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 この報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（第２６条）の

規定に基づき、平成２８年度の教育委員会の権限に属する事務の管理と執行の

状況について、学識経験者の知見を活用して点検及び評価を行うとともに、併

せて平成２９年度の教育委員会の権限に属する事務の管理と執行の状況の中間

実績について、点検及び評価を行い、作成・公表するものです。 
 

○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２６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項の規定に

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。 
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第１章 点検及び評価の概要 

 
 
１ 点検及び評価の対象 

 
教育委員会の事業は年度単位で執行されているため、教育委員会の点検及び

評価は次年度に入ってから行うこととしています。 
本年度の点検及び評価は、「平成２８年度当別町教育推進計画」及び「平成２９年

度当別町教育推進計画」の重点的取組に位置付けされた施策を点検項目として

選定しました。 

 
 
２ 点検及び評価の内容 

 
教育委員会会議の開催状況、審議案件など教育委員会の活動状況を明らかに

するとともに、当別町教育予算の概要の重点施策に位置付けされた施策・事業

等の点検・評価については、個別に取組状況を点検し、成果と課題を踏まえ

今後に向けた方向性を明らかにしています。 
 また、教育委員会の活動状況や施策・事業等の点検及び評価の客観性を確保

するとともに、今後の取組に反映させるため、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。 

 
 
３ 点検及び評価の公表 

 
点検及び評価の結果をまとめた報告書を当別町議会に提出するとともに、

町民に広く公表します。 
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第２章 教育委員会の活動状況 

 
 
１ 教育委員会会議の開催状況 
 

教育委員会の会議は、地教行法及び当別町教育委員会会議規則に基づき、

教育長と４人の教育委員が主要な教育施策の策定、変更及び実施に関すること、

教育委員会規則等の制定、教育に関する様々な課題について審議しています。 
それぞれの会議においては、事務局から付議案件の提案説明や報告事項等

について説明が行われた後、教育長と教育委員による慎重な審議を経て、決定、

了解、承認されてきたところです。 
さらに、会議以外においては、現場の状況を把握したうえでの審議が行われる

よう、学校や教育関係施設の視察、各種行事への参加を行っています。 
今日の教育を取り巻く課題は、複雑・多様化しており、今後においても諸

課題等に対応した施策の推進に向けて、引き続き十分な審議を行い、地域教

育の更なる充実のため、町民の積極的な参画と協働の下、多様で質の高い教

育行政を積極的に推進していく必要があります。 

 
  会議の開催状況 

教育委員会会議については、当別町教育委員会会議規則第４条第１項の規定

に基づき毎月定例会を開催し、また、同条第２項の規定に基づき必要に応じ

て臨時会を開催しています。 
平成２８年度については、下記のとおり合計１３回の会議が開催されたと

ころです。 
① 定例会  １２回（毎月） 
② 臨時会   １回（３月） 
平成２９年度９月末日までについては、合計６回の定例会が開催されています。 
なお、会議以外に事務局との学習会も随時実施しています。 

 
  会議の審議案件 

教育委員会会議での審議事項については、当別町教育委員会事務委任規則

第１条の規定に基づき審議しています。 
また、同規則に規定されていない事務局報告事項についても、質疑応答を

行っています。 
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平成２８年度については、下記のとおり審議及び報告が行われたところです。 
① 当別町教育委員会事務委任規則第１条に基づく審議事項 

・議決案件 ３８件 ・協議案件 ８件 ・報告案件 ２１件 
② 事務局報告事項 １１２件 
③ 付議案件一覧 

 
日 程 付  議  案  件 

H28. 4.20 （報告） 

・ 臨時代理について（当別町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則制定について） 

・ 臨時代理について（教育委員会事務局職員の人事異動について） 

・ 臨時代理について（当別町学校給食センター運営委員会委員の解職について） 

・ 臨時代理について（当別町社会教育委員会委員の解職について） 

・ 臨時代理について（当別町教育支援委員会委員の解職について） 

（議案） 

・ 当別町いじめ問題調査委員会委員の委嘱について 

・ 当別町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

・ 当別町社会教育委員会委員の委嘱について 

・ 当別町教育支援委員会委員の委嘱について 

H28. 5.19 （報告） 

・ 臨時代理について（当別町スポーツ推進委員の委嘱について） 

・ 臨時代理について（当別町子ども・子育て会議委員の解職について） 

・ 臨時代理について（当別町子ども・子育て会議委員の委嘱について） 

（協議案） 

・ 平成２８年度教育費６月補正予算について 

H28. 6.24 （報告） 

・ 平成２８年度教育費６月補正予算について 

（議案） 

・ 教職員の解職発令内申について 

・ 当別町学校給食センター運営委員会委員の解職について 

・ 当別町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

H28. 7.28 （報告） 

・ 飲酒運転根絶取組計画の策定について 

（議案） 

・ 第１地区教科用図書採択教育委員会協議会委員の選任について 
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日 程 付  議  案  件 

H28. 8.24 （議案） 

・ 教育委員会委員の辞職について 

・ 平成２９年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並びに平成２９年度使用教

科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について 

・ 平成２８年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への当別町の結果掲載について 

（協議案） 

・ 平成２８年度９月補正予算について 

H28. 9.29 （報告） 

・ 教育委員会教育長の任命について 

・ 教育委員会委員の任命について 

・ 教育委員会委員の任命について 

・ 平成２８年度９月補正予算について 

（議案） 

・ 当別町教育委員会公告式規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町教育委員会会議規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町教育委員会公印規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町教育委員会事務委任等規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町教育委員会教育長の職務代理に関する規程を廃止する規程について 

H28.10.26 （報告） 

・ 教育委員会教育長職務代理者の指名について 

H28.11.15 （議案） 

・ 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について 

・ 平成２８年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」に掲載する当別

町の結果報告について 

・ 平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」へ

の当別町の結果掲載について 

（協議案） 

・ 平成２８年度１２月補正予算について 

H28.12.21 （報告） 

・ 平成２８年度１２月補正予算について 

・ 平成２８年度全国学力・学習状況調査報告書の作成について 
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日 程 付  議  案  件 

H29. 1.18 （報告） 

・ 臨時代理について（当別町立学校管理規則の一部を改正する規則制定について） 

（議案） 

・ 平成２８年度教育委員会表彰の被表彰者の選考及び決定について 

H29. 2.22 （議案） 

・ 平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書の作成について 

・ 平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」に

掲載する当別町の結果報告について 

・ 当別町通学路安全推進連絡会議設置要綱の制定について 

（協議案） 

・ 平成２８年度３月補正予算について 

・ 当別町障がい児保育実施事業規則の一部を改正する規則制定について 

・ 平成２９年度当別町教育予算編成の概要について 

・ 平成２９年度当初予算について 

H29. 3. 9 

（臨時会） 

（議案） 

・ 教職員の人事異動内申について 

H29. 3.24 （報告） 

・ 平成２８年度３月補正予算について 

・ 平成２９年度当初予算について 

・ 当別町障がい児保育事業実施規則の一部を改正する規則制定について 

（議案） 

・ 当別町子ども・子育て会議委員の解職について 

・ 当別町子ども・子育て会議委員の委嘱について 

・ 当別町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町立学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町教職員住宅管理規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町立学校運営協議会の運営等に関する規則制定について 

・ 当別町教育委員会後援取扱規程の一部を改正する訓令制定について 

・ 当別町特別支援学級介助員任用取扱要領を廃止する訓令制定について 

・ 当別町特別支援教育支援員任用取扱要領を廃止する訓令制定について 

・ 当別町学校教育指導員任用取扱要領を廃止する訓令制定について 

・ 当別町小中一貫教育推進講師任用取扱要領の一部を改正する訓令制定について 

・ 第４次当別町生涯学習推進計画の中間評価について 

（協議案） 

・ 当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施

行細則の一部を改正する規則制定について 
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平成２９年度９月末日までについては、下記のとおり審議及び報告が行わ

れたところです。 
① 当別町教育委員会事務委任規則第１条に基づく審議事項 

・議決案件 １３件 ・協議案件 ３件 ・報告案件 １４件 
② 事務局報告事項 ４５件 
③ 付議案件一覧 

 
日 程 付  議  案  件 

H29. 4.19 （報告） 

・ 第４次当別町生涯学習推進計画の中間評価について 

・ 当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施

行細則の一部を改正する規則制定について 

・ 臨時代理について（当別町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則制定について） 

・ 臨時代理について（当別町障がい児保育事業実施規則の一部を改正する規則

制定に係る協議案について） 

・ 臨時代理について（当別町要保護児童対策地域協議会設置規則の一部を改正

する規則制定に係る協議案について） 

・ 臨時代理について（当別町要保護児童対策地域協議会ケース検討会設置要綱

の一部を改正する訓令制定に係る協議案について） 

・ 臨時代理について（教育委員会事務局職員の人事異動について） 

・ 臨時代理について（当別町教育支援委員会委員の解職について） 

・ 臨時代理について（当別町要保護児童対策地域協議会委員の委嘱について） 

（議案） 

・ 当別町社会教育委員会委員の委嘱について 

・ 当別町教育支援委員会委員の委嘱について 

H29. 5.17 （議案） 

・ 当別町立学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町スポーツ推進委員の解職について 

・ 当別町スポーツ推進委員の委嘱について 

（協議案） 

・ 平成２９年度６月補正予算について 

H29. 6.28 （報告） 

・ 平成２９年度６月補正予算について 

・ 臨時代理について（第１地区教科用図書採択教育委員会協議会委員の選任について） 

（議案） 

・ 当別町スポーツ推進委員の解職について 

・ 当別町スポーツ推進委員の委嘱について 

H29. 7.21 案件なし 
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日 程 付  議  案  件 

H29. 8.23 （議案） 

・ 平成３０年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並びに平成３０年度使用教

科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について 

・ 平成２９年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への当別町の結果掲載について 

（協議案） 

・ 平成２９年度９月補正予算について 

H29. 9.29 （報告） 

・ 臨時代理について（教職員の解職発令内申について） 

・ 教育委員会委員の任命について 

・ 平成２９年度９月補正予算について 

（議案） 

・ 当別町社会教育委員会委員の解職について 

・ 当別町立当別小学校・当別中学校区域学校運営協議会委員の委嘱について 

・ 当別町子ども・子育て会議委員の委嘱について 

・ 当別町立学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

（協議案） 

・ 当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施

行細則の一部を改正する規則制定について 
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２ 教育委員会会議以外の主な活動状況 

 
平成２８年度の活動状況については、下記のとおりです。 

 
①会議等 ４月 ２１日  北海道町村教育委員会連合会役員会（※） 

 ２２日 石狩管内教育委員会協議会総会及び各部会（※） 

５月 １２日 北海道町村教育委員会連合会総会（※） 

６月 ９日 北海道町村教育委員会連合会役員会（※） 

 ３０日  校長会主催「当別町教育委員と語る会」 

７月 ６日  北海道市町村教育委員研修会運営会議（※） 

 ８日 第１回当別町総合教育会議 

１１月 ２４日 第２回当別町総合教育会議 

２月 ２日 北海道町村教育委員会連合会役員会 

②研修等 ６月 ２４日  教育委員視察研修（当別夢の国幼稚園、子ども発達支援センター） 

 ２８日  当別町校長・教頭合同研修会 

７月 ７日  北海道市町村教育委員研修会 

１０月 ３日  教育委員学習会 

 ２８日 石狩管内教育委員会委員研修会 

１１月 ９日  教育委員視察研修（東川町） 

③行事 ４月 １日  ふとみ保育所入園式（※） 

 ６日  当別町立小学校及び中学校入学式 

 １１日  当別高等学校入学式（※） 

 １２日  当別夢の国幼稚園入園式（※） 

５月 ２８日  当別町立中学校体育祭 

６月 

 

５日 

１１日 
 当別町立小学校運動会 

９月 １９日  当別道の駅カウントダウンプロジェクト除幕式（※） 

 ２５日  当別町商工会女性部創立５０周年記念式典（※） 

１０月 １日 当別町立中学校学校祭 

 

１１月 

２９日 

１９日 
当別町立小学校学芸会 

１１月 ２３日  当別町小中一貫教育講演会 

１月 ８日 当別町成人式 

２月 １１日 当別町少年意見の発表会 

 １８日 当別町教育委員会表彰式 

３月 １３日 当別町立中学校卒業式 

 １８日 当別町立小学校卒業式 

④当別町議会（※） （※）は教育委員長のみが出席（平成２８年９月３０日まで） 
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平成２９年度９月末までの活動状況については、下記のとおりです。 
 
①会議等 ４月 ２０日  北海道町村教育委員会連合会役員会 

５月 １１日 北海道町村教育委員会連合会総会 

 ３０日  校長会主催「当別町教育委員と語る会」 

②研修等 ７月 １１日 北海道市町村教育委員研修会 

 ２１日 教育委員視察研修（ふとみ保育所、西当別中学校） 

③行事 ４月 ３日  ふとみ保育所入園式 

 ６日  当別町立小学校及び中学校入学式 

５月 ２７日  当別町立中学校体育祭 

６月 

 

３日 

１０日 
 当別町立小学校運動会 

７月 １日  当別夢の国幼稚園運動会 

 ２日  ふとみ保育所運動会 
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第３章 当別町教育推進計画重点的取組の点検及び評価 

 
 
１ 重点的取組 
  平成２８年度 

分  野 重 点 的 取 組 頁 

学校教育分野 

① 一貫教育推進 
② 学校全体で取組む「確かな学力」の育成 
③ 「豊かな心」の育成 
④ 「健やかな体」の育成 
⑤ 教員の資質向上 

１１ 
１５ 
１８ 
２１ 
２３ 

学校給食分野 
① 食育の推進・地場産物の活用 
② 食物アレルギー対応・異物混入防止 
③ 給食センターの管理運営 

２６ 
２９ 
３１ 

社会教育分野 

① 新たな生涯学習プログラムの構築 
② 社会教育施設の管理・運営 
③ 学校教育と連携した学校・児童生徒支援 
④ 図書室の整備と読書活動推進 
⑤ 文化・芸術・スポーツ活動の推進 

３３ 
３５ 
３６ 
３９ 
４１ 

子育て・幼児教育分野 
① 放課後児童健全育成の推進 
② 子育て支援の充実 
③ 早期療育の推進 

４４ 
４６ 
４８ 

 
 
  平成２９年度 

分  野 重 点 的 取 組 頁 

学校教育分野 ① 一貫教育による「確かな学力、豊かな心、健やかな体」の育成 ５０ 

学校給食分野 
① 食育の推進 
② 安心安全、おいしい給食の実施 

５４ 
５５ 

社会教育分野 

① 生涯学習推進 
② 学校を核とした地域力強化プラン事業による児童生徒、学校支援 
③ 家庭教育支援 
④ 読書活動推進 

５７ 
５９ 
６０ 
６１ 

子育て・幼児教育分野 

① 幼児教育と小学校教育の接続の推進 
② 早期療育の推進 
③ 放課後児童健全育成事業の推進 
④ 児童虐待防止等の対策推進 
⑤ 子育て支援事業の推進 

６３ 
６４ 
６６ 
６７ 
６８ 
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２ 平成２８年度の点検及び評価 

【学校教育分野】 

 

点検項目 一貫教育推進 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 

 小中一貫教育の実現に向けた、独自教科のカリキュラムモデルの作

成を行う。 

 児童アンケートにおいて中学校進学に対し「不安が解消された」と

回答する児童の割合を７０％以上にする。 

 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった 達成した 

取組の概要 

 

 小中一貫教育の実現に向け、文科省委託事業「小中一貫教育推進事

業」の受託及び道教委指定事業「小中連携、一貫教育実践事業」の

指定を受け、９年間の義務教育期間の接続に向け、①小中一貫教育

懇談会の開催や②カリキュラム部会による教育課程の研究、③小学

校第６学年の中学校登校の回数増及び④合同研修会の開催等の取組

を実施する。 

 

 各中学校区に「一貫教育推進講師（非常勤）」を１名配置し、小学校

及び中学校での教科指導や小中学校間の情報交流を実施する。 

 

 地域とともにある学校づくりの推進のため、コミュニティ・スクー

ルの導入に向け、「教職員研修」の実施や「小中一貫教育懇談会」に

設置した「コミュニティ・スクール部会」の開催等の取組を実施す

る。 

 

