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１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに                                                                                                                            

  北方町教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 27 条の規定に

基づき、平成 20 年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点

検評価を行い、その結果に関する報告をここにまとめました。 

 

２２２２    点検評価点検評価点検評価点検評価のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

  この点検評価は、教育委員会の会議による審議状況や教育委員会による視察等の調査

活動と、｢北方町教育総合５ヵ年計画＝第３年次｣に示した４分野 17 項目について、実績

や成果と課題を記述し、次に示す４区分で達成度を評価しました。従って、評価対象は

５分野 20 項目となります。 

    

＜＜＜＜評価評価評価評価についてについてについてについて＞＞＞＞    

  点検評価については、次の４区分により達成度の評価を行いました。 

評  定  内     容 

Ａ  順調に達成しているもの 

Ｂ  おおむね順調に達成しているもの 

Ｃ  達成見込みであるが課題があるもの 

Ｄ  順調でないもの 

    

＜＜＜＜評価項目評価項目評価項目評価項目についてについてについてについて((((５５５５分野分野分野分野２０２０２０２０項目項目項目項目)＞＞＞＞    

    

◇◇◇◇教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    

(1)(1)(1)(1)教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの活動状況活動状況活動状況活動状況        

①方針と重点の策定状況 ②教育委員会会議の実施状況 ③調査活動等の状況        

    

◇◇◇◇事務事業事務事業事務事業事務事業    

(2)(2)(2)(2)学校教育学校教育学校教育学校教育    

    ①能力開花事業の推進 ②豊かな心を育む教育の推進 ③特別支援教育の充実  

     ④教育相談活動の充実 ⑤学力向上・国際理解教育推進のための支援体制の充実 

    ⑥食生活の向上のための学校給食の充実 

(3)(3)(3)(3)生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習((((社会教育社会教育社会教育社会教育・・・・社会体育社会体育社会体育社会体育))))    

    ①｢発表のまち・北方｣文化活動の推進 ②各種活動団体の育成と多様な支援 

    ③住民による公民館活動の推進 ④住民の健康増進とスポーツ振興の推進 

⑤生涯学習・生涯読書の推進 ⑥｢ふるさと北方の文化｣を伝える事業の推進  

   ⑦ボランティアコーディネートの整備 ⑧｢未来につなぐ心の糧｣公募事業の推進 

(4)(4)(4)(4)教職員研修教職員研修教職員研修教職員研修    

   ①教職員のライフステージに即した研修事業の推進 

((((5555))))快適快適快適快適なななな学習学習学習学習環境環境環境環境のののの整備整備整備整備    

    ①安全安心な町づくりの推進 ②快適な学習環境の整備  
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３３３３    分野分野分野分野・・・・項目項目項目項目ごとのごとのごとのごとの点検評価結果点検評価結果点検評価結果点検評価結果一覧表一覧表一覧表一覧表    

 

４４４４    点検評価点検評価点検評価点検評価のののの詳細詳細詳細詳細についてについてについてについて    

(1) (1) (1) (1) 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの活動状況活動状況活動状況活動状況        

①①①①    方針方針方針方針とととと重点重点重点重点のののの策定状況策定状況策定状況策定状況    

教育委員会は、平成 18 年度に「北方町教育総合５ヵ年計画」を立ち上げました。この 

計画は本町の教育ビジョンを示したものであり、教育基本法第 17 条２で義務づけされた

「教育振興基本計画」に当たるものです。   

 「北方町教育総合５ヵ年計画」は、多くの方々が「北方に住んで北方の教育を受けてみ

たい」と思っていただけるような教育を推進する指針であり、子どもたちには「夢」を、

若者には「志」を、大人には「生きがい」をもって生活していただけるよう、各分野の

重点施策を示したものです。 

  内容は｢基本構想、学校教育、能力開花事業、社会教育、施策の推進、その他｣の項目

から構成され、それぞれの内容は｢本年度の重点－19 年度の事業から－本年度の主な取

組｣の順に示し、教育委員会の活動を誰にも理解していただけるように配慮しました。 

  事業を進めるに当たっては、行政が事業を進め町民が教育を受けるという従来の発想

を転換し、どの分野においても「町民と行政の協働」による教育の実現を目指しました。

今年度はそうした機運が高まり始めています。 

分  野 項     目 評 定 

① 方針と重点の策定状況 Ａ 

② 教育委員会会議の実施状況 Ｂ 

(1)教育委員会

の活動状況 

③ 調査活動等の状況 Ｂ 

① 能力開花事業の推進 Ｂ 

② 豊かな心を育む教育の推進 Ｃ 

③ 特別支援教育の充実 Ｂ 

④ 教育相談活動の充実 Ｃ 

⑤ 学力向上・国際理解教育推進のための支援体制の充実 Ｂ 

 

 

(2)学校教育 

 

 

 ⑥ 食生活の向上のための学校給食の充実 Ｂ 

① ｢発表のまち・北方｣文化活動の推進 Ｃ 

② 各種活動団体の育成と多様な支援 Ｂ 

③ 住民による公民館活動の推進 Ａ 

④ 住民の健康増進とスポーツ振興の推進 Ｂ 

⑤ 生涯学習・生涯読書の推進 Ｂ 

⑥ ｢ふるさと北方の文化｣を伝える事業の推進 Ｂ 

⑦ ボランティアコーディネートの整備 Ｃ 

 

 

(3)生涯学習 

 （社会教育） 

  (社会体育) 

 

 

 ⑧ ｢未来につなぐ心の糧｣公募事業の推進 Ｃ 

(4)教職員研修 ① 教職員のライフステージに即した研修事業の推進 Ｂ 

① 安全安心な町づくりの推進 Ｂ (5)快適な学習

環境の整備 ② 快適な学習環境の整備 Ａ 
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②②②②    教育委員会会議教育委員会会議教育委員会会議教育委員会会議のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

  定例会 13 回、臨時会１回を開催しました。会議は、教育長報告、議案審議、連絡事項

の他、会議の後半には｢協議会｣の時間を設けて、今日的な教育課題や園・小中学校の現

状等についての意見交流を行いました。この他、町長や園校長との懇談会を持つなどし

て充実を図ってきました。今後は会議が形骸化しないように留意し、限られた時間で効

果的な会議となるよう、更なる工夫が必要であると考えています。 

  

    ③③③③    調査活動等調査活動等調査活動等調査活動等のののの状況状況状況状況    

    ○○○○    園園園園・・・・学校訪問学校訪問学校訪問学校訪問        

年１回であった学校訪問を、年度当初と年度末の２回とし、園・校の取組を園児、児

童生徒の姿でチェックすることにしました。各園・校の成果と課題は次のようです。 

［［［［各園各園各園各園・・・・校校校校のののの園児園児園児園児、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの姿姿姿姿］］］］    

  □□□□町立幼稚園町立幼稚園町立幼稚園町立幼稚園(訪問日：６月３日 ２月 17日)    

