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令和４年度知内町教育行政執行方針 

 

Ⅰ はじめに 

令和 4 年知内町議会第 1 回定例会の開会にあたり、新年度の教育行政につ

いて、所信と主な施策について申し上げます。 

 

今日、めまぐるしい速さで科学技術が進化を遂げ、国境を越えてお互いが

影響を与え合うグローバル化社会の時代を迎えています。また、AI の発達に

より生活の利便性が益々高まりを見せる中、わたしたちは新型コロナウイル

ス感染症の世界的大流行に直面し、多くの尊い人命が失われ、日常の暮らし

や社会生活では、様々な転換を求められています。 

知内町教育委員会では、人々が自分らしく、心豊かに生きていくため、こ

うした転換を新しい時代の学びを実現するための節目ととらえ、誰もが安心

して質の高い教育を受け、健康で生涯に亘り学び続けられる環境づくりに取

り組んでまいります。 

また、児童数の減少により学校再編が進む中、改めて学校と地域が連携・

協働を深めることで、地域創生の追い風となる教育行政を推進してまいりま

す。 

 

Ⅱ 基本的な考え方 

このような認識の下、教育行政に臨む基本的な考え方について申し上げま

す。 

 1 点目は、「たくましく生き抜き、夢の実現に努力する人の育成」です。 

 開園する認定こども園では未来を生き抜く力の基礎を育み、小中学校の 9

年間を見通した教育活動、高校と各校種との交流等、実効的な幼小中高の一

貫教育を推進し、生涯学び続ける人づくりに努めてまいります。 

 2 点目は、「多様性に寛容で、共に支え合い生きる人の育成」です。 

 コロナ禍にあっても、人々をつなぐ社会教育や地域学校協働活動を起点と

した小さなまちづくりを重ね、性別や障がい、国籍を問わず交流する町民皆

スポーツ条例等の推進を通じて、支え合い生きる共生社会実現の機運を高め

てまいります。 
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Ⅲ 教育行政の推進 

 次に、令和 4 年度の主な施策について申し上げます。 

 

（主な施策） 

 １ たくましく生き抜く資質・能力の育成 

 ２ 協働し、主体的に生きる人づくり 

 ３ 認め合い、理解し合える共生社会の推進 

 ４ 選ばれる町立高校を目指して 

 ５ 心豊かに生きがいを感じる社会教育の推進 

 ６ 町民皆スポーツの推進 

 

１ たくましく生き抜く資質・能力の育成 

 この先、温暖化対策や感染症対策等、子どもたちが正解の見えにくい課題

や困難な問題に直面したとき、他者と協働しながらも自分なりの最適解を見

出す力が必要です。そのためには基礎基本の定着や「よく考え・自分の意見

を持ち・それを伝える力」・「豊かな人間性」の育成に重点を置き、グローバ

ル化社会を生き抜く基礎的な資質として、外国語力、ICT 活用能力の育成に

努めてまいります。    

  

幼児教育については、新年度から幼保連携型「しりうち認定こども園」が

開園いたします。期待される教育・保育の一体的な運営や魅力ある就学前教

育保育の実践に向けて、校長会・知内町教育研究所等と連携し、保育教諭の

研修活動を応援してまいります。    

  

学校間の連携については、特に学習内容や定期考査・教科担任制・部活動

等、学校環境の大きく異なる小学校と中学校を通じて、乗り入れ授業や交流

学習を行う小中一貫教育サポート事業に取り組むほか、小学校 3 校の合同学

習や合同行事により、児童たちの交流機会の充実に努めてまいります。 

  

小学校のあり方については、児童数・教職員数の減少等、児童たちを取り

巻く教育環境の変化が進行しており、今後も小学校統合について協議を継続

してまいります。令和 4 年度をもって閉校となる湯ノ里小学校については、

閉校記念事業実行委員会と連携し、129 年の歴史にふさわしく、児童・保護
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者・同窓生・地域・教職員の心に残る記念事業の実施に向け支援を行ってま

いります。 

 

