･各教育委員･教育長が出席しました。

また、各学校行事においても積極的に参加しております。また道教委等の主催する

研修会や道内各市町村の先進地域への視察研修を行いました。

平成２５年 ７月１０日 教育委員視察研修(士幌町(士幌高等学校)

平成２５年 ７月１１日 第５０回北海道市町村教育委員研修会(札幌市)

平成２６年 ２月１７日～１８日 胆振管内教育委員会委員研修会（洞爺湖町）

④ 壮瞥町立小中学校の適正配置に関する説明会等

平成２５年度においては、次代を担う児童生徒により良い教育環境を提供するため、

中長期的かつ教育的な視点にたって、より望ましい学校配置の在り方についての検討

を行い、平成２５年９月２６日には「壮瞥町立小中学校適正配置基本方針（平成２５

年度版）」を策定し、また、平成２６年２月１４日には「壮瞥町立小中学校適正配置

方針(案)」をとりまとめ、説明会等を開催し、多くの町民からご意見をいただき、ま

た、意見交換・情報共有を図りました。

平成２５年 ９月２６日 壮瞥町立小中学校適正配置基本方針(平成25年度版)

策定

平成２５年 ９月２６日 説明会（久保内校区保護者）

久保内中学校体育館 ４３名参加

平成２５年１０月 ４日 説明会(久保内校区学校関係者)

壮瞥町農村環境改善センター ２３名参加

平成２５年１０月 ８日 アンケート調査実施

～１０月１６日 久保内校区保護者３２世帯対象 回収率７８％

平成２５年１１月１２日 アンケート調査結果説明会

久保内中学校体育館 ３７名参加

平成２６年 ２月１４日 説明会(久保内校区保護者･学校関係者)

久保内中学校体育館 ２７名参加

平成２６年 ２月１８日 町政懇談会（久保内２～５）

壮瞥町農村環境改善センター １４名参加

平成２６年 ２月２７日 説明会（久保内未来塾）

壮瞥町青少年会館 ９名参加

平成２６年 ３月１１日 教育懇談会（校区保護者）

久保内中学校食堂 １７名参加

平成２６年 ３月１８日 説明会（久保内校区及び全町）

壮瞥町農村環境改善センター １２名参加
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Ⅲ 付属機関の活動状況

１ 社会教育委員会の活動

平成２５年度は３回の会議を実施し、１回目は平成２５年度事業計画と活動計画につ

いて、また、平成２６年度から平成３０年度を期間とする第二次壮瞥町子ども読書活動

推進計画の策定に向けた取組について説明をおこないました。

２回目は、平成２５年度前期事業報告及び平成２５年度後期事業予定について説明し、

第二次壮瞥町子ども読書活動推進計画案についての協議を行いました。

３回目は、平成２５年度後期事業報告及び事業予定について並びに平成２６年度予算

について説明を行い、第二次壮瞥町子ども読書活動推進計画のとりまとめ案について意

見をいただきました。

また、北海道教育委員会の教育支援活動促進事業（文部科学省補助事業）の一環とし

て、保護者の「親力」を高め、家庭や地域の教育力の向上を図り、地域全体で子どもた

ちを守り育てる社会の実現に向けた『北海道「親力」つむぎ事業』が、平成２５年度か

ら平成２６年度において、壮瞥町で実施する決定を受け、胆振教育局と連携し、「親力」

つむぎ検討チームを組織して、平成２６年度における事業内容の検討と実施に向けた取

組を行いました。

２ 文化財審議会委員会の活動

文化財審議会委員会は、町の文化財や歴史的に価値の高い物などに対する課題や検討

事項について会議等の開催や調査活動等を行っています。

平成２６年度においては、１回の会議と１回の視察研修を行いました。

１回目の会議では、紫明苑（壮瞥小屋）説明看板の大きさや記載内容、図案等の検討

と今年度の視察研修の内容等について協議を行いました。

視察研修は、登別市郷土資料館を訪れ、郷土資料文化財資料収集及び整理手順のポイ

ント、収集資料、展示収蔵品の台長作成について、展示方法、特別展示のノウハウなど、

学芸員の方より説明を受けました。研修を受けた内容について、将来的に文化財の収集

や郷土資料館の活用等に生かしていくことを確認しました。

３ スポーツ推進委員会の活動

主に、４回開催する定例会で社会体育事業の内容を検討したり、スキースクールやミ

ニバレーボール大会の運営補助を通じて、町民から寄せられた要望や意見など広く情報

を収集し、社会体育事業を企画する際に積極的に反映しています。

平成２５年度は、１２月に西胆振スポーツ推進委員交流研修会を壮瞥町で開催し、本

町発祥の室内ゆきがっせんの実技を通じて西胆振地域の委員同士の情報交換と交流が図

られました。

また、視察研修を３回実施し、先進事例や社会体育に関する知識を高め、平成２２年

３月２５日に設立された総合型地域スポーツクラブ『地遊クラブ“ジョイ”』の運営補

助や指導、助言などの協力も行っております。
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Ⅳ 点検・評価

教育委員会では、平成２５年度教育行政執行方針に掲げられた重点項目に基づき、その

中に盛り込まれた施策・事業内容について自己点検及び評価をおこなっております。

なお、｢教育行政執行方針｣の詳しい内容につきましては、参考資料｢平成２５年度教育

行政執行方針｣をお読み下さい。

Ⅴ 学識経験者の意見

地教行法第２７条第２項の規定による教育に関し、学識経験を有する者の知見の活用に

ついては、教育委員会が行った点検及び評価の結果に関し、意見や助言をいただくことと

しました。

このことにより、点検及び評価の客観性を確保するとともに、いただいたご意見等につ

いては、今後の施策や事業等の展開に活用していきます。

次の２人の方からご意見をいただきました。

・渡 内 一 夫 氏 （元壮瞥町教育委員会委員）

・伊 藤 典 明 氏 （そうべつ子どもセンター児童厚生員・元小学校校長）

【総合的な意見】

壮瞥町教育行政執行方針に示された施策に従い、様々な取組がなされ、地域の課題に積

極的に関わっていると感じました。教育行政の推進には、壮瞥町の自然環境や伝統、地域

の特性を充分に活かしながら、着実に課題解決の実を結んでいくことが大事です。

学校教育では、学力向上施策や保育所を含めた学校種間交流の積極的な取組、特別支援

教育における支援員の確保や適切な就学に向けた関係機関との連携に尽力するなど、子ど

もたちの成長にプラスとなることを最優先に考え、学校と教育委員会、関係機関との連携

協力ができていると強く感じました。学校適正配置の検討がなされていますが、子ども達

にとって望ましい学習環境の創造をめざした取組が推進されるようお願いします。

社会教育では、各ボランティアの方々の力を活かした取り組みが、きめ細やかに実施さ

れています。今後も、読書活動や成人・高齢者教育、体力づくり、国際理解教育の推進な

ど、壮瞥町の特色ある取組について、地域の特性を踏まえた積極的な活動が継続されるこ

とを期待します。

これからも、安心・安全に学べる教育環境づくりや生涯学習環境の充実など、「未来に

希望の持てる壮瞥町」を創るための教育施策を推進していただきたいと思います。
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Ⅵ 点検・評価の結果

【個別項目の意見】

１．社会を生き抜く「確かな学力」の育成

・・・・１）学習習慣の確立と基礎・基本の定着に向けた取り組みについて 点・評1

・・・・・・・・・・・・２）教職員の資質向上を目指す取り組みについて 点・評2

・・・・・・・・・・・・・・３）児童生徒相互の交流の取り組みについて 点・評3

２．豊かな心の育成と健康や体力づくりの推進

・・・・・・・・・・・・・・・１）豊かな心を育成する取り組みについて 点・評4

・・・・・・・・・・・・・・・・・２）特別支援教育の取り組みについて 点・評5

・・・・・・・・・・・・・・・３）健康と体力づくりの取り組みについて 点・評6

３．開かれた学校づくりと安心して学べる環境づくりの推進

・・・・・・・・・・・・・・１）開かれた学校づくりの取り組みについて 点・評7

・・・・・・・・・・・２）安心して学べる環境づくりの取り組みについて 点・評8

４．学校の適正配置と学校給食

・・・・・・・・・・・・・１）学校の適正配置に向けた取り組みについて 点・評9

・・・・・・・・・・・・・・・・・２）学校給食の今後の方向性について 点・評10

５．農業高校の特色を生かした人材の育成

・・・・・・１）地域産業を担う人材を育成する新しい学校づくりについて 点・評11

６．生涯学習の推進

・・・・・・・・・・・１）子育て・幼児教育等に関する取り組みについて 点・評12

・・・・・・・２）青少年教育、成人・高齢者教育等に関する取組について 点・評13

７．芸術・文化の振興と読書推進

・・・・・・・・・・・・・・・１）芸術・文化の振興の取り組みについて 点・評14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２）読書推進の取り組みについて 点・評15

８．国際理解教育の推進とスポーツの振興

・・・・・・・・・・・・・・・・・１）国際理解教育の取り組みについて 点・評16

・・・・・・・・・・２）スポーツを通した地域活性化の取り組みについて 点・評17
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《重点施策》 １．社会を生き抜く「確かな学力」の育成