  ［［［［成果成果成果成果］］］］園児の作品制作が活発に行われ、園児の制作レベルや教室環境が向上してきました。 

  ［［［［課題課題課題課題］］］］園児が早く幼稚園に行きたくなるような園の雰囲気を一層充実する必要があります。  

□□□□北方小学校北方小学校北方小学校北方小学校(訪問日：７月８日 ２月 19日)        

  ［［［［成果成果成果成果］］］］自然体で豊かに語る児童の姿に勢いがあり、日常の積み上げの成果が感じられます。 

  ［［［［課題課題課題課題］］］］授業の型よりも、教師の個性が生きる授業となるように配慮する必要があります。 

□□□□北方西小学校北方西小学校北方西小学校北方西小学校(訪問日：６月 17日 １月 29日)    

     ［［［［成果成果成果成果］］］］児童の姿が自然体で明るく、生き生きと学ぶ躍動感にあふれた生活が見られます。 

  ［［［［課課課課題題題題］］］］今日まで積み上げてきた成果を生かし、一層協働して取り組む必要があります。    

□□□□北方南小学校北方南小学校北方南小学校北方南小学校(訪問日：７月２日 １月 28日)    

  ［［［［成果成果成果成果］］］］児童が自分で考え仲間と話し合う姿が向上、また、校内の環境も充実してきました。 

  ［［［［課題課題課題課題］］］］子どもの心の豊かさ、美しさが規範として身に付くよう継続的な取組が求められます。 

□□□□北方中学校北方中学校北方中学校北方中学校(訪問日：６月 25 日 ２月 27 日)     

［［［［成果成果成果成果］］］］意識改革(生徒が主役の生活づくり)が生徒の間に広がりつつあります。  

  ［［［［課題課題課題課題］］］］「主役は自分・人は皆対等」。この精神を徹底させ自ら学ぶ力を育てる必要があります。 

    ○○○○    県外視察県外視察県外視察県外視察    

  今年度は、１泊２日の予定で奈良県斑鳩町教育委員会、斑鳩小学校を訪問するととも

に、世界遺産である法隆寺など、飛鳥文化についての研修を行いました。 

教育委員会訪問では、教育予算、教育施策、活力のある教育委員会のあり方などにつ

いて意見交換を行い、一つの成果となりました。 

［［［［教育委員会訪問教育委員会訪問教育委員会訪問教育委員会訪問］］］］    

日 時 : 平成 20年 6 月６日(金) ～ 6 月７日(土)  

場 所 : 奈良県斑鳩町教育委員会・斑鳩町立小学校・明日香村歴史文化施設 

内 容 : 特色ある教育、教育行政の課題に関する交流・授業参観・明日香村万葉文化館視察  

 ○○○○    岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会    

      県下の教育委員が参加して研究会を開催し、教育行政に係る研修を行いました。今年

度は５人の教育委員が４分科会に分かれ、今日的な教育課題について理解を深めること

ができました。分科会は次のとおりです。 
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第１分科会：今後の岐阜県教育の進め方と教育委員会評価・・・・教  育  長   

 第２分科会：新学習指導要領の実施と学力向上に向けた取組・・・神谷・西委員 

 第３分科会：教職員の人事・研修等の取組と課題 ・・・・・・・翠  委 員  

 第４分科会：地域ぐるみで教育を支える仕組みづくり・・・・・・木野村委員長  

    ○○○○    他町村研修視察受他町村研修視察受他町村研修視察受他町村研修視察受けけけけ入入入入れれれれ    

  岐阜県教委委員会の紹介で次の町村教育委員が本町を訪れ、教育行政について意見交

換を行いました。本町の手厚い教育予算、施策に質問が集中しました。 

・11 月 19 日 滋賀県甲良町教育委員会 ６名 特色ある教育行政に関する意見交換 

・11 月 20 日 長野県東筑摩郡６町村教育委員会連合 13 名 教育行政の課題協議 

         （波田町・麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村） 

○○○○    そのそのそのその他他他他    

  教育活動の進捗状況を把握するため、定例の学校訪問の他、入園・入学式、卒園・卒

業式、運動会、ＰＴＡ授業参観、公表会などにも参加し、現状の把握に努めました。 

 

(2) (2) (2) (2) 学校教育学校教育学校教育学校教育    

①①①①    能力開花事業能力開花事業能力開花事業能力開花事業のののの推進推進推進推進    

  平成 18 年度を初年度に、５年計画で各園・校が特色ある教育活動を進める取組です。

教育委員会は各園・校を町の｢研究推進校｣に指定し支援しています。今年度は３年目を

迎えましたが、各園・校には国や県の研究を併せて指定し、研究を深めてもらいました。

町は事業に必要な経費を交付し、校長の裁量で執行できるようにしました。 

［［［［第第第第３３３３年次年次年次年次のののの各園各園各園各園・・・・校校校校のののの研究主題及研究主題及研究主題及研究主題及びびびび成果成果成果成果とととと課題課題課題課題］］］］    

 □□□□町立幼稚園町立幼稚園町立幼稚園町立幼稚園    ［［［［町指定町指定町指定町指定］］］］心豊かな感性を育む教育推進園 

        ［［［［国指定国指定国指定国指定］］］］安全な行動の芽生えを育てる保育活動推進園(18～19 年度) 

○体験重視による取組は、遊び→お絵かき→言葉(説明)→知識の順で広がり、人間関係も豊かに 

なりつつありますが、新教育要領との関連を意識して指導する必要があると感じています。 

□□□□北方北方北方北方小小小小学校学校学校学校    ［［［［町指定町指定町指定町指定］］］］言語教育推進校 

        ［［［［国指定国指定国指定国指定］］］］道徳教育実践推進校(20～21 年度)  

 ○道徳教育を通して自己を見つめる子どもが育ちつつあり、保護者の意識も変わりつつあります 

が、授業の形にとらわれず、真の自己見つめができる学習を工夫する必要があります。 

□□□□北方西小学校北方西小学校北方西小学校北方西小学校［［［［町指定町指定町指定町指定］国際理解教育推進校 

        ［［［［県指定県指定県指定県指定］］］］学校人権同和教育協力校(20～21 年度) 

○英語を使って豊かに会話する姿、相手の思いを温かく受け止める姿が育ちつつありますが、自 

分から進んで仲間に語りかける対話活動を一層工夫する必要があります。 

□□□□北方南小学校北方南小学校北方南小学校北方南小学校［［［［町指定町指定町指定町指定］］］］地域連携教育推進校(国語の指導を通して) 

  ○国語の一人読み・仲間読みにより、読みが深まり表現力も向上していますが、地域の人材を教 

科の時間やゆとりの時間に活かした連携学習を一層工夫する必要があります。 

□□□□北方中学校北方中学校北方中学校北方中学校    ［［［［町指定町指定町指定町指定］］］］学力向上推進校 

        ［［［［県指定県指定県指定県指定］］］］学校人権同和教育協力校  

○基礎基本の力は概ね身に付いています。また、生徒が主役の授業を意識した取組も見られます 

が、生徒の姿は受け身になりがちであり、生徒を主役にする指導の工夫が求められます。 
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②②②②    豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