 児童・生徒交流事業支援のため、スクールバスによる送迎を行い、

学校間の移動に要する時間の短縮を図る。 

 

 教職員の理解を深めるため、町主催による教員研修を実施する。 

また、保護者・地域住民の意識啓発のため、教育講演会を年１回実

施する。 

 

自己評価 

【成果】 

 -①学校・家庭・地域の代表者で

構成された「小中一貫教育懇談

会」を開催し、小中一貫教育の

充実に向けた協議を行った。 
 

【成果】 

 -①学校・家庭・地域の代表者で

構成された「小中一貫教育懇談

会」を開催し、小中一貫教育の

充実に向けた協議を行い、本格

実施への方向性について確認が

図られた。 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 -③小学校第６学年児童の中学

校登校を当別中学校区では１

回、西当別中学校区では２回実

施し、中学校教諭による授業や

児童生徒交流を通じて、中学校

生活への不安軽減を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -②教委・学校担当者会議を毎月

実施し、独自教科の方向性等に

ついて協議を行った。 

 

 

 

 

 

 -④道教委事業「地域連携研修」

の指定を受け、西当別小・中学

校合同研修会を実施し、小中教

職員等４０名が参加した。北翔

大学副学長を講師として「思春

期の子どもへの接し方」と題し

た講演を行い、子どもたちの自

己肯定感・自己有用感を育成す

る手立てについて共有すること

ができた。 

 

 -③小学校第６学年児童の中学

校登校を当別中学校区では３

回、西当別中学校区では２回実

施し、中学校教諭による授業や

児童生徒交流を通じて、中学校

生活への不安軽減を図るととも

に、教員間の交流を実施し、互

いの指導方法の違いや良さを共

有した。 

児童アンケートでは、多くの項

目で「（あまり・全く）不安に思

っていない」と回答している。 

 

 

 -②教委・学校担当者会議を毎月

実施し、独自教科の方向性等に

ついて協議を行い、「ふるさと教

育・英語・キャリア教育」を三

本柱とした「当別みらい学」カ

リキュラムモデルを作成した。 

 

 

 -④道教委事業「地域連携研修」

の指定を受け、西当別小・中学

校合同研修会を実施し、小中教

職員等４０名が参加した。北翔

大学副学長を講師として「思春

期の子どもへの接し方」と題し

た講演を行い、子どもたちの自

己肯定感・自己有用感を育成す

る手立てについて共有すること

ができた。 

また、西当別中学校を会場に学

校課題研究発表会を開催し、研

究成果を町内全ての学校と共有

することができた。 

 

 

〇小中一貫教育の実施に係る保護

者説明会を各中学校区で開催し、

保護者の理解が深まった。 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 各中学校区に配置した一貫教育

推進講師が小・中学校で算数・

数学の指導を行うことで、教員

が小・中学校の指導方法の違い

を理解し、自校で活用するなど、

授業改善に繋がっている。 

また、校内に「一貫教育掲示板」

を設置し、互いの学校便りを掲

示するとともに、「一貫教育だよ

り」を発行し、児童生徒や学校

の様子を紹介することで、学校

間の情報交流が深まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  夏季休業期間中の教職員研修

において、道教委職員及び西当小

教頭を講師として「コミュニテ

ィ・スクールの推進に向けた取

組」と題した研修を実施し、町内

教職員等６４名が参加した。 

道教委の考え方や具体的な取

組に関する研修を行い、コミュ

ニティ・スクールに関する教職

員の理解が深まったことで、平

成２９年度の導入に向けた意

識の醸成が図られた。 

 

 

 各中学校区に配置した一貫教

育推進講師が小・中学校で算

数・数学の指導を行うことで、

教科担任制導入に向けた準備

をスタートさせられた。あわ

せて、教員が小・中学校の指

導方法の違いを理解し、自校

で活用するなど、授業改善に

繋がり、児童生徒の学力向上

につながった。 

また、校内に「一貫教育掲示板」

を設置し、互いの学校便りを掲

示するとともに、「一貫教育だよ

り」を発行し、児童生徒や学校

の様子を紹介することで、学校

間の情報交流が深まった。 

 

 

 コミュニティ・スクールの導入

に向け、学校評議員への説明を

行い、「学校運営協議会設置準備

委員会」の委員として平成２９

年度参画を依頼し、了承を得た。 

コミュニティ・スクールに関

する町民の理解を深めるため、

教育講演会を開催し、具体的な

イメージの共有が図られ、地域

住民の参画意識が向上した。 

 

 

  夏季休業期間中の教職員研修

において、道教委職員及び西当小

教頭を講師として「コミュニテ

ィ・スクールの推進に向けた取

組」と題した研修を実施し、町内

教職員等６４名が参加した。 

道教委の考え方や具体的な取

組に関する研修を行い、コミュ

ニティ・スクールに関する教職

員の理解が深まったことで、平

成２９年度の導入に向けた意識

の醸成が図られた。 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 小学校第６学年の中学校登校実

施にあたり、移動に要する時間

が課題となっていることから、

スクールバスによる児童の送迎

を行うことで、移動時間を短縮

し、授業時間が確保されたこと

で、中学校登校の効果を高める

ことができた。 

 

【課題】 

  小中一貫教育をより効果的な

ものとするため、中学校登校の

回数増や一貫教育推進講師の複

数配置について検討する必要が

ある。 

 コミュニティ・スクールの導入

にあたり、具体的なイメージを

町全体で共有する必要がある。 

 

 

 小学校第６学年の中学校登校実

施にあたり、移動に要する時間が

課題となっていることから、スク

ールバスによる児童の送迎を行

うことで、移動時間を短縮し、授

業時間が確保されたことで、中学

校登校の効果を高めることがで

きた。 

 

【課題】 

  小中一貫教育をより効果的な

ものとするため、中学校登校の

回数増や一貫教育推進講師の複

数配置について検討する必要が

ある。 

今後の方向性 

【継続して進める】 

〇小中一貫教育全国サミットへ教

職員を派遣し、先進的取組に直

接触れることで、自校での取り

組みの参考とする。 

〇独自教科カリキュラムモデル作

成のため、カリキュラム部会を

開催し、カリキュラム編成に向

けた検討を行う。 

〇コミュニティ・スクール導入に向

け、コミュニティ・スクール部会

の開催及び規則等の整備を進め

る。また、保護者や地域住民の更

なる意識啓発を図るため、町民向

け教育講演会を開催する。 

【継続して進める】 

〇小中一貫教育推進講師を増員

し、児童生徒への指導や教員間

の情報交流を推進する。 

 

 

 

 

 

〇コミュニティ・スクール導入に向

け、各中学校区に「学校運営協議

会設置準備委員会」を設置し、２

９年度中の学校運営協議会設置に

向けてグランドデザインや委員の

選定等について協議を行う。 

〇保護者、地域住民の意識啓発を図

るため、継続して小中一貫教育や

コミュニティ・スクールに関する

町民向け教育講演会を開催する。 

担当係 一貫教育係 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

点検項目 学校全体で取組む「確かな学力」の育成 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 

 全国学力・学習状況調査で全教科の平均正答率を全国平均以上に引

き上げる。 

 家庭学習の時間を、小学生で「毎日１０分×学年数＋１０分」、中学

生で「毎日２時間以上」を目途とし、「まったくしない」児童生徒を

無くす。 

 

目標の達成状況 達成に向けて一定の進展があった 達成に向けて一定の進展があった 

取組の概要 

 

 各学校で教育課程の適切な編成と実施を支援するため、道教委指導

主事や町教委の学校教育指導員による指導助言を行う。 

 

 各学校の学校改善プランの策定時や見直しの際、町教委が策定する

当別町学力向上プランを踏まえた実効性の高い改善プランとするた

め、学校教育指導員による指導助言を行う。 

 

 一貫教育を推進するため小学校と中学校における連携した学習サポ

ートをする一貫教育推進講師を各中学校区に１人を配置する。また、

各学校の課題に対応するため、道教委の事業等を活用した加配教員

を配置する。 

 

 教員の指導方法工夫改善の取組を支援するため、教科書の採択替え

にあわせて、中学校の全学年の主要５教科（国語、数学、理科、社

会、英語）のデジタル教科書を配備する。 

 

 家庭学習の習慣化や児童生徒の学習支援のため、放課後や土曜日の

学習の場の提供をする。放課後学習は、学校と連携し、中学生の実

施会場を学校内に変更する。 

 

 通常学級に在籍する特別な支援が必要な児童生徒を支援するため、

学校の状況に応じて引き続き特別支援教育支援員を各学校に配置す

る。 

 

自己評価 

【成果】 

 学校課題の解決に向け、各学校の

相談など学校教育指導員よる各

学校の学校改善プランの作成や

見直し行う際、指導助言を行う。 

 

【成果】 

 学校課題の解決に向け、各学校の

相談など学校教育指導員よる各

学校の学校改善プランの作成や

見直し行う際、指導助言を行う。 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 平成２８年度の結果では、中学

校数学Ａ、数学Ｂで全国平均を

上回る事ができた。小学校では、

各教科で全国平均を上回ること

ができなかったものの、各教科

で全国平均に近づいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 中学校へデジタル教科書を配置

したことで、生徒の授業への集

中力の向上が見られているほ

か、教材提示が早まり、授業時

間を有効に活用できるなど指導

方法の工夫につながっている。 

 

 

 放課後学習は、中学生の学習場

所を中学校校舎内に変更し、参

加しやすい環境を整えた。 

 

 当別中学校では通常学級に在籍

する特別な支援を必要とする生

徒に対し、特別支援教育支援員

を２名配置している。一人当た

りの指導時間が増えたことによ

り、個々の支援の充実が図られ、

基礎学力の定着が図られた。 

 

【課題】 

 指導方法の工夫改善のため、小学

校へのデジタル教科書の配置が必

要である。中学校での活用成果が

見られることから、活用実績を積

み、より効果的な活用を図ってい

かなければならない。 

 

 

 平成２８年度の結果では、中学

校数学Ａ、数学Ｂで全国平均を

上回る事ができた。小学校では、

各教科で全国平均を上回ること

ができなかったものの、各教科

で全国平均に近づいている。 

 

 一貫教育を推進するため小学校と

中学校における連携した学習サポ

ートをする一貫教育推進講師を各

中学校区に１人を配置した。 

 

 

 中学校へデジタル教科書を配置

したことで、生徒の授業への集

中力の向上が見られるなど、教

職員からも好評を得ている。教

材提示が早まり、授業時間を有

効に活用できるなど指導方法の

工夫につながっている。 

 

 放課後学習は、中学生の学習場

所を中学校校舎内に変更し、参

加しやすい環境を整えた。 

 

 当別中学校では通常学級に在籍

する特別な支援を必要とする生

徒に対し、特別支援教育支援員

を２名配置している。一人当た

りの指導時間が増えたことによ

り、個々の支援の充実が図られ、

基礎学力の定着が図られた。 

 

【課題】 

 指導方法の工夫改善のため、小

学校へのデジタル教科書の配置

が必要と考える。 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 通常学級に在籍する特別な支援を

必要とする児童生徒が多く、特別

支援教育支援員１人あたりの受け

持ち人数が多くなっている。 

 

 

 通常学級に在籍する特別な支援を

必要とする児童生徒が多く、特別

支援教育支援員１人あたりの受け

持ち人数が多くなっている。 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 平成２８年度全国学力・学習状

況調査では、目標を達成してい

ないが、次年度以降の目標達成

に向け、学力向上に向けた支援

を継続する。 

 

 デジタル教科書は、教師用教科書

指導書と合わせて活用について

校内研究を進めるとともに、小学

校の配置について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇困り感がある児童生徒を支援す

るため、特別教育支援員の増員

を検討する。 

 

〇教員の業務軽減と効率化を図り

教材研究・教育活動に向き合う

時間を確保するため、校務支援

システムの導入を進める。 

 

「継続して進める」 

 平成２８年度全国学力・学習状

況調査では、目標を達成してい

ないが、次年度以降の目標達成

に向け、学力向上に向けた支援

を継続する。 

 

 デジタル教科書は、教師用教科書

指導書と合わせた活用について

校内研究を進めるとともに、小学

校の配置について検討する。 

 

 引き続き、一貫教育をより推進

するため一貫教育推進講師を各

中学校区に２人の配置を検討す

る。併せて、道教委の事業等を

活用した加配教員を要求する。 

 

 通常学級に在籍する困り感があ

る児童生徒を支援するため、特別

教育支援員の増員を検討する。 

 

 

 

 

 

 

〇教員の業務軽減と効率化を図り

教材研究・教育活動に向き合う

時間を確保するため、校務支援

システムの導入を進める。 

担当係 学校教育係・一貫教育係・総務係・生涯学習係 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

点検項目 「豊かな心」の育成 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 

 全国学力・学習状況調査の質問紙調査中「学校のきまり・規則を

守っていますか」に対する「当てはまる」または「どちらかといえ

ば、当てはまる」の割合を１００％にする。 
 芸術鑑賞を通じて、児童生徒の多様な価値観や豊かな感性の育成を図る。 
 いじめに対する未然防止、早期発見を徹底する。近年はネット関連の

いじめも問題になっているが、重大事態の発生がないようにする。 
 不登校児童生徒の状況改善に向けた支援を行う。 
 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった 達成に向けて進展があった 

取組の概要 

 
 児童生徒が道徳的価値について、自ら考え、実際に行動できるよう

になることを目指して全面改訂した道徳教育用教材『私たちの道徳』

を引き続き全ての小・中学校の授業で活用する。さらに、学校・家

庭・地域の関係性を綿密なものにする取組を各学校が計画・実施す

ることで、道徳教育の充実を図る。 
 
 多様な価値観や豊かな感性を育成するために、全ての児童生徒を対

象とした芸術鑑賞を実施する。 
 
 道徳教育の充実を図るとともにいじめ防止基本方針に基づく指導に

よりいじめの根絶に向けた指導を行う。また、近年、スマートフォ

ンや携帯電話などの利用拡大に伴うネットいじめが増加しており、

把握・対策として、ネットパトロールを北海道教育委員会、町教育

委員会、各学校で連携して実施する。 
 
 不登校児童生徒に向けた取組として、個々の事情により不登校になっ

た理由などを理解したうえで家庭、学校と教育委員会が協議し、登校

に向けた支援を進める。また、スクールカウンセラーによる相談を実

施するなど、不登校児童生徒の解消に向けた支援を実施する。 
登校への準備支援として、適応指導教室「レインボー学級」を活用

し、学校と連携し、教育の遅れや規則正しい生活習慣を取り戻すな

どの支援を行う。 
 

自己評価 

【成果】 

 児童生徒や保護者の意識が向上

し、いじめの早期発見・解決が

みられる。 

 

【成果】 

 児童生徒や保護者の意識が向上

し、いじめの早期発見・解決が

みられる。 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 学校、保護者、スクールカウン

セラー、適応指導教室指導員、

教育委員会とで情報を共有し、

支援することで、不登校児童生

徒を減少させることができた。 

 
 

【課題】 

 インターネット通信機器の利便

性の向上や利用率の増加に伴

い、ネットいじめなど、ネット

トラブルにより児童生徒の心が

すさむ危険性が高くなってきて

いる。 

予防対策として実施してるネ

ットパトロールもアプリケーシ

ョンの能力向上やＳＮＳの形態

変化に伴い、発見しづらくなっ

てきている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【課題】 

 インターネット通信機器の利便

性の向上や利用率の増加に伴

い、ネットいじめなど、ネット

トラブルにより児童生徒の心が

すさむ危険性が高くなってきて

いる。 

予防対策として実施してるネ

ットパトロールについては、Ｓ

ＮＳの形態変化や閉鎖的なメッ

セージアプリなどにより発見し

づらくなってきている。 

 

 学校、保護者、スクールカウン

セラー、適応指導教室指導員、

教育委員会が情報を共有し、支

援することで、前期は不登校児

童生徒を減少させることができ

ていたが、長期休業明けから年

度末にかけて生活リズムが乱れ

たり、学業に対する不安で不登

校になる生徒が増えてきた。 

 

