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Ⅰ はじめに 

令和３年第３回定例会の開催にあたり、上士幌町教育委員会所管

行政に関する主要な方針について申し上げます。 

 

現在、新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見えない中ではあ

りますが、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の到来、グローバル化の進展、Ｓ

ＤＧｓを原動力とした地方創生など、新しい未来への扉はすでに開

かれております。 

未来に生きる子や孫たちに伝え、笑顔で暮らせる「持続可能なま

ちづくり」を実現するためには、質の高い教育を提供することが重

要であり、子どもも大人も「学び」をとおして、自分を輝かせるこ

とができる生涯活躍の教育環境を一層充実させることが不可欠と考

えております。 

以下、上士幌町教育大綱に基づき、令和３年度の主な施策につい

て申し上げます。 

 

Ⅱ 主要施策の展開 

１ 地域ぐるみの子育て支援  

第２期上士幌町子ども・子育て支援事業計画が、昨年度策定され

「子どもの笑顔あふれるふれあいの元気まち」を基本理念に、安心

して出産・育児ができるよう、また、様々な状況に応じて柔軟にサ

ークル活動ができるよう、切れ目のない支援を提供してまいります。 

認定こども園における保育料と給食費を引き続き無料化するとと

もに、小中学生には補助教材費や修学旅行経費、漢字・英語など各

種検定料の助成をとおして、子育て・教育にかかる保護者負担の軽

減に努めてまいります。 

また、就学援助世帯に対しては、ＩＣＴを活用した家庭での学び

を保障するため「モバイルルーター」の無償貸し出しを行ってまい

ります。 
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(１)保育と幼児教育の充実 

保育と幼児教育は、子どもたちの生涯にわたる学びと人間力育成

の向上に寄与するものであり、幼児の自発的な活動である遊びや生

活の中で感性を育むことが重要です。このため、認定こども園では

幼児期の終わりまでに育って欲しい１０の姿の取組や３６の基本動

作による体幹強化と体力向上を図ると共に、指導要録等を用いた引

継ぎの徹底による小学校へのスムーズな流れと連携強化を促進して

まいります。 

また、家庭や地域が保育と幼児教育の重要性について一層理解を

深め、未入園児の子育て環境充実のため、子育て支援センターを中

核として、地域の中でも子どもを託児できるようファミリーサポー

ト事業を公共施設でも活用できるようにするなど、保健福祉部局と

も連携して支援の拡充を図ってまいります。 

外国の文化への関心と世界に開かれた心を育み、グローバル社会

の担い手となる子どもたちの国際理解を促進するため、国際交流推

進員を継続して配置し、国際交流につながるコミュニケーション力

の向上に努めます。さらに、異世代交流や地域とのつながりが深め

られるよう地域サロンなどを活用して、子どもたちと触れ合う機会

が得られるよう計画してまいります。 

 

(２)子ども発達支援センターの充実 

０歳から１８歳までの発達段階や特性に応じた子どもたちの健や

かな育ちを促すとともに、発達に不安を抱える保護者への支援を充

実してまいります。 

また、乳幼児の発達状況を認定こども園や子育て支援センター等

と情報共有し、早期からの適切な発達を促す取組を推進してまいり

ます。 

障がいのあるなしにかかわらず、子どもたちの自立と将来を見据

えた社会参加への実現に向け、センター内の療育機器を定期的に地

域開放するなど、一人ひとりのニーズに応じられるよう努めてまい
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ります。 

 

(３)学童保育所の充実 

学童保育所では、保護者の仕事と子育ての両立を支援するととも

に、子どもたちの健全な育成を目的としています。そのため学童保

育所における子どもの遊びや生活の場としての機能が果たされるよ

う、安全で安心できる施設運営や施設環境の充実を図ってまいりま

す。 

 

２ 教育環境の基盤整備 

(１)かみしほろ学園の推進 

 「かみしほろ学園」は、上士幌町子ども教育ビジョンに定められ

た５つの「目指す子ども像」の具現化を図るため、さらに、学校、

地域、行政の連携を深め、組織的に進めてまいります。 

この中において、こども園から高校までに体験するふるさと学習

を「かみしほろ学」として体系化し、持続可能な開発のための教育

や２０３０年までの国際目標であるＳＤＧs について校種間連携を

重点的に進めてまいります。 

 

