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第１節 計画策定の趣旨 
 

 今日、我が国における諸情勢は著しく変化しており、経済のグローバル化、少子高齢化、

情報化社会の進展、価値観の多様化など社会環境の変化の中で、家庭や地域における教育

力の低下、学ぶ意欲や学力・体力の低下、いじめや人権問題、ニートや雇用問題など多く

の課題が挙げられています。 

 こうした課題を解決し、すべての人が幸せに暮らすことのできる社会を実現するために

は、教育の振興を今まで以上に充実する必要があり、そのためには、地域における教育の

実情と課題を踏まえ、町としての教育ビジョンを示し、これに向かって家庭・学校・地域・

関係機関がともに同じ方向を歩んでいくことが大切です。 

 これらのことを踏まえ、浦幌町教育振興基本計画を策定し、町における教育全体の振興

を図っていくことといたしました。 

 なお、この計画は教育基本法第17条に基づくものとして、国や北海道とともに社会全体

で進める計画の一部としての性格を有しており、学校教育に関する施策においては、町立

小・中学校長の意見を反映させながら策定しております。 

 

 

教育基本法（平成18年12月22日法律第120号） （抜粋） 

 

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 

 

 

第２節 計画の位置づけ 
 

この計画は、国の「第２期教育振興基本計画」、北海道の「北海道教育推進計画（第４次北海道

教育長期総合計画）」（改定版）を踏まえ、「浦幌町第３期まちづくり計画」で掲げる教育施策との整

合性を図りつつ、教育に関連する町の諸計画を勘案して策定しています。 

 

 

第３節 計画の期間 
 

 平成26年度（2014年度）から平成30年度（2018年度）までの５年間とします。 

 なお、計画期間中であっても、法改正及び町の上位計画の改編、また、様々な社会情勢

の変化により新たに対応すべき教育課題等が生じた場合は、適宜見直しを行っていくこと

とします。 

 

 



 

第２章 基本目標と施策項目 
 
【施策の体系図】 

 
基本目標１ 魅力ある学校づくり 

 施策項目１ 小中一貫コミュニティ・スクールの推進 

 施策項目２ 開かれた学校づくりの展開 

 施策項目３ 危機管理に基づいた学校経営の推進 

 
基本目標２ 確かな学力 

 施策項目４ 生活リズムの改善 

 施策項目５ 組織的・計画的な授業改善 

 施策項目６ 特別支援教育の充実 

 
基本目標３ 豊かな心 

 施策項目７ 道徳教育の充実 

 施策項目８ ふるさと教育の推進 

 施策項目９ いじめや不登校の未然防止、早期発見・早期解消 

 
基本目標４ 健やかな体 

 施策項目10 体力・運動能力の向上と食育の推進 

 施策項目11 安全教育や環境教育の推進 

 
基本目標５ 資質の向上と組織の活性化 

 施策項目12 教職員の研修の充実 

 施策項目13 教育公務員としての服務規律の徹底 

 
基本目標６ 生涯学習社会の実現 

 施策項目14 教育関係組織のネットワーク体制の構築 

 施策項目15 世代に応じた社会教育活動の充実 

 施策項目16 社会教育関係施設の充実 

 
基本目標７ スポーツの振興 

 施策項目17 生涯スポーツの充実 

 施策項目18 スポーツ活動の環境整備と人材育成 

 
基本目標８ 文化・芸術の振興 

 施策項目19 芸術文化活動の推進 

 施策項目20 文化財等の保存と活用 
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基本目標１ 魅力ある学校づくり 

施策項目１ 小中一貫コミュニティ・スクールの推進 

北海道教育推進計画 施策項目22 学校間の連携・接続の推進 

施策項目33 社会教育活動の推進 

 

１ 現 状 

基礎的・基本的な知識や技能の習得と思考力・判断力・表現力の育成、学習意欲の向上を図るため、

幼稚園・保育園、小学校、中学校との連携をいっそう深め、小１プロブレム、中１ギャップなどの課題

に対応する必要性に鑑み、学校間の円滑な接続による「学び」と「育ち」の連続性を確保していく必要

があります。 

 そのため、「浦幌町小中一貫ＣＳ推進委員会」を機能させ、教育研究所等と連携して、小中一貫コミ

ュニティ・スクールの調査・研究を進め、地域総ぐるみで確かな学力や豊かな心、健やかな体を育む体

制づくりに努めます。 

また、児童生徒が様々な体験活動を通して、たくましく生きる力を身に付けることができるよう、図

書館・博物館の活用のほか、少年リーダー養成講習会、通楽(学)合宿、少年道外交流事業といった青少

年教育事業への参加促進など、社会教育と連携した教育活動を展開します。 

学校は公民館とともに、地域の人たちとの協働の取組を通じて、人々のつながりを深め、コミュニテ

ィの形成・活性化に努めていくことが大切です。 

 

２ 施策の概要 

児童生徒の発達段階を踏まえた教育活動の連続性を図るため、学校種間の連携・接続に配慮しながら、

コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育を推進し、教育課程の編成・実施や指導方法の工夫・

改善などを通じて学校運営の充実を図ります。 

また、学校・家庭・地域が相互に連携協力しながら、多様化・高度化する学習ニーズや地域づくりに

対応するなど、社会の要請にこたえる学習機会を提供します。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 幼稚園・保育園、小学校との連携の促進 

