令和３年度
１点目は、「一人一人の学びを
支える学校教育の推進」
です。

度の教育行政について、所信

定例会の開会にあたり、新年

令和３年知内町議会第１回

を求める生涯学習の充実に向

の豊かさ、自分らしさの発見

言われる今、世代を超え、心

ことや、長寿命社会の到来が

生と地域社会の担い手になる

て可能性を発揮し、幸福な人

持ち、それぞれの夢に向かっ

どもたちがふるさとに誇りを

人間的なふれあいの分断が続

変質と現下のコロナ禍により

少による地域コミュニティの

となってきましたが、人口減

ず、地域を支える貴重な財産

成果は学習者だけに留まら

進」
です。これまで、学びの

人々がつながる社会教育の推

２点目は、「生き生きと学び

することのない共生社会の実
現に努めてまいります。

教育行政の推進

次に令和３年度の主な施策

について申し上げます。
（主要な施策）

１ 学びの質を高める施策の

認定こども園が開園予定です。

教 育・ 保 育 の 一 体 化 に 努 め、

豊かな遊びや交流を通して園

児たちの心身の成長を図りま

す。開園の前年にあたり、統

合する幼稚園・保育園両園の

交流や職員研修に取り組みま

学習内容の高度化、定期考査

や教科担任制、部活動、生徒

の推進

５ 令和の時代にふさわしい

数等、教育環境の大きく異な

努めます。

り、交流の輪を広げることに

学習や学校行事の充実を図

ほか、小学校３校児童の合同

（北海道研究指定）
に取り組む

小中一貫教育サポート事業

る小学校と中学校が連携する

運動やスポーツの推進

１

学びの質を高める施
策の推進

子どもたちが自分自身のよ

さや可能性を認識すること

は、夢実現のための原動力で

ツ活動等に直向きに努力する

学習・資格取得・文化スポー

しい自己決定の機会を設け、

ズに応じた指導・支援に努め

進し、一人一人の教育的ニー

踏まえ、交流・共同学習を推

インクルーシブ教育の理念を

特別支援教育については、

資質の育成に学校・家庭・地

ます。併せて合理的配慮協力

あります。その年代にふさわ

域が連携して取り組んでまい

員や実態に即した支援員の配

幼児教育については、令和

支援協議会・教育支援委員会

の充実を図るとともに、特別

置を継続することで支援体制

ります。

４年度に公私連携幼保連携型
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学校では、臨時休校措置で
再認識された学校の役割を念
頭に、きめ細やかな生徒理解
や個性を生かした学習指導、
生徒指導に努め、これからの