特別支援教育については、インクルーシブ教育の理念を踏まえ、特別支援

教育協議会・教育支援委員会を軸に、交流・共同学習を推進し、保護者・学

校・保健センターとの連携を図り、一人一人の教育的ニーズに応じた指導・

支援に努めてまいります。また、合理的配慮協力員や各学校への支援員の配

置を継続し、認定こども園についても支援員配置の助成等、体制の充実を図

ります。 

     

英語教育の充実については、英語教育推進協議会を中心に、小学校の英語

専科教員の専門性を生かし、英語でコミュニケーションを図ろうとする前向

きな気持ちを育みます。また、外国語指導助手（ALT）2 名体制を継続し、

生きた英語に触れ合う機会を広げ、学力向上に意欲的に取り組む小・中学生

に英検をはじめ資格検定への助成を継続します。 

   

２ 協働し、主体的に生きる人づくり 

新型コロナウイルス感染症対策については、今なお警戒が必要であり、持

続的な学びの保障には、学校での感染リスクを可能な限り低減し、学校の新

しい生活様式を継続することが必要です。今後も主体的に考え行動できる児

童生徒の育成に努め、感染者等に対するいじめや偏見のない豊かな心を育む

指導を継続してまいります。 

 

ICT 教育の推進については、ICT 支援員による教員研修と併行し、日常の

実践を通じて、デジタル教科書の活用や遠隔授業の実践等、ICT 活用の広が

りを促進し、「知内町 ICT 環境管理指針」をもとに、学校・家庭・教育委員

会が連携し、安全・効果的に ICT を活用する体制を推進してまいります。     

 

主権者教育の推進については、2016 年から選挙権年齢が 18 歳以上に引

き下げられ、本年 4 月からは成人年齢が 18 歳に引き下げられることから、

改めてその重要性が言われています。国や社会の問題を自分のこととして捉

え、自ら考え、判断し、行動する主権者を育むには、学校と選挙管理委員会

等が連携を図り、教科・総合学習や児童会・生徒会活動等での学びや高校副



4 

 

教材「私たちが拓く日本の未来」を活用した学びの充実に努めてまいります。 

  

本町のコミュニティ・スクールについては、全校設置の学校運営協議会を

通じて、地域の代表者が学校評価や地域学習・地域行事を通じて、それぞれ

の特色ある学校づくりに参画しています。認定こども園においても「こども

園運営協議会」を設置し、保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体と

なって園運営の充実や園児の健全育成に取り組んでまいります。 

 

学校の働き方改革については、保護者・地域の理解を頂きながら、定時退

勤日や学校閉庁日の設定、部活動方針の推進等に取り組んでいます。新たに、

1 年単位の変形労働時間制の制度を整備すると共に、今後も教職員が健康で

やりがいを持って働くことのできる環境づくりに努めてまいります。 

 

３ 認め合い、理解し合える共生社会の推進 

 豊かな人間性を育む教育については、家庭・地域と連携を図りながら、教

育活動全体を通して、児童生徒のルールや約束を守る意識、命を大切にする

態度、他者への思いやり等、体験を基に心を豊かにする道徳教育の充実を図

ります。 

 

教育の出発点とも言える家庭教育は、子どもが基本的な生活習慣、自立心、

規範意識等を身に付ける上で大切な役割を担っています。親としての学びの

充実に向けて、町 P 連、青少年育成町民会議等と連携し、研修機会の設定等、

地域ぐるみで家庭教育を応援してまいります。 

 

望ましい生活習慣・運動習慣の定着については、家庭での端末利用のルー

ルづくりや徒歩通学等、学校・家庭・関係団体が連携した取組が必要です。

コロナ禍による体力低下が懸念される中、自分の体力に合わせ、体を動かす

ことの楽しさを感じる運動・スポーツ体験づくりに努めてまいります。また、

発達段階に応じ、心の健康や性・薬物に関する予防的な学習機会を推進しま

す。 

 

いじめの対応については、日頃から望ましい人間関係を築く力を育み、早

期発見・早期解消に努め、積極的な認知と組織的対応に取り組みます。また、
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「知内町子どものいじめ防止に関する条例」を見直し、「知内町いじめ防止基

