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 少子高齢化やグローバル化、ＩＣＴ社会の進展、価値観の多様化など、社会が大きく変

化する中、町民一人ひとりがそれぞれの力を発揮し、心豊かに相互に支え合う自立性の高

い地域づくりを進めるためには、柔軟かつ積極的な教育行政の推進が重要であります

 清里町は今年度、「第５次清里町総合計画」の見直しを図り、後期

策定し、教育分野においては引き続き「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくり

のまち」を基本目標として、生涯学習の推進

３２年度までの

 清里町教育推進計画の策定にあたっては、学校関係者、社会教育委員、スポーツ推進委

員の代表者による清里町教育推進計画策定委員会を設置し、本町の教育推進のための現状

と課題等を分析し、平成２８年度～平成３２年度までの５年間の計画について答申を頂き

ました。 

 具体的な取り組みは、

育の充実」

援し、社会性を培う幼少年教育の充実

推進」、「健康で心豊かな生活を実現する生涯スポーツの推進

の学習環境の整備

 本計画を本町教育推進の

関係団体並びに町民の皆様のご理解と参画をお願いいたします。

 終わりに、大変熱心に長時間ご議論いただき答申していただきました策定委員の皆様を

はじめ、関係各位に心よりお礼申し上げるとともに、計画実行の際にもご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。
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第１節  

 

 清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

として、「清里町教育推進

した。 

 この間、私たちを取り巻く環境は変化し、少子

す大きな課題となっています。

 また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

因する生活習慣の問題

まなければならない状況にあります。

 このような中、子どもたちが

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

ていくことが必要です。

 本町では、

育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標として教育の

 清里町教育推進計画は

基本法をはじめとする各種法令の規定に基づいて、教育施策を

定するものです。

  

 

第２節  

 

 清里町教育推進

育」及び「社会教育」の２つの観点から

また、計画期間は平成

計画により実施します。

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが

行われる場合は、必要に応じて内容の見直しを行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

  計画策定の目的と意義

清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

「清里町教育推進

この間、私たちを取り巻く環境は変化し、少子

す大きな課題となっています。

また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

生活習慣の問題

まなければならない状況にあります。

このような中、子どもたちが

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

ていくことが必要です。

本町では、『第５次清里町

育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標として教育の

清里町教育推進計画は

基本法をはじめとする各種法令の規定に基づいて、教育施策を

定するものです。 

  計画策定の基本

清里町教育推進計画

育」及び「社会教育」の２つの観点から

また、計画期間は平成

計画により実施します。

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが

行われる場合は、必要に応じて内容の見直しを行います。

計画策定の目的と意義

清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

「清里町教育推進計画（平成２３年度～平成２７年度）」を策定して推進してきま

この間、私たちを取り巻く環境は変化し、少子

す大きな課題となっています。

また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

生活習慣の問題や読書離れ、

まなければならない状況にあります。

このような中、子どもたちが

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

ていくことが必要です。 

第５次清里町総合計画』を策定し、教育分野については「豊かな心と文化を

育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標として教育の

清里町教育推進計画は、これら

基本法をはじめとする各種法令の規定に基づいて、教育施策を

 

計画策定の基本

計画は、本町の今後５年間の教育施策を示すものであり、「幼児・学校教

育」及び「社会教育」の２つの観点から

また、計画期間は平成 28 年度から平成

計画により実施します。 

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが

行われる場合は、必要に応じて内容の見直しを行います。

計画策定の目的と意義 

清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

計画（平成２３年度～平成２７年度）」を策定して推進してきま

この間、私たちを取り巻く環境は変化し、少子

す大きな課題となっています。 

また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

や読書離れ、学力や体力についても北海道全体の課題として取り組

まなければならない状況にあります。 

このような中、子どもたちが健やかに

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

総合計画』を策定し、教育分野については「豊かな心と文化を

育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標として教育の

これら本町における各種計画との整合性を図るとともに、教育

基本法をはじめとする各種法令の規定に基づいて、教育施策を

計画策定の基本方針 

本町の今後５年間の教育施策を示すものであり、「幼児・学校教

育」及び「社会教育」の２つの観点から

年度から平成

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが

行われる場合は、必要に応じて内容の見直しを行います。

 

清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

計画（平成２３年度～平成２７年度）」を策定して推進してきま

この間、私たちを取り巻く環境は変化し、少子高齢化の一層の進展は地域の存続を脅か

また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

学力や体力についても北海道全体の課題として取り組

 

健やかに成長し、活力ある

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

総合計画』を策定し、教育分野については「豊かな心と文化を

育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標として教育の

本町における各種計画との整合性を図るとともに、教育

基本法をはじめとする各種法令の規定に基づいて、教育施策を

本町の今後５年間の教育施策を示すものであり、「幼児・学校教

育」及び「社会教育」の２つの観点から構成します。

年度から平成 32 年度までとし、具体的な事業は単年度事業

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが

行われる場合は、必要に応じて内容の見直しを行います。

－１－ 

清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

計画（平成２３年度～平成２７年度）」を策定して推進してきま

高齢化の一層の進展は地域の存続を脅か

また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

学力や体力についても北海道全体の課題として取り組

、活力ある地域

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

総合計画』を策定し、教育分野については「豊かな心と文化を

育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標として教育の

本町における各種計画との整合性を図るとともに、教育

基本法をはじめとする各種法令の規定に基づいて、教育施策を

本町の今後５年間の教育施策を示すものであり、「幼児・学校教

構成します。 

年度までとし、具体的な事業は単年度事業

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが

行われる場合は、必要に応じて内容の見直しを行います。 

 

 

 

 

清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

計画（平成２３年度～平成２７年度）」を策定して推進してきま

高齢化の一層の進展は地域の存続を脅か

また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

学力や体力についても北海道全体の課題として取り組

地域づくりを行うため

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

総合計画』を策定し、教育分野については「豊かな心と文化を

育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標として教育の推進を図ってきました。

本町における各種計画との整合性を図るとともに、教育

基本法をはじめとする各種法令の規定に基づいて、教育施策を計画的に推進するために策

本町の今後５年間の教育施策を示すものであり、「幼児・学校教

年度までとし、具体的な事業は単年度事業

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが

 

清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

計画（平成２３年度～平成２７年度）」を策定して推進してきま

高齢化の一層の進展は地域の存続を脅か

また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

学力や体力についても北海道全体の課題として取り組

づくりを行うため

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

総合計画』を策定し、教育分野については「豊かな心と文化を

を図ってきました。

本町における各種計画との整合性を図るとともに、教育

計画的に推進するために策

本町の今後５年間の教育施策を示すものであり、「幼児・学校教

年度までとし、具体的な事業は単年度事業

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが

清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

計画（平成２３年度～平成２７年度）」を策定して推進してきま

高齢化の一層の進展は地域の存続を脅か

また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

学力や体力についても北海道全体の課題として取り組

づくりを行うためには教育

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

総合計画』を策定し、教育分野については「豊かな心と文化を

を図ってきました。 

本町における各種計画との整合性を図るとともに、教育

計画的に推進するために策

本町の今後５年間の教育施策を示すものであり、「幼児・学校教

年度までとし、具体的な事業は単年度事業

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが

清里町の教育は、「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本目標

計画（平成２３年度～平成２７年度）」を策定して推進してきま

高齢化の一層の進展は地域の存続を脅か

また、子どもたちを取り巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起

学力や体力についても北海道全体の課題として取り組

には教育

の役割が大変重要であることは言うまでもなく、教育環境を整え、計画的に施策を展開し

総合計画』を策定し、教育分野については「豊かな心と文化を

 