す。また、小学校体験入学や

出前授業等をはじめ、幼保小

推進

２ 学びを支える施策の推進

のつながりを大切にします。

学習基盤であるＩＣＴの活用
を図りながら、主体性・協働

ぶ知内高校の推進

と主な施策について申し上げ

けて、学校・家庭・地域と連

いています。あらためて、地

このような認識の下、教育

学校間の連携については、

３ 地域創生・国際理解に学

ます。

携を図りながら、創意ある教

域に根ざした社会教育を推進

行政に臨む基本的な考え方に

４ 生き生きと学ぶ社会教育

性を育てる教育活動に取り組

令和の新たな時代が始ま

育行政の推進に取り組んでま

し、工夫を凝らし、人々の交

えています。知内町教育委員

ついて申し上げます。

、

みます。また、地域に学び、
心に根を張る学習活動を推進
し、子どもたちのふるさとを
大切に思う心を育ててまいり

り、 情 報 化・ グ ロ ー バ ル 化

いります。

ます。

等、加速する社会の変化とと

会は、こうした中、命・健康

流や諸活動を徐々に広げ、お
互いがつながることで、孤立

を最優先に考えながらも、子

い、先行き不透明な時代を迎

イルス感染症の脅威と向き合

もに、私たちは新型コロナウ

基本的な考え方

は じ め に

知内町教育行政執行方針
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教育委員会・保健センターと

を軸にした学校間・校種間・
学生には１人１台の端末を配

信環境を整備し、町内の小中
先人が積み重ねた歴史や文化

した学習プログラムのもと、

学校の再編成や地域学校協働

画しています。将来的な園・

れの特色ある学校づくりに参

機関との連携を図ります。併

に関する指導についても専門

に努め、心の健康と性・薬物

せて、幼児・児童生徒に運動

に触れる学習の拡充を図りま

や外遊び・スポーツの楽しさ

備します。

本部との連携も踏まえ、連絡

の連携を図ります。

会議・研修の充実を図ってま

いては小学校の教科担任制の

年度配置の英語専科教員につ

指導体制づくりを推進し、昨

み、小中高

年間の系統的な

業
（北海道研究指定）に取り組

小中高等学校英語教育支援事

民間企業・大学等と連携した

ラムにおいて議会・行政機関・

校では、地域創生学習プログ

充実を図るとともに、高等学

観や職業観を育む教育活動の

訪問等により、望ましい勤労

動・インターンシップ、企業

各校種に応じて、農業体験活

庭・地域・関係機関と連携を

可能な限り低減した上で、家

式」を踏まえ、感染リスクを

いては、「学校の新しい生活様

新型コロナ感染症対策につ

学びを支える施策の
推進

２

検・学習会を実施します。

らの高校入学生徒対象の巡

とに、初期段階からの計画的

徒・保護者との信頼関係をも

不登校については、児童生

組みます。

な認知と組織的な対応に取り

れない行為」として、積極的

に努め、「いじめは絶対に許さ

ともに、早期発見・早期解消

い人間関係を築く力を育むと

については、日頃から望まし

す。

じ、心が育つ食育を推進しま

食材を活用した学校給食を通

の基盤を育み、恵まれた地元

になっても実践できる食生活

付け、子どもたちが将来大人

知識や望ましい食習慣を身に

給食では、食に関する正しい

また、無償化３年目の学校

また、転入教職員、町外か

す。

長所を生かし、児童の
「聴く・

地域課題をテーマとする探究

図りながら学校運営を継続

な支援に努め、スクール・カ

キャリア教育については、

話す・読む・書く」
のバランス

活動に取り組み、児童生徒の

し、感染予防等については、

ウンセラー、保健師等の専門

英語教育の充実については、

の取れた英語力と積極的にコ

将来の夢や希望につながる体

主体的に考え行動できる児童

職員も含めたチーム学校とし

また、ふるさと納税を活用
した町の未来を担う人材育成
に対する支援として外国語指
導助手
（ＡＬＴ）
２名体制を継
続し、児童生徒が生きた英語
に触れ合う機会の拡充を図り

いじめや不登校等への対応

本 町 の コ ミ ュ ニ テ ィ・ ス

望ましい生活習慣や運動習慣

は、
学校・家庭・地域が連携し、

ります。

徒の徒歩通学を奨励してまい

ＴＡ連合会と連携し、児童生

を実感させるとともに、町Ｐ

ミュニケーションを図ろうと

験学習の充実に努めてまいり

生徒の育成に努めるととも

ての組織的な支援に取り組み

ます。

いります。

する資質を育みます。

ます。

に、感染者や医療従事者等に

ます。

子どもたちが心身ともに健

クールについては、全校に設

の定着が必要です。既存のス

ります。

かな心の指導を継続してまい

対するいじめや偏見のない豊

ＩＣＴ教育については、教
師が効果的にＩＣＴを活用

置されている学校運営協議会

マホメディアルールの見直し

子どもたちの安全・安心の

やかに成長していくために

を通じて、地域住民が学校教

や各学校開催のスマホ教室を

確保については、子どもたち

し、児童生徒が発達段階に応

育の成果・課題を共有し、学

保護者・地域に開放する等、

自身が様々な危険から身を守

じた情報モラルとＩＣＴ活用

地域の未来を担う人材を育て

校評価や地域学習・地域行事

町ぐるみで情報モラルの向上

らに拡大し、デジタル教科書

です。ＩＣＴ支援員事業をさ

能力を身に付けることが大切

の活用等、教員の指導力向上

るため、
郷土資料館を中心に、

への協力等を通じて、それぞ

ふるさと教育については、

研修の充実を図ります。併せ

地域の教育資源を整理・活用

知内小学校での食育教室の様子
知内町の特産品を使った給食メニューを考案

て、学校には高速大容量の通

広報しりうち 令和 3 年 4 月号
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知内高校での地域創生プログラムの様子
知高生と町議会が地域課題の解決策を議論