今後の方向性 

「継続して進める」 

〇インターネット通信機器に頼ら

ない人間関係の構築とコミュニ

ケーション能力の向上のため

に、学校・地域・家庭の連携を

推進する。 
 

「継続して進める」 

〇インターネット通信機器に頼ら

ない人間関係の構築とコミュニ

ケーション能力の向上のため

に、学校・地域・家庭の連携を

推進する。 
 

 

- 19 -



【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

今後の方向性 

 
〇いじめ未然防止、不登校児童生

徒の解消のための取組を継続し

て行う。 

 
〇不登校児童生徒の解消のため引

き続き関係機関・保護者との連

携が重要になるが、不登校児童

生徒（怠学）に対する保護者の

意識、関わりに課題があり、支

援が進まない状況がある。 
児童生徒の学校登校が望まし

いが、まずは自宅に引きこもっ

てしまうことのないよう、適応

指導教室への通級や、関係機関

と連携して日中のデイサービス

利用等も検討していく。 
 

担当係 学校教育係 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

点検項目 「健やかな体」の育成 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 

 全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、小中男女すべての

体力が全国平均を上回る。 

 児童生徒の健康を確保するため、り患率が多い児童生徒のむし歯数

を減少させる。 

 各中学校の運動部活動が縮小傾向にあるため、当別・西当別の両中

学校の合同部活動を促進してチームを存続・充実・活性化させる。 

 

目標の達成状況 達成に向けて一定の進展があった 達成に向けて一定の進展があった 

取組の概要 

 

 各学校の体育の授業改善を図る取組、体力改善プラン作成等に教育

委員会の学校教育指導員が指導・助言を行う。 

 

 学校や学校歯科医の連携協力のもとフッ化物洗口事業を継続すると

ともに、円滑に実施するため、小学校１年生を対象にした保護者説明

会を実施し、対象全学年児童へ実施希望調査を行う。また、フッ化物

洗口の取組を中学１年生生まで拡大し、段階的に引き上げる。 

 

 中学校単体での大会出場が不可能となるおそれがある部活動につい

て、存続を図るため、複数校合同チーム編成について検討し、合同

練習ができるよう支援する。 

 

自己評価 

【成果】 

 

 

 

 

 

 フッ化物洗口事業の対象を拡大

し、５月より各中学校１年生の

実施を開始した。 

 

 当別中学校野球部の所属人数が

５人となったことから、両学校

と協議し、合同練習を実施する

ため両校の日程の調整を受け、

学校間の生徒送迎を行った。 

 

【成果】 

 中学校体育の武道授業において

は、北海道の外部指導者等派遣事

業を活用し、西当別中学校の柔道

授業へ外部指導者を派遣した。 

 

 フッ化物洗口事業の対象を拡大

し、５月より各中学校１年生の

実施を開始した。 

 

 当別中学校野球部の所属人数が

５人となったことから、両学校

と協議し、合同練習を実施する

ため両校の日程の調整を受け、

学校間の生徒送迎を行った。 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社会教育課やスポーツ推進委員

会と連携し、小学校水泳授業に

おける水泳指導の支援者の確保

が必要である。 

 

【課題】 

〇平成２８年度の全国体力・運動

能力、運動習慣等調査では、体

力合計点において全国平均を50

とした時、当別町の児童生徒の

体力は、小学校５年生で男子

48.6、女子 48.9。中学校２年生

で男子 52.4、女子 50.9 となり、

中学生では全国平均を上回った

が、小学校では上回ることがで

きなかった。 

 

 社会教育課やスポーツ推進委員

会、学校支援地域本部事業と連

携し、水泳の指導者やスキ－指

導者の確保が必要である。 

 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フッ化物洗口事業の取組は、児

童生徒の健康づくりのため、対

象学年を拡大し継続実施する。 

 

 

 意欲的に部活動に参加できる環

境を整え、部活動の活性化を図

る。また、継続して合同練習の

支援を行う。 

 

「継続して進める」 

 学校における体力改善プラン作

成等、引き続き学校教育指導員

による指導や助言を行う。小中

学校の体育授業支援のため、社

会教育課やスポーツ推進委員

会、学校支援地域本部事業と連

携し、指導員の派遣や、北海道

の外部指導者等派遣事業を活用

するなど、中学校体育の武道授

業への支援を継続する。 

 

 フッ化物洗口事業の取組は、児

童生徒の健康づくりのため、対

象学年を平成 29 年度は、中学校

２年生まで拡大する。 

 

 意欲的に部活動に参加できる環

境を整え、部活動の活性化を図

るため、学校と連携し生徒送迎

の支援を行う。 

 

担当係 学校教育係、生涯学習係 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

点検項目 教員の資質向上 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 平成２９年度全国学力・学習状況調査「児童生徒質問紙調査」にお

いて、「授業がよくわかる」と回答する児童生徒の割合が全国平均を

上回る。 

 長期休業中に実施する教職員研修のアンケートにおいて、満足度を

７０％以上にする。 

目標の達成状況 達成に向けて相当な進展があった 達成に向けて進展があった 

取組の概要 

 長期休業期間を活用し、町主催の教職員研修を年２回実施する。 

夏季研修では、平成２９年度から導入を予定する「コミュニティ・

スクール」の推進に向けた取組について、道教委の考え方や実践校

での具体的な取組に関する研修を行う。冬季休業中の研修では道教

委職員を講師として、「アクティブ・ラーニングの視点に立った授業

づくりの推進」に関する研修を行う。 

期限付き教職員の指導力向上を図るため、学校教育指導員を講師と

した研修を実施し、対象者３名のうち２名が参加した。 

 

 町内教職員で構成された教育研究団体である当別町学校教育研究推

進協議会に対し、研修・研究活動の充実と成果の共有を図るため、

補助金を支出した。 

自己評価 

【成果】 

 夏季研修は、対象者の６２％の

６４名が参加した。研修終了後

に実施したアンケート結果にお

いて、研修内容を「よかった」

「ややよかった」とした教職員

の割合は６７％であった。 

【成果】 

 夏季休業期間中の教職員研修に

おいて、道教委職員及び西当小

教頭を講師として「コミュニテ

ィ・スクールの推進に向けた取

組」と題した研修を実施し、町

内教職員等６４名（６２％）が

参加した。 

道教委の考え方や具体的な取

組に関する研修を行い、コミュ

ニティ・スクールに関する教職

員の理解が深まったことで、平

成２９年度の導入に向けた意識

の醸成が図られた。研修終了後

に実施したアンケート結果にお

いて、研修内容を「よかった」

「ややよかった」とした教職員

の割合は６７％であった。 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇期限付教職員の研修について

は、学校教育指導員が事前に対

象者の授業観察を実施し、学校

長等と協議の上で研修内容を決

定したことでより効果的な研修

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 長期休業中の研修は、小・中学校

の教員が一堂に会する場である

ため、中学校区ごとに議論する時

間を設けるなど、小・中の連携を

深めることができるような内容

も今後検討する必要がある。 

 

〇冬季休業期間中の教職員研修で

は、道教委職員を講師として「ア

クティブ・ラーニングの視点に立

った授業づくりの推進」と題した

研修を実施し、町内教職員等７１

名（７２％）が参加した。学習指

導要領改訂のポイントを演習を通

じて学び、研修終了後に実施した

アンケート結果において「よかっ

た」「ややよかった」と回答した教

職員の割合は７３％であった。 

 

〇期限付教職員の研修について

は、学校教育指導員が事前に対

象者の授業観察を実施し、学校

長等と協議の上で研修内容を決

定したことでより効果的な研修

となった。 

 

 「小中一貫教育全国サミットin

武蔵村山」に町内教職員４名（各

学校１名）を派遣し、先進的な

取組を視察したことにより、実

施上の留意点等について理解を

深めることができた。 

 

【課題】 

 アンケートで「講座を選択でき

ると良い」という要望があった

ことから、複数講座の設定につ

いて検討する。 

 

 

 

〇全国学力・学習状況調査「児童

生徒質問紙調査」で「授業の内

容はよくわかる」と回答した児

童生徒の割合が全国平均を上回

ることができなかったため、授

業改善に関する研修の実施につ

いて検討する。 
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【平成２８年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 アンケート結果を踏まえ、効果

的な研修テーマの設定を行う。 

 

〇教員の指導方法の工夫改善を図

るため、学校教育指導員による

学校訪問等を活用し、校内研修

の成果等を学校間で交流できる

体制を整備する。 

「継続して進める」 

 アンケート結果を踏まえ、効果

的な研修テーマの設定を行う。 

 

〇教員の指導方法の工夫改善を図

るため、学校教育指導員による

学校訪問等を活用し、校内研修

の成果等を学校間で交流できる

体制を整備する。 

 

 全国サミットへの派遣について

は、過去２年間実施し、各学校

１名以上の教職員が先進事例を

視察し、一定の成果が得られた

ので、平成２９年度以降は実施

しない。 

 

担当係 一貫教育係 
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【平成２８年度】 

【学校給食分野】 

 

点検項目 食育の推進・地場産物の活用 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 全国学力学習状況調査の質問紙における「朝食を毎日食べている」

と回答する児童生徒割合を全国平均以上にする。 
 地場産物を活用した新しい献立を提供する等によって、前年度より

地場産物の使用割合を増加させる。 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった 達成に向けて進展があった 

取組の概要 

 
 食の正しい知識と望ましい食習慣の確立のため、栄養教諭による各

学校の巡回指導を実施する。 
 
 年間を通じて計画的な食育指導を実践するため、食育を全ての学校

の教育課程に位置づけるよう指導助言を行うほか、保護者に対する

食育への理解促進を図る取組を行う。 
 
 地場産物の活用による郷土への愛着心の向上が図られるよう新メニ

ューの開発に取り組む。 
 
 地場産食材について、食材納入業者と収穫状況を協議しながら献立

作成を考え、より効果的な活用を図る。 
 

自己評価 

【成果】 

 栄養教諭の給食時間を利用した

訪問指導により、児童生徒に、

食に関する正しい知識と望まし

い食習慣を身に付けさせること

ができた。食育を全ての学校の

教育課程に位置づけ、計画的な

指導を実践している。 
 
 
 
 
 
 
 地場産食材を使用した新しい献

立の提供のほかに、これまで提供

している献立においても新たに

地場産食材を取り入れている。 
 

【成果】 

 栄養教諭の給食時間を利用した

訪問指導により、児童生徒に、

食に関する正しい知識と望まし

い食習慣を身に付けさせること

ができた。 
また、各学年に応じた内容で食

育授業を実施し、食を通して自

らの健康管理できる能力の向上

を図ることができた。食育を全

ての学校の教育課程に位置づ

け、計画的な指導を実施するこ

とができた。 
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【平成２８年度】 

【学校給食分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【成果】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新たな生産者の参入により、こ

れまで道内産だった食材を地場

産食材として使用することがで

きた。 
また、引続き農協と協議し、規

格外の食材を使用することがで

きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【課題】 

 保護者に対する食の大切さを伝

えるための情報発信では、担任と

の連携をより深める必要がある。 

【成果】 

 栄養教諭の給食時間を利用した

訪問指導により、児童生徒に、

食に関する正しい知識と望まし

い食習慣を身に付けさせること

ができた。 

また、各学年に応じた内容で食

育授業を実施し、食を通して自

らの健康管理できる能力の向上

を図ることができた。食育を全

ての学校の教育課程に位置づ

け、計画的な指導を実施するこ

とができた。 

 
 地場産食材を使用した新しい献

立の提供のほかに、これまで提供

している献立においても新たに

地場産食材を取り入れている。 
 
 
 
 
  新たな生産者の参入により、

これまで道内産だった食材を地

場産食材として使用することが

できた。 
また、引続き農協と協議し、規

格外の食材を使用することがで

きた。 
 

【課題】 

 平成２８年度全国学力学習状況調

査の質問紙における「朝食を毎日

食べている」と回答する児童生徒

割合では、中学生では全国平均８

３．８％、当別町８５．９％。小

学生では全国平均８７．３％、当

別町８５．７％となり、中学生で

は全国平均を上回ったが、小学生

では上回ることができなかった。 
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【平成２８年度】 

【学校給食分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 地場産食材は、収穫量や価格と

の折り合いを必要とするため、

献立や納入方法に更なる工夫が

必要である。 
 

 
 保護者に対する食の大切さを伝

えるため、毎月の献立表を通し

て情報発信しているが家庭での

食の指導等に広がりを持たせる

ために担任との連携をより深め

る必要がある。 
 
 地場産食材は、収穫量や価格と

の折り合いを必要とするため、

引き続き献立や納入方法の工夫

が必要である。 
 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 引続き給食時間を利用した訪問

指導の実施と、発達段階に応じ

た内容で食育指導を実施する。

食育にかかる保護者への情報発

信を行う。 
 
  今後も地場産食材の収穫状況

を考慮し、新しい献立の研究開

発をしながら積極的な活用に努

める。 

「継続して進める」 

 今後も給食時間を利用した訪問

指導の実施を通して児童生徒の

発達段階に応じた内容で食育指

導を実施する。 
 
 
  今後も地場産食材の収穫状況

を考慮し、新しい献立の研究開

発をしながら積極的な活用に努

める。また、新たな地場産食材

を使用できるよう食材納入業者

との協議を進める。 
 

担当係 給食センター係 
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【平成２８年度】 

【学校給食分野】 

 

点検項目 食物アレルギー対応・異物混入防止 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 
 食物アレルギーを起因とする事故を起こさない。 

 異物混入の無い給食を提供する。 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった 達成に向けて相当な進展があった 

取組の概要 

 食物アレルギー対応マニュアルを改訂し、事故の未然防止に努める。

各学校の対応マニュアルを確認し、指導助言を行う。 

 事故の未然防止対策への助言をいただき、また、事故発生時の迅速

な対応を行うため、町内医療機関と連携した取組を実施する。 

 パン・ご飯委託業者に対して工場検査を行い、異物混入防止の指導を行う。 

 調理委託業者に対して食材の確認作業や調理器具等の点検を徹底す

るよう指導を行う。 

 異物混入を未然防止するため、学校の配膳室や搬入口の定期的な点

検を実施する。 

自己評価 

【成果】 

   食物アレルギーを持つ児童

生徒が給食を安心して食べるこ

とができるように、事故未然防

止対策の実施のほか、代替食の

提供を安全に行っており、平成

２８年度前期では事故は発生し

ていない。 

※平成２８年度対象児童生徒数 

１９名  

（小学生：６名、中学生：１３名） 

 

  調理委託業者及びパン・ご飯

委託業者に対して常に注意を払

い調理・製造するよう指導を行

っている。 

また、委託業者に対し配膳員へ

の配膳室清掃の指導をするとと

もに各学校の配膳室及び搬入口

の点検を行い異物混入防止を図

っている。異物混入は発生して

しまったが、前年度同時期に対

し、件数は減少している。 

※平成２８年度前期・・・１件 

※平成２７年度前期・・・５件 

 

【成果】 

   食物アレルギーを持つ児童

生徒が給食を安心して食べるこ

とができるように、代替食を提

供し、事故無く対応できた。ま

た、食中毒についても事故なく

給食を提供できた。 

食物アレルギー対応マニュア

ルの改訂版が完成したので新年

度より施行する。 

 

 

  調理委託業者及びパン・ご飯

委託業者に対して常に注意を払

い調理・製造するよう指導を行

った。 

また、委託業者に対し配膳員へ

の配膳室清掃の指導と各学校の

配膳室及び搬入口の点検を行い

異物混入防止を図った結果、前

年度に対して、件数は減少して

いる。 

※平成２８年度・・・ ６件 

※平成２７年度・・・１０件 
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【平成２８年度】 

【学校給食分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

 食物アレルギー対応マニュアル

を改訂作業に取り組めていない。 
 
 町内医療機関に対し、食物アレ

ルギーを持つ児童生徒の診断等

対応の周知を図る必要がある。 
 
 
 
 
 依然として異物混入は発生して

いる。委託業者のさらなる意識

向上と異物混入防止の対策が必

要である。 

【課題】 

 
 