本町における各種計画との整合性を図るとともに、教育

計画的に推進するために策

本町の今後５年間の教育施策を示すものであり、「幼児・学校教

年度までとし、具体的な事業は単年度事業

計画期間中においても、教育を取り巻く環境に大きな変化が生じたり、制度改正などが



平成 23

～平成

第３節  

 

 本計画は、

里町教育目標」

会教育中期計画」

 また、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）」

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
５
次
清
里
町
総
合
計
画 
23 年度 

～平成 32 年度 

  計画の構造

本計画は、昭和 43

里町教育目標」に基づき策定され、各学校の教育目標や経営計画並びに「第８次清里町社

会教育中期計画」につながります

また、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）」

第
５
次
清
里
町
総
合
計
画 

 

計画の構造 

43 年に制定された

に基づき策定され、各学校の教育目標や経営計画並びに「第８次清里町社

につながります

また、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）」

【清里町教育推進

１

２

３

４

５

各学校教育目標

各学校経営

年に制定された「清里町民憲章」

に基づき策定され、各学校の教育目標や経営計画並びに「第８次清里町社

につながります。 

また、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）」

【清里町教育推進

１ 清く明るい健康な町をつくります

２ たがいに助け合い平和な町をつくります

３ 仕事に責任を持ち幸福な町をつくります

４ 合理的な生活につとめ豊かな町をつくります

５ 文化を育て楽しい町をつくります

１ 生命を大切にし、健康で明るく、たくましく生きる人

２ お互いの立場を尊重し、助け合い協調・連帯性のある人

３ 仕事に誇りをもち、進んで根気強く働く人

４ ものごとを自主的に判断し、合理的な生活をする人

５ 町民としての自覚をもち文化を高め、郷土を愛する人

単年度計画の推進・検証・評価

各学校教育目標 

各学校経営計画 

「清里町民憲章」

に基づき策定され、各学校の教育目標や経営計画並びに「第８次清里町社

また、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）」

【清里町教育推進計画の構造】

－２－ 

清里町民憲章

清く明るい健康な町をつくります

たがいに助け合い平和な町をつくります

仕事に責任を持ち幸福な町をつくります

合理的な生活につとめ豊かな町をつくります

文化を育て楽しい町をつくります

清里町教育目標

生命を大切にし、健康で明るく、たくましく生きる人

お互いの立場を尊重し、助け合い協調・連帯性のある人

仕事に誇りをもち、進んで根気強く働く人

ものごとを自主的に判断し、合理的な生活をする人

町民としての自覚をもち文化を高め、郷土を愛する人

清里町教育推進

単年度計画の推進・検証・評価

「清里町民憲章」及び昭和

に基づき策定され、各学校の教育目標や経営計画並びに「第８次清里町社

また、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）」

計画の構造】

 

清里町民憲章

清く明るい健康な町をつくります

たがいに助け合い平和な町をつくります

仕事に責任を持ち幸福な町をつくります

合理的な生活につとめ豊かな町をつくります

文化を育て楽しい町をつくります

清里町教育目標

生命を大切にし、健康で明るく、たくましく生きる人

お互いの立場を尊重し、助け合い協調・連帯性のある人

仕事に誇りをもち、進んで根気強く働く人

ものごとを自主的に判断し、合理的な生活をする人

町民としての自覚をもち文化を高め、郷土を愛する人

第８次

清里町教育推進

単年度計画の推進・検証・評価

昭和 43

昭和

及び昭和 56

に基づき策定され、各学校の教育目標や経営計画並びに「第８次清里町社

また、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）」との整合性を図ってい

計画の構造】 
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清く明るい健康な町をつくります 
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仕事に誇りをもち、進んで根気強く働く人 

ものごとを自主的に判断し、合理的な生活をする人

町民としての自覚をもち文化を高め、郷土を愛する人

第８次清里町

清里町教育推進計画 

単年度計画の推進・検証・評価 

43 年制定 

昭和 56 年制定 

平成 2８

～平成 32

56 年に制定された

に基づき策定され、各学校の教育目標や経営計画並びに「第８次清里町社

との整合性を図ってい
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仕事に責任を持ち幸福な町をつくります 

合理的な生活につとめ豊かな町をつくります 
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仕事に誇りをもち、進んで根気強く働く人 

ものごとを自主的に判断し、合理的な生活をする人 

町民としての自覚をもち文化を高め、郷土を愛する人 

清里町社会教育中期

 

 

 

８年度 

32 年度 

年に制定された「清

に基づき策定され、各学校の教育目標や経営計画並びに「第８次清里町社

との整合性を図ってい

 

お互いの立場を尊重し、助け合い協調・連帯性のある人 

 

社会教育中期計画 

「清

に基づき策定され、各学校の教育目標や経営計画並びに「第８次清里町社

との整合性を図ってい



 

 

第１節 

 

 本計画は、町民一人ひとりが生きがいを持ち、生涯にわたって学び続けることの喜びを

感じ、「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、未来に

進していくことを基本目標とし、「

設定し、各種施策に取り組んでいきます。

 学校教育については、

行政が一体となって次代を担う子どもたちを

人格形成の基礎を築く幼児教育の充実”

育の推進”の二つの柱により、「

す。 

 社会教育については、地域課題

ミュニティの形成）がまちづくりのみならず、個人の生きがいづくり

果として豊かな暮らしを創造することになる、という前提のなか、「まなびの輪が人とまち

を育む社会教育の推進」を図ります。

 

 

■基本目標

「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、

 

■推進目標

１ 「

 

２ 「

 

 

 

 

 計画の基本目標と推進目標

本計画は、町民一人ひとりが生きがいを持ち、生涯にわたって学び続けることの喜びを

感じ、「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、未来に

進していくことを基本目標とし、「

設定し、各種施策に取り組んでいきます。

教育については、

一体となって次代を担う子どもたちを

人格形成の基礎を築く幼児教育の充実”
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社会教育については、地域課題

ミュニティの形成）がまちづくりのみならず、個人の生きがいづくり

果として豊かな暮らしを創造することになる、という前提のなか、「まなびの輪が人とまち

を育む社会教育の推進」を図ります。

■基本目標  

「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、

目標 

「心豊かで自信と誇りと夢を育む学校教育の推進

「まなびの輪が人とまちを育む社会教育の推進
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感じ、「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、未来に

進していくことを基本目標とし、「

設定し、各種施策に取り組んでいきます。

教育については、教育を取り巻く情勢の変化を的確に受け止め、学校、家庭、

一体となって次代を担う子どもたちを

人格形成の基礎を築く幼児教育の充実”
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社会教育については、地域課題

ミュニティの形成）がまちづくりのみならず、個人の生きがいづくり

果として豊かな暮らしを創造することになる、という前提のなか、「まなびの輪が人とまち

を育む社会教育の推進」を図ります。

「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、

心豊かで自信と誇りと夢を育む学校教育の推進

まなびの輪が人とまちを育む社会教育の推進

計画の基本目標と推進目標

本計画は、町民一人ひとりが生きがいを持ち、生涯にわたって学び続けることの喜びを

感じ、「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、未来に

進していくことを基本目標とし、「学校教育」と「社会教育」の二つの観点から推進目標を

設定し、各種施策に取り組んでいきます。

教育を取り巻く情勢の変化を的確に受け止め、学校、家庭、

一体となって次代を担う子どもたちを

人格形成の基礎を築く幼児教育の充実”

