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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２７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２７年度当別町教育推進計画」及び「平成２８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、

教育長を含む５人の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、委員の慎重な審議を経て、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。

（１）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２７年度については、下記のとおり合計１４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２８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。

（２）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２７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 ２８件 ・協議案件 １１件 ・報告案件 ２２件

② 事務局報告事項 ９０件

③ 付議案件一覧

日 程 付 議 案 件

平

成

27

年

度

H27. 4.15 （報告）

・ 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（当別町教育支援委員会委員の解職について）

・ 当別子どもの読書活動推進計画（第２次計画）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

・ 第１地区教科用図書採択教育委員会協議会委員の選出について

H27. 5.20 （報告）

・ 各小中学校ＩＣＴ機器購入契約について

（議案）

・ 当別町立弁華別小学校及び当別町立弁華別中学校の廃止について

・ 当別町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する訓令

の制定について

（協議案）

・ 当別町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について

H27. 6.19 （報告）

・ 当別町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について

・ 平成２６年度当別町学校給食費会計監査結果について

（議案）

・ 当別町文化財調査審議会委員の解職について

・ 当別町文化財調査審議会委員の委嘱について

・ 当別町立学校児童生徒通学区域に関する規則の一部を改正する規則

制定について

H27. 7.15 （議案）

・ 当別町学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則制定に

ついて
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日 程 付 議 案 件

平

成

27

年

度

H27. 8.28 （議案）

・ 平成２８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２８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２７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２７年度教育費（９月）補正予算について

H27. 9.15 （報告）

・ 小中一貫教育先進地視察研修について

H27.10.28 （報告）

・ 平成２７年度教育費（９月）補正予算について

（議案）

・ 平成２７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２７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

H27.11.20 （報告）

・ 平成２７年度全国学力・学習状況調査報告書の作成について

（議案）

・ 平成２６年度実績並びに平成２７年度中間実績当別町教育委員会

点検・評価報告書について

（協議案）

・ 当別町文化財保護条例の一部を改正する条例制定について

・ 当別町文化財調査審議会条例の一部を改正する条例制定について

・ 平成２７年度教育費（１２月）補正予算について

H27.12.18 （報告）

・ 教育委員会委員の任命について

・ 当別町文化財保護条例の一部を改正する条例制定について

・ 当別町文化財調査審議会条例の一部を改正する条例制定について

・ 平成２７年度教育費（１２月）補正予算について

・ 当別町立弁華別小学校・中学校施設等の利活用者の決定について

（議案）

・ 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

・ 当別町文化財調査審議会委員の委嘱について

・ 当別町文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則制定について
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日 程 付 議 案 件

平

成

27

年

度

H28. 1.20 （報告）

・ 臨時代理について（教職員の人事異動について）

（議案）

・ 平成２７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

・ 平成２７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

H28. 2.17 （報告）

・ 平成２７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

（議案）

・ 教職員の人事異動内申について

（協議案）

・ 当別町いじめ問題調査委員会設置条例の制定について

・ 当別町社会体育施設等に係る指定管理者の指定について

・ 石狩教育研修センター組合規約の変更の協議について

・ 平成２７年度教育費（３月）補正予算について

・ 平成２８年度教育行政執行方針について

・ 平成２８年度教育費当初予算について

H28. 3. 8

（臨時会）

（議案）

・ 教職員の人事異動内申について

H28. 3.25 （報告）

・ 平成２７年度教育費（３月）補正予算について

・ 平成２８年度教育費当初予算について

・ 当別町いじめ問題調査委員会設置条例の制定について

・ 当別町社会体育施設等に係る指定管理者の指定について

・ 石狩教育研修センター組合規約の変更の協議について

（議案）

・ 教育財産（弁華別小学校校舎等）の用途の廃止について

・ 当別町教育委員会行政組織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

・ 当別町コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例施行規則

の一部を改正する規則制定について

・ 当別町総合体育館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則制定について

・ 当別小学校水泳プール管理及び運営に関する条例施行規則の一部を

改正する規則制定について

・ 当別町少年指導センター設置規則の一部を改正する規則制定について
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平成２８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 １７件 ・協議案件 ２件 ・報告案件 １４件

② 事務局報告事項 ６１件

③ 付議案件一覧

日 程 付 議 案 件

平

成

28

年

度

H28. 4.20 （報告）

・ 臨時代理の報告について（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）

・ 臨時代理の報告について（教育委員会事務局職員の人事異動について）

・ 臨時代理の報告について（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）

・ 臨時代理の報告について（当別町社会教育委員会委員の解職について）

・ 臨時代理の報告について（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）

・ 臨時代理の報告について（当別町スポーツ推進委員の委嘱について）

・ 臨時代理の報告について（当別町子ども・子育て会議委員の解職に

ついて）

・ 臨時代理の報告について（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

平

成

28

年

度

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

-  7  -



２ 教育委員会会議以外の主な活動状況

平成２７年度の活動状況については、下記のとおりです。

平

成

27

年

度

①会議等 ４月 ２０日 石狩管内教育委員会協議会総会及び各部会（※）

２３日 北海道町村教育委員会連合会役員会（※）

５月 １４日 北海道町村教育委員会連合会総会（※）

２９日 第１回当別町総合教育会議

６月 ２６日 校長会主催「当別町教育委員と語る会」

１０月 ３０日 第２回当別町総合教育会議

２月 ４日 北海道町村教育委員会連合会役員会（※）

１７日 教育委員・社会教育委員交流会

②研修等 ４月 ２１日 町内教育視察研修（当別中学校）

７月 ９日 北海道市町村教育委員研修会

１５日 町内教育視察研修（西当別プレイハウス）

１８日 町内教育視察研修（当別小・中・当別高等学校）

１０月 ９日 教育委員学習会

２１日 石狩管内教育委員会委員研修会

１１月 １６日 当別町校長・教頭合同研修会

③行事 ４月 ６日 町内全小学校及び中学校入学式

５月 ３０日 当別・西当別中学校体育祭

６月 ６日 西当別小学校運動会、弁華別小・中学校合同運動会

１４日 当別小学校運動会

１０月 ３日 町内全中学校学校祭

２５日 弁華別小学校学芸会

３１日 西当別小学校学芸会

１１月 ３日 当別町表彰式（※）

８日 弁華別小学校・中学校閉校記念式典及び惜別の会

２１日 当別小学校学芸会

１月 １０日 当別町成人式

２月 １３日 少年意見の発表会

２０日 当別町教育委員会表彰式

３月 １日 当別高等学校卒業式（※）

９日 小中一貫教育講演会

１３日 町内全中学校卒業式

１８日 当別・西当別小学校卒業式

１９日 弁華別中学校卒業式

２４日 弁華別小学校・中学校閉校式（※）

④当別町議会（※） （※）は教育委員長のみが出席
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平成２８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。

平

成

28

年

度

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文教施策要望（※）

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

②研修等 ６月 ２４日 町内教育視察研修（当別夢の国幼稚園）

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 ２１日 石狩管内教育委員会委員研修会

１１月 １６日 当別町校長・教頭合同研修会

③行事 ４月 １日 ふとみ保育所入園式（※）

６日 町内全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 町内全中学校体育祭

６月 ５日 西当別小学校運動会

１１日 当別小学校運動会

④当別町議会（※） （※）は教育委員長のみが出席
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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

（１）平成２７年度

分 野 各分野の重点的取組 頁

学校教育分野

① 学校全体で取り組む確かな学力の育成

② 道徳教育を基軸とした豊かな心の育成

③ 健やかな体の育成

④ 異校種間の連携促進

⑤ 教師力を高める研究・研修の実施

１１

１３

１４

１６

１８

学校給食分野

① 食育の指導推進

② 食物アレルギーへの対応

③ おいしい給食の研究

④ 異物混入防止体制の強化

⑤ 学校や関係機関との連携強化

２０

２１

２２

２３

２４

社会教育分野

① 生涯学習プログラムの充実

② 保護者、学校との連携を重視した教育プログラムの充実

③ 家庭の教育力向上への支援

④ 青少年、成人教育の充実

⑤ 文化・芸術・スポーツ活動の推進

２５

２６

２７

２９

３０

（２）平成２８年度

分 野 各分野の重点的取組 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

３２

３４

３６

３８

３９

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

４１

４３

４５

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

４７

４８

４９

５１

５２

子ども・子育て分野

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

５４

５５

５７
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２ 平成２７年度の点検及び評価

【学校教育分野】

点検項目 学校全体で取り組む確かな学力の育成

中間評価 最終評価

27 年度達成目標
(1)学校の授業改善支援として ICT を活用した取組を支援する。
(2)長期休業や放課後などを利用し、学校、関係機関と連携して学力
向上に取り組む。

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要
別途記載

自己評価

【成果】

(1)ICT機器の整備として電子黒
板を導入することにより、授業

の指導方法の改善を図る。

(2)学力向上に向けた学校への
様々な人的支援を継続し、複数

人指導による授業などの各学校
の工夫・活用を通じて、個に応

じた教育の推進と基礎学力の定

着に向けた組織的な取組が実践

される。

【課題】

ICT機器を活用する教育用ソ

フトの導入が進んでいない。

全国学力・学習状況調査の結

果が全国平均に達していない。

【成果】
(1)ICT機器の整備として電子黒板
を導入することにより、授業の指
導方法の改善を図ることができ
た。教員自らがパソコンを利用し
た教材を作るなど、授業改善に努
めている。
(2)各学校で行う長期休業中の補
習授業で、学生ボランティアや学
校支援地域本部による補助員を派
遣するなど、学校への支援を実施
できた。また、放課後を利用した
児童生徒の学習支援として、学校
と連携した放課後学習会を実施
し、組織的な取組を実践できた。

