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北海道教育庁新しい高校づくり推進室訪問 教育長

17日 花の里こども園幼年消防クラブ結成式 教育長

23日 空知管内コンプライアンス確立会議 教育長

空知管内教職員時間外勤務等縮減推進会議 教育長
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13日 第１回月形町社会教育委員会 教育長

14日 空知校長会役員来庁 教育長
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21日 行政区代表者会議 教育長

22日 月形高校生徒募集活動 教育長

空知管内市町教育委員会連絡協議会事務局会議 教育長
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28日 桜種子採取 教育長
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29日 月形高校生徒募集活動 教育長

30日 日本赤十字社北海道支部血液セミナー 教育長
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6日 月形高校生徒募集活動 教育長

7日 北海道市町村教育委員研修会 教育委員長、教育委員、教育長

8日 月形高校生徒募集活動 教育長

11日 月形高校生徒募集活動 教育長

12日 少年の主張空知大会 教育長

定例校長教頭会議 教育長

13日 空知教頭会来庁 教育長

第１回空知管内公立小中学校教職員人事推進会議 教育長

第２回空知管内市町教育委員会教育長会議 教育長

第１回北海道第５採択地区教科用図書採択教育委
員会会議

教育長

14日 月形高校生徒募集活動 教育長

新潟市月潟地区児童交流事業保護者・児童説明会 教育長

15日 月形高校生徒募集活動 教育長

空知教育局行政事務打合せ 教育長

19日 月形高校生徒募集活動 教育長

20日 月形町総合振興計画等庁内推進委員会 教育長

中体連全道大会出場者挨拶 教育長

21日 第２回公立高等学校配置計画地域別検討協議会 教育長

25日 月形高校生徒募集活動 教育長

26日 空知管内教育委員会連絡協議会事務局会議 教育長

30日 月形町創生総合戦略審議会 教育長

第３３回つきがた夏まつり(３１日まで） 教育長

8月 4日 空知校長会研究大会 教育長

平成29年度北海道・札幌市公立学校教員採用候補
者選考審査（第2次検査）

教育長
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7日 旧中和小学校タイムカプセル開封式 教育長

8日 新潟市月潟地区児童交流事業（～１０日） 教育長

12日 トラック協会岩見沢支部交通安全「旗の波作戦」 教育長

18日 第１回月形町議会臨時会 教育長

24日 福岡県中間市職員来庁 教育長

空知管内教育委員会連絡協議会事務局会議 教育長

25日 第５回月形町教育委員会 教育委員長、教育委員、教育長

29日 空知管内道立学校長・市町教育委員会教育長会議 教育長

30日 ふれあい大学体育大会 教育長

9月 1日 樺戸監獄物故者追悼式 教育委員長、教育長

3日 月形中学校学校祭 教育長

4日 月形消防演習 教育委員、教育長

6日 定例校長・教頭合同会議 教育長

7日 第３回月形町議会定例会 教育委員長、教育長

8日 第３回月形町議会定例会（決算特別委員会）～12日 教育長

11日 第22回友朋祭 教育長

13日 第３回月形町議会定例会 教育委員長、教育長

16日 石狩川頭首工管理橋竣工式（命名式） 教育長

17日 第1回花の里こども園運動会 教育委員長、教育長

20日 定例校長・教頭合同会議 教育長

10月 6日 第34回空知校長会学校経営研究会 教育長

11日 月形中学校読書感想文コンクール表彰 教育長

13日 空知教育局長来庁 教育長

14日
第2回空知管内公立小中学校教職員人事推進会議
及び第3回空知管内市町教育委員会教育長会議

教育長

19日 第3回行政区代表者会議 教育長

21日 第2回月形町議会臨時会 教育委員長、教育長

22日 月形小学校学芸会 教育委員長、教育長

27日
北海道町村教育委員会連合会教育長部会長会議及
び部会研修会

教育長

28日 町民文化祭（～30日） 教育長

28日 南空知市町教育長会定例会議 教育長

30日 第64回全空知剣道大会 教育長

11月 2日 月形町表彰式 教育長
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5日 月形町PTA連合会研究大会 教育委員長、教育委員、教育長