”の二つの柱により、「心豊かで

社会教育については、地域課題の解決に向けた住民による学習活動の輪（学びによるコ

ミュニティの形成）がまちづくりのみならず、個人の生きがいづくり

果として豊かな暮らしを創造することになる、という前提のなか、「まなびの輪が人とまち

を育む社会教育の推進」を図ります。 

「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、

未来に

心豊かで自信と誇りと夢を育む学校教育の推進

まなびの輪が人とまちを育む社会教育の推進

 

 

 

計画の基本目標と推進目標 

本計画は、町民一人ひとりが生きがいを持ち、生涯にわたって学び続けることの喜びを

感じ、「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、未来に向かって

学校教育」と「社会教育」の二つの観点から推進目標を

設定し、各種施策に取り組んでいきます。 

教育を取り巻く情勢の変化を的確に受け止め、学校、家庭、

一体となって次代を担う子どもたちを守り育てるという

人格形成の基礎を築く幼児教育の充実”と“未来を担う心豊かで創造的な人を育む学校教

心豊かで自信と誇り

解決に向けた住民による学習活動の輪（学びによるコ

ミュニティの形成）がまちづくりのみならず、個人の生きがいづくり

果として豊かな暮らしを創造することになる、という前提のなか、「まなびの輪が人とまち

 

「ふるさと（郷土）に誇りを持ち、 

未来に向かって

心豊かで自信と誇りと夢を育む学校教育の推進

まなびの輪が人とまちを育む社会教育の推進
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第２節 計画の基本施策と取組 

 

１ 学校教育の充実 

 

（１）生涯にわたる人格形成の基礎を築く幼児教育の充実 

 

【現状と課題】 

 

 幼児教育は、豊かな情操や創造力など、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割

を担っており、ＩＱや学力など数値で表すことができる「認知能力」のみならず、社会の

変化に主体的に対応し、物事に取り組む意欲や協調性・忍耐力など、数値では表すことが

難しい「非認知能力」を育むうえで土台となるものです。また、幼児教育は、その後の学

校教育全体の基盤を育む役割も担っており、その重要性は誰もが認めるところです。 

 本町には、就学前の子どもが通う施設として、学校法人が運営する私立「やまと幼稚園」

と町立保育所が２ヶ所（清里、札弦）あります。 

 やまと幼稚園は、昭和５７年から運営され、本町の幼児教育の中心的な役割を担ってお

り、町では、幼稚園の運営に対する支援や就園児の保護者負担の軽減のための援助を行っ

ています。 

 平成２７年度からは、「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、子育て支援給付を受

ける幼稚園と、従来通りの運営を行う幼稚園に分かれましたが、やまと幼稚園は、従来通

りの運営を継続し、満３歳以上の子どもの教育や預かり保育を実施しています。今後にお

いても、園児数の推移や経営状況等を見極めながら、継続して町からの支援を行う必要が

あります。 

 また、幼児教育の推進については、学校教育施設である幼稚園だけでなく、児童福祉施

設である保育所等との相互理解・連携が大切であり、幼児教育・保育のお互いの機能をよ

り一層拡大するとともに、家庭や地域社会が自らその教育力を再認識・向上し、それぞれ

が機能を発揮して、町全体で子どもたちが健やかに成長できる良好な環境を築いていく必

要があります。そして、乳幼児の発達や学びの連続性を踏まえた小学校教育との接続が円

滑に行われることが必要です。 

このため、家庭における幼児教育の支援と子育てに対する相談体制の充実を図るととも

に、幼児期の子どもにかかわる幼稚園・保育所・子育て支援センター・家庭・地域社会・

行政等が、それぞれの役割を果たしながら連携し、取り組みを進めるとともに、小学校と

の連携・協力体制を強固にし、特に、特別な支援の必要な子どもに対しては、早期に的確

な支援が行えるよう情報連携の強化に努めていきます。 

 さらに、今後は既存の施設、設備などの状況を踏まえ、子育て支援の充実のため、保健

福祉課と連携し、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、地域の子育て支援を行う「認定こど

も園」等、幼保一元化について検討していきます。 

 

 

－４－ 



【基本施策と具体的な取組】 

 

基本施策 具体的な取組 

幼児教育の充実 

 

 

 

 

 

①幼稚園運営に対する支援 

＊「幼稚園運営費補助事業」の継続 

②就園児の保護者負担の軽減 

＊国の制度に基づく「幼稚園就園奨励費補助事業」の継続 

③幼保一元化（認定こども園）に向けての検討 

＊幼稚園、保健福祉課との連携・協議 

④子育て支援センターとの連携 

＊「教育支援専門員」による子育て相談の継続 

義務教育等への円

滑な移行 

 

 

 

 

 

 

 

①幼稚園・保育所等と小学校との連携 

＊発達や学びの連続性を大切にした小学校との連携による就学

前教育の充実 

＊合同行事、交流事業などの取り組みの推進 

②障がいのある幼児に対する適切な就学指導と教育支援の充実 

＊「清里町教育支援委員会」の機能の充実 

＊「清里町特別支援教育連携協議会」による情報連携の強化 

＊「教育支援専門員」の配置による教育相談等の充実 

③幼稚園・小学校・中学校・高校の連携 

＊「清里町幼小中高生活指導連絡協議会」活動の充実 
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（２）未来を担う心豊かで創造的な人を育む学校教育の推進 

 

 

【現状と課題】 

 

 学校教育においては、変化の激しいこれからの社会を生きるために、『生きる力』の要素

としての「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の知・徳・体をバランスよく育てる

ことが大切であり、未来を担う人材として、心身ともに健やかに成長していくことができ

る教育環境の整備・充実が求められています。そのため、児童生徒の能力や可能性を伸ば

す魅力ある学校教育を推進するとともに、安心して学べる教育環境づくりを促進する必要

があります。 

 

 

 

◆確かな学力の育成 

 平成１９年度より実施されている「全国学力・学習状況調査」の結果をみると、本町の

児童生徒の学力は比較的高い水準にありますが、「知識・技能等を実生活の様々な場面に活

用する力」や「家庭学習の習慣化・定着化」に課題が見られ、特に学力面の上位層と下位

層の二極化により、きめ細かな指導での下位層の学力向上が喫緊の課題です。 

本町では、長期休業中の学習サポート教室、加配教員を活用した習熟度別、少人数指導

などの取り組みを行っていますが、今後は、児童生徒一人ひとりの実態に応じたより一層

の指導の充実や基礎学力の確実な定着のための授業改善、ＩＣＴ機器等を活用した分かり

やすい授業の実施により、学習意欲の向上を図るとともに、家庭における学習習慣の確立

を図ることが必要です。同時に、学習指導要領に基づく教育課程に適切に対応していくた

めにも、教職員の資質の向上を図るとともに、教員が児童生徒としっかりと向き合う時間

の確保に努める必要があります。 

特別支援教育は、教育上特別の支援が必要な児童生徒に対し、特別支援学級等で個に応

じた指導を行うほか、通常の学級に在籍する児童生徒の中でも、学校生活上の支援が必要

な児童生徒に対して、適切な指導と必要な支援を行うものであり、一層の充実を図ること

が求められています。本町では、「特別支援教育支援員」の配置により、適切な指導と円滑

な学級運営を図っていますが、特別に支援が必要な児童生徒が増加傾向にあることから、

一人ひとりに応じた指導や教育環境を含めた支援体制の整備、学校、家庭、地域、専門機

関等の相互の連携協力を一層進めていく必要があります。 
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◆豊かな心の育成 

