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平成 30年度 教育行政執行方針 
 

Ⅰ はじめに 

平成 30 年知内町議会第 1 回定例会の開会にあたり、教育行政の執行に関

する主要な方針について申し上げます。 

 

昨年は町制施行 50 周年にあたり、あらためて、先人の築かれた半世紀に

亘る歴史を振り返り、この豊かな郷土とくらしを未来へ繋ぐことの大切さを

町ぐるみで再確認したところです。 

21 世紀は、この先さらに加速度的な技術革新やグローバル化の進展によ

り、先行き不透明な時代の到来が言われています。そこに生きる子どもたち

には、命の尊厳と豊かな人間性を第一に、新しい時代に必要となる資質・能

力を育まなければなりません。 

 

Ⅱ 基本的な考え方 

 このような考えの下、知徳体の調和の取れた学校教育とそれを支える生涯

学習の基本姿勢について申し上げます。 

第 1 に、前向きで自立的な学習習慣とそれを支える望ましい生活習慣の定

着に向けて、家庭・学校・地域が連携した取組みを継続してまいります。 

第 2 に、地域の教育ネットワークを生かした学習活動や交流を通じて、一

人ひとりの自己実現を果たす生涯学習の充実に努めてまいります。 

 

子どもたちが故郷に誇りと愛着を持ち、地域の担い手として、たくましく

成長し、住む人が豊かな生活環境のもと、文化・スポーツ活動や交流を通じ

て、潤いと活力ある暮らしを送ることができるよう、次のとおり教育行政を

推進してまいります。 

 

Ⅲ 教育委員会の充実 

 新たな教育委員会制度に移行して 3 年目を迎えます。新しい制度の趣旨を

踏まえ、教育現場の状況を的確に把握した教育行政を推進するため、各施策

の点検・評価に努め、総合教育会議を通じて、住民の代表者たる首長との連

携を図ってまいります。また、教育委員と事務局職員が課題に焦点化した研

修に努め、子どもたちや教職員の意欲を高める教育行政の推進に努めてまい
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ります。 

Ⅳ 学校教育の推進 

 次に、平成 30年度の重点施策について申し上げます。 

 

１ 学びの充実をめざした取組み 

 校種や学校規模にかかわらず、教育の質の維持・向上に努めます。 

 

① 自立的な学習習慣と基礎・基本の定着 

子ども一人ひとりを見つめ、学びあい、学びなおしを大切にします。自分

で計画を立て、勉強に向かうことは自分自身の未来を切り拓くことに他なり

ません。前後の授業や家庭学習につながる学びの連続性を生かした授業づく

りやあらためて「読むこと・書くこと」の反復を大切にしながら基礎・基本

の定着に努めてまいります。 

 

② 発達に応じたキャリア教育の取組み 

子どもたち一人ひとりが抱く将来の夢や希望は、学びの原動力です。働く

人の話を聴く、現場を見学する、仕事を体験する。将来の自分が社会とどう

関わるのか、そのためにどう学ぶのか。幼児教育での心情・意欲・態度の育

成にはじまり、発達段階に応じた実践的なキャリア教育に取組み、地域社会

の教育力で子どもたちの学びに向かう力を育んでまいります。 

 

③ 豊かな人間性と道徳教育 

日常の教育活動全体を通して、豊かな心を育てることに努め、新たな「特

別の教科・道徳」では、自分ならどう考え、どう行動するのか、対話的な学

びを通じて、「聴く力」や「伝える力」を育てます。また、中高では討論等

の言語活動や集団カウンセリング活動を通じてコミュニケーション能力や

発信力のある社会人としての資質を育てまいります。 

 

④ 運動習慣を育てる取組み 

学校保健会、体育科教材開発委員会の提言を受け、各学校の目標設定のも

と、生活改善の取組みやマラソンチャレンジ、縄跳びチャレンジをはじめ、

冬場の外遊び等、実態に応じた取組みが行われています。今後も家庭・地域

と連携しながら、取組みの経過や成果の見える化を図ることで子どもたちの
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意欲を引き出し、運動に親しむ活動に取組んでまいります。 

 