 
 町内医療機関に対し、食物アレ

ルギーを持つ児童生徒の診断等

対応の周知を図ることができな

かった。アレルギーを持つ児童

生徒の診断等対応の周知を図る

必要がある。 
 
 依然として異物混入は発生して

いる。委託業者のさらなる意識

向上と異物混入防止の対策の実

施に向け、指導を継続する必要

がある。 
 

今後の方向性 

「継続して進める」 

  国・他市町村の法的措置を含

めた事例を参考にしながら、ア

レルギー対応マニュアルの改訂

を行い、今後も事故が起こらな

いよう対応を進める。 
 
 委託業者に対し、異物混入事故

が起こらないよう指導を行い、

事故防止意識の向上を図る。 

「継続して進める」 

  アレルギー対応マニュアルの

改訂を行った。各学校に配布し、

今後においても事故が起こらな

いよう対応を進めていく。 
 
 
 今後もパン・ご飯委託業者に対

する定期的な点検等の実施をす

るとともに調理業者に対して食

材の確認や調理器具の確認を徹

底する指導し、異物混入防止の

意識向上を図る。 
 

担当係 給食センター係 
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【平成２８年度】 

【学校給食分野】 

 

点検項目 給食センターの管理運営 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 

 安心・安全な学校給食の提供のため、学校給食費収納率を前年度よ

り向上させる。 

 施設設備の改修を計画的に行い、安定した学校給食を提供する。 

 

目標の達成状況 達成に向けて一定の進展があった 達成に向けて相当な進展があった 

取組の概要 

 

 学校との連携を緊密に取りつつ、給食センター運営委員会を活用し

て学校給食費の収納率向上を図る等、給食センターの適正な管理運

営を行う。 

 

 老朽化が進む厨房施設や機械設備、廃水及び厨芥処理施設の状況を

把握し、計画的かつ効率的な年次計画を立て改修事業を実施する。 

 

 石狩管内学校給食研究協議会を活用し、他の給食センターの管理運

営の取組を参考として、適正な管理運営を図る。 

 

自己評価 

【成果】 

 学校給食費収納率は、現時点で

は前年度同時期より下がってい

るものの、学校と連携を緊密に

とって徴収に当たっている。 

また、給食センター運営委員会

委員各々が未納解消に向けた取

組の必要性を認識できた。 

 

 施設設備の老朽化対策として実

施している改修事業を年次計画

どおりに実施することができた。 

 

 石狩管内学校給食研究協議会実

施する総会・研修会に出席し、学

校給食に関する研究や調査及び

情報交換を行うことにより学校

給食の適正な運営を図っている。 

 

【成果】 

 前年度に引き続き学校と連携を

緊密にして徴収を行い、若干で

はあるが前年度より収納率を上

げることができた。 

※平成２８年度・・９８．８８％ 

※平成２７年度・・９８．８１％ 

 

 

 施設設備の老朽化対策として実

施している改修事業を年次計画

どおりに実施することができた。 

 

 石狩管内学校給食研究協議会実

施する総会・研修会に出席し、

学校給食に関する研究や調査及

び情報交換を行い学校給食の適

正な運営を図ることができた。 
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【平成２８年度】 

【学校給食分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

 給食費徴収において不在者や連

絡が取れない未納者への対応に

苦慮している。 
 
 
 
 施設設備の老朽化は年々進んで

いるため、改修事業の年次計画

は、毎年その都度優先順位を考

慮しながら実施しなければなら

ない。 

【課題】 

 給食費徴収において不在者や連

絡が取れない未納者への対応に

苦慮しているが今後も学校や関

係機関と緊密に連携し収納率向

上を図る必要がある。 
 
 施設設備の老朽化は年々進んで

いるが安心・安全な給食を提供

するため、改修事業の年次計画

は、毎年その都度優先順位を考

慮しながら実施しなければなら

ない。 
 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 今後も学校と連携し未納状況を

把握し、未納者の削減を図る。不

在者や連絡が取れない未納者対

策については、先進地の事例など

を参考にしながら検討を行う。 
 
 
 設備の故障による給食中止が起

こらないように施設設備状況を

逐次確認しながら計画的に事業

を進めていく。 

「継続して進める」 

 今後も引き続き学校と連携し、

未納者の削減を図る。不在者や

連絡が取れない未納者対策につ

いては、先進地の事例などを参

考にしながら検討を行う必要が

ある。 
 
 設備の故障による給食中止が起

こらないように施設設備状況を

逐次確認しながら計画的に事業

を進め、児童生徒に安心・安全

な給食を提供する。 
 

担当係 給食センター係 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

点検項目 新たな生涯学習プログラムの構築 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 
 多世代交流の生涯学習プログラムを前年度より多く企画し、小中校

生の参加を増大させる。 
 
 子育てや家庭教育について保護者同士の相互学習を促進させる家庭

教育ナビゲーターの養成を行う。 
 

目標の達成状況 達成した 達成した 

取組の概要 

 
 ことぶき大学や医療大学と連携した講座を開催し、趣味、教養、体

験、交流等の活動を行う。 
・年間２１回のことぶき大学講座を実施する。 
・年間６回の医療大学連携講座を実施する。 

 
 通学合宿関係者に呼びかけ、家庭教育ナビゲーター養成講座を開催

する。また、子育てサロンやクリスマス会等の保護者が参集する機

会を活用し、子育てについて学び合う場となる「学びカフェ」を年

４回実施する。 
 

自己評価 

【成果】 

 趣味、教養、体験、交流等の活

動を行い、学ぶことの楽しさを

感じたり、仲間づくりを行うこ

とができた。多世代交流では、

高齢者が当別高校の学校祭見学

や当別中学校の授業を参観し、

多世代交流を充実させることが

できた。 
 

【成果】 

 ことぶき大学では当別高校との

連携など参加者の声を取り入れ

ながら新たな試みを行うことが

できた。医療大学連携講座では

少年期、青年期、高齢期など各

年代に応じた講座を行った。 
 
 
 
 家庭教育ナビゲーター養成研修

会及び学びカフェを実施し、ナ

ビゲーターを中心に子供とのか

かわりについて思いを伝えるこ

とができた。 

 

- 33 -



【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

 その場限りではなく継続して連

携を行い、各講座につながりを

持たせる工夫が必要である。 
また、学びから活動へと繋げる

体制づくりが必要である。 
 

【課題】 

 その場限りではなく継続して連

携を行い、各講座につながりを

持たせる工夫が必要である。 
また、学びから活動へと繋げる

体制づくりが必要である。 
 
 イベントと同時開催の為、イベ

ント参加の保護者が多く、落ち

着いた環境で意見交流を深めら

れる時間配分が必要である。 
 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 多世代交流による地域教育力の

向上を図る事業展開を行う。 
 
 
 家庭教育ナビゲーターの養成及

び「学びカフェ」の実施に向け

た取組を促進する。 

「継続して進める」 

 継続的に多世代交流事業を行

う。より当別の特色を生かした

事業内容を検討する。 
 
 家庭教育ナビゲーターをさらに

養成し、子育てについて保護者

同士が気軽に話し合える機会を

つくる。 
 

担当係 生涯学習係 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

点検項目 社会教育施設の管理・運営 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 総合体育館、当別小学校水泳プール、白樺コミュニティーセンターは、

民間活力を生かした指定管理制度に円滑に移行することで利用者数

を前年度より増加させる。 

 様々な分野において生涯学習活動が展開されている社会教育施設

は、町民の活動を支援する場として重要な役割を担っていることか

ら、利用者のニーズに応じたサ－ビス向上の取組を実施することに

より前年度より利用者数を増加させる。 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった 達成した 

取組の概要 

 総合体育館のサービス向上にかかる取組。 

・開館日を拡大（第２・４月曜日９～１７時まで開館）する。 

・トレーニングルームにインストラクターを配置する。 

・スタジオプログラム(ストレッチ・腰痛体操・ヨガ他)を開設する。 

 

〇利用者ニーズに応じた管理運営及び施設整備を行うため、施設の状

況を把握し、改修計画を作成する。 

自己評価 

【成果】 

 ４～６月まで職員１名を総合体

育館に配置することにより指定

管理者制度へ円滑に移行できた。 

 

 指定管理者導入施設は、総合体

育館の開館日の拡大やスタジオ

プログラムの開設等により昨年

度より６．２９％の利用者増と

なった。 

【課題】 

 町民サービス向上を進めるた

め、指定管理者と連携を強化す

る必要がある。 

【成果】 

 民間活力を生かした指定管理制

度に円滑に移行することで利用

者数の増加に繋がった。 

 

 指定管理者導入施設は、総合体育館

の開館日の拡大や利用者のニーズ

に応じたサービス向上の取組の実

施により昨年度より１６．５５％の

利用者増となった。 

【課題】 

 総合体育館等のサービス向上の

ため、指定管理者と連携を強化

する必要がある。 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 サービス向上のために、利用者

ニ－ズの適確な把握のための取

組を実施する。また、施設の改

修計画の作成を行う。 

 

「継続して進める」 

 利用者ニ－ズに応じた管理運営

のための取組を実施する。また、

老朽化による施設の改修計画の

作成を行う。 

担当係 生涯学習係 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

点検項目 学校教育と連携した学校・児童生徒支援 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 

 学校が要望する授業支援者を提供し、教育活動の充実を図る。 

 放課後学習会及び土曜教室、当別キッズインターナショナルクラブ

を実施し、子供達の学習習慣の定着と学力向上を図る。 

 コオーディネーショントレーニング、マナーキッズテニスにより運

動習慣とマナーの定着を図る。 

 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった 達成に向けて進展があった 

取組の概要 

 

  学校支援地域本部にコーディネーターを配置し、地域の人材を活

用した学習支援活動を実施する。 

＜支援活動＞ 

 ・読書活動（朝読書） 

 ・授業支援（プール学習、スキー学習、格技授業） 

 ・長期休業中の学習支援を行う。 

 ・年１０回の土曜教室を実施する。 

 ・週１回の放課後学習会を実施する。 

 ・年１０回の英語体験活動を実施する。 

 

 ふれ・スポ・とうべつと連携し、「マナーキッズテニス」「コオーデ

ィネーショントレーニング」を各小学校で１回開催する。また、「コ

オーディネーショントレーニングを学ぶ会」を開催し教員に体験し

てもらう。 

 

自己評価 

【成果】 

 学習支援ボランティアが授業を

補助することにより、子供たち

が学習に集中できる環境の向上

につながっている。 

 

 放課後学習会を実施したことに

より、家庭学習の定着が進み、

学力向上の一端を担うことがで

きた。子どもたちが土曜教室や

当別キッズインターナショナル

クラブで体験学習に参加したこ

とにより、学習意欲の向上につ

なげることができた。 

 

【成果】 

 年間を通じ様々な活動を学習支

援ボランティアがサポートした

ことで充実した教育活動につな

がっている。 

 

 放課後学習会によって勉強の習

慣化を支援することができた。

また、土曜教室や当別キッズイ

ンターナショナルクラブで楽し

みながら学習することができ、

意欲の向上につなげることがで

きた。 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 ８月に当別小学校で４年生対象

にマナーキッズテニスを開催す

ることにより、運動の楽しさと

礼儀の大切さを自覚させること

ができた。 

また、保護者教員対象に小笠原

流の礼儀作法教室を開催し、参

加者が少人数ではあったが児童

期の礼儀の大切さについて認識

させることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 学習支援及び体育授業支援者数

が少なく、特定の人に負担が多

い状況から、支援者の確保が必

要である。 

 

 中学生の放課後学習会と土曜教

室の参加者が少なく、学校と連

携しながら積極的な参加案内を

行うことが必要である。また、

土曜教室は、中学生向けの内容

を検討し興味を持たせる工夫が

必要である。 

 

 マナーキッズテニス、礼儀作法教

室の参加者を増やすため、小学校

と連携し、保護者への開催周知に

ついて工夫が必要である。 

 

 １０月にふれ・スポ・とうべつ

と連携してコオーディネーショ

ントレーニングを有資格者によ

り当別小２、５年生対象に指導

した。体を動かすことの楽しさ

と運動習慣の定着を図ることが

できた。 

また、１１月にふれ・スポ・と

うべつと連携し「コオーディネ

ーショントレーニング体験会」

「コオーディネーショントレー

ニングを学ぶ会」を開催し、幼

児から成人まで約８０名の町民

がコオーディネーショントレー

ニングを体験・学習することが

できた。 

 

 

【課題】 

 支援内容によってボランティア

の人数に差があるため負担が偏

るケースがある。 

 

 

 勉学に意欲的な児童生徒はすで

に塾等に通っている場合が多い

ため、そうでない児童生徒の学

習意欲を高め、学習会に参加さ

せる必要がある。そのためには

学校とのさらなる連携が必要で

ある。 

 

 コオーディネーショントレーニ

ングを日常的に学校で実施でき

るように、連携が必要である。 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 近隣大学やスポーツ推進委員会

と連携し、学習支援ボランティ

アの充実を目指す。 

 

 放課後学習会は、中学校と連携

し参加者の呼びかけを行う。土

曜教室は、体験学習で学んだ内

容を教科学習に結びつける時間

を創出する。また、中学生向け

の内容を盛り込み、中学生が関

心を持って参加できるように工

夫する。 

 

 引き続き各小学校に「マナーキ

ッズテニス」及び「コオーディ

ネーショントレーニング」開催

するよう積極的に働きかける。 

また、１１月に開催する「コ

オーディネーショントレーニン

グを学ぶ会」に学校教員が出席

し体験できる機会を設ける。 

 

「継続して進める」 

 学校支援ボランティアの方々の

能力を活かした支援を継続して

いく。 

 

 学校と連携し放課後学習・土曜

学習の内容を深めるとともに周

知を徹底し、より多くの児童・

生徒が参加するような工夫をす

すめていく。 

 

 

 

 

 「マナーキッズ」「コオーディネ

ーショントレーニング」を各小

学校で実施するよう働きかけ

る。 

担当係 生涯学習係 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

点検項目 図書室の整備と読書活動推進 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 

 子どもの読書活動推進計画に基づく重点施策の８割を達成させる。 

 誰でも利用しやすい図書室の環境整備を行う。利用実績を前年度比

１０％増やす。 

 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった 達成に向けて進展があった 

取組の概要 

 

 子どもの読書活動推進計画の重点施策として、うちどく通信を定期

的に発行する。また、巡回図書事業の拡大を図り、今年度より中学

校への図書の巡回を開始するほか、認定こども園、小中学校、プレ

イハウスでの貸出も開始する。 

司書資格を有する町図書室職員が、学校図書館を月１～２回訪問し

図書業務の支援や環境整備を行う。 

 

 季節に関するテーマの展示や移管本の展示コーナーを設けたり、利

用の少ない本の除架を行い、新鮮さを感じられるように環境整備を

行う。 

 

自己評価 

【成果】 

 巡回図書貸出については、幼児

施設では子ども達も楽しみにし

ており、好評を得ている。 

学校図書館業務に関する研修

に町図書室職員が参加し、環境

整備等を実務に取り入れること

ができた。 

中学生が学習等で図書室を利

用する様子が多くあった。 

 

 

【課題】 

 書架スペースに余裕がないた

め、積極的に除架を行うなど、

新しい本が目に留まるような配

架の工夫が必要である。 

【成果】 

 巡回図書については、幼児施設

だけでなく小中学校での貸出利

用も見られるようになった。 

学校図書館訪問支援について

は、積極的におすすめ本の紹介

や展示の工夫などを行い、利用

促進に努めた。 

小中学生や大学生の学習等で

の利用は増えている。 

 

 

【課題】 

 利用実績が前年度比５％程度の

増加に留まり、町民への周知方

法の工夫や展示本など借りたく

なるような配架の工夫が必要で

ある。 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

今後の方向性 

「継続して進める」 

子どもの読書活動推進計画の重

点施策の実施や、読書環境の充実

について継続的に進める。 

新刊本の案内や展示本の紹介に

ついて、利用者や町民への周知方

法等の工夫するなど、利用拡大に

向けての取組を進める。 

「継続して進める」 

子どもの読書活動推進計画の重

点施策の実施や、読書環境の充実

について継続的に進める。 

インターネット予約サービスに

ついての周知や両図書室間での配

架の工夫など利用しやすいサービ

ス提供などの取組を進める。 

 

担当係 生涯学習係 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

点検項目 文化・芸術・スポーツ活動の推進 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 
 多くの町民が興味を持って参加するような文化祭を実施する。 
 町民が芸術・文化に触れる機会を増やすために管内で開催される芸

