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七飯町教育振興基本計画策定にあたって 

 

 七飯町教育委員会では、毎年度「七飯町教育行政方針」を策定し、次代を担

う子どもたちが、社会の変化に柔軟に対応し、新しい時代を切り拓く力を身に

付け、他人を思いやる豊かな心を育むことができるように、教育の質を高める

ことや教育環境の整備・充実に努めてまいりました。また、生涯教育において

も、高齢化が進展する中、町民一人ひとりが生涯にわたって学び続け、健康で

生きがいのある充実した人生を送ることができるよう、様々な学習機会や学習

情報の提供に取り組んでまいりました。 

 こうした中、国においては、新しい時代の教育の目的と理念が、平成１８年

１２月の教育基本法の改正により改められ、この改正により、国は、「教育振興

基本計画」を策定し、地方公共団体は、地域の実情に応じた教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないと規定されま

した。 

 このような状況を踏まえ、本町の実情に応じた教育の振興のための施策に関

する基本的な計画として、このたび、「町民がきずなを深め 生きる力を育み 

ともに学ぶまち七飯」を教育基本理念として掲げ、５つの教育基本目標を定め

た「七飯町教育振興基本計画」を策定いたしました。 

 計画の策定にあたっては、教育に関わる様々な分野の方からご意見をいただ

くため、平成２４年３月に「七飯町教育振興基本計画策定委員会」を設置し、

検討を重ね、このほど策定に至った次第です。 

 この計画では、学校教育の充実をはじめ、生涯学習の推進や生涯スポーツの

振興、本町の豊かな伝統・文化の継承や文化財の保護など、今後４年間の本町

の教育行政がめざすべき教育の基本的な方向性や、その実現のための施策を示

しています。 

 実現のためには、教育活動の主体となる家庭、学校、地域、行政がそれぞれ

の役割を果たしていくことが不可欠です。 

 七飯町教育委員会としては、今後、この計画に基づき、家庭、学校、地域と

の連携・協力を図りながら、計画の着実な推進に努めてまいります。 

 終わりに、この計画の策定にあたり、ご尽力いただいた策定委員会委員の皆

様をはじめ関係各位に厚くお礼を申し上げますとともに、町民の皆様の一層の

ご支援とご協力をお願いいたします。 

 

平成２４年１１月 

七飯町教育委員会 
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第 1 章 総 論 

 

第１章 総 論 

 

 １ 教育基本計画策定の趣旨 

 

 現代社会において、都市化や核家族化の進行、価値観の多様化などが大きく

社会に影響を与え、それらを背景とした人間関係や地域の連帯意識の希薄化は、

家庭や地域の教育力低下などの大きな要因であると指摘されています。 

 学校教育においても、子どもたちの学ぶ意欲や学力・体力の低下、教師の資

質・能力の低下など、多くの課題が生じています。 

 また、近年、加速化する高度情報化や国際化、科学技術などの進展に伴う社

会情勢への対応や、地球温暖化などの環境問題への取組が必要となっています。 

 一方、町民の意識は、社会の成熟化に伴い、自らの生き方を主体的に選択・

追求する傾向が高まっており、生涯にわたって生き生きと暮らすことのできる

社会の実現のため、教育の果たす役割は非常に大きくなっています。 

 このような教育を取り巻く様々な環境の変化を踏まえ、新しい時代の教育の

基本的な方向性を明らかにすることが求められています。 

 教育委員会では、これまでも毎年、教育基本目標や教育行政方針により教育

基本法に基づく教育の基本的方向や重点施策を示すとともに、各小中学校では、

学校経営要項に学校目標や研究主題を掲げながら、年度ごとの教育の方向性を

示してきました。 

 しかし、平成１８年１２月に約６０年ぶりに教育基本法（昭和２２年法律第

２５号）が改正され、教育基本法の基本理念等を実現していくため、同法第１

７条※1 に①国は、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべ

き施策などについて基本的な計画を定めなければならないこと、②地方公共団

体は、国の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における

教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければなら

ないことが新たに追加されました。 

 このような状況を踏まえ、教育委員会では、学校教育の充実をはじめ、

生涯学習の推進や生涯スポーツの振興、本町の豊かな伝統・文化の継承や文化財※2

の保護など、今後、めざすべき教育の基本的な方向性や重点施策等を明らかに

した教育振興基本計画を策定することとしたものです。 

 ※1 教育基本法（改正：平成１８年法律第１２号）第１７条 

  （教育振興基本計画） 
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 第１７条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、  

教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な   

事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しな  

ければならない。 

 ２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共  

団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなけ  

ればならない。 

 ※2 文化財 

   様々な時代背景の中で、人々の日常生活とのかかわりで生み出され、現在まで  

守り伝えられてきた文化的価値のあるもの。文化財には有形・無形の文化財、民  

族文化財、記念物、伝統的建造物群、文化的景観がある。 

 

 ２ 計画の位置づけ 

 

 この計画は、国の教育振興基本計画（平成２０～２４年度）、北海道教育推進

計画（平成２０年からおおむね１０年間）を参考にしつつ、本町の実情に応じ

て、本町教育の振興を図るために定めた基本的な計画であり、第４次七飯町総

合計画（平成１８年度～平成２７年度）を踏まえた、教育行政分野における計

画です。 

 また、この計画は、教育基本法第１７条第２項に規定される、地方公共団体

が策定する教育の振興のための施策に関する基本的な計画としての性格を併せ

持つものです。 

 

 ３ 計画期間 

 

 平成２４年度から平成２７年度までの４年間とします。 

 

 ４ 計画の点検・評価 

 

 計画の実施過程においては、経済社会情勢の大きな変化や国・北海道の制度

改革など教育を取り巻く状況の変化が予想されます。このことから、計画の推

進に当たっては、ＰＤＣＡサイクル※3 の考えに基づき、毎年度、計画に基づく 
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教育施策の実施状況、効果、課題等について点検・評価を行い、その結果を翌

年度以降の施策の展開に反映させながら、経済社会情勢の変化等に対応した実

効性のある計画の推進に努めます。 

 教育施策の点検・評価に当たっては、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第２７条の規定に基づき、毎年度、計画に

基づく教育施策の実施状況や目標指標の達成状況、町立小中学校への指導・助

言など、教育委員会の活動状況について実績を把握します。その実績に基づき、

施策の効果や課題等について評価・分析を行い、結果を取りまとめ、外部有識

者で構成する「七飯町教育委員会点検有識者会議」から意見等を伺いながら、

点検・評価に関する報告書を作成し、七飯町議会をはじめ広く町民に公表する

とともに、翌年度以降の施策の展開に反映させることにより、教育施策の推進

を図ることとします。 

 ※3 ＰＤＣＡサイクル 

   計画（Plan）を着実に実行（Do）し、その結果を客観的に評価（Check）す  

ることにより改善（Action）につなげること。 

 

 ５ 教育を取り巻く現状と課題 

 

（１）社会情勢の変化 

  現代社会は、少子高齢化、高度情報化、国際化など、社会環境の変化のス 

ピードが速く、１０年後の日本の将来像、強いては本町を取り巻く社会状況

を的確に把握することが困難と予測されています。さらには、今日まで国や

地方公共団体が担っていた公共サービスは、社会のセーフティーネット※4 

 など必要最小限のものへと変化していくと予測されます。 

  平成２３年 3 月１１日に発生した東日本大震災は、被災地域だけではなく、 

我が国全体にとって、大きな衝撃をもたらしました。 

  我が国が直面する危機は、震災により一層の顕在化・加速化が進行しつつ 

あり、その結果として、生活水準、雇用や経済の悪化、社会格差の増大など、 

様々な影響が懸念されています。 

  一方で、被災地の子どもたちや教職員、地域住民、大学・ＮＰＯ※5・企業 

等の献身的かつ積極的な行動や、警察官、消防士、自衛官などによる職業的 

使命感に基づく的確な救助・救援活動、さらには全国各地から集まった様々 

なボランティアなど、世界から評価される我が国の「人の絆」が今なお強く 

存在していることが明らかになり、また、世界各国から多数の励ましや温か 
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 い支援が寄せられるなど、未来への希望も感じさせられました。 