《点検・評価項目》 １）学習習慣の確立と基礎・基本の定着に向けた取り組みについて

《取組状況》

「家庭学習のてびき」を活用した家庭での学習習慣の確立の取り組みを引き続き行ったほ
か、習熟度に応じた授業展開を図るため、指導方法工夫改善のための加配教員や巡回指導教
員等を配置し、児童生徒の学力向上に努めました。
また、朝学習や放課後学習、長期休業中での学習サポート事業などの推進を図ったほか、

町内義務教育４校とも、胆振管内学力向上アクションプラン推進校として「チャレンジテス
ト」の実施や全国学力・学習状況調査過去問題の活用のほか、壮瞥町独自の取り組みとして、
公費負担による教研式標準学力検査の実施など、学力向上に向けた基礎・基本の定着に取り
組みました。

《内部評価》

学力向上の取り組みとして、小学校ではＴＴ授業の実施やチャレンジテストを活用した補
充学習、放課後や長期休業中を利用した学習サポート事業を継続して実施することで、児童
生徒の学習意欲の向上が図られてきましたが、まだ、基礎学力が十分に身についていない児
童も多く見受けられました。
また、中学校では、朝学習（数学）やチャレンジテストの取り組みを継続し、基礎・基本

の定着に一定の成果が見られますが、全国学力調査では、国語の成績が芳しい結果ではなか
ったことから、国語の朝学習にも取り組みはじめました。
家庭学習の習慣化については、保護者への啓発など継続して取り組んだほか、就寝時間や

食事、生活習慣の改善について、学級通信や学級懇談会、家庭訪問などで啓発に努めました。

《課題と方向性》

家庭学習をしていると答える児童生徒の割合が低く、課題が残る面があります。家庭学習
の定着は、学力向上の起爆剤ととらえ、引き続き、「家庭学習のてびき」を活用し、家庭学
習の意義、方法などについて、積極的に啓発し、保護者の意識を高めるなど、家庭学習の習
慣化と質の向上に努めていく必要があります。
また、学力向上に向けた基礎・基本の着実な定着のため、日常の授業づくりの改善等を継

続して進めていくほか、必要に応じ、朝学習や放課後学習等の内容の充実を図ります。
次年度以降も、指導方法工夫改善の加配教員や巡回指導教員を活用したＴＴ授業の実施や

わかりやすい授業づくりを進め、児童生徒の基礎・基本の定着に努めていくべきと考えます。

《外部意見》

学習習慣の確立の取組は、《取組状況》に記載のとおり行われていますのが、家庭学習を
している児童生徒の割合が低く、課題となる面もあるようです。
「学習は何のためにするのか」を児童生徒だけでなく保護者にも伝え、家庭学習の習慣化

に向けて、学校と家庭とが連携を図りながら取組を進めていくことが重要と考えます。
家庭での学習習慣の確立には、規則正しい生活習慣の確立も必要であり、「家庭学習のて

びき」を有効に活用し、取組を継続してください。

点・評 1
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《重点施策》 １．社会を生き抜く「確かな学力」の育成

《点検・評価項目》 ２）教職員の資質向上を目指す取り組みについて

《取組状況》

教職員の資質向上を目指し、引き続き指導方法工夫改善教員や巡回指導教員を配置したほ
か、本年度から校内研修コーディネーターを配置し、若手教員等とのＴＴ授業の実施や授業
づくりの指導、校内研修の充実等に取り組みました。
また、各学校において、指導方法の工夫・改善、全教員による研究授業、各種研修会への

参加、校内研修の活発化に取り組むとともに、壮瞥町教育研究会での公開研究会を通した実
践的指導力の向上等に取り組みました。引き続き、ＰＤＣＡサイクルを重視した研修体制の
確立、計画的な研究授業の実施や、生徒による全教科での授業アンケート等を実施し、各取
り組みについての達成基準を学校評価の中で定め、取り組みについての考察、分析を行い、
次年度以降の更なる資質向上に向けた改善策等をとりまとめました。

《内部評価》

指導方法工夫改善加配教員及び巡回指導教員による若手教員等とのＴＴ授業の実施や授業
づくりの指導など、指導方法や指導体制の工夫改善を図り、教員の資質向上と児童生徒の学
力向上に一定の成果があったと評価しています。
また、校内研修コーディネーターによる若手教員育成のための研修の企画・実施、校内研

修の充実等に向けた取り組みが行われ、着実に成果をあげることができました。
各学校においては、本年度の取り組みを踏まえ、考察・分析を行い、学校評価の第三者評

価委員からの意見を参考に、次年度以降、継続して取り組んで行くものと併せ、課題解決に
向けた改善策をとりまとめたことから、更なる教職員の資質向上の取り組みを進めることが
できると考えます。

《課題と方向性》

教員加配による教職員の資質向上に向けた取り組みや、校内研修コーディネーターによる
若手教員育成のための研修の充実等については、今後も継続して実施することで、更なる教
職員の資質向上が図られることから、胆振教育局及び関係機関との連携を密に図りながら取
り組みを進めていくことが望ましいと考えます。
また、全教員による研究授業、各種研修会への参加、校内研修の活発化など、地道な取り

組みが教職員の資質向上と児童生徒の学力向上につながっていくと考えられることから、本
年度の成果及び改善点等を踏まえ、次年度以降も継続して、教職員の資質向上取り組んで行
く必要があると考えます。

《外部意見》

教職員の資質向上には、研修と日常的な研究を継続して行うことが不可欠です。また、校
内研修の成果を積極的に披露したり、他の学校の授業参観や校内視察等を通じて学校の雰囲
気を感じ取ることも非常に参考となります。
日常の授業、校務等があり、研修や自己研鑽に割く時間の確保が難しい面もあるとは思い

ますが、興味ある分野の読書など、身近にできることを一つ一つの積み重ね、継続すること
で、自らの資質を大きく向上させることができます。

点・評 2
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《重点施策》 １．社会を生き抜く「確かな学力」の育成

《点検・評価項目》 ３）児童生徒相互の交流の取り組みについて

《取組状況》

壮瞥小学校と壮瞥中学校の交流では、教員が相互に授業を参観し、また、小中における「学
習のきまり」について指導内容の共通する部分と相違の確認のほか、学習規律の確立に向け
た成果についての交流を行い、学校だより等で交流の内容について紹介しました。
久保内小学校と久保内中学校の交流では、毎年行っている合同の大運動会の実施のほか、

それぞれの授業参観日に合わせて、複数の教員による見学を実施し、また、中学校教員の専
門性を活かした小学校への乗り入れ授業を実施しました。
また、中学２年生の中学生フィンランド国派遣事業による交流のほか、本年度は、中学３

年生の修学旅行の合同実施や中学校卓球部の合同練習の実施など、同校種間の連携を図る取
り組みが行われました。

《内部評価》

学習規律を確立するために、小中が足並みを揃えて取り組みを進めていくことは有効であ
ると評価します。
小中の授業交流については、指導法を学ぶことができるなど大変有意義な取り組みである

という意見の一方で、校種の特性などを踏まえた問題点や実態等についての相互理解を深め
る必要があるという意見があり、授業交流の意義を踏まえた更なる工夫、改善が必要と考え
ます。
同校種間の連携については、中学校では、様々な取り組みが進められ、今後も継続して進

める土壌ができつつあります。
小学校においては、学校教育での取り組みのほか、キッズスポーツクラブやジュニアスポ

ーツクラブなど、社会教育事業と連携した取り組みも有効と考えます。

《課題と方向性》

学習規律については、小中の交流が図ることができ、今後は、義務教育の９年間を見通し
た系統性のある学習規律を確立し、共通した指導に生かせるよう取り組みを継続していく必
要があると同時に、保護者にも小中連携についての理解を得られるよう、情報提供の充実を
図っていく必要があると考えます。
また、授業交流については、実施時期の検討や時間割調整など課題が明確になったことか

ら、より効率的・効果的に取り組みを進めるため、壮瞥町教育研究会での小中連携の取り組
みを兼ねた実施など、改善策の検討が必要と考えます。
同校種間の連携については、中学校では取り組みを継続していくほか、小学校では、社会

教育事業と連携した取り組み等も検討していく必要があると考えます。

《外部意見》

児童生徒相互の交流では、小さな子どもから大きな子どもまで幅広く交流がなされており、
今後も、これまで同様、社会教育との連携を図りながら、取組が継続されることを望みます。
中学校では、同校種間交流が活発に行われています。小学校においても同校種間交流が更

に進められることを期待します。
また、中学校卓球部の連携の取組が紹介されていますが、小学生が中学校の部活動の様子

を見学することで、中学校の雰囲気を感じ取ることで、中学校生活にスムーズに入る一助と
なり、中１ギャップ解消の有効な手段になると考えられますので、検討をお願いします。

点・評 3



- 16 -

《重点施策》 ２．豊かな心の育成と健康や体力づくりの推進

《点検・評価項目》 １）豊かな心を育成する取り組みについて

《取組状況》

豊かな心を育成する取り組みとして、縦割り班活動や学級経営交流会等による道徳教育の
充実、心の教育の充実を図りました。
いじめの問題に対する取り組みは、いじめの問題に関する調査による実態把握といじめの