10
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見守り活動をはじめ日常の指

ることができるよう、地域の
きる環境づくりに向けて努力

りがいを持って働くことので
身に付ける寮生活・下宿生活

協調性・自立的な生活習慣を

ては、
実社会で必要な主体性・

を展開してまいります。

育館等の文教施設について

また、老朽化した校舎・体

子が触れ合う
「ブックスタート

くりに努め、読書を通じて親

で、参加者のネットワークづ

育児教室を定期開催すること

ちづくりカフェでは様々な年

主体的な学習活動を促し、ま

励することで、個人・団体の

企画運営や自主企画講座を奨

数で活動できる趣味の講座の

から、工夫を凝らし、自然体

験の機会が減少していること

ロナ禍により学習・交流・体

青少年教育については、コ

める料理教室、健康・安全等

用の学習会や世代間交流を深

活の利便性を高めるＩＣＴ活

高齢者教育については、生

職員数の減少等、児童たちを

化による児童数・学級数・教

を進めてまいりました。少子

な地域創生学習やＳＤＧ 学

短期留学事業をはじめ実践的

成に向けて、海外見学旅行・

特に、グローカル人材の育

トバンク」を創設し、学校教

て登録する
「 生涯学習サポー

ちの個人を地域学習講師とし

す。知識・経験・技術をお持

かな教育資源に恵まれていま

ます。

安心な活動の場を提供いたし

を継続し、
子どもたちの安全・

した３地区の放課後子供教室

また、地域の教育力を活か

めます。

運営に努めます。

う、
参加しやすい事業の企画・

のつながりを深められるよ

と経験を活かし、地域社会と

を図り、高齢者が豊富な知識

じて、知内みらい大学の充実

8

成人教育については、各文

化団体への活動支援のほか

は、公共施設長寿命化計画に

事業」を継続し
「 トマト収穫体

代・業種の町民間交流に努め

「ギター教室」
をはじめ、少人

基づき、計画的な維持管理に

験」
をはじめ子育て学習機会の

幼 児 家 庭 教 育 に つ い て は、

努めてまいります。

ます。

４

提供に努めてまいります。

を支援してまいります。

してまいります。

３
地域創生・国際理解
に学ぶ知内高校の推
進
知内高校については、若者

わが町・知内町は自然・歴

取り巻く教育環境の低下が進

習を活かした国際理解教育・

育・社会教育に跨る幅広い教

湯ノ里小学校での放課後子供教室
湯ノ里地区の歴史について学習
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導と併せて、交通安全教室・
防犯教室・防災訓練等の学習
機会において、的確な判断・
行動を取ることのできる危機
回避能力の育成を図ります。
また、町
（災害担当部署）
・
員会との緊密な連携を図り、
の可能性を引き出す町立の全