術・文化関係の行事への参加を促す。 
 ジュニアリーダーが小学生にとって見本になることの自覚を強く持

ち、行動規範を高める。 
 生涯スポーツの普及と町民のニーズに応じたスポーツ機会の提供を

する。 
 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった 達成に向けて相当の進展があった 

取組の概要 

 
 文化祭の参加申込書を各社会教育施設に設置することで、文化協会

加盟団体のみならず、一般の町民の参加を募り、より多くの町民の

発表の機会を創出する。 
 
 管内で開催される芸術・文化関係の行事の案内を町内の文化団体に

送付する。またポスターやチラシを町内の社会教育施設に掲示・配

布することで周知を図る。 
 
 年に６回の定例会や子ども会の研修会など、自発的に行動できる力

を養い、リーダーとしての資質を高める取組を行う。また、町内行

事などのサポートで大人との交流の中で協調性や自立心の育成を図

る。 
 
 町民のスポーツ活動の普及推進を図ることを目的として運営してい

る団体への支援とニュースポーツの普及を図るとともに、コオーデ

ィネーショントレーニングを実施し、子どもの体力や運動能力の向

上、町民の健康増進や運動習慣の定着を図った。 
 

自己評価 

【成果】 

 より多くの町民に参加してもら

えるよう、文化協会各会員が身

近な住民、団体に参加の呼びか

けを行うことで、個人参加や中

学校からの参加申込があった。 
 

【成果】 

 町文化祭の来場者数が前年度より３

９１人（１８％）増の２，５０５人

となった。 
また、今年度は初参加だった当

別中学校の作品展示があり、来

場者からの好評を得た。 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 管内での文化活動の功績が認め

られ、文化奨励賞に当別写真同

好会が受賞することが決定し

た。 

また、管内芸術祭の文芸交流会

に当別短歌会、舞台発表部門にダ

ンスサークルＳＫＩＰが参加す

ることになり、町民の芸術文化活

動を推進することができた。 

 

 当子連のデイキャンプや親子で

田植えなどに積極的に参加し、子

どもたちだけでなく親世代と交

流する機会が増え、リーダーとし

ての自覚を強めることができた。 

 

 スポーツ活動の推進について、

ニュースポ－ツの研修会を実施

し指導者層への普及の強化を図

るとともに、指定管理者と連携

を密にして、町民が様々なスポ

ーツに参加しやすい環境が整え

ることができた。 

 

 

【課題】 

  シルバー作品展への出展参加

者が少なかった。より多くの団

体、個人に参加してもらうよう

積極的な働きかけが必要。 

 

 管内郷土芸術祭舞台発表部門に

おいて、当別よりダンスサーク

ルＳＫＩＰがダンスを披露。同

日に行われた管内文化団体協議

会の表彰において、当別写真同

好会が長年の活動を評され、文

化奨励賞を受賞した。 

また管内文芸交流大会に当別

短歌会のメンバーが参加した。 

 

 小学生を対象とした事業での運

営補助の中でジュニアリーダー

達も成長し、プログラム作成や

企画の発案など、自ら行動しよ

うとする姿勢が身についた。 

 

 町民の体力増進のためのニーズ

を推察し、関連する事業を推進

するとともに、総合型スポーツ

クラブとの連携を強化し、ニュ

ースポーツの普及促進など、町

民がスポーツに参加しやすい環

境を整えることができた。 

 

 

【課題】 

 来場者数が、同じ当別会場で開

催された前々年度と比較して

５％減だったため、参加者の増

加を図るための対策が必要。 

また反省会において多くの反

省点が出たため、来年度に反映

していく。 

 

 来年度は管内郷土芸術祭の展示

部門が当別を会場にして開催さ

れるため、当別からの多くの参

加者が出品するように募る。 
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【平成２８年度】 

【社会教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 

 ジュニアリーダーがより多くの

事業に参加できるよう学校と連

携し、スケジュール調整する必

要がある。 

 

 

 ジュニアリーダーが活躍できる

機会が少なく、毎年同じような

活動になっている。 

また、勉強や部活動などがあり

意欲はあってもなかなか参加で

きないことがある。 

 

 スポーツ関連施設の老朽化等の

環境整備等に関して、諸機関と

協議調整する必要がある。 

 

今後の方向性 

「継続して進める」 

  町文化祭、管内芸術祭、シル

バー作品展など町内外で開催さ

れる文化活動への参加をあらゆ

る広報活動により促し、多くの

町民が芸術文化に触れる機会を

増やす。 

「継続して進める」 

 参加者の増加を図るため、北海

道医療大学とも提携ができない

か模索する。 

 

 

 

 

 管内事業に参加した様子などを

周知させるため、当別町ポータ

ルサイトを活用して町内・町外

で行われた文化関連の事業を発

信していく。 

 

 ジュニアリーダーにサポートさ

れた小学生が、その姿に憧れ、

ジュニアリーダーに加入する循

環ができ始めている。 

各単位子ども会の事業へジュニ

アリーダーを派遣するなど活躍

の場を広げるサポートが必要。 

 

 地域における心身の健康の保持

増進をサポートするために、ス

ポーツを身近に親しむため、関

連する事業等を推進する。 

 

担当係 生涯学習係 
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【平成２８年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

点検項目 放課後児童健全育成の推進 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 子どもプレイハウスの全指導員が研修等に参加する。（参加率：上半

期５０％、下半期１００％） 

 プレイハウス活動児童の学習習慣の定着（特に１年生）と学力・体

力の向上を図る。（定着率：上半期６０％、下半期１００％） 

目標の達成状況 達成した 達成した 

取組の概要 

 

 北海道等の行う研修等に全指導員が積極的に参加し、新たな知識や

技術を取得し、効果的かつ効率的な事業展開に努める。 

 

 学習習慣の定着のため活動プログラムに学習時間を設け、子どもた

ちが自主的に取り組む環境づくりを目指し、遊びの中においても学

力・体力の向上に繋がるような活動を中心に事業を実施する。 

また、プレイハウスで学習時間を設けることにより、帰宅後の学習

に要する時間を家族で過ごす時間への転換も可能となる。 

 

自己評価 

【成果】 

 児童や保護者への対応や事故防

止等の研修内容を持ち帰り指導

員間の共有を図った。 

 

 

 

 プレイハウスで活動する子ども

たちの７割程度に学習習慣の定

着が見られる。 

また、学習指導員を配置し、個

別に学習支援を行うことで「分

からないからやらない」子ども

が減少した。 

 

【課題】 

 研修等参加時の代替指導員の確

保が困難である。 

 

 

 低学年への学習習慣の定着を主と

しているが、高学年に対しての学

習環境への配慮が必要である。 

 

【成果】 

 全指導員が各種研修会に参加

し、児童・保護者への接し方、

事故防止などの安全対策を学

び、指導員の知識と技術の向上

を図った。 

 

 プレイハウスの活動内に放課後

学習会など毎日１時間程度の学

習時間を設けることにより、子

どもたちが自主的に学習に取り

組む姿が見られ、９割程度学習

習慣が定着してきた。 

 

 

【課題】 

 研修等参加時の代替指導員の確

保は、困難な状況が続いており、

今後も検討が必要である。 

 

 学年ごとに学習時間と遊びなど

の活動時間を調整し、より適切

な学習習慣の定着を図る。 

- 44 -



【平成２８年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 全ての指導員の研修参加による

効果的な事業展開及び代替指導

員の確保に努める。 

 

 

 更なる学習習慣の定着と学習環

境の改善を目指す。 

利用者及び利用希望者のニー

ズの把握・対応、必要に応じ要

件の緩和等を図っていく。 

 

「継続して進める」 

 指導員の技術や意識の向上のた

め積極的に研修等に参加する。 

また、引き続き代替指導員の確

保に努める。 

 

 適切な学習習慣の定着と落着い

て学習に取り組む事ができる環

境の確保に努める。 

担当係 子育てサポート係 
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【平成２８年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

点検項目 子育て支援の充実 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 

 子育て支援センター職員の研修等参加及び利用者ニーズに沿った効

果的な事業展開を図る。（下半期：研修参加２名） 

 特定教育・保育施設において、就学に向けた支援体制の強化として

の学校見学及び児童情報の提供等による連携を推進する。 

 子育て情報発信の充実に向けた子育てガイドブックの改良。 

 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった 達成に向けて進展があった 

取組の概要 

 

 計画的に研修等に参加する。また、利用者ニーズの把握に努め、関

係部局とも連携し支援体制の強化を図り、子育て及び保護者支援に

効果的な事業を実施する。 

 

 各園在籍５歳児の学校見学、授業体験、生徒との交流等を実施し、

児童に関する情報の提供等を密に行いながらスムーズな就学に繋が

るような取り組みを実施する。 

 

 平成２９年４月の発行に向け掲載方法や掲載内容の充実を図る。 

 

自己評価 

【成果】 

 利用者ニーズを踏まえ、「子育て

講座」を開催し、交流機会の確

保や育児中の母親のリフレッシ

ュを図った。 

 

 

 

 各園在籍５歳児の学校見学を実

施し、就学に向けた意識作りの

契機となった。 

 

 

 

 子育てに関する情報や制度、担

当窓口等を安易に把握すること

ができるよう掲載情報及び発行

部数を増やす予定である。 

【成果】 

 職員４名全員が研修等に参加

し、質の向上を図った。また、

利用者ニーズを把握するため、

利用者に対しアンケート調査を

実施した。 

 

 

 各園在籍５歳児の学校見学及び

１年生の授業参観を実施した事

で、より就学に向けた意識作り

の契機となった。 

 

 

 平成２９年度子育てガイドブッ

クの作成にあたり、関係部局及

び関係機関へ掲載記事を依頼

し、情報を集約した。 
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【平成２８年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

 子育て支援事業等への不参加者

及び理由等を把握し、参加し易

いような事業展開を図る。 

 

 

 

 より効果的かつ効率的な就学に

向けての支援のため、各園と各

小学校との連携体制の強化が必

要である。 

 

 

 現に保護者が求めている情報を

把握し、保護者目線での充実を

図る。 

 

【課題】 

 利用者に対するアンケート調査

結果等を踏まえ、ニーズに沿っ

た活動内容や事業の実施に向け

調整を図る。 

 

 

 より効果的かつ効率的な就学に

向けての支援のため、各園と各

小学校との連携体制の強化が必

要である。 

 

 

 保護者が必要とする情報の把握

に努め、子育てに関する最新の情

報を掲載していく必要がある。 

 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 利用者ニーズに沿った支援の提

供に努め、１人でも多く参加で

きるよう関係部局とも連携し、

子育て及び保護者支援に効果的

な事業展開を図る。 

 

 各園と各小学校の連携体制の定

着を図り、継続性を持たせるよ

う構築する。 

 

 保護者の掲載情報のニーズを把

握し、より利用性の高い子育てに

関する情報発信手段として、掲載

方法や掲載内容の充実を図る。 

 

「継続して進める」 

 研修等の参加により職員の知識

と技術の向上を図る。また、利

用者ニーズの把握に努め、ニー

ズに沿った効果的な子育て支援

事業を展開する。 

 

 各園と各小学校の連携体制の定

着を図り、継続性を持たせるよ

う構築する。 

 

 利用者の意見やニーズを反映さ

せ、利用しやすい子育てガイド

ブックとなるよう内容の充実に

努める。 

担当係 子ども係、子育てサポート係 

 

- 47 -



【平成２８年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

点検項目 早期療育の推進 

 中間評価 最終評価 

28 年度達成目標 

 

 子ども発達支援センター全指導員の研修等参加及び専門職員の育成

を図る。（参加率：上半期５０％、下半期１００％） 

 

 発達障がいへの理解・認識の促進として学習会等を開催する。 

 

目標の達成状況 達成した 達成した 

取組の概要 

 

 全指導員の各種研修等への参加及び専門機関による指導検証等を実

施する。（北海道立子ども総合医療・療育センター年４回、社会福祉

法人麦の子会所属発達心理士年６回以上） 

 

 子ども発達支援センター利用児童の保護者や関係機関を対象に、北

海道立子ども総合医療・療育センター等の専門職員を招き発達障が

い等に関する学習会等を開催する。 

また、乳幼児健診等に指導員が出向き、積極的に育児相談・発達相

談の実施に努める。 

 

自己評価 

【成果】 

 専門的な視点からの子どもの捉

えや接し方等を指導等に取り入

れることで支援内容の充実に寄

与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 関係機関や保護者の発達障がい

への理解や認識を深め、日常生

活や個々の状況における対応方

法等の指導を受けた。 

また、乳幼児健診において、発

達相談等を実施した。 

 

【成果】 

 全指導員が研修及び専門機関に

よる指導検証等に参加し、専門

的な視点からの子どもの捉えや

接し方等を指導等に取り入れる

ことで支援内容の充実に寄与し

た。（北海道立子ども総合医療・

療育センター年４回、社会福祉

法人麦の子会所属発達心理士年

７回実施） 

 

 

 関係機関や保護者の発達障がい

への理解や認識を深め、日常生

活や個々の状況における対応方

法等の指導を受けた。（２回実

施） 

また、乳幼児健診時に併せ発達

相談等を実施した。（８回実施） 
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【平成２８年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

 ５月に指導員１名が退職し不足

している状態であるため、研修

等参加の調整が困難である。 

また、専門職員の確保が困難な

うえ育成には時間も要するため

早急に対応する必要がある。 

 

 

 

 

 学習会等に参加できていない関

係機関や保護者がおり、関係機

関の連携強化や効果的な支援の

ためにも個々の役割・認識・情

報の共有が必要となる。 

【課題】 

 ５月に指導員１名が退職し、募

集したが見つからず超過勤務に

より対応したため、指導員の負

担が増え、研修等参加の調整に

苦慮した。 

また、専門職員の確保が困難な

うえ育成には時間も要するため

早急に対応する必要がある。 

 

 

 学習会等に参加できていない関

係機関や保護者がおり、関係機

関の連携強化や効果的な支援の

ためにも個々の役割・認識・情

報の共有が必要であることか

ら、個別のケース会議等の開催

も必要である。 

 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 指導員の確保に努め、専門職員

の新規採用も見据えた配置

を行っていく。 

 

 より関係機関や保護者が参加し

やすいよう実施時期・時間等の

調整及び共通認識の重要性につ

いて理解を促す。 

また、地域住民等に、より広く

発達障がいへの理解・認識を促進

していくための事業展開を図る。 

 

「継続して進める」 

 指導員の確保及び質の向上に努

め、専門職員の新規採用も見据

えた配置を行っていく。 

 

 関係機関や保護者が参加しやす

いよう実施時期・時間等の調整

を図り、共通認識の重要性につ

いての理解を促す。 

また、地域住民等に、より広く

発達障がいへの理解・認識を促進

していくための事業展開を図る。 

 

担当係 子ども係 
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３ 平成２９年度の点検及び評価 

【学校教育分野】 

 

点検項目 一貫教育による「確かな学力、豊かな心、健やかな体」の育成 

 中間評価 最終評価 

29 年度達成目標 

 全国学力・学習状況調査において、平均正答率が全国平均を上回る。 
 全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙「いじめは、どんな理由があっ

てもいけないことだと思うか」の問いに「当てはまる」「どちらかとい

えば当てはまる」と回答する児童生徒の割合を１００％にする。 
 全国体力・運動能力、運動習慣等調査「体力・運動能力（実技）調

査」において、小学校及び中学校男女の体力が全国平均を上回る。 

目標の達成状況 達成に向けて相当な進展があった  

取組の概要 

 

 一貫教育推進と教育課程実施に対する支援・指導 
 ・一貫教育推進講師の増員  ・先進地視察の実施 
 ・小中一貫教育懇談会の開催 ・教育講演会の開催 
 ・学校運営協議会設置準備委員会における情報提供 
 ・新学習指導要領実施に向け、学校教育指導員による情報提供 
 ・学校教育指導員による定期的な学校訪問 
 ・小学校第４～第６学年にデジタル教科書（国語・算数）の配備 
 
