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教育基本理念 

平成２４年１１月制定 

 先人の築いた日本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。 

      人がきずなで結ばれ 

             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】 

 子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。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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教育基本目標 

  

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

平成２４年１１月制定 
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１ はじめに 

 

 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。 

 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

とは今後の日本の大きな課題です。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、引き続き重視していきます。 

一方、いじめに端を発した教育委員会の責任体制の在り方や透明性の確保など

の課題を解決するため、平成２７年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律」（以下「改正地方教育行政法」という。）が施行さ

れ、教育委員会制度が大きく改正されました。 

改正点には４つのポイントがあります。一つ目は教育委員長と教育長を一本化

した新「教育長」の設置、二つ目は、教育長へのチェック機能の強化と会議の透

明化、三つ目が、すべての地方公共団体に総合教育会議を設置、四つ目が教育に

関する「大綱」を首長が策定するとなっています。 

 このように、教育行政が大きく変化する中で、その指針となっていた平成２４

年１１月に策定した第１次七飯町教育振興基本計画（以下「現計画」という。）が

本年度末で終了します。 

現計画期間中も、子どもたちの命さえ奪いかねない「いじめの問題」や、学力・

体力の向上、年少人口の減少に伴う義務教育施設の在り方、生涯教育施設の充実、

高齢化率の上昇に伴う高齢者の健康増進、伝統・文化の継承や文化財の保護など

課題は継続しており、引き続き計画性をもって取り組みを進めていく必要があり
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ます。 

このため、本年度末で終了する現計画について、基本的な考え方を踏襲しつつ、

制度改正や時勢の変化などを考慮して見直し、平成２８年度を初年度として、平

成３２年度までの５年間を計画期間とする第２次七飯町教育振興基本計画（以下

「新計画」という。）を策定します。 

 なお、新計画は現計画を基本的に踏襲するものであることから、考え方に変更

のないものや、用語の解説については省略してあります。また、新計画は計画期

間中の七飯町教育行政の基本的な考え方を示したものです。具体的な考え方につ

いては、毎年度の七飯町教育行政方針で示すこととします。 
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２ 開かれた教育行政の推進 

  

平成２７年４月から施行された改正地方教育行政法により、教育委員会制度は

大きく改正され首長が主宰する総合教育会議の設置や新「教育長」の創設など、

首長と教育委員会の連携強化、責任体制の明確化が図られました。 

新制度が、その機能を十分に発揮するためには、新「教育長」のもとで事務局

が一丸となって地域の教育力の向上を目指すことが求められます。さらに教育委

員会議の積極的な情報公開や教育委員と学校現場等との連携強化を図り、地域に

開かれた、信頼される教育委員会を目指します。 

 

３ 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通して総合的な指導を行う幼稚

園・認定こども園・保育所（園）（以下「幼稚園等」という。）は、就学前教育

の中核としての役割を担っています。 

このため、幼稚園等が地域の幼児教育施設として、家庭・地域との連携をすす

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、あいさつ等の基本的な生活習慣など「生きる力」の基礎を培う教育

力の向上をめざします。 

また、幼稚園等と小学校の教職員が、幼児教育と小学校教育との連携・接続の

強化を図るため、相互理解を深めるとともに、行政とも綿密に連携し、家庭（保

護者）の子育てを支援します。 

 

４ 学校教育の充実 

学校教育では、子どもたちの安全・安心の確保を最優先課題として取り組みま

す。特に「いじめ問題」については、被害を受けた子どもが命を絶つという悲し

い出来事が、いまだに各地で発生しています。このため、七飯町からは一人も犠

牲者を出さないという強い決意で、平成２７年度に策定した七飯町いじめ防止基
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本方針に基づき、学校、保護者、地域が一体となって取り組みます。 

また、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、道徳教育の充実を図り、家庭、地域社会との連携のもと、互いに話し合う学

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。 

このような取組を通して、児童生徒にとって「行きたい学校」、保護者にとって

「通わせたい学校づくり」を目指します。 

 

（１）学校経営の充実  

 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を生かせる協働体制

の確立に努めます。七飯町教育研究所と連携し、サークル研究活動の推進や町内

授業公開研究会の開催、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。 

保護者や地域に対して学校教育に関する情報発信を積極的に行い、地域ととも

に歩む学校づくりをより推進するため、平成２８年度からコミュニティ・スクー

ルをすべての小中学校に導入します。 

少子化が加速する中で、文部科学省で作成した「公立小学校・中学校の適正規

模・適正配置等に関する手引き」に基づき、小中学校の在り方について検討・協

議し、子どもたちにとって望ましい学校を目指します。 

  