【課題】
(1)デジタル教科書などの教育用
ソフトの導入が急がれている。
(2)中学生の放課後学習会の参加
数が低く、小学校と同様に、学校
内の会場を設けるなど、中学校と
協議する必要がある。
○平成27年度全国学力・学習状況
調査の結果では、全ての教科で全
国平均を上回る事ができず、前年
度より全国平均との差が開いた。

今後の方向性

教育用ソフトの導入を進め、

ICT機器の活用を推進し、児童生

徒の理解度が高まるよう授業の
改善に取り組む。

教職員の多忙感を解消し、児

童生徒に向き合う時間を確保す

るための取組を推進する。

「継続して進める」
(1)教育用ソフトとしてデジタル
教科書の導入を進め、ICT機器の活
用を推進し、児童生徒の理解度が
高まるよう授業の改善に取り組
む。
(2)学校と連携した放課後学習会、
土曜学習会を継続して実施する。
中学校の放課後学習会は、実施会
場など、学校の協力のもと改善を
図る。また土曜学習会は、参加し
やすい内容を検討する。

担当係 学校教育係・総務係・一貫教育推進係・社会教育係
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【平成２７年度】

【学校教育分野】

取組の概要

(1)教育用 ICT 機器として、小学校 4年生以上中学 3 年生までの普通

学級に電子黒板を配置、小・中学校全ての学級に実物投影機を整備

し、電子黒板の速やかな活用を図るため、メーカー担当者が教員に

対して使い方指導を行った。

また、長期休業中の教職員冬季研修会では、道立教育研究所付属

情報処理センターに講師を依頼し、「電子黒板と書画カメラ等の

ICT 機器の効果的な活用法について」と題した教員への研修を実施

した。

・電子黒板配置学級数 小学校 17/27 学級（既存 1台含む）

中学校 16/16 学級

(2)平成 27 年度より、放課後学習会・土曜学習会を学校地域支援本部

と協力のもと実施した。

・放課後学習会 小学校 65回 延べ参加人数 1,668 人

中学校 75回 延べ参加人数 79人

・土曜学習会 17回 延べ参加人数 83人 （当別地区、太美地区）

○学校教育指導員による学校訪問指導や、特別支援教育支援員による

個別指導の充実を行い、道教委の教員加配事業を活用した T･T 授業

や習熟度別授業の取組、退職人材等を活用した非常勤講師の配置な

どを行った。

・学校教育指導員学校訪問回数 のべ 23 回/年

・特別支援教育支援員配置 5名（町非常勤職員）

小学校 2名(当別小 1名・西当別小 1名)

中学校 2名(当別中 2名・西当別中 1名)

・加配教員配置 12名

当別小学校 5名 弁華別小学校 1名 西当別小学校 2名

当別中学校 2名 西当別中学校 2名

・退職人材等活用事業非常勤講師配置 3名

当別小学校・当別中学校・西当別中学校 各1名

○児童生徒のつまずきや基礎学力の定着を図るため、各学校で行う長

期休業中の補習授業について、学生ボランティアや学校支援地域本

部による補助員を派遣するなど、人的な支援を実施した。

・長期休業中補習授業 児童生徒延べ参加者 691名

派遣ボランティア等延べ人数 26名

○「平成 26年度全国学力・学習状況調査」の結果をもとに、平成 27

年度の当別町学力向上プランを 4月に配布し、学校教育指導員が学

校に重点取組を指示した。
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【平成２７年度】

【学校教育分野】

点検項目 道徳教育を基軸とした豊かな心の育成

中間評価 最終評価

27 年度達成目標

(1)『私たちの道徳』を全ての学校の授業で活用するほか、家庭での
活用についても推進する。

(2)体験的な活動の実施や、外部人材の活用を推進し、道徳教育を推

進する取組を行う。

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要

(1)各学校で道徳教育推進教師を中心に道徳教育用教材『私たちの道

徳』を活用し、道徳の時間の授業改善や道徳教育を推進する取り組み

を引き続き行っている。学校教育指導員訪問の際には、授業での学習
過程や留意点、道徳教育用教材の家庭での活用などについて、指導・

助言を行った。また、外部人材の活用に対する支援を行った。

(2)ボランティア等の体験的な活動や外部人材による「命」・「社会

貢献」・「夢」等についての講演を行うよう指導した。特に、西当別

中学校では生徒だけではなく、保護者や地域関係者も参加できる講演

会を実施（保護者２０名、地域関係者１０名参加）した。

自己評価

【成果】
学校での道徳教育の講演を、

保護者以外にも参加を広げたこ

とで、家庭や地域での道徳教育

の取組への支援となった。

体験的な活動や外部人材を活

用した授業を行うことで、児童

生徒の関心や意欲を喚起し、道

徳教育を推進することができ

た。

【課題】
児童生徒と学校だけではな

く、家庭や地域とも連携した取

組をより一層推進する必要があ

る。

【成果】
(1)道徳教育推進教師の各種研修

会や協議会等への参加により、指

導力の向上を図った。また、外部

人材による校内研修を実施するこ

とで、児童生徒に意識づけするこ

とができた。

(2)体験活動や外部人材の活用に

より、児童生徒の関心や意欲を喚

起し、道徳教育を推進することが

できた。

【課題】
(1)道徳教育を推進するために、学

校・家庭・地域の連携が大切なの

で、保護者や地域の人も参加でき

る講演会ができるよう、働きかけ

が必要がある。

(2)児童生徒の心を豊かにし、道徳

性を育むため、「考え、議論する

道徳」に基づく体験活動や外部人

材による講演会の実施など授業改

善を行う必要がある。

今後の方向性

道徳教育推進教師の指導力向

上のための取組を行う。

家庭での道徳教育の重要性に

ついて一層の周知に努め、学校・

地域・家庭が連携した道徳教育

の各種取組を推進する。

「継続して進める」

○学校での道徳教育推進教師によ
る指導をはじめとして、児童生徒
から家庭、地域へと波及するよう
各種取組を引き続き推進する。特
に体験的な道徳的価値観を養う取
組を推進する。

担当係 学校教育係
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【平成２７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