(２)子どもの読書活動の推進 

今年３月に「いつも身近に本がある環境づくり」「子どもの意識啓

発促進」「乳幼児の保護者への意識啓発の促進」の３点を基本施策と

し、令和３年度から５年間を計画期間とする、上士幌町第２期子ど

もの読書推進計画を策定いたしました。 

町内の学校に読書コーディネーターを派遣し、司書教諭や図書担

当教諭と連携し、図書室等の整備や読書ボランティアなどの地域人

材の活用を進めるとともに、図書館と連携しながら子どもの読書環

境の充実を図ってまいります。 

また、計画策定に携わった各関係機関が事業の現状把握やニーズ

の共有、調整ができる機会を創設し、毎年度、評価・検証を行いな
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がら子ども読書の定着を進めてまいります。 

 

(３)教育環境の整備等 

コロナ禍の収束が見通せない状況下で、学校内の換気対策・環境

整備は大変重要と考えております。このため小学校体育館網戸設置

工事を行うとともに、小学校及び中学校の普通教室等に冷房設備の

設置に向けた準備を進めてまいります。 

また、スクールバスの安全運行、車輛維持費の削減、さらに、将

来的に安定した路線を確保するためスクールバスを新規購入いたし

ます。 

新型コロナウイルス感染症防止のため、安全安心な教育環境が求

められていることから、学習指導員やスクールサポートスタッフ等

の人材についても引き続き任用し「学校における新しい生活様式」

の実践を支援してまいります。 

 

(４)教職員の働き方改革 

 平成３０年度より、教職員が本来の業務に専念できるような働き

方を推進するため、学校における働き方改革「上士幌アクション・

プラン」を策定し、学校閉庁日や定時退勤日の設定をはじめ、タイ

ムカード導入による勤務時間の見える化や留守番電話を設置し、教

職員の負担軽減を図ってまいりました。また、コロナ禍での働き方

としては「在宅勤務」の推奨をはじめ、消毒作業を実施する場合は、

極力教職員ではなく、スクールサポートスタッフなど外部人材を活

用してまいりました。令和３年度からの「第２期上士幌アクション・

プラン」では、新たに「上士幌町働き方改革推進会議」を開催し、

時間外在校時間の要因や背景の分析を行うとともに、働き方改革の

手引き「Ｒｏｒｄ」を活用した業務の平準化や効率化を進めてまい

ります。 

また、１年単位の変形労働時間制については、学校における働き

方改革を推進する一つの選択肢として引き続き検討してまいります。 
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３ 義務教育の充実 

今年度から中学校の「新学習指導要領」が全面実施となります。

主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善、社会に開かれた教育

課程の編成・実施など、上士幌ならではの「学び」が展開されるよ

うに、学校と地域との連携を深めてまいります。 

また、国は今後５年間で小学校の３５人学級を導入することを決

定しましたが、本町ではすでに実施しているため、今後は、密を避

け更に学習効果を高めるためにも「令和４年度から、小学校全学年

３０人学級」実現に向け準備してまいります。 

 今年度は、国の「教育基本計画」、北海道の「教育推進計画」を踏

まえた「上士幌町教育推進計画」を策定いたしますが、本町の「第

６期上士幌町総合計画」で掲げる教育施策との整合性を図りながら、

町長が定める「教育に関する大綱」に沿う計画として策定作業を進

めてまいります。 

 

(１)確かな学力の向上 

令和２年度の「全国学力・学習状況調査」は、新型コロナウイル

スの影響により全国統一での実施はありませんでした。十勝管内で

は、独自に全学校の自校採点のデータを集計し結果が報告されまし

たが、小学校、中学校ともに国語科での改善が見られる一方、算数・

数学では、依然として課題が見られる領域がありました。さらに、

小・中学校ともに国語、算数（数学）における記述式問題の正答率

が低いことも分かりました。 

このため、教育課程全体を通じて「書く」活動を取り入れるなど、

児童・生徒の言語活動が十分に保障される授業改善に努めてまいり

ます。授業づくりは、不断の研修が欠かせないことから、教師の指

導力向上を目指し、北海道教育大学釧路校や附属小中学校との連携

した研修を実施してまいります。 

 家庭学習は、学校の組織的・計画的な指導が重要であり、かみし

ほろ学園で取り入れている iＢノート等を有効に活用するなど、統一
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した取組をさらに継続してまいります。また、学校と家庭とで活用

できるデジタルドリルを購入し、児童・生徒一人に１台整備したＩ

ＣＴ機器等を活用した家庭学習を推進してまいります。 

 