  今回の震災から私たちが得た教訓としては、次のようなものがあります。 

  ・経済的理由など様々な事情によって制約されることなく、すべての子ど 

   も・若者が安心して必要な力を身につけていける環境整備の重要性 

  ・困難に直面しようとも、諦めることなく、状況を的確に捉えて自ら考え 

   行動する力などの重要性 

  ・人々や地域間、各国間に存在するつながり（絆）や、人と自然の共生の 

   重要性 

  ・新たな社会的・経済的価値を生み出すイノベーション※6 の推進など、未 

   来志向の復興・社会づくりをめざしていくことの重要性 

  震災から得た教訓を生かし、これからの日本の教育に求められていること 

は、国の教育振興基本計画において指摘されているように、「個人の能力を伸 

ばし、公共の精神を自覚し、今後の社会の在り方について考え、主体的に行 

動することができる人材を育てること」と言えます。そして、社会における 

人と人とのつながりを回復し、地域社会などのコミュニティを再構築してい 

くことであります。すなわち、地域や家庭の果たす公共的な役割が重要視さ 

れ、その地域や家庭の持つ「力」＝「影響力」が見直され、期待されていま 

す。 

  ※4 セーフティネット（safety net） 

    「安全網」と訳され、網の目のように救済策を張ることで、全体に対して安   

全・安心を提供する仕組み。社会保障の一種。 

  ※5 ＮＰＯ 

    Non Profit Organization の略。非営利組織。政府・自治体や企業とは別に 

社会的、公益的な活動を行う非営利の組織（団体）。 

  ※6 イノベーション 

    新しい市場や資源の開拓、新機軸の導入など、新しく取り入れて実施したり、   

手を加えて改変すること。また経済学・経営学分野では「経済成長の原動力と   

なる革新。生産技術の革新、資源の開発、新消費財の導入、特定産業の再組織   

などをさすきわめて広義な概念」 

 １）少子高齢社会の進展 

   我が国における人口構成は、平成１７年度を境に人口減少社会に入り、  

その年齢構成も高齢者の占める割合が他国に例を見ないスピードで急速に  

増加しています。 

   本町も例外でなく、平成１７年に２８,４２４人、平成２２年に２８,４６  

８人であった総人口は、平成２７年の推計人口では２９,２９５人と見込ま 
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  れ、６５歳以上の老年人口は、平成２７年には８,７０2 人（平成１７年の  

１.３倍）に達し、高齢者人口割合が平成１７年の２４.４％から平成２７年  

には３０.０％に増加、一方、年少人口割合は、平成１７年の１４.０％から  

平成２７年には１０.８％に減少すると予測されています。 

 ２）地球環境問題の深刻化 

   日常生活の利便性、快適性を飛躍的に高めたのは、大量生産、大量消費  

型の経済活動・生活様式によるものですが、その結果、地球温暖化、オゾ  

ン層の破壊、砂漠化、熱帯雨林の減少、野生生物の種の減少、酸性雨問題  

などの環境問題が深刻化する事態を招きました。 

   このため、環境への負荷が少なく、環境と調和した循環型社会への転換  

を目指して自然環境を保全するとともに、ごみの減量や資源のリサイクル、  

エネルギーの有効活用など、一人ひとりが地球的視野を持ち、身近なとこ  

ろから、具体的な行動を進めることが求められています。 

 ３）高度情報化の進展 

   インターネットの急速な普及など「ＩＴ革命※7」は、地球規模で産業活  

動や社会様式を大きく変えつつあります。 

   さらに、地上デジタル放送の本格化やいつでもどこでもＩＴが活用でき  

る「ユビキタス社会※8」の実現など、高度ネットワーク化が進むことが予測   

されています。 

   ※7 ＩＴ革命 

     コンピュータやインターネットを始めとする情報技術の発展・普及に伴う、    

社会の急激な変化 

   ※8 ユビキタス社会 

     「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」がコンピューターネットワーク    

につながることにより、様々なサービスが提供され、人々の生活をより豊か    

にする社会 

 ４）国際化・グローバル化の進展 

   近年、人や物、情報などが世界的な規模で行き交い、社会、経済などの  

様々な分野において、国際的な交流が活発になり、国際化・グローバル化※９ 

  の進展がみられます。 

   また、国際社会においては、他国の文化や習慣を相互に理解し、尊重し  

ていくことが大切であり、国際交流が拡大する中で、諸外国の人々と共生  

していくためには、自らが生まれ育った地域の文化を理解し愛し、自らの  

考えをしっかり主張し、正確に伝えることが大切であり、語学力をはじめ  

としたコミュニケーション能力を高めることが必要です。 
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   ※9 グローバル化 

     資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じた商    

品・サービスの取引や、海外への投資が増大することによって世界における    

経済的な結びつきが深まること。（平成 16 年度年次経済財政報告（内閣府）    

より） 

 ５）教育環境の変化 

   少子高齢化や核家族化の進行、情報化の進展など、社会情勢が大きく変  

化し、家庭や地域社会の教育力が低下する中、子どもたちの学ぶ意欲の低  

下や公共心の欠如、規範意識・道徳心の低下等が指摘され、学校教育のあ  

り方が問われています。 

   こうした諸課題に対応するため、教育基本法の改正や「学校教育法（昭  

和２２年法律第２６号）」、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭  

和３１年法律第１６２号）」、「教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）  

及び教育公務員特例法（昭和 24 年法律第１号）」などの教育三法が平成１  

９年６月２７日に公布されました。 

   子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長できる環境づくりは喫緊の  

課題であり、教育改革に取り組んでいくため、今、教育行政のあり方が問  

われています。 

 ６）地方自治体の財政状況 

   平成２０年 9 月に始まった１００年に一度と言われる金融不安は、世界  

的な景気後退を引き起こし、我が国においても、経済情勢の悪化、企業収  

益の大幅な減少とそれに伴う雇用情勢の悪化、設備投資の減少を招いてい  

ます。 

   こうした経済環境の中、団塊世代の退職時期を迎え、納税者人口の減少  

と医療・介護・福祉制度の公費負担の増加が見込まれるなど、地方自治体

の財政は今後も厳しい状況が続くと予測されており、本町も例外ではあり

ません。 

   したがって、これまで以上に健全な財政運営を目指さなければなりませ  

んが、縮小均衡を図るだけでは地域自体がその活力や競争力を失ってしま  

う恐れがあります。本町の将来に向けての「選択」と「集中」による事業

の見直しが必要とされています。 

（２）七飯町における教育をめぐる現状と課題 

  教育は、人格の完成を目指し、個性を尊重しつつ個人の能力を伸長し、自 

立した人間を育て、幸福な生涯を実現する上で不可欠のものです。同時に、 

国家や社会の形成者たる国民を育成するという使命を担っています。人類の 
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 歴史の中で継承されてきた文化・文明は、教育の営みを通じて次世代に伝え 

られ、より豊かなものへと発展していきます。 

  同時に、社会が急速な変化を遂げる中にあって、個人には、自立して、ま 

た、自らを律し、協調しながら、その生涯を切り拓いていく力が、一層求めら

れるようになります。 

  国際競争は今後さらに激化することが予想されます。このような中にあっ 

て、先見性や創造性に富む人材や卓越した指導力を持つ人材を得ることが不 

可欠で、その育成が教育に求められます。 

  社会における人と人とのつながりを回復し、コミュニティを再構築してい 

くことは今後の我が国の大きな課題であり、教育の使命として、個人が自立 

的に社会に参画し、相互に支え合いながら、その一員としての役割を果たす 

ために必要な力を養うことを、今後一層重視する必要があります。 

  本町における教育をめぐる現状と課題は、次のとおりです。 

 １）幼児教育の充実 

   幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で大変重要です。  

幼児一人ひとりの発達に応じ、集団の中で主に遊びをとおして総合的な 

指導を行う幼稚園・保育所（園）は、就学前教育の中核としての役割を担

っています。 

   本町では、幼稚園教育要領※10・保育所保育要領指針※11 の改訂を踏まえ、  

子どもの発達や地域の実態に応じた創意工夫のある教育課程・保育計画を  

編成し、生活の中で見る、ふれる、感じるなど心をゆさぶる直接的・具体  

的な体験を通して、物事に取り組もうとする意欲、人と関わろうとする意  

欲、健全な生活を営むために必要な態度、基本的な生活習慣など「生きる  

力」の基礎を培う教育を計画的・継続的・組織的に推進してきました。 

   また、本町の就学前の幼児数は少子化の進展に伴い、減少傾向にあり、  

平成２３年度には町立保育所が１か所、私立保育園が５園（病院内保育園  

1 か所を含む。）、私立幼稚園が 2 園、その他認定こども園が１園、認可外  

の季節保育所が 1 か所配置されている状況となっています。 

   就学前の幼児数が減少していく中で、子どもの幼児期にふさわしい生活  

を展開するためには、互いに切磋琢磨し、高め合う望ましい集団の確保や、  

幼稚園児、保育所（園）児に対する教育・保育の機会均等の保障が課題と  

なっています。 

   今後は、幼稚園教育要領・保育所保育指針の改訂を踏まえ、教育・保育  

内容の整合性を確保しながら、幼稚園と保育所（園）の連携を一層深め、  

幼児期にふさわしい生活を展開する中で、就学前教育・保育の充実に努め 
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  ます。 