27 年度達成目標

(1)学校、家庭、町内の医療機関をはじめとする関係機関が連携して

学校保健の取組を充実する。

(2)体力・運動能力調査の結果を活用し、児童生徒の体力向上に向け

た各学校の取組の充実に向け指導を継続する。

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要

(1)各小学校で行うフッ化物洗口事業を円滑に実施できるよう支援

し、歯科検診データを調査して効果の検証・確認を行う。

児童生徒の健康の保持増進のため、学校や関係機関と連携し、家庭

の理解と協力による「早寝・早起き・朝ごはん」の定着や、食育の充

実、命の尊厳や自分を大切にする「性教育」や「薬物乱用防止」教育

を継続して行っている。

(2)全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結果を踏まえ、学校全体

で弱点を解消する体力づくりの取組として、各学校おいて1校1実践を

奨励し、体力向上を図るよう指導を行う。

全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結果から運動やスポーツに

対する児童生徒の意識が高い実態を踏まえ、学校を通して保護者に対

する児童生徒の運動習慣の改善に向けた啓発や、地域スポーツイベン

トへの積極的な参加を促している。

自己評価

別途記載 別途記載

今後の方向性

フッ化物洗口の取組等、児童

生徒の健康づくりのため、今後

も継続して学校保健の取組を実

施する。

体育はもとより全ての教育活

動を通じて、児童生徒にスポー

ツの楽しさを実感できる指導方

法の工夫に向けて、学校を支援

する取組を継続する。

「継続して進める」

(1)フッ化物洗口の取組等、児童生

徒の健康づくりのため、今後は対

象を中学生まで拡大し、平成30年

度には町内すべての小・中学校で

実施するよう、学校や学校歯科医

と連携した取組を継続する。

また、今後も歯科医師会の協力

のもと、小学生及び中学生の虫歯

の実態について検証を行う。

(2)食育の取組と連動した、規則正

しい食生活や生活習慣の確立のた

め、引き続き家庭教育の手引きを

配布するとともに、体力向上のた

め、学校における1校1実践を奨励

し、体育授業、部活動の活性化に

向けた取組を継続する。

担当係 学校教育係
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【平成２７年度】

【学校教育分野】

自己評価

【成果】
児童の口腔の健康づくりのた

め、フッ化物洗口事業の対象を、

小学校全学年へと拡大させ、実

施することができた。

【課題】
体力向上に向けた新体力テス

トを全ての学校学年で実施する

ことができなかった。

スポーツ推進委員の学校派遣

を積極的に利用できるよう、学

校とスポーツ推進委員の連携協

力を一層進める必要がある。

【成果】
(1)学校、学校歯科医と連携し、フ

ッ化物洗口事業を小学校全学年へ

と拡大することができた。歯科検

診データを元に歯科医師会に小学

生児童の虫歯実態について検証を

依頼し、小学生の児童一人当たり

の虫歯数が平成23年度0.76本から

平成27年度は0.53本まで減少した

のが確認された。

(2)体力づくりの取組として、各学

校に1校1実践による活動を奨励

し、学校では縄跳び・長縄跳び・

マラソン等に取組み、西当別小学

校では、「どさん子元気アップチャ

レンジ 短縄跳び全道大会 家庭・

地域部門に参加して、2年生14位、

4年生6位、5年生8位の記録をおさ

めた。

【課題】
○平成27年度全国体力・運動能力・

運動習慣等調査では、中学生女子

の体力が全道・全国平均に比べて

大きく下回ったことから、朝食の

摂取やテレビ・ビデオの視聴時間・

携帯電話やスマートフォンの使用

時間削減など、食生活や生活習慣

の改善が必要である。
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【平成２７年度】

【学校教育分野】

点検項目 異校種間の連携促進

中間評価 最終評価

27年度達成目標
(1)小中一貫教育の実現に向けた、英語の年間指導計画の作成

(2)小中合同研修会や出前授業等、教職員間の連携の強化

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要

(1)当別町で推進する「小中一貫教育」の実現に向け、平成26年度に引

き続き、北海道教育委員会事業「小中連携、一貫教育実践事業」の

指定を受け、当別小学校及び当別中学校を指定校とし、9年間の義務

教育期間の接続に向けた取組を実施している。

また、文部科学省委託事業「小中一貫教育推進事業」の指定を受

け、先進地視察研修や教育講演会の実施等、町内全域での小中一貫

教育の推進に向けた取組を実施する。

(2)小中の連携促進のため、北海道教育委員会事業「地域連携研修」の

指定を受け、当別小学校を主体校、当別中学校を連携校とし、合同

研修会や先進地の視察研修などを実施している。

また、平成26年度に引き続き、西当別中学校において巡回指導教

員の加配を受け、中学校の教員が小学校に行って授業を行う「出前

授業」を定期的に実施するなど、学校間の連携強化を図っている。

小中一貫教育全国サミットへ町内教職員を参加させるため、当別

町学校教育研究推進協議会へ補助金を支出する。

自己評価

別途記載 別途記載

今後の方向性

小中一貫教育の実現に向け、小

学校の教科担任制導入の検討を

進める。

「小中一貫教育全国サミット」

へ教職員が参加し、当教研の研究

発表等で町内教職員へ成果の還

元を行う。

「継続して進める」

○独自教科のカリキュラムモデル

を作成する。

○各中学校区に「一貫教育推進講

師」を配置し、児童生徒への指導を

行うとともに、学校間の情報交流を

進める。

担当係 一貫教育推進係
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【平成２７年度】

【学校教育分野】

自己評価

【成果】

小中一貫した指導計画の作成

のため、小・中学校それぞれに相

互の教科書を配置し、9年間を意

識した指導方法の構築へ支援を

行った。

小中一貫教育に関する参考図

書を購入し、各学校へ配布すると

ともに、夏季休業期間中の研修会

において小中一貫教育の専門家

による講演を行い、小中連携の推

進を促した。

小中一貫教育実践事業指定校

における英語の年間指導計画に

ついては、中学校教科書の採択替

えに伴い、今後研究を進める。

地域連携研修では、小中合同研

修会を実施し、小中教職員等39

名が参加した。

巡回指導教員による出前授業

を行うことで、児童の中学校への

不安解消を図るとともに、中学校

教員の専門性を生かした指導に

より、児童の学力の向上を図って

いる。

【課題】

教職員間・児童生徒間の交流を

図る時間の確保に課題がある。

【成果】

(1)小学校の「外国語活動」と中学

校の「英語」の系統性を明らかにし

た英語の年間指導計画及び「理科」

｢社会」の学習内容の系統表を作成

した。

先進的な取組の視察研修のため

「小中一貫教育全国サミット」に町

内教職員を派遣し、当教研において

報告会を実施したことで、町内教職

員の小中一貫教育に関する理解を

深めることができた。

当別小学校第6学年の中学校登校

を実施したことにより、児童の中学

校進学に対する不安軽減に繋がっ

た。

(2)地域連携研修では、小中合同研

修会や先進地視察を実施したこと

で、義務教育9年間を見通した教育

活動や指導の充実に向けた課題を

共有することができた。

巡回指導教員による若手教員へ

の指導やTT指導を実施し、学校間の

情報交流を進めたことで、教員の資

質向上や学校間の連携促進に繋が

った。

【課題】

(1)教職員間・児童生徒間の交流を

図る時間の確保に課題があるため、

効果的な取組内容の検討が必要。

(2)巡回指導のための教員加配は平

成27年度で終了となるため、他の加

配制度や町費による講師の配置を

進める必要がある。
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【平成２７年度】

【学校教育分野】

点検項目 教師力を高める研究・研修の実施

中間評価 最終評価

27 年度達成目標
・教師力を高める教職員研修の実施

・当別町学校教育研究推進協議会への支援

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要

(1)長期休業期間を活用し、教職員研修を年2回実施する。

小中学校教育の有識者である京都産業大学の西川教授を講師と

した夏季研修を実施し、対象者の 95％の 111 名が参加した。冬季

休業中の研修では北海道立教育研究所附属情報処理教育センター

研究研修主事を講師として、電子黒板及び実物投影機の効果的な活

用法に関する研修を実施し、対象者の 60％の 66名が参加した。

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、4名が参加した。

(2)当別町の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（以下「当教研」という。）に対し、運営補助のた