⑤ 新たな幼児教育のはじまり 

新幼稚園教育要領が全面実施となり、新たな幼児教育が始まります。読み

聞かせ活動や運動教室、様々な遊びを通じて一人ひとりの発達を促し、小学

校との円滑な接続を図ります。また、預かり保育の時間帯を拡大し、就労保

護者のニーズにお応えする他、平成 32 年度の新園舎オープンに向け、今年

度は建替え工事の設計段階に入ります。幼保連携型認定こども園開設につい

ても引き続き検討してまいります。 

 

⑥ 地域ぐるみの特別支援教育 

社会福祉法人・江差福祉会の FDセンターが今春、湯ノ里地区にオープン

します。インクルーシブ教育の理念をふまえ、すべての子どもたちの社会的

自立を目指して、今後も保護者との信頼関係のもと、学校間連携に努めなが

ら、適切な支援・指導に努めてまいります。また、引き続き支援員を各園校

に配置する他、合理的配慮協力員を学校教育課に配置し、各園学校のサポー

トや保護者相談、外部機関との連携に努めてまいります。  

 

⑦ 心育てる読書活動の取組み  

道立図書館からの大量貸出しを活用し、本を円滑に循環させ、各学校と連

携し蔵書データの一元管理化等、中央公民館図書室と学校図書館とのネット

ワーク化を進めてまいります。また、ニーズに応える移動図書の運営に努め、

子どもたちに人気の「ブックフェスティバル事業」の一層の工夫改善や利用

者の目線に立って、中央公民館の読書環境の整備に努めてまいります。 

 

２ 学びを支える体制づくり 

 新しい時代に必要となる資質・能力を育むために、学校間の連携、教職員

研修、生徒指導の充実を図ります。 

 

① 地域の教育ネットワークを生かした取組み 

町内の教職員のそれぞれの専門性を生かして課題の改善・解決に取組んで

まいります。知内町学びの充実検討委員会では、町内一斉の「家庭学習強調

週間」の設定等、小中高が連携した取組を進めています。また、中高合同の
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乗入れ授業や部活動をはじめ、幼小中高間の幼児・児童・生徒そして教員の

連携交流やコミュニティ・スクールとの連携を促進してまいります。          

 

② 新たな課題と研修体制の推進  

 小中学校では新学習指導要領への移行期間が始まり、アクティブ・ラーニ

ングを生かした授業づくりが進められています。ICT 活用能力等の育成を見

据え、今後も ICT支援員配置事業を継続し、ハード・ソフト両面に亘る ICT

環境の計画的な整備に努めてまいります。また、時間増となる小学校・外国

語活動については、英語教育推進協議会や外国語指導助手と連携し、引き続

き実践的な研修活動を進めてまいります。         

 

③ きめ細やかな生徒指導の取組み 

子どもたちの自己肯定感と自己教育力の育成を第一に、小中高では、継ぎ

目のない生徒理解に努め、専門スタッフを交え、組織的な教育相談に取組み

ます。併せて、知内町いじめ防止条例をふまえ、いじめ防止委員会の定期的

な開催により、現状と取組みの定期的な点検・検証に努めてまいります。ま

た、スマートフォンのコミュニティサイトの利用を通じて、少年少女の犯罪

被害が急増していることから、あらためてフィルタリングの設定や家庭内で

の約束づくり等、啓発に努めてまいります。               

 

④ 食からの学びと安全な学校給食  

子どもたちの意欲や気力を支える望ましい食習慣の定着を大切にしてま

いります。給食は「生きた教材」であり、新鮮で栄養価の高い地場産の食材

を生かし、関係機関と連携した食育の授業を通じて、食材の旬や郷土に対す

る理解、生産に関わる人々への感謝の思いを育てます。また、給食調理の基

本事項の確認や施設・設備の保全管理を徹底し、保護者と連携したアレルギ

ー対応等、安全・安心な学校給食の配食に努めてまいります。 

 

⑤ 安全・防災教育の推進  

 学校施設は、非常災害時には地域の避難場所となることから、学校・地域

が一体となった避難訓練を行う等、防災意識の醸成を図ります。また、知内

町通学路安全推進委員会や各地域の見守り隊と連携し、児童・生徒の登下校

の安全確保に努め、併せて、子どもたちが不審者被害から身を守るため、適
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切に退避行動を取ることができるよう指導を徹底してまいります。 

 

３ 地域と共に在る学校づくり 

 幼小中高すべてがコミュニティ・スクールとなって 3 年目を迎えます。そ

れぞれの校種や地域性を生かした新たな展開を支援してまいります。 

 