   また、幼稚園と小学校、保育所（園）と小学校の接続や、子育て支援の  

充実を図るなど、幼児期から児童期への発達と学びの連続性を踏まえた  

就学前教育・保育を推進します。 

   ※10 幼稚園教育要領 

     文部科学省が告示する幼稚園における教育課程の基準。幼稚園で実際に教    

える内容と、その詳細について、学校教育法施行規則の規定を根拠に定めて    

いるもの。 

   ※11 保育所保育要領指針 

     厚生労働省が告示する保育所（園）における保育の内容に関する事項及び    

これに関する運営に関する事項を定めたもの。 

 2）「生きる力」を育む学校教育 

   学校教育では、知（確かな学力）・徳（豊かな心）・体（健やかな体）の

３つの資質能力をバランスよく育み、次代を担う子どもたちに、変化の激

しいこれからの社会において必要となる「生きる力」を身につけさせるこ

とが必要です。 

  ① 知（確かな学力） 

    すべての子ども一人ひとりに確かな学力※12 を身につけさせることは   

学校教育の責務であります。各学校では確かな学力の向上をめざすため、   

課題を把握し、毎年度「学校改善プラン」を策定して、指導の改善を図

る取組を進めていきます。 

    今後もこの取組を継続していくとともに、新学習指導要領※13 に対応   

し、基礎的・基本的な知識や技能の習得に加え、知識・技能を活用する   

学習活動・言語活動をすべての教科等において充実させ、課題を解決す   

るために必要な思考力、判断力、表現力や学習意欲を含めた「確かな学   

力」を義務教育の 9 年間の中で向上させる取組を行っていきます。 

    平成１９年度より小学校６年生及び中学校３年生を対象に実施されて

いる全国学力・学習状況調査※14 の教科に関する調査結果によると、本

町の平均正答率は、小学校及び中学校国語、算数・数学の教科で北海道

平均と同等かやや下回っていました。ただ、北海道の平均よりやや上回

った領域もあり、基礎学力向上の兆しが見られています。 

    また、児童生徒の学習意欲や学習環境等に関する調査結果によると、   

北海道の児童生徒の 1 日当たりの学習時間、読書の時間はいずれも全国   

より低い状況となっており、本町の児童生徒も同様の傾向が見られます。 
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    この調査結果のみをもって本町の子どもたちの学力や学習意欲等の状   

況を分析することは適当ではありませんが、今後においては、全国学力・   

学習状況調査の分析を通じて、各学校の教育活動を支援し、より一層確   

かな学力が定着するよう取組を行っていきます。 

    また、特別な支援を必要とする子どもたちの持てる力を高め、生活や   

学習上の困難を改善又は克服するために、障がいの状態、発達段階、特   

性等を的確に把握し、それぞれに応じた教育支援を保護者・関係機関と   

連携しながら行っていきます。 

    ※12 確かな学力 

      「生きる力」を「知」の側面から見たものとして、「自分で課題を見つ     

け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や     

能力」と定義され、具体的には、思考力、判断力、表現力、問題解決能力、     

課題発見能力、知識、技能、学ぶ意欲、学び方などが、その構成要素とさ     

れる。 

    ※13 新学習指導要領 

      学習指導要領は、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援     

学校の各学校が各教科で教える内容を、学校教育法施行規則の規定を根拠     

に定めたもの。新しい学習指導要領は、こどもたちの現状を踏まえ、「生     

きる力」を育むという理念のもと、知識や技能の習得とともに思考力・判     

断力・表現力などの育成を重視し、すでに小学校は平成２３年度から、中     

学校は平成２４年度から全面実施。 

    ※14 全国学力・学習状況調査 

      平成１９年度より日本全国の小中学校の最高学年（小学校６年生、中学     

校 3 年生）全員を対象として行われるテスト。実施日は、毎年 4 月の第４     

火曜日。テストの科目は、小学校が国語及び算数、中学校が国語及び数学     

で知識力を問う問題（Ａ）と知識活用力を問う問題（Ｂ）の 2 種類に分か     

れる。平成２４年度からは、科目に理科が追加され、社会の追加も検討中     

とされる。 

  ② 徳（豊かな心） 

    自他を愛し、自他の命を大切にする心、他人と協調しつつ自立的に社   

会生活を営む力、美しいものや自然に感動する心、公共心や責任感、勤   

労の意欲、正義感や公正さを重んじる心などを育むことが大切と考え、   

各学校では総合的な学習の時間を活用し、「環境学習」、「体験学習」、「清

掃活動」、「ボランティア活動」などを通じて、地域の人々や自然とふれ

あう体験活動を実施しています。 
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    しかし、全国的に不登校、いじめ問題、インターネット等の書き込み   

による中傷、暴力行為等が多発しています。本町においても生徒指導上   

の問題が生じており、「心」の在り方、「人」としての生き方について指   

導していかなければなりません。 

    今後は、「生きる力」を育む教育活動を基盤に、教育活動全体を通して   

人権尊重の精神に基づく学校教育を推進します。また、道徳教育を充実   

させるとともに、体験活動を積極的に取り入れ、ルールや人間関係のつ   

くり方等、道徳心の育成を図っていきます。 

    また、各学校では定期的に「いじめアンケート」を実施し、いじめ等   

の未然防止、早期発見に努めてきましたが、各中学校に配置したスクー   

ルカウンセラー※15 や心の教育相談員を活用した教育相談、あるいは不   

登校の児童生徒に対応するため設置した適応指導教室※16 で学習支援、   

生徒指導等を行っています。 

    今後とも、不登校、いじめ、暴力行為、情報モラル※17 危機等に対応   

していくとともに、子ども一人ひとりのストレス、自尊感情に応じた教   

育相談の充実を図ります。 

    ※15 スクールカウンセラー 

      心の問題に対応するため、学校に置かれ、いじめや不登校、様々な悩み     

の相談に応じ、助言をするなど心のケアを行う専門家。 

    ※16 適応指導教室 

      主として不登校の児童や生徒に対する指導を行うために、教育委員会が

学校以外の場所、又は学校の余裕教室等を利用し、校内に設置している教

室。児童や生徒の在籍校と連携しながら、個別のカウンセリング、集団で

の指導、教科指導等を行う。一定の要件を満たせば、指導を受けた日数を

指導要録で出席扱いとできる。本町では、大中山コモンに適応指導教室     

「レインボー」を開設。 

    ※17 情報モラル 

      情報社会を生き抜き、健全に発展させていく上で、すべての国民が身に     

付けておくべき考え方や態度。 

  ③ 体（健やかな体） 

    子どもたちの心身の調和のとれた発達を図るためには、運動を通じて   

体力を養うとともに、望ましい食習慣など健康的な生活習慣を形成する   

ことが大切です。本町においては、体育や保健指導を中心に体を動かし、   

生涯にわたって積極的にスポーツに親しむ習慣や意欲、能力を育成して   

きました。 
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    しかしながら、児童生徒の体力・運動能力に関する全国調査によると、   

我が国の子どもの体力・運動能力は昭和６０年頃から長期的に低下傾向   

にあり、平成２２年度の調査では、北海道の児童生徒は、体格は多くの   

学年で全国平均を上回っているものの、体力・運動能力は全国平均より   

低い傾向が見られます。また、運動する子、運動しない子の二極化も見   

られます。 

    家庭における生活習慣の中で、特に食習慣に関し、朝食を毎日食べる   

児童生徒の割合は、北海道の児童で８５％（全国：８９％）、生徒で８１％   

（全国：８４％）で全国に比べその割合は低い状況にあります。朝食の   

摂取については、すべての子どもに対して、望ましい食習慣等を育成す   

るという観点から、さらに割合を高めていく必要があります。 

    今後は、体育や保健指導を中心に、体を動かし、生涯にわたって積極   

的にスポーツに親しむ習慣や意欲、能力を育成します。また、全国的な   

傾向として、偏った栄養摂取や肥満傾向の増加、過度の痩身などが見ら   

れるとともに、増大しつつある生活習慣病と食生活の関係も指摘されて   

いることから、望ましい食習慣など、家庭と連携し「食育※18」に取り組   

みます。 

    ※18 食育 

      国民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、     

健康の確保等が図れるよう、自らの食について考える習慣や、食に関する     

様々な知識と食を選択する判断力を楽しくみに付けるための学習等の取      

組。 

 ３）町民の学ぶ意欲に応える生涯教育 

   人々は、社会、経済の変化に対応するために絶えず新しい知識や技術の  

習得が求められています。また、自由時間の増大など社会の成熟化に伴い、  

心の豊かさを求め、自らの生きがいのため、学習意欲が増大しています。 

   平成１８年に改正された新しい教育基本法には、生涯学習※19 の理念が  

新たに設けられるとともに、社会教育が地方公共団体により奨励・振興さ  

れるべきことが引き続き規定されています。 

   本町ではこれまで、七飯町社会教育中期計画（平成 20 年度～平成２４  

年度）に基づき、長寿社会の中で、生涯学習推進の観点に立ち、町民の学  

習意欲・健康志向に応えるため、七飯町文化センター（中央公民館）、地区

公民館などの社会教育施設やスポーツセンター、サッカー場などの社会体

育施設を設置し、学習の機会と場を提供し、社会教育の充実とスポーツの

振興に努めてきました。 



—12— 

 