 「豊かな心」を育成するためには、子どもたちに基本的な生活習慣を身につけさせ、規

範意識を高めるとともに、自らを律しつつ、他者と協調し、他人を思いやる心や美しいも

のに感動する心を育むことが大切です。平成２７年度「全国学力・学習状況調査」におい

て、「自分には良いところがある」、「将来の夢や目標を持っている」、「学校に行くのは楽し

い」という質問に、肯定的に回答した割合が全国、全道と比べて低くなっています。今後

は、家庭や地域と連携し、社会性や豊かな人間性を育む道徳教育や自己肯定感を高める体

験活動、読書活動の充実を図る必要があります。 

また、いじめ・不登校、インターネットや携帯電話の普及に伴うネットトラブルなど、児

童生徒に関わる新たな問題が全国的に憂慮すべき状態となっています。本町では、深刻な

いじめの事案は発生していないものの、不登校ぎみの事案が生じることがあるため、「清里

町いじめ防止基本方針」や各学校のいじめ防止基本方針に基づく取り組みの徹底、相談体

制や関係機関の連携強化等により、児童生徒の心の揺れや悩みに寄り添い、適切な対応を

通して、いじめ・不登校等の未然防止、早期発見・早期対応に努めていきます。 

 

 

 

◆健やかな体の育成 

 平成２７年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」において、北海道の結果は小・

中学校のいずれにおいても全国平均を大きく下回っています。本町の児童生徒の体力も同

様に全国平均を下回り、特に「上体起こし」（筋パワー・筋持久力）、「長座体前屈」（柔軟

性）が低い傾向にあります。また、体格の面では、やや肥満傾向が見られ、運動習慣も下

回っています。体力は、健康の保持増進や意欲、気力にも大きく関わり、あらゆる活動の

源になるものであり、家庭生活や学校生活を通じて、幼い時期から日常的に運動に親しむ

環境づくりが必要です。 

このため、体育授業の改善や、学校独自の「マラソン」、「縄跳び」、「一輪車」などの取

り組みへの支援を行うとともに、外遊びの推奨やスポーツの楽しさを実感させ、運動習慣

の定着を図るため、地域や家庭と連携した体力・運動能力向上の取り組みを進めます。 

 また、食習慣に対して、朝食欠食や不規則な食事など、食生活の乱れが学習意欲や健康

に様々な影響を与えていることが指摘されているため、家庭と連携した「食に関する指導」

を充実させ、児童生徒に食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけさせるととも

に、学校給食の安全・安心な提供と地場産物の活用の促進を図る必要があります。 
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◆社会の変化に対応した教育の推進 

 グローバル化や情報通信技術が急速に進展する今日の社会において、２１世紀を担う人

材となる児童生徒には、主体的に行動することができる能力を育む教育の充実が求められ

ています。また、自分の住むふるさとへの誇りと愛着、将来の職業や自分らしい生き方を

実現する力を育む教育を推進していく必要があります。 

 国際理解教育については、保育所・幼稚園の英語学習や小学校の外国語活動及び中学校・

高校の英語授業にネイティブスピーカーの外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣し、異文化を

理解し尊重する心とコミュニケーション能力を育むとともに、英語力の向上に努めていま

す。情報教育では、児童生徒の教育用コンピュータの設置、計画的更新により情報機器や

情報通信手段に慣れ親しむとともに、基本操作や情報モラル教育を実施しています。ふる

さと教育では、社会科副読本を作成、活用するとともに、各学校において見学や体験を通

して清里町の自然や歴史、文化、産業などを感じ、地域を再発見する取り組みを行ってい

ます。 

環境教育では、教科の学習や自然体験活動、リサイクル活動、道路清掃活動などの環境

保全に主体的に関わる取り組みを推進しています。キャリア教育では、中学生が事業所で

職業体験を実施するとともに、各学校において社会・職場見学や職業調べなど児童生徒の

発達段階に応じた体験学習を行っています。 

 今後は、それぞれの学校の実態を踏まえた特色ある取り組みや、地域の自然と環境など

の地域資源、人材等を積極的に活用するなど、地域との関わりを重視した教育活動を一層

充実していく必要があります。 

 

 

 

◆良好な教育環境の整備 

 児童生徒が未来への夢や希望を抱き、心身ともに健やかに成長するためには、安全・安

心とともに、多様な可能性を伸ばす教育環境を整備することが必要です。そのためには、

児童生徒が良好で安全な環境で学ぶための学校施設・設備の整備、多様な学びに対応でき

る教材等の整備を計画的に進めるとともに、事故や犯罪などから身を守る安全教育や学校

施設・通学路等の安全対策を推進するほか、就学支援の充実などを進める必要があります。 

 また、現在、児童数の減少等により複式学級となっている光岳小学校と緑町小学校につ

いては、児童数の推移や将来の子どもたちの教育を見据えた、今後の学校のあり方等を保

護者や地域とともに検討していきます。 
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◆信頼される学校づくりの推進 

 保護者や地域の方々との信頼関係を築いていくためには、地域の教育資源を活かした魅

力ある学校づくりを推進するとともに、時代の要請に応じた教職員の資質や能力の向上を

図る必要があります。各学校では、学校における教育活動や地域との連携の進め方などに

関し、保護者や地域住民の意見を聞くとともに、その理解や協力を得るため、全ての学校

に「学校評議員」を設置しています。また、学校だよりなどの教育情報を積極的に発信す

るなど、開かれた学校づくりに努めています。今後さらなる地域との連携を構築するため

に、保護者や地域住民が学校運営に参画する「コミュニティ・スクール」（学校運営協議会

制度）を導入し、地域ぐるみで子どもたちを育てる取り組みを推進する必要があります。 

 

 

 

◆高等学校教育への支援 

 清里高等学校は、「学びたい学校、通わせたい学校、信頼される学校」づくりを学校経営

の基本として、生徒、教職員及び保護者が一体となり、少人数のメリットを最大限活かし、

きめ細かな指導や地域と連携した特色ある教育活動に取り組んでいます。平成２１年度か

らは、中学校卒業生の減少等による入学者の減少で、２間口から１間口となり、網走南ヶ

丘高校をセンター校とする地域キャンパス校となりました。 

 町では、清里高校が地元の高校として存続するために、特色ある高校づくりを応援し、

入学者を確保するため、平成１６年度より「清里高等学校総合支援対策事業」を実施して

います。これまでも、情勢の変化とともに制度見直しを行ってきましたが、平成２７年度

の入学者が全体で１２人、清里中学校からの入学者が１０人となり、地元中学校からの進

学率が３割弱と大幅に減少したため、町内はもとより、町外からの生徒確保に向け、支援

対策事業の大幅な見直しを行いました。新たな支援策は３年を目途に実施し、見直しを行

いますが、これからも、生徒数の減少や進路希望等の多様化の中で、将来にわたり地域キ

ャンパス校としての要件である、地元からの進学率の向上と、１学年２０名以上の生徒を

確保していくため、町としてもできる限りの支援を継続していく必要があります。 

 また、現在、小中高校連携事業として、清里高校生による中学生を対象とした出前授業

やニュージーランド海外研修報告会、部活動の専門的外部指導者招へい事業による合同練

習の実施、教員による授業の相互参観などを実施しています。今後も小中学生の学習サポ

ート教室での清里高校生による指導支援や、「小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業」

など、各種事業に積極的に取り組みます。 
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【基本施策と具体的な取組】 