問題の未然防止、早期発見・早期対応に当たったほか、各学校において、いじめを未然に防
止するための道徳教育の充実や小さなサインを見逃さない生徒指導の徹底、生徒会等を中心
とした児童生徒が主体となったいじめの防止の取り組み等を実施しました。
また、スクールカウンセラーを継続して配置し、児童生徒に対する相談のほか、保護者及

び教職員に対する相談等を実施しました。
体罰防止の取り組みは、学校教育法で禁止されている許されない行為であることを学校管

理職を通じて周知徹底し、教職員の意識向上を図りました。

《内部評価》

縦割り班活動については、心の教育を充実させていく上で有効であることが確認できたこ
とから、高学年の児童が主体的に活動できるよう、改善を重ねながら継続したいと考えます。
本年度のいじめの認知件数は、７件でしたが、早期の状況把握といじめの解消の対応にあ

たり、認知された７件については、いじめが解消しています。
いじめの問題に関する調査をはじめ、各種アンケートや教育相談の実施による教職員と児

童生徒の信頼関係の醸成やいじめ根絶の話し合い活動等を通じて、いじめに対する意識向上
が図られましたが、「いじめは許されない」とする児童生徒が100%にはなっていないことか
ら、更なる意識向上の取り組みと、小さなサインを見逃さない生徒指導の取り組みを継続し、
また、スクールカウンセラーとの連携を図っていきます。
また、体罰の事例はありませんでしたが、引き続き教職員の意識向上を図っていきます。

《課題と方向性》

学校の特徴を活かした縦割り班活動など、心の教育を充実させていく上で有効であるもの
については、改善を重ねた上で取り組みを継続していきます。
いじめの問題に対する取り組みは、「いじめは許されない」とする児童生徒が100%となる

よう、児童生徒が主体的に考え、行動し、いじめを根絶する取り組みを継続すると同時に、
教職員と児童生徒の信頼関係を醸成するよう、子どもたちの小さなサインを見逃さない生徒
指導の取り組みを継続します。
また、いじめ問題に限らず、児童生徒に対する相談のほか、保護者及び教職員に対する相

談や教職員等への研修に当たれるよう、スクールカウンセラーを継続して配置します。
体罰の防止についても、許されない行為であることを教職員に周知徹底していくよう、学

校管理職と連携して継続して執り進めます。

《外部意見》

縦割り班活動は、高学年児童が低学年児童の面倒を見ることで心の育成に繋がり、また、
他学年の児童が一緒に活動することで、同級生間では隠してしまい、大人が気付きにくい、
いじめの早期発見にも大変効果がありますので取組の継続をお願いします。
スクールカウンセラーは、児童生徒の相談や保護者、教職員の相談に当たるなど有効な活

用が図られていますので、継続して配置し、活用されることを望みます。
いじめや体罰の問題では、児童生徒の指導に先生方が苦労している面もあると思いますが、

一人の先生に任せきりにするのではなく、管理職を中心とした組織的な取組が大切です。

点・評 4



- 17 -

《重点施策》 ２．豊かな心の育成と健康や体力づくりの推進

《点検・評価項目》 ２）特別支援教育の取り組みについて

《取組状況》

児童のつまずきや困り感を軽減し、サポートを行うため、本年度は、壮瞥小学校に、保護
者了解のもと特別支援教育支援員を４名配置しました。前年度よりも１名増となりましたが、
これまで校内体制の枠組みで支援していた児童について、学校及び保護者の要望により、年
度当初から支援員を配置し、当該児童や教員のサポートを行いました。
継続した取組として、特別支援教育連携協議会及び専門部会において、保育所からの意見

や各学校現場での状況や対応などの情報共有と、保育所から中学校までの継続した支援を行
い、適切な就学に向けての活動を行いました。
また、特別支援教育の重要性を周知するため、様々な機会を通じて、保護者に向けた特別

支援教育について理解を図る取り組みを行いました。

《内部評価》

各保育所から就学予定児童の情報の聞き取りや各小中学校との情報共有、また、行事以外
でも保育所や学校を訪問し、実際に児童の様子を見ることで状況の把握に努めると共に、支
援員による状況報告に基づき、児童の困り感等を担当者が把握することで、指導現場での困
り感の理解と、今後の支援についての必要な対応と関係機関等との連携の検討、推進を図る
ことができ、壮瞥町ならではの特色ある取り組みができたと考えます。
また、教員、保健師、保育士、伊達高等養護学校と連携を密にし、支援を要する児童の把

握と個々の特性に応じた対応に努めました。
特別支援教育の理解のためには、できるだけ早い段階で保護者へのアプローチが必要と考

えますが、「特別支援教育」のさらなる周知が急務であると考えます。

《課題と方向性》

支援を要する児童については、一人一人にあったプログラムを考え、指導することが大切
ですが、通常学級では、担任教員だけの対応では難しいため、特別支援教育支援員を活用し
ながら、関係機関との連携を密にした取り組みを継続する必要があると考えます。
また、特別支援教育は、保護者の理解が不可欠ですが、関心を寄せる保護者は決して多く

ないことから、その理解と重要性を広く周知するため、本年度実施した就学時健診時の講演
会など、保護者が必ず参加する行事の中で講演を行うなどの対応が必要と考えます。
なお、講演を実施するにあたっては、特別支援教育スーパーバイザーやスクールカウンセ

ラー等の専門家の活用がより効果的であると考えます。

《外部意見》

就学時健診等の機会に、いち早く子どもの困り感を捉えて、関係機関と連携を図りながら、
児童一人一人に必要な措置を講ずることは大変重要であり、また、保育所と小学校が情報を
共有し、特性を把握していくことも大変重要なので、今後も取組の継続をお願いします。
全国的に、特別支援教育支援員は増加傾向にあります。特別支援教育支援員への研修機会

の確保とスキルアップが課題となってきていますので、その検討と推進をお願いします。困
り感を抱える児童の保護者だけではなく、他の児童の保護者にも理解を進める取組が更に進
められることを望みます。

点・評 5
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《重点施策》 ２．豊かな心の育成と健康や体力づくりの推進

《点検・評価項目》 ３）健康と体力づくりの取り組みについて

《取組状況》

健康づくりの一環として、小学校で平成２２年度から実施していたフッ化物洗口について、
中学校でも本年度から取り組みを開始しました。
また、体力づくりでは、各学校において様々な取り組みがなされましたが、代表的なもの

として、以下の取り組みが行われました。
壮瞥小学校 縄跳びカードの活用や持久跳び･持久走による体力向上の取組
久保内小学校 北海道一周マラソン、縄跳び発表会の取組
壮瞥中学校 学校体育での多くの学習体験の充実や放課後体育の取組
久保内中学校 「体力向上ＤＡＹ」の実施や「健康３原則」（調和のとれた食事、十分な

休養・睡眠、適切な運動）の家庭への周知と定着の取組

《内部評価》

健康と体力づくりについては、様々な取り組みが進められました。
体力づくりに意欲的に取り組む児童生徒がいる一方で、意欲的に取り組めない児童生徒が

いる現状を把握し、また、新たな取り組みについては、その効果が十分反映されていない現
状を把握したことから、達成感を味わうことができる目標の設定や自ら進んで取り組む動機
付けに向けた改善の取り組みが必要であると考えます。
また、授業始めに体を動かし温めることで、授業への集中力や意欲が向上した例も見られ

るなど、学習への効果も期待できることから、取り組みを継続すべきと考えます。
さらに、「健康３原則」等の望ましい生活習慣の周知と定着について、一定の成果を上げ

られたことから、家庭と連携し、更なる取り組みの充実を図りたいと考えます。

《課題と方向性》

全小中学校におけるフッ化物洗口の取り組みについては、継続して実施していきます。
学校での体力づくりの取り組みにおいては、学習への効果も期待できることから、本年度

の課題を踏まえ、児童生徒一人一人に目標を持たせ、体力向上への意欲と効果を一層図るこ
とができるよう、継続又は必要な改善を行い、引き続き取り組んでいく必要があると考えま
す。
また、学校教育だけではなく、社会教育事業や総合型地域スポーツクラブとの連携、事業

の活用も視野に入れた体力づくりの取り組みも有効と考えます。
さらに、児童生徒の健康づくり、体力づくりには、規則正しい生活習慣の確立が必要なこ

とから、家庭への働きかけの取り組みも継続して行っていく必要があると考えます。

《外部意見》

縄跳びカードの活用や北海道一周マラソン、放課後体育、体力向上ＤＡＹなど、各学校に
おいて創意工夫をこらした取組がなされており大変素晴らしいです。児童生徒の体力低下が
全国的に指摘されていますが、スポーツに親しむ取組を継続してください。
健康と体力づくりには、規則正しい食事、生活が基本となります。朝食を採らないと学習

活動にも影響があります。健康３原則の周知など規則正しい生活習慣確立の取組を継続され
るようお願いします。また、フッ化物洗口の取組も全道的に定着してきています。壮瞥町で
も取組を継続してください。

点・評 6
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《重点施策》 ３．開かれた学校づくりと安心して学べる環境づくりの推進