第１章 総 論 

 

   ※19 生涯学習 

     一人ひとりが、健康で豊かな生活を営むことや、仕事に役立つ知識や技術    

を身に付けたり、生きがいのある充実した人生にするために、自分の意思に    

基づくことを基本として、必要に応じて自分に適した手段や方法を選んで、    

生涯を通じて行う学習活動のこと。 

  ① 社会教育 

    本町には、町民の生涯学習を支える拠点施設として中央公民館の機能   

を併せ持つ七飯町文化センター（平成 8 年 2 月供用開始）と、４館の地

区公民館があり、現在、公民館講座が１７講座開設され、１３６団体の

サークルが活動しており、多くの町民が自己研鑽に取り組んでいます。 

    七飯町文化センターは、文化・芸術活動はもとより、地域・サークル

活動の学習活動や各種の研修・研究活動に幅広く利用され、生涯学習の

センターとしてその役割を果たしています。 

    また、七飯町文化センターでは、パイオニアホール（固定席１０００

席）を活用し、七飯町文化協会が道南地域の芸術・文化活動の拠点とし

て、町民はもとより広く近隣市町の住民を対象に、質の高い芸術鑑賞や

音楽鑑賞等の機会を提供しており、芸術・文化の振興を図るため、同協

会の活動に支援を行っています。 

    社会教育施設を活用し、大中山地区、本町地区及び大沼地区の３地区   

で開設している老人大学には、毎年２００名以上の高齢者の方が入学し、   

学ぶ意欲を絶やすことなく仲間とともに様々な学習活動に取り組んでい   

ます。 

    今後、これらの様々な社会教育施設については、施設の有する目的に   

留意しつつ、近年における急速な高齢化社会の進展、社会経済情勢の変

化に対応する必要があり、地域の活性化のため、既存施設の効率的な活

用を図ります。 

  ② 教育資源 

    七飯町文化センターに隣接する七飯町歴史館（平成９年１１月供用開

始）は、昭和５９年 7 月に開館した七飯町教育資料室に代わって、近代

的な設備を整え、本町の歴史を総合的に学習できる施設として建設され

ました。 

館内には、自然環境を生かして狩猟・採集をしていた時代から現代に

至るまでの本町の歴史や、日本における洋式農法を基盤とした近代農業

の発祥の地といわれるゆえん、明治３年に設置され、北海道近代農業技

術の指導センターの役割を果たした七重官園のあらまし、昭和時代初期 
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   までの四季折々の生活の様子を常設展示するなど、子どもからお年寄り

まで幅広い層の人たちの学習活動を支える環境を整えており、民間団   

体の「歴史館友の会」が七飯町歴史館の様々な取組を支援しています。 

    また、昭和６２年 7 月に発足した七飯町郷土史研究会は、「町おこし   

に郷土の歴史を生かそう」の理念の下に、北海道の開拓に大きな足跡を   

残した本町の歴史を学び、後世に伝えるため町史の研究や史跡調査な   

ど地道な活動を積み上げ、平成元年５月には、『温故知新』を開学の志と   

して、本町の歴史はもとより、道南、北海道の歩みを学ぶ「七重学校」   

を開校、さらに、毎年、郷土史講座を開講し、郷土史を学ぶ「公開講座」、   

古文書の解読を学ぶ「古文書講座」などを開設しているほか、本町の   

史跡や庚申塚（塔）の調査の実施、峠下の台場山整備など史跡の保存に

も重要な役割を担っています。 

    今後は、民間団体と協働で歴史教育を推進するとともに、七飯町歴史

館の施設等を有効活用し、歴史上価値のある文化財等の保管・保存に努

めます。 

  ③ 社会体育 

    生涯スポーツでは、スポーツセンター1 か所、地域体育館１か所、町   

民グラウンド２か所及びパークゴルフ場２か所が設置され、町民がスポ   

ーツに親しみ生涯にわたり健康で、豊かな、充実した人生を過ごす場を   

提供しています。 

    各種スポーツ団体、サークルの育成と活動の促進を図るため、七飯町   

体育協会が行う活動を支援しています。 

    町民グラウンドの東大沼多目的グラウンド（トルナーレ）は、天然芝   

のサッカーコート２面が整備され、全道レベルのサッカー大会の開催や、   

Ｊ１チームが合宿に訪れるなど、地域の活性化とサッカーレベルの向上   

等スポーツの振興や青少年の健全育成に寄与しています。 

    地域スポーツの振興を目的に総合型地域スポーツクラブ※20 として平   

成２２年２月に設立された「ななえスポーツクラブ『ぷらっと』」は、子   

どもから高齢者までの幅広い年齢層の住民にスポーツに親しんでもらう   

活動を展開していますが、会員の確保や参加者が少ないなど、提供する   

スポーツの種目等の見直しが課題となっています。 

    2 か所のパークゴルフ場は、平成２０年度から指定管理者制度を導入   

し管理運営を行っていますが、民間のノウハウを活用した管理運営が行   

われ、サービスの向上につながっています。 

    ※20 総合型地域スポーツクラブ 
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人々が身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいタイプのス

ポーツクラブで、（１）子どもから高齢者まで（多世代）、（２）様々なス     

ポーツを愛する人々が（多種目）、（３）初心者からトップレベルまで、そ     

れぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（他志向）、という性格を持     

ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブのこと。 
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第２章 教育ビジョン 

 

 １ 教育基本理念 

 

 先人の築いた北海道における西洋式農業発祥の歴史を持つ郷土に誇りをもち、

「人づくり」を基本に次のとおり教育基本理念を掲げます。 

 

      町民がきずなを深め 

             生きる力を育み 

                  ともに学ぶまち七飯 

 

 ○キーワード１ 

 【きずな】 

  人は、それぞれの社会環境の中で、多くの人と関わり、つながりを持ちな 

がら生活しています。また、人が生きていく上で、自然との共生や文化の享 

受は欠かすことはできません。人とのつながりや文化は、確実に次世代に受 

け継がれます。受け継いだ子どもたちはやがて大人になり、親となります。 

  人と人とのつながりを大切にしながら、学校や家庭、地域とのつながりと、 

自然や歴史・文化とのつながりの中で、明るい未来を創造していきます。 

 ○キーワード２ 

 【生きる力】 

  こどもたちが将来社会で自立して生きていくためには、自ら学び自ら考え 

る力を育成することが大切です。さらに、町民みんなが自分たちの目標や課

題を考え、取り組んでいこうと努力することにより、未来を切り拓いていく

ことができます。 

  人と人とのつながりの上に、様々な学びや経験・体験を通して、一人ひと 

りの町民がたくましく未来を拓き、生きていくことを目指します。 

 ○キーワード３ 

 【ともに学ぶ】 

  町民のだれもが明るく元気に生き生きと暮らすため、学習機会の提供やス 

ポーツ、文化活動の支援など、生涯を通じて「ともに学ぶ」環境づくりが大 

切です。 

  町民が生涯を通じてお互いに学び合い、元気で活力あるまちになるような 

教育を目指します。 
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 ２ 教育基本目標 

 

 本町の教育は、これまで昭和４９年 3 月に制定した６項目の「七飯町教育基

本目標」に基づき、「教育は人づくり」という理念の下に、推進してきましたが、

制定後３７年が経過し、教育改革などによる時代の変化に対応した新たな教育

基本目標の設定が求められています。 

 そのため、七飯町を愛し、町民一人ひとりが健康で生きがいをもった幸福な

生涯を送ることができる社会の実現を目指し、昭和 53 年１１月に制定された

「七飯町町民憲章」を具現化するため、「教育は人づくり」という理念の下に、

豊かな心をもち、自ら学び、たくましく未来を拓く知（確かな学力）・徳（豊か

な心）・体（健やかな体）の調和のとれた人づくりを進めるため、次のとおり５

つの七飯町教育基本目標（以下「教育基本目標」という。）を定めます。 

 

教 育 基 本 目 標 

 【基本目標１】 

  たくましく未来を切り拓く「生きる力」を培う教育に取り組みます 

 【基本目標２】 

  豊かな心をもち生命や人権を尊重するあたたかい人を育みます 

 【基本目標３】 

  学びがいがあり通いがいのある信頼される学校づくりを進めます 

 【基本目標４】 

  学校・家庭・地域が手をとりあいすこやかな子どもたちを育てます 

 【基本目標５】 

  町民が生き生きと学び続ける活力に満ちたまちづくりを推進します 
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第３章 基本計画 

 

 １ 開かれた教育行政の推進 

 