(２)豊かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進 

全国学力・学習状況調査の「児童生徒質問紙」の回答では「ゲー

ムを毎日２時間以上している」と答えた小学６年生が５６．１％、「ゲ

ームを毎日４時間以上している」と答えた中学３年生が２７．０%で

した。さらに、「家でテレビやゲームの時間に関するルールを決めて

いる」と回答した割合が、小学６年生で５１．２％、中学３年生で

３２．４％と、家庭における生活習慣等の見直しも必要であり、様々

な手段を講じて、小中学校からの通信等の資料提供や「生活リズム

チェック」などの活用・啓蒙の取組をとおして、生活習慣に対する

関心や意欲を高め、改善を図ってまいります。 

体力の向上は、日常的に運動に親しむ姿勢や基本的な生活習慣の

確立が重要です。このため、小・中学校では全学年で新体力テスト

を実施するなど、客観的なデータを基に計画的・継続的に子どもた

ちの体力や運動能力を高める取組を進めてまいります。 

 

(３)情報活用能力の育成と国際理解教育の推進 

国におけるＧＩＧＡスクール構想の推進により、学校のＩＣＴ環

境整備が進められ、本町では児童・生徒一人１台の端末整備が完了

しました。また、昨年度配置のＩＣＴ推進担当教諭を中心に小・中

学校の教職員に対する研修も行われ、校内のネットワーク環境も整

備されたことから、学校内での端末活用が進められています。  

十勝ＥｄＴｅｃｈコンソーシアム（帯広コア専門学校）との連携

に加えて、今年度は北海道情報大学とも連携してＩＣＴを活用した

教育を推進してまいります。 

なお、上士幌小学校は、十勝教育局のＩＣＴ活用実践事業協力校

の指定を受け、「Ｇｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔ」を活用した学級活動や集
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会活動、デジタルドリルを活用した学力向上の取組などを積極的に

進めてまいります。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学級閉鎖や学校臨時

休業等に備え、児童・生徒が自宅でも端末を活用して学習できるよ

う環境整備に努めてまいります。 

国際理解教育については、外国人英語指導助手及び国際交流推進

員を中心に、認定こども園と上士幌小学校の接続を考慮した取組を

継続いたします。また、社会教育と連携して、町内に在住する外国

人を対象に、スポーツ交流をはじめ日本文化の体験や外国文化に触

れあう機会を拡充してまいります。 

 

(４)食を育む学校給食 

 本町の小学生は、全道・全国に比べ、朝食を毎日食べている割合

が低く、望ましい食習慣の定着に課題があります。このため、栄養

教諭を小学校に配置し、学校給食を「生きた教材」として食育が推

進されるよう、地場産品を利活用したふるさと給食や生徒自らが考

案したメニューの提供を実施するなど指導の充実に努めてまいりま

す。なお、学校給食センターは、現施設となってから２２年目を迎

えることから、調理機器等の計画的更新を行っており、今年度につ

いては、プレハブ冷蔵庫・冷凍庫を更新し、今後も、徹底した衛生

管理のもと、安心安全な学校給食を提供してまいります。 

 

４ 高等学校の振興 

十勝学区全体の中学校卒業生は前年度と比較して約１００名減少

しましたが、上士幌高校の令和３年度入学者は昨年より１０名増の

５５名となりました。少子化による管内の中学校卒業生の減少傾向

に加えて、スポーツ・部活動分野、職業科、通信制など選択肢の多

様化もあり、これまで以上に地域に根差した魅力ある高校づくりを

進めていかなければなりません。 

昨年は、有識者やＰＴＡ、卒業生、現役高校生、地域コーディネ
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ーターをメンバーとした「上士幌町教育魅力化ワーキンググループ」

を立ち上げ、上士幌高校振興会への提言を行ってまいりました。 

今年度は、新たに「（仮称）地域学校協働推進班」を設置し、上士

幌高校や振興会との連携を強めた魅力化に努めてまいります。 

 地元を学ぶ「上士幌学」への支援、地元企業と連携した説明会の

開催など、生徒や保護者だけでなく、地域にとっても魅力ある高校

づくりを進めてまいります。 

  

５ 生涯学習の振興 

地域住民同士が共に学び合い、教え合う相互学習を通じ、教養の

向上、健康の増進、人と人とのつながりを生み、地域づくりの実践

に結びつくことができるよう生涯学習を推進してまいります。 

生涯学習センター「わっか」は、町民の活動拠点として、幼児か

ら高齢者まで多くの利用があり、今後も、引き続き町民にとっての

居心地のよい学びの場、世代間交流の場、まちづくりの中核の場と

なるよう努めてまいります。 

 