めに補助金を支出した。

自己評価

別途記載 別途記載

今後の方向性

冬季休業中の研修について

は、選択制の導入を検討し、多

くの教職員がその目的別に参加

できるようにする。

「継続して進める」

教職員研修の日程やテーマにつ

いては、学校と事前に打ち合わせ

を実施し、より参加しやすい研修

とする。

選択制の導入について、引き続

き検討を進める。

校内研修の情報共有等、町全体

で教職員の指導方法工夫改善に一

層取り組む。

担当係 一貫教育推進係
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【平成２７年度】

【学校教育分野】

自己評価

【成果】

夏季研修では、「学校と教師を

変える小中一貫教育」と題し、

小中一貫教育が求められてきた

背景や国の動向、先進地事例な

どについて講演を行い、教職員

の意識啓発を行った。

期限付教職員の研修について

は、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。

当教研への補助については、

小中一貫教育の研究のための経

費を増額することができた。

【課題】

ほぼ全ての教職員が参加する

ことができたが、講師の都合上、

夏季休業終了直前となり、学校

にとって多忙な時期となってし

まった。

【成果】

(1)冬季研修では、「ICTを活用した

授業の推進」と題し、電子黒板機

能付プロジェクターや実物投影機

の活用に関する研修を行い、授業

における具体的な活用法に関する

知識を深めた。終了後に実施した

アンケート結果では、7割以上の教

職員が「今後活用できる」と回答

している。

(2)当教研へ小中一貫教育研究の

ための経費として補助金を増額

し、町内教職員5名を「小中一貫教

育全国サミット」に参加させるこ

とができた。先進地の取組に触れ、

当教研において報告会を実施した

ことで、町内教職員の小中一貫教

育に関する理解を深めることがで

きた。

【課題】

(1)冬季研修について、複数の講座

を設定することができず、選択制

の導入ができなかった。

○教職員の指導方法工夫改善のた

めの校内研修の成果と課題を学校

間で共有し、町全体で指導力を高

める仕組みを構築する必要があ

る。
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【平成２７年度】

【学校給食分野】

点検項目 食育の指導推進

中間評価 最終評価

27 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できるよう指導する。

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要

児童生徒の社会性を育むために、食育授業や給食指導を通して「食

事マナー指導」を推進し、マナーの向上を図った。

また、授業などにより給食における地場産物使用状況を周知し、児

童生徒及び保護者の地産地消への理解促進に努めた。

自己評価

【成果】
児童生徒が健全な食生活を送

ることができるようにするた
め、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。

具体的には、小学校低学年で
は良く噛むことの大切さや箸の

正しい使い方、好き嫌いせずに

食べること、中学年では栄養素
の働き、楽しく食べることが心

身の健康に大切であること、高
学年では主食や副食などの食事

の組合せ、食事が体に及ぼす影

響、中学校では規則正しい食事、
栄養バランスやスポーツ栄養

学、受験と栄養、地産地消の意

義など、各学年に応じた内容の

食育指導を進めている。

地産地消に関しては、毎月発

行する献立表を通して、家庭を

含めて児童生徒に地元の使用食

材等を周知し、食育授業の生き

た教材として活用している。

【課題】
栄養教諭1名が学校での食育

指導の他に学校給食管理業務を

兼務しており、食育指導のため

の時間の確保が課題である。

【成果】
児童生徒の社会性を育むため

に、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

康管理できる能力と食事に関する

マナーの向上を図ることができ

た。

また、地産地消については、毎

月発行する献立表を通して、家庭

を含めて児童生徒に地場産食材を

周知し、食育授業の生きた教材と

して活用することで、児童生徒に

地場産物の興味・関心を高めるこ

とができた。

【課題】

各学校の教育課程の中で食育の

推進について位置付けることや、

保護者面談や家庭訪問の機会を利

用し、家庭での食の指導等に広が

りを持たせることで、食育指導の

充実を図る必要がある。

今後の方向性

児童生徒に正しい食事の在り

方や望ましい食習慣を身に付け

させ、食事を通して自らの健康

管理ができるように継続して食

育指導を行う。

「継続して進める」

今後も引き続き児童生徒の健全

な食生活をおくることができるよ

うにするために、正しい食事の在

り方や望ましい食習慣を身に付け

させ、食事を通して自らの健康管

理ができるよう児童生徒と保護者

への食育指導を充実させる。

担当係 給食センター係
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【平成２７年度】

【学校給食分野】

点検項目 食物アレルギーへの対応

中間評価 最終評価

27 年度達成目標 食物アレルギーを持つ児童生徒に事故のないように対応する。

目標の達成状況 達成 達成に向けて進展があった

取組の概要

食物アレルギーを持つ児童生徒への対応として、代替食の提供を安

全に行うことができた。

平成 27 年度の対象児童生徒数は、26 名（小学生：10名、中学生：

16名）であった。

自己評価

【成果】
平成25年度に食物アレルギー

対応マニュアルを作成してい

る。マニュアルでは、アレルギ

ー対応として提供可能な代替食

や代替食対応決定手順など、ア

レルギー対応の実施内容につい

て取り上げている。

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ため

に、代替食を提供している。具

体的には、牛乳アレルギーの小

学生には麦茶、中学生には緑茶

を提供し、卵アレルギーの場合

には卵除去のパン、小麦アレル

ギーの場合にはパンの替わりに

ご飯を提供し、安全を図ってい

る。

【課題】

アレルギーのある児童生徒の

情報について、関係者間で適切

に情報共有を行い、緊急時など

に適切に対応ができるように、

学校管理職や養護教諭、学級担

任などを対象として継続的にマ

ニュアルについての研修会を実

施する必要がある。

【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。

【課題】

アレルギーマニュアルについて

の研修会を実施することができな

かった。

アレルギーを持つ児童生徒の緊

急時などに適切に対応ができるよ

うに、国・他市町村の法的措置を

含めた事例を参考にしながら対応

マニュアルを改訂する必要があ

る。

今後の方向性

国・他自治体の方針や取組な

どを調査研究しながら、今後に

おいても事故の無いよう対応を

進めていく。

「継続して進める」

国・他自治体の方針や取組など

を調査研究し、学校管理職や養護

教諭、学級担任などと協議し、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に対応を

進めていく。

担当係 給食センター係
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【平成２７年度】

【学校給食分野】

点検項目 おいしい給食の研究

中間評価 最終評価

27 年度達成目標
児童生徒の成長過程を考慮し、バラエティ豊かで栄養バランス

の取れたおいしい給食を提供する。

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要

児童生徒が成長期に不足しがちな栄養素を多く取れるよう工夫し

つつ、栄養バランスだけではなく、味覚発達期にいろいろな味を経験

することについても重視し、新たな献立の開発に取り組んだ。

自己評価

【成果】
魚料理や煮物、和え物等の伝

統的な日本食を大切にしなが

ら、米とパンを主食にバラエテ

ィ豊かな献立になるよう心が

け、新たな献立の開発に取り組

んだ。

具体的には、平成 27年度前期

では、「アスパラ牛丼」や「ごま

ザンギ」、「鮭のもみじ焼き」な

ど新しい献立を提供することが

できた。

学校給食に対し、学級担任や

栄養教諭が聞いている児童生徒

の声や各校の検食簿では、「おい

しい」などの肯定的な意見が大

半だった。

【課題】

献立を作成する栄養教諭は、

学校での食育指導の他に学校給

食管理業務を兼務しており、新

しい献立の開発のための時間の

確保が課題である。

【成果】
平成 27年度前期に続き、後期に

おいても「酸辣湯」や「豚丼（帯

広風）」、「きな粉団子」や「揚げパ

ン」などバラエティに富んだ新し

い献立を提供することができた。

【課題】

新しい献立を作成するにあた

り、地場産食材の活用も必要であ

ることから、収穫時期や収穫量、

価格などの研究を必要とする。

今後の方向性

今後も児童生徒の成長過程を

考慮し、栄養バランスの取れた

バラエティ豊かなおいしい給食

を提供できるよう献立の研究を

継続していく。

そのため、今後も栄養教諭の

学校給食管理業務の補助者とし

て、栄養士の継続的配置が必要

である。

「継続して進める」

今後も栄養教諭と栄養士が連携

し、献立の研究開発に取り組み、

児童生徒の成長過程を考慮したバ

ラエティ豊かで栄養バランスの取

れたおいしい給食を提供する。

担当係 給食センター係
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【平成２７年度】

【学校給食分野】

点検項目 異物混入防止体制の強化

中間評価 最終評価

27 年度達成目標 異物混入防止体制を強化する。

目標の達成状況 未達成 達成に向けて一定の進展があった

取組の概要

異物混入が起こらないよう、パン・ご飯委託業者に対しては、工場

検査を行い、問題点について協議及び指導を実施した。

また、調理委託業者に対しては、常に注意を払い調理するなどの注

意喚起を行い、異物混入 0に向けて作業員全員の意識向上を図った。

自己評価

【成果】

パン・ご飯委託業者に対して

は、衛生状況等の工場検査を行

い、原因を明確にし、対応につ

いて協議及び指導を実施した。

その結果、平成27年度前半のパ
ン・ご飯委託業者の異物混入事

故発生件数は、平成26年度に対

して減少している。

なお、パンの委託業者が8月か

ら変更となったが、同様に指導

している。

また、調理委託業者に対して

は、常に注意を払い調理するよ

う注意喚起を行い、異物混入0に
向けて意識向上を図ることがで

きた。その結果、平成27年度前
半の調理委託業者の異物混入事
故は発生していない。

【課題】

前年度に対し、件数は減少し

ているものの、依然として異物

混入は発生しており、委託業者

のさらなる意識向上が課題であ

る。

【成果】

パン・ご飯委託業者及び調理委

託業者に対して常に注意を払い製

造・調理するよう注意喚起を行っ

た結果、異物混入事故発生は、前

年度に対して減少している。

平成27年度・・・10件

平成26年度・・・13件

【課題】

パン・ご飯委託業者に対して工

場検査の点検頻度は増やすことが

できなかった。

委託業者においても検品等指摘

事項の改善を図っているなど、事

故防止の取組を行っているが、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事故防止

に向けた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

今後も引続き異物混入防止強

化に向け、委託業者の定期点検

の頻度を増やすなどの指導を強

化するとともに、対策の検証を

行い、事故防止効果を確実に上

げられるようにする。

「継続して進める」

パン・ご飯委託業者に対する定

期的な点検等により、異物混入防

止の意識付けを図る。また、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よう指導し、

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２７年度】

【学校給食分野】

点検項目 学校や関係機関との連携強化

中間評価 最終評価

27 年度達成目標
安心・安全な学校給食の提供のため、学校や関係機関と協議、

交流などにより連携を図り、相互理解を深める。

目標の達成状況 達成 達成に向けて相当な進展があった

取組の概要
学校の担当者や関係機関との協議により、給食費や食数などの

課題整理に取り組んだ。

自己評価

【成果】

給食費の未納情報の共有方法

を改善し、より学校との連携を

密にして徴収を行うことで、現