【目標】 

  町民の皆さんの信頼に応える教育の推進を図るため、教育委員会の体制 

 の充実及び教育行政に関し、その権限に属する事務の管理及び執行状況の 

 点検・評価を実施するとともに、積極的な教育情報の発信を行い、より開 

 かれた教育行政の推進を図ります。 

［主な推進施策］ 

（１）教育委員会の体制の充実 

  教育委員会議の審議の中で適切な提言を行うことはもとより、学校訪問等 

の実施により学校現場の状況の聞き取りや把握に努めます。また、行事等へ 

の参加を通じて町民への教育活動の啓発、情報収集に努めるとともに、教育 

環境の動向に注視するため、積極的な研修参加を行います。 

（２）教育行政の点検・評価の実施 

  本基本計画に基づき実施した施策について、教育委員会自ら点検・評価し、 

町民の皆さんに説明責任を果たすとともに、評価に基づいて成果や課題を共 

有し、工夫改善を行い、教育行政の充実を図ります。 

（３）教育情報の発信 

  教育行政の推進方策や学校教育、生涯教育の教育活動などを積極的に情報 

発信するとともに、広報紙や Web ページを活用し、広く町民に教育情報の 

提供を行います。 

 

 ２ 幼児教育の充実 

 

【目標】 

  幼児教育においては、家庭から幼児教育施設、幼児教育施設から小学校 

への教育の一体性を確保する取組や、保健福祉部門との機関ネットワーク 

 を活かすなど、より連続性のある幼児教育の推進を図ります。 

［主な推進施策］ 

（１）「生きる力」の基礎を培う幼児教育の充実 
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  幼稚園教育要領・保育所保育指針の趣旨及び内容等の周知徹底を図るとと 

もに、子どもの発達や地域の実態に即した創意工夫のある教育・保育課程を 

編成し、計画的、継続的な指導のもと、教育・保育内容の充実に努めます。 

（２）家庭・地域との連携 

  幼稚園・保育所（園）が地域の幼児教育施設として、家庭・地域との連携

を進め、子どもたちが健やかに成長し健康的な生活を営むために必要な態度

や食事、運動、睡眠、挨拶等の基本的な生活習慣など「生きる力」の基礎を

培う教育力の向上に努めます。 

（３）小学校教育との連携・接続の強化 

  幼稚園・保育所（園）と小学校の教職員が、幼児と児童の実態や指導の在

り方、教育内容について相互に理解を深めるとともに、幼児期から児童期へ

の発達に応じて円滑な移行を図るため、幼児教育と小学校教育との連携・接

続の強化を図ります。また、小１プロブレム※21 に対応するため、幼稚園・

保育所（園）との連携を強化します。 

  ※21 小１プロブレム 

    小学校に入学したばかりの児童が、落ち着いて教師の話を聞けず、友達と騒   

いだり、教室を歩き回ったりするなどして授業が成立しない問題のこと。 

（４）子育て支援活動の推進 

  子育て支援センターなどでの子育て相談や保護者交流会の機会を提供し、 

低年齢児の発達や特性への理解の促進を図り、家庭（保護者）の子育てを支 

援します。 

 

 ３ 学校教育の充実 

 

【目標】 

  学校教育においては、基礎学力の向上と児童生徒の健全育成、社会の変 

 化に対応した教育の充実、道徳教育の充実・普及に努め、家庭・地域社会 

 との連携の下、互いに信頼し合う学校づくりを推進し、児童生徒の「生き 

 る力」の育成に努めます。 

  そのため、学校生活を営む上で必要な規律や学習習慣を身に付けること 

 を重んじるとともに、自ら進んで学習に取り組む生活習慣の定着化を図り 

 ます。 

［主な推進施策］ 

（１）学校経営の充実 



—19— 

 

第３章 基本計画 

 

  学校評価等を生かし、教育課題解決のため、全教職員の創意が生かせる協 

働体制の確立に努めます。また、校内研修の充実、各種研修への積極的な参 

加等により教職員の資質向上に努めます。 

  さらに、新学習指導要領の趣旨を生かした教育課程※22 の適切な編成と実 

施に努め、知（確かな学力）・徳（豊かな心）・体（健やかな体）を育成する

とともに、開かれた学校づくりを推進します。 

  ※22 教育課程 

    学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を幼児・児童・生徒の   

心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計   

画をさす。 

  ① 教職員の協働体制の確立 

    教職員一人ひとりが使命感と高い倫理観を持つとともに、豊かな人間   

性の涵養に努め、教職員が互いに認め合い、励まし合うことができる人   

間関係を幼稚園、保育所（園）、小学校及び中学校に構築し、チームで教   

育活動に取り組みます。 

  ② 教職員の資質の向上に向けた研修の実施 

    社会の変化や今日的な課題に対応するため、教職員一人ひとりの役割   

を明確にした研修体制を確立し、組織的・計画的な研修を推進するとと   

もに、授業研究や授業評価を取り入れた校内研修の充実を図ります。 

    また、学校教育指導※23 の機会を活用し、校内研修や授業改善を図り   

ます。 

    さらには、学校教育指導主事※24 や退職教職員等の活用により、教職   

員の実践的指導力向上や臨時的任用教員※25 の研修充実に努めます。 

    ※23 学校教育指導 

      北海道教育委員会の指導主事や指導主幹等の学校指導訪問を教育委員      

会が要請し、各学校の学校経営や教育活動の改善・充実及び教職員の校内     

研修や授業力の向上等に資する指導を受けること。 

    ※24 指導主事 

      学校教育の向上・改善のため専門的な事柄の指導・助言にあたる地方教     

育行政の組織及び運営に関する法律に基づき設置される教育委員会の職      

員のこと。 

    ※25 臨時的任用教員 

      正規の教員の産休、育児休暇、病気・事故、長期研修その他の理由によ     

る欠員の補充のために、一定期間採用される教員のこと。常勤講師（期限     

付教員）及び非常勤講師（時間講師）の２種類がある。 
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  ③ 開かれた学校づくりの推進 

    幼稚園、小学校及び中学校において計画的に授業参観を実施するなど   

学校等の教育活動や保護者との連携・協力等に関する情報を学校だより   

等で保護者や地域の皆さんにお知らせし、信頼関係を構築します。また、   

学校の教育活動に関する自己点検・自己評価及び学校関係者評価（外部   

評価）を適切に実施し、結果を公表するなど学校評価※26 の取組を促進   

するとともに、学校評議員制度※27 を活用し、学校経営に関し外部有識   

者から意見を求め、学校経営に活かします。 

    ※26 学校評価 

      学校経営計画や教育計画に基づいて、実践される教育活動がどの程度機     

能しているかを評価するために行われ、その結果から、学校の優れている     

部分や学校が抱えている課題を明らかにし、児童生徒をよりよく成長させ     

るもの。平成２０年度から国の法律に基づき実施が義務付けられ、教職員     

よる内部評価と児童生徒、保護者、地域住民、学校評議員等による学校関     

係者評価（外部評価）がある。 

    ※27 学校評議員制度 

      地域に開かれた学校づくりを一層推進していくため、保護者や地域住民     

などの相互の意思疎通や協力関係を高めるために設けられたもの。平成１     

2 年度から制度化された。 

（２）基礎・基本の確実な定着に向けた指導の充実 

  教科等の課題を明らかにし、課題解決のための授業改善策を講じて、児童 

生徒に基礎・基本が確実に身に付くように努めます。また、少人数指導や特 

定教科の指導を充実させたりするなどして、一人ひとりがわかる喜びを味わ 

い、学ぶ意欲や学力が向上するよう努めます。 

  ① 全国標準学力テストの実施 

    児童生徒の学力の実態と学校の指導上の課題を明らかにし、指導法の   

改善等に生かすため、文部科学省が実施する全国・学力学習状況調査と   

は別に小学校２、４年生及び中学校２年生の児童生徒を対象に全国標準   

学力テスト※28 を実施します。 

    ※28 全国標準学力テスト 

      児童生徒の学習の定着状況を診断するために用いる全国共通の標準テ     

ストで市販されているものをいう。 

  ② 学校指導訪問の実施 

    町内各校に、教育委員会から指導主事が訪問し、授業参観等を通して

授業改善のための助言や校内研修充実のための支援を行います。 



—21— 

 

第３章 基本計画 

 