《点検・評価項目》 １）開かれた学校づくりの取り組みについて

《取組状況》

「そうべつ学校評価マニュアル」に基づく学校評価は、２年目の実施となり、各学校にお
いて、学校評価の充実、改善が図られ、学校関係者評価委員や第三者委員などの外部意見・
助言を取り入れることができ、また、学校評価結果を公表し、学校への理解度を深めてもら
う取り組みを進めました。
また、学校だよりや学級通信による保護者・地域に向けた情報発信も引き続き行いました。
地域住民の協力のもと、実施している学校支援地域本部事業や学校支援ボランティアなど、

地域の教育力を活かして、読み聞かせやスキー授業などの取り組みが行われました。
中学３年生を対象に毎年実施している子ども議会では、生徒自らが調査研究した内容につ

いて、議会形式による調査結果の発表や町への施策の提言などが行われ、中学生の言語活動
の実践の様子を議員並びに多くの町民に知ってもらう機会とすることができました。

《内部評価》

壮瞥町型学校評価システムと学校評価についは、２年目の取り組みということもあり、共
通取組目標と各学校の取組目標について、教職員が一体となって取り組みを進められ、また、
学校評議員、学校関係者評価委員との情報共有を図りながら進められたものと評価します。
学校支援地域本部事業や学校支援ボランティアなど地域の教育力を活かした取り組みを継

続して実施したほか、職場体験や職場訪問等で普段接することのない人々との交流を通じた
地域教育力を活用する効果的な取り組みが継続して行われました。
子ども議会では、久保内中学校生徒から他市町村との合併についての提案、壮瞥中学校生

徒から特産品、観光、ジオパーク、イベントについての提案がなされ、言語活動の実践と併
せ、議会制民主主義の意義や地方自治についての学習機会として有効であったと評価します。

《課題と方向性》

学校評価については、教職員が一丸となって取り組まれていますが、今後は、重点的な取
組の精選と具体的な取組内容、評価基準の明確化などにより、学校内部だけでなく保護者・
住民の理解を深めてもらえる情報発信ツールとしての活用を図ることも重要と考えます。
学校支援地域本部事業や学校支援ボランティアについては、地域の教育力を活かした取り

組みが継続して行われており、地域の理解を得ながら、社会を知る貴重な学習の機会として、
継続して取り組んでいく必要があると考えます。
子ども議会については、生徒達が自ら調査研究したものを発表・提案する言語活動の実践

場であり、また、議会制民主主義の意義や地方自治についての学習機会として有効であるこ
とから、継続して取り組んでいく必要があると考えます。

《外部意見》

壮瞥町型の学校評価システムの運用２年目にあたり、評価の結果が学校経営の改善に反映
されるなど有効に機能しており、また、外部への情報発信ツールとして有効に機能している
ことから、今後も取組を継続してください。
子ども議会は、議会制民主主義や地方自治を学習する大変良い機会です。生徒自らが調査

研究した成果を元に町政へ提案がされるなど内容も素晴らしいです。継続をお願いします。
また、学校支援ボランティアについては、地域の方々の協力があってこそ実施されるもの

ですが、地域や社会を学ぶ大変有意義な取組ですので、今後も取組を継続してください。

点・評 7
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《重点施策》 ３．開かれた学校づくりと安心して学べる環境づくりの推進

《点検・評価項目》 ２）安心して学べる環境づくりの取り組みについて

《取組状況》

災害発生時に、教職員や子どもたちが的確に行動できるよう、各学校において、避難訓練
を実施したほか、洞爺湖有珠山ジオパークの活用や防災関係機関や有識者と連携し、子ども
郷土史講座等を通じて、自然や災害に関する知識と技能を習得する防災教育の充実に取り組
みました。
交通安全・防犯活動については、地域安全協会・壮瞥町交通安全推進委員会による交通安

全教室等を実施し、交通安全に関する指導、啓発活動を行い、また、「生徒指導連絡協議会」
による情報の共有を図り、各学校での「危機管理意識」を徹底し、事件・事故の未然防止に
努めました。
また、学校施設の適切な維持管理に必要な補修、備品類の更新を行い、安心して学べる環

境づくりに努めました。

《内部評価》

防災教育については、各学校において、防災意識の高揚を図る取り組みを継続したほか、
３０年目を迎えた子ども郷土史講座での昭和新山登山、有珠山探検等を通じて自然や災害に
関する知識、意識高揚を図ることができました。
交通安全については、交通安全教室等の開催や日頃の指導により事故がなく、また、防犯

活動については地域安全協会や警察と連携した意識高揚を図ったほか、「生徒指導連絡協議
会」による情報の共有を図り、各学校での「危機管理意識」を徹底したことで事件に巻き込
まれる児童生徒はありませんでした。
学校施設の適切な維持管理では、学校からの予算要望のあった改修・修繕を実施したほか、

緊急な対応が必要なものについて、適宜改修・修繕を行ったほか、校舎の非構造部材点検を
行い、対応が必要な箇所を把握しました。

《課題と方向性》

防災教育については、長く継続してきた子ども郷土史講座や、平成２４年度に実施した防
災キャンプ事業などの防災教育により、防災意識の向上が図られておりますが、引き続き、
「自分の命は自分で守る」という「危機管理意識」の高揚を図る取り組みを進める必要があ
ると考えます。
交通安全、防犯活動についても、「自分の命は自分で守る」という「危機管理意識」の高

揚を徹底し、関係機関との連携、情報共有を図りながら、事件・事故の未然防止に引き続き
努めていく必要があると考えます。
学校施設の適切な維持管理については、安全・安心して学べる環境づくりを推進し、必要

な改修・修繕を図り、また、校舎の非構造部材等で対応が必要なものについては、早期に対
策を進めていきます。

《外部意見》

防災教育や交通安全・防犯教育では、「自分の命は自分で守る」という危機管理意識の醸
成が欠かせません。そのためにも関係機関と連携を図りながら、大人がいなくても「自分の
命は自分で守る」ことができる訓練などと併せ、事件・事故の未然防止に引き続き努めてく
ださい。
また、学校施設の適切な維持管理は、安全・安心して学べる環境づくりには欠くことがで

きません。校舎の非構造部材等の対応を含め、早期に対策が進められるようお願いします。

点・評 8
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《重点施策》 ４．学校の適正配置と学校給食

《点検・評価項目》 １）学校の適正配置に向けた取り組みについて

《取組状況》

本年度は、平成２１年策定の「壮瞥町立小中学校適正配置基本方針」について、最新のデ
ータを基に、教育的な視点、地域振興、町財政、教育施設（環境）等の観点から総合的に「統
合のメリット・デメリット」を検証した上で、「壮瞥町立小中学校適正配置基本方針（平成
２５年度版）」を９月に策定し、久保内校区の保護者を対象とした適正配置に関するアンケ
ート調査を１０月に実施しました。
久保内校区の保護者の意向確認とその結果説明会の開催などを通じて、久保内校区におけ

る適正配置に関する情報及び認識の共有を図り、教育委員会内部での検討を経て、２月に「壮
瞥町立小中学校適正配置方針（案）」をとりまとめ、この案についての説明会・懇談会を年
度末までに５回行いました。

《内部評価》

「壮瞥町立小中学校適正配置基本方針（平成２５年度版）」の説明会により久保内校区の
保護者、学校関係者、地域住民との情報及び認識の共有を図りました。
また、アンケート調査により久保内校区保護者の意向を把握し、教育委員会内部で適正配

置に向けた方向性を検討し、２月に「壮瞥町立小中学校適正配置方針（案）」をとりまとめ
ました。
この案についての説明会、懇談会を重ね、引き続き、保護者、学校関係者、地域住民と情

報及び認識の共有を図ったことで、子どもたちにとって望ましい教育環境づくりをテーマに
有意義な意見交換ができました。

《課題と方向性》

次代を担う児童生徒にとって、より望ましい教育環境を整えるため、中・長期的な展望に
立った「壮瞥町立学校適正配置計画」の策定に向けた取り組みを継続し、できるだけ早い時
期に方向性を決定し、適正配置に向けた取り組みを推進していくべきと考えます。
なお、方針の決定、適正配置計画の策定に当たっては、保護者・地域との情報及び認識の

共有を行い、十分な理解と協力のもとで進めることを基本とし、また、適正配置、再編は地
域や町の行財政に大きな影響を与えることから、町理事者、関係課との調整を十分図りなが
ら進めることとします。

《外部意見》

学校の適正配置では、特に統合により学校が無くなる地域の住民感情を無視して進めるわ
けにはいかないと思いますが、教育委員会として、子ども達にとってより望ましい教育環境
がどうあるべきかを最優先に考え、結論を導き出していくことが必要と考えます。
今後も、望ましい教育環境づくりのため、地域の理解と情報及び認識の共有を図りながら、