時点では前年度より徴収率が上

がっている。

また、アレルギーを持つ児童

生徒の対応についても、事故無

く給食を提供している。

【課題】

給食費や食数などの課題につ

いては、今後も学校との連携を

図りながら進めていかなければ

ならない。

新たな課題が発生したときの

迅速な対応のため、学校や関係

機関と協議などを引き続き前向

きに進めていく必要がある。

【成果】

給食費の未納情報の共有方法を

改善し、より学校との連携を密に

して徴収を行い、前年度より収納

率を上げることができた。

平成 27年度・・・ 98.81％

平成 26年度・・・ 98.02％

また、食育指導推進や異物混入

対応、アレルギーを持つ児童生徒

の対応についても、事故無く給食

を提供することができた。

事務が複雑だった食数管理につ

いても各学校と連携し、次年度か

ら簡素化されることとなった。

【課題】

安心・安全な給食を提供するた

めには給食費の収納率向上が必要

であることから、今後も学校や関

係機関と緊密な連携が必要であ

る。

今後の方向性

今後も安心・安全な学校給食

の提供のため、日頃から報･連･

相を柱に、適切で迅速な課題へ

の対応ができるよう学校や関係

機関との連携を継続する。

「継続して進める」

今後も安心・安全な学校給食の

提供のため、日頃から報･連･相を

柱に、適切で迅速な課題への対応

ができるよう学校や関係機関との

連携を継続する。

担当係 給食センター係
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【平成２７年度】

【社会教育分野】

点検項目 生涯学習プログラムの充実

中間評価 最終評価

27 年度達成目標
高齢者が自ら研鑽を積み、地域活動の担い手として活動する機会を

提供する。

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要

ことぶき大学の講座と連携しながら、高齢者の活用を通じた若者へ

の技能伝承や多世代交流を目的とした学習プログラムを開発し、全35

回の事業を計画通り実施している。

＜具体事業＞

①伝承事業「造園活動」「陶芸活動」「文化活動」

②交流事業「食育交流」「スポーツ交流」「当別音頭交流」

「芸術文化交流」「地域ボランティア交流」

「ふるさと交流」

自己評価

【成果】

町内小学生や高校生と交流を

重ねることで、異世代のつなが

りができつつある。また、菜園

や花壇の整備を定期的に行うこ

とで、自分達の菜園としての意

識を持ち、収穫を楽しみに積極

的に活動する様子が見られた。

【課題】

陶芸活動は人気が高く定員を

上回る申込があり、指導者の確

保が課題となっている。

【成果】

図書修繕作業を9回行い、図書室

の環境整備に協力することができ

た。

小中高大学生と様々な交流事業

を行い、技術を伝承したり、つな

がりをつくることで、高齢者の社

会参加を促進することができた。

【課題】

異世代交流は、小学生の参加が

少なく、各小学校や育成会と連携

し参加を呼びかける必要がある。

今後の方向性

高齢者の持っている技能を活

用しながら多世代交流を目的と

した事業を引き続き展開する。

また、学校支援地域本部事業や

人材バンクと連携し、地元の人

材を積極的に活用していく。

「継続して進める」

高齢者の持っている技能や学ん

だ成果を活用しながら、新たな世

代間交流プログラムを開発し、多

世代交流を目的とした事業の充実

を図る。小中学生との交流につい

ては、学校や育成会と連携し、多

くの子供が参加できるようにす

る。

担当係 社会教育係
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【平成２７年度】

【社会教育分野】

点検項目 保護者、学校との連携を重視した教育プログラムの充実

中間評価 最終評価

27 年度達成目標
地域の学習支援ボランティアの確保及び学校の要望にこたえる人

材の提供を行う。

目標の達成状況 達成 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している。

＜支援活動＞

・授業支援及び読書活動支援

・外国からの転入学児童の授業支援

・夏期休業中の学習会支援

・交通安全指導

・月2回の土曜学習会の学習支援

・週2回の放課後学習会の学習支援

・年 10 回の当別 KIDS インターナショナルクラブの活動支援

自己評価

【成果】

学校が要望する人材を提供す

ることができた。

【課題】

・放課後学習会の学習支援ボラ

ンティアの数が足りない。

・中学生の放課後学習会への参

加が少ない。

・土曜学習会の参加者が少ない。

【成果】
学校が要望する人材を提供す

ることができた。

【課題】
・小学校のスキー学習や放課後学

習会支援ボランティアの数が少な

く、特定の方に負担がかかってし

まったため、増員する必要がある。

・中学生の放課後学習会への参加

者が少なく、小学校と同様に学校

内に会場を設けるなど、中学校と

協議する必要がある。

・土曜学習会の参加者が少なく、

学習内容と実施方法の検討が必要

である。

今後の方向性

近隣の大学と連携し学生ボラ

ンティアを確保し、学習会の支

援ボランティアの充実を目指

す。

学習会に積極的に参加しても

らえるように、テーマ別学習や

実験教室など開催し、子どもに

興味を持たせるような工夫をし

たり、開催案内を周知徹底し学

校と連携しながら進める。

「継続して進める」

近隣大学やスキー連盟等地域の

活動団体と連携し、授業支援者の

充実を目指す。また、総合学習や

職業教育等、新たに支援可能な授

業について、学校と連携を取りな

がら進める。

中学生の放課後学習会について

は、学校内で実施するなど、参加

しやすい環境をつくる。

土曜学習会については、体験的

な内容を中心に子どもに興味を持

たせるような工夫をする。

担当係 社会教育係
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【平成２７年度】

【社会教育分野】

点検項目 家庭の教育力向上への支援

中間評価 最終評価

27 年度達成目標

(1)家庭教育の手引きを活用した事業を実施する。

(2)家庭教育ナビゲーター養成研修会及び家庭教育「学びカフェ」を

実施する。

(3)家庭教育に携わりが少ない保護者の家庭教育への参加を促進す

る。

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要

(1)通学合宿に参加している児童の保護者を対象に家庭教育サポート

セミナーを開催し、家庭教育の手引きを活用した講習会を実施した。

(2)家庭教育に係わる話題を提供したり、子育ての悩みを相談できる

人材を養成する家庭教育ナビゲーター養成研修会を開催し、通学合宿

実行委員と民生児童委員2名が受講し養成研修を修了した。

福祉部子育て推進課と共催しているクリスマス会において、参加し

ている保護者に対して家庭教育ナビゲーターが話題提供者となり、学

びカフェを実施した。

(3)家庭教育支援事業として田植えと稲刈りの体験活動を実施した。

自己評価

別途記載 別途記載

今後の方向性

(1)家庭教育の手引きを活用す

る事業を増やし、生活習慣や

家庭学習に関する情報を再認

識する機会を増やす。

(2)家庭教育ナビゲーターが活

躍できるように、家庭教育「学

びカフェ」を実施する。

(3)父親の参加にこだわらず、家

族全体に参加を呼びかけ、親

子の関係を再認識しよりよい

関係を築く機会として提供す

る。

「継続して進める」

(1)PTA 研修会や学びカフェ等の

機会に家庭教育の手引きを活用し

ていく。

(2)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

多くつくる。

(3)田植え、稲刈りでは、父子にと

らわれず、祖父母や両親など、

様々な形態での参加を呼びかけ

る。また、田植え、稲刈り以外で

家庭教育に携わりが少ない保護

者が参加できる家庭教育事業の

実施を検討する必要がある。

担当係 社会教育係
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【平成２７年度】

【社会教育分野】

自己評価

【成果】

(1)通学合宿で身につけた力を家

庭でも持続的に発揮してもらう

ために、家庭教育の手引きを活

用していきたいという意見が出

ていた。

(2)家庭教育についての知識やコ

ミュニケーションスキルを積極

的に学ぼうとする姿勢が見られ

た。

(3)父子だけではなく、母親や祖

父母などの参加もあり、家族で

農業体験を楽しむ様子が見られ

た。

【課題】

(1)家庭教育の手引きを活用す

る機会をさらに増加させ、保護

者の理解を深める必要がある。

(2)家庭教育ナビゲーター養成

研修会を受講する人が少なかっ

た。

引き続き受講者を募集し、家

庭教育ナビゲーターを増やすこ

とで、家庭教育力の向上につな

げる必要がある。

【成果】

(1)子供の家庭での過ごし方につ

いて実情を交流し、望ましい生活

習慣の確立に向けて意見を出し合

い、家庭教育への意識を高めるこ

とができた。

(2)学びカフェを実施し、家庭教育

ナビゲーターが話題提供者とな

り、絵本の紹介や子供とのかかわ

りについて思いを伝え、参加者の

子育てへの意識を高めることが

できた。

(3)農業体験を通して親子のコミ

ュニケーションを促進し、家庭教

育への関心を高めることができ

た。

【課題】

(1)家庭教育の重要性について、十

分に理解されていないため、保護

者が集う機会を積極的に活用し、

さらに家庭教育を学ぶ機会を創出

することが必要である。

(2)子育ての相談や家庭教育の学

びを提供できる人が少ないため、

さらに家庭教育ナビゲーター養

成講座を開催し、増やしていく必

要がある。

(3)田植え、稲刈り以外の事業で家

庭教育に携わりが少ない保護者

の参加を促進する取組が必要で

ある。
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【平成２７年度】

【社会教育分野】

点検項目 青少年、成人教育の充実

中間評価 最終評価

27 年度達成目標

(1)子どもたちの生活面、精神面の健全育成並びにリーダーシップの

育成を行う。

(2)高齢者が意欲的に学ぶ機会の提供と社会参加を進める。

目標の達成状況 達成 達成した

取組の概要

(1)通学合宿を実施し、子どもの自立心や協調性を養う取組、生活習

慣の定着を図る取組を行った。また、子ども会事業として運動会及び

リーダー研修会を実施し、仲間との交流やリーダーとしての資質を向

上させる取組を行った。

(2)趣味と交流、食と運動、教養と芸術など高齢者の学習ニーズに対

応した学習プログラムを全 20回実施した。

自己評価

【成果】
(1)通学合宿では、自主性と協調

性ある行動が見られ、家族や地

域の人に感謝の気持ちを表現す

る等、生活面や精神面で健全育

成を行うことができた。

また、リーダー研修会では、行

動規範を守る意識を身につけ、集

団活動に積極的に参加する姿が

あり、リーダーとしての資質を向

上させることができた。

(2)毎回講座を楽しみに参加し、

意欲的に学ぶ姿があり、生きが

いを与えるような学習機会を提

供することができた。

【課題】
(1)家庭教育サポートセミナー

への保護者の参加が少なかっ

た。

(2)多世代とつながる機会のさ

らなる充実が必要である。

【成果】

(1)子ども達は様々な事業の中で

異年齢の仲間との交流を通し、他

者を思いやる気持ちや考えの多様

性についての理解促進につなげる

ことができた。

また、小学生が中高生のリーダ

ーに対して憧れを持つことで次世

代のリーダー育成へつながりをも

たせることができた。

(2)ことぶき大学を計画通りに実

施でき、平均参加率は登録者の

60％であった。高齢者が活きる地

域しごと支援事業と連携した講座

にも積極的に参加し、意欲的に学

ぶ様子が見られた。

【課題】

(1)ジュニアリーダーの資質を向

上させる研修等を工夫し参加しや

すい環境を整える必要がある。

(2)多世代とつながる機会の充実

と学んだ成果を活かせる場面が必

要である。

今後の方向性

(1)子どもの自主性や生活習慣の

定着を確実なものにするため
に、家庭教育サポートセミナー

等を定期的に開催し、家庭の教

育力の向上を目指す。

(2)高齢者が生きがいを持って暮

らせるように、学習機会の提供と
社会参加を継続して実施する。

「継続して進める」

(1)子供の健全育成とリーダーシ

ップの育成を充実させた事業を継

続して実施する。

(2)高齢者が意欲的に学び、その成

果を活かせる機会の提供と社会参

加の促進を継続して実施する。

担当係 社会教育係
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【平成２７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