 

基本施策 具体的な取組 

確かな学力の育成 ①学習状況の把握と授業・指導の改善 

＊全ての教職員による「全国学力・学習状況調査」等、各種調査・

テスト結果の分析 

＊管理職による日常的な授業参観、授業進度の確認 

＊授業冒頭での目標の提示と最後の振り返りを位置付けた授業

改善の取り組み 

＊ＩＣＴ機器の効果的な活用によるわかりやすい授業の実施 

＊校内研修の活性化 

②基礎的・基本的な知識・技能の習得と活用力の育成 

＊「夏休み・冬休み学習サポート教室」の継続と充実 

＊自校教職員の指導による放課後や長期休業中を活用した補充

的な学習支援の継続と充実 

＊加配教員を活用した習熟度別、少人数指導の充実 

＊学校での朝学習、朝読書等の取り組みの充実 

＊「特色ある学校づくり推進事業交付金」の活用促進 

③小中高連携の推進強化 

＊小学校間及び小・中並びに中・高間の交流促進 

＊「小中高校連携推進協議会」、「中高連携推進会議」の機能の 

充実 

④家庭教育の充実 

＊「親子算数・国語教室」の継続開催 

＊「家庭学習の手引き」の改訂・配付・活用 

＊家庭での学習習慣確立のための宿題等の全校統一的な取り組

み     

＊「家読」（家庭での読書）運動の推進 

⑤特別支援教育の充実 

＊「特別支援教育支援員」の継続配置 

＊子育て、教育のサポートファイル「育ちの手帳」の作成推奨と

活用による連続した支援の充実 

＊「清里町教育支援委員会」の機能の充実 

＊「特別支援教育連携推進協議会」等による関係機関の支援体制

の充実 

＊「ことばの教室」の指導体制の充実 

＊「教育支援専門員」の配置等相談体制の充実 

＊特別支援教育に関する校内研修の実施 

＊特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状取得の促進 

＊保健・医療・福祉分野と連携した特別支援教育の充実 

＊発達支援センター等関係機関との連携体制の充実 
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基本施策 具体的な取組 

豊かな心の育成 ①道徳教育の充実 

＊道徳の教科化に向けた道徳教育の充実 

②読書活動の充実 

＊学校図書の整備の充実 

＊「朝読書」、「家読」（家庭での読書）などの読書活動の推進 

＊図書館と学校図書館の連携強化 

＊「図書館司書」の学校への派遣 

③地域の資源、特色を活かした体験活動の充実 

＊土曜日における学習・体験活動に対する協力支援（社会教育と

の連携） 

＊自然体験活動、社会体験活動、文化芸術体験活動、ボランティ

ア活動等の充実 

④人権教育の推進 

＊発達段階に応じて、男女平等、子ども、高齢者、障がいのある

人などの人権に関する正しい理解、自他を尊重する態度の育成 

⑤いじめや不登校の未然防止、早期発見・早期解消 

＊「清里町いじめ防止基本方針」や「学校のいじめ防止基本方針」

による実効性のある取り組みの推進 

＊教育相談体制の充実 

＊アンケート調査、「ネットパトロール」の定期的な実施 

＊「スクールカウンセラー」や「スクールソーシャルワーカー」

事業の活用及び配置の検討 

健やかな体の育成 ①体力・運動能力の向上 

＊体育授業の改善・充実 

＊「新体力テスト」の結果を踏まえ、数値目標を設定した具体的

改善策の取り組み 

＊休み時間、放課後を活用した「１校１実践」（縄跳び、一輪車、

運動遊び等）などの取り組み推進 

＊徒歩通学や外遊び、家の手伝い（掃除、雪かきなど）の奨励 

＊スポーツ教室、スポーツ行事への参加奨励 

＊スポーツ少年団加入の推奨 

②健康教育の充実 

＊「学校保健委員会」の活用による健康教育の充実 

＊全小学校における「フッ化物洗口」の実施 

＊性教育や喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導の充実 

③食育の推進 

＊安全・安心な学校給食の提供 

＊学校給食における地場産品の積極的活用 

＊学校における食物アレルギーに対する組織的対応 
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基本施策 具体的な取組 

健やかな体の育成 ＊学校農園等の体験活動の充実 

＊養護教諭・栄養教諭等による食育指導・授業の充実 

＊「給食だより」などを通じた食育の推進 

＊家庭と連携した「食に関する指導」の充実 

④児童生徒の望ましい生活習慣の定着 

＊「生活リズムチェックシート」の活用による生活習慣の改善 

＊「早寝・早起き・朝ごはん運動」の全町的な取り組み 

社会の変化に対応

した教育の推進 

①国際理解教育の推進 

＊幼児期から高校生までの国際理解教育の推進 

＊「外国人英語講師派遣事業」の拡充 

＊「清里高校海外派遣研修事業」の充実 

＊「交換留学生事業」の推進 

＊清里中学校全生徒の英検受験の奨励 

②ふるさと教育の推進 

＊小学校社会科副読本「きよさと」の活用拡大、改訂版の作成 

＊地域資源を活かした地域学習の推進 

＊図書館、郷土資料館の活用促進 

③情報教育の推進 

＊情報モラル教育の充実 

＊情報化社会等に対応した教育機材や機器の計画的更新と整備 

④特色ある学校づくりの推進 

＊「特色ある学校づくり推進事業交付金」の活用促進 

⑤キャリア教育の推進 

＊子どもの勤労観、職業観の育成 

＊職業体験学習の充実 

＊「小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業」への参画 

⑥環境に関する教育・学習活動の推進 

＊省エネルギーやリサイクルなど資源を大切にする教育の推進 

良好な教育環境の

整備 

①安全で快適な学校施設・設備等の充実 

＊学校施設・設備の計画的な改修と更新 

＊耐震・防災機能の強化 

＊清里中学校グラウンドの整備  

＊「校務支援システム」の導入 

＊教職員住宅の整備更新 

＊給食施設・設備の改善 

②充実した学びを支える教育環境の整備・充実 

＊学校図書、教材、遊具等の整備充実  

＊情報機器の計画的な整備 

＊町費負担教職員、臨時事務職員の配置 

＊「教育支援専門員」の継続配置 
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基本施策 具体的な取組 