（２）基礎・基本の確実な定着に向けた指導の充実 

児童生徒一人ひとりに確かな学力を身につけさせることは、学校教育の責務で

す。平成２７年度の全国学力・学習状況調査では、全道・全国平均と比べてまだ

劣っている領域があるものの、相対的には底上げが図られています。 

引き続き、各学校で課題を把握し確かな学力の向上を目指すため、全国学力・

学習状況調査や全国標準学力テストの結果等を踏まえ、今後も「学校改善プラン」

を毎年度策定し、指導の改善を図るなどの取組を進めていきます。 

七飯町校長会で作成しているリーフレット「七飯町家庭学習の手引き」につい

ては、今後も新 1 年生に配布します。全学年で手引きに基づいた各家庭での取組

を推進し、家庭学習の定着化を図ります。また、「朝食を毎日食べる」「家の人と



 

8 
 

学校の出来事について話している」「就寝・起床時間など規則正しい生活をしてい

る」と答えた児童生徒の学力が高い傾向にあることから、望ましい生活習慣の形

成を支援します。 

 教育委員会としても、外国語指導助手（ＡＬＴ）を継続して配置するとともに、

指導主事による学校指導訪問、各学校への学習支援員の配置などを通して、確か

な学力の習得を推進します。 

 

（３）道徳教育の充実 

命を大切にする心や規範意識を重視し、実社会や実生活との関わりを大切にす

る「心」を養います。このため、副読本「私たちの道徳」を積極的に活用すると

ともに、ボランティアや体験活動などを推進し、「生きる力」を培います。 

また、総合的な学習の時間等を利用して七飯町の魅力や歴史について学ぶため

の資料提供等を行い、ふるさと教育の推進を図り、自然を大切にする心やふるさ

とを愛する心を培います。 

 「いじめ」は絶対に許されないことです。「どの子にも、どの学校でも起こり

うるもの」であるとの共通認識に立ち、児童生徒の安全安心を確保します。この

ため平成２７年度に策定した「七飯町いじめ防止基本方針」に基づき、学校に関

わるすべての人が「いじめ」防止に取り組みます。 

また、不登校となった児童生徒の学習支援等の場所として、大中山コモンに開

設している七飯町適応指導教室「レインボー」を引き続き開設します。 

なお、小学校では平成３０年度から、中学校では平成３１年度から道徳の時間

が「特別の教科 道徳」となります。このため、各小中学校では教科化に対する

準備を進めます。 

 

（４）学校体育と学校保健指導の充実 

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。 

しかし食事面では、核家族化や働き方の多様化などにより、３食をしっかり食

べるという習慣も、以前に比べて少なくなっている傾向も見受けられます。また
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運動面では、小学校の頃から少年団などで専門的にスポーツに打ち込む子どもた

ちがいる反面、ゲーム機の普及と外遊びする場所が少なくなったことなどによっ

て、運動する子としない子に二極化しています。 

児童生徒の体力・運動能力に関する全国調査によると、七飯町の児童生徒は、

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、全国学力・学習状況調査による家庭における生活習慣では、特に食習慣

に関し、朝食を毎日食べる児童生徒の割合が低い傾向にあります。 

子どもの食事や運動などの生活の基本は、本来、学校と家庭が一体となって築

かれるものです。 

このため、家庭の協力を得て体育や保健指導を中心に、生涯にわたって積極的

にスポーツに親しむ習慣を培います。あわせて、保健活動の充実を図り、望まし

い食習慣の形成や健康な身体づくりに取り組みます。 

 

（５）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。 

 このため、特別支援教育支援員を引き続き各学校に配置し、児童生徒に対する

支援を充実させるとともに、教育委員会に担当指導主事を配置し各学校での取組

を支援します。 

また、幼稚園等・小学校・中学校における校種間の円滑な接続と継続的な支援

を行うため、平成２８年度から新たに設置する教育支援委員会と連携し、適正就

学のための相談・指導の充実を図ります。 

 

（６）食育の推進 

 朝食には、大きく分けると脳のエネルギー源（ブドウ糖）の補給や体温上昇に

よる代謝の活性化などの作用、そして排便の習慣づくりの３つの役割があります。

全国学力・学習状況調査でも、朝食を食べる児童生徒の学力が、食べない児童生

徒の学力に比べて比較的高い傾向にあるという結果からも、朝食の効果は明らか
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です。 

 このことから、児童生徒が食の大切さを学び、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むことができるよう、栄養教諭による専門性

を生かした計画的な食育を推進します。 

 また、平成２７年度から供用開始となった給食センターでは、衛生管理の徹底

やアレルギー対応食も含めた献立の充実を図ります。特に、その食材については、

地場産品を計画的に使用します。 

 

（７）教育環境の整備・充実 

 教育施設の安全性・快適性確保のため、耐震化や危険校舎の改築等はもとより、

学校と連携を密にしながら、早い段階での維持補修に努め長寿命化を図ります。 

質の高い学校教育を推進するため、学校図書や情報機器も含めた教材備品の整備

を図ります。 

 また、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、

大学院等への進学が困難な学生生徒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。あわせて、社会経済情勢に合わせて必要に応じ見直し