(１)社会教育の推進 

誰もが豊かな人生を送ることができるよう学びのきっかけづくり

を進めるとともに、仲間とつながり楽しく学び、学んだことを生か

せる学習機会を提供してまいります。 

人生１００年時代が到来し、生涯にわたって学び、それを活かせ

る場の確保が生きがいへとつながります。今年度からは、生涯学習

フェスティバル実行委員会において、かみしほろ塾を開催し、現代

社会の動きや抱える課題を地方創生やＳＤＧｓの視点を持ちながら、

町民の皆さまとともに学び、地域づくりにつなげていきたいと考え

ています。 

また、引き続き町民の皆さまに「学ぶ機会」をわかりやすく情報

提供する「まなびの森 講座ガイド」の発行と事業への参加奨励、

自らの学びを応援する「みんなの学び応援事業」への呼びかけを行
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ってまいります。 

６０歳以上が対象のシルバー学級は、シニア世代が生きがいや目

標を見つけることができ、学んだことを社会生活の中で生かせるよ

うな機会の提供を行うとともに、学習意欲や活動意欲を高められる

「生涯活躍」を目指した取組を推進してまいります。 

 青少年のびのび育成事業では、学校教育との連携接続を意識し、

放課後及び休日を含めた子どもの居場所づくりと、本町の豊かな自

然や産業などに触れ、学ぶ体験活動を提供してまいります。 

 

(２)社会体育の推進 

少子高齢化の進行や健康体力づくりへの関心の高まりに伴い、ス

ポーツに対するニーズが多様化しています。同時に生活様式や価値

観の変化に伴い、子どもや成人の体力低下やスポーツ離れが進んで

おり、その対策が必要です。身近な生活の場にスポーツを取り入れ

ることにより、子どもから大人まで生涯をとおしてスポーツに親し

み、健康で明るく豊かな生活を送ることができるよう、参加機会の

充実、スポーツ人口の拡大や指導者の養成強化、施設整備の充実に

努めてまいります。 

特に、学校と接続する子どもの身体づくりとして、プレゴールデ

ンエイジ期からゴールデンエイジ期における身体能力を高める運動

の機会の創出を重点的に取り組んでまいります。 

 健康福祉政策の一環として行っている健康づくりポイント事業は、

体組成データを活用し、主観的健康観を主とした精神衛生の評価に

ついて高等教育機関と連携しながら進めてまいります。 

  

(３)芸術文化活動の振興 

芸術文化の振興は、地域社会に豊かさと潤いをもたらし、創造性

ある地域の基盤となります。文化活動を通じて、創造性を培い、豊

かな心が育まれるよう優れた芸術文化に触れることができる機会の

提供に努めてまいります。また、地域の歴史とともに育まれてきた
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文化や芸術をより身近に感じられるよう、町文化協会や各サークル

の活動、町民文芸誌「火群」編集委員会などの自主的な活動を引き

続き支援してまいります。 

 

(４)文化財の保護、保存・活用 

上士幌町の持つ豊かな自然とのふれあいを深め、埋蔵文化財や郷

土資料等、地域に残された貴重な歴史資料の保護・保存を町民の協

力を得て進めるとともに、町民が文化財に触れる機会を提供し、自

らが生まれ育つ郷土への理解と誇りを育んでまいります。 

特に、今年度は、萩ヶ岡７遺跡の発掘調査を実施し、本町の大昔

の生活の痕跡となる貴重な考古資料の記録保存を行ってまいります。 

 

(５)図書館活動の充実 

町民の主体的な学びや学習活動は、活力ある地域社会を支える基

盤となります。今年度は、豊富で新鮮な蔵書整備による持続可能な

図書館運営を進めるため、図書館情報システムの更新と蔵書点検を

行います。これにより、ご自宅等からのインターネットを介した蔵

書検索の利用が可能となる等、充実した図書館サービスの提供を進

めてまいります。 

また、図書館が子どもや親子の安心安全な居場所となり、立ち寄

りたくなるような環境づくりを進めるため、「お話の部屋」周辺の改

修等の施設整備を進めてまいります。 

さらに、子どもの読書活動を推進するため、読書の楽しさを実感

できる事業として「子ども司書」事業等を実施いたします。 

 

Ⅲ むすびに  

以上、令和３年度の教育行政の推進方針と主要な施策について申

し上げました。 

 町議会議員並びに町民の皆さまの一層のご理解とご協力を心から

お願い申し上げ、教育行政執行方針といたします。 