    合同行事を行うなど、地域の実情に応じた取組を推進します。 

（２） 小学校と中学校との一貫教育の推進 

    「浦幌町小中一貫ＣＳ推進委員会」の活動方針に基づき、９年間を見通した相互乗り入れ授業

やジョイント教室等の小中一貫教育の実践を積み重ねていきます。 

（３） 学校運営に参加できる仕組みづくりの推進 

    全学校に「学校運営協議会」、各学園には「コミュニティ・スクール委員会」を設置し、保護

者や地域の人たちが責任と権限をもって学校運営に参画できる仕組みをつくります。 

（４） 生涯各期における学習活動の推進 

公民館や図書館、博物館の活用を図り、社会教育と学校教育の連携事業を進めていきます。 

（５） 住民の参画や協働による社会教育活動の推進 

町と連携・協力し、地域づくりへの住民の参画・協働を促す社会教育活動を推進します。 
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基本目標１ 魅力ある学校づくり 

施策項目２ 開かれた学校づくりの展開 

北海道教育推進計画 施策項目20 開かれた学校づくりの推進 

 

１ 現 状 

平成22年11月３日に制定した「浦幌町教育の日」を契機として、地域総ぐるみの運動を展開し、その

学校ならではの特色ある教育課程を編成し実施しています。 

学校は教育活動に関する情報を積極的に発信するとともに、家庭や地域社会、公民館等の関係機関と

の連携を図り、学校支援ボランティアを組織的に活用するなど開かれた学校づくりに努めています。 

校長の明確な経営ビジョンのもとに、目的意識をもった学校評価の実施・公表に努めるとともに、保

護者や地域などから広く意見を取り入れた学校運営に努めていく必要があります。 

 

２ 施策の概要 

学校と地域が一体となって児童生徒を育てていくため、保護者や地域の人たちが学校運営に参画した

り、学校とともにある地域づくりに参画したりするなど、地域に開かれた特色ある学校づくりを推進し

ます。 

このため、学校関係者評価等を適切に実施して学校改善を促すとともに、学校運営協議会や学校支援

地域本部事業の活性化に努めていきます。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 浦幌町教育の日の取組の推進 

    浦幌町教育の日実践交流会を継続して開催し、地域総ぐるみで児童生徒に「生きる力」を身に

つけていきます。 

（２） 学校評価、情報提供の推進 

学校関係者評価の方法を確立し、評価の充実と地域への情報提供を積極的に推進します。 

（３） 学校支援地域本部事業の推進 

学校支援ボランティアの取組について、引き続き組織的な基盤整備を進めるとともに、積極的

な情報発信を図っていきます。 

（４） 学校運営への参画の推進 

学校運営協議会やコミュニティ・スクール委員会など、地域住民が学校経営に参画していく体

制づくりを進めていきます。 
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基本目標１ 魅力ある学校づくり 

施策項目３ 危機管理に基づいた学校経営の推進 

北海道教育推進計画 施策項目15 生徒指導・教育相談の充実 

施策項目19 安全教育の充実 

施策項目26 管理職のリーダーシップによる学校組織の活性化 

 

１ 現 状 

学校には、地震や津波などの自然災害をはじめ、学校事故やいじめ・問題行動、不審者の侵入やイン

ターネット上の違法・有害情報による犯罪被害など多くの危機が潜んでいることから、たえず災害等の

発生を想定した危機管理マニュアルの不断の見直しと、これに基づく危機管理体制を確立し、迅速かつ

誠意ある組織的対応に努める必要があります。 

特に、平成23年３月に東日本を襲った巨大地震の教訓から多くのことを学び、防災意識を高め自らの

命を守る態度を身に付けさせる必要があります。 

また、PDCAサイクルに基づいた学校経営に取り組み、教職員の学校経営への参加意欲の高揚を図る

とともに、組織としての機能を高め、緊張感とスピード感をもって学校の教育課題を解決していくこと

が求められています。 

 

２ 施策の概要 

子どもたちが危険から自ら身を守ることができるよう、学校・家庭・地域・関係機関が連携し、地域

の実情に応じた実効性ある取組を進めていくとともに、いじめなどの問題行動の未然防止のため、人間

関係を築く力を高める取組や有害情報から子どもたちを守る取組を推進します。 

また、学校管理職が学校の課題を的確にとらえ、経営者としてリーダーシップを発揮できるよう、学

校組織の活性化に向けた取組を推進します。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 学校の安全確保対策の充実 

浦幌町防災計画などと連動した危機管理マニュアルを策定するとともに、系統的な体制を構築

していきます。 

（２） 防災教育の充実 

地域の自然条件や学校の活動場面に応じて、想定される被害を考慮した避難訓練などを促して

いきます。 

（３） 有害情報等に対する指導の充実 

    家庭、地域及び関係機関と連携し、有害情報や不審者などに関する情報の共有を図るとともに、

児童生徒に対する情報モラルやルールの指導と併せて、保護者への啓発活動を推進します。 

（４） いじめ対策の取組の充実 

いじめ防止対策法に基づき、学校毎で学校いじめ防止基本方針を策定し、実効性ある取組を進

めます。 

（５） 校内体制の充実 

    学校改善に関する考え方を学校管理職が共有し、リーダーシップをもって包括的な学校改革と

実践的な校内研修を進めていきます。 

    また、食物アレルギー対応方針に基づき、緊急時の対応に備えるための校内体制を整備し、充

実を図ります。 
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基本目標２ 確かな学力 

施策項目４ 生活リズムの改善 

北海道教育推進計画 施策項目27 家庭の教育力の向上 

 