27 年度達成目標

(1)子どもの読書活動推進計画に基づく重点施策の実施及び当別町に
ふさわしい図書館について検討を行う。
(2)当別歴史講座の開催及び当別歴史名所の環境整備とガイドを実
施。
(3)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。

目標の達成状況 達成 達成

取組の概要

(1)子どもの読書活動推進計画の重点施策として、とうべつ家読の日

の制定及び読書だよりの発行。また、司書資格を有する町図書室職員

が学校図書館を訪問し図書業務の支援や読書環境の整備を行った。

図書館像検討委員会の答申を受け、｢図書室の充実と日常的な環境

整備」については、複本の購入を控えたり、両図書室の蔵書の入替等

継続的な取組を行った。

(2)歴史ボランティアの会発行の当別歴史ガイドをテキストとして使

用し、歴史講座を6回実施し、延べ228名の参加があった。また、歴史

ツアー客に対して伊達記念館、当別神社等当別の名所のガイドを行っ

た。

(3)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、フィットネスカレッジを実施し、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

別途記載 別途記載

今後の方向性

文化・芸術活動の推進について

は、子どもの読書活動推進計画に

基づく重点施策を継続して実施

し、読書環境の充実に努める。ま

た、当別町にふさわしい図書館に

ついて継続して検討を行う。

スポーツ活動の推進について

は、学校やスポーツ関係団体と

連携しニュースポーツやコオー

ディネーショントレーニングの

普及活動を強化する。

「継続して進める」

(1)子どもの読書活動推進計画に基

づく読書環境の充実に努める。

また、図書館は、町長部局の関連

計画と連携を図りながら進める。

インターネット環境の改善は、情

報管理係と連携を取り、蔵書管理シ

ステムの更新も含め、検討してい

く。

(2)イベント開催の場合の広報活

動を充実させ、町外へ積極的な発

信を行う。また、町内訪問者の情

報を集約し、歴史ガイドを行う機

会を積極的に創出する。

(3)学校やスポーツ関係団体と連

携し、運動習慣の定着の取組を工

夫する。

担当係 社会教育係
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【平成２７年度】

【社会教育分野】

自己評価

【成果】

文化・芸術活動の推進につい

ては、学校図書館への訪問支援

を行うことで本の整理や掲示物

が工夫され、図書館を訪れた児

童生徒や保護者から好評を得て

いる。

スポーツ活動の推進について

は、ニュースポーツ事業の案内に

力を入れることで、小学校からド

ッチビーやフロアーカーリング等

の依頼が多くあった。

【課題】

文化・芸術活動の推進につい

ては、学校図書館への訪問支援

の回数、時間が限られているこ

とから、相談業務や図書環境の

整備に工夫が必要である。

【成果】

(1)「うちどく通信」を定期発行し

児童生徒に配付することにより、

家庭での読書活動を啓発すること

ができた。

学校図書館の訪問支援は、児童

生徒にも定着し、図書担当教諭か

らの支援の要望も訪問開始当初の

修繕や整理だけではなく、図書の

紹介や除籍に関する作業等多岐に

わたってきている。

(2)当別歴史講座の開催や歴史ガ

イドボランティアの活動により、

郷土史を通じた郷土愛の向上を図

ることができた。

(3)コオーディネーショントレー

ニングを当別小2、5学年で実施し、

体を動かす楽しさや集団で行うこ

とでの充実感や達成感が得られた

ことによって、運動習慣の定着を

図ることができた。

【課題】

(1)学校のニーズに合わせた訪問

支援の内容や時間等の見直しが必

要である。

(2)郷土愛を育むため、当別の歴史

に関する事業を継続する必要があ

る。

(3)ニュースポーツは、指導者層へ

の普及活動の強化が必要である。
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３ 平成２８年度の点検及び評価 【平成２８年度】

【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

取組の概要

(1)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、小中一貫教育懇談

会の開催やカリキュラム部会による教育課程の研究、小学校第6学年

の中学校登校の回数増及び合同研修会の開催等の取組を実施する。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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 別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

○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。

○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。

○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。

担当係 一貫教育推進係
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【平成２８年度】

【学校教育分野】

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。

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。

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。

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。

(2)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。

(3)(5)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。

(4)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】
(1)(2)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。

(3)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。

-  33  -



【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。

取組の概要

(1)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。
(2)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。
(3)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。
(4)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。
(5)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。
(6)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
別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

(1)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。

(2)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。

○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。

○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・一貫教育推進係・総務係・社会教育係

-  34  -



【平成２８年度】

【学校教育分野】

自己評価

【成果】

(1)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。

(2)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出

来なかったものの、各教科で全国

平均に近づいている。

(4)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。

(5)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。

(6)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】

(2)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。

(6)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。
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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

取組の概要

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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

の支援を行っている。

自己評価

別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

○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。

○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。

担当係 学校教育係
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【平成２８年度】

【学校教育分野】

自己評価

【成果】

(1)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。

(4)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】

(3)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。
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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

取組の概要

(1)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。

(2)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。

(3)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】
(2)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。

(3)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。

【課題】
(1)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。

今後の方向性

「継続して進める」

(2)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。

(3)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。

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 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

取組の概要

(1)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。

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。

(2)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

別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

(1)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。

○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。

担当係 一貫教育推進係
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【平成２８年度】

【学校教育分野】

自己評価

【成果】

(1)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。

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】

(1)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。
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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

(1)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。

(2)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

取組の概要

(1)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。

(2)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。

(3)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

ニューの開発に取組む。

(4)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

別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

(1)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。

(3)(4)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。

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】

自己評価

【成果】

(1)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。

(2)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。

(3)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】

(1)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。

(4)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。
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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
(1)食物アレルギーを起因とする事故を起こさない。

(2)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

(1)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。

(2)各学校の対応マニュアルを確認し、指導助言を行う。

(3)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。

(4)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。

(5)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

別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

(1)(2)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。

(4)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
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【平成２８年度】

【学校給食分野】

自己評価

【成果】

(1)(2)(3)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）

(4)(5)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

【課題】

(1)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。

(3)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。

(4)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。

-  44  -



【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

取組の概要

(1)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。

(2)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。

(3)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

別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

(1)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。

(2)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。

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】

自己評価

【成果】

(1)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。

(2)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。

(3)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。

【課題】

(1)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。

(2)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。
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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

(1)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。

(2) 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

取組の概要

(1)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。

(2)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】

(1)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。

【課題】

(1)多世代交流は、高齢者の技能

伝承や学んだ成果を活用するこ

とができるように工夫すること

が必要である。

今後の方向性

「継続して進める」

(1)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。

(2)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。

担当係 社会教育係
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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

(1)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。

(2)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

取組の概要

(2)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。

○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】

（1）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。

（2）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】

（2）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。

今後の方向性

「継続して進める」

(2)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。

担当係 社会教育係
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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

(1)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。

(2)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。

(3)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 達成に向け進展があった

取組の概要

(1)(2)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。

(3)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
別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

(1)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。

(2)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。

(3)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。

担当係 社会教育係・スポーツ振興係
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【平成２８年度】

【社会教育分野】

自己評価

【成果】

(1)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。

(2)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。

(3)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】

(1)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。

(2)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。

(3)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。
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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

(1)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。

(2)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

取組の概要

(1)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。

(2)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。

今後の方向性

「継続的に進める」

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。

担当係 社会教育係
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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

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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

取組の概要

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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

別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

(1)(2)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。

担当係 社会教育係、スポーツ振興係
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【平成２８年度】

【社会教育分野】

自己評価

【成果】

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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】

(1)(2)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。

(3)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。
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【平成２８年度】

【子ども・子育て分野】

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

(1)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％）

(2)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

取組の概要

(1)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。

(2)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】
(1)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。

(2)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】
(1)研修等参加時の代替指導員の

確保が困難である。

(2)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。

今後の方向性

「継続して進める」

(1)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。

(2)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。

担当係 子育てサポート係
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【平成２８年度】

【子ども・子育て分野】

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

(1)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）

(2)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。

(3)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

取組の概要

(1)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。

(2)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。

(3)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

別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

(1)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。

(2)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。

(3)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。

担当係 子ども係、子育てサポート係
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【平成２８年度】

【子ども・子育て分野】

自己評価

【成果】

(1)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。

(2)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。

(3)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。

【課題】

(1)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。

(2)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。

(3)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。
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【平成２８年度】

【子ども・子育て分野】

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

(1)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％）

(2)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

取組の概要

(1)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）

(2)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

別途記載

今後の方向性

「継続して進める」

(1)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。

(2)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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【平成２８年度】

【子ども・子育て分野】

自己評価

【成果】

(1)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。

(2)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。

【課題】

(1)5に指導員1名が退職し不足じ

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。

(2)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。
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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。

矢 吹 克 美 氏（北海道当別高等学校教頭）

高 橋 千枝子 氏（当別町社会教育委員会委員長）

佐々木 成 尉 氏（当別町 PTA 連合会会長）

１ 平成２７年度最終評価にかかる意見

《学校教育分野について》

デジタル教科書などの ICT の利活用に当たっては、町として教科別や学年

別による指導方法工夫改善の研修等を実施するなどして、教員の ICT 利活用

スキルの向上を図り、学力向上に向けた効果を発揮できるようにして欲しい。

また、教師力を高めるための町独自の研修会の参加率が高くないことから、

開催日程や回数を再検討し、参加率を上げる工夫が必要と考えます。

いじめ・不登校の課題に対する取組は、小・中学校の現状を適切に把握し、

その結果を町民に明らかにした上で、今後の対策を明らかにして欲しい。

「早寝、早起き、朝ごはん」の生活習慣定着が、子どもたちの健康保持、体

力向上に繋がると考えられることから、家庭の理解と協力が得られるように取

組を継続して欲しい。

子どもたちがスポーツの楽しさを実感できるように取り組まれると体力向

上に繋がると考えられることから、学校での指導方法改善や、育成会活動の充

実に向けた支援を継続するべきと考えます。

小中一貫教育の実現に向けて平成２７年度からカリキュラム作成や合同研

修会、出前授業、教職員間の連携について進めていたことは評価しますが、同

時に、地域一体となって小中一貫教育について考えるための PTA を含めた説

明会を実施されていないので、早急に実施する必要があると考えます。
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《学校給食分野について》