 全国学力・学習状況調査結果の分析と各学校改善プランへの指導助言 
 ・学校改善プラン作成時に学校教育指導員による指導助言を実施 
 
 小学校英語教育への支援 
 ・一貫教育推進講師の配置  ・ＡＬＴの配置 
 ・学校教育指導員による情報提供 
 
 道徳教育への支援 
 ・地域住民と連携した小中合同の道徳特別授業の実施 
 
 学校教育と社会教育の連携による児童・生徒支援 
 ・放課後学習会、土曜学習会、長期休業期間中の補助講習の実施 
 ・学校支援地域本部によるボランティアの派遣 
 
 今日的課題に対応した教員研修の実施 
 ・長期休業期間中の教職員研修の実施 
 
 小学校と幼稚園・保育所との連携推進 
 ・幼稚園、保育所の学校運営協議会への参画 
 ・子ども未来課と連携し、幼保小間の情報共有等、円滑な接続を図る。 
 ・福祉部局等と連携し、就学に向けた発達支援を行う。 
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【平成２９年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【成果】 

 各中学校区に配置した一貫教

育推進講師が小・中学校で算

数・数学及び英語の指導を行う

ことで、教員が小・中学校の指

導方法の違いを理解し、自校で

活用するなど、授業改善に繋が

っている。また、校内に「一貫

教育掲示板」を設置し、互いの

学校だよりを掲示するととも

に、「一貫教育だより」を発行

し、児童生徒や学校の様子を紹

介することで、学校間の情報交

流が深まった。 
各中学校区に設置した学校運

営協議会設置準備委員会にお

いて、活動方針等の検討のため

参考資料の提供を行うことで、

円滑な会議進行が図られた。 
小学校第４学年以上に国語と

算数のデジタル教科書を導入し

たことにより、児童の授業への

集中力の向上が見られるほか、

教材提示の時間が短縮され、授

業時間を有効に活用できるな

ど、指導方法の改善が図られた。 
 
 学校課題の解決に向け、各学校の

学校改善プランの作成にあたり、

学校教育指導員による指導助言を

行うことで、効果的な学校改善プ

ランの作成が図られた。 
 
 一貫教育推進講師を増員し、Ａ

ＬＴと連携した外国語活動等

の充実が図られた。また、新学

習指導要領の実施に向け、先行

実施とされる小学校外国語科

について、各学校の取組の参考

となるよう、学校教育指導員に

よる情報提供を実施している。 
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【平成２９年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 
 地域の団体と連携し、外部講師

を招いた小中合同による道徳

特別授業を実施したことで、

「いじめを許さない」気運がさ

らに高まった。 
 
 放課後学習会の実施が３年目

に入り、より学習習慣の定着化

が図られた。また。土曜学習会

で体験的な学習を実施したこ

とにより、土曜日の有効的な活

用が図られ、子どもたちの「居

場所づくり」にも寄与した。 
 
 夏季休業期間中の教職員研修

では、教職員の希望に沿った内

容で研修を実施するため、２日

間４講座を設定し、選択制とし

たことで、課題意識に沿った内

容とすることができた。 
 
 各園在籍の５歳児の学校見学

を実施し、就学に向けた意識づ

くりを図るなど、子ども未来課

と連携して小学校と幼稚園・保

育所との連携推進を図ること

ができた。 
 

【課題】 

 小学校外国語の教科化により

増加が見込まれる授業時間を

確保する方法について、引き続

き管内の動きを確認しながら

検討を進める必要がある。 
 
 当別地区の講師が未配置とな

っているため、引き続き人材確

保に努める。 
 
 今日的な課題に対応した講座を実

施できる講師の確保に努める。 
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【平成２９年度】 

【学校教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

今後の方向性 

「継続して進める」 

〇平成２９年度全国学力・学習状

況調査における平均正答率は

全国平均を上回ることができ

なかったが、確実に全国との差

が縮まっており、引き続き学校

を支援する。 
 
〇平成２９年度全国学力・学習状

況調査児童生徒質問紙調査で

は、「どんな理由があってもい

じめはいけないことだと思う」

児童生徒を１００％にする目

標を達成していないが、小学校

においては全国平均を上回っ

た。いじめの未然防止、不登校

児童生徒の解消を図る取組を

継続して行う。 
 
〇平成２８年度全国体力・運動能

力、運動習慣等調査結果では、

小学校では全国平均を上回る

ことができなかったことから、

調査結果の分析を踏まえ、取組

の改善等の検討を進める。 
 

 

担当係 学校教育係、一貫教育係 
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【平成２９年度】 

【学校給食分野】 

 

点検項目 食育の推進 

 中間評価 最終評価 

29 年度達成目標 

食育を通して児童生徒が自らの健康管理が出来るよう指導し、また

食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせることと合

わせて、残食を減らすための指導を行う。 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった  

取組の概要 

 各校「食に関する指導の全体計画」についての指導・助言及び評価を行う。 
 巡回指導においては、各学年の到達目標に留意した指導を実施する。 
 残食を減らすための指導やメニューの工夫・改善を行う。 

自己評価 

【成果】 

 食育を全ての学校の教育課程

に位置づけ、計画的な指導を実

践している。 

 栄養教諭の給食時間を利用し

た各学校の訪問により、児童生

徒に、食に関する正しい知識と

望ましい食習慣を身に付けさ

せる指導を実施している。 

 

【課題】 

 残食を減らすための工夫とし

て、訪問指導により、残さない

で食べることの大切さを伝え、

新メニューの提供や調理方法

を工夫するなど実践できるよ

う研究を継続して行う。 

 

 

今後の方向性 

「継続して進める」 

  引続き給食時間を利用した

訪問指導の実施と、各学年の到

達目標に応じた内容で食育指

導を実施、合わせて残食を減ら

すための指導やメニューの工

夫を行う。 
 

 

担当係 給食センター係 
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【平成２９年度】 

【学校給食分野】 

 

点検項目 安心安全、おいしい給食の実施 

 中間評価 最終評価 

29 年度達成目標 

 給食費会計の公会計化を検討する。 
 前年度より地場産物の使用割合を増加させる。 
 当別高校家政科や食料改善協議会との共同により、新しいメニュー

を開発し、学校給食を提供する 
 食物アレルギーを起因とする事故を起こさない。 
 異物混入の無い給食を提供する。 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった  

取組の概要 

 給食費の検討等、運営計画の見直しを検討する。 
 地場産物の更なる活用を図る。 
 当別高校家政科や食料改善協議会との共同によるメニュー開発に

取り組む。 
 各学校アレルギー対応マニュアルに対する指導助言及び教職員研

修の実施する。 
 現地指導等、学校や委託業者、納入業者の衛生管理の徹底を図る。 

自己評価 

【成果】 

 これまで地場産食材として使

用することができなかった食

材野菜を使用して地場産野菜

１００％の新メニューを提供

することができた。 

 当別高校家政科と共同による

３種類のメニュー開発を行い、

年内の提供に向けた取組を進

めている。 
 各学校アレルギー対応マニュ

アル改訂版を各学校の全教員

に配布し活用を促した。 
食物アレルギーを持つ児童生

徒が給食を安心して食べるこ

とができるように、事故未然防

止対策の実施のほか、代替食の

提供を安全に行っており、平成

２９年度前期では事故は発生

していない。 
※平成２９年度対象児童生徒数 

１２名   
（小学生：７名、中学生：５名） 
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【平成２９年度】 

【学校給食分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 
 調理委託業者及びパン・ご飯委

託業者に対して常に注意を払

い調理・製造するよう指導を行

っている。また、委託業者に対

し配膳員への配膳室清掃の指

導をするとともに各学校の配

膳室及び搬入口の点検を行い

異物混入防止を図っている。 
※平成２９年度前期・・・１件 
※平成２８年度前期・・・１件 

 

【課題】 

 他市町村の事例を参考にしな

がら、公会計化、給食費の検討

等、運営計画の見直しの検討を

進める必要がある。 
 地場産食材は、収穫量や価格と

の折り合いを必要とするため、

献立や納入方法に更なる工夫

が必要である。 
 依然として異物混入は発生し

ている。委託業者のさらなる意

識向上と異物混入防止の対策

が必要である。 
 

 

今後の方向性 

「継続して進める」 

 他市町村の事例を参考にしな

がら、給食費の検討等、運営計

画の見直しを進める。 
 
 今後も地場産食材の収穫状況を

考慮し、新しい献立の研究開発に

努め、積極的な活用に努める。 
 
 委託業者に対し、異物混入事故が

起こらないよう指導を行い、事故

防止意識の向上を図る。 
 

 

担当係 給食センター係 

 

- 56 -



【平成２９年度】 

【社会教育分野】 

 

点検項目 生涯学習推進 

 中間評価 最終評価 

29 年度達成目標 

 関係機関と連携し、それぞれの特色を生かした学習プログラムの 

充実を図る。 

 当別町の歴史について理解を深め、ふるさとの誇りと愛着の定着を図る。 

 社会教育団体の活性化を図るため、社会教育に関わる各種委員、指

導者等の資質向上を図る研修会等の機会の確保を図る。 

 体験活動を実践してよりよい生活を創り出していくために、体験学

習の充実を図る。 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった  

取組の概要 

 ことぶき大学と当別高校及びふれ・スポ・とうべつが連携した講座

を開催し、異世代交流を図るとともに、各団体の特色を活かした体

験活動を行う。 

 

 平成２８年度に町に寄贈された古文書等歴史資料を整理する。古文書解

析等歴史研究を進める。当別町の歴史に関する学習講座を開講する。 

 

 女性団体協議会、ＰＴＡ連合会,子ども会育成連合会、スポーツ団

体、文化団体など社会教育団体と連携して研修会を実施する。また、

各団体に必要な情報提供を行い、社会教育関係者の育成と社会教育

団体の活性化の促進を図る。 

 

 平成２８年度に養成した「当別町自然体験サポーター」を学校、各

団体で実施する体験学習で活用する。 

自己評価 

【成果】 

 当別高校及びふれ・スポ・とうべ

つと連携して講座を展開するこ

とで町民の様々なニーズに対応

することができた。また、ことぶ

き大学と当別高校・当別中学校で

多世代交流を実施したことによ

り、お互いを応援する良好な関係

を築くことができた。 
 
 平成２８年度に寄贈された吾妻

家古文書の解読を始めることが

できた。また、７月に大崎市岩出

山へ行き研修し、９月から吾妻家

古文書を活用した歴史学習講座

を開催することができた。 
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【平成２９年度】 

【社会教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 
 社会教育団体に係る研修会や

研究会へ積極的に参加したこ

とで、社会教育に関わる各種委

員、指導者等関係者の資質が向

上し、社会教育団体の活性化が

図られた。 
 

【課題】 

  参加者からの意見を取り入れ

ながら、多くのニーズに応えられ

るよう、各団体との打ち合わせを

行い、より綿密に連携をすすめて

いくことが必要である。 
 
 当別の歴史教育を進めるうえ

で古文書を解読できる人材を

養成する必要がある。 
 

 

今後の方向性 

【継続して進める】 

 社会教育事業全般で多世代交

流の事業を推進するよう各団

体との連携を図っていく。 
 
 伊達記念館、旧開拓郷土館に保

管されている歴史資料の整理

を行う。歴史学習講座を３月ま

で継続して開催する。吾妻家古

文書等の解読を進める。 
 
 社会教育事業の参加者を増や

すため、地域との連携の場や機

会の拡充を図り、社会教育関係

者の育成と社会教育団体の活

性化の促進を図る。 
 
 当別町自然体験サポーターの活

用を学校、各団体に周知する。 
 

 

担当係 生涯学習係、文化財・町史編纂係 
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【平成２９年度】 

【社会教育分野】 

 

点検項目 学校を核とした地域力強化プラン事業による児童生徒、学校支援 

 中間評価 最終評価 

29年度達成目標 

 学校支援地域本部と学校が連携し、学校が要望する授業支援者を提

供し、教育活動の充実を図る。 
 放課後学習会及び土曜教室、当別キッズインターナショナルクラブ

を実施し、子供達の学習習慣の定着と学力向上を図る。 

目標の達成状況 達成した  

取組の概要 

学校支援地域本部にコーディネーターを配置し、地域の人材を活用

した学習支援活動を実施する。 
＜支援活動＞ 
 ・読書活動（朝読書） 
 ・授業支援（プール学習、スキー学習、格技授業） 
 ・長期休業中の学習支援を行う。 
 ・年１０回の土曜教室を実施する。 
 ・年６回の土曜学習会を実施する。 
 ・週１回の放課後学習会を実施する。 
 ・年１０回の英語体験活動を実施する。 

自己評価 

 

【成果】 
放課後学習会の継続実施等によ

り、家庭学習の定着化が図られてい

る。また、小学生は土曜教室で体験

的な学習や中学生は土曜学習会で

テスト前講座を実施したことによ

り、土曜日の有効的な活用が図られ

るとともに、参加している児童・生

徒は積極的に学習に取り組んでい

る状況から学習意欲の向上につな

げることができている。 
 

【課題】 
学校支援ボランティアの登録

者数は多いが、学習支援に協力で

きる人が少なく、特定の人に負担

が多い状況から、継続的に活動で

きる人員の確保が必要である。 
 

 

今後の方向性 

 

【継続して進める】 
放課後学習会や土曜教室・土曜学

習会を中心に、積極的に学習する児

童・生徒を継続して支援する。 
 

 

担当係 生涯学習係 
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【平成２９年度】 

【社会教育分野】 

 

点検項目 家庭教育支援 

 中間評価 最終評価 

29年度達成目標 

 
子ども未来課と連携し、地域子育て支援センター事業において学び

カフェを実施し保護者との子育て相談の機会の充実を図る。 
 

目標の達成状況 達成に向けて一定の進展があった  

取組の概要 

 
絵本の読み聞かせ講座、子育てサロン、あそびのひろばなどと協賛

して学びカフェを実施し、絵本の紹介などを通して学びや相談機会を

充実させる。 
 

自己評価 

【成果】 

子育てサロンやあそびのひろ

ばにおいて、読み聞かせや絵本の

紹介、子育てに関する相談を子ど

も未来課と連携して実施し、家庭

教育に関する環境を充実させる

ことができた。 
 

【課題】 

ゆったりとした時間の中でナ

ビゲーター又は保護者同士の交

流が持てるように、自然な形で家

庭での過ごし方について交流で

きるように雰囲気を作ることが

課題である。 
 

 

今後の方向性 

【継続して進める】 

和やかな雰囲気で子育て相談が

できる「学びカフェ」をクリスマス

会などのイベントと連携して行い

家庭教育の環境を拡充する。 
 

 

担当係 生涯学習係 
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【平成２９年度】 

【社会教育分野】 

 

点検項目 読書活動推進 

 中間評価 最終評価 

29年度達成目標 

 ブックスタートやブックセカンド事業の趣旨を理解してもらい、よ

みきかせ会への参加率を前年度比１０％増やす。 
 誰でも利用しやすい図書室の環境整備を行い、インターネット予約

サービスの開始され、利用実績を前年度比１０％増やす。 

目標の達成状況 達成に向けて相当な進展があった  

取組の概要 

 
 １０か月健診時にはブックスタート、小学校１年生へブックセカン

ドとしてそれぞれ本を１冊プレゼントする中で、乳幼児期からのよ

みきかせ体験の大切さを説明していく。また、よみきかせ会を実施

し絵本に触れる機会の提供や、うちどく通信を通しての読書に関す

る情報の提供を行う。 
 
 両図書室での本の巡回を行ったり、よりたくさんの本に出会えるよ

うな展示、配架の工夫を行う。また、蔵書管理システムが更新され、

インターネット予約サービスの提供もできるようになったことで、

利用者への周知方法等の工夫をし、利用促進を図る。 
 

自己評価 

【成果】 

 ブックスタートでは、１０か月

検診の待ち時間を有効に活用

するため都合の良い時間帯に

絵本を渡すように変更して、親

子で絵本に触れる時間を多く

持てるよう工夫することがで

きた。また、アンケート結果か

ら絵本の読み聞かせの大切さ

が理解されてきている。 
幼少期から読書に取り組む環境

を整えるため、小学１年生に本を

プレゼントするブックセカンド

を今年度から実施し、本に触れる

きっかけを作ることができた。 
 
 蔵書管理システムが更新され

たことにより、インターネット

での予約ができるようになり、

利用者も新刊本の予約など速

やかにできるようになった。 
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【平成２９年度】 

【社会教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

 ブックスタートのフォローア

ップとして実施している読み

聞かせ会は、実施回数を増やし

ているが参加者が減少してお

り、周知方法やプログラム構成

など工夫する必要がある。 
 

 

