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平成３０年１０月 

 

島牧村教育委員会 

 

 

 

 



1.点検・評価の趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条第１項に基づき、教育委員会の

事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行ったので報告します。 

 

 

 

2.教育委員会議の開催状況 

   ３月 ２日 第１回臨時会  議案２件  報告２件 

 ３月３０日 第１回定例会    議案２件  報告２件 

８月１６日 第２回臨時会    議案１件   

  １０月３１日 第２回定例会    議案１件  報告１件  

  １２月１４日 第３回定例会    議案２件 

１２月１４日 学校訪問 

      

 

3.事務・事業の点検・評価 

別 紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学務管理係・学校給食係所管 

事務・事業名 実 施 状 況 評  価 

全国学力・学習状況

調査 

・小 6・中 3年生が対象（平成 19

年度より実施）         

平成 29 年度は、4 月 18 日実施 

学校において、改善プラ

ンを作成し、朝学習、長期

休業期間中での補習、など

の取組を実施した。国語、

算数・数学の基礎・学力の

定着が図られつつある。 

外国語教育 ・新学習指導要領が平成 29 年 3

月に施行され、平成 32 年から

小学 5・6 年生が「外国語」の

授業として実施される 

・平成 30 年度から移行期間とし

て先行実施 

講師 ブレンダン・ディルク氏 

（倶知安町在住） 

外国語を使ったコミュニ

ケーションの楽しさを実感

することができ、教科とな

る英語に対する基礎知識の

習得に役立った。又、中学

校において、学力向上を目

指す取組みに役立った。 

特別支援教育 ・島牧村特別支援連携協議会会議

の開催。個別問題については、

関係者により随時開催          

（平成 29 年 2 月 16 日） 

（平成 29 年 7 月 18 日） 

関係機関との情報共有に

より、連携が深まり、個別

問題を迅速に対処すること

ができた。（保育所・小学

校・中学校の連携） 

学校給食及び食育 ・安心・安全のため、国産品を使

用し、島牧村地場産物（島牧米）

の提供を行っている。 

・中学校に平成 21年度から栄養

教諭を設置。           

全国学校給食甲子園に北海道

代表として出場 

安心・安全に努め、地場

産品を使用した献立を提供

した。 

地場産品の献立は児童・

生徒・教職員から好評であ

った。 

定期的に機具の更新を行

っている。 

 



施設整備 ・教員住宅（現 赤坂宅）修繕 

・小校長住宅浄化槽設置（元町１

戸） 

・元町教頭住宅屋根葺き替工事 

・小学校 FF ストーブ清掃点検整

備 

・中学校敷地内排水設備清掃業務

委託 

・中学校玄関前水銀灯取替工事 

・中学校ＬＥＤ照明交換工事 

・中学校体育館屋根修繕工事 

・中学校舞台吊物設備ワイヤー交換

工事 

・中学校ダイニングルーム床材張替

工事 

学校、教職員住宅の計画

的な建替えについて、検討

する。 

 

寿都高校生への助成  

・資格試験等費用補助（100％補

助） 

延５８名  159,354 円 

 

 

・通学費補助（100%補助） 

20 名 5,300,080 円 

 

学力向上、進路実現に効

果が得られている。 

（平成 29 年度～100％） 

 

通学費は平成 24年度から

50％補助とし保護者の経済

的負担を軽減し、寿都高校

の維持・存続に寄与してい

る。（平成 28 年度～100％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生涯学習係所管      

事務・事業名 実 施 状 況 評  価 

少年ふるさと教室 

 

・「賀老の滝を知ろう」 

 賀老の滝及びブナ林の観察 

 6 月 12日  小学 5 年生 

5名  講師 吉沢 隆 

 日本の滝 100選の賀老

の滝と広大な面積を誇

るブナ林を観察し、自然

環境の大切さを学ぶこ

とができた。 

・「川の生物学習」 

  泊川周辺 7月 11日 

小学 3 年生  7 名 講師 後志南

部地区水産技術普及指導所職員 

 島牧の河川に生息し

ている水生動物を観察

することによって、河川

の仕組みや環境の大切

さを学ぶことができた。 

・「茂津多灯台を調べよう」 

茂津多灯台周辺 

 9 月 12日  小学 5年生 5名 

講師 小樽海上保安部交通課職員 

 塔頂部の海抜が日本

一である灯台の役割と

レンズの仕組みを学習

することにより、船舶の

運航が安全に確保され

ていることを学ぶこと

ができた。 

・「水の行方を知る学習」 

本目浄水施設 

9 月 22 日 小学 4 年生 5 名        

講師 役場水道係職員 

 日頃家庭で使用して

いる飲料水の浄化の過

程と水の大切さを学ぶ

ことができた。 

・「風力発電を調べよう」 

月越峠 10月 6日  小学 6年生 

6名  講師 役場企画課職員 

風力発電の仕組みを学

習し、電気の大切さやク

リーンエネルギーの重

要性を学ぶことができ

た。 

・「秋をみつけよう 栗拾い」 

 高田栗山 10月 19日       

小学校１年～３年生 20 名              

講師 教育委員会        

（熊出没により、危険回避のため中止） 

 