7日 月形小学校読書感想文コンクール表彰 教育長

まちづくり懇談会 教育長

9日 まちづくり懇談会 教育長

11日 ふれあい大学卒業証書並びに修了証書授与式 教育長

月形高校公開授業 教育委員長、教育長

まちづくり懇談会 教育長

12日
第9回空知高等学校新人剣道大会兼第36回北海道
高等学校新人剣道大会空知支部予選会

教育長

13日 第３６回子ども会親睦ミニバレーボール大会 教育長

14日 まちづくり懇談会 教育長

16日 第6回月形町教育委員会 教育委員長、教育委員、教育長

18日
月形中学校公開授業（月形町教育振興会公開研究
会）

教育委員長、教育長

20日 第１回花の里こども園保育発表会 教育委員長、教育長

22日 空知教育局義務教育指導監来庁 教育長

24日 町政推進に関する懇談会 教育長

25日 第3回月形町議会臨時会 教育長

30日 町政推進に関する懇談会 教育長

12月 2日 第７回月形町教育委員会 教育委員長、教育委員、教育長

月形小学校感謝の集い 教育委員長、教育長

4日 第３７回町民バレーボール大会 教育長

6日 第４回月形町議会定例会 教育委員長、教育長

7日 第４回月形町議会定例会 教育委員長、教育長

9日 北海道中学校長会第４ブロック研修会 教育長

12日
平成２９年度当初教職員人事１次協議及び校長・教
頭等面接

教育長

13日 第２回社会教育委員会議 教育長

第２回スポーツ推進委員会議 教育長

15日 第４回行政区代表者会議 教育長

19日 月形町教育委員会表彰式 教育委員長、教育委員、教育長

定例校長・教頭合同会議 教育長

22日 空知管内市町教育委員会教育長会議 教育長

27日 北海道教育功績者表彰受賞祝賀会 教育長

5日 月形消防出初め式 教育長29年　1月
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7日 成人式 教育委員長、教育委員、教育長

13日 新年交礼会 教育長

19日 花の里こども園園児教育長訪問 教育長

28日 月形小学校第２９回ブラスアンサンブル定期演奏会 教育長

2月 2日 北海道町村教育委員会連合会第２回役員会 教育長

6日 空知教育局教育委員会訪問 教育長

9日 空知管内市町教育委員会連絡協議会役員会議 教育長

14日 平成２９年度当初教職員人事２次協議 教育長

22日 第１回月形町教育委員会 教育委員長、教育委員、教育長

24日 空知管内教育実践表彰式 教育長

3月 1日 第６４回月形高等学校卒業証書授与式 教育委員、教育長

第１０回月形町地産地消・食育標語コンクール表彰式 教育長

6日 第３回月形町社会教育委員会 教育長

7日 第１回月形町議会定例会本会議（会期　２１日まで） 教育長

11日 美唄養護学校卒業証書授与式 教育長

12日 第７０回月形中学校卒業証書授与式 教育委員長、教育長

13日 第１回月形町議会定例会本会議（一般質問１３・１４日）教育委員長、教育長

15日 第１回月形町議会定例会予算特別委員会（～１７日) 教育長

17日 第１回月形町議会定例会本会議 教育委員長、教育長

19日 第１２１回月形小学校卒業証書授与式 教育委員長、教育長

20日 第１回花の里こども園卒園式 教育委員長、教育長

23日 第５回空知管内市町教育委員会教育長会議 教育長

23日 仲間づくり子ども会議 教育委員長、教育長

25日 北海道学校保健会第2回評議員会 教育長

27日 第1回総合教育会議 教育委員長、教育委員、教育長

第２回月形町教育委員会 教育委員長、教育委員、教育長

28日 空知管内市町教育委員会教育長会役員会 教育長
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Ⅰ はじめに 