良好な教育環境の

整備 

③就学支援等の充実と安全教育・安全対策の推進 

＊遠距離通学児童生徒の利便性の向上と安全性を確保するため

のスクールバスの運行などによる通学対策の継続 

＊就学援助による保護者負担の軽減 

＊奨学資金制度の拡充の検討 

＊防災・交通安全・防犯教育の実施 

＊通学路等の安全確保（防犯カメラの設置等） 

＊新１年生への防犯ブザーの配布 

④学校規模の適正化 

＊光岳小学校、緑町小学校の今後のあり方の検討 

信頼される学校づ

くりの推進 

①保護者や地域住民への情報提供の推進 

＊小中高学校だよりの全戸（校区）配布と学校ホームページの 

充実 

＊「全国学力・学習状況調査」や「新体力テスト」等の結果の   

公表 

＊授業や学校行事の参観の促進 

②学校評価機能の充実 

＊保護者や児童生徒による評価を含めた年間複数回の学校評価

の実施 

③学校運営への参画の促進 

＊「コミュニティ・スクール」の導入 

④教職員の資質向上と服務規律の徹底 

＊教職員の研究・研修の機会増進 

＊清里町学校教育振興会の活性化 

＊教職員の服務に関する日常的な指導・校内研修の実施 

⑤学校間の連携・接続の促進 

＊小中高（特に小中）の連携促進 

＊清里町小中高校連携推進協議会の組織見直し（一般教諭を含め

た組織体制づくり） 

高等学校教育の推

進 

①清里高校の入学者確保対策と特色ある教育活動への支援 

＊清里高等学校総合支援対策事業の継続と見直し 

＊特色と魅力ある高校づくりのための支援の充実 

＊小中高連携事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１３－ 



２ 社会教育の充実 

 

（１）子どもの自立を支援し、社会性を培う幼少年教育の充実 

 

【現状と課題】 

 

 これまでは、少子化、核家族化、コミュニケーション能力の低下、テレビやゲームへの

依存などが子どもを取り巻く環境の変化として指摘されてきました。近年はさらに SNS

（ソーシャルネットワーキングサービス）に代表されるような、メディアを通した新たな

コミュニケーションツールが子どもの成長に影響を及ぼしていることが問題となっていま

す。 

 本町では、子どもの成長を支援するための事業を「きよさと子ども塾」に集約し、地域

の各団体や委員、教育機関等が一体となって様々な体験活動を子どもたちに提供してきま

した。そのジャンルは、運動から読書、集団活動、食育等幅広く、多くの子どもが参加し

ています。しかし、参加者の固定化がみられるとともに、事業開始から年数も経過してい

ることから、プログラムの見直しや実施体制のさらなる充実も必要となってきています。 

 中高校生のリーダー養成事業として実施している「ジュニアリーダークラブ」の登録生

徒数は、増加傾向にあります。しかし、育成のためのプログラムが確立されておらず、事

業の手伝いが主な活動となっています。 

 国際理解教育の推進としては、「高校生海外派遣研修事業」、「交換留学生事業」、「外国人

英語講師招へい事業」を展開してきました。これらの事業は、友好都市として長年交流し

ているニュージーランドのモトエカ町との交流を基本として実施してきました。 

 事業を通して、多くの子どもたちがニュージーランドに派遣されるとともに、外国の文

化に触れ英語を学んできましたが、その活動を幼少期にも広げ、グローバルな人材を育成

していく必要があります。 

 働く保護者の子育てを支援することを目的に、「なかよしクラブ（学童保育）」を実施し

てきました。近年は対象学年を小学校６年生まで拡大したこともあり、登録児童数が増加

しており、指導員や事業実施場所の確保が課題となっています。 

 また、家庭教育を支援する学習機会の提供として、PTA や地域女性団体等が実行委員会

を立ち上げて、「子育てを考えるつどい」を実施し、多くの保護者のみならず地域のおとな

が学習してきましたが、参加者の固定化等の問題も指摘されており、実施方法について再

検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１４－ 



【基本施策と具体的な取組】 

 

基本施策 具体的な取組 

心と体を育む体験 

活動の充実 

 

 

 

 

 

 

①「きよさと子ども塾」のリニューアル 

＊実行委員会体制の充実（構成団体の拡充、連携強化） 

＊現代的課題に対応したプログラムの見直し（コミュニケーショ

ン能力、学力、体力、読書、アウトメディア、食育等） 

＊事業に参加しない子どもへの対応 

②文化・スポーツ活動の充実 

＊青少年芸術劇場の実施 

＊小中高校音楽発表会の実施 

＊体力向上に資する事業の実施 

ジュニアリーダー 

の育成 

 

 

①ジュニアリーダーの育成 

＊研修会の開催による計画的な育成 

＊各種事業への参画による実践的な育成 

②「ジュニアリーダーコース（道教委主催）」への派遣 

グローバルな人材 

を育成する国際理 

解教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

①「外国人英語講師招へい事業」の充実 

＊保育所及び幼稚園への派遣の充実 

＊小学校学習指導要領の改訂に対応した派遣の見直し 

＊清里高校支援に対応した派遣内容の充実 

②幼少年の国際理解教育の推進 

＊保護者を含めた体験型事業の実施 

③交換留学及び海外派遣研修事業の充実 

＊派遣留学生の個人負担軽減 

＊受入留学生の支援充実 

＊海外派遣研修事業の充実 

家庭教育・子育て支 

援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

①「子育てを考えるつどい」の見直し 

＊保護者同士が情報や悩みを共有することのできる事業への見

直し 

＊学習の対象や機会を見直し、きめ細かで効果的な事業展開 

＊事業に関心を持たない保護者への対応検討 

②「なかよしクラブ（学童保育）」の見直し 

＊正規職員の配置 

＊実施場所の検討 

＊札弦、緑地区の対応 

 

 

 

 

 

－１５－ 



（２）生きがいと活力あるまちを創造する生涯学習の推進 

 

【現状と課題】 

 

 生きがいを持って充実した暮らしを送るためには、地域の課題に気づき、その解決に向

けて主体的に学習する姿勢、そして活動をともにする人とのつながりが大事です。 

 本町では、まちづくりを支える人材の育成、生きがいづくりや地域課題を解決するため

の学習活動として、「きよさとセミナー」、「町民海外派遣研修事業」、「ことぶき大学」や「プ

ラネット講座」を実施してきました。これらの事業は、多くの町民が参加し、まちを支え

るリーダが養成されるとともに、学習を通じた仲間づくり、生きがいづくりが進められて

きました。 

 「きよさとセミナー」は、以前には著名人による教養講座を実施していましたが、近年

は地域課題に根差したテーマ、講師にシフトして実施してきたことにより、まちづくりへ

の興味関心が広がっています。しかし、講師の話を聞くだけの学習形態は、学習者のニー

ズには応えているとは言えず、住民自らが学ぶ意欲を喚起するとともに、学習成果が具体

的なまちづくりに活かされるような手法を模索しながら推進していく必要があります。 

 また、「プラネット講座」は、主に趣味や実技の講座として実施してきましたが、町民の

ニーズの多様化・個別化が進み、それを幅広く網羅できない状況にあります。 

 文化活動については、「プラネットステージ公演」や「町民文化祭」を通してすぐれた芸

術文化の鑑賞機会の提供、発表機会の提供を行ってきました。また、文化連盟を中心とし

た団体活動の支援も行ってきました。文化団体は高齢化や仲間が増えないことによる活動

の低迷が指摘され、文化祭の開催等にも不安を持っている団体も増えてきています。 

 社会教育関係団体については、連合青年団による竜神太鼓の復活など、より主体的な活

動が展開されており、「協働」の考え方も広がりつつあります。しかし、会員数の減少や高

齢化等による活動の縮小を余儀なくされる団体も見受けられます。 

 読書活動については、その中心となる図書館の管理運営を清里町スポーツ文化施設管理

協会に委託して行っています。年間の本の貸出冊数は、住民ひとりあたり８冊を超え、多

くの住民に利用されていることがうかがえます。 

 しかし、近年課題となっている読書離れに対する取り組みや、子どもの読書活動につい

ての学校等との連携が不足しています。 

 今後は、住民の生涯学習を支える教育機関としての機能を十分に発揮できるよう、課題

解決に向けて計画的に事業の展開を行うとともに、各学校等と連携を図りながら子どもの

読書活動を推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１６－ 



【基本施策と具体的な取組】 

 