学校の適正配置が進められることを望みます。

点・評 9
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《重点施策》 ４．学校の適正配置と学校給食

《点検・評価項目》 ２）学校給食の今後の方向性について

《取組状況》

昭和４４年１月に供用開始した現在の伊達・壮瞥学校給食組合の共同調理場は、施設の老
朽化が進んでおり、また、平成２１年度に制定された学校給食衛生管理基準も満たしていな
いことから、昨年度、伊達市において、学校給食センター整備に向けた検討調査が行なわれ、
その結果を受け、伊達市が事業主体となり、平成２７年度の稼働に向け、合併特例債等の有
利な財源を活用した新たな給食センターを整備し、併せて、伊達・壮瞥学校給食組合は平成
２５年度末をもって解散したい旨の考え方が示されました。
本年度は、平成２６年度以降の給食の提供方法等について協議を行ない、議会の議決を得

て、平成２６年度から、壮瞥町から伊達市へ給食事務を委託することとし、平成２５年度末
をもって、伊達・壮瞥学校給食組合を解散いたしました。

《内部評価》

学校給食センターの整備については、伊達市がＰＦＩ方式による整備を図ることとし、壮
瞥町への費用負担を求めないこと、また、給食組合解散後の壮瞥町から伊達市への事務委託
についても、従前と同程度の経費によることが確認されたことから、平成２５年度末をもっ
て給食組合を解散することとし、併せて、壮瞥町から伊達市への給食事務の委託について、
議会の議決を得ました。
これまで懸案であった給食センターの整備について、具体的な方向性が示され、整備へ向

けた取り組みが進められたものと評価しています。

《課題と方向性》

「給食センターの老朽化に係る今後の基本的な方針」で示された今後の進め方のとおり、
児童生徒への安心・安全な給食の提供に向け、より具体的、詳細について、伊達市と協議を
進めていきます。

《外部意見》

安心・安全な給食の提供に向け、「給食センターの老朽化に係る今後の基本的な方針」に
沿って、伊達市と連携を図りながら執り進めるようお願いします。
また、地元食材を活かしたメニューなど、特色ある給食の提供について、伊達市と協議、

検討を進められるようお願いします。

点・評 10
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《重点施策》 ５．農業高校の特色を生かした人材の育成

《点検・評価項目》 １）地域産業を担う人材を育成する新しい学校づくりについて

《取組状況》

平成２４年３月に策定した「新しい壮瞥高校づくり基本方針」に則り、平成２６年度から
の地域農業科への学科転換に向け、教育課程の編成や加工室設備の充実、校舎施設の改修整
備など、教育環境の改善を図ったほか、資格取得助成制度や体育クラブ活動補助、平成２６
年度入学生への教科書無償給与などの教育振興対策を実施しました。
また、胆振管内唯一の農業高校として実践的な教育活動が行われており、近年の進路決定

率が１００％であること、また「地域農業科」への学科転換により農業に関する知識と技術
を習得させ、持続可能な地域社会の形成に必要な人材を育成し、地域振興に資する高校づく
りを行っていることの周知を図るため、胆振管内全中学校を訪問し、また、マスコミを通じ
た高校の活動のＰＲなど、活発な情報発信・広報活動を行いました。

《内部評価》

平成２６年度の学科転換に向けた取り組みが進められると同時に、学校教育目標の実現に
向けて、教職員が一丸となって組織的に取り組めるよう、共通理解と協働体制が確立されて
おり、教育内容の質の向上と地域から信頼される学校づくりが進められています。
学習指導では、様々な工夫による授業改善の取り組みが効果を上げており、また、生徒指

導では、普段からの声かけや教育相談等による細やかな対応と、職員間の連携により適切に
対処しています。進路指導では、生徒一人一人の希望する進路に向けた指導を図り、卒業生
全ての進学先、就職先を決定することができました。
学校施設については、学科転換に向けた施設・設備等の整備、改修を行いました。
また、情報発信等に努めたことにより平成２６年度入学出願者は３８名で、進路変更等も

ありましたが、平成２６年度の入学者は３５名になりました。

《課題と方向性》

平成２６年度からの学科転換に向けた様々な取り組みが進められましたが、新入生が大幅
に増えることもあり、指導方法改善に向けた授業研究や研修の充実や、入学時から３年間を
見通した計画的な進路指導方法の検討など、今後も全教職員が一丸となった取組が必要と考
えます。
学校施設等については、平成２５年度中に地域農業科の学習活動を充実するために必要な

整備を進めましたが、今後は、耐震化等の課題もあり、将来を見据えた学校校舎のあり方（移
転も含め）の検討が必要と考えます。
また、壮瞥高等学校の特色ある教育活動を広く知ってもらう広報活動についても継続して

いく必要があると考えます。

《外部意見》

学校教育目標の実現に向け、教職員が一丸となって新しい高校づくりに取り組み、また、
「地域農業科」への学科転換の周知活動を積極的に行ったことが、平成２６年度入学者の大
幅増につながったものと評価します。
地域の人材を育成する職業科の高校の存在意義は大きいと思います。これからも新しい高

校づくりに必要な取組を継続してください。
学校施設では、耐震化等の課題があり、将来を見据えた学校環境の整備が急務と思われま

すので、課題解決に向けた検討と取組が早期に進められることを期待します。

点・評 11
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《重点施策》 ６．生涯学習の推進

《点検・評価項目》 １）子育て・幼児教育等に関する取り組みについて

《取組状況》

子育て支援センターや保健センター等と連携を図り、本年度も各種事業を実施しました。
親子ふれあい事業は２回実施し、１回目は「手遊び・体遊び・ふれあい遊び」を実施し、

１０組２３名の参加がありました。２回目は「ベビーマッサージ講座」を実施し、９組２２
名の参加がありました。
図書室おはなし会は、毎月１回実施し、１５名程度の参加を得る回が多く、新しく参加す

る親子も増え、２０名以上の参加を得た回もあり、絵本の読み聞かせや、紙芝居など本を通
じて良好な親子関係を築く目的が浸透してきたものと考えます。
年間６回程度行われる乳幼児健診時には、司書と保健師が連携してブックスタート事業を

実施し、幼児をもつ保護者と乳幼児との係わりを持つとともに、本に親しみを感じてもらう
機会を提供しました。

《内部評価》

親子ふれあい事業は、昨年同様の内容で行いましたが、講師の適切な指導により、アンケ
ート結果では、参加者の満足度が高く一定の評価を得ております。また、参加人数が増える
ことによって、同年代の子どもを持つ保護者が知り合いになり、保護者間のネットワークが
広がることも期待できます。
図書室おはなし会は、図書ボランティアの方々に協力をいただき、毎回興味を引く内容を

実施することで参加者も増えており、ブックスタート事業と併せ、事業の成果が出てきてい
ると考えます。

《課題・方向性》

次年度以降も子育て支援センターや保健センター等の関係機関と連携を図りながら各種事
業を実施し、引き続き子育て支援の充実を図っていく必要があると考えます。
事業内容については、参加者のニーズを発掘しながら興味を引く内容を考えていますが、

同じ事業内容を希望する参加者への対応や開催回数など、工夫を重ねていく必要があると考
えます。
各事業の実施に当たっては、乳幼児を対象とした他部署で行う行事等と日程が重ならない

ような配慮や、案内・周知の方法についても工夫を重ねていく必要があると考えます。
本年度、家庭教育に関する取組で「親力つむぎ事業」検討チームにより、平成２６年度事

業実施に向けた協議を行いました。次年度の事業の実施と、事業成果を踏まえた継続性のあ
る家庭教育支援事業へ発展させていきたいと考えています。

《外部意見》

親子ふれあい事業など大変効果的な取組がなされていると評価します。今後も、子育て支
援センター、保育所との連携を図りながら子育て支援の取組が推進されるようお願いします。
家庭教育をサポートする取組として、次年度、親力つむぎ事業の実施が予定されています

が、これまでの社会教育事業での成果・反省を踏まえた上で事業が実施されることを望みま
す。
また、この取組が継続され、基本的な道徳やしつけに関する機会の提供なども含めた家庭

教育支援事業へ発展していくことを期待します。

点・評 12
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《重点施策》 ６．生涯学習の推進

《点検・評価項目》 ２）青少年教育、成人・高齢者教育等に関する取組について

《取組状況》

青少年教育では、壮瞥町の歴史や自然を学習する「子ども郷土史講座」や自分の意見や考
えを発表する「少年の主張大会」などを実施しました。また、優れた芸術鑑賞の機会を提供
する「児童生徒芸術鑑賞会」や日本の伝統文化を知る「新春書き初め大会」も実施しました。
子ども会主催の「かるた大会」やスポーツ少年団との「スポーツ交流会」への支援協力を

行いました。
成人・高齢者教育では、親子で楽しめる「夜空を見る集い」や「山美湖文化教室」、町文

化協会その他社会教育関係団体の支援協力を継続して行いました。文化団体や、グループ、
サークルの発表の場として「壮瞥町文化祭」を実行委員会の主催で実施しました。
高齢者を対象とした「山美湖大学」を月１回実施し、趣味や教養、健康維持の講座や見学

旅行などを行い、部活動を設けて健康に配慮したメニューも取り入れ実施しました。

《内部評価》

「子ども郷土史講座」、「新春書き初め大会」などを中心に、壮瞥町の特色を生かした事
業が効果的に実施され、次代を担う子どもたちの育成に成果が現れていると考えます。
壮瞥町子ども会育成連絡協議会の活動については、指導者の育成及び支援が課題であるこ