１ 現 状 

児童生徒に最低限必要な学力を身に付けさせるために、保護者や地域の人たちと危機意識や課題認識

を共有して、地域総ぐるみで「早寝・早起き・朝ごはん(あいさつ・ノーテレビデー)」運動に取り組み、

生活リズムの改善・向上に努めていく必要があります。 

また、家庭や地域、関係機関などと連携して、「朝読・家読運動」などの読書活動に取り組んでいく

ことが重要です。 

 

２ 施策の概要 

家庭において子どもが望ましい生活習慣を身に付け、心身の調和のとれた発達が図られるよう、家庭

教育に関する学習機会の提供を通じて、家庭の教育力の向上を図っていきます。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 家庭教育に関する情報提供等の充実 

    「浦幌町教育の日」の取組を通じ、保護者や親子を対象とした学習機会を提供していきます。 

（２） 子どもの望ましい生活習慣の確立 

    ＰＴＡを通じた保護者への働きかけや、「生活リズムチェックシート」の活用を推進していき

ます。 

（３） 家庭における学習環境づくりの推進 

    子どもの望ましい生活習慣と合わせて、家庭における学習環境づくりを推進し、普及啓発に努

めていきます。 
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基本目標２ 確かな学力 

施策項目５ 組織的・計画的な授業改善 

北海道教育推進計画 施策項目１-１ 確かな学力の育成をめざす教育の推進（小・中学校） 

 

１ 現 状 

平成19年度から平成25年度の「全国学力・学習状況調査」において、北海道の結果は一部の教科を除

き小学校、中学校のいずれの教科においても全国平均を大きく下回り、上位の県と比べて大幅に低いと

いう状況が続いています。 

また、本町においては、年度によって小学校・中学校いずれも全国・全道平均を上回る教科や下回る

教科がある状況にあります。 

そのため、児童生徒が学ぶ意欲の向上や学習習慣の確実な定着を図りながら、基礎的・基本的な知識・

技能と自ら学び、自ら活用する力を育成する必要があります。 

 

２ 施策の概要 

「全国学力・学習状況調査」において、本町の結果を全国平均以上にすることを目指し、全校をあげ

て調査結果を分析するとともに、重点的に取り組む領域や期間を設け、集中的・段階的に取り組んでい

く体制を構築していきます。 

また、児童生徒がわかる授業改善に取り組むとともに、北海道が行う「チャレンジテスト」や「フォ

ローアップシート」などの学習ツールの活用、放課後の補習や長期休業期間中のサポート学習を行うな

ど、学力向上に向けた取組を充実していきます。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 学力向上に向けた適切な教育課程の編成・実施 

校長会・教頭会で設置する「学力向上推進協議会」を機能させるとともに、各学校が設置する

「学力向上改善委員会」を組織し、全教職員あげて全国学力・学習状況調査の結果分析、改善策

の協議など実効ある取組を進めていきます。 

（２） 児童生徒の実態に応じた教育課程の工夫・改善の促進 

学びの態勢を整える学習規律を確立するとともに、１単位時間における終末の時間を確保して

いきます。 

また、重点的な指導や繰り返し指導、体験的な学習や問題解決的な学習を積極的に取り入れた

指導の工夫に努めていきます。 

（３） 確かな学力を育成する学習指導の工夫・改善 

習熟の時間を充実するとともに、個別指導やグループ別指導、発展的・補充的学習など、個に

応じたきめ細かな指導の充実を図り、授業改善に努めていきます。 

（４） 家庭における望ましい学習習慣づくりの支援 

浦幌町教育研究所編集の「浦幌町家庭学習のすすめ」を活用し、家庭学習の習慣化を図ってい

きます。 

また、図書館をはじめ関係機関との連携・協力により読書活動を推進するとともに、学校生活

全体を通して言語に関する関心を高める活動を進めていきます。 
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基本目標２ 確かな学力 

施策項目６ 特別支援教育の充実 

北海道教育推進計画 施策項目３ 特別支援教育の充実 

 

１ 現 状 

近年、特別支援学級に在籍する児童生徒や通常学級に在籍し、困り感を持つ児童生徒が増加している

中、障がいのある児童生徒に対する指導や支援の充実が課題となっております。特別な支援を要する児

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観点から、一人ひとりの教育的ニーズを把握

し、適切な指導及び支援に努めていく必要があります。 

 

２ 施策の概要 

障がいのある児童生徒が、自立や社会参加をめざして心豊かにたくましく育つことができるよう、保

護者や町民に特別支援教育に対する理解を深めていただきながら、小・中学校における教育の充実を図

るとともに、関係機関と連携して一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切や指導や必要な支援を行う特

別支援教育を推進します。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 一貫した支援をめざした特別支援教育の推進 