本方針」策定や重大事態の対処等について、改めて明確化を図ります。 

不登校については、児童生徒・保護者との信頼関係をもとに、初期段階か

らの計画的な支援に努め、スクールカウンセラー等の専門職員も含めたチー

ム学校としての組織的な支援に取り組みます。 

 

子どもたちの安全・安心の確保については、交通安全指導や不審者対応教

室等を通じて、日常に潜む危険から身を守る資質の育成に努めてまいります。 

また、本年は昭和 48 年の「小谷石豪雨災害」から 50 年を迎えます。改め

て、町・地域・関係機関と連携を図り、防災訓練の充実をはじめ、防災体制

の見直しに努めてまいります。  

 

学校給食については、無償化を継続し、厨房内環境改善のため、老朽化し

た冷房施設の改修に取り組みます。また、アレルギー対応の徹底を図ると共

に、食に関する正しい知識や望ましい食習慣の基盤を育み、ニラやホウレン

ソウ等、恵まれた地元食材を活用した学校給食を通じ、心が育つ食育を推進

します。 

   

ふるさと教育については、地域の未来を担う人材を育てるため、学校・地 

域・郷土資料館等が連携し、地域の教育資源を活用した学習プログラムのも

と、郷土の歴史・文化・産業等に触れる学習の拡充を図ります。また、転入

教職員、町外からの高校入学生徒対象の巡検・学習会を実施いたします。 

    

読書活動については、児童生徒が言葉を知り、感性を磨き、生きる力を身

に付けていく上で欠かせないものであり、第 3 次知内町子どもの読書活動推

進計画を踏まえ、家庭・学校・地域・公民館図書室と「ライラックの会」・「図

書室ボランティア」とが連携し、読書意欲を引き出す各種事業に取り組んで

まいります。 

 

４ 選ばれる町立高校を目指して 

 知内高校においては、幼小中で育成された資質・能力を基に、「協力する

力・考え抜く力・行動する力」に代表される「知高生に身に付けさせたい９

つの資質・能力」の定着を目指し、学習や学校行事・生徒会活動・部活動等



6 

 

を通じて、生徒の多様な力を引き出す教育活動に取り組みます。また、身近

なＳＤＧｓに関連付けた地域創生学習では、大学等による専門的な出前授業

により生徒の学問的視野の拡大に努めます。ICT 教育環境の整備について

は、令和 4 年度入学生より順次、町からの貸与による 1 人 1 台端末配置を推

進してまいります。 

特色ある国際理解教育としての海外見学旅行及び短期留学事業について

は、国内外の感染状況等を踏まえ、実施の可否については早期の判断に努め

ます。      

校舎等の教育環境の整備については本年度の実施設計を経て、公共施設長

寿命化計画により順次、改修を進めてまいります。 

今後も積極的に本道最南の町立高校の魅力を発信するとともに、町内外の

中学校への募集活動を推進してまいります。  

 

５ 心豊かに生きがいを感じる社会教育の推進 

活力のある地域社会には、お互いを認め合う人と人とのつながりが健在で

あり、過疎地域においては、新しいまちづくりを進める学びが求められてい

ます。昨年度設置の「知内町地域学校協働本部」では、サポーター登録を頂

いた地域の個人や団体が講師やボランティアとして、それぞれの知識・技術・

経験を活かし、子どもたちの学びの充実に参画頂き、「地域とともにある学

校」・「学校を核とした地域づくり」に取り組んでまいります。 

 

幼児家庭教育については、親子のふれあい、子どもの体験活動、保護者同

士の交流を促す「アンパンマンクラブ」・「のびのび教室」の活動や絵本によ

る親子の触れ合いの「ブックスタート」を引き続き開催してまいります。 

 

青少年教育については、コロナ禍により交流・体験の機会が減少した子ど

も会事業や各種体験活動の段階的な再開に努め、地域の教育力を生かし、子

どもたちの安全・安心な居場所づくりと交流活動を推進する「放課後子供教

室」を継続してまいります。 

 

