
はじめに、「教育委員の

活動について」であります。

８月２６日、２７日、教

育委員による学校訪問を実

施しております。学校訪問

は年２回実施しておりまし

て、今回が第１回目となり

ます。認定こども園ド・レ・

ミ、新冠小学校、朝日小学

校、新冠中学校の全クラス

の授業参観を行い、園長、

各学校長から学校経営状況

の説明を受け、授業等の教

育活動の参観を通して指導

助言を行っております。

８月２７日に開催した第

９回教育委員会においては、

平成２８年度に使用する小

学校用及び中学校用教科用

図書の採択について、教育

委員会点検・評価報告書に

ついて、新冠町いじめ基本

方針について決定しており

ます。

まず、教科用図書の採択

についてでございます。

教科用図書の採択期間は

４年と定められており、中

学校で使用する教科用図書

が本年度で最終年度となる

ため次年度から使用する新

たな教科書の採択が必要と

なりまして、日高地区の教

科用図書採択教育委員会協

議会の決定に基づき、採択

しております。

次に、本日、議員皆様の

お手元に配付しております

「教育委員会点検・評価報

告書」についてです。

管理課につきましては、

本年度から、新たに外部評

価していただく学校評議員

等関係者に参集願い、経過

報告・事業内容を提示し、

評価内容、内部評価につい

て詳細に説明した後、評価

をいただき、社会教育課に

おいては、社会教育委員協

議会及びスポーツ推進委員

会において説明後、評価し

ていただいた後、教育委員

会において決定しておりま

す。

次に、いじめ基本方針の

策定について申し上げます。

本年、７月にも岩手県にお

いて、いじめを苦に自殺す

る痛ましい事故がありまし

たが、この事故の最大の要

因となっているのが、担任

の教師だけで抱え、問題を

学校内で共有していなかっ

たことが挙げられておりま

す。当町においては、それ

ぞれの学校において、いじ

め基本方針を策定しており、

迅速な情報の共有や指導体

制が確立しており、現状で

も各学校と連携したいじめ

の対応を行っておりますが、

今後、未然防止、早期発見、

早期対応の更なる強化の観

点から、「新冠町いじめ基

本方針」を今回の教育委員

会において定めております。

次に学校教育の推進につ

いてであります。

まず、「学ぶ意欲と確か

な学力の育成について」で

すが、４月に実施されまし

た、全国学力・学習状況調

査の結果について道教委か
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１１月に入り、朝、夕の冷え込みも日増しに強くなり、初氷、初雪のニュースが