児童生徒の実態やニーズに応じ、実際に活用できる「個別の教育支援計画」や個別の指導計画

を作成・交流し、よさや可能性を伸ばすきめ細かな指導を推進します。 

（２） 幼・保・小・中学校の連携による特別支援教育の充実 

浦幌町特別支援教育連携ネットなどの関係機関と連携し、定期的な情報交流を行うなど効果的

な教育的支援を行っていきます。 

（３） 教育支援委員会の設置 

    個別の教育的ニーズのある児童及び生徒の適切な就学を図るため、教育委員会における教育相

談体制について、本人・保護者に対する十分な情報提供と、本人等の意見を最大限尊重すること、

及び本人等と教育委員会並びに学校が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行い、就学

先を決定する仕組みを目指し、「就学指導委員会」の機能を拡大した「教育支援委員会」を設置

します。 
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基本目標３ 豊かな心 

施策項目７ 道徳教育の充実 

北海道教育推進計画 施策項目12 道徳教育の充実 

 

１ 現 状 

自制心や規範意識の希薄化、生活習慣の確立が不十分であることなど、子どもたちの心と体の状況に

関わる課題が多く存在する中、互いに尊重し、共に支え合いながら社会の一員として成長していくため

には、家庭・地域と連携しながら、規範意識や倫理観、命を大切にする心や思いやりの心を育む必要が

あります。 

 

２ 施策の概要 

学校・家庭・地域が連携しながら、規範意識や生命を大切にする心、思いやりの心を育むとともに、

地域性を踏まえた体験活動などを通じて、社会性や豊かな人間性を育む道徳教育の充実を図ります。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 道徳教育の充実 

道徳教育推進教師を中心とした道徳教育を推進する体制を確立し、地域の人材や外部講師の活

用、参観日の道徳授業公開など、開かれた道徳教育を進めていきます。 

また、道徳教育の全体計画や道徳の時間の年間指導計画を整備していきます。 

（２） 家庭や地域と連携を図った道徳教育の推進 

「私たちの道徳」の活用を図るとともに、ボランティア活動や自然体験活動、集団宿泊活動な

どの豊かな体験を生かす多様な指導の工夫、琴線に触れる教材の開発や資料の活用に努めていき

ます。 

（３） 人権教育の充実 

    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など、学校の教育活動全体を通じた人権教育の充実を図ります。 

（４） アイヌの人たちの歴史や文化等についての理解を深める学習の充実 

    アイヌの人たちの歴史や文化等についての理解を深めるため、関連する教材などを活用しなが

ら学習に対する指導の充実を図ります。 
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基本目標３ 豊かな心 

施策項目８ ふるさと教育の推進 

北海道教育推進計画 施策項目４ ふるさと教育の充実 

 

１ 現 状 

本町の未来を担う人材を育てる上で、郷土を愛し、発展させていこうとする気持ちを育むことは重

要であり、学校教育におけるふるさと教育の一層の充実を図っていく必要があります。 

また、「うらほろスタイル推進地域協議会」をはじめ、まちづくりを推進する関係組織と連携して、

ふるさとに学ぶ学習や農・林・水産業などを体験する学習、環境保全に関する学習などに引き続き取

り組んでいく必要があります。 

 

２ 施策の概要 

自分が生まれ育った地域の豊かな自然や歴史、伝統、文化、産業等に親しみ、理解を深めるふるさと

教育の充実に向け、先人の生き方に触れることなどを通じて、ふるさとへの愛着や誇りを育み、地域社

会の一員としてまちづくりにかかわり、ふるさとに生きる自覚を育む取組を推進します。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 身近な地域の自然や歴史、伝統、文化、産業等の理解の促進 

小学校５年生対象の農林漁家での民泊体験の活動を通じ、食の大切さを学ぶとともに豊かな人

間性や社会性などを育みます。 

また、中学生においては、地域の人材の活用や商工会・企業との連携による職場体験などのキ

ャリア教育を推進し、望ましい職業観や勤労観を身に付けるとともに、主体的に進路を選択する

能力や態度を養います。 

（２） 「うらほろスタイル教育」の創造 

「うらほろスタイル推進地域協議会」が行う「地域への愛着を育む事業」、「子どもの想い実現

事業」、「農村つながり体験事業」に積極的に参加する体制をつくり、地域の魅力発見を通して児

童生徒に自信と誇りを持たせ、地域に貢献しようとする態度を育みます。 

また、「うらほろスタイル教育推進会議」が進める各種計画についても計画的に取り組んでい

きます。 

（３） 北方領土に関する教育の充実 

    北方領土に関する教育を進めるため、関連する教材などを活用しながら学習に対する指導の充

実を図ります。 
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基本目標３ 豊かな心 

施策項目９ いじめや不登校の未然防止、早期発見・早期解消 

北海道教育推進計画 施策項目15 生徒指導・教育相談の充実 

 

１ 現 状 

 本町では、いじめ・暴力行為の事案については発生していないものの、不登校の事案については毎年

発生している状況にあることから、子ども一人ひとりの実態をきめ細かく把握し、教師と児童生徒との

信頼関係を築き、生徒指導の機能を生かして受容的・共感的な児童生徒の理解に努めていく必要があり

ます。 

また、家庭や関係機関と連携して解消に向けた取組を進めることも重要です。 

 

