員会にお いても具体 的な手続 きの改
正が必要 となってお ります︒
中央教 育審議会に おいては ︑国際
的な学習 調査等にお ける我が 国児童

を推 進してまい ります︒

幼 児教 育・学 校教 育の 推 進

児教育に つきまし ては︑私立

あるなど ︑様々な問 題が生じ ている

少子 化対策でも ある第３ 子以降の園
児に 対する保育 料補助お よび幼稚園

りま す支援を継 続実施す るとともに ︑

内各 小学校にも 顕著にあ らわれてま
いり ます︒

数の 減少は︑今 後数年間 において町

ま た︑少子化 にともな う児童生徒

で︑新たに 学校関係 者による評 価委

い︑教育活 動や学校 運営に関し 外部
評価を行う ことが規 定されまし たの

また︑学 校教育法 の改正にと もな

について検 証を行っ てまいりま す︒

この調 査結果につ きまして は︑各

たあ るべき方向 性を議論 する必要性

護者 はもちろん のこと︑ 地域を含め

つい てご報告申 し上げ︑ 各学校や保

境の変化や 生活環境 の変化は著 しい
ものがあり ます︒家 庭でのしつ け︑

また︑児 童生徒を 取りまく教 育環

校づくりを 進めてま いります︒

による学校 運営の改 善︑開かれ た学

年ぶ りに全

国学力・ 学習状況調 査が小学 校６年
生・中学 校３年生を 対象に︑ 算数・

昨 年末には︑ 町内連合 ＰＴＡ懇談

員会の設置 を行い︑ 評価の公表 など

学校にお いて成果や 課題につ いて分

学校生活で の悩みな ど︑子ども たち

や保護者の 総合的な アドバイザ ーと

今 後も︑各学 校のあり 方は基本的

には ︑保護者や 地域の考 え方が重要

して生涯学 習︵子育 て支援︶専 門員

につ いてお話し 申し上げ たところで
あり ます︒
化や教育 環境の変化 に対応し た施策

な要 素であるこ とを前提 として検討

清里町 におきまし ても︑社 会の変
の展開を どう図って いくのか が重要

の配置を行 ってまい ります︒

くり︑健 康で生きが いを持ち ︑生涯

る﹁ 教育効果を 高めるカ リキュラム

学期 制﹂につい て︑初期 の目的であ

校教育に つきして は︑昨年４
月より実 施してお ります﹁２

てまいりま す︒

度は緑町小 学校につ いて整備を 行っ

より順次更 新してお りますが︑ 本年

さらに︑ 児童の体 格の変化に 対応
した児童用 机・椅子 について昨 年度

な課題で あります︒

にわたっ て安心して 暮らせる 町づく

編成 ﹂
﹁的確 な学習評価 ﹂などの成果

そのた めには︑教 育に係わ る機関
が連携し ︑清里町の 将来を担 う人づ

りのため ︑地域に根 ざした教 育活動

学

を行 ってまいり ます︒

析検討し ︑教育指導 等の改善 に活用
を図って まいります ︒
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平成 年度教育行政執行方針
清里町教育委員会
清 里町の教 育行政執行 に関する 主
要な 方針につ いて申し上 げます︒

ことから ︑基礎的︑ 基本的な 知識・
技能の修 得による﹁ 確かな学 力の確

就園 奨励費補助 を引き続 き行ってま

幼稚園運 営に対し て行ってお

立﹂のた め必要な授 業時間数 の確保

いり ます︒

幼

学校 教育法︑ 地方教育行 政の組織 お

をはじめ とする新た な学習指 導要領

生徒の学 力や学習意 欲が低下 傾向に

よび 運営に関 する法律︑ さらには 教

の策定を 進めており ます︒

はじめに

職員 免許法お よび教育公 務員特例 法

また︑ 昨年４月に は

国語の基 礎・応用の 学力調査 と児童

会に おきまして 児童数の 将来推計に

昨 年度は教 育基本法の 改正を受 け︑

のい わゆる教 育３法が改 正され︑ 平
にな りました ︒
教 育行政の 基本理念や 学校にお け

生徒の生 活実態につ いて調査 が行わ

年４月１ 日から施行 されるこ と

る組 織運営体 制の確立が 明記され る

れたとこ ろでありま す︒

成

とと もに︑学 校運営情報 の積極的 提
供が 規定され るなど︑市 町村教育 委

20
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﹁地 域根 ざし た教 育活 動の推 進﹂をめざ して