○○○○    心心心心のののの教育推進事業教育推進事業教育推進事業教育推進事業    

 町長の強い願いに基づき、19 年度に「心の教育推進事業」を立ち上げました。今年度

は、各園・校が全校態勢で、しかも意識的・継続的に取り組むことを求めました。心を

耕す指導を点から線に広げるためであり、指導上の課題でもあります。 

［［［［各各各各園園園園・・・・校校校校のののの取組及取組及取組及取組及びびびび成果成果成果成果とととと課題課題課題課題］］］］    

□□□□町立幼稚園町立幼稚園町立幼稚園町立幼稚園 ：絵本、紙芝居による心の耕し、ウサギの飼育等に取り組みました。 

         年長園児が年中・年少園児をいたわる姿は、人間関係の深まりを感じます。 

□□□□北方小学校北方小学校北方小学校北方小学校 ：読書活動の推進や自己を見つめる道徳の授業に力を入れました。 

        自分を真摯に見つめる姿がみられ読書活動では図書館最優秀賞を受賞しました。 

□□□□北方西北方西北方西北方西小学校小学校小学校小学校：よいこと見つけ･人権の集い･命の授業･芸術鑑賞を進めました。 

       学校生活の多くの場面で、相手を思いやる姿が見られるようになっています。 

□□□□北方南小学校北方南小学校北方南小学校北方南小学校：読書､通学路のごみ拾い､｢家庭教育のすすめ｣に取り組みました。 

       人と人との触れ合いは、校内を越えて地域に広がり始めています。 

□□□□北方中学校北方中学校北方中学校北方中学校 ：人権集会、福祉集会、地域貢献活動、芸術鑑賞に取り組みました。 

             集会活動・交流活動では生徒に主役意識が芽生え、主体性が育ちつつあります。 

○○○○    北方町道徳教育推進協議北方町道徳教育推進協議北方町道徳教育推進協議北方町道徳教育推進協議会会会会    

平成 15 年度、学校関係者を中心に地域の協力を得て、｢北方町道徳教育推進協議会｣

を立ち上げました。当初は３年計画でしたが、その重要性に鑑み、今日まで継続して取

り組んでいます。20 年度は｢挨拶・仕事・ふるさと｣を合い言葉にして取り組みましたが、

活動に停滞が見られ、思い切った改革が必要であると感じています。 

学校の道徳教育や子どもたちの地域活動については、多くの方々の理解を得るまでに

なってきました。しかし、地域ぐるみで挨拶をする、ボランティアをする、ふるさとを

大切にする、などの活動にまで高まっていないことが課題といえます。 

［［［［北方町道徳教育推進協議会北方町道徳教育推進協議会北方町道徳教育推進協議会北方町道徳教育推進協議会のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要］］］］    

第１回協議会  5 月 28 日(水) 道徳教育推進の具体的内容の確認と年間活動計画 

第２回協議会  6 月 30 日(月) 道徳の授業参観(北中１年)と研究討議．各園・校の実践紹介 

第３回協議会  11 月 28 日(金)  道徳の授業参観(南小２年)と研究協議．各園・校の取組の交流 

第４回協議会  3 月 11 日(水) 成果と課題の検討．来年度の新しい取組の方向の検討  

    

③③③③    特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの充実充実充実充実    

    ○○○○    特別支援特別支援特別支援特別支援コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターにににに関関関関してしてしてして    

    発達障がいのある子どもたちに等しく教育を施すため、平成 18 年、学校教育法の改正

に伴って、特別支援コーディネーターの設置が義務づけられました。今年度はその職務

内容の理解を図るとともに、支援のあり方を検討する委員会の充実と学校間ネットワー

ク(連携)の整備に努めました。しかし、各園・校の取組には温度差が見られ、当初目標

とした対象幼児、児童生徒の｢個人カルテ｣の作成にはばらつきが見られます。また、等

しく教育を施すためには、反社会的な子どもたちや、不登校傾向にある子どもたちを含

めた支援態勢を検討する必要があると感じています。 
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○○○○    児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のののの就学指導就学指導就学指導就学指導にににに関関関関してしてしてして    

  幼児、児童生徒の実態把握に努めるとともに、関係機関と連携して適正な就学指導に

努めてきました。また、保護者との就学相談会を計画的に開催するなどして、保護者の

不安解消にも努めました。我が子の姿を直視できない保護者に対する指導や、就園から

就学、就労までの一貫性ある指導などに課題は残りますが、現時点での就学指導は他部

局との連携も密であり、概ね順調に推移していると捉えることができます。 

［［［［適正就学指導対象適正就学指導対象適正就学指導対象適正就学指導対象園児園児園児園児、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの判定結果判定結果判定結果判定結果］］］］    

 新就学児 小学生 中学生 合 計 

判定会議対象者 ７人 ３２人 ９人 ４８人 

通常学級判定 ３人 １４人 ０ １７人 

特別支援学級判定 ０ １８人 ９人 ２７人 

特別支援学校判定 ４人 ０ ０ ４人 

○○○○    関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携にににに関関関関してしてしてして    

  子どもたちの就学先である特別支援学校職員と、各校の特別支援学級職員が連携して、

就学支援のあり方や進路指導についての研修会を開催できたことは、大きな成果となり

ました。こうした連携のパイプを太くすることが、子どもたちの就園から就学、就労ま

での一貫性ある指導につながると考え、これからも大切にしたいと思っています。 

 ○○○○    そのそのそのその他他他他    

  職員の努力により、就学相談の意義が保護者の間に定着しつつあります。今後は、特

別支援学校などと一層連携を密にして相談に当たりたいと考えています。 

 

④④④④    教育相談活動教育相談活動教育相談活動教育相談活動のののの充実充実充実充実((((適応指導適応指導適応指導適応指導のののの充実充実充実充実))))    

○○○○    児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒へのへのへのへの適応指導適応指導適応指導適応指導    

  適応指導教室｢大空｣(19 年度開設)に指導員１名を、小中学校に教育相談員各１名を、

町単独で配置しています。従来は小中学生を対象にしていましたが、不登校の芽は幼児

生活にも起因するという考えから、今年度は支援の対象を園児から高校生にまで広げま

した。また定期相談会を年２回設けて保護者の指導にも当たりました。しかし、中学生

の不登校の増加が気になります。小学校では何とか頑張ってきた子どもが、中学校では

息切れを起こしていることが伺えます。幼・保育園から中学校までのあらゆる場で、子

どもたちが居場所を感じ、自己有用感の湧くような指導が求められます。 

    ［［［［平成平成平成平成 20202020 年年年年度度度度３３３３月月月月のののの不登校不登校不登校不登校状況状況状況状況］］］］(30(30(30(30 日以上日以上日以上日以上のののの欠席欠席欠席欠席    出現率出現率出現率出現率はははは生徒生徒生徒生徒 1,0001,0001,0001,000 人人人人にににに対対対対するするするする比率比率比率比率))))        