聞こえてきました。この季節、体調を崩しやすく風邪やインフルエンザが流行します。

予防のために家族みんなで手洗いウガイの習慣をつけたらいかがでしょう。

さて、１０月には各小中学校におきまして、学習発表会、学芸会、文化祭等が開

催され、多くの地域の方々にご参加いただき、あたたかい拍手やご声援をいただき

ました。本当にありがとうございました。

この日のために、児童、生徒は協力しあい学習を高め当日発表をいたしました。

この目的として、学習成果の発表をとおし、文化的表現力を育て、互いの努力や

成果を認め合い、みんなで協力して創り上げる態度を養う等、学習のねらいを立て

ています。今後もより多くの方々に足を運んでいただき、大きな拍手をもって子ど

も達の日頃の成果に対し評価をいただきたく考えております。１１月１４日には認

定こども園ド・レ・ミのおゆうぎ会がレ・コード館で行われます。ぜひ会場に足を

運んで下さい。

今回は、９月１４日に開催された第３回定例会において報告しました教育行政報告と全国学力・学習状況調査

の結果について掲載いたします。

学校教育の推進について



ら資料が提示されましたの

で報告します。

全国学力・学習状況調査

は、全国の小学６年生、中

学３年生を対象に、国語Ａ・

Ｂ、算数（数学）Ａ・Ｂの

全４教科と本年度は３年ぶ

りに理科を加えた合計９教

科について学力調査が行わ

れました。

調査の結果は、昨年度と

比較しますと、小中ともに

全体的に大きな向上が見ら

れ、小学校においては、５

教科の内、２教科が全道平

均を下回ったものの、国語

Ａ、Ｂと理科については、

全道平均、全国平均を上回

る結果です。中学校におき

ましては、全ての教科が全

道平均を上回り、国語Ａ・

Ｂ数学理科においては、全

国平均を上回っております。

詳細につきましては、今

後発行いたします「教育委

員会だより」において結果

と改善策を全町民に公表致

しますが、要因といたしま

しては、昨年度より配置い

たしました学習支援員によ

る個に応じた習熟度別指導、

チャレンジテストの活用、

放課後学習の充実、夏、冬

休み期間中に実施した「べ

んきょうの広場」、家庭学

習の定着を図る目的により

保護者へ配付している「家

庭学習の手引き」、教師の

指導力の向上を図るために

実施している現職教員研修

等、学習支援に対する効果

が徐々に浸透し成果を上げ

ている状況にありますが、

家庭学習の時間などにまだ

課題もあり、ＰＴＡと共に

連携し今後も継続した学力

向上に向け、適切な対応を

進めて参ります。

２点目は、「豊かな心身

の育成について」でありま

す。中体連全道大会の結果

ついてでありますが、柔道、

剣道、それぞれの女子個人

戦に各１名出場いたしまし

て、柔道は階級別で第３位、

剣道はベスト８と健闘して

おります。また、新冠中学

校吹奏学部は昨年に引き続

き、２年連続北海道吹奏楽

コンクールに出場を果たし

ました。緊張感あるステー

ジで担当教諭、昭和音楽大

学教授による指導の成果を

発揮し、大きな自信をつけ

て、次に繋がる貴重な経験

となったことと思われます。

次に「開かれた学校経営

の充実について」でありま

す。

９月８日新冠小学校におい

て地域参観日を実施してお

ります。地域参観日は、学

校での子どもの姿を実際に

見ていただくとともに、地

域、家庭、学校の連携、協

力が子育ての基盤となると

捉え、信頼される学校づく

りの取組として３年前から

全校で実施しておりまして、

より多くの地域の方々に学

校との関わりを持っていた

だくために進めているもの

でございます。本年度もよ

り多くの地域の方々の参観

をいただくために、町の町

政委託文書として案内文を

作成し地域に配付した結果、

多くの町民の方々に参観を

いただきました。また、朝

日小学校におきましては、

９月１６日創立１００周年

を記念した、１００キロ１

００人駅伝が関係機関、地

元の方々のご協力により開

催されます。

朝日小学校と統合した、

東川、太陽、美宇、若園、

明和それぞれの小学校を経

由し各々の学校の歴史や地

域の方々の心をタスキで繋

ぎ朝日小学校でゴールする

という取組でございまして、

議員の皆様、地域の皆様の

特段のご理解、ご協力を賜

ります事をお願い申し上げ

ます。

大きな二つ目は、「新冠

町立認定こども園ド・レ・

ミの教育・保育について」

であります。ド・レ・ミの

９月１日現在の園児数は、

０歳～２歳児が３８名、３

～５歳児が１０５名となり

計１４３名となっておりま

す。４月当初が１２２名で

あり、２１名の増となって

おります。

特に、０～２歳児につい

ては４月当初２３名に対し

１５名の増となっておりま

す。１歳児については定員

１５名のところ１８名、０

歳児についても現在８名で

あり例年より早い時期から

の増加傾向となり、今後も

増加が予想されることから、

教室や担当保育教諭の増に

ついて検討しているところ

です。

次に「教育・保育の質の

向上」を図る取組と致しま

して、７月５日、ド・レ・

ミ園運動会を町民グランド

において開催しております。

今回はド・レ・ミ園開設５

周年を記念した大会として、

町出身の歌手向井さんのピー

マンソングによる遊戯等、

町の特色を生かした運動会

として実施いたしまして多

くの方々にご来場いただき

大変好評に終了しておりま

す。

９月１日には、避難訓練

の一環として、「北海道シェ

イクアウト」に参加してお

ります。「シェイクアウト」

は２００８年米国カリフォ

ルニアで始まった訓練で、

地震を想定して参加者が同

じ日時にそれぞれの場所で

一斉に行動するという訓練

でございまして、昨年議会

においても実施についてご

質問がございましたが、当

日１０時に館内の放送によ

り一斉にそれぞれのクラス

において、机の下に隠れる

動作を１分間行いました。

園児達は無駄話や、ふざけ

た様子もなく真剣に取り組

んでおり、防災に対する意

識向上が図られました。

また、９月９日には、静

内警察署、新冠町内の駐在

所の協力を頂きまして、

「地域安全教室」を行いま

した。不審者に扮した町内

の署員の方が言葉巧みに誘

いますが、子ども達は防犯

標語であります「いかのお

すし」、行かない、乗らな

い、大きな声でさけぶ、す

ぐに逃げる、知らせる、を

忠実に守り、不審者から身

を守る、実践的で効果のあ

る防犯教育を実施すること

ができました。

次に社会教育の推進にお

ける青少年事業に関して申

し上げます。

本年度の少年国内研修交

流事業は、例年どおり研修

先を沖縄県とし、新たに交

流先である金武町でのホー

ムステイを盛り込んだ内容

で研修準備を進めており、

去る７月３１日に参加者の

面接選考を終えております。

本年度は、定員２０名に対

し２２名の応募があり、こ