趣旨 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、教育委員会は

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公

表しなければならないこととされている。 

この報告書は、同法の規定に基づき、月形町教育委員会が行った点検及び

評価をまとめたものである。 

Ⅱ  平成２８年度主な取組、点検及び評価 

 １ 学校教育の推進 

（1）学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施について 

各学校においては、学習内容の定着・深化を目指し、町教育委員会とし

ての指導・助言を通じ子ども一人一人と向き合い、きめ細かな指導の充実

や知・徳・体を考慮した教育活動を工夫するなど、小学校、中学校ともに

教育課程は適切に編成・実施されている。 

特に、ティーム・ティーチング等による少人数指導を展開し、子ども一

人一人とかかわりを深めつまずきを解消したり、より一層理解を促すなど、

基礎・基本の定着を図るよう、努めている。 

（2）学力の向上について 

例年４月第３週に実施している全国学力・学習状況調査における平成２

８年度の結果では、小学校、国語の基礎・基本については、平均正答率が

全道平均７１．０％、全国平均７２．９％、月形町は７５％から８０％未

満に該当し全道・全国平均を大きく上回っている。応用については、全道

平均５６．０％、全国平均５７．８％、月形町は５５％から６０％未満に

該当し全道・全国平均をわずかに上回っている。 

小学校、算数の基礎・基本については、全道平均７５．３％、全国平均

７７．６％、月形町は８５％から９０％未満に該当し全道・全国平均を大

きく上回っている。応用については、全道平均４４．５％、全国平均４７．

２％、月形町は６０％から６５％未満に該当し全道・全国平均を大きく上

回っている。 

中学校、国語の基礎・基本については、全道平均７５．１％、全国平均

７５．６％、月形町は７５％から８０％未満に該当し全道・全国平均をわ

ずかに上回っている。応用については、全道平均６５．０％、全国平均６

６．５％、月形町は６０％から６５％未満に該当し全道・全国平均を下回

っている。 

中学校、数学の基礎・基本については、全道平均６１．８％、全国平均

６２．２％、月形町は５５％から６０％未満に該当し全道・全国平均を下

回っている。応用については、全道平均４４．３％、全国平均４４．１％、
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月形町は４０％から４５％未満に該当し全道・全国平均を下回っている。 