北 方 町 岐阜地区 岐 阜 県 全 国  

人 数 出現率 人 数 出現率 人 数 出現率 出現率 

小学生  ２人 1.5 １９２人 3.96  ５０３人 4.0 3.2 

中学生 ３４人 57.4 ８３１人 37.09 ２０９４人 33.5 28.9 

［［［［教育相談件数教育相談件数教育相談件数教育相談件数］］］］                                                                                 

Ｔ相談員(主担当：小学校) Ｋ相談員(主担当：中学校) 
相談員 

幼 小 中 その他 小 中 職 員 

19 年度 76(27) 275(30) 159(62) 10 (4) 186(56) 578(110) 5 

20 年度 19 (9) 361(45) 188(40) 37(27) 172(66) 606 (96) 16 

 

件数は延べ数 

()は親の相談件数

で内数 
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○○○○    保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談・・・・指導指導指導指導    

  保護者の個別相談や｢親の会｣の充実を図るなどして、不登校児を抱える保護者が現状

を受け止め、温かく我が子を見守る環境づくりに努めました。親の姿勢が我が子に好ま

しい影響を与えるなどの姿が見られるようになっていますが、親の思いは複雑であり、

継続的な支援に当たる必要があります。 

○○○○    教員教員教員教員とのとのとのとの連携連携連携連携    

  指導のあり方や情報を共有するという立場から、教育委員会の職員と各校の教育相談

担当教員や担任との連携強化に努めました。連携を深めることにより、第一線で指導に

当たる担任に自信を与え、気持ちを和らげる効果につながっています。 

   

⑤⑤⑤⑤    学力向上学力向上学力向上学力向上・・・・国際理解教育推進国際理解教育推進国際理解教育推進国際理解教育推進のためののためののためののための支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実    

    ○○○○    学習強化学習強化学習強化学習強化指導助手指導助手指導助手指導助手のののの配置配置配置配置    

  昨年度までは、本務教員のアシスタントとして学習強化を図ってきました。今年度は

少人数指導などを単独で指導できるように改めました。 

  ｢全国学力学習状況調査｣の結果を分析しますと、本町の小中学生は｢知識理解｣及び｢活

用力｣の両面で全国平均を上回っており、概ね良好といえます。しかし、生きる力として

大切にしたい思考力、判断力、表現力については、今後も継続して育てる必要がありま

す。そのための講師の活用のあり方について、一層の工夫が求められます。 

  ［［［［平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度    全国学力学習状況調査全国学力学習状況調査全国学力学習状況調査全国学力学習状況調査のののの全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率］］］］    

小学校国語 小学校算数 中学校国語 中学校数学 

知識理解 活  用 知識理解 活  用 知識理解 活  用 知識理解 活  用 

６５.４ ５３.２ ７２.２ ５１.６ ７３.６ ６０.８ ６３.１ ４９.２ 

 ○○○○    特別支援特別支援特別支援特別支援アシスタントアシスタントアシスタントアシスタント    

  支援を必要とする子どもたちの指導に当たる要員を 11 名配置し、その運用については

校長の裁量に任せました。各園・校では、多動的な子どもの心理的安定を図ったり理解

に時間のかかる子どもをサポートしたりして、その存在は高く評価されています。しか

し、多様化する子どもたちの実態を考えたとき、要員不足は否めません。 

 ［［［［特別支援特別支援特別支援特別支援アシスタントアシスタントアシスタントアシスタントのののの配置配置配置配置］］］］    

要員 幼稚園 北 小 西 小 南 小 北 中 合 計 

人数 ２人 ３人 ２人 ２人 ２人 １１人 

 ○○○○    外国外国外国外国語指導語指導語指導語指導助手助手助手助手((((ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ))))    

  小中学校に各１名、英語圏のＡＬＴを町単独で配置し、コミュニケーション能力の向

上を図ってきました。運用の仕方は、中学校では全ての英語学習で、小学校では１週間

に１時間、３小学校の全ての学級で英語言語に慣れ親しむ指導ができるように配慮しま

した。２人のＡＬＴは明るく誠実で児童生徒に人気があり、また指導力も高く、貴重な

存在となっています。 

［ＡＬＴ［ＡＬＴ［ＡＬＴ［ＡＬＴについてについてについてについて］］］］    

小学校配置ＡＬＴ 氏名 Ｂ・Ｋ(女性) 国籍 アメリカ 日本永住権取得 南小校区在住 

中学校配置ＡＬＴ 氏名 Ｗ・Ｗ(男性) 国籍 カナダ  北方町大好き  岐阜市在住 
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⑥⑥⑥⑥    食生活食生活食生活食生活のののの向上向上向上向上のためののためののためののための学校給食学校給食学校給食学校給食のののの推進推進推進推進    

○○○○    各種委員会活動各種委員会活動各種委員会活動各種委員会活動    

  給食運営委員会で基本方針を決め、献立委員会で子どもたちの反応を献立に生かし、

給食幹事会で物資の購入を選定し、今年度も県下一給食費が安く、栄養価があり、美味

しくて安全な給食を提供できました。今後は滞納問題、本町の農産物利用等の問題を委

員会で審議し、より充実した学校給食を提供できるように努力する必要があります。 

○○○○    栄養士栄養士栄養士栄養士のののの学校指導学校指導学校指導学校指導    

   栄養士が学校を訪問し、給食時間を使って｢食｣の重要性を指導しました。保護者への指

導にも努め、｢食｣の重要性の意識化にも貢献しました。本町の子どもは朝食を摂らない

で登校する割合が全国平均を上回っていますので、継続的に指導する必要があります。  

    ［［［［学校給食学校給食学校給食学校給食数数数数とととと１１１１食食食食のののの単単単単価価価価］］］］                                                                                    

園 ・ 校 幼・保 小学校 中学校 合 計 小学校教食費 中学校給食費 

食  数 ５４３食 1,398 食 ６２７食 ２,５６８食 １食２００円 １食２３９円 

        

(3) (3) (3) (3) 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習((((社会教育社会教育社会教育社会教育・・・・社会体育社会体育社会体育社会体育))))    

①①①①    ｢｢｢｢発表発表発表発表のまちのまちのまちのまち・・・・北方北方北方北方｣｣｣｣文化活動文化活動文化活動文化活動のののの推進推進推進推進        

○○○○    企画事業企画事業企画事業企画事業    

 今年度は町制施行 120 年に当たりました。そこで｢120 年記念実行委員会｣主催事業の

一部を「きらりホール事業」に加え、年間を通して計画的に事業を開催し、文化の振興

と町の活性化に努めました。寄席、奇術、漫談などの大衆娯楽からクラシックコンサー

トまで、幅広い本物の芸術文化を提供し楽しんでもらいましたが、住民の文化に対する

認識を深める必要性を強く感じる１年間でもありました。 

［［［［主主主主なななな事業事業事業事業とととと入場者数入場者数入場者数入場者数］］］］                                                    

事 業 名 日 券販売数 事業名 日 券販売数 

北方寄席 5/25 ４１０人 吉田恭子ヴァイオリン 9/20 １８８人 

池田直樹 50 曲リクエスト 7/12 ４２０人 水木一郎アニソンライブ 10/19 ２８８人 

野々田万照とモンキーズ 8/2 ２８８人 いっこく堂トークショウー 11/30 ４２５人 

東京ブラスタ・コンサート 8/31 ２１７人 ７事業の入場者数の合計 ２,２３６人 

○○○○    団体手作団体手作団体手作団体手作りりりり事業事業事業事業    

 地域文化の振興を図るため、町内や近隣市町で活躍する諸団体の発表機会を計画的に

位置づけました。町内では｢ゆめまちクラブ｣や｢ハートフルライブ｣の公演、また、岐阜

農林高校演劇クラブや｢きらりスタッフ｣によるコンサートなどの支援に当たりました。

少しずつではありますが、手作り文化の発表が軌道に乗り始めています。 

○○○○    住民参画音楽会住民参画音楽会住民参画音楽会住民参画音楽会((((文化発表会文化発表会文化発表会文化発表会))))    