２ 施策の概要 

子ども一人ひとりの人格のよりよき発達を目指し、学校生活がすべての子どもにとって有意義で充実

したものとなるよう、家庭・地域・関係機関と連携し、生徒指導・教育相談の充実に取り組みます。 

また、浦幌町いじめ防止基本方針を策定し、いじめや不登校、暴力行為などの問題行動の未然防止、

早期発見・早期対応に向け、人間関係を築く力を高める取組や有害情報から児童生徒を守る取組などを

推進します。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 生徒指導・教育相談の体制の充実 

リスクマネジメントの考え方に立って指導体制を不断に見直し、全校あげていじめ・不登校等

の問題行動の未然防止、早期発見・早期対応に努めていきます。 

また、関係機関との密接な連携を図るとともに、教育委員会との報告・連絡・相談・確認を励

行し、問題の早期解決に努めていきます。 

（２） いじめ・不登校への取組の充実 

小中一貫教育を進めていく中から、「小１プロブレム」、「中１ギャップ」などの心の悩みによ

る不登校やいじめなどの未然防止に向け、幼・保・小・中学校間での連携を深めていきます。 

（３） 有害情報に対する指導の充実 

有害サイトの利用による非行や、掲示板・ブログ・プロフなどへの悪質な書き込みによるいじ

めの問題に対応し、情報教育によるモラルやルールについての指導を徹底するとともに、ネット

パトロールの実施、携帯電話のフィルタリングの徹底、スマートフォンなどの新たな機器への対

応など、有害情報から児童生徒を守る取組を推進します。 
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基本目標４ 健やかな体 

施策項目10 体力・運動能力の向上と食育の推進 

北海道教育推進計画 施策項目16 体力・運動能力の向上 

 施策項目17 食育の推進 

 

１ 現 状 

平成20年度から平成24年度までの「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り、上位の県と比べて大幅に低いという状況に

あります。 

本町においては、脚力に関する種目で全国平均を下回っており、肥満傾向の割合が全国平均より大き

く上回っている状況にあります。 

子どもの体力は、健康の保持増進や学習意欲、気力といった精神面の充実にも大きく関わる「生きる

力」を支える重要な要素となっており、家庭生活や学校活動を通じて幼い時期から日常的に運動に親し

ませる環境づくりが必要です。 

また、食習慣に関して、朝食欠食や不規則な食事など、子どもたちの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おり、子どもが食の大切さを理解するためには、食への感

謝の念を育むことが重要であり、家庭や地域においても食育に対する理解や実践の深まる取組の普及が

必要です。 

 

２ 施策の概要 

子どもたちに、運動や外遊び、スポーツの楽しさを実感させ、運動習慣の定着や生活習慣の改善を図

るため、学校・家庭・地域が連携を深めながら、手軽な運動の普及や運動に親しむ機会をつくるなど、

体力・運動能力の向上の取組を進めます。 

また、食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせるため、栄養教諭が中核となった学校

における食育を推進するとともに、安全で安心な学校給食を提供するため、衛生管理の徹底を図ります。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 学校における体力づくりの推進 

    「新体力テスト」などの活用により、実態を把握し、運動に親しみながら体力や運動能力の向

上に努めるとともに、「１校１実践」や「どさんこ元気アップチャレンジ」などの取組を進め、

自ら進んで運動に親しむ資質や能力の育成に努めていきます。 

（２） 家庭や地域における運動・外遊びの促進 

    子どもが幼少期から運動や外遊びに親しむことができるよう、家庭・地域が連携してそうした

機会や環境づくりに努めるとともに、親子でスポーツに親しむ機会の充実を図ります。 

（３） 食に関する知識と望ましい食習慣の育成 

  「浦幌みのり給食」の実施や「農村つながり体験事業」への参加、栄養教諭の活用と食育の推

進を通じて、食に関する自己管理能力を育成していきます。 

（４） 安全・安心な学校給食の充実 

    栄養教諭や調理員を対象とした研修への参加などにより、学校給食関係者の衛生意識の向上と

給食調理場の衛生管理を徹底するための取組を進め、学校給食の安全性の確保を図ります。 
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基本目標４ 健やかな体 

施策項目11 安全教育や健康・環境教育の推進 

北海道教育推進計画 施策項目10 環境教育の充実 

施策項目18 健康教育の充実 

施策項目19 安全教育の充実 

 

１ 現 状 

 学校や日常生活において発生する事故や犯罪被害はもとより、地震や津波などの自然災害の発生によ

り多くの人命が失われることもあることから、命の大切さを実感するとともに、社会や自然の様々な危

険を理解し、自ら安全に行動する力を育むことが強く求められています。 

 また、生活習慣病の兆候、感染症、アレルギー疾患などの身体の健康問題、いじめ・不登校、抑うつ

傾向など心の健康問題、性の問題行動や薬物乱用など児童生徒の心身の健康に関わる課題が多様化して

います。 

さらに、平成23年６月には「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が一

部改正されたことに伴い、学校教育活動全体において環境教育の一層の推進が求められています。 

 