また、学習状況調査では、今住んでいる地域の行事に参加している児童

の割合や地域社会等でボランティア活動に参加している生徒の割合は全

道・全国平均と比べかなり高く、さらに小学校では学校で友達に会うのが

楽しいと思っている児童の割合は１００％、中学校では授業において生徒

同士話し合う活動をよく行っていたと思っている生徒の割合は約６割で

全道・全国平均よりかなり高い結果が出ている。 

町教育委員会として、独自の取組「学力向上対策」に基づき、短期・長

期の指導や、授業での工夫、家庭への支援、子ども自身が頑張ることなど、

計画的な取組を通して一人一人の学力向上を目指すとともに、月形町教育

振興会を中核に据えた研修活動や校内研修の充実を通じ児童生徒理解を

深め、指導の方法・体制を工夫・改善するなど、子どもたちの学習の定着

を図っている。 

（3）心の教育について 

心の教育については、すべての教育活動を通して進める道徳教育とそれ

らを補充・深化・統合する「道徳の時間」、さらに共生のまちづくりと呼

応し、社会福祉協議会や地域にある福祉施設を活用した福祉に関する教育

活動や社会奉仕活動等を充実させる中で、子どもたちは思いやりの心や協

力する態度、善悪を判断する規範意識などの豊かな心が身に付いてきてい

る。 

また、いじめの未然防止や早期発見・早期解決に向け、いじめゼロ宣言

やみんなの広場、生徒会による独自アンケートなど、全校体制での各般の

取組を進めるとともに、法務省の人権擁護機関との連携によるいじめＳＯ

Ｓミニレター、岩見沢警察署との連携による薬物乱用防止教室や情報モラ

ル教室など、命を大切にする指導を実践し積極的な生徒指導が機能するよ

う、努めている。 

（4）特別支援教育について 

特別な支援を必要とする子どもの自立や社会参加に向け、各学校では障

がいの種別等に応じた児童生徒理解をはじめ、校内研修での理解の促進、

特別支援コーディネーターを中心とした校内特別支援委員会を充実させ、

障がいのある子どもに対応する指導の方法・体制などを工夫している。 

また、町教育委員会、保健福祉課、こども園、学校等で構成する特別支

援チーム会議を機能させ、就学指導を要する子どもについて理解し協議し

ている。 

さらに、北海道特別支援センターや北海道教育庁空知教育局等と連携し

巡回教育相談や学校訪問を通して教職員の指導の在り方について研修を

積んでいる。 
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（5）信頼される学校づくりについて 

学校評価にかかわり、教職員による自己評価、保護者や学校評議員によ

る学校関係者評価を実施し、その結果について学校だよりで公表するとと

もに、保護者懇談会や学校評議員会等で協議するなど、学校の様子が見え

るようにしたり気軽に相談しやすくなるよう、工夫している。 

また、月形町交通安全推進協会や岩見沢警察署、月形ライオンズクラブ

との連携、北海道国民健康保険団体連合会や月形町地産地消計画推進協議

会の各種標語、月形町読書感想文コンクールへの応募等を通して社会や地

域とのつながりを深めている。 

月形町教育振興会における全体研修を中核にして小・中学校での研修活

動を促進したり、講演会や研究授業にこども園や高校の先生方の参加を働

きかけるなど、町ぐるみでの研修の機会を工夫している。 

さらに、管内の各学校の公開研修会への参加や町教育委員会主催の救命

救急講習会への参加を促すなど、教職員の専門性や危機管理意識の向上に

努めている。 

（6）学校教育環境の整備について 

子どもたちの安全・安心に配慮した学びに向け、アスベスト検査を実施

するとともに、月形小学校の小荷物専用昇降機の改修工事、月形中学校の

体育館外壁塗装等の改修工事を行った。また、学校給食センターの炊飯釜

等厨房設備の更新などの整備を行った。 

（7）認定こども園とのかかわりついて 

今年度から認定こども園が開設されており、合同保育を通して培った命

の尊さへの理解、協力して遊ぶこと、子ども同士が挨拶や声をかけ合うな

どの仲間意識を大切にして保育・教育を展開している。特に、保護者との

協議を通じ遊びや活動の質を向上させるような年齢に見合った遊びや活

動を経験させ、成長を促している。 

保護者から３月の卒園式では「子どもの成長を見られて、とても感動的

でした。」、全体として「園内での事故がなかったことを心より感謝してい

ます。」「話し合いを重ねているうちに園での過ごし方や保育の内容等を理

解し、安心できました。」などの声をもらっている。 

今後とも、園児一人一人に寄り添い個性やよさなどを生かした丁寧な保

育に努め、月形町の幼児教育、子育てをサポートする役割を担うよう、連

携を図る。 

（8）月形高校の存続について 

少子化が進行し道内の高校においては間口減等が進む中、月形高校は３

３名の生徒が入学した。月形高校の入学者数に関係する空知南学区や石狩

学区をはじめ、全体の中学校卒業者数が減少する厳しい状況であるが、地
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域の子どもたちのために中等教育の場として月形高校を存続させること