引き続き、食物アレルギーと異物混入事故の未然防止に取り組んで、早期に

改定マニュアルを作成していただきたい。

《社会教育分野について》

多世代交流の事業は、小中学校、町内会、育成会とさらに連携を密にして実

施することで、より充実した活動ができるものと考えることから、今後の取組

に期待します。

学習支援ボランティアは、人材募集の方法を工夫して多くの登録を得ること

が必要であり、その上で有効に人材を活用をして欲しい。

家庭教育力の向上に向けては、PTA と連携して、講演会、通学合宿などの

行事を充実させ、多くの方に参加してもらうことが必要と考えます。

リーダー人材の育成は、実施されている事業に加え、交通安全啓発事業など

の社会貢献事業に積極的に参加することで、幅広い感覚を備えた人材を育成で

きるものと考えます。
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２ 平成２８年度中間評価にかかる意見

《学校教育分野について》

小中一貫教育やコミュニティ・スクールの説明会を早期に行い、平成２９年

度の円滑な実施に向けて取り組んでいただきたい。

当別中学校の建物の現状、環境を考えると、基本方針にある一体型小中一貫

校の早期建設に向けて進めるべきと考えます。

特別な支援を必要とする児童生徒の増加に対応した加配教員等の配置を行

い、授業工夫改善と合わせ、学力向上に繋げられることを望みます。

いじめ防止対策や不登校児童生徒支援の取組を継続して行い、さらに件数が

減少するよう努めて欲しい。

電子教材、ICT 機器を活用した授業を進めるに当たっては、児童生徒のコミ

ュニケーション能力の育成にも十分配慮が必要と考えます。

また、国際化、情報化に対応した教育の推進には、一部の参加者や利用者に

限定された行事や ICT 機器の導入ではなく、学習者と学習指導者の双方にメ

リットのある取組を検討されることを望みます。

部活動の縮小再編による学校合同チームの活動に対しては、合同練習がス

ムーズにできるように支援に当たっていただきたい。

教職員研修は、前期以上に参加率が高まるよう、引き続き工夫して実施して

欲しい。

《学校給食分野について》

引き続き、食物アレルギーと異物混入事故の未然防止対策を行い、早期に改

定マニュアルを作成して取り組んでいただきたい。
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《社会教育分野について》

多世代交流、生涯学習プログラムを多く企画し、小・中学生が楽しく参加で

き、かつ、高齢者技能伝承等につながるよう、取組の工夫に力を入れて欲しい。

また、地域教育力向上の必要性を大いに感じることから、家庭教育ナビゲー

ター養成講座の開催に向け取組を進め、養成したナビゲーターの積極的な活用

をしていただきたい。

町の文化祭は、幅広い世代の参加が必要と考えますが、特に若い世代の参加

を促すため、文化祭の参加申込方法などに工夫が必要です。

読書活動は、人間性の形成に重要な役割があると考えられることから、利用

しやすい図書室の整備に取組むとともに、読書好きな子どもが増えるように、

学校や家庭での読書機会の増加に向けた支援を行うべきと考えます。

社会教育施設の利活用は、利用者調査を実施するなどしてニーズ把握に努め、

効果的な広報活動と合わせて、利用者の増加につなげて欲しい。

学校支援地域本部事業をはじめとする学校支援活動は、各学校との連携を密

にすることで充実が図られると考えることから、一層の取組推進を期待します。

《子ども・子育て分野について》

幼小の連携による発達段階の子どもの子育てにかかる保護者支援を、継続し

て取り組むことが必要です。
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３ 総合的な意見

当別町教育行政推進計画の重点項目が様々な具体的な取組として実施され、

その計画推進が着実に図られていることが確認できた。

当別町は、町内に幼保、小・中、高校、大学まで教育機関があることから、

この特徴を生かした教育活動に今後も取り組んで、教育に力を入れている町と

して注目が集まるようになって欲しい。

点検・評価報告書の作成にあっては、町民が容易に報告書の内容を理解でき

るものとなることが望ましいことから、次年度以降は、具体的な取組や目標の

設定基準は、できる限り数値化し、達成度合いが容易に判明できるものとする

ことが望ましい。

評価項目が多岐に渡っているので、学識経験者の人数を増やし、様々な視点

から確認してもらうと、その幅広い意見から改善策も立てやすく、今後の取組

に生かしていくことができるものと考えます。

内部で取組み、内部で査定され評価を決定しているので、厳正とは言い難い。

議会など提出されることならば、外部有識者（５名程度）に評価を依頼し、

客観性が担保される必要があると考えます。

また、当別町の教育の現状と課題については、学識経験者説明会の際の質疑

により理解が進んだので、この説明会での質疑内容を報告書に記載すると、町

民の理解が一層進むと考えます。
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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２７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２８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

デジタル教科書などの ICT の利活用に当

たっては、児童生徒のコミュニケーション能

力の育成の妨げにならないよう配慮すると

ともに、町として教科別や学年別による指導

方法工夫改善の研修等を実施するなどして、

教員の ICT 利活用スキルの向上を図り、町

全体で学力向上に向けた効果を発揮できる

ようにして欲しい。

また、教師力を高めるための町独自の研修

会の参加率が高くないことから、開催日程や

回数を再検討し、参加率を上げる工夫が必要

と考える。

デジタル教科書をはじめとするＩＣＴの

利活用は、「生徒の集中力が高まり、その結

果、学習効果が上がる。」、「全ての学年の教

科書データが入っているので、学年をまたい

だ復習が、必要に応じ、すぐできる。」等の

効果が期待されるものであり、児童生徒のコ

ミュニケーション能力の低下を招くもので

はありません。授業の理解度を上げるための

ツールとして、その効果を最大限に活用する

ために、教職員の研修機会の確保等に努めて

いきます。

また、教師力を高めるための町独自の研修

会についても、内容や開催日程等を学校と協

議しながら、最も効果的な研修会の実施につ

なげていきます。
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学識経験者の意見 今後の活動方針

いじめ・不登校の課題に対する取組は、小・

中学校の現状を適切に把握し、その結果を町

民に明らかにした上で、今後の対策を明らか

にして欲しい。

いじめ・不登校の解消に向けた支援を継続

し、件数が減少するよう努めて欲しい。

各学校にはいじめ防止基本方針が作られ、

その方針の中にいじめを起こさせない対策

を必ず盛り込むよう指導していますし、その

方針を確実に実行するよう、各学校に指導し

ています。

また、いじめ防止等に関する外部指導員と

して、非常勤職員を小学校と中学校に派遣

し、相談支援体制を整えています。

不登校や問題行動等に関しては、専門的な

知識・経験を有するスクールカウンセラーを

配置し、定期的に個別のカウンセリングを行

い、また必要に応じて教職員への助言・指導、

家庭環境に起因する場合などは保護者のカ

ウンセリングも行っており、こうした取組を

継続していきます。

いじめ・不登校の現状の公表については、

その方法を含めて教育委員会内部で検討し

ます。

子どもたちの規則正しい生活習慣定着に

向けた、家庭の理解と協力が得られるような

取組を継続して欲しい。

教育委員会では、平成 27 年度作成の「家

庭教育の手引き」の中から重点取組を掲げ、

学校を通じて家庭に働きかけています。

また、放課後学習会、土曜学習会を設け、

学習習慣が定着するよう取組んでいます。
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学識経験者の意見 今後の活動方針