とから、今後も継続して取り組みを進める必要があると考えます。
「山美湖文化教室」については、長く活動している教室では自立を促し、各種団体による

多様な文化活動が行われる環境づくりを継続していく必要があると考えます。
「山美湖大学」については、昨年度より単位制として６単位以上習得で１学年修了という

制度を導入し、また、勤勉賞を設けたことで、学習意欲の向上に寄与したものと考えます。
今後も学生の要望を反映した事業を展開し、学習意欲の向上を図る取組が必要と考えます。

《課題と方向性》

青少年教育では、子ども会活動の支援協力を継続し、他市町の先進的事例などを参考に育
成者や指導者の発掘育成に努めていく必要があると考えます。
成人教育では、壮瞥町青年会、壮瞥町女性団体連絡協議会、各文化団体・サークルと連携

を図り、今後も活動を支援していく体制を継続していくことが必要と考えます。
「山美湖文化教室」については、新たな教室・講座の発掘は、募集と周知の方法に工夫を

凝らし、積極的に行うことで、地域の課題解決に繋がるような内容も実施できる仕組みづく
りが必要と考えます。
高齢者教育では、「山美湖大学」の単位制を継続し、学習意欲を高めるとともに、魅力あ

る内容を提供し、生きがいと充実した生活に繋がるものにしていく必要があると考えます。

《外部意見》

多岐に渡る事業が実施されており、大変良く取り組まれていると評価します。特に、「子
ども郷土史講座」や「山美湖大学」、「夜空を見る集い」など壮瞥町ならではの特色ある取
組がなされており、今後も取組を継続してください。
育成者や指導者の発掘育成が、今後の大きな課題となりそうです。充実した事業展開を推

進していく上でも育成者や指導者の確保・育成は最優先事項になります。また、参加者の少
ない事業の改善やあり方の見直しなどと併せ、より有効な事業を実施していくための検討を
引き続きお願いします。

点・評 13
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《重点施策》 ７．芸術・文化の振興と読書推進

《点検・評価項目》 １）芸術・文化の振興の取り組みについて

《取組状況》

壮瞥町地域交流センターでは、運営ボランティア実行委員会と教育委員会が連携を図り、
各種事業を実施しました。実行委員会の主催事業は、以下のとおりです。
6月 2日 「山美湖爆笑寄席演芸会」 182名来場
9月 8日 「フルートアンサンブルＬＹＮＸコンサート」 142名来場
10月 6日 「ジャズボーカルＭＩＺＵＨＯコンサート」 105名来場
12月 1日 「札幌ジュニアジャズスクールコンサート」-壮瞥中学校吹奏楽部と共演

250名来場
2月 8日 「響・アラカルトコンサート」 153名来場
3月15日 「土田英順コンサート」 186名来場
その他、文化協会主催事業、壮瞥町文化祭などの事業を行いました。

《内部評価》

上記のほか、芸術鑑賞ツアーとして「いわさきちひろ展」、「シャガール展」、「フィンラ
ンドデザイン展」、「１９６６カルテットコンサート」などを実施したほか、児童生徒芸術
鑑賞会、山美湖文化教室等の生涯学習活動を実施しました。
普段触れることの少ない優れた芸術の鑑賞機会を提供することによって、芸術文化に対す

る意識の高揚が図られ、町民自らの芸術文化活動に大きな刺激を与えられたものと考えます。
また、町民が自らの活動に対して使用料を負担することや、運営ボランティア実行委員会

主催事業等には入場料を支払い鑑賞する意識の定着にも寄与しているものと考えます。
各事業で行ったアンケートの結果は、全て概ね好評であったことから、今後も住民のニー

ズに合った事業を実施していきたいと考えます。

《課題と方向性》

今後も運営ボランティア実行委員会と連携を図り、各事業のアンケートの結果を参考に、
住民のニーズを的確に把握し、事業計画を立てるなどの工夫を継続しつつ、自主財源を確保
しながら、今後も事業展開をしていく必要があると考えます。
運営ボランティア実行委員会については、メンバーを増やす努力を継続的に実施するとと

もに、多様な芸術・文化活動が行われるよう、自主運営団体として継続して活動できる組織
のあり方の検討や独自財源の確保などの取組を更に進めていく必要があると考えます。
施設については、必要に応じて備品、設備の整備を図り、利用しやすい環境を整えること

も重要と考えます。
運営ボランティア実行委員会主催事業以外の芸術文化事業も積極的に招聘し、地域交流セ

ンターが多くの町民に使用してもらえる施設として、引き続き情報発信に努めます。

《外部意見》

運営ボランティアの方々と教育委員会との連携による事業が実施されたことにより、町民
の間に、芸術的価値や芸術文化に対する意識の高揚がさらに図られたものと評価します。今
後も、町民の幅広いニーズに応える事業が継続されることをお願いします。
また、「札幌ジュニアジャズスクールコンサート」で壮瞥中学校吹奏楽部が共演した事例

のように、町民参加型の事業が実施されると、更なる芸術・文化の振興に寄与すると思われ
ますので、検討をお願いします。

点・評 14
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《重点施策》 ７．芸術・文化の振興と読書推進

《点検・評価項目》 ２）読書推進の取り組みについて

《取組状況》

本年度も引き続き、図書ボランティアとともに、読書活動の推進に努め、毎月図書ボラン
ティア定例会を開催し、イベントの企画運営、図書室の装飾や蔵書の展示、図書室でのおは
なし会や図書分室での朗読会や布絵本作り・講習会など、幅広く活動しました。
図書フェスティバルの企画運営や保育所園児を対象とした人形劇公演、大人向けの講演会

等を実施し、図書室を町民に身近に感じてもらう事業を実施しました。
さらに、各学校図書室の整備のため、司書の指導の下、蔵書のシステム化を継続して行な

うとともに、学校ブックフェスティバルや、学校・保育所・青少年会館への移動図書館も行
い、多くの子どもたちが本に触れる機会を提供しました。
また、子どもの読書活動を推進していくため、平成２６年度から平成３０年度を計画期間

とする「壮瞥町子ども読書活動推進計画（第二次計画）」案をとりまとめました。

《内部評価》

本年度の図書室来館者、貸出人数、貸出冊数は、次のとおりでした。
来館者数 ５，３４９人（平成２４年度 ５，０７５人） ２７４人増
貸出人数 ３，１７９人（平成２４年度 ２，９８２人） １９７人増
貸出冊数１３，３８７冊（平成２４年度 １２，８４７冊） ５４０冊増
平成２４年度に比べ、来館者数が約２７０人増加、また貸出人数も２００人ほど増加し、

貸出冊数も５４０冊増え、図書室が利用される機会が増えています。
乳幼児期からのブックスタート、おはなし会や読書週間、季節の装飾など図書ボランティ

アの協力により、図書室に来館しやすい環境を整えることで、町の読書推進活動につながっ
ていると考えます。

《課題と方向性》

今後も、図書室を利用したことがない人や、読書に関心のない人に、図書室を活用しても
らい、読書に目を向けてもらうための周知、広報活動の更なる工夫が必要と考えます。
また、高齢者を対象とした事業の展開や、本の選定などにも力を入れていくことで、子ど

もから大人までが楽しめる、充実した読書環境の整備に引き続き取り組んでいく必要がある
とともに、ＤＶＤ等の視聴覚資料の充実や電子書籍の導入なども検討する必要があります。
図書室運営の充実のために、図書ボランティアの育成も積極的に行っていく必要があると

考えます。

《外部意見》

ボランティアの方々との連携を図り、読書推進の取り組みを継続したことが図書室来館者
及び図書貸出冊数の増に繋がったものと評価します。
今後も、図書ボランティアの育成を図りながら、読書活動が推進されるようお願いします。
また、ＤＶＤ等の視聴覚資料の充実を図るなど、町民にとって利用しやすく充実した読書

環境の整備に引き続き努めてください。

点・評 15
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《重点施策》 ８．国際理解教育の推進とスポーツの振興

《点検・評価項目》 １）国際理解教育の取り組みについて

《取組状況》

平成５年（１９９３年）に調印されたフィンランド国ケミヤルヴィ市との友好都市宣言に
基づき、中学２年生２４名、引率者５名に加え、友好都市締結調印から２０周年を記念して
佐藤町長を団長とする８名の２０周年派遣団も同行し、計３７名からなる派遣団を編成し、
第１９回中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業を実施しました。
外国語指導助手については、町が独自に採用し、町内各学校へ派遣し、英語学習の指導を

行なっているほか、子ども郷土史講座やキッズスポーツクラブなどの社会教育事業や中学生
フィンランド国派遣（海外研修）事業の事前研修会などでも活躍しています。

《内部評価》

中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業は、ほとんどの中学生が初めての海外でホー
ムステイなどを体験する事で、コミュニケーション力や自立心が大きく成長しています。
派遣前の事前研修では、交流の沿革や研修の趣旨の理解を助長し、異国の文化に積極的に