  ③ 外国語指導助手の配置 

    外国語教育の充実を図るため、常勤１名、非常勤１名の 2 名体制によ   

る外国語指導助手（ＡＬＴ）※29 を配置します。 

    ※29 外国語指導助手（ＡＬＴ） 

      Assistant Language Teacher の略で、小学校や中学校・高等学校     

において、児童生徒の英語発音や国際理解教育の向上を目的に各教育委員     

会から学校に配置され、授業を補助する、外国語を母国語とする外国語指     

導助手をいう。 

（３）道徳教育の充実 

  児童生徒の道徳性や発達段階及び家庭・地域の実態を踏まえ、教育活動全 

体をとおして道徳教育の一層の充実を図るとともに、命を大切にする心や規 

範意識を重視するなど、実社会や実生活との関わりを大切にした「心の教育」 

の充実を図ります。 

① 人権教育の充実 

    いじめや差別など人権にかかわる諸課題を正しく理解・認識させ、解   

決に向けた実践力を育てます。また、全教育活動を通して計画的に人権   

教育の推進を図るとともに、家庭や地域社会への啓発に努めます。 

② 男女平等参画の推進 

    児童生徒が男女の互いの違いを認めつつ、固定的な役割分担にとらわ   

れずに、その個性と能力を伸ばすことができるよう、適正な男女平等教   

育※31 を推進します。 

    ※31 男女平等教育 

      男女が互いに一人の人間として相手を尊重し、認め合い、力を合わせて     

生きることができる実践的な態度や能力を養うとともに、男女が共に社会     

のあらゆる分野において参画し、貢献しようとする意識を育む教育。 

③ 心のノートの活用 

    心のノート※30 は、児童生徒が身に付ける道徳の内容をわかりやすく   

表し、道徳価値について考えるきっかけとなるものなので、道徳の時間   

をはじめ、学校の教育活動の様々な場面で活用します。 

    ※30 心のノート 

      児童生徒が自己の生き方を考え、自らの道徳性を育む上で参考となる教     

材として学校で用いる冊子。児童生徒の発達段階に応じ小学校１・２年用、     

同３・４年用、同５・６年用及び中学生用に分かれる。 

（４）児童生徒指導の充実 

  効果的な指導体制の確立や教育相談体制の整備、充実に努め、児童生徒一 
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 人ひとりの自己実現への指導援助に努めます。また、あいさつの励行など基 

本的生活習慣の定着と規範意識の高揚を図るとともに、問題行動、不登校、 

いじめ問題については、予防的な指導を積極的に行い、その兆候を早期に発 

見し、家庭と連携して、組織的・継続的な指導・援助に努めます。 

  さらに、携帯電話やインターネットの使用にかかわる指導を含めた情報モ 

ラル教育の一層の推進に努めます。 

  ① いじめ・暴力行為等への取組の徹底 

   いじめは決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの学校

でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、定期的に児童生徒から

直接状況を聞く機会を確実に設ける等、学校教育に携わるすべての関係

者がいじめの兆候をいち早く把握し、解決に向け迅速に対応する。また、

問題行動等を起こす児童生徒については、教育現場での毅然とした指導

を促し、いじめられている児童生徒の立場に立った取組を促進するとと

もに、家庭・地域や警察等の関係機関とも連携・協力し、安心できる教

育現場とするための体制づくりに努める。 

② 生徒指導体制の充実 

    学校間の情報交換や関係機関等からの情報提供及び研修を行い、指導   

体制の充実のための支援を行います。また、町内の小学校・中学校及び   

高等学校における生徒指導について、学校間の連携を図りながら有効適   

切な指導体制を確立し、生徒指導の充実を図ることを目的に関係教職員   

で構成し設置されている「七飯町生徒指導推進連絡協議会」の活動の充   

実を図ります。 

  ③ 教育相談体制の充実 

    教師と児童生徒の人間的な触れ合いを通して心の絆を深め、一人ひと   

りの心の理解を深めるとともに、児童生徒の悩みや不安を受け止めるた   

め、学校における教育相談の充実を図ります。また、個人指導票等の活   

用による不登校の未然防止や小中連携による中１ギャップの解消に努め   

るとともに、悩みがあり保健室登校や相談室登校する児童生徒に対し、

チームで取り組めるよう支援します。 

    さらに、教育委員会学校教育課内に教育相談総合窓口を開設し、児童

生徒や保護者の教育に関わる相談に応じる体制を整えます。 

  ④ 不登校対策の充実 

    大中山コモン内に設置している適応指導教室「レインボー」について、   

適応教育指導員１名を配置し、児童生徒の学校復帰を目指し、「学習支援」   

や自然体験、ものづくり体験等の「体験活動」、「スポーツ活動」などに 
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よる生活習慣の改善や自立支援のための指導の充実を図ります。また、   

定期的に「七飯町適応指導教室運営会議」を開催し、情報交換や改善に   

向けた事例紹介及び研修を行い、学校での取組を支援します。 

（５）学校体育と学校保健指導の充実 

  武道も必修化（中学校）となった新学習指導要領に基づき、指導内容・方

法の工夫による学校体育の充実を図り、生涯スポーツの基礎づくりに努めま

す。また、心の教育、性教育、食育等の推進を図り、児童生徒の健康管理に

努めます。 

さらに、環境衛生検査及び設備等の点検により、児童生徒の健康や安全の 

保持に努めます。 

  ① 運動部活動指導の充実 

    各中学校の運動部活動の指導において、必要に応じて外部指導者を活   

用し、運動部活動指導の充実を図ります。 

  ② 児童生徒の健康管理の充実 

    各学校において、学校医・学校歯科医等の協力により各種検診を行い、   

児童生徒の疾病の早期発見及び健康増進のための保健指導に努めます。 

  ③ 学校保健の充実 

    学校保健関係者の指導・研修、児童生徒の健康診断に関する指導・協   

力、学校保健研修会及び研究協議会等の開催など学校保健の充実に努め   

ます。 

（６）特別支援教育の充実 

  障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する 

という視点に立ち、児童生徒一人ひとりの教育ニーズを把握し、その持てる 

力を高め、障がいによる学習上又は生活上の困難を克服するための適切な指 

導及び必要な支援の充実に努めます。 

  ① 就学相談の充実 

    新たに小学校に就学する障がいのある児童及び在学中の障がいのある   

児童生徒の就学に関し、適切な教育を行うため、就学相談の充実を図り、   

七飯町就学指導委員会の調査・判定を経て、町立小学校の特別支援学級、   

特別支援学校への就学及び在学児童生徒の特別支援学級等への移行を

円滑に進めます。 

  ② 特別支援教育支援員の充実 

    一人ひとりの教育ニーズに応じた支援体制を充実させるため、必要に   

応じ各小中学校に特別支援教育支援員を配置し、特別支援教育の指導体   

制の整備に努めます。 
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③ 教育支援計画等の作成と活用 

    障がいのある児童生徒のための「個別の教育支援計画※32」及び「個別   

の指導計画※33」を作成し活用を促すとともに、通常学級に在籍する特別   

な支援を必要とする児童生徒のための指導の充実を図ります。 

    ※32 個別の教育支援計画 

      障がいのある子どもを生涯にわたって支援する視点から、子どものニー     

ズを把握し、様々な関係者が連携して、適切な教育的支援の目標や内容、     

方法などについて作成した計画のこと。 

※33 個別の指導計画 

      幼児・児童生徒一人ひとりの障がいの状態等に応じたきめ細かな指導が     

行えるよう、幼稚園や学校における教育課程や指導計画、個別の教育支援     

計画等を踏まえて、より具体的にその幼児・児童生徒の教育ニーズに対応     

して、指導目標や指導内容・方法等を盛り込んで作成した計画のこと。 

（7）キャリア教育の充実 

  教育活動全体を通して、望ましい職業観・勤労観、職業に関する知識や技 

能を身に付けさせます。また、ボランティア活動・職場体験やインターンシ

ップ※３4 を推進し、人間関係を形成する能力や自己の個性を理解し、自分へ

の自信を育てるキャリア教育※35 の充実に努めます。 

  ※34 インターンシップ 

    生徒や学生に望ましい勤労観や職業観を身に付けさせるため、在学中に企業   

などで行う就業体験。 

  ※35 キャリア教育 

    キャリア（経験）を活かして、現在や将来を見据えることなどを主眼として   

行われる教育。 

（8）環境教育の充実 

  児童生徒の発達の段階や家庭・地域の実態を踏まえ、ラムサール条約湿地

でもある大沼を含めた環境教育※36 の充実を図るとともに、ごみ処理と資源

活用、地球温暖化防止及びＣＯ２の削減に向けた実践的態度を育成します。 

  ※36 環境教育 

    ゴミ処理、資源活用、地球温暖化問題など、自らの生活と自然環境・社会環   

境とのよりよい関わり方について理解を深めたり、実践的な態度を育成するこ   

とを目的とした教育活動。 

（9）国際理解教育の充実 

  外国語指導助手（ＡＬＴ）とのチームティーチング※37 による外国語教育

の充実、小学校における外国語活動の推進を図ります。さらに、外国人留学 
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生との交流や姉妹町のアメリカ合衆国マサチューセッツ州コンコードとの交