子どもたちがスポーツの楽しさを実感で

きるように学校での指導方法改善や育成会

活動の充実に向けた支援を継続するべきと

考える。

スポーツの楽しさを実感できるよう、引き

続き遊びの中から運動の楽しさを学ぶコ

オーディネーショントレーニングの拡充を

指導者の育成を含めて行います。

育成会活動の充実に向けては、スポーツ活

動に限らず、子ども会育成連合会を通じて支

援を継続します。

小中一貫教育やコミュニティ・スクールの

開始にかかる PTA 等への説明会を早期に実

施し、円滑な導入に向けて取り組んでいただ

きたい。

平成 28 年度中に当別地区、西当別地区で

保護者向けの説明会を開催し、これら取組の

理解促進に努めるとともに、導入に向けた準

備を加速していきます。

当別中学校の施設の現状から、一体型小中

一貫校の早期建設に向けてすすめるべきと

考える。

一体型一貫校建設は、平成 28 年度中に関

係部局と調整の上、方向付けます。

現在は、一体型一貫校への移行を念頭に分

離型での一貫教育を進め、実績を積み上げな

がら取組を進めています。

その中で、小中一貫教育懇談会やカリキュ

ラム部会など、学識経験者や保護者、地域の

方々から意見をもらう場を設け、取組を進め

ています。

特別な支援を必要とする児童生徒の増加

に対応した加配教員等の配置を行い、授業の

工夫改善と合わせて学力向上に繋げられる

ことを望む。

普通学級で学ぶ特別に支援が必要な児童

生徒の増加に対応するため、特別支援教育支

援員を増員して対応に当たっています。

今後、授業の工夫改善に係る加配教員等も

活用した少人数指導の継続した取組と合わ

せて、学力向上につなげられるよう、努めて

いきます。

部活動の縮小再編に伴う、学校合同のチー

ム活動に対して、活動がスムーズにできるよ

うな支援に当たっていただきたい。

部活動の縮小再編に向けては、合同チーム

の練習環境の確保等、学校の取組を支援して

いきます。
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２ 学校給食分野について

学識経験者の意見 今後の活動方針

引き続き、食物アレルギーと異物混入事故

の未然防止に取組、早期に改訂マニュアルを

作成していただきたい。

平成 25 年度に食物アレルギー対応マニュ

アルを作成しており、それに基づいて該当す

る児童生徒には代替食を提供するなど、万が

一の事故発生に対応していますが、国や他市

町村の事例を参考に平成 28 年度中に改訂マ

ニュアルを作成し、事故の未然防止に引き続

き取り組んでいきます。

３ 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

多世代交流事業は、学校、町内会、育成会

等の連携を図り、高齢者技能伝承等に繋がる

ような充実した活動となるよう今後の取組

に期待する。

高齢者学習の新たな世代間交流プログラ

ムの開発を継続して行い、高齢者技能伝承等

につながるプログラムも含めて、事業の充実

を図っていきます。

家庭教育ナビゲーター養成講座の開催に

向け取組を進め、養成したナビゲーターの積

極的な活用をして欲しい。

家庭教育ナビゲーターをさらに養成し、子

育ての相談や家庭教育の学びを提供できる

人材の確保に努め、子育てについて保護者同

士が話し合える機会を増やす中で活用を図っ

ていきます。

家庭教育力向上推進に係る講演会、通学合

宿などの行事を充実し、多くの参加者を得ら

れるようにして欲しい。

家庭教育力向上推進にあっては、乳幼児の

いる親子等を対象に、家庭教育ナビゲーター

が子育てに関する悩み相談や参加者相互の

情報交換を行う座談会を実施するほか、家庭

教育力向上に向けた効果的な行事の実施し

てまいります。

学習支援ボランティアは、人材募集の方法

を工夫して多くの登録を得ることが必要で

あり、その上で学校との連携を密にすること

で活動の充実を図り、登録人材を活用して欲

しい。

人材募集方法については、これまで以上に

多くの人材登録をいただけるよう、工夫して

取組んでいきます。

また、人材活用についても、コーディネー

ターと学校との連携を十分に行いながら、進

めていきます。
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３ 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

町の文化祭に幅広い世代の参加を促すた

めに、参加申込方法など工夫が必要である。

文化祭の実施は、町文化協会を中心とした

実行委員会組織が担っていることから、これ

らの組織に対して助言を行うなど、幅広い参

加が得られるような文化祭になるよう連携

して取組んでいきます。

利用しやすい図書室の整備に取組むとと

もに、読書好きな子どもが増えるように、学

校や家庭で読書機会が増加するよう教育委

員会が支援を行うべきと考える。

利用しやすい図書室の環境整備は、継続的

に行っているところであり、図書室に配置し

ている司書を中心として機能充実に向けた

取組を行います。

学校や家庭での読書機会の増加に向けた、

啓発活動や支援活動に積極的に取り組んで

いきます。

社会教育施設の利活用は、利用者調査を実

施するなどしてニーズ把握に努め、効果的な

広報活動と合わせて、利用者の増加に繋げて

欲しい。

社会教育施設利用者の利便性を向上させ

るため、施設・運営の両面から改善を図って

いることころであり、今後も引き続きサービ

ス向上のため、指定管理者と連携を強化しな

がら取組を進めていきます。

リーダー人材の育成は、交通安全啓発事業

などの社会貢献事業に積極的に参加するこ

とで、幅広い感覚を備えた人材を育成できる

ものと考える。

リーダー人材の育成は、リーダー資質の向

上に向けた研修の実施と、参加しやすい環境

づくりが必要であり、これらの取組を効果的

に行うための工夫改善を図っていきます。

４ 子ども･子育て分野について

学識経験者の意見 今後の活動方針

幼小の連携による発達段階の子どもの子

育てに係る保護者支援を継続して取り組む

必要がある。

子どもの発達段階に応じた支援について

は、保護者、幼稚園、学校及び子ども発達支

援センターなど関係機関等が連携し、教育委

員会が主体となって一貫性のある支援を継

続していきます。
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５ 点検･評価事務について

学識経験者の意見 今後の活動方針

報告書に記載される具体的な取組や目標

の設定基準は、できる限り数値化することで

達成度合いが容易に判明できるようにする

ことが望ましい。

具体的取組や目標の設定にあたっては、で

きる限り数値化するなど、分かりやすい内容

とするよう努めていきます。

学識経験者の人数を増やし、様々な視点か

ら確認してもらうと、取組内容の改善に生か

していくことができるものと考える。

学識経験者の人数は、適正であると考えて

いますが、今後も取組内容の改善に生かすこ

とができる点検・評価となるよう努めていき

ます。

自己評価は、評価決定の過程に教育委員会

委員と職員以外の視点がないため、厳正に評

価されているとはいえない。また、学識経験

者説明会の質疑内容も報告書内に記載する

と町民の理解が進むと思われる。

自己評価は、教育委員会の活動を自らがチ

ェックするものであり、点検・評価全体の客

観性の確保を図るため、学識経験者の識見を

活用した意見をいただいています。

今後とも町民が理解しやすい報告書とな

るよう、点検方法等についての検討を進めま

す。
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《資 料 編》



１ 教育委員会委員名簿

（平成２８年９月３０日現在）

氏 名 生年月日 任 期

委員長

白 井 応 隆

s36.11.30 １期

２期

３期

４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

(委員長就任 平成 24 年 10 月 1 日から)

委員長職務代理者

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

(委員長職務代理者就任 平成 24 年 10 月 1 日から)

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 平成 24 年 10 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日

教育長

本 庄 幸 賢

S28.11.26 １期 平成 25 年 10 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日

(教育長任命 平成 25 年 10 月 1 日から)
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３　平成２７年度教育予算・決算並びに平成２８年度教育予算

 教 育 費 （単位：円）

項 目

平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度

予 算 現 額

支 出 済 額
翌年度繰越額
[繰越明許費]

不 要 額

予 算 現 額

予 算 額
繰 越 事 業 費
繰 越 額

予 算 額
繰 越 事 業 費
繰 越 額

１　教育総務費 １　教育委員会費 1,895,000 0 1,876,132 0 18,868 1,895,000 0 

２　事務局費 4,150,000 0 4,012,625 0 137,375 4,038,000 0 

３　教育振興費 25,842,000 0 25,074,234 0 767,766 30,703,000 0 

４　スクールバス運営費 57,356,000 0 52,209,150 0 5,146,850 59,762,000 0 

５　学校給食費 75,580,000 0 74,519,604 0 1,060,396 106,083,000 0 

６　施設費 8,090,000 0 7,245,649 0 844,351 15,558,000 0 

　　　　 小　　　計 172,913,000 0 164,937,394 0 7,975,606 218,039,000 0 

２　小学校費 １　学校管理費 37,663,000 0 35,049,538 0 2,613,462 31,208,000 0 

２　教育振興費 33,268,000 0 32,362,806 0 905,194 29,831,000 0 

３　施設費 4,879,000 0 4,640,496 0 238,504 6,450,000 0 

　　　　 小　　　計 75,810,000 0 72,052,840 0 3,757,160 67,489,000 0 

３　中学校費 １　学校管理費 42,808,000 0 39,416,746 0 3,391,254 31,258,000 0 

２　教育振興費 30,008,000 0 28,612,797 0 1,395,203 35,132,000 0 

３　施設費 4,488,000 0 4,262,818 0 225,182 5,828,000 0 

　　　小　　　計 77,304,000 0 72,292,361 0 5,011,639 72,218,000 0 

４　幼稚園費 １　教育振興費 18,002,000 0 17,791,400 0 210,600 0 0 

　　　　 小　　　計 18,002,000 0 17,791,400 0 210,600 0 0 

５　社会教育費 １　社会教育総務費 13,316,000 0 12,598,226 0 717,774 9,129,000 0 

２　社会教育施設費 41,168,000 0 37,888,042 0 3,279,958 32,765,000 0 

３　文化財保護費 3,186,000 0 3,024,490 0 161,510 5,804,000 0 

４　指導センター費 4,547,000 0 4,500,087 0 46,913 2,745,000 0 

５　青少年費 833,000 0 830,461 0 2,539 833,000 0 

　　　　 小　　　計 63,050,000 0 58,841,306 0 4,208,694 51,276,000 0 

６　保健体育費 １　保健体育総務費 3,854,000 0 3,585,232 0 268,768 44,371,000 0 

２　プール運営費 6,756,000 0 6,620,856 0 135,144 1,491,000 0 

３　総合体育館費 20,620,000 0 19,301,229 0 1,318,771 9,845,000 0 

　　　　 小　　　計 31,230,000 0 29,507,317 0 1,722,683 55,707,000 0 

    教 育 費 合 計 438,309,000 0 415,422,618 0 22,886,382 464,729,000 0 
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