が重要であり、地元だけでなくＪＲ学園都市線や公共バス等を利用する通

学生徒を広範囲に集める必要がある。 

今後とも、町理事者、町議会、町教育委員会及び月形高校が連携を深め

ることが大切である。 

 ２  社会教育の推進 

（1）青少年教育について 

「子どもチャレンジ教室（スポーツ体験、創作活動、伝統文化体験等）」

では、特に子どもたちの長期休業期間中の望ましい生活習慣を目指し、ラ

ジオ体操や水泳、学習活動に取り組むとともに、「道民の森」を活用した

自然体験や消防体験など、多様な体験活動を通して社会性や生命尊重の精

神を育成している。また、指導者としてスポーツ推進委員等、町内人材を

活用したことにより、チャレンジ教室の開催時期や内容について柔軟に対

応することができた。 

月形町地域福祉ネットワーク推進協議会主催の世代間交流会で実施し

ている「餅つき体験」は、子どもたちが日本文化の伝承と貴重な体験をす

る機会として位置付いている。 

「子ども会初級リーダー研修会は、小学校４年生９名が参加した。はじ

めて集団での宿泊生活を体験し共同で作業したり、活動したりする中で子

ども同士はより仲良くなれ、協調性がはぐくまれた。また、月形高校ボラ

ンティア部の生徒にとっても小学生と触れ合い、コミュニケーションを深

める機会に恵まれたことは有意義な経験であった。 

子どもの体力づくりをねらいとして４歳から小学校２年生を対象に「子

ども運動教室」を実施している。幼児クラスは１９名、小学生クラスは２

６名が参加し、１年間を通じて基礎体力や運動能力の向上に努めた。事後

アンケートの結果では、継続実施や対象者の拡大を望む声が多く、保護者

の期待の大きさを実感した。今後とも幼少期から運動を楽しみ、身体を動

かす習慣を身に付けるよう、取り組む。 

（2）成人教育について 

「生涯学習講座」は、町民のニーズに応えつつこれまでの成果を基に合

計５講座を企画・実施し７２名の参加実績である。その内、料理教室は好

評で、特に女性の参加が多く見られた。 

高齢者教育「ふれあい大学」は５４名の学生で活動しており、グランド

ゴルフとその後の昼食交流会は参加者が増加している。学生自ら見学先を

選定し企画する町外研修は学生の積極性を促すとともに、参加への意欲が

高まる研修となっている。講座終了後の自主的な活動としてのクラブ活動

ではスポーツと文化活動を明確に分けて実施し、年々参加者が増えている。 

平成２９年月形町成人式は、月形町交流センター「つき・あえーる」で

10



実施した。出席した３３名の新成人の多くは町外に在住しているが、故郷

での開催を希望していることから、地元をなつかしむ「同窓会」の雰囲気

を尊重しながら実施している。例年地元の新成人が少ないことから、実行

委員会の組織運営が課題となっている。 

（3）体育活動について 

「月形健康づくり・体力づくり推進事業」は、北翔大学の協力を得て、

町民の健康増進や運動機会の動機づけなどを目的として体力測定や健康

づくり講話、健康教室等を実施し５年目となる。 

全体の参加者数はわずかではあるが増加しており、この事業をきっかけ

にウォーキングや総合体育館のトレーニング室の利用など、年々運動によ

る健康づくりを意識している町民が多くなっている。また、保健福祉課や

社会福祉協議会が実施する事業へ職員を派遣し運動指導を実施しており、

高齢者や障がいのある方々への運動機会の充実や専門指導のニーズが高

まっていることがうかがわれる。 

行政区対抗「ソフトボール大会」は、前日からの大雨の影響で中止とな

った。「ミニバレーボール大会」も併せ、これらの大会は参加する行政区

が固定される傾向にあるが、多くの町民が楽しみにしており、さらに地域

の人々のつながりを深めるためにも実施する必要がある。 

「町民歩け歩け大会」は雨天で中止となり、参加者の体ほぐし運動とし

てグラウンドゴルフを実施し９０名以上の参加があった。また、前段では

「ウォーキング教室」を開催し、北翔大学の先生や学生のアドバイスを受

けながら歩き方を学んだ。 

「子ども会親睦バレーボール大会」では、チーム編成が困難な単位子ど

も会は合同チームで参加している。子ども会員の減少は避けられないこと

から、今後とも子ども会の枠を超えて参加できるようなスポーツ大会や子

ども会活動を検討する必要がある。 

幅広い年代が楽しめるニュースポーツ体験を主とした「つきがたニュー

スポーツフェスティバル」を実施し、小学生や高齢者を中心とする多くの

参加があった。また、障がいのある方々の参加が増えていることから、町

全体でスポーツを楽しみ交流する場として大切である。 

（4）文化・図書活動について 

「芸術鑑賞会」は、例年幼児、小学生、中・高校生を分け、ミュージカ

ルや音楽、古典芸能等の演目で実施している。子どもの豊かな想像力や感

性などを培うために継続する必要がある。 

多くの町民に芸術鑑賞の機会を設けるため、奈井江町開催の「サクソフ

ォン四重奏コンサート」や札幌市でのミュージカル「ウィキッド」のバス

ツアーを実施した。芸術鑑賞の機会の充実は今後とも近隣自治体と連携す

る必要がある。 
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町教育委員会主催による「ブラック・ボトム・ブラス・バンド」コンサ