２ 施策の概要 

子どもが交通事故や犯罪被害、自然災害等の危険から自ら身を守ることができるよう、安全に必要な

知識や的確な判断、迅速な行動をとることができる危機対応能力の育成に努めていきます。 

また、児童生徒が発達段階に応じて性や薬物など健康に関わる問題に対する正しい知識や規範意識を

確実に身に付け、適切な行動が取れるよう健康教育の充実を図るとともに、環境問題については自ら考

え、主体的に環境に配慮して行動できる意欲や態度を育成するため、地域の特色を十分に生かした環境

教育の充実を図ります。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 学校の安全確保対策の充実 

    不審者の侵入防止や登下校時の見守り活動など地域ぐるみの安全・安心の学校づくりの推進、 

   地震、津波や火災、不審者侵入に対する避難訓練の実施、防災教育や放射線教育の推進など、自

他の生命を守る教育を推進していきます。 

（２） 健康の保持増進に関する指導の充実 

    インフルエンザなどの予防と蔓延防止を推進するとともに、むし歯予防の取組として「北海道

歯・口腔の健康づくり8020推進条例」に基づき、フッ化物洗口の取組を継続していきます。 

    また、食物アレルギー対応方針に基づき、緊急時の対応に備えるための校内体制を整備し、充

実を図ります。 

（３） 性に関する指導・薬物乱用防止に関する指導の充実 

    性教育や喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導について、発達段階に応じた計画的・組織的

な指導の充実を図ります。 

（４） 環境保全への実践的な態度の育成 

    学校の教育活動全体を通じて、省エネルギーやリサイクルなど資源を大切にする教育を推進す

るとともに、「もったいない運動」の推進を図ります。 
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基本目標５ 資質の向上と組織の活性化 

施策項目12 教職員の研修の充実  

北海道教育推進計画 施策項目25 教職員の資質・能力の向上 

 

１ 現 状 

安心して子どもを託せる学校づくりを進めるためには、資質・能力に優れた教職員の確保が不可欠で

あり、子どもたちに「生きる力」を育むためには、教職員が研修などで培った知識や経験を教育活動に

十分に生かしていくことが必要です。そのため、校内研修の質的改善が一層求められています 

 

２ 施策の概要 

学校教育の成否は、教職員の力量によるところが大きく、子どもの心身の発達や人格形成に大きな影

響を及ぼすことから、子どもたちに対して使命感を持ち、豊かな人間性や社会性、高い指導力を身に付

けた教職員による学校教育を推進するため、研修の更なる充実を図ります。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 教職員の研修の充実 

    教育局の指導主事などを積極的に活用し、教育の専門家としての確かな力量を身に付ける開か

れた組織的研修を進めるなど校内研修の充実を図るとともに、各学校の公開研究会や十勝教育研

修センター講座へ計画的に参加できる体制をつくるなど、自己研修の充実を図ります。 

（２） 学校職員評価制度の活用と定着 

     教職員の資質向上と学校組織の活性化を目指し、目標管理手法による評価制度を生かすなど、

実践的指導力の育成に努めていきます。 

（３） 公開研究会の実施の促進 

     公開研究会などを実施することにより、研修成果を積極的に公開するよう促していきます。 
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基本目標５ 資質の向上と組織の活性化 

施策項目13 教育公務員としての服務規律の徹底  

北海道教育推進計画 施策項目25 教職員の資質・能力の向上 

 

１ 現 状 

会計検査院による義務教育費国庫負担金に係る検査及び全道調査の結果、職務専念義務が遵守されて

いない状況が明らかとなったことや、「教職員の服務規律等の実態に関する調査」においても法令上適

切さを欠く事例や法令違反の疑いのある行為が明らかとなったことを重く受け止め、服務規律の保持・

徹底に取り組み、児童生徒や保護者、地域住民から信頼される学校づくりを進める必要があります。 

 

２ 施策の概要 

法令、条例及び規則並びに教育委員会規則及び規程などに従い、教職員の法令遵守の徹底を図るとと

もに、不祥事の未然防止のため「コンプライアンス確立月間」の取組を進め、服務規律の徹底を図って

いきます。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 教職員の意識改革や自覚を促す指導の徹底 

体罰やわいせつ行為、交通違反・交通事故、金銭事故などの不祥事の根絶に向け、「コンプラ

イアンス確立月間」を実施するなど、モラルの高揚、未然防止のための研修を計画的、継続的に

行っていきます。 

（２） リーガルマインドに基づいた職場規律の保持 

学校評価などを活用して保護者や地域住民の声を生かし、教育公務員としての自覚と責任をも

って職務に専念するよう促します。 

また、学校が保管する表簿などを適切に整備・保存するとともに、個人情報の保護に努めてい

きます。 

（３） 教職員の時間外勤務等の縮減に向けた取組 

    児童生徒と向き合う時間の確保や部活動休止日の設定により児童生徒の疲労回復に努めるな

ど、時間外勤務の縮減に向けた取組を進めていきます。 
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基本目標６ 生涯学習社会の実現 

施策項目14 教育関係組織のネットワーク体制の構築 

北海道教育推進計画 施策項目32 生涯学習推進体制の充実 

施策項目39 道民との協働による開かれた教育行政の推進 

 

１ 現 状 

 町民の学習活動を支援していくためには、地域の独自性を重視しながら、多様な学習ニーズとそれに

あった学習機会を結びつけたり、団体相互の連携を促進していくことが重要です。そのため、教育関係

の組織のネットワーク化を進めていく必要があります。 

 合わせて、町民の意見や要望等をしっかり把握するとともに、教育施策の効果の検証と改善を絶えず

図りながら、学校・家庭・地域が必要とする様々な情報を広く提供するなど、開かれた教育行政を進め

ていくことが求められています。 

 