触れることで、国際感覚を養うだけでなく、町の代表である自覚も養っています。
また、本年度初めての取組として、派遣後に保護者や町民向けの成果報告会を実施し、生

徒のプレゼン能力の向上を図る事後学習にも取り組みました。
外国語指導助手については、学校での英語授業をサポートするだけでなく、キッズスポー

ツクラブや子ども郷土史講座でのフィールドワークなどの社会教育事業を通じて、自然に英
語と触れる機会を提供する取り組みを継続して行いました。

《課題と方向性》

中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業では、事前研修などを通じて派遣前の備えを
十分に行い、帰国後の広報や報告書の作成と合わせて、保護者や町民に向けた派遣後の報告
会も継続して実施し、事業の成果を報告するとともに、町民も含めた国際交流事業となるよ
うに取り組んでいきたいと考えます。
外国語指導助手は、継続して学校授業のサポートをするほか、授業だけでなく課外授業や

関連事業などにも、継続して積極的に活用していきたいと考えます。

《外部意見》

フィンランド国派遣事業は、第１９回目となりましたが、回数を重ねるごとに事業内容が
充実し、国際的な視野を広げたり、コミュニケーション力を伸ばすことができる、次代を担
う子ども達の人間形成に繋がる大変有意義なものとなっており、成果が上がっていると評価
します。
平成３３年度をもって、現在の形態での事業は終了しますが、その後の国際理解教育の取

組について、早期に検討されるようお願いします。

点・評 16
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《重点施策》 ８．国際理解教育の推進とスポーツの振興

《点検・評価項目》 ２）スポーツを通した地域活性化の取り組みについて

《取組状況》

本年度は、スポーツを通した地域活性化の施策を定める壮瞥町スポーツ推進計画の策定に
向け、スポーツによる地域活性化事例を調査するため、スポーツ推進委員視察研修を３回実
施しました。
継続した取組として、キッズ・ジュニアスポーツクラブ、スイミングスクール、スキース

クール、ミニバレーボール大会を実施しましたが、これら各事業の内容検討や運営は、１０
名のスポーツ推進委員を中心に行い、徐々に参加者も増加しています。
また、町体育協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ地遊クラブ“ジョイ”の

活動支援を継続して行いましたが、特に地遊クラブ“ジョイ”の活動については、スポーツ
少年団に所属していない児童のスポーツ活動の場であり、町内のスポーツ推進に果たす役割
が大きいことから、事業企画や運営についての支援を積極的に行いました。

《内部評価》

壮瞥町スポーツ推進計画については、スポーツ推進委員からの意見をもとに、今後のスポ
ーツ施策に係る計画案のとりまとめを行いました。
キッズスポーツクラブでは、指導経験豊富な教員や外国語指導助手の協力のもと、学社連

携による活動内容の充実を図り、また、スイミングスクールやスキースクールでは、町内施
設を活用したスポーツ機会を継続して提供しました。
町体育協会との合同研修会を２回開催し、町内スポーツ指導者の種目を越えた情報交換や

資質向上のための認識の共有を図りました。
地遊クラブ“ジョイ”の活動では、児童のスポーツ機会の提供のほか、スポーツ観戦ツア

ーやパークゴルフでの異世代交流などにより、スポーツを通した交流が進められ、コミュニ
ティの形成や地域活性化につながっています。

《課題と方向性》

スポーツを通した地域活性化に向けては、多くの人がスポーツに親しむ事業の企画、提供
とともに、スポーツ環境の整備の取組が不可欠であり、スポーツ推進委員や関係団体と検討
し、壮瞥町のスポーツ振興策や環境整備などの施策についてまとめた壮瞥町スポーツ推進計
画を早期に策定する必要があります。
また、町体育協会やスポーツ少年団本部活動との連携では、指導者養成研修などを継続し

て実施し、町内の指導者間の情報や認識の共有を図り、交流を推進していきます。
地遊クラブ“ジョイ”活動では、クラブマネージャーを中心とするクラブ運営や事業企画

などを支援し、学校や少年団などのカテゴリーにとらわれない新しいスポーツコミュニティ
の形成を促し、町内のスポーツ環境の充実を図っていくことが必要です。

《外部意見》

小さなときから色々なスポーツに親しむことができる環境にあると、子ども達が自ら進ん
でスポーツを行うようになり、体力と運動能力の向上に効果をもたらします。今後も、総合
型地域スポーツクラブ地遊クラブ“ジョイ”との連携を図りながら、スイミングスクールや
スキースクールの開催など、地域資源を活かした取組を継続してください。
また、スポーツを通した地域活性化を推進するため、スポーツ振興策や環境整備などの施

策をまとめた壮瞥町スポーツ推進計画が早期に策定されるようお願いします。

点・評 17
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平成２５年度壮瞥町教育行政執行方針

現在、我が国が置かれている状況は、長引く経済の低迷、少子高齢化の進展など、

これまで抱えてきた諸課題は残されたまま、東日本大震災によって、新たに生じた

課題に直面しております。

教育においては、大津市で発生したいじめの問題や大阪市の高校での体罰などが

連日報道され、命の尊さを基本としたこれらの問題への対応の充実が求められると

ともに、「生きる力」を育む学校・家庭・地域の教育の在り方が問われています。

本町においては、基幹産業の低迷や著しいペースで人口の減少が進行するなど、

数多くの課題を抱えております。

そうした中、時代の変化の波を乗り越え、持続可能な地域社会を形成していくた

めには、自立の精神にあふれ、夢や希望の実現に挑戦し、これからの社会を担う人

材を育成することが不可欠であります。「人づくり」は言い換えれば「教育」であ

り、本町や当地域の活力や発展の基盤であります。

教育委員会といたしましては、このような認識のもとで、本年も、効果的な施策

を総合的に進めてまいる所存であります。

以下、その施策の概要を申し上げます。

Ⅰ 学校教育

学校教育についてでありますが、子どもたちが自立して生きていくためには、

確かな学力、豊かな心、健やかな体のバランスのとれた育成が必要です。

１ 社会を生き抜く「確かな学力」の育成

「確かな学力」の育成については、一昨年６月、北海道教育委員会は、平成２

６年度の全国学力調査を全国平均以上にすることを目標として掲げました。

この目標の設定は、単に点数を上げるためではなく、「物事に真摯に取り組も

うとする姿勢」を育て「自立して生きていくために、最低限必要な基礎学力を本

道の子どもたちに身に付けさせて社会へ送り出したい」という真意があります。

本年度の学力・学習状況調査では、本町の小中学生の平均正答率は全国平均を

上回っておりました。

この結果は、これまでの学力向上への取組と教師の教育実践の成果と認識して

おります。

新年度においても、教員加配制度の活用など、必要な体制の整備や、学力検査

への助成を継続するとともに、日常の学習指導方法の工夫・改善などについて胆
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振教育局等と連携し支援体制を整えてまいります。

また、一人の教師の確かな教育実践が、子どもたちの成長に直結することから、

教師力を高める不断の取組が必要であります。

このため、管理職や先輩教師、並びに巡回指導教員の活用などによる指導方法

の工夫・改善を徹底し、校内研究の実施を奨励するとともに、本町教育研究会の

活動を活発化させ、教職員の資質向上を目指す取組を積極的に支援してまいりま

す。

また、朝読書の推進、図書ボランティアと連携した読み聞かせや、図書司書の

巡回、移動図書館事業など、読書活動を推進するとともに、学力向上推進委員会

の活動や「家庭学習のてびき」の活用を通して、規則正しい生活と学習習慣の定

着を図ってまいります。

このような学力向上対策を学校と家庭が一丸となって推進し、現在の水準をよ

り高め、「社会を生き抜く確かな学力」を育成してまいります。

また、「地域の子どもは地域全体で育てる」という理念のもとで、「小中学校

の密接な連携」を、町教育研究会での活動や、保育所を含めた校区内での取組を

推進するとともに、久保内・壮瞥の児童生徒相互の交流(同校種の交流)について

も推進してまいります。

２ 豊かな心の育成と健康や体力づくりの推進

次に、「豊かな心の育成」については、子どもの発達段階に応じ、学校の教育

活動全体を通して行う道徳教育や人権教育を推進し、「規範意識や倫理観」「生

命の尊重や他人を思いやる心」を育成する取組を進めてまいります。

いじめの問題については、どの子どもにも、どの学校でも起こり得るものであ

ることを徹底し、日頃のコミュニケーションや教育相談を充実させるとともに、

「スクールカウンセラー」の活用など、「未然防止」と「早期発見」を図り、い

じめを根絶する取組を推進してまいります。

また、体罰については、学校教育法で禁止されている許されない行為であるこ

とを周知徹底し、教職員等の意識向上を図るとともに、教員等と児童生徒、保護

者の信頼関係の構築に努めてまいります。

特別支援教育については、各学校のコーディネーターや教員の資質、指導力の

向上を図る取組や関係機関との連携を強化するとともに、一人一人のニーズに応

じた指導及び必要な支援を行うため、支援員の適切な配置を行ってまいります。

次に、「健康や体力づくり」については、学校での体力向上を目指した学習指

導の徹底を図るとともに、社会教育事業と連携した健康と体力づくりを推進して

まいります。

また、むし歯予防を目的としたフッ化物洗口を平成２２年度から小学校で実施
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しておりますが、新年度においては中学校でも実施してまいります。