基本施策 具体的な取組 

学ぶ意欲、参加する

意欲を高めるため

の学習機会の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

①成果を活かすことのできる学習方法への転換 

＊開催場所や時間の工夫 

＊役場各課との連携によるまちづくりに直結した学習機会の 

提供 

②自主的な学習活動への支援 

＊自主的な学習活動を支援する体制の確立 

＊学習意欲を活動につなげるための相談体制の充実 

 ＊青少年、女性、高齢者等の各種社会教育関係団体の活動支援 

③人がつながり地域の輪を広げる学習活動の推進 

＊参加者同士が学びあえる学習形態の確立 

＊気軽に集まり語り合える場の設定 

＊ことぶき大学の実施 

豊かな心と感性を

培う文化活動の推

進 

 

 

 

 

 

①郷土愛を育み次代につなぐ文化活動の充実 

＊「竜神太鼓」継承のための支援 

＊郷土資料館の資料整備と開館方法の検討 

＊高齢者の知恵と経験を生かした活動の推進 

②仲間の輪を広げ、生活にうるおいをもたらす文化団体活動の支援 

＊「プラネットステージ公演」の内容充実と運営組織の強化 

＊「町民文化祭」の見直し（出演者、出展者の拡大） 

＊「まちかどギャラリー作品展」の充実 

＊各種文化団体活動の支援 

豊かな暮らしを創

造する読書活動の

推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

①住民の学習活動を支える読書環境の整備 

＊発達段階に応じた図書館だよりの発行による情報提供の充実 

＊保育所、幼稚園、学校との連携強化（配本、情報提供等） 

＊公共施設や事業所ロビー等に本の設置 

＊図書館の利用者サービスの向上 

＊図書館ボランティアの育成 

②読書意欲を喚起する事業の実施 

＊「図書館まつり」の充実 

＊親子で参加できる事業の実施 

＊「ブックスタート」における子育て支援センターとの連携 

＊「家読（うちどく）」の普及啓発 

 

 

 

 

 

 

－１７－ 



（３）健康で心豊かな生活を実現する生涯スポーツの推進 

 

【現状と課題】 

 

 スポーツは、住民が生涯にわたって健康でいきいきと生きがいを持って生活する上で重

要な役割を担っています。 

 本町における運動による健康づくりは、「いきいき健康セミナー」、「さわやか健康講座」

を中心に行っています。これらの事業は、保健福祉課と連携を図りながらプログラムを構

成して実施してきました。健康づくりのみならず、生きがいづくり、仲間づくりの側面も

持ち、毎年多くの住民が参加しています。しかし、近年は参加者の固定化がみられ、もっ

と多くの健康維持に課題を抱える住民の参加が望まれるところです。そのための事業内容

や周知方法等の工夫が必要です。 

 また、トレーニングセンターのトレーニング室は、個人の体力づくりをサポートするた

めに各種器具をそろえていますが、一部老朽化や利用頻度が高いものも見受けられること

から、更新や増設等を検討する必要があります。併せて、トレーニングをサポートする指

導者の配置等も必要です。 

 各種競技団体の活動については、体育協会加盟団体を中心として各種スポーツ活動が行

われています。一部種目では競技者が減少する等の課題がある反面、若者を中心とした新

たな活動も行われています。 

各種大会については、各競技団体が主体となって実施されています。しかし、近年は参

加者が減少傾向にあり、一部の種目では開催できない状況も生じてきています。スポーツ

離れ、スポーツの多様化、競技としてではなくレクリェーション・健康づくりとしてスポ

ーツを愛好しているといったことも影響していると考えられます。 

スポーツ合宿の誘致については、長年来町されている東京大学陸上運動部のほか、道内

高校の運動部等が来町しています。本事業については、当初から施設や宿泊の受け入れ体

制などの課題もあり、検討の余地があります。 

 平成 27 年５月にリニューアルオープンした町民プールは、大変多くの利用者でにぎわ

っており、これを機に実施しているプールを利用した各種スイミング教室や水中運動教室

も住民の健康づくりに大きな役割を果たしています。 

今後は、各スポーツ関係団体と連携を図りながらスポーツ愛好者を増やし、健康とコミ

ュニケーションづくりに努めていくことが求められます。 
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【基本施策と具体的な取組】 

 

基本施策 具体的な取組 

運動による健康づ

くりの推進 

 

 

 

 

 

 

①健康づくり講座の充実 

＊プログラムの見直し 

＊対象や目的を絞った講座開設 

＊職場や団体、健康診断受診者等への参加働きかけ 

＊周知、宣伝の工夫（目的や効果を明確に） 

②トレーニング環境の充実 

＊専門的指導者の配置 

＊トレーニングセンター第２トレーニング室の充実（音響等） 

スポーツに親しむ

機会の充実 

 

 

 

 

 

①各種スポーツ団体の支援 

＊各団体への運営費補助の継続 

＊各団体が主催する大会や教室の支援 

②各種スポーツ大会への支援 

＊全道、全国大会参加者への補助 

＊斜里岳ロードレース大会の開催 

＊各種大会への学校の参加奨励 

スポーツの技術力

向上 

 

 

 

 

①合宿の招致 

＊計画的な招致活動の実施（種目や対象、時期等の検討） 

＊住民との交流機会の充実 

②指導者、愛好者の育成 

＊スポーツ指導者研修会参加への補助 

＊各種スポーツ教室の開催 
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（４）まなびの輪を広げるための学習環境の整備 

 

【現状と課題】 

 