２ 施策の概要 

生涯学習社会の実現に向けより一層充実させていくとともに、学習成果の活用に向けた仕組みづくり

や、学習環境の充実に努めていきます。 

また、教育施策の点検・評価を通じて計画の推進状況をしっかりと把握し、施策の成果や課題を明ら

かにするとともに、「浦幌町教育の日」の取組を通じて学校・家庭・地域がそれぞれの教育力を高め、

相互に連携・協力を図りながら、本町における教育の充実に取り組みます。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 生涯学習社会の実現に向けた整備・充実 

    社会教育関係施設を有効活用し、社会の動きや町民のニーズを的確に把握しながら、町民主体

による生涯学習推進体制を推進するため、必要な整備を図ります。 

（２） 学習成果の活用のための環境の整備・充実 

    学校支援地域本部事業の更なる充実を図るとともに、学校運営協議会制度（コミュニティ・ス

クール）を活用しながら、学校と地域が共に支援し合う仕組みづくりを推進します。 

（３） 「浦幌町教育の日」の普及・啓発 

    学校、家庭、地域及び関係機関が一体となり教育を進めていくための契機として捉え、相互に

連携・協力を図るため、事業の周知を積極的に行いながら、広く町民の英知を結集して、本町に

おける教育の充実に取り組みます。 
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基本目標６ 生涯学習社会の実現 

施策項目15 世代に応じた社会教育活動の充実 

北海道教育推進計画 施策項目33 社会教育活動の推進 

 

１ 現 状 

 社会教育はこれまでも、公民館、図書館、博物館及び体育施設を活用しながら、社会教育関係団体と

の連携により、幼児期、青少年期、成人期、高齢期の各時期に応じた学習機会や学習情報の提供を行う

など、住民の学習に関し重要な役割を担ってきました。 

 これからの新しい時代において、社会教育に求められる役割としては、趣味や教養にかかわる学習機

会の充実に加えて、住民が自ら地域の課題解決に向け積極的に参画していく「うらほろスタイル」を創

出することが重要となっています。 

 

２ 施策の概要 

家庭や地域を取り巻く様々な課題に対処するため、多様化・高度化する学習ニーズや地域づくりに対

応するなど、社会の要請にこたえる学習機会を提供するとともに、地域の実情に即した社会教育活動を

推進します。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 生涯各期における学習活動の促進 

    主体的に学び、活動することができるよう、学習者のニーズに応じた様々な学習機会のプログ

ラムの提供により充実を図ります。 

（２） 住民の参画や協働による社会教育活動の推進 

    「新しい公共」についての理解を促進し、地域の課題に取り組む団体やボランティアなどが主

体的・自主的に活動できる環境づくりを進めます。 
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基本目標６ 生涯学習社会の実現 

施策項目16 社会教育関係施設の充実 

北海道教育推進計画 施策項目34 社会教育推進のための基盤整備 

 

１ 現 状 

 価値観や行動様式の変化により、住民の学習ニーズが多様化・高度化しており、さらに地域課題の解

決に向けた住民の参画や協働を促進するための学習活動の活性化が求められていることから、社会教育

推進のためのより一層の基盤整備が必要となっています。 

 今後とも、住民が必要とする情報を適切かつ迅速に提供する環境の構築、さらに、学習活動の拠点と

なる公民館や博物館、図書館等の社会教育施設の機能の充実を図ることが必要となっています。 

 

２ 施策の概要 

多様化・高度化する学習ニーズや地域課題など、様々な社会の要請に対応するため、公民館や博物館、

図書館などの社会教育施設の機能の充実を図りながら、住民の視点に立った社会教育の推進のための基

盤整備を進めていきます 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 社会教育施設の機能充実 

    公民館や博物館、図書館などの効果的・効率的な運営の在り方について検討しながら、特色あ

るプログラムや職員の専門性を生かした取組を進めていきます。 

（２） 社会教育施設間相互のネットワーク化の促進 

    社会教育施設において、サークルの活動情報や仲間づくりに関する情報など、地域住民のニー

ズを把握しながら情報を広く収集し提供するとともに、施設の機能充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

 

基本目標７ スポーツの振興 

施策項目17 生涯スポーツの充実 

北海道教育推進計画 施策項目37 生涯スポーツの推進 

 

１ 現 状 

 スポーツは、体力向上や生活習慣病の予防など、心身の健康増進に資するものであり、生涯にわたっ

てスポーツに親しむことのできる環境づくりを進めることが必要であり、子どもの時から運動やスポー

ツの楽しさを実感し、積極的に体を動かす習慣や意欲を養うことができるよう、スポーツ活動を行える

環境づくりが重要となります。 

 そのためには、子どもから高齢者まで、誰もが身近な地域でそれぞれの体力や目的などに応じて気軽

にスポーツ活動に参加できる「総合型地域スポーツクラブ」の設置・普及を進めていく必要があります。 

 

２ 施策の概要 

心身ともに健康で充実した生活を送り、誰もが気軽にスポーツやレクリエーション活動に親しみ、地

域住民が主体的にスポーツ活動に参加できる環境づくりを目指し、「総合型地域スポーツクラブ」の設

置・普及をはじめ生涯スポーツの施策を一体的に進めていきます。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 生涯各期に応じた地域スポーツ活動の推進 