・海学習（夏休み中） 

豊浜会館前浜 8 月 1 日 

小学生 15 名参加 

島牧の海の中に、どんな

生き物が 

いるか実際に採取・試食



島牧漁業協同組合 することで自然の豊か

さと郷土愛を育むこと

ができた。 

放課後対策事業 ・放課後児童クラブ 

スポーツセンター外 

月曜日～金曜日の学校登校日に実

施 

145 日 延 1,391 名 

（1 年６名・2 年 3 名・3 年 4 名 4 年・２名）15

名 

よく学び・よく遊んでみ

んな元気いっぱいで笑

顔で過ごすことができ

た。 

人材育成事業 ・村づくり・人づくり講演会 

 11 月 22日  本目・おあしす 198名 

講師 日本ハムファイターズ 

西川遥輝・渡邉 諒選手  

応援大使トークショー

と兼ねて実施した。 

・国内視察研修 

1月 9～12日  東京方面 

 小学 5年生 5名（総勢 10名） 

 

 東京都内の歴史、文化

にふれ、乗り物、体験学

習を通し島牧村との違

いを認識し、理解を深め

ることができた。  

・村若者視察研修事業 

平成 30 年 1 月 30 日～2 月 3 日 

東北（岩手県、宮城県、福島県） 

参加者４名 

将来的に地域の活性化

や文化の向上など地域

社会の形成に積極的に

参加できる人材育成に

役立たせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事務・事業名 実 施 状 況 評  価 

芸術等鑑賞事業 ・芸術鑑賞事業 

（劇団四季 ライオンキング） 

10月 25日  島牧中学校  

札幌市 生徒 31名 計 39名 

・巡回劇場（児童劇） 

（有）劇団風の子北海道 

9月 2日  島牧小学校 児童 31名 

教職員・保護者等 17 名 

合 計 48

名 

優れた文化・芸術の鑑賞機会

の提供を通じ個性豊かな人

格の形成に役立たせる。             

 

 

文化祭 

 

・10月 28（102名）・29日（40名）          

永豊生活改善センター 

         延 142名見学 

（作品展示 6個人・6団体 209点）  

軽トラ市で新鮮な野菜等の

販売を保育室で行い見学者

の増加に結びついた。 

 

ふるさと演芸会 ・11月 11日（土）            

 島牧中学校 

（ 6団体 111名参加）  

 村内の文化団体や保育所

児童・小中学校生徒や一般の

方が出演し、保護者の観覧も

多かった。 

南後志高齢者交

流会 

・6月 20日 開催地 島牧村           

島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越

町の共同開催 講話、芸能発表 

155名(内島牧村 25名) 

30年度蘭越町 

  南後志４町村持ち回りで

実施しており、楽しみにされ

ている方が多くいる。今後も

広域連携事業として実施す

る。 

図書貸出 ・移動図書 4月～11月      

8回実施 276冊貸出（84名） 

・スポーツセンター図書          

160冊貸出（30名）   

 読書活動を推進し、それか

ら得られる知識等を元に児

童から成人まで幅広い人間

育成・形成に寄与している。 

成人式 

 

・１月 7日 本目おあしす 

 成人者 13名出席  

 成人を祝し、社会人として

の自覚を促す。 

キャリア教育     

（職業体験） 

 

・中 1年 3日 5事業所（村内） 

・中 2年 3日 4事業所（村外） 

・中 3年 4日 4事業所（村外） 

（村外 福祉施設） 

職業観、勤労観を学び、身

に付けさせる学習機会の確

保がなされた。 



成人教育 ・かんたん漬物教室 10月 28日・29日 

生活改善センター 

 

・パッチワーク教室 9月 4日～10月

26日（12回実施生活改善センター 

 

・簡単英会話教室 10月 13日～6回 

役場外 

 

・生け花教室 10月 27日（5名参加） 

生活改善センター 

 

・普段あまり料理をしない方

でも、かんたんに美味しい漬

け物が漬けられるようにな

つた。 

・文化講座としてパッチワー

ク教室を開催し経験のある

方も初心者の方も参加する

ことができた 

・簡単な日常会話から職場で

使える英語まで楽しく学ぶ

ことができた。 

・生け花と言われると手が出

しづらいと思いがちですが、

初心者でも参加し楽しめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  事務・事業名 実 施 状 況 評  価 

パークゴルフ大会 ・年３回実施 （45参加） 

千走地区山村広場コース９ホー

ル道の駅コース９ホール 

5月 21日  （14名） 

7月  9日 （19名） 

9月 30日  （12名） 

平成 21 年度からパークゴ

ルフを開催している。道の駅

コースと合わせて活用して

おり、今後も利用者の増加を

図っていきたい。 

歩こう会 ・9月 9日役場～元町方面折り返し役

場まで約 10km 13名参加  

身体に負担の少ないウオ

ーキング 

を行い、参加者の交流を図っ

た。 

村民大運動会 ・第 7回目実施 

9月 2日 

千走地区山村広場 

91名参加 優勝 東部地区 

平成 23 年度初めて開催し

た。観覧 

者数も増え、東部・中部・西

部にチームを編成し、10 競

技を実施した。軽運動を通し

て、参加者の親睦が図られ

た。 

午後からは商工会のイベン

ト 

学校開放 

 

・小学校 25回 延 44名 

バレーボール少年団等 

 

・中学校   29日 延 256名 

柔道・島牧フットボールクラブ  

クラブ活動などスポーツ

活動の場 

を提供することで、体育の振

興が図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 第三者からの意見 

 

  

三好克也 氏（字永豊町）中学校学校評議委員 

  

 

 ・学校関係は、生徒数が減少している中、生涯学習と連携した取り

組みも多様化してよろしいと思う。 

 

・生涯学習関係も多岐にわたって行事がとり行われている、これか

らも継続を願います。 

  

  

  

  