 本町初めての住民手作り音楽会｢クリスマス＆北方第九コンサート｣は、80 名余の住民

合唱隊が参加し、12月 21 日に開催できたことは感慨深いものがあります。 

町民文化祭は 11月 1･2 日の２日間にわたって開催、文化協会主催の｢芸能の集い｣には

201 名の出演があるなど、少しずつではありますが住民参画意識が育っているように思

われます。住民の融和を図る上で相応しい催しであり今後も継続する予定です。 

    町民文祭町民文祭町民文祭町民文祭のののの実績実績実績実績＝作品展示：226 人(28 種目),芸能の集い：352 人(11 種目),参観者：700 人余 
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○○○○    文化教室文化教室文化教室文化教室＆＆＆＆町民自主講座町民自主講座町民自主講座町民自主講座    

 専門の方やクラブサークルで技術を身に付けた方を講師に、子どもたちには｢文化教

室｣を、成人の方には｢町民自主講座｣を開催しました。子どもにとっては初体験の連続で

あり、自分を見つめ、新しい仲間との人間関係を深める場になったと思っています。ま

た、町民自主講座は、成人の｢学びたいニーズ｣に応えて技術を持つ方々が講師を務める

というものであり、従来の行政主導の講座とは違った住民相互の文化活動といえます。

今後も継続する予定ですが人数に制限を設けざるを得ないため、希望に添えないことが

課題となっています。 

文化教室文化教室文化教室文化教室(前期５～９月・後期 10～3 月) 町民自主講座町民自主講座町民自主講座町民自主講座(前期５～９月・後期 10～3 月) 

・将棋 ・科学実験 ・茶道 ・料理 ・押し花 

・ネイチャークラフト ・フラワーアレンジメント 

・大正琴 ・三味線 ・自然体験(アウトドア) 

前期参加者：３２７人  後期参加者：319 人 

・楽しい詩吟・中国語入門・着物の着付け・北方舞踊 

・パソコン入門①②・詩吟入門・地唄三味線・革の手芸 

・初めての陶芸①②・小物作り・グラスアート・押し花 

・マナフットセラッピー・整膚健康法・フラダンス①②③ 

    

②②②②    各種活動団体各種活動団体各種活動団体各種活動団体のののの育成育成育成育成とととと多様多様多様多様なななな支援支援支援支援    

○○○○    文化活動文化活動文化活動文化活動        

 多くのクラブサークルが文化協会に所属し、活発に活動しています。また所属はしな

いものの、２～３人の小ぢんまりとしたサークルもあり、豊かな営みが見られます。こ

うした活動の更なる発展を願い、今年度はクラブサークルによる｢町民自主講座｣や自主

運営を促進する｢研修会｣を開催したり、発表会や会員募集等の広報活動の充実を図った

りしてきました。多くのクラブサークルは高い芸術性と自主運営力が見られるようにな

りましたが、誰にも門戸が開かれたサークルとして発展させなければならないと考えて

います。一方、高齢者大学の自立した取組には目を見張るものがありますが、その他の

団体については組織内の協力体制のあり方に課題が残っています。  

［［［［美術工芸美術工芸美術工芸美術工芸］］］］・日本画・水墨画(青萌会)・書道・成人書道・写真(案山子)・絵手紙 ・陶芸  

・洋画・とんぼ玉Ａ・Ｂ・Ｃ ・パッチワーク・彩墨画・書道きさらぎ・木目込み  ((((14141414 団体団体団体団体)))) 
１６０人 

［［［［音楽芸能音楽芸能音楽芸能音楽芸能］］］］・舞踊・北方コーラス・大正琴(野菊の会)・剣詩舞・アロハエカヒ・マハロエア 

・ナホクエコル・北方三味線・なごみ会・童謡(カトレア) ・歌謡Ａ・Ｂ・Ｃ ・舞踊・民謡(すみれ) 

・夢まち・藤登恵会・彰豊会・北方合唱・大正琴(きらり) ・北方民謡保存会     ((((21212121 団体団体団体団体)))) 

２７３人 

 

サ 

｜ 

ク 

ル 

 ［［［［文芸生活文芸生活文芸生活文芸生活］］］］・短歌・俳句(年輪)・俳句(早蕨)・本巣北方子ども劇場((((４４４４団体団体団体団体))))    ５２人    

諸 

団 

体 

・婦 人 会  ＝会 員 数： ４３５人  

・子 ど も 会 ＝子ども数:１,１５２人 (単位子ども会数：３７子ども会) 

・高齢者大学 ＝会 員 数： １５０人 (登録数であり、実際の参加者はもっと多い)    

○○○○    スポーツスポーツスポーツスポーツ活動活動活動活動    

 スポーツ少年団には９団体、体育協会には 19 団体が所属しています。中学校部活動、

スポーツ教室、自主的に運動される住民を含めると、本町のスポーツ人口は多いといえ

ます。団体の自立を促進するため、今年度は体育協会主催行事を、主催者とスポーツク

ラブの協力で運営できるようにと考えました。しかし、協会には大会を企画し運営する

専従職員が不在のため、教育委員会に依存する傾向にあります。活力と潤い、融和精神

を育む各種団体であるだけに、住民の手による運営を早期に確立する必要があります。 
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③③③③    住民住民住民住民によるによるによるによる公民館活動公民館活動公民館活動公民館活動のののの推進推進推進推進        

○○○○    講座講座講座講座のののの開設開設開設開設    

  文化系や運動系のクラブサークルを立ち上げて活動したいという住民のニーズに応え、

講座の開設やクラブサークルの立ち上げを支援しました。文化系では朗読教室、寄せ植

え教室、ラッピング教室を、スポーツ系ではヨガ教室、武術太極拳などを支援する一方、

教育委員会の指導で｢北方町第九合唱団｣の立ち上げに取り組みました。これからも住民

のニーズに応える取組を進めることにしていますが、立ち上げ後のサークルを充実発展

させるコーディネーターの養成が急務といえます。 

○○○○    乳幼児家庭教育学級乳幼児家庭教育学級乳幼児家庭教育学級乳幼児家庭教育学級    

昨年度立ち上げ、若い母親に好評であった乳幼児家庭教育学級「ぴよぴよコース(１歳 

児)」｢よちよちコース(２歳児)｣｢わくわくコース(３歳児)｣を充実して開催しました。親子

体操、おやつ作り、我が子を可愛く写すカメラ操作など内容の工夫とともに、子育てに

悩む若い母親が互いの悩みを語り合い、ストレスを解消するよい機会にもなりました。

昨今、乳幼児・児童に対する虐待や規範意識の低下など、家庭教育のあり方が問われて

いるだけに、参加者の意見を取り入れ、充実して継続したいと考えています。 

［乳幼児家庭教育学級乳幼児家庭教育学級乳幼児家庭教育学級乳幼児家庭教育学級のののの応募者応募者応募者応募者］ 

コースコースコースコース    ぴよぴよコース よちよちコース わくわくコース 

参加者参加者参加者参加者    延べ  １０７組 延べ １１３組 延べ ４７０組 

    