ートを開催し、来場者は１８０名を数えた。月形中学校吹奏楽部との合同

演奏や、観客の中に入って演奏したりするなど、町民に楽しいひとときを

提供できた。    

「町民文化祭」は、実行委員会主催により１０月２８日から３０日まで

３日間開催した。小・中学生等の作品展示や芸能サークルの芸能発表会を

実施し、文化連盟を中心に各学校や福祉団体などの協力により運営してい

る。作品展示については今後とも展示希望者を広く周知し参加者を増やす

とともに、関係団体の協力を得ながら実施していく。 

「古本市」は、読書啓発活動の一環として取り組んでいる。前年度に引

き続き、持ち帰りの冊数の制限を設けなかったことから約５００冊の本が

町民に還元された。残った書籍は通年で持ち帰りできるよう館内に配置し

ている。また、「おはなしじゃんけんぽん」による読み聞かせ会を同日開

催し、来場した子どもたちは喜んでいた。 

「読書感想文コンクール」は、子どもたちが作品から感じたことを表現

する力や想像力を身に付けるなど、読書を普及・啓発するために実施して

いる。 

移動図書は、図書館の蔵書を小・中学校で貸出・返却できるよう工夫す

るとともに、乳幼児健診や運動教室等の町内行事の会場においても貸し出

しを行っている。小・中学校では定着しているが、町内行事では利用者数

に顕著な差が見られる。また、北海道立図書館から本を借り、きららクラ

ブや学校に配置し有効活用されている。今後とも町立図書館として読書の

機会の拡充に取り組む。 

（5）地域の教育活動支援について 

地域ボランティアによる部活動支援や小学校への読み聞かせなど、学校

を支援する地域住民の力が教育力となっており、これからも協力を呼びか

けることが大切である。 

子ども会活動では、子ども会員と保護者、地域住民が積極的にかかわり

を持ち世代間交流の場となるよう、働きかける必要がある。 

（6）施設の活用について 

町立図書館として図書のリクエストに応える工夫をしているが、利用者

数、貸出数は減少傾向にある。日曜開館は徐々に町民に浸透してきており、

一定の効果が見られる。ニーズに応じた選書や閲覧スペースの確保等、誰

もが利用しやすい図書館づくりが大切である。 

また、読書環境としての場だけではなく、子どもたちの放課後や休日の

学びの場、地域コミュニティの場として役割を果たす必要がある。 

総合体育館の利用では、各種スポーツ団体や学校の部活動が大部分を占

め、近年は町外スポーツ団体のバレーボールや剣道、サッカー等の利用が
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増えている。さらに、子どもたちの長期休業期間中の利用も多いことから、

安全及びマナーに関する注意喚起をはじめ、非行防止や不審者対策等、施

設管理の受託業者の協力を得ながら教育委員会の巡回も含め、管理・運営

を進める。 

また、平成２８年度トレーニング室の利用者数は３，４０６人と前年度

に比べ８００人余り増えるなど、多くの町民に利用されている。町民の健

康と体力づくりに向け、適正な維持管理と共に事業の充実に努める。 

温水プールは、一般利用者を増やすために無料開放日を設けたり、プー

ルの利用時間を延長し夜間の開放に取り組んで２年目を迎え、一般利用者

は増えている。特に夜間の利用者が増加しており、今後とも開館する期間

や時間等を工夫する。 

円山総合運動公園は、試行的な取組として２回のマウンテンバイク・ク

ラブの大会と町内の参加者を募った自転車走行イベントを実施したが、関

係者と一部の参加者にとどまった。今後は施設の存廃等、利活用の在り方

を検討する必要がある。 
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