町内会・警察署・生徒指導委
防災・防犯情報の共有化に努

教育課程のもと習熟度別学習

の各種教養講座等の開催を通

日制普通科高校として、多様

や個別指導等、きめ細やかな

験活動等の段階的な再開に努

めます。
小学校のあり方について

史・文化、そして人という豊

生き生きと学ぶ社会
教育の推進

は、昨年５月より学校運営協
教育活動に取り組みます。

行していることから、今後の

キャリア教育を推進します。

な進路ニーズに応える混合型

議会・保護者・地域との協議

学校教育のあり方を踏まえ

養講座を持続的に展開してい

郷土資料館については、「み

ます。

機会を企画・提供してまいり

や、楽器演奏・歌唱等の発表

示する
「 ミ ニ 展 示 会 」の 開 催

町民の優れた芸術作品等を展

賞事業の企画に努めるほか、

世代のニーズに応じた芸術鑑

芸術・文化については、各

また、身に付けさせたい資

また、文化・スポーツ振興

て、小学校統合について、具

む力」
を意識した学習・学校行

事業を継続し、幅広い年代の

くための体制づくりに取り組

事・部活動を通して、文武両

活動を支援し、活力あるまち

みます。

学校の働き方改革について

道の高校づくりを目指し、進

づくりに努めるとともに、関

質・能力として
「協力する力、

は、保護者・地域の理解を頂

路ガイダンスやスタディ・サ

係の委員会と連携を図りなが

考え抜く力、粘り強く取り組

きながら、定時退勤日や学校

プリ、各種検定助成事業を通

ら、中央公民館、郷土資料館、

体的な協議を継続してまいり

閉庁日の設定、部活動方針の

じて進路実現のためのサポー

ます。

推進、ＩＣカードによる勤務

ター等の機能を活かした事業

ふれあい工房、スポーツセン
遠隔地からの入学生につい

ト体制の充実を図ります。

す。今後も教職員が健康でや

時間管理等に取り組んでいま

s
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さと講座」等、知内の風土が

は
「 知内学のすすめ 」
・
「 ふる

びを提供し、生徒や社会人に

域素材で豊かな感性を育む学

を基本に、幼児・児童には地

て、きいて、ふれて、考える」

に親しみを持てるよう

の適性に叶う運動やスポーツ

ます。広く町民の皆様が自分

新たなニーズが求められてい

さわしい運動やスポーツへの

様化が進み、令和の時代にふ

会構造の変化や生活様式の多

動やスポーツによる健康づく

障がい、国籍等を問わず、運

展開を通して、年代、性別、

来づくりセミナー」等の事業

識の普及に努め、「しりうち未

にスポーツライフを楽しむ意

にあっても、町ぐるみで安全

上げます。

とご協力を心からお願い申し

びに議会議員の皆様のご理解

執行にあたり、町民の皆様並

信頼の原点である法令順守と

本 間 茂 裕

知内町教育委員会教育長

令和３年３月９日

培った歴史・文化を学ぶ事業

りや町民間交流の場を提供す

むすびに

す。

よる交流を継続してまいりま

共同事業のスポーツ合宿等に

ます。併せて、渡島西部４町

ニティづくりに努めてまいり

ることで、新たな地域コミュ

①楽しむことを目的とした生

以上４点の実現を図る各種

④交流を図る共生スポーツ

康スポーツ

③健康づくりを目的とした健

ーツ

②可能性を追求する競技スポ

涯スポーツ

を展開いたします。
ま た、 自 然 や 文 化 の 体 験
的学習の場である
「 ミュージ
アム・パル」
の開設を通じて、
異世代間の交流を図ります。
図書活動については、図書
室利用者の利便性向上のた
事業展開により町民皆スポー

め、配架の工夫やＳＮＳ等に
より新刊情報を随時発信する
ツを推進してまいります。

令和３年度は
「 第三次知内

ほか、令和３年度から始まる
「 第３次知内町子供読書活動

町学校教育中期推進計画」
・

み、たくましく、郷土知内の

ためて、「心豊かに創造性に富

す時期を迎えています。あら

まえ、新たな第１歩を踏み出

旧計画期間の成果と課題を踏

計 画 」の 策 定 １ 年 目 を 迎 え、

「 第八次知内町社会教育中期

推進計画」
に基づき、
ライラッ
クの会や図書室ボランティア
等の地域団体と連携し、読み
聞かせ事業や図書室まつりの
開催等、本に親しむ環境を提
供してまいります。

５

未来をきりひらく人間」の育
成に向けて、総合教育会議を
また、感染予防という新た

服務規律の徹底に努めてまい

通じて首長との連携を図り、
なスポーツ様式として、「しり

令和の時代にふさわ
しい運動やスポーツ
の推進
知内町体育協会が設立から

ります。
うちニュースポーツスタイル

令和３年度知内町教育行政

広報しりうち 令和 3 年 4 月号

9

スマイルスイミングの様子
１人１人のレベルに合わせて指導

ヶ条」を発信し、コロナ禍
10

半世紀の歴史を刻み、 年目
を迎えています。この間、社
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