    子どもから高齢者まで誰もが生涯にわたりスポーツ活動に親しむことのできる環境づくり、ス

ポーツを楽しむ機会を促進するため、総合型地域スポーツクラブの設置・普及を進めていきます。 

（２） 親子でスポーツに親しむ機会の提供 

    子どもがスポーツに親しむ習慣が促進されるよう、親子でスポーツに親しむことができる機会

の充実やスポーツプログラムの開発・普及に努めます。 

（３） スポーツ関連情報の収集と提供 

    他の市町村で行われているスポーツ、レクリエーション活動などの先進事例を収集し、情報発

信に努め、普及啓発していきます。 
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基本目標７ スポーツの振興 

施策項目18 スポーツ活動の環境整備と人材育成 

北海道教育推進計画 施策項目37 生涯スポーツの推進 

 

１ 現 状 

 総合スポーツセンター、スイミングプール、夜間照明付きの町民球場、アイスアリーナなどの社会体

育施設が充実しており、さまざまなスポーツを選んで行うことが出来る環境が整っている一方、過疎化

や少子高齢化の社会情勢に伴って各種スポーツ団体の競技人口や施設の利用頻度も減少傾向にあり、併

せてスポーツ指導者の人材不足が懸念されています。 

 そのため、スポーツに関する普及啓発を推進する中から、地域と一体となってスポーツ人口の拡大と

指導者の育成・確保に進めていく必要があります。 

 

２ 施策の概要 

誰もが気軽にスポーツやレクリエーション活動に親しむ機会を提供するため、総合型地域スポーツク

ラブの設置・普及の動きに連動しながら、スポーツ人口の拡大を図るため、スポーツ関係団体の育成・

支援と指導者の育成・確保を行い、町民のスポーツ活動の活発化を促します。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 各種スポーツ団体と指導者の養成 

地域のスポーツを担うスポーツ推進委員とスポーツ団体との連携を密にし、指導者の養成に努

めるとともに、住民のニーズに応じたスポーツ活動の活性化を図ります。 

（２） 社会体育施設の機能充実 

社会体育施設の効果的・効率的な運営の在り方について適宜検討し、指定管理者と連携しなが

ら特色あるプログラムや職員の専門性を生かした取組を進めていきます。 

（３） 学校体育施設の開放の促進 

    地域の人たちが多様な活動に使用できるよう、学校体育施設の開放など公共施設の有効活用を

引き続き促進します。 
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基本目標８ 文化・芸術の振興 

施策項目19 芸術文化活動の推進 

北海道教育推進計画 施策項目35 芸術文化活動の推進 

 

１ 現 状 

 芸術文化は、人々に感動や生きる喜びをもたらし、潤いのある心豊かな生活に資するものであるとと

もに、青少年に豊かな創造性と情操の涵養を育むものであることから、本町においても文化祭や公民館

まつり等を開催し、町民の芸術文化活動への参加機会や青少年の鑑賞機会の充実を図ってきました。 

 今後においても、青少年をはじめ町民の芸術文化活動への意欲を高めるとともに、文化団体と連携し

ながら優れた作品に触れる機会の提供など、芸術文化の発展に取り組んでいく必要があります。 

 

２ 施策の概要 

生涯を通じて、心のゆとりや潤いにつながる、文化に親しむことのできる環境づくりを進めるため、

文化団体と連携を図りながら、芸術文化活動へ参加する機会の提供、芸術鑑賞等の文化に触れる機会の

充実を図るとともに、生涯を通じた文化活動の推進を図ります。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 芸術文化活動の促進 

    文化団体と連携し、芸術文化活動に関する情報提供を行い、自主的・創造的な芸術文化活動へ

の参加機会の充実を促進します。 

（２） 芸術文化に接する機会の充実 

    児童生徒の参加型による芸術鑑賞事業や文化祭、公民館まつり等の実施を通じて、次代を担う

青少年の芸術文化活動の活性化を促進します。 
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基本目標８ 文化・芸術の振興 

施策項目20 文化財等の保存と活用 

北海道教育推進計画 施策項目36 文化財の保存・活用 

 

１ 現 状 

 本町には多くの文化財が残されており、これらの文化財は、過疎化や少子高齢化等、時代の推移によ

り保存や伝承が困難となっているものもあることから、次の世代に確実に守り伝えていくことが重要で

あります。 

 先人が大切に守り継いできた貴重な文化財の数々を次の世代に引き継いでいくことは、今を生きる私

たちの責任であり、今後とも多くの人が文化財の素晴らしさを知り、保護の大切さを学び、共通理解の

もので将来にわたって継承していく環境の整備に努める必要があります。 

 

２ 施策の概要 

本町の貴重な文化財を保護するため、有形・無形の文化財及び埋蔵文化財などの調査及び保存・活用

を積極的に推進します。 

また、文化財の価値や魅力を次代に伝え継承していくため、文化財に親しむ機会の提供や文化財情報

の発信に取り組みます。 

 

３ 施策の主な取組 

（１） 文化財の調査・保存・活用の推進 

    有形・無形の文化財及び埋蔵文化財などを次代に引き継いでいくため、未指定である文化財の

調査を進めるとともに、保存・活用を積極的に行います。 

（２） 文化財に親しむ機会の提供と情報の発信 

    貴重な文化財の価値を正しく理解し、地域全体で後世に伝えていくため、学校教育や社会教育

の場において活用する機会や親しむ機会を提供するとともに、文化財に関する多様な情報の発信

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