今後の方向性 

【継続して進める】 

 読書活動を推進するためには、

乳幼児期の読み聞かせを広める

ことが必要であり、ブックスタ

ート以外の乳幼児が参加する事

業でも積極的に周知を行う。 
また、今年度から実施したブッ

クセカンドについても事後アン

ケートを実施して、今後の子ど

も達の読書活動を推進するため

に必要なことを検証する。 
 
 新鮮さを感じる本の展示内容

や配架の工夫や、新刊本の紹介

等を行い、インターネット予約

もできることを周知していく。 
 

 

担当係 生涯学習係 
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【平成２９年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

点検項目 幼児教育と小学校教育の接続の推進 

 中間評価 最終評価 

29年度達成目標 

 特定教育・保育施設において、就学に向けた支援体制の強化として

の学校見学及び児童情報の提供等による連携を推進する。 
 特定教育・保育施設利用者負担額（保育料）無償化を推進する。 

目標の達成状況 達成に向けて相当な進展があった  

取組の概要 

 各園在籍５歳児の学校見学、授業体験、生徒との交流等を実施し、

児童に関する情報の提供等を密に行いながらスムーズな就学に繋

がるような取組を展開する。 
 全ての子どもが等しく幼児教育を受けられる機会を確保し、就学前

の教育を定着させるため、利用者の経済的負担の軽減を図る。 

自己評価 

 

【成果】 
 各園在籍５歳児の学校見学を

実施し、就学に向けた意識づく

りの契機となった。 
また、特に配慮が必要な児童

についても各園と各小学校間

で情報共有が図られた。 
 道補助金を一部活用しながら

３歳未満児第２子以降の保育

料無償化を４月分保育料から

の遡及適用により、実施するこ

とを決定した。 
 

【課題】 
 より効果的かつ効率的な就学

に向けての支援のため、各園と

各小学校との連携体制の強化

及び定着が必要である。 
 利用者の経済的負担軽減及び

出生数増加のため、さらなる効

果的な保育料無償化に向けた

取組の拡大が必要。 
 

 

今後の方向性 

 

「継続して進める」 
 各園と各小学校の連携体制の定

着を図り、継続性を持たせるよ

う構築する。 
 補助金等を最大限に活用しなが

ら、完全無償化を目指す。 
 

 

担当係 子ども係 
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【平成２９年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

点検項目 早期療育の推進 

 中間評価 最終評価 

29年度達成目標 

 子ども発達支援センター全指導員の研修等参加及び専門職員の育

成を図る。 
 発達障がいへの理解・認識の促進として学習会等を開催する。 
 乳幼児健診等において育児相談及び発達相談を実施する。 

目標の達成状況 達成した  

取組の概要 

 
 全指導員の各種研修等への参加及び専門機関による指導検証等を

実施する。（北海道立子ども総合医療・療育センター年３回、社会福

祉法人麦の子会所属発達心理士年６回以上） 
 
 子ども発達支援センター利用児童の保護者や関係機関を対象に、北

海道立子ども総合医療・療育センター等の専門職員を招き発達障が

い等に関する学習会等を開催する。 
 
 乳幼児健診等に指導員が出向き、積極的に育児相談等を実施し、育

児不安の解消や育児負担の軽減を図ると伴に、支援が必要な子ども

の早期発見・早期療育へと繋げる。 
 

自己評価 

【成果】 

 専門的な視点からの子どもの

捉えや接し方等を指導等に取

り入れることで支援内容の充

実に寄与した。 
 
 講師を招き保護者向けに発達

の診かたとかかわりについて

学習会を開催した。 
また、一般向け子ども発達支

援講演会を開催し、関係機関や

保護者など３９名が参加され、

広く発達障がいへの理解や認

識を深めることができた。 
 
 乳幼児健診全４回において、発

達相談等を実施し、６件の相談

があり、うち１件が通園へと繋

がった。 
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【平成２９年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

 ５月末に指導員１名が退職し、

７月からは新たに指導員を確

保できたが、指導員がなかなか

定着しない。また、専門職員の

確保が困難なうえ育成には時

間も要するため早急に対応す

る必要がある。 
 
 子ども発達支援講演会は、比較

的一般参加者向けの内容であ

ったため、町広報誌にて周知し

たが、保護者や一般参加者数が

６名と少なかったため、今後の

開催に向け周知方法等の検討

が必要である。 
 

 

今後の方向性 

【継続して進める】 

 指導員の確保及び質の向上に

努め、専門職員の新規採用も見

据えた配置を行っていく。 
 
 関係機関や保護者が参加しや

すいよう、学習会等の実施時

期・時間等の調整及び共通認識

の重要性について理解を促す

ことでさらなる充実を図る。 
 
 早期療育を効果的に推進する

ため意義のある取組であるこ

とから一層の推進を図る。 
 

 

担当係 子ども係 
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【平成２９年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

点検項目 放課後児童健全育成事業の推進 

 中間評価 最終評価 

29年度達成目標 

 プレイハウスで活動する全ての児童の学習習慣定着を進めること

で、学力・体力の向上を図る。 
 全指導員が研修等に参加し、知識と技術の向上を図る。 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった  

取組の概要 

 プレイハウスの活動時間内に学習時間を設定し、学習習慣の定着を

図る。また、遊びの中やスポーツ講座などの活動で体力向上につな

がる取組を実施する。 
 全指導員が研修等に参加することで、新たな知識と技術の向上を図

り、児童・保護者が安心して利用できる環境づくりに努める。 

自己評価 

 

【成果】 
 毎日の活動に学習時間を設け、

また放課後学習会への参加を促

した結果、学習に自主的に取組

む姿が見られ７割程度の児童に

学習習慣の定着が見られた。 
また、運動会前にふれスポのイ

ンストラクターによるスポーツ

指導を行い、かけっこで早く走

るコツの習得につながった。 
 ２名の指導員が４日間の研修

に参加、放課後児童支援員認定

資格を取得し、知識と技術の向

上を図った。 
 

【課題】 
 低学年の学習習慣定着のため、

引続き落着いて学習できるよ

う学年に応じた学習時間と活

動時間の調整が必要である。 
 非常勤指導員及び研修参加時の

代替指導員の調整が必要である。 
 

 

今後の方向性 

【継続して進める】 
 学習時間と活動時間を調整し、

各学年ごとに学習しやすい環

境を確保する。 
 事前に代替指導員の調整を図り、

全指導員が放課後児童支援員認

定資格研修に積極的に参加する。 
 

 

担当係 子育てサポート係 
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【平成２９年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

点検項目 児童虐待防止等の対策推進 

 中間評価 最終評価 

29年度達成目標 

 児童虐待等防止に係る周知を図る。 
 職員の研修等参加及び知識、技術の向上を図る。（要保護児童対策調

整機関調整担当者研修、児童相談所受入れ研修等） 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった  

取組の概要 

 広報、ホームページなどで児童虐待等について情報提供し、早期発

見、未然防止に努める。 
 職員が、児童相談所が行う研修会等に参加し、児童虐待等発生時の

初期対応技術を習得する。 

自己評価 

 

【成果】 
 ポスターの掲示、窓口等にパン

フレットを設置し、児童虐待等

の防止を周知した。上半期は児

童虐待発生０件であった。 
 担当職員が北海道中央児童相談

所が開催する研修に参加し、調整

機関の役割、児童虐待等のケース

の対応を学び、知識と技術の向上

を図った。参加延べ人数４名。 
 

【課題】 
 児童虐待等について防止の意

識を高める周知方法の検討が

必要である。 
 児童虐待には、多種多様なケー

ス対応が求められるため、専門

的な知識、技術が必要になるこ

とから引続き職員の技術と知

識の向上が必要である。 
 

 

今後の方向性 

【継続して進める】 
 広報、ホームページ、ポスター

の掲示等の情報提供に加え、効

果的な周知活動を行うことに

より、児童虐待等の未然防止、

早期発見に努める。 
 多様なケースに対応するため、積極

的に江別保健所や北海道中央児童

相談所が開催する研修等に参加し、

職員の知識、技術の向上を図る。 
 

 

担当係 子育てサポート係 
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【平成２９年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

点検項目 子育て支援事業の推進 

 中間評価 最終評価 

29年度達成目標 

 子育て支援センター職員全員が研修に参加する。 
 関係部局と連携し、子育て支援センター事業の利用を推進する。 
 子育てガイドブック、ホームページ等により子育て情報を提供する。 

目標の達成状況 達成に向けて進展があった  

取組の概要 

 
 子育て支援センター職員が、研修等に参加し知識と技術の向上を図

り、保護者のニーズに沿った支援事業を展開する。 
 乳幼児健診時に子育て支援センター事業の日程、子育て講座等の情

報を周知し、支援センター事業の利用に繋げる。 
 子育てガイドブックの発行やホームページの更新等行い、子育てに

関連する最新情報を提供する。 
 

自己評価 

【成果】 

 子育て支援員研修等に２名参加

し、知識と技術の向上を図った。 
 
 乳幼児健診時に、保護者に対

し、職員が子育て支援センター

事業の周知を行った。 
 
 内容を全面見直し、子育てガイ

ドブックの発行及び窓口設置

と関係機関に配布をした。 
（６００部作製） 
 

【課題】 

 研修成果を生かすため、利用者に

対し、子育て支援事業についてア

ンケート調査等実施し、ニーズの

把握に努める必要がある。 
 
 子育て支援事業の未利用者に

対し、子育て支援事業の利用

を周知するための取組が必要

である。 
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【平成２９年度】 

【子育て・幼児教育分野】 

 

 中間評価 最終評価 

自己評価 

 
 利用者等に聞取りを行うなど、

掲載記事の内容を確認し、常に

保護者のニーズに沿ったガイ

ドブックの作成が必要である。 
 

 

今後の方向性 

【継続して進める】 

 研修等に参加し、知識と技術を

さらに高める。また、利用者の

ニーズを把握し、支援事業の充

実を図る。 
 
 先進地の取組事例等を調査し、

充実した事業実施及び周知の

徹底を通じて、子育て支援事業

の未利用者の参加拡大を図る。 
 
 保護者が必要とする情報を把

握し、ガイドブックやホームペ

ージ等で情報の提供に努める。 
 

 

担当係 子育てサポート係 
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第４章 学識経験者による意見 

 
 教育委員会の活動状況や施策・事業等の点検及び評価の客観性を確保すると

ともに、今後の取組に反映させるため、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次の３人の方からいただきました。 
 

 

〇学識経験者 

 
柴 草 良 司 氏（元小学校校長） 
髙 橋 千枝子 氏（当別町社会教育委員会委員長） 
吉 野 裕 宜 氏（当別町 PTA 連合会会長） 

 
 
〇意見・助言 

 
１ 平成２８年度最終評価にかかる意見 
 
《学校教育分野について》 

 
 小中一貫教育の取組みは、平成２９年度から開始するにもかかわらず、保護

者などの地域への説明が遅かったのではないかと感じます。 

 
小学校と中学校の学校だよりを互いに共有するなどして、児童生徒、保護者

向けにも日常から双方の学校の取組みが見えるように、積極的に情報提供する

ことが大切であると考えます。 

 
 「確かな学力」の育成では、「昨年の平均点を超える」「全道・全国の平均点

より上に」ということが主眼におかれ、子ども本来の「学力状況」を調べるこ

とから逸れているのではないかと危惧しています。学力を確かで豊かなものに

するには、じっくり考えたり、話し合ったりすることが大切だと考えます。 
また、学んだことを自分の生き方や地域の現状と結び付けて考えることも重

要ではないでしょうか。 
 
教員の資質向上の取組みでは、授業を様々に工夫する教員の能力の育成が、

資質向上において最も重要なことであり、研究・研修活動等に重点を置いて継

続的に進めていただきたい。一方で、全国的に問題となっている教職員の時間

外勤務の常態化などの課題を踏まえた労働環境の改善も併せて必要であると考

えます。 
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 食育の推進について、地場産品の取組みを高く評価したいと思います。学校

給食に地場産品がどれだけ使用されているかのアピールを子どもだけでなく保

護者にも積極的に行ってほしい。 

 
 食物アレルギー事故の未然防止対策により、事故が起きていないことは高く

評価できると考えます。食物アレルギー対応マニュアルの見直しについては、

工夫を重ねて、ベストのものとなるように進めていただきたい。 

 
《社会教育分野について》 

 
 「ことぶき大学」などの高齢者の生きがいへの取組み、小中学生や高校生、

青年が参加する「通学合宿」などの取組みは、とても素晴らしいことです。今

後も生涯学習の柱として、充実・発展していただきたい。 

 
社会教育施設の利用が昨年と比較して増加していることは、利用者ニーズを

的確に捉えて、事業内容を計画・実行していることの表れであり、高く評価し

たい。一方で、施設における主体的な取組みをより多く実施し、各社会教育施

設を拠点とした地域のスポーツや文化活動の活性化を更に図っていってほしい

と考えます。 

 
 学校教育との連携について、土曜学習や学習支援など様々な取組みを行って

おり、高く評価したい。今後、地域育成会、PTA との連携やコミュニティース

クールの枠組みへの参加などについて、取組みを進めてほしいと考えます。 

 
 家庭での教育・子育ての時間を十分にとることがとても大切であり、必要不

可欠であることを全家庭に周知する方法を考える必要性を強く感じます。 
 
 文化祭の来場者が増えたことは、運営の工夫などによるものであり、今後も

継続して取組みを進めていただきたい。 

 
 リーダー人材の育成は、地域、学校との連携が必須であり、コミュニティー

スクールを活用するなどして取組みを継続してほしい。 

 
《子育て・幼児教育分野について》 
 
 プレイハウスで行っている学習習慣の定着に向けた取組みは、家庭教育活動の充

実に貢献していると考えることから、今後も継続して取り組んでいただきたい。 

 
 子どもの貧困が社会的な問題となっているなか、当別町の子どもたちの生活

状況の実態把握と、それに連動した子育て支援の方策が必要であると考えます。 
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２ 平成２９年度中間評価にかかる意見 

 
《学校教育分野について》 

 
 学校給食において、地場産品を 100％使用した新メニューの開発については、

地産地消の取組みにかかる姿勢、児童生徒の食育推進の考え方からも、高く評

価します。 

 
《社会教育分野について》 

 
 社会教育の重要性は非常に高まっていると感じます。重要性を認識し、地域

力の強化を図る必要があると考えます。それぞれの組織をまとめ、連携を取り

ながら生涯学習活動を推進できるように教育委員会として支援できる方法を考

えていかなければならないと考えます。 
 
 地域の人材や団体が行う優れた取組みを発掘することが社会教育には求めら

れています。地域で子どもを育てる、地域の文化や楽しみを継続させるという

観点からも重要なことです。様々な分野における隠れた人材等の掘り起こしを

積極的に行っていただきたい。 

 
 各地域やそれぞれの施設における主体的なスポーツや文化などの実践活動を

広く町民にお知らせすることも大切なことではないかと考えます。 
 
 歴史ある当別町の古文書を整理されたり、歴史研究や学習講座の開講にご尽

力されておられる方々に感謝しております。歴史文化の保存活動にも積極的に

当たっていただきたいと考えます。 
 
 ブックセカンドの取組みは、幼少期の読書環境を整える事業として大変有効

であると考えますので、継続して取組みを進めてほしい。 

 
《子育て・幼児教育分野について》 
 第２子保育料無償化の取組みについて、高く評価します。町外の若い世代に

も広く知ってもらえるようアピールすることで子育てに優しい町であることの

周知ができるのではないでしょうか。 
 
 児童虐待の発生率が０件ですが、継続して児童虐待の未然防止にかかる周知

活動と関係機関との連携した取組みを進めてほしい。 
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３ その他の意見 

 
《点検・評価事務について》 
 点検・評価の項目設定にあたって、平成２９年度の学校教育の分野はまとめ

過ぎではないかと考えます。町民に分かりやすく点検・評価内容を公表するの

であれば、もう少し具体性を持たせた項目に分けたほうが良いと考えます。 
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第５章 学識経験者の意見を踏まえた今後の活動方針について 