さらに「早寝、早起き、朝ごはん運動」の啓発に努め、食生活改善推進員や家

庭と連携し望ましい食習慣や生活習慣の指導の充実を図ってまいります。

３ 開かれた学校づくりと安心して学べる環境づくりの推進

昨年度、策定した「そうべつ学校評価マニュアル」に基づき、外部委員を委嘱

し、第三者評価委員の助言等を得て、学校改善につなげていく学校評価に取り組

んでおりますが、新年度においては、一年の取組実績を踏まえ、改善を加えると

ともに、学校と家庭・地域が一体となった、開かれた学校づくりを継続して推進

してまいります。

「学校支援地域本部事業」については、地域の皆さんの協力を得て、読み聞か

せやスキー授業などを継続して実施してまいります。

また、地方自治制度や本町の特色を理解・分析・解釈し、論述する場として定

着した「子ども議会」は、生きる力を育む言語活動の実践の場でもあり、継続し

て開催するほか、各学校やＰＴＡが自ら企画し取り組む研修活動などを支援して

まいります。

次に、児童・生徒の安全確保については、災害発生時に教職員や子どもたちが

的確に行動できるよう、洞爺湖有珠山ジオパークの活用や防災関係機関や有識者

と連携し、自然や災害に関する知識と技能を習得する防災教育を充実させてまい

ります。

また、地域安全協会や老人クラブ連合会の協力による「交通安全・防犯活動」

や「生徒指導連絡協議会」による情報の共有とともに、各学校での「危機管理意

識」の高揚を徹底し、事件・事故の未然防止に努めてまいります。

さらに、経済的困難を抱える家庭に対して、就学援助を行うとともに、学校施

設の適切な維持管理に必要な補修、備品類の更新を行い、安心して学べる環境づ

くりを推進してまいります。

４ 学校の適正配置と学校給食

次に、学校の適正配置、再編については、平成２１年に策定した「適正配置基

本方針」を基に、検討を進めております。本町は、伝統的に学校と地域の結びつ

きが強く、地域の教育力が高いという特色があります。

子どもたちにとって望ましい教育環境について、学校施設の新たな整備や、ま

ちづくりも含めた総合的な見地から検討を加えてまいる考えであります。

学校給食については、伊達市において、ＰＦＩ方式により、平成２７年度の竣

工に向けた検討が行われており、施設の整備にあたり、本町に負担を求めないこ

と、運営経費は、現在より増加させないことを基本に進める旨の説明を受けてお
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ります。

本町としては、この方針に沿って推進する考えであります。

なお、伊達・壮瞥学校給食組合は、平成２５年度末をもって解散し、その後は

本町が伊達市へ委託する方向で、今後、調整を図る所存であります。

５ 農業高校の特色を生かした人材の育成

次に、壮瞥高等学校についてでありますが、本年３月の卒業生１５名の進路は、

専門学校４名、就職７名で、近隣への就職は４名となっております。厳しい雇用

情勢や様々な課題がある中で、希望者の多くが進路を確定し、また、本年度は退

学など進路変更がゼロで推移しておりますことは、教職員の努力の成果であると

評価しております。

現在、この基本方針に基づき、平成２６年度の新入生から農産物の「生産、加

工及び流通」を学ぶ「地域農業科」へ学科転換するため、教育課程の見直しなど

最終的な準備を進めております。

新年度においては、こうした人材の育成に必要な備品類の整備と、教科書の公

費負担や農業関連の就職に必要とされる資格取得費用への助成など「教育振興対

策」の中から厳選した新たな施策を推進する考えであります。

また、農業研修の充実や、農の雇用制度の活用など、地域、町長部局と一体と

なった担い手の育成や、安定した進路の確保に努めてまいります。

さらに、民間施設の協力を得て、下宿制度の検討を進め、中学校訪問や進路説

明会などを継続するほか、教育資産を生かした生涯学習活動である「地域公開講

座」も継続して推進してまいります。

新年度の志願者は、胆振西学区の卒業生が前年度に比べ１２０名余り減少する

こともあり、一般受検１２名、推薦２名の１４名と大変厳しい状況となっており

ます。

地域の産業を担う人材を育成する新しい学校づくりを、学校・地域・行政が一

丸となって推進し、町立高校としての役割と意義を町民の皆様と共有できるよう

努めてまいります。

以上、学校教育について述べましたが、

教育は「家庭の教えで芽を出し、学校の教えで花が咲き、社会の教えで実を結

ぶ」といいます。

こうした教育の原点を改めて認識し、学校・家庭・地域が、共に支え合いなが

ら、我が国の将来を担う子どもたちが、自らの力で明るい未来を切り開いていく

ことができるよう、全力で取り組んでまいります。
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Ⅱ 社会教育

次に、社会教育についてでありますが、超高齢社会の到来や少子化の進展の中

にあって、一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、

その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において、学習することが

でき、その成果を適切に活かすことのできる「生涯学習社会」の構築が求められ

ております。

社会教育では、地域交流センターを拠点とした学習活動の充実や、団体、サー

クルの育成強化を図るとともに、関係団体や住民の皆さんとの協働のもと、ふる

さと教育や芸術文化の振興、読書の推進、体力の向上などの生涯教育事業を進め

てまいります。

また、本町の抱える課題に対応するため、社会教育行政として、町長部局等と

積極的に連携した学習活動を推進してまいります。

１ 生涯学習の推進

家庭教育は、教育の原点である生きる力を身に付けていく基礎をつくる場であ

ります。子育てや乳幼児教育に関する情報提供や、親子ふれあい事業などを通し

て信頼関係を育むとともに、生活習慣などの意識啓発を、町長部局や関係機関と

連携して推進してまいります。

青少年教育については、本年で３０年を迎える子ども郷土史講座や、芸術鑑賞

会をはじめ、少年の主張大会や、日本の伝統文化である新春書初め大会などを通

し、青少年の豊かな心と生きる力を育む取組を進めてまいります。

成人・高齢者教育については、自主的な学習活動である文化教室や、健康維持

と趣味教養の向上を図る山美湖大学を継続するとともに、町の行政課題に対応す

る学習会の開催など、生涯学習事業を推進してまいります。

女性団体連絡協議会や青年会は、会員の自主的な企画、運営により地域社会に

貢献する活動が行われております。リーダーの養成や会員の増強など活動を継続

して支援してまいります。

２ 芸術・文化の振興と読書推進

次に、芸術・文化の振興については、地域交流センターの備品の充実を図り、

運営ボランティアや各種団体との連携のもとで、文化・芸術活動を推進するとと

もに、発表の場の提供に努めてまいります。

町制施行５０年の記念事業として紫明苑を改修し、園地も含め「史跡」の指定

を行ったところですが、有識者の協力を得て、本町の歴史を後世に継承する施設

として、活用を図ってまいります。

読書推進については、図書資料の充実を図るとともに、ボランティア団体との
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協働による活動を継続するとともに、出前講座などにより、町民や子どもたちが、

豊かな情操を育む読書に、より親しむ取組を推進してまいります。

３ 国際理解教育の推進とスポーツの振興

次に、国際理解教育については、本年は、フィンランド国ケミヤルビ市と友好

都市調印から２０年を迎え、２月２２日に新たな調印を行ったところです。２０

年の節目の年に、中学生の派遣に加え、議会や経済団体などからも派遣し、新た

な交流について、検討を行ってまいります。

国際的に活躍できる人材を育成する上で、その基盤となる英語力の強化が不可

欠であり、小学校第５、６学年でも外国語活動が導入されております。コミュニ

ケーション能力の素地を養う視点に立ち、継続して英語指導助手を配置し、より

身近に、英語に触れる環境づくりに努めてまいります。

次に、スポーツの振興については、スポーツを通した地域の活性化に必要な施

策を、スポーツ推進委員や関係団体と検討するとともに、遊学館やスポーツ少年

団の活動に必要な備品類の更新を行うなど、施設の維持管理を行います。

また、スイミングやスキースクールなどを開催するとともに、総合型地域スポ

ーツクラブ、地遊クラブ「ジョイ」や体育協会の活動の支援を継続し、生涯スポ

ーツ社会の実現を目指してまいります。

さらに、２５年の歴史をもち、国内外で親しまれている本町発祥の冬のスポー

ツ、雪合戦の普及と拡大に努めてまいります。

Ⅲ むすび

以上、平成２５年度の教育行政に関する主要な方針を申し上げました。

教育は、個人の社会的自立の基礎を築き、幸福を実現する根幹であります。

教育の成果は、広く社会に還元され、地域社会の活力増進の原動力となること

から、教育は「未来への投資」といえます。

本年１月２４日、新たな教育改革構想を打ち出すため、安倍総理が本部長を務

める「教育再生実行会議」が発足し、「強い日本を取り戻すために子供の教育再

生は不可欠だ」と表明し、いじめ問題や教育委員会のあり方、６・３・３・４制

の見直しなど多岐に渡る議論が行われると報じられております。

教育委員会といたしましては、このような動きを注視しながらも、様々な関係

機関・関係団体とこれまで以上に連携を図り、「未来に希望の持てる壮瞥町」を

創るため、全力で取り組んでまいります。

町民の皆様、議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。