  成人教育については、趣味の講座や自主企画講座をはじめ「手話教室」等、

やりがい・生きがいにつながる「公民館講座」を企画し、成人年齢 18 歳の

引き下げによる成人式のあり方については、対象者アンケートの結果等を踏
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まえ、現行通りの時期に 20 歳を迎える方たちを対象として式典を開催いた

します。 

 

高齢者教育については、実用的な健康・安全等の学習会や世代間交流を推

進し、健康で明るく生きがいのある人生を送って頂くための「知内みらい大

学」を引き続き開催してまいります。 

 

芸術・文化の振興については、本町ゆかりの画家・故 鈴木秀明氏の遺作展

をはじめ、優れた美術品に接する機会を設け、「芸術鑑賞事業」や「ミニ展示

会」を引き続き開催し、生活に潤いをもたらす文化活動を促進してまいりま

す。また、ウィズコロナ時代の新しい生活様式等を定着させ、新しい発想を

生かした町民文化祭の開催について検討を進めてまいります。 

  

郷土資料館については、資料収集・管理・調査研究活動の他、時宜に応

じたテーマの企画展示を行ってまいります。教育普及活動については「み

て、きいて、ふれて、考える」を基本に、「ミュージアム・パル」では自然

観察会を通して豊かな感性を育む講座を、「知内学のすすめ」・「ふるさと講

座」では知内の風土が培った歴史・文化の講座を開講いたします。また、

旧石器時代の副葬品等、本町のロマン溢れる先史時代の魅力を、世界遺産

登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」に関連付けながら発信してま

いります。 

 

図書活動については、より利用しやすい中央公民館図書室を目指して、配

架の工夫やＳＮＳ等による新刊情報を随時発信し、地域団体と連携して季節

装飾等による館内整備に努め、「移動図書」を継続し、読書環境の充実を図り

ます。 

 

６ 町民皆スポーツの推進 

スポーツには、心身の健康増進だけではなく、幅の広い可能性があります。

知内町では、「町民皆スポーツ条例」をスポーツ振興の基本とし、「いつでも・

どこでも・だれでも」自ら進んでスポーツ等に親しむと共に、スポーツ関係

委員、各スポーツ協会、スポーツ少年団本部等と連携し、運動やスポーツを

通じた共生社会の実現を目指してまいります。また、「しりうちニュースポー
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ツスタイル」による感染症対策を図り、各種運動教室や町民大会等の事業を

積極的に開催し、待望のファイターズ応援大使と連携し、地域が元気になる

事業を進めてまいります。  

 

ライフステージに応じた運動・スポーツについては、「親子ｄｅ運動あそ

び」や「青少年運動体験推進事業」の他、「チャレスポしりうち」、「町民ゆる

スポリンピック」等のイベントを開催し、幅広い年齢層が楽しめ、交流でき

る生涯スポーツの実践を図ってまいります。 

 

心身を鍛える競技スポーツについては、各競技団体への活動助成をはじめ、

コーチングや障がい予防等の指導者研修とパークゴルフ場をはじめスポー

ツ施設の環境整備を推進してまいります。 

                       

健康づくりや体力・運動能力向上については、職員の外部派遣を継続する

とともに、自宅で誰でも行える「しりうちながら体操３６５」等の普及や e

スポーツの実証実験を行う等、健康スポーツを振興してまいります。 

 

性別や障がい、国籍を越えた交流については、各種スポーツ大会を継続開

催し、「チャレンジパラスポーツ」等の体験や学びの場を積極的に創り出し、

運動やスポーツを通じた身近な共生社会の実現を目指してまいります。 

 

Ⅳ むすびに  

令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染症と向き合って 3 年目を迎えま

す。この間、臨時休校、事業の中止、施設の閉鎖等が幾度となく押し寄せ、

地域住民の交流の分断が繰り返されてまいりました。改めて、知内町教育目

標「心豊かに 創造性に富み たくましく、郷土知内の未来をきりひらく人

間」という原点に立ち返り、それぞれの夢の実現と共生社会の構築に向けて、

総合教育会議を通じて首長との連携を図り、教育行政に邁進してまいります。 

 令和 4 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。 

 

令和 4 年 3 月 8 日 

知内町教育委員会教育長 本 間 茂 裕 