④④④④    住民住民住民住民のののの健康増進健康増進健康増進健康増進ととととスポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興のののの推進推進推進推進    

○○○○ 120 120 120 120 年関連事業年関連事業年関連事業年関連事業    

 120 年にあたる今年度は、既存の事業を拡大しメリハリをつけて実施しました。青少

年には｢ＦＣ岐阜｣を招待してのサッカー教室を、歩け歩け運動では勅使河原郁恵さんを

招待しての町内史跡巡りを、町民運動会では記念の人文字を、この他、ＮＨＫラジオ体

操を実施するなど、印象に残る事業となりました。 

［［［［各種各種各種各種イベントイベントイベントイベント参加者数参加者数参加者数参加者数］］］］    

サッカー教室 

(ＦＣ岐阜) 

歩け歩け運動 

(勅使河原郁恵) 

町民運動会 

(人文字) 

ラジオ体操 

(ＮＨＫ) 

８５人 ３５０人余 2,500 人余 1,000 人余 

○○○○    スポーツスポーツスポーツスポーツのののの振興振興振興振興とととと健康増進健康増進健康増進健康増進    

子どもから大人まで、ライフステージに沿って運動を楽しんで欲しい。こうした願い

の下、既存の団体が主催するスポーツ活動や大会の支援に努めました。また｢成人リフレ

ッシュ講座｣ではヨガやエアロビクスを、｢歩け歩け大会｣では町内の歴史文化に触れる機

会を、ニーズの高いヨガ・太極拳は[成人スポーツ教室]で、子どもたちを対象にした｢何

でもスポーツ体験教室｣では、ミニテニスなどを企画し実施しました。自由に運動される

住民の方々には体育館の使用料｢無料日｣を設けるなどして、運動の場と機会の提供にも

努めました。 

今後は、住民の方々が保健センターで検診を受け、その結果に応じて運動メニューを

作成し、体育館を無料利用して健康増進や成人病予防のための運動にいそしんでいただ

く仕組みを確立する予定でおります。 
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［［［［成人成人成人成人スポーツスポーツスポーツスポーツ教室教室教室教室］］］］                                    ［［［［体育館利用者数体育館利用者数体育館利用者数体育館利用者数］］］］                                                    

何でも体験スポーツ 1・2 １５１人  個人利用者数 団体利用者数 合  計 

バトミントン１・２ １１９人 19 年度 ２１,２５７人 ４０,２３２人 ６１,４８９人 

ミニテニス１・２ １０２人 

 

20 年度 ２０,７３１人 ４４,０６５人 ６,４７９６人 

    ○○○○    総合型総合型総合型総合型スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    

  平成 18 年度、教育委員会の要請で、体育指導員、体育協会を中心にした有識者検討会

を持ちました。以後、講師を招いたり視察をしたりして検討を重ね、｢スポーツクラブを

立ち上げるとすれば、本町に合った独自の方式がよい｣という方向に傾いています。 

  今年度は、町制 120 年の諸事業のために検討会を一時中断し、21 年度から再開して 23

年にはめどをつけ、24年に発足させようという流れになっています。 

 ［［［［体育協会体育協会体育協会体育協会・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ少年団少年団少年団少年団・・・・今年度今年度今年度今年度のののの大会大会大会大会］］］］    

［［［［体育協会所属団体体育協会所属団体体育協会所属団体体育協会所属団体］］］］・軟式野球 ・ソフトボール ・バレーボール ・サッカー ・バトミントン ・柔道 ・陸上 

・バスケットボール ・剣道 ・空手 ・卓球 ・軟式テニス ・硬式テニス ・ゲートボール ・ゴルフ  

・グランドゴルフ ・ソフトバレー ・パドルテニス ・武術太極拳                    ［１９団体］ 

［［［［少年少年少年少年スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ］］］］・野球 ・バスケット ・北方サッカー ・北方西サッカー ・バレーボール 

・剣道 ・卓球 ・柔道 ・空手道              ［９スポーツクラブ：２７５人］    

５月 ソフトボール 16 組 ８月 軟式野球 中止 10 月 ピンポン 111 人 

５月 テニス(硬式) 8 人 ８月 グランドゴルフ 151 人 10 月 ゲートボール 5チーム 

６月 ゴルフ 84 人 ９月 ソフトバレー 143 人 11 月 バトミントン 45 人 

大大大大    

会会会会    

７月 パドルテニス 36 人 ９月 女子バレー 中止    

    

⑤⑤⑤⑤    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習・・・・生涯読書生涯読書生涯読書生涯読書のののの推進推進推進推進        

○○○○    施設設備施設設備施設設備施設設備 

  ８月１日より｢北方町モバイルサイト ポケきた｣を開設することができました。このシ

ステムにより、住民の方々は家庭や職場に居ながらにして蔵書を検索したり図書の貸し

出しを予約したり、さらには新着図書案内が受けられるようになりました。 

インターネットなどによる一般の方々の町立図書館へのアクセスは、毎月 500 件前後

あります。そのうち、｢ポケきた｣サイトによるアクセスは 100～150 件ですから、順調に

活用され始めているといえます。 

［注 モバイル＝小型・軽量化、高性能化された情報通信機器やコンピューターなどの情報端末を形容する言葉］ 

 ○○○○    読書活動読書活動読書活動読書活動    

    住民の豊かな精神活動を推進するため、年齢に応じた読書の啓発に努めました。｢お話

ポケット｣は親子を対象にしたお話会で、毎月、第３土曜日・第４木曜日に開設しました。

｢乳幼児読書｣は、子育て支援資料の提供や親子読書の啓発を目的としたものであり、保

健センターの検診日に実施しました。幼・保育園、小中学校へは｢出前図書｣をするなど

して、本に親しむ機会を意図的に設けました。 

この他、図書館内には新刊コーナー、文学賞受賞作品コーナー、町の行事紹介コーナ

ー、ヤングアダルトコーナーを設けるなどして読書意欲の向上に努めるとともに、春の

子ども読書週間、秋の読書週間、敬老の日読書のすすめなど、季節行事に合わせた読書

活動の啓発にも努めてきました。 
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［［［［図書館利用状況図書館利用状況図書館利用状況図書館利用状況］］］］    