① 町ぐるみのコミュニティ・スクールの推進 

各学校運営協議会では、教育活動の充実や地域連携について熱心な協議が

行われ、学習支援活動や環境整備事業が行われています。活動の充実・発展

に向け、引き続き「知内町コミュニティ・スクール連絡会議」を開催し、町

ぐるみで持続可能なコミュニティ・スクールの運営手法や地域連携について、

研修・情報交換に努めてまいります。 

                                

② 地域の担い手教育の推進                                                                                                                   

有権者教育と地域の担い手育成の必要性が言われています。昨年初の中学

生議会が開催され、地方自治・地方議会について体験的な学習が行われまし

た。小学校では、子どもたちが地域の観光大使として「まちづくり」活動を

支えるための学習を進めています。また、町立高校では、行政、産業界、大

学と連携し、地域の担い手としての実践的な学び「地域創生学習」が始まり

ます。子どもたちが地域の特色や課題に目を向けての主体的な学習を応援し

てまいります。   

 

③ 望ましい生活習慣の定着  

早寝・早起き・朝ご飯の生活リズムを大切にしてまいります。本町の子ど

もたちは、テレビゲームやスマートフォンを扱う時間が多く、逆に家庭学習

の時間が少ない傾向にあります。「知内町スマホ・メディアルール」に基づ

き、各家庭での望ましい生活習慣づくりを呼びかける他、WHO（世界保健

機関）や医療現場から提言されているインターネットゲーム依存による健康

被害についても各学校・町 PTA連合会等と連携し、積極的に情報発信して

まいります。 

                            

④ 学校における働き方改革の取組み 

教職員が健康でやりがいを持って教育活動に臨めるよう、定時退勤日・部
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活動休養日の設定等、時間外勤務縮減のための具体的な取組みを継続してま

いります。また、保護者、地域、関係機関の理解を頂きながら、「学校閉庁

日の設定」等、地域の実情を踏まえ計画的な実施に努めてまいります。 

 

 

４ 町立高校の運営 

 少子化のもと全道的に高校の統廃合が進む中、西南渡島拠点校として町立

高校の魅力化を進め、普通科 2間口を運営してまいります。 

 

① 教育内容の充実に向けて  

 授業改善に努め、学びの質を高めてまいります。また、多様化する進路ニ

ーズに応えるため、科目選択の幅を広げた新たな教育課程を導入し、外国語

科目を増単し、外部検定受検と併せて語学力向上を図ります。昨年初実施の

海外見学旅行・短期留学事業については評価・検証を踏まえ、今後も知内町

の特色ある教育活動として、生徒一人ひとりの国際的視野の広がりやキャリ

ア向上に資するよう研修の質の向上を図ってまいります。 

 

② 通学区域を道内から国内へ 

 平成 30 年度から通学区域を道内から国内に広げ、関心の高い教育課程・

進路指導・部活動の充実を図り、国内全域から選ばれる学校づくりに取組ん

でまいります。また、遠隔地からの入学者のための男子寮（青少年交流セン

ター）では、施設運営・生活指導を教育委員会と学校が連携して運営にあた

り、生徒の自主性・協働性を育てることで、保護者の期待に応え、併せて、

女子寮の建設についても検討してまいります。 

 

Ⅴ 生涯学習の推進  

次に、生涯学習の重点施策について申し上げます。 

 

１ 社会教育の推進 

総合社会教育会議を通じて、住民が主役の生きがいを感じる生涯学習活動

を進めてまいります。 

 

① 安心感のある幼児家庭教育 
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子育てサークルでは、育児の悩みを語り合える情報交換や学びの場を提供

し、保健センターとの連携のもと、安心感のある相談体制を図ってまいりま

す。また、絵本との出会いを通じて母子の触れ合いを深める「ブックスター

ト事業」や幼児の自信の芽を育む「運動遊び」等、幼児家庭教育の支援に努

めてまいります。 

 

② 地域ぐるみの青少年教育 

子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、地域ぐるみで教育に取り組む

体制づくりが求められています。「放課後子ども教室」、「子ども会育成事業」

等を通じて、社会教育が学校教育を応援します。また、中央公民館では中学

生・高校生に学習室を開放し、生徒の自立的な学習の場を提供してまいりま

す。 

 