 

 平成２８年度の教育委員会重点取組事業にかかる点検評価及び平成２９年度

の教育委員会重点取組事業の中間実績にかかる点検評価を実施しました。当別

町教育推進計画を基本として事業を着実に推進したと考えています。学識経験

者から指摘のあった点を振り返りながら、今後の考え方を示します。 
 

 

１ 学校教育分野について 

学識経験者の意見  今後の活動方針  

 小中一貫教育の取組みは、平成２９

年度から開始するにもかかわらず、保

護者などの地域への説明が遅かったの

ではないかと感じます。 
小学校と中学校の学校だよりを互い

に共有するなどして、児童生徒、保護

者向けにも日常から双方の学校の取組

みが見えるように、積極的に情報提供

することが大切であると考えます。 
 

 一貫教育の取組みに関する地域や保

護者への情報提供は、平成２７年３月

の「当別町小中一貫教育に関する取組

基本方針」策定以後、教育委員会ホー

ムページへの情報掲載をはじめ、平成

２７年度は、教育委員会が小中一貫教

育かわら版を発行し、平成２８年度か

らは、各学校だよりにおいて、小中一

貫教育の取組みについてお知らせをし

てまいりました。また、平成２８年１

１月には、各中学校区で「小中一貫教

育に関する保護者説明会」を開催し、

翌１２月には、「小中一貫教育講演会」

を開催し、取組みにかかる周知説明を

行ってまいりました。 

 各中学校区で地域住民を含めた学校

運営協議会が組織されることから、こ

れまで以上に小中一貫教育の取組みに

理解が進んでいくものと考えます。 

また、学校だよりの共有は、これま

でも互いの校舎内に学校だよりを掲示

する取組みを実施しているほか、各校

区のすべての家庭にいきわたるよう

に、広報とともに毎月学校だよりを配

布し、学校の様子を地域住民にお知ら

せしています。 

教育委員会としても、より多くの保 
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学識経験者の意見  今後の活動方針  

  護者や地域住民に町の学校教育の取

組みに理解が進むよう、積極的に情報

の提供を進めてまいります。 

「昨年の平均点を超える」「全道・全

国の平均点より上に」ということが主

眼におかれ、子ども本来の「学力状況」

を調べることから逸れているのではな

いかと危惧しています。学力を確かで

豊かなものにするには、じっくり考え

たり、話し合ったりすることが大切だ

と考えます。 
また、学んだことを自分の生き方や

地域の現状と結び付けて考えることも

重要ではないでしょうか。 

 全国学力・学習状況調査公表の意義

は、学校や教育委員会の取組みについ

ての責任を明確にし、調査結果を今後

の指導に生かすことにあり、あわせて

地域や保護者の教育に対する関心を高

め、学校と一体となって子どもたちの

成長を支える体制を構築することにあ

ります。 
 また、学力は、教科の力だけではな

く、心と体の成長と合わせて持つ力と

捉え、一貫教育により、確かな学力、

豊かな心、健やかな体という、世界で

活躍できる人としての基礎をすべての

子どもたちに身に付けさせるという目

的を達成していくことを目標として取

組んでまいります。 
この学力が確かなものとなること

で、学んだことを自分の生き方や地域

の現状と結び付けて考える力も養われ

るようになると考えます。 

授業を様々に工夫する教員の能力の

育成が、資質向上において最も重要な

ことであり、研究・研修活動等に重点

を置いて継続的に進めていただきた

い。一方で、全国的に問題となってい

る教職員の時間外勤務の常態化などの

課題を踏まえた労働環境の改善も併せ

て必要であると考えます。 

 
 

 教員の能力育成のため、石狩教育研

修センターや当別町学校教育研究推進

協議会が実施する研究研修活動への支

援を継続してまいります。 

また、町教委が主催する長期休業中

の教職員研修も課題に応じた研修とす

るため、講座数を複数にするなど、こ

れまで以上に充実したものとなるよ

う、取組んでまいります。 

教職員の労働環境の改善に向けて

は、校務支援システムの導入により事

務負担を軽減し、子どもと向き合う時

間の確保をしてきたところですが、今 
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学識経験者の意見  今後の活動方針  

  後も学校現場の実態の把握を進め、国

や道教委の取組みと連動した、実効性

のある取組を進めてまいります。 

 地場産品の取組みを高く評価したい

と思います。学校給食に地場産品がど

れだけ使用されているかのアピールを

子どもだけでなく保護者にも積極的に

行ってほしい。 

 給食献立表に毎月の当別町産食材を

表記し、保護者にも地場産品の使用状

況をお知らせしておりますが、今後も

納入方法や献立の工夫を行いながら、

地場産品の使用を継続してまいりま

す。 

食物アレルギー事故の未然防止対策

により、事故が起きていないことは高

く評価できると考えます。食物アレル

ギー対応マニュアルの見直しについて

は、工夫を重ねて、ベストのものとな

るように進めていただきたい。 

 町内医療機関へのアレルギー診断対

応の周知、学校職員・保護者への対策

の周知など事故の未然防止対策を継続

して行い、事故の未然防止に努めてま

いります。 

 

- 76 -



 

２ 社会教育分野について 

学識経験者の意見 今後の活動方針 

 「ことぶき大学」などの高齢者の生

きがいへの取組み、小中学生や高校生、

青年が参加する「通学合宿」などの取

組みは、とても素晴らしいことです。

今後も生涯学習の柱として、充実・発

展していただきたい。 

 多世代交流事業は継続して実施し、

児童生徒の参加がしやすい工夫した事

業内容とすることで、充実を図ってま

いります。 

 社会教育施設の利用が昨年と比較し

て増加していることは、利用者ニーズ

を的確に捉えて、事業内容を計画・実

行していることの表れであり、高く評

価したい。一方で、施設における主体

的な取組みをより多く実施し、各社会

教育施設を拠点とした地域のスポーツ

や文化活動の活性化を更に図っていっ

てほしいと考えます。 

 地域住民の文化・スポーツ活動の

ニーズを把握し、既存の社会教育施設

を有効に活用した事業を展開し、ス

ポーツ・文化活動の活性化につなげて

まいります。 

学校教育との連携について、土曜学

習や学習支援など様々な取組みを行っ

ており、高く評価したい。今後、地域

育成会、PTA との連携やコミュニティ・

スクールの枠組みへの参加などについ

て、取組みを進めてほしいと考えます。 

地域の人材や団体が行う優れた取組

みを発掘することが社会教育には求め

られています。 

地域で子どもを育てる、地域の文化

や楽しみを継続させるという観点から

も重要なことです。 

様々な分野における隠れた人材等の

掘り起こしを積極的に行っていただき

たい。 

各地域やそれぞれの施設における主

体的なスポーツや文化などの実践活動

を広く町民にお知らせすることも大切

なことではないかと考えます。 

 今後も学校支援地域本部のコーディ

ネーターを中心として、引き続き地域

人材を活用した学習支援活動を実施し

てまいります。 

 学校運営協議会組織には、地域住民

やＰＴＡも参画しており、教育委員会

や学校とともに「地域とともにある学

校」として役割分担をもって連携・協

働による取組みを進めてまいります。 

 地域に埋もれている優れた人材や団

体等の取組みの新たな発掘やその活用

については、社会教育の活性化の視点

からも必要不可欠なものと認識してお

り、地域住民が主体的に行っている活

動を支援するなどして、積極的に行っ

てまいります。 
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学識経験者の意見  今後の活動方針  

 家庭での教育・子育ての時間を十分

にとることがとても大切であり、必要

不可欠であることを全家庭に周知する

方法を考える必要性を強く感じます。 

 子育て家庭に対する家庭教育の支援

活動は、様々な機会や媒体を通じて、

その重要性や必要性について認識をし

ていただけるように、周知を継続して

まいります。 

社会教育の重要性は非常に高まって

いると感じます。重要性を認識し、地

域力の強化を図る必要があると考えま

す。それぞれの組織をまとめ、連携を

取りながら生涯学習活動を推進できる

ように教育委員会として支援できる方

法を考えていかなければならないと考

えます。 

 社会教育の重要性は、社会教育の活

性化により、認識が高まっていくもの

と期待しております。 

そのために、社会教育関係団体と地

域との連携の場を確保し、研修会や研

究会への参加機会の拡充を図り、社会

教育関係者の育成と社会教育団体の活

性化に向けて支援を継続してまいりま

す。 

歴史ある当別町の古文書を整理され

たり、歴史研究や学習講座の開講にご

尽力されておられる方々に感謝してお

ります。歴史文化の保存活動にも積極

的に当たっていただきたいと考えま

す。 

 引き続き歴史資料の整理を行い、町

の歴史学習講座などを通じた、ふるさ

との誇りと愛着の意識醸成を図ってま

いります。 

ブックセカンドの取組みは、幼少期

の読書環境を整える事業として大変有

効であると考えますので、継続して取

組みを進めてほしい。 

 ブックセカンド事業は、より効果的

に幼少期からの読書環境を整えること

ができるように、進めてまいります。 
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３ 子育て・幼児教育分野について 

学識経験者の意見  今後の活動方針  

 プレイハウスで行っている学習習慣

の定着に向けた取組みは、家庭教育活

動の充実に貢献していると考えること

から、今後も継続して取り組んでいた

だきたい。 

 引き続きプレイハウスに通っている

児童に積極的に働きかけ、学習習慣定

着に向けた取組みとして継続してまい

ります。 

 子どもの貧困が社会的な問題となっ

ているなか、当別町の子どもたちの生

活状況の実態把握と、それに連動した

子育て支援の方策が必要であると考え

ます。 

 貧困に起因して子育て環境に影響を

与えている家庭の状況については、町

福祉部局や関係機関と連携をとりなが

ら、その実態把握に努め、必要な支援

を継続して行ってまいります。 

 第２子保育料無償化の取組みについ

て、高く評価します。町外の若い世代

にも広く知ってもらえるようアピール

することで子育てに優しい町であるこ

との周知ができるのではないでしょう

か。 

 町外子育て世代へのＰＲは、町部局

や関係団体が行う移住促進などのイベ

ント等で周知していただくよう、連携

をとりながら進めてまいります。 

 児童虐待の発生率が０件ですが、継

続して児童虐待の未然防止にかかる周

知活動と関係機関との連携した取組み

を進めてほしい。 

 児童虐待の課題は、未然防止にかか

る取組が特に重要であると認識してお

り、関係機関と密に連携をとりながら、

周知活動と情報共有に努めてまいりま

す。 

 

４ その他の意見について 

学識経験者の意見  今後の活動方針  

 点検・評価の項目設定にあたって、

平成２９年度の学校教育の分野はまと

め過ぎではないかと考えます。町民に

分かりやすく点検・評価内容を公表す

るのであれば、もう少し具体性を持た

せた項目に分けたほうが良いと考えま

す。 

 点検・評価の項目設定にあたっては、

当別町教育推進計画の各分野の重点目

標を項目として設定しております。 

今後も町民目線で点検・評価内容が

理解しやすい報告書となるよう、他市

町村の取組みを参考としながら点検方

法等の検討を進めてまいります。 
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《資 料 編》 
 





１ 教育委員会委員名簿 

 
（平成２９年９月３０日現在） 

氏  名 生年月日 任       期 

教育長 

本 庄 幸 賢 

s28.11.26 １期 

 

１期 

【旧教育長】 

平成 25 年 10 月  1 日から平成 28 年  9 月 30 日 

【新教育長】 

平成 28 年 10 月  1 日から平成 31 年  9 月 30 日 

 

 

教育長職務代理者 

武 岡 和 廣 

s24. 9. 4 １期 

２期 

平成 22 年 10 月  1 日から平成 26 年  9 月 30 日 

平成 26 年 10 月  1 日から平成 30 年  9 月 30 日 

【委員長職務代理者】 

平成 24 年 10 月  1 日から平成 28 年  9 月 30 日 

【教育長職務代理者】 

平成 28 年 10 月  1 日から 

 

 

委員 

白 井 応 隆 

s36.11.30 １期 

２期 

３期 

４期 

５期 

平成 12 年 10 月 20 日から平成 16 年 10 月 19 日 

平成 16 年 10 月 20 日から平成 20 年 10 月 19 日 

平成 20 年 10 月 20 日から平成 24 年 10 月 19 日 

平成 24 年 10 月 20 日から平成 28 年 10 月 19 日 

平成 28 年 10 月 20 日から平成 29 年 10 月 31 日 

【委員長】 

平成 24 年 10 月  1 日から平成 28 年  9 月 30 日 

 

委員 

寺 田 郷 子 

s40.10. 6 １期 

２期 

平成 23 年 12 月 15 日から平成 27 年 12 月 14 日 

平成 28 年 12 月 15 日から平成 31 年 12 月 14 日 

 

 

委員 

小 林 泰 雄 

s47. 1.13 １期 

２期 

平成 24 年 10 月  1 日から平成 28 年  9 月 30 日 

平成 28 年 10 月  1 日から平成 32 年  9 月 30 日 
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３　平成２８年度教育関係予算・決算並びに平成２９年度教育関係予算

（単位：円）

予 算 額
繰越事業費
繰 越 額 予 算 額

繰越事業費
繰 越 額

３　民生費 ２　児童福祉費 １　児童福祉総務費 578,000 0 492,034 0 85,966 585,000 0

３　保育所費 236,639,000 0 234,295,388 0 2,343,612 233,530,000 0

４　子育て支援センター費 2,234,000 0 2,201,421 0 32,579 2,888,000 0

５　子ども発達支援センター費 17,208,000 0 16,101,503 0 1,106,497 19,815,000 0

６　子どもプレイハウス費 18,111,000 0 17,500,458 0 610,542 18,097,000 0

274,770,000 0 270,590,804 0 4,179,196 274,915,000 0

274,770,000 0 270,590,804 0 4,179,196 274,915,000 0

９　教育費 １　教育総務費 １　教育委員会費 1,835,000 0 1,828,000 0 7,000 1,833,000 0

２　事務局費 3,894,000 0 3,851,212 0 42,788 4,376,000 0

３　教育振興費 30,308,000 0 28,611,199 0 1,696,801 37,605,000 0

４　スクールバス運営費 54,906,000 0 53,507,117 0 1,398,883 56,850,000 0

５　学校給食費 101,810,000 0 101,146,729 0 663,271 93,360,000 0

６　施設費 16,281,000 0 16,261,197 0 19,803 6,563,000 0

209,034,000 0 205,205,454 0 3,828,546 200,587,000 0

２　小学校費 １　学校管理費 33,033,000 0 32,296,262 0 736,738 30,622,000 0

２　教育振興費 29,531,000 0 29,129,998 0 401,002 30,975,000 0

３　施設費 6,126,000 0 5,892,204 0 233,796 26,345,000 0

68,690,000 0 67,318,464 0 1,371,536 87,942,000 0

３　中学校費 １　学校管理費 33,176,000 0 32,011,505 0 1,164,495 30,529,000 0

２　教育振興費 33,410,000 0 32,664,734 0 745,266 28,835,000 0

３　施設費 6,869,000 0 6,751,905 0 117,095 4,310,000 0

73,455,000 0 71,428,144 0 2,026,856 63,674,000 0

４　社会教育費 １　社会教育総務費 12,227,000 0 11,598,792 0 628,208 9,322,000 0

２　社会教育施設費 34,679,000 0 34,350,572 0 328,428 35,058,000 0

３　文化財保護費 5,804,000 0 5,723,488 0 80,512 4,452,000 0

４　指導センター費 2,745,000 0 2,707,377 0 37,623 2,779,000 0

５　青少年費 833,000 0 832,532 0 468 831,000 0

56,288,000 0 55,212,761 0 1,075,239 52,442,000 0

５　保健体育費 １　保健体育総務費 44,371,000 0 44,210,519 0 160,481 44,831,000 0

２　プール運営費 1,491,000 0 1,441,863 0 49,137 1,474,000 0

３　総合体育館費 12,327,000 0 12,292,737 0 34,263 10,278,000 0

58,189,000 0 57,945,119 0 243,881 56,583,000 0

465,656,000 0 457,109,942 0 8,546,058 461,228,000 0
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