 開館日数 入館者数 １日平均 貸出人数 １日平均 貸出冊数 １日平均 

１９年度 286 日 78,762 人 275 人 24,414 人 85 人 79,255 冊 277 冊 

２０年度 288 日 80,389 人 279 人 23,005 人 79 人 82,153 冊 285 冊 

○○○○    そのそのそのその他他他他    

  年１回、図書館運営委員会(委員６人)を開催し、図書館のあり方を審議しています。

今年度は、新刊本の購入のあり方、読書スペースの確保、資料展示室のあり方などが審

議の対象になりました。どの問題も図書館を運営する上での課題であり、継続審議する

予定でおります。 

 

⑥⑥⑥⑥    ｢｢｢｢ふるさとふるさとふるさとふるさと北方北方北方北方のののの文化文化文化文化｣｣｣｣をををを伝伝伝伝えるえるえるえる事業事業事業事業のののの推進推進推進推進        

○○○○    学校教育学校教育学校教育学校教育    

ふるさとに生まれ、ふるさとに育ち、やがてふるさとを担う子どもたちが、ふるさと

に愛着を持ち、ふるさとを大切にする。そのための学習資料｢マイタウン・北方｣を１年

間かけて全面改定しました。この冊子は、小学校社会科の郷土学習や、総合的な学習の

時間の｢ふるさと探検｣をはじめ、小中学校で行う｢ふるさと学習｣で活用されることにな

ります。最新の写真を取り入れた見やすい冊子となっています。 

○○○○    地域地域地域地域ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育    

 学校関係者と町、地域住民でつくる｢道徳教育推進協議会｣の柱の一つに、ふるさとを 

大切にする活動を位置づけています。地域に住む子どもたちが自治会等の主催する各種 

行事に積極的に参加・貢献することで、地域人として成長してほしいという願いからで 

あります。自治会の協力もあって、各種の地域行事の企画・運営や広報活動に中学生が 

参画するなど、子どもの力を生かした取組が始まっています。この他、中学校では校外 

生徒会が、小学校では地区子ども会が中心となって参画する機運も生まれてきました。 

○○○○    整備事業整備事業整備事業整備事業    

 本町には文化財が多く存在します。その文化財を守り後世に伝えることは、今を生き

る私たちの責務です。今年度は、文化財保護協会の協力の下、｢北方町文化財マップ｣を

制作しました。分かり易い写真付きマップとなっており、活用が期待されます。この他、

円鏡寺クロガネモチノキの保全、楼門の避雷針設置、美濃派俳諧水上道場跡改修工事等

を行いましたが、なお多くの老朽化しつつある文化財の補修が残っています。 

国指定文化財 ４点 木造聖観音立像・木造不動明王立像・木造金剛力士像・楼門 

県指定文化財 １７点 条里跡(史跡)・金胎両界曼荼羅図(絵画)・紺紙金泥大般若経(典籍) 他 

町指定文化財 ５４点 和鏡(工芸)・秀吉朱印状(古文書)・冠木門(建造物)・棟札(考古) 他 

○○○○    文化財保護文化財保護文化財保護文化財保護協会協会協会協会活動活動活動活動    

 地域の文化財を学びながら、文化財を進んで保存・維持する団体に｢北方町文化財保護

協会｣があります。今年度は行政と一体になって、｢文化財マップ｣の作成や史跡の改修工

事などに携わっていただきました。また、独自に看板を整備したり、伝統行事｢時の太鼓｣

の催しや｢東山道｣に関わる研究にも取り組んでいただいたりしました。 

現在、会員は 170 名ですが、高齢化が進み後継者の養成が課題となっています。文化

財に関心を持ち、進んで大切にしようとする若人の育成を進める必要があります。  
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⑦⑦⑦⑦    ボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネートのののの整備整備整備整備        

○○○○    ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの募集募集募集募集    

住民の活力を活かした町づくりを進める一環として、ボランティアの整備に着手しま

した。広報｢きたがた｣や生涯学習機関紙｢まなびすと｣を使って広く募集をかけ、現在、

109 名の登録があります。その一方で｢ボランティア養成講座｣を年６回開催し、ボラン

ティアの基本的なあり方やマナーなどについても深めてきました。初年度の取組として

は一応の成果が上がっていますが、更なるボランティア登録を推し進める必要がありま

す。また、ボランティアを提供する方々とボランティアを受ける方々とをつなぐコーデ

ィネーターの養成が急務であり、そのための専従職員の配置が強く求められます。 

［［［［登録登録登録登録ボランティアボランティアボランティアボランティア］］］］    

・読み聞かせ ・パソコン ・託児 ・マッサージ ・工芸 ・日本語 ・中国語 ・手話 

・トールペインティング ・まどか喫茶 ・きらりスタッフ ・戦争体験(平和) など 

                              登録者数：137 人 

 

⑧⑧⑧⑧    ｢｢｢｢未来未来未来未来につなぐにつなぐにつなぐにつなぐ心心心心のののの糧糧糧糧｣｣｣｣公募事業公募事業公募事業公募事業のののの推進推進推進推進    

 ○○○○    主題主題主題主題：：：：ふるさとふるさとふるさとふるさと    

  平成 18 年度に始まった｢未来につなぐ心の糧｣公募事業は、３年目を迎えました。一人

一人が人間性を回復し、豊かな精神活動の見られる暮らしを取り戻したいという願いか

らでした。今年度の主題は｢ふるさと｣。人はどのような生涯であろうと、自分の生きる

拠り所となるふるさとがあり、そのふるさとを大切にし誇りに思うことは、自分らしく

生きる原点への回帰の心であると考えたからです。今年も多くの作品応募があり、胸を

打ち心にしみる作品に触れることができました。 

この事業は｢住民の手作り公募事業｣と位置づけています。審査も発表会も展示も、ボ

ランティアによる運営を基本にしたいと考えています。しかし、その域に達するにはも

う少し時間がかかるようです。また、本町の成人の応募が一向に増えないという悩みを

抱えています。住民のための事業とする上でも、地域住民への啓発が課題です。 

［［［［作品応募結果作品応募結果作品応募結果作品応募結果］］］］                                                                                                                                

 作 文 絵 画 写 真 合 計 備    考 

子ども 1,002 人 245 人 137 人 1,384 人 

大 人 234 人 38 人 32 人 304 人 

合 計 1,236 人 283 人 169 人 1,688 人 

岐阜県 1425、東京 33、京都 18、神奈川､千葉 16、 

埼玉 15､北海道･兵庫 13、愛知 12、大阪･静岡 11、

山梨 9 など(富山･香川･沖縄からは応募なし) 

 

(4) (4) (4) (4) 教職員研修教職員研修教職員研修教職員研修    

①①①①    教職員教職員教職員教職員ののののライフステージライフステージライフステージライフステージにににに即即即即したしたしたした研修事業研修事業研修事業研修事業のののの推進推進推進推進    

        ○○○○    基本研修講座基本研修講座基本研修講座基本研修講座    

教職員に義務づけられた初任者研修、節目の年に行う３年目・６年目・12 年目の研修

では、地域や学校の特徴を生かした研修となるように配慮しました。初任者研修会では、

円苑や南保育園、児童館で奉仕体験活動を、３年目研では学級経営のあり方を、６年目

研修では専門性を生かした教科指導というように、年代に応じてステップアップを図り

ました。円苑の研修では初任者に強い印象を与えたようです。 
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○○○○    ライフワークライフワークライフワークライフワーク研修研修研修研修    