③ まちづくりを担う成人教育 

「公民館講座」では、まちづくり・生活・創作・芸術・教育等、地域住民

の興味・関心に応えるバランスのとれた企画・運営に努めてまいります。ま

た、「町民自主企画講座」では、住民の主体的な活動の場、自己啓発の場と

して活用頂けるよう情報発信してまいります。 

 

④ 生きがいを感じる高齢者活動 

シニア世代のみなさんが心身健康で心豊かに暮らせるよう、「知内みらい

大学」・「地域みらい大学」での日常生活に密着した学びや交流の充実を図っ

てまいります。また、「世代間交流事業」では、経験に裏付けされた豊富な

知識・技、そして人間力を若い世代に伝えて頂く機会を設けてまいります。 

 

⑤ 心の豊かさが実感できる芸術・文化活動 

各学校や関係団体と連携し、幼児・児童・生徒・成人のライフスタイルに

応じた「芸術鑑賞事業」を進めてまいります。各文化団体では、作品展示の

機会を増やす等、新会員の発掘につながる活動を応援してまいります。また、

年に１度の「町民文化祭」では、集客を意識し、町内外のネットワークを生

かした企画・運営に取組んでまいります。 

郷土資料館では歴史や文化・自然について学ぶ拠点として「ミュージア

ム・パル」、「知内学のすすめ」等の事業を進め、保存している貴重な文化財
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を活用し、北海道命名 150年を記念した「明治時代初期の知内」をテーマに

特別展を企画、開催いたします。また、将来的な郷土資料館改築について検

討してまいります。 

文化交流センター・第 2 町民体育館では、行政・教育・外部団体等により、

多目的な活用が図られています。地域に親しまれる社会教育施設として更に

有効利用を図ってまいります。 

 

２ 生涯スポーツの振興 

 スポーツ振興を通じて、町民皆スポーツ活動を推進し、明るく健康で活力

ある地域社会づくりに努めてまいります。 

 

① スポーツ振興を図る推進体制の充実 

年齢や経験によってスポーツには多様な関わり方があります。スポーツ推

進委員会議や体育協会と連携し、「する・みる・支えるスポーツ」を推進し、

「スポーツセンターニュース」や館内展示等を通じて、各種事業について積

極的に情報発信することで参加を広く呼びかけてまいります。また、安全と

使いやすさに留意し、スポーツ施設の適切な維持管理に取組んでまいります。 

 

② ライフステージに応じた運動やスポーツの取組み 

幼児期の心身の成長に重要な「キッズ運動教室」では訪問指導を通じて保

護者の意識を高め、「青少年スポーツ教室」では多様なスポーツに幅広く触

れる場を提供し、成人スポーツでは、「アクアビクス」や「ウォーキング」、

「チャレンジデー」等各種事業により住民のスポーツ交流を推進してまいり

ます。また、高齢者・障がい者スポーツでは、大会や教室開催の他、指導者

派遣事業を通じて、広く社会への参画を促進してまいります。競技スポーツ

振興には、最新の指導理論やコーチングについて、スポーツ指導者研修会の

充実を図り、各団体の競技力の向上を図ってまいります。 

 

③ スポーツ合宿・大会誘致による交流促進  

北海道及び西部四町連携事業のもと、高校野球をモデル事業に位置づけ、

デフリンピック・スキーをはじめ各種スポーツ合宿受入れの環境整備に努め

てまいります。この 7 月に本町開催予定の全道中体連野球大会をはじめ、各

種スポーツ大会の誘致を通じて、人と人とがふれあう交流の機会を促進して
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まいります。また、スポーツ交流人口拡大に向けた将来的な施設整備につい

て検討を継続してまいります。 

 

 

Ⅵ むすびに 

 平成 30 年度は、「知内町第 2次学校教育中期推進計画」「知内町第 7次社

会教育中期推進計画」の策定・実施から 3年目にあたり、折り返しの時期を

迎えます。これまでの 2年間の取組を踏まえて、学ぶ人たちの自信と可能性

を引き出し、地域社会の活性化につながる人材育成に資するよう教育行政の

推進に取組むと同時に、あらためて信頼の礎である法令遵守と服務規律の徹

底に努めてまいります。 

 

 平成 30 年度知内町教育行政執行にあたり、町民の皆様並びに議会議員の

皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 

 平成 30 年 3月 8 日 

             知内町教育委員会教育長 本 間 茂 裕 