 住民の学習活動を支える社会教育施設は概ね整備されてきています。しかし、一部の施

設が老朽化しています。生涯学習総合センターは建設から１８年が経過しており、ホール

の音響照明設備の老朽化による不具合が生じてきているほか、吊り物装置も耐用年数がせ

まっています。スポーツ施設については、町民プールを平成２７年度に建て替えたところ

ですが、野球場やスキー場等利用に支障をきたす、もしくは利用に際し危険が伴う場合が

想定される施設があるほか、圧雪車等の機器も老朽化がみられます。また、郷土資料館は

職員の配置もないことから、利用者は大変少ない状況にあるほか、一部の施設は有効に活

用されていないものもあります。 

 今後は各施設の点検を進め、利用者の安全を確保し、安心して快適に利用できるよう、

また、既存施設の有効利用を検討しながら施設や備品の整備充実につとめていく必要があ

ります。 

 住民の学習を支援する学習情報や各施設の利用案内などの情報提供については、広報「さ

んろく」やホームページ、各種チラシやポスターにより行われていますが、すべての住民

に伝わっている状況とは言えません。また、情報の収集と整理についても不十分であり、

必要な情報が提供されていません。どんなに施設を整備しても、様々な学習機会を設けて

も、そのことが伝わらなければ住民の学習活動は推進されません。このことから、学習情

報（機会・団体・施設等）を収集整理し、住民に届けるための新たな情報発信の方法を検

討する必要があります。 

生涯学習活動車は、学習活動に向かうための足として大変多くの住民、団体に活用され

ており、一部利用制限を緩和することにより、利便性の向上も図られてきました。 

 また、本町の社会教育活動を支える、社会教育委員（生涯学習総合センター運営審議会

委員兼務）の活動については、現在、年３回の会議を開催し、単年度の社会教育推進計画

の検討や評価を行っています。しかし、限られた回数と時間の中では議論が深まらず、意

見が計画に反映されにくい状況となっています。スポーツ推進委員の活動については、「わ

んぱくジュニアクラブ」や「歩くスキーツアー」の企画運営を中心に行っていますが、住

民に対する啓発活動や指導助言等の役割も担っていく必要があります。 

スポーツ施設と図書館は、一般社団法人清里町スポーツ・文化施設管理協会にその管理

を委託し、順調に運営が行われています。今後は、住民の学習ニーズに応じた施設の管理

運営に努めていくとともに、委託内容の見直し等も必要となってきます。 
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【基本施策と具体的な取組】 

 

基本施策 具体的な取組 

施設の維持管理と

有効活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①老朽化・危険が伴う施設の改修 

＊生涯学習総合センターホールの音響、照明、吊り物、可動席、

空調設備等の計画的改修による施設の長寿命化の推進 

＊スキー場の圧雪車の更新による安全で滑りやすいコースの維

持管理 

＊老朽化した野球場のダッグアウトやフェンス等の改修による

安全の確保 

＊各施設の点検による計画的な改修整備 

②既存施設の利用促進と有効活用 

＊郷土資料館の利用促進を図るための開館方法等の検討 

＊町民グランドやテニスコートの利用促進 

＊学校施設の一般利用の検討 

③各種委託事業の充実 

＊図書館及びスポーツ施設の委託内容の見直し（職員配置・  

事業等） 

＊生涯学習活動車運行サービスの充実 

学習を支える情報

の収集整理と提供 

 

 

 

 

①情報収集と整理 

＊施設の利用方法や団体などの学習情報の収集と整理の推進 

②情報発信の充実 

＊SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）などの新たなメ

ディアを活用した学習情報の発信、提供の検討 

＊周知宣伝内容の工夫（興味関心を持たせる内容） 

各種委員活動の充

実 

 

 

 

 

 

①各種委員活動の内容充実 

＊社会教育委員（生涯学習総合センター運営審議会）会議の協議

内容及び実施回数の見直し 

＊スポーツ推進委員活動の充実 

＊社会教育委員（生涯学習総合センター運営審議会）とスポーツ

推進委員の合同会議の開催 

＊学校関係者との情報交換の実施 
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平成２７年１０月 １日 

 

清里町教育推進計画策定委員会委員長 様 

 

                             清里町教育委員会 

                             委員長 石 井 幸 二 

 

清里町教育推進計画（平成２８年度～３２年度）の策定について（諮問） 

 

 清里町の教育行政を総合的かつ計画的に推進するため、清里町教育推進計画（平成２８

年度～３２年度）の策定について諮問します。 

 

記 

 

１ 策定期間   平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 

 

２ 計画の期間  平成２８年度～平成３２年度（５年間） 

 

３ 諮問の理由 

   現在、清里町の教育は、「清里町教育推進計画（平成２３年度～２７年度）」に基づ

き推進されています。 

この間、社会構造が急激に変化する中にあって、教育行政においても、国による第

２期教育振興基本計画に基づく基本的方向性及び地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部改正による新たな体制への移行など、様々な改革が進められております。 

   本町においては、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～３２年度）」が策定され、

「協働」「共生」「共創」の３つの方向性を基調に、「自主自立のまちづくり」を推進し

ています。 

少子・高齢化や過疎化が進展する中で、幼児教育、学校教育、社会教育などあらゆ

る機会を通じ、学習活動の推進を図るとともに教育環境の充実が求められています。 

   こうした状況を踏まえ、清里町教育推進計画（平成２８年度～３２年度）では、町

民の皆様が明るく豊かな未来をつくるため、教育の果たす役割を見つめ直し、教育施

策を展開していかなければなりません。 

以上のことから、現在、見直し策定中の第５次清里町総合計画及び新たな教育に関

する「大綱」との整合性を図り、学校・家庭・地域と連携した総合的、計画的な清里

町の教育指針となる「清里町教育推進計画（平成２８年度～３２年度）」を策定しよう

とするものであります。 
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平成 2８年 ２月 ９日 

 

清里町教育委員会 

委員長 石 井 幸 二 様 

 

清里町教育推進計画策定委員会 

委員長  廣 島 優 二 

 

 

清里町教育推進計画の策定について（答申） 

 

 平成 27 年 10 月１日付けで、貴職より諮問のありました清里町教育推進計画（案）に

つきまして、町立学校長、社会教育委員及びスポーツ推進委員からなる当策定委員会にお

いて、慎重かつ十分な審議を重ねてまいりました。 

 答申作成にあたっては、清里町教育推進計画（平成 23 年度～平成 27 年度）の反省と

評価、そして教育を取り巻く現代的課題を網羅しつつ、第５次清里町総合計画との整合性

を図りながら協議を行ってきました。 

 本答申が、清里町の教育推進の基本的方向性を示すものとして計画策定に反映されるこ

とを願い、ここに答申いたします。 
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清里町教育推進計画策定の審議経過 

 

 

 

日       付 項     目 内             容 

平成 27 年 10 月 １日 諮問  

平成２７年 10 月 22 日 第１回策定委員会 

・委員の委嘱 

・委員長、副委員長選出 

・部会構成について 

・策定スケジュールについて 

平成２７年１１月 ４日 専門部会 
・現状と課題について 

・目標と施策について 

平成２７年１１月２４日 専門部会 ・基本方向、推進事項について 

平成２８年 ２月 ３日 専門部会 ・部会とりまとめ 

平成２８年 ２月 ４日 第２回策定委員会 ・答申（案）について 

平成２８年 ２月 ９日 答申  

平成２８年 ２月１０日 計画（案）策定  

平成２８年 ２月１６日

～２９日 
パブリックコメント  

平成２８年 ３月 ３日 計画策定  

平成２８年 ３月 計画書発行  
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清里町教育推進計画策定委員会委員名簿 

 

 

 

■委員長  廣 島 優 二（校長会会長） 

 

■副委員長 柳 谷 克 彦（社会教育委員長） 

 

氏   名 委 員 区 分 現     職 

山 口 英 世 第３条第１号 清里小学校長 

廣 島 優 二 〃 光岳小学校長 

壹ツ石 朋 博 〃 緑町小学校長 

重 井   睦 〃 清里中学校長 

柳 谷 克 彦 第３条第２号 清里町社会教育委員 

谷 澤 新 一 〃     〃 

橘   恭 子 〃     〃 

浅 野 智 樹 第３条第３号 清里町スポーツ推進委員 

金 野 信 介 〃     〃 

横 田 強 美 〃     〃 
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清里町教育推進計画 

 

（平成２８年度～平成３２年度） 

 

平成２８年 3 月 発行 

清里町教育委員会 