  職員のニーズにあった研修の機会を提供するため、希望調査を実施して下記のような

研修講座を設けました。全教職員が年代や職務内容に応じた研修を受け、本町の教育に

生かして欲しいという願いからであります。概ね好評でしたが、子どもたちの学校生活

の基盤である学級経営研修や、新学習指導要領の主旨の徹底を図る研修の機会を、更に

充実する必要があると感じています。 

［［［［ライフステージライフステージライフステージライフステージにににに即即即即したしたしたした教員研修内容教員研修内容教員研修内容教員研修内容］ 

教務主任研修会 5/1 教育相談研修会 ２回 小学校英語活動研修会 各校 

生徒指導研修会 5/30 保健室経営研修 6/25 幼稚園英語活動研修会 幼で 

研究主任研修会 5/20 特別支援研修会 ４回 幼稚園パワーアップ研 4/23 

保健主事研修会 7/22 アシスタント研 ４回 教育講演会 8/27 

学級経営研修会 各校 各種講師研修会 ３回   

○○○○    希望研修希望研修希望研修希望研修会会会会    

  個人的に関心のある課題をもっと追究したいという教員の思いに応え、希望研修講座

を開設することにしています。今年度は一部の教員のニーズに応えることができません

でしたが、概ね順調に開設することができました。 

［［［［希望希望希望希望研修研修研修研修内容内容内容内容］］］］    

町ネットワーク活用研修 各校 英語・外国語研修 8/8 プロの生き方に学ぶ 7/22 

町コンピュータ研修 ４回 指導力向上講座 7/31 朗読講座 8/7 

国語指導のポイント 7/28 学校保健(性教育) 8/4 生徒指導(問題行動) 8/7 

簡単小物作り(家庭科)研 8/6 特別支援教育(基礎) 7/31   

 

(5)(5)(5)(5)    快適快適快適快適なななな学習学習学習学習環境環境環境環境のののの整備整備整備整備    

①①①①    安全安心安全安心安全安心安全安心なななな町町町町づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進        

○○○○    学童保育学童保育学童保育学童保育((((放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもども教室教室教室教室))))    

平成 13 年４月に開設した学童保育は、その後、定員の改正や延長保育の実施(18 年 4 

月)などの改善を図り、今年度は下記のように実施しました。しかし、４月当初に入級を

希望される家庭は多く、待機者が生じる状況になっています。本来、子どもは親の下で

養育することが最も好ましいことなのですが、その一方で、放課後の子どもの安全確保

や子育て支援の一環としての学童保育室の増設が強く求められています。 

そこで、来年度早々、学童保育に対する保護者の希望を調査し、増設に向けた基礎資

料を収集し前向きに検討することにしています。 

［［［［今年今年今年今年度度度度のののの学童保育実施状況学童保育実施状況学童保育実施状況学童保育実施状況］］］］                                                                                        <<<<数字単位数字単位数字単位数字単位：：：：人人人人>>>>    

 定員 応 募(学年別応募者数) 入 級(学年別入級者数)  待機者 

北 方 小 ３０ 35 (1 年 15,2 年 10,3 年 10) ３０(1年 15,2年 10,3 年 5) ５(3 年 5) 

北方西小 ３０ ３０(1年 14,2 年 7,3 年 9) ３０(1年 14,2 年 7,3 年 9) ０ 11(1 年 2, 

北方南小 ３０ ４１(1年 15,2 年 19,3 年 7) ３０(1年 13,2年 17,3 年 0)   2 年 2,3 年 7) 

・開級日数：平日 199 日，長期休業 41 日 ・保育料：5,000 円 ・延長：1,000 円   

・保育時間：平日 13:15～17:00(～18:00) ・長期休業：平日 8:30～17:00(～18:00)  
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○○○○    登下校安全見守登下校安全見守登下校安全見守登下校安全見守りりりり隊隊隊隊    

 子どもたちの安全を確保するため、平成 17年度に地域学校安全指導員(スクールガードリ

ーダー)を１名配置し、18 年度には 12 名の登下校安全巡視員(各小学校区４名)を、19 年度に

は老人クラブの協力を得て 100 名の｢見守り隊｣を結成し、段階的に拡充してきました。 

体制が整備された 20年度は、活動の充実を図るため、スクールガードリーダーを頂点に

した連絡会を設けて相互に情報を交換し、機能的な取組ができるように努めました。 

指導員・巡視員(青色ベスト着用)・見守り隊(緑色ベスト着用)は、あくまでも犯罪の抑止効

果を期待したものであり、学校や地域での子どもの安全確保は、住民全ての眼差しが基

本です。一層地域住民に対する啓発を進める必要があると考えています。 

 

②②②②    快適快適快適快適なななな学習環境学習環境学習環境学習環境のののの整備整備整備整備        

○○○○    工事関係工事関係工事関係工事関係    

 園・学校予算に組み入れていた工事費を今年度から教育委員会の一括管理とし、優先

順位を付けて執行する仕組みに改めました。この仕組みに基づいて実施した主要工事を

下記に示しました。 

 扇風機設置工事は３年計画の２年目に当たり、各教室に３台ずつ設置しています。中

学校プールは、地域住民や学校の要望を取り入れたバリアフリーのプールとなっていま

す。北方小学校校舎のバリアフリー化工事は、校舎を順次増築したことによる段差を解

消するためのものであり、その他の工事は老朽化による改修工事となっています。 

多額の予算を伴いましたが、町の教育にかける思いを感じることができます。 

［［［［学校関係学校関係学校関係学校関係のののの主要工事一覧主要工事一覧主要工事一覧主要工事一覧］］］］    

・町立幼稚園 ：施設改修工事(滑り台の滑走部分の取り替え・遊具塗装) 

・北方小学校 ：校舎バリアフリー化工事・電気設備改修工事・扇風機設置工事(11 教室) 

ガス管耐震化工事 等          

・北方西小学校：屋内運動場施設改修工事(防水)・校内電話改修工事・扇風機設置工事(８教室) 

        ガス管耐震化工事 ・運動場コンセント設置工事 等 

・北方南小学校：扇風機設置工事(６教室) 等 

・北方中学校 ：プール改築工事(８コース)・扇風機設置工事(６教室) 

＜＜＜＜修繕修繕修繕修繕＞＞＞＞    

・北方小学校 ：校内放送設備取替 

・北方西小学校：自動火災報知設備取替・水道管漏水修繕 

・北方南小学校：屋内運動場ハンドルボックス取替 ・児童用昇降口屋根修繕 

・北方中学校 ：シャッター・非常放送設備取替・校内放送設備取替・自動火災報知設備取替 

                         屋内運動場照明機器取替・屋内運動場設放送設備取替 

○○○○    そのそのそのその他他他他    

  学習に使用する児童生徒用パソコン(各小中学校とも校 41 台とサーバー１式)については、い

つでも使用できるよう保守点検に努めています。また、教員用パソコンについては 113

台を配備していますが、若干の不足が見られます。来年度には完全配備したいと考えて

います。 

＝以上＝ 