流の促進を図り、児童生徒の国際感覚や協調の精神の涵養に努め国際理解教 

育※38 の充実を図ります。 

  ※37 チームティーチング 

    複数の指導者が協同で授業を実施し、指導者の特性の効果的な活用や児童生   

徒の個に応じることが可能という特徴のある指導形態。 

  ※38 国際理解教育 

    世界の諸国民が国を超えて理解し合い、互いに人間として尊敬と信頼をもっ

て協力し、世界の平和を実現することを理念とした教育。 

（10）防災・安全教育の充実 

  施設、設備、通学路の安全点検等、教職員全体で安全な学校づくりに取り 

組み、教職員をはじめ関係者が危機管理意識を持って緊密に連携し、「事件・ 

事故対応マニュアル」、「災害対応マニュアル」や「不審者対応マニュアル」 

などに基づき、実践的な防災・安全教育を推進します。また、児童生徒が事 

件・事故、災害等の危機を自ら回避する能力を身に付けるよう、教育活動全 

体の中で、危機予知や的確な判断力と行動力を育成します。 

  さらに、地域における見守り活動や子ども１１０番の家、不審者情報ネッ 

トワーク等の活用により、家庭・地域・警察等関係機関と連携し、地域ぐる 

みで児童生徒の安全確保を図ります。 

（1１）食育に関する指導の充実 

  児童生徒が、望ましい食習慣を身に付け、自らの健康の保持増進に進んで 

取り組める計画的な食育を推進し、栄養教諭※39 による専門性を生かした指 

導の推進に努めます。 

  ※39 栄養教諭 

    児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる正規の教員。児童生徒の発育に   

おいて、栄養状態の管理や、栄養教育の推進をめざして 2005 年（平成１７年）   

に新たに設けられた職。 

  ① 計画的な食に関する指導の推進 

    食に関する指導の全体計画、年間指導計画を活用して、継続的、かつ   

体系的な指導に努めます。 

  ② 学校給食の充実 

    「安全でおいしい学校給食」を提供するため、衛生管理の徹底を図る   

とともに、学校給食が生きた教材として活用されるよう食事内容の充実   

に努めます。 

  ③ 地場産品活用の促進 
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安全な食材の確保と地産地消※40 の推進のため、地場産品の活用を促   

進します。 

    ※40 地産地消 

      地域生産地域消費の略語で、地域で生産された様々な生産物や資源（主     

に農畜産物や水産物）をその地域で消費すること。 

  ④ 食育の推進 

    小学生とその保護者を対象に、食育に関するセミナーを開催し、体験

活動を中心とした食育の推進に努めます。 

  ⑤ 学校給食費の未納対策 

    学校給食費の公会計化を図り、一元化された給食費納入システムによ   

り適切な管理運営を行うとともに、給食費の未納者に対しては、督促通   

知や個別訪問、支払督促※41 の活用により確実な給食費の収納に努めま   

す。 

    ※41 支払督促 

      裁判所から債務者へ支払するよう命令を出してもらう制度。 

（12）育英基金制度の充実 

  進学の意欲と能力がありながら、家庭の経済的な理由により高校、大学、 

各種学校及び大学院への進学が困難な者に対して育英資金を貸与し、将来を 

担う有能な人材の育成に努めます。 

（13）小中高の連携による一貫教育の取組 

  英語教育の推進を図るため、町内小中学校及び北海道七飯高等学校との英

語教育における連携型小中高一貫教育※42 の実施に取り組みます。 

  ※42 連携型小中一貫教育 

    市町村立小中学校と都道府県立高校が教育課程の編成や、教員・生徒の  

交流などで連携を深め、9 年間の一貫した教育を実施するもの。 

（14）学習環境の整備・充実 

  教育施設の安全性・快適性の確保のため、耐震化や危険校舎の改築等を行 

うとともに、質の高い学校教育を推進するため、学校図書や教材備品の整備 

を計画的に進めます。また、情報化社会の進展に伴い、学校においてもＩＣ 

Ｔ環境の整備を推進します。 

  ① 学校施設の整備促進 

    学校施設の老朽化に対して、安全で快適な学習環境を維持するため、   

計画的に施設修繕や改修工事を実施します。 

  ② 学校施設耐震化の促進 

    平成２１年度に実施した学校施設の耐震度調査の結果に基づき、耐震 
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       度の低い学校施設については、計画的に耐震化を図ります。 

  ③ 学校ＩＣＴ環境の整備・充実 

    教科等において、児童生徒の発達に応じた情報教育に関する内容を系   

統化し、ＩＣＴ※43 を活用した授業や年間指導計画に位置づけた情報モ   

ラル教育の推進に努めるとともに、校務の効率化のための教職員用コン   

ピュータの整備を進め、教育現場におけるＩＣＴ環境の整備・充実を図   

ります。 

※43 ＩＣＴ 

      Information and Communication Technology の略。情報（informa-     

tion）や通信（communication）に関する技術の総称のこと。日本では、     

ＩＴ（Information Technology：情報技術）の方が普及しているが、国     

際的にはＩＣＴの方が一般的。 

  ④ 学校図書の整備・充実 

    町内小中学校の学校図書ネットワークの構築によるデータベース化を   

図り、学習活動の充実に努めます。 

  ⑤ 教材備品の整備・充実 

    新学習指導要領の円滑な実施に向けて教材備品の整備を図り、教育活   

動の充実に努めます。 

 

 ４ 生涯教育の推進 

 

【目標】 

  家庭や地域社会における社会教育の向上のため、関係機関と連携を図り、 

 町民一人ひとりが生涯を通じて様々な学習活動を実践し、芸術・文化に親 

 しめるよう、生涯学習社会の構築に努めます。 

［主な推進施策］ 

（１）生きがいづくりの推進 

  教育委員会の主導により、各地域の中・高年齢者世帯に対し、各地域の特 

性に合った事業を推進し、地域の活力を創出するとともに、生きがいを持っ 

て生活できる事業を展開します。 

（２）生涯学習推進体制の整備 

  時代に対応した社会教育の推進を図るとともに、地域の特色を生かした生 

涯学習活動を支援し、生涯学習社会の実現に努めます。 

  ① 町民文化祭の開催 
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本町における文化活動の振興を図るため、各種文化団体、公民館講座、   

サークル団体及び一般町民の参加を求め、日頃の活動の成果を発表し、   

町民相互の交流の場である町民文化祭を開催します。 

  ② 老人大学の開校と生涯学習の推進 

    生涯学習の素晴らしさ・楽しさ等を広げ・深め・高めるため、町内３   

地区において老人大学を開校します。 

（３）社会教育施設の利用促進 

  生涯学習の拠点であると同時に地域づくりの拠点として、時代に即した社 

会教育を推進するため、地域に密着した生涯学習機能の充実と行政サービス 

の向上を図ります。 

  ① 生涯学習の推進 

    生涯学習の拠点として、七飯町文化センター、七飯町歴史館、大中山   

コモン、南北海道大沼婦人会館及び各地区公民館との連携を図り、地域   

に密着した生涯学習機能の充実に努め、行政サービスの向上を推進しま   

す。 

  ② 生涯学習機会の提供 

    図書資料の充実強化を図るとともに、各種事業を実施し、多様な学習   

機会の提供に努めます。 

  ③ 社会教育関係団体の育成 

    関係機関、関係団体との連携を図り、社会教育関係団体の育成に努め   

ます。 

（４）青少年の健全育成 

  青少年の非行防止に努めるとともに、青少年の体験・交流活動、社会参加 

活動等の充実を図り、郷土を愛し、明日の七飯町を担う心豊かで心身ともに 

たくましい青少年の育成に努めます。 

  ① 子どもの安全・安心で健やかな居場所づくりの推進 

    文部科学省が推進する「放課後子どもプラン※44」に基づき、放課後子   

ども教室を開設し、放課後における子どもの「安全・安心」な活動拠点   

の確保と、様々な交流体験や学習、スポーツ等の機会を通して、心豊か   

で健やかな子どもの育成に努めます。 

    ※44 放課後子どもプラン 

      地域社会の中で、放課後や週末等に子どもたちが安全で安心して、健や     

かに育まれるよう、文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労     

働省の「放課後児童健全育成事業」を一体的あるいは連携して実施するも

の。具体的には、放課後や週末等の子どもたちの適切な遊び場や生活の場 



—29— 

 

第３章 基本計画 

 