を図ります。 

 児童生徒が、安全に安心して学校生活を送るためには、いじめの根絶はもとよ

り、不測の事態が発生したときに、学校としての安全対策を万全にしておく必要

があります。このため、各対応マニュアルに基づく実践的な防災・安全対策の推

進を図ります。さらに、通学路や地域の遊び場などについても、家庭・地域・関

係機関との連携し、地域ぐるみで安全確保を図ります。 
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５ 生涯教育の推進 

  

七飯町が活力に満ちた町として発展するには、個性豊かで創造力に富んだ人材

を育成し、生涯を通じて学ぶ喜びが実感できる生涯学習社会の構築が重要です。

このため、町民一人ひとりが地域の自然や歴史・文化に親しみながら生涯にわた

り学び続けることを通じて、豊かな人間性を育むことのできる生涯学習推進体制

を確立します。さらに学習機会の拡充や地域と連携した学習活動を推進します。 

また、子どもたちの健やかな成長のために、家庭や地域が一体となって健全育

成に取り組むことのできるよう、地域の教育力の向上に努めます。併せて、郷土

の発展に欠かせない文化意識の高揚と文化財の保護・活用など、文化施策を積極

的に推進します。 

    

（１）生涯学習  

七飯町には、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   

を併せ持つ文化センター、そして大中山地域に大中山コモン、大沼地域に大沼婦

人会館が、それぞれの地域に設置されているほかに、１３の社会教育施設と、３

公民館が各地区に設置され、地域のニーズに応じた活用が図られています。 

文化センターは、文化・芸術活動はもとより、学習活動や各種の研修・研究活

動に幅広く利用され、生涯学習の中心的役割を果たしています。 

 また、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います。  

各地区の会館では、地域のニーズに対応したサークル活動が行われています。

利用者数は、文化センターでは伸びていますが、他の会館等では横ばいとなって

います。公民館では、公民館講座が開催されていますが、定数に対する応募人員

が低迷しています。 

 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、毎年多くの高齢者の方が入学し、様々な学習活動に

取り組んでいます。しかし、高齢者数が増えているものの入学者数は減少してい
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ます。 

希薄化する地域社会や平均寿命の伸長に伴う要介護者数の増加などの課題に対

して、生き甲斐の創出や健康寿命の延伸を図ることは、生涯学習の非常に重要な

役割となっています。 

このため、公民館講座やサークル活動での成果を発表する場である町民文化祭

への参加を促し、町民への活動内容の周知を図るとともに、町民との交流を図り、

各種活動への参加及び団体の育成に努めます。また、情操教育の観点からも児童

生徒の芸術文化活動について、引き続き支援します。 

 老人大学については必要に応じて講座の見直しを行い、高齢者が生き甲斐をも

って参加できるよう活動内容の充実を図ります。 

 また、生涯学習はもとより地域づくりの拠点でもある社会教育施設については、

地域のニーズを考慮しながら、整備充実を図ります。 

 

（２）青少年の健全育成 

 青少年の非行防止と健全育成を図るうえで、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。 

 毎年実施している全国学力・学習状況調査による七飯町の児童生徒の生活習慣

は、朝食をとる子どもの割合が低いばかりでなく、スマホ・携帯を行っている時

間が長い、定時就寝が少ないなど不規則な生活習慣が見られます。 

 このため、地域とともに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ます。 

 また、子どもの安全・安心が確保された居場所づくりや子ども会など子どもの

主体的・自主的な健全育成活動を推進します。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。 
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（３）文化財の保護・管理の推進 

七飯町の文化財の保護・管理の拠点である歴史館では、狩猟・採集をしていた

時代から現代に至るまでの七飯町の歴史や、日本における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、昭和時代初期までの四季折々の生

活の様子を常設展示するなど、町民の学習活動を支える環境が整えられています。 

 歴史館の入館者数は、収蔵資料の整理や子どもたちや町民を対象にした各種事

業の拡充などにより、企画展の実施回数が減少していることなどから、横ばい状

態で推移しています。 

 今後は、北海道新幹線の開業や道の駅の設置など交流人口の増大が見込まれる

ことから、史跡等の保護・管理の充実はもとより、その活用についても積極的に

検討していく必要があります。 

 このため、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。 

 

（４）生涯スポーツの推進 

平成２７年度に、民間から移譲を受けた施設が大中山地区の地域体育館として

活用されています。これにより、大中山コモンや学校開放での混雑の緩和が図ら

れました。 

 町民の生涯スポーツに対するニーズは高く、健康寿命の延伸を図るうえでも各

種スポーツ団体、サークルの育成と活動の促進、そして老朽化している施設の整

備を図っていく必要があります。このため、スポーツを通じて、健康で明るく充

実した生活が送れるよう、各種スポーツ教室や競技会の開催、団体や活動の支援、

指導者の育成等を行い、町民の健康体力づくりを推進します。 

 また、町民の自主的かつ日常的な健康の保持・増進を図る活動を推進するため、

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。これらの活動の拠点となる施設について、老朽化

している施設もあり、点検等を行いながら計画的な整備を進めます。 
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６ 計画の見直し 

 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うこととします。         

   