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のうち１名は、特別支援学

級に所属する子どもであり

ましたが、面接を担当した

教育委員全員から「定員枠

を増やして参加させるべき」

との審査意見をいただいた

ところでございます。定員

を２１名に設定しますと１

名が落選となりますので、

教育委員会としましては教

育的事業効果に鑑み、２２

名全員を参加させることが

適当と判断いたしましたが、

事業予算の確保の問題もご

ざいますので、町理事者と

協議をさせていただきまし

た。

町理事者からも、本年度

の事情と教育委員会の考え

について理解いただき、あ

わせて、引率についても万

全な体制を整えるよう指示

をいただいたところでござ

います。このようなことか

ら、本年度の国内研修交流

事業は、２２名の児童生徒

に加え、引率者も１名増員

させ、５名体制で実施する

内容で計画しております。

なお、参加者と引率者の増

員分に係る事業予算につい

ては、本定例会において補

正予算を計上させていただ

いておりますので、ご理解

をお願いいたします。

結びに、これからの季節

は、文化の秋、スポーツの

秋、読書の秋の到来であり

ます。予定している一つ一

つの事業について、目的意

識をもって特徴ある事業運

営に取り組んでまいりたい

と存じますので、引き続き、

ご理解とご協力をお願い申

し上げます。

以上で、第３回定例会に

対する教育行政報告と致し

ます。
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平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果について

全国学力・学習状況調査の結果につきましては、広報「にいかっぷ」１１月号により報告いたしましたが、概要

また、その分析について今回掲載いたします。

全国学力・学習状況調査とは？
○調査の目的

・義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な

児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課

題を検証し、その改善を図る。

・学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善に役

立てる。

・以上のような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイ

クルを確立する。

○調査の対象

・小学校第６学年、特別支援学校小学校第６学年

・中学校第３学年、中等教育学校第３学年、特別支援学校中学部第３学年

○調査の内容

①教科に関する調査（国語、算数・数学、理科）

・主として「知識」に関する問題（Ａ） ・主として「活用」に関する問題（Ｂ）

※理科は平成２４年度以来３年ぶりに実施。また、（Ａ）と（Ｂ）を一体的に出題。

②生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査

・児童生徒に対する調査 ・学校に対する調査

今回の結果について

○学力調査

【小学校】

小学校においては、国語Ａについては全道平均、国語Ｂ、理科については全国平均を上回っているものの、

算数については一部全国平均同等ではありますが、全道平均を下回っている状況です。

【中学校】

中学校においては、全ての科目において全道平均を上回り、さらに、国語Ａ・Ｂ、数学Ｂ、理科においては全

国平均を上回っている状況です。
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●学習状況調査 児童質問 ○良かった傾向 △あまり良くなかった傾向

【小学校】

○難しいこともで、失敗を恐れないで挑戦してる ○将来の夢や目標をもっている

○昼休みや放課後学校が休みの日に本を読んだり借りに行く

○家で自分で計画を立てて勉強している ○家で学校の宿題をしている

○学級会など良く話し合い、学級みんなで協力している ○今住んでいる地域の行事に参加している

○地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある ○地域や社会を良くするために何か考えている

△規則正しい生活 △自分に良いところはあるか △１日あたりのテレビの視聴時間

△テレビゲーム等の時間 △学校の授業時間以外の１日あたりの勉強時間

【中学校】

○規則正しい生活 ○友達と話し合うとき、友達の話や意見を最後まで聞くことができる

○１日あたりのゲームの時間が少ない ○土曜日、日曜日の学校が休みの日の勉強時間が多い

○家の人と学校の出来事についてよく話す ○家で学校の宿題をしている ○学校に行くのは楽しい

○地域行事に参加し地域や社会のために何をすべきか考える ○人の気持ちがわかる人間になりたい

△将来の夢や目標をもっている △１日あたりのテレビの視聴時間 △１日あたりの読書時間

△学校の授業時間以外の１日あたりの勉強時間

○新冠町の学力向上策

学習状況調査から、規則正しい生活の習慣化と、家庭での勉強時間が国、道と比べ少ないことから、各学校ご

とに配付している「家庭学習の手引き」の活用の呼びかけを行い、また、生活習慣の改善についても保護者へ働

きかけます。また、長期休業中の補充学習、放課後指導についても進めていきます。

学力の向上には、生活習慣や環境が大きく左右すると言われております。今後とも児童生徒の学習環境づくり

や学校運営につきまして地域の皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

～新冠町教育委員会で協議した議案～

●第８回 新冠町教育委員会（7/31）
◎議 事

報告第１号 一般事務報告について

●第９回 新冠町教育委員会（8/27）
◎議 事

報告第１号 一般事務報告

議案第１号 平成２８年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書の採択について

議案第２号 新冠町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について

●第１０回 新冠町教育員会（10/1）
◎議 事

報告第１号 一般事務報告について

報告第２号 平成２７年新冠町議会第３回定例会に関する諸報告について

報告第３号 新冠町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について

●第１１回 新冠町教育員会（10/29）
◎議 事

報告第１号 一般事務報告について

報告第２号 平成２８年度学級編制及び教職員数（見込み）について

報告第３号 平成２８年度指導方法工夫改善事業（ＴＴ）等の教職員数について

報告第４号 新冠町奨学金の廃止について（貸付者１名）

報告第５号 スクールバス節婦第１待合所の暴風被害の状況について

協議案第１号 卒業式・入学式の適切な実施について