教育行政執行方針

高齢者の 生きがい づくり︑学 習活

活用をはか ってまい ります︒

動を目的に 実施して おります﹁ こと

ま た︑
﹁ たくまし い清里の子 ども﹂

育成 のため︑関係機 関や青少年 団体・

ぶき大学﹂ につきま しては︑学 習内

蒸気管取 替等年次的 な修理・ 修繕を

女性 団体が連携 協力して 実施してお

容の焦点化 等をはか るなど︑高 齢社

里高校 総合支援対 策につき ま

りま す﹁きよさ と子ども 塾﹂や︑一

り継 続実施して まいりま す︒

な解 決を目的と する﹁清里セミ ナー﹂
につ きましても ︑内容の 充実をはか

行ってま いります︒
また︑ 原油価格高 騰による 物資輸

般町 民を対象と し地域課 題の主体的

年 度より交 通
送費への 影響︑国際 的な小麦 ・乳製

しては ︑平成

費や 教科書・ 進路指導対 策などへ の
品等の価 格上昇は︑ 給食食材 に大き

清
年度 の
な影響を およぼして いるとこ ろであ
りますが ︑献立など の工夫に より現

康分 野におけ る今日的課 題で

会に対応し た学習機 会の充実に 努め
てまいりま す︒

支援 を行い︑ 一定の成果 をみてき た

在のとこ ろは給食費 への影響 をおさ

とこ ろであり ますが︑平 成

児 童生徒数 の減少が今 後続いて い

入学 希望者は 前年を大き く下回り ２
間口 維持は困 難な状況に あります ︒

策につきま しては︑ 行政内連携 によ

ある 生活習慣 病や介護予 防対

る総合対策 事業とし て実施し３ 年目

健

きま しては︑派 遣人数に ついては調

を迎えます が︑
﹁ さわやか 健康講座 ﹂

中 ・高校生海 外派遣研 修事業につ

整を 行いますが ︑ニュー ジーランド

年度に 向けて︑

学校・保 護者をふく めた検討 を行う

モト エカでの学 校訪問を 中心に実施

えており ます︒平成
とともに ︑安全で安 心な学校 給食の

くこ とが確実 な状況にお いて︑北 海
道教 育委員会 の示す﹁公 立高等学 校
提供を行 ってまいり ます︒

年度

して まいります ︒

立 したくらし ︑豊かな くらし

改修・修繕 の必要性 が生じてお りま

ての施設が 建設後の 年数経過に より

社会体育 施設につ きましては ︑全

﹁いき いき健康セ ミナー﹂を継続 実施
してまいり ます︒

を 創造する社 会教育の 推進﹂

子育て 支援・健 康づく り

配置 計画﹂や 中学校卒業 予定者・ 保
護者 等の動向 を見極め︑ 平成

学 校給食に つきまして は︑平成 ６

以降 の清里高 校のあり方 や支援対 策
につ いての検 討を行って まいりま す︒

21

年 経過してお りますの で

すが︑年次 的に補修 を行う計画 であ

を基本目 標として︑ 平成

事業につ いてローリ ング作業 を行っ

度が中間 年度であり ますので 施策・

つきまして は︑指定 管理者制度 導入

や町民プー ルなど施 設の管理運 営に

また︑清 里トレー ニングセン ター

の５ヵ年 計画である 第６次社 会教育
中期計画 につきまし ては︑平 成 年

てまいり ますが︑自 立計画重 点事業

地域 づくりを担 う人材育 成事業とし

以上︑教 育行政の 執行にあた って

おわりに

具体的な検 討を行っ てまいりま す︒

を前提とし て︑その あり方につ いて

り︑本年度 は武道館 外壁塗装を 行っ
てまいりま す︒

年 度から

ま た︑町民対 象の海外 派遣研修事
業に つきまして も︑事業 目的である
くり総合 対策事業﹂ などを中 心に生

外 国人英語講 師招へい 事業につき

実施 してまいり ます︒

て︑ 関係機関・ 団体との 連携により
育 て支援につ きまして は︑留
守 家庭児童を 対象とし た学童

年度 の主要な事 業に

モト エカ出身の 新講師を 採用し︑引
き続 き町内各学 校での国 際理解教育 ︑

お願い申し 上げ︑教 育行政執行 方針

ついて申し 上げまし たが︑町民 皆さ
んのご理解 とご協力 を賜ります よう

の所信と平 成
た専門員 の配置など を継続実 施する
とともに ︑子育て・ 家庭教育 や学校︑

英語 教科さらに は一般成 人対象講座

まし ては︑現講 師の退任 にともない ︑

ＰＴＡ等 との連携に よる学習 機会の

保育︑子 育て支援セ ンターと 連携し

子

涯学習の 推進をはか ってまい ります︒

域づくり を担う﹁人 材育成事 業﹂︑
健康で豊 かな生涯を おくる﹁ 健康づ

でありま す﹁子育て 支援事業 ﹂︑地

20
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といたしま す︒

確保を行 ってまいり ます︒
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など ︑学校教育 ・社会教 育事業での
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16

年に 現給食セ ンターの供 用を開始 し
﹁自
て以 来︑
16