を確保したり、小学校の余裕教室などを活用して、地域の方々の参画を得

ながら学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動などに取り組む。 

  ② 子どもの主体的・自主的な健全育成活動の推進 

    子どもの自立を促し、自己肯定感を高めていくことをめざし、子ども   

会活動などを通じ、子どもたち自身が主体的に活動できる場や機会の充   

実及び子どもたちの自主的活動を支える環境づくりを推進します。 

（５）家庭と地域の教育力の向上 

  家庭教育は、子どもの基本的な生活習慣・生活能力・豊かな情操、他人に 

対する思いやりや善悪の判断などの基本的倫理観、自立心や自制心、社会的 

なマナーなどを身に付ける上で大変重要な役割を果たします。 

  そのため、様々な状況にある子育て中の親に対し、きめ細やかな支援を行

うとともに、地域が一丸となって子どもの基本的生活習慣の確立や生活リズ

ムの向上に繋がる取組を推進し、家庭の教育力の向上を図ります。 

  ① 幼稚園・保育所（園）における子育て支援 

    保護者の子育てに対する不安を解消し、親がその喜びを感じることが   

できるよう、幼稚園・保育所（園）が子育て支援センターと連携し、地

域の幼児教育センターとして家庭教育に関する相談等子育て支援を行い

ます。 

  ② 家庭教育に関する学習機会の提供 

    乳幼児健診や就学前健康診断など多くの親が参加する機会を利用し、   

家庭教育に関する理解を深める場や学習の機会をつくるとともに、父親   

の家庭教育への参加を促進ます。 

  ③ 「早寝早起き朝ごはん」運動の推進 

    子どもの基本的な生活習慣の定着化を図るため、「早寝早起き朝ごは   

ん」運動※45 を、学校と家庭、地域が連携して推進します。 

    ※45 「早寝早起き朝ごはん」運動 

       子どもの生活リズムの乱れと、学習意欲や体力の低下との関連に着目      

し、文部科学省が平成１８年に国民運動として提唱した運動のこと。 

  ④ 家庭学習・読書習慣の推進 

    家庭における生活習慣・学習習慣を確立させるため、小学校入学前の   

家庭を対象とした家庭学習の啓発資料の配布。「ノーテレビ・ノーゲーム   

デー」の推進や学校における読書習慣を家庭での読書習慣につなぐ取組

を推進します。 

（６）芸術・文化の振興 

  芸術文化、生活文化、伝統文化の各分野の振興を図り、施設の整備や既存 
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施設の活用などによる拠点づくりや関係団体の支援・育成などを推進し、地 

域に根ざした個性豊かな文化の創造に努めるとともに、児童生徒に芸術文化 

に接する機会を提供し、情操を養い、個性の伸長を図ります。 

  ① 芸術文化活動の推進 

    七飯町文化協会を中心に文化振興事業を展開し、関係団体や指導者の   

支援、育成と広報の充実を図り、地域に根ざした個性豊かな文化活動の

さらなる推進を図ります。 

  ② 文化事業の充実と文化施設ネットワーク化の推進 

    芸術文化に対する要望や関心の高まりに対応し、文化鑑賞事業等を対   

象に七飯町文化センター、函館市民会館、函館市芸術ホール及び北斗市   

総合文化センターかなでーるなど近隣市の各文化施設の連携によるネッ   

トワーク化を推進し、効率の良い事業運営を図ります。 

  ③ 文化施設の利用拡大と効率的な管理運営の推進 

    町民が快適に利用し、活動できる町内各文化施設の特徴を生かした管   

理運営を行い、文化活動の拠点づくりに努めます。 

（７）文化財の保護・管理の推進 

   文化財の保護・調査と整備・活用を図るとともに、普及・啓発に努めま  

す。また、数多くの貴重な文化遺産を核に、町民との協働による郷土の豊  

かな歴史を活かした文化の香り高いまちづくりを推進します。 

  ① 文化財の保護と活用 

    文化財の適切な保護・管理を行うことにより、町民の共有財産といえ   

る貴重な文化財を末永く後世に伝えるとともに、文化財の有効活用を図   

り、郷土の歴史と文化の理解を深めます。 

  ② 埋蔵文化財の保護と調査の充実 

    埋蔵文化財※46 の保護と調査の充実を図り、民間開発の調整と迅速な   

対応に努めるとともに、町民の共有財産として公開・活用を図ります。 

    ※46 埋蔵文化財 

       地下に埋もれたままになっている文化財のこと。埋蔵文化財には、土      

地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚などの「遺構（いこう）」      

と土器や石器などの「遺物（いぶつ）」があり、これらが分布している      

地域を「遺跡（いせき）」という。 

  ③ 史跡の整備と活用 

    史跡※47 の保存整備を進め、史跡を通して児童生徒から大人までの幅   

広い年齢層への歴史学習の場、憩の場としての活用に努めます。 

    ※47 史跡 
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         貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡の中で、歴史上又は学      

術上価値が高いと認められ、保護が必要なものについて、国及び地方公      

共団体（都道府県、区市町村）が指定を行ったもの。 

  ④ 歴史館の充実 

    埋蔵文化財等の常設展示及び民族資料（民具等）を展示する施設とし   

て位置づけ、町民の文化財に対する意識の高揚を目的とした効率的な展

示・活用に努めるとともに、併せて、企画展、講演会、講座等を開催し   

七飯町歴史館の充実と活用を図ります。 

（８）生涯スポーツの推進 

  スポーツを通じて、生涯健康で明るく充実した生活が送れるよう、施策の 

強化に努めるとともに、町民が気軽にスポーツに親しめる環境を整備するた 

め、スポーツ施設の改修や設備の充実を図り、利用者の利便性の向上や競技 

者の競技力向上に努めます。 

  ① 健康体力づくりの推進 

    各種スポーツ教室、競技会などを開催するほか、町民スポーツとして   

親しまれているミニバレーボールや町民だれもが気軽に楽しむことがで   

きるニュースポーツの普及を図るとともに、町民が自主的にスポーツ・   

レクリェーションに参加する機会の拡充に努めるとともに、各種スポー   

ツ団体、サークルの育成と活動の促進を図るため、体育協会の活動を支   

援します。 

  ② 総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

    町民の自主的で日常的な健康の保持・増進を図る活動を推進する町民   

が主体となった総合型地域スポーツクラブ「ななえスポーツクラブ『ぷ   

らっと』」の育成・支援を行います。 

  ③ 各種スポーツ指導者の育成 

    スポーツの推進及び競技力の向上を図るため、その体育指導の中心的   

な役割を担うスポーツ推進委員をはじめ、各種スポーツの指導者の育成

と確保に努めます。 

  ④ スポーツ・レクリェーション施設の整備・充実 

    町民の生涯スポーツを支援するため、スポーツ・レクリェーション施   

設の整備・充実に努めます。 
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第４章 計画の見直し 

 

 １ 計画の改訂 

 

 急速に変化する社会の中で、教育が対応すべき課題も日々刻々と変化してお

り、こうした状況に対応するために、特別の事情がある場合には、計画期間内

であっても必要な見直しを行い、その一部を改訂することとします。 

 また、この計画は、第４次七飯町総合計画（以下「総合計画」という。）の計

画期間である平成２７年度までに取り組むべき主な推進施策について示してい

ますが、次期計画については、総合計画との整合性を図りながら見直しを行い、

計画年次を含め、中長期を見据えた計画策定をめざすこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



—33— 

 

資 料 編 

 

〔資料１〕 

   七飯町教育振興基本計画策定委員会設置要綱 

平成２４年２月７日  

教育委員会訓令第３号  

 （設置） 

第１条 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基 

 づき、本町における教育振興の基本計画（以下「基本計画」という。）を策定 

 するため、七飯町教育振興基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を 

 設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

（１）基本計画策定のための基本的事項について意見を述べること。 

（２）基本計画案について必要な検討を行うこと。 

（３）その他目的を達成するために必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１２名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから七飯町教育委員会（以下「教育委員会」 

 という。）が委嘱する。 

（１）ＰＴＡ関係者 

（２）学校関係者 

（３）社会教育関係者 

（４）学識経験者 

（５）その他教育委員会が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、基本計画の策定が終了するまでとする。ただし、選任 

 当時の職及び役職を離れるに至ったときは、当該委員は、委員の職を辞した 

 ものとみなす。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長 1 人及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は委員の互選による。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 
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第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初の委員会は、教育 

 委員会教育長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決 

 するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、 

 その説明又は意見を聴くことができる。 

 （事務） 

第７条 委員会の事務は、教育委員会学校教育課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めのない事項については、委員長が委員に諮り決定する 

 ものとする。 

   附 則 

 この訓令は、平成２４年２月７日から施行する。 
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〔資料２〕 

七飯町教育振興基本計画策定委員会委員名簿 

 

   委 員 長  服 部   満  七飯町社会教育委員長 

   副 委 員 長  松 崎 満洲夫  七飯町文化財保護審議会委員長 

   委   員  大 森 章 吾  大中山小学校 PTA 会長 

          館   義 彦  七飯中学校 PTA 会長 

          市 川 秀 雄  七飯町小中学校校長会会長 

          山 上 正 純  一般教職員代表(大中山小学校教諭) 

          山 下 堅 一  七飯町文化協会副会長 

          田 本 正 彦  七飯町体育協会会長 

          小 松   悟  七飯マリア幼稚園園長 

          太 田 明 代  大沼保育園園長 

 

事 務 局  北 村   到  学校教育課長 

          松 本   亨  生涯教育課長 

          佐々木 宏 美  学校教育課庶務係長 
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七飯町教育振興基本計画策定委員会開催経過 

 

平成２４年３月２９日（木）第１回委員会を開催 

 

４月２４日（火）第２回委員会を開催 

 

５月２８日（月）第３回委員会を開催 

 

６月２６日（火）第４回委員会を開催 

 

７月２４日（火）第５回委員会を開催 

 

８月２１日（火）第６回委員会を開催、答申 
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