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用されていた鶏もも肉に付着していた
ものと考えられることから、納入業者
に対し厳しく指導したとともに、今後
の対応策について、
納品段階でのチェッ
ク体制について万全を期すよう関係者
に指導したところであります。
【教師の指導力と信頼される学校づくり
について】
教員の実践的指導力を身に付けるこ
とをねらいに今年度から実施している、
現職教職員研修会の第４回目の研修講
座を２月 日に実施しました。
今回は、青少年健全育成協議会の研
修会に併せ、スマートフォンの使用に
おける危険性について、実践的な研修
を行っております。

認定こども園ド・レ・ミの教育・
保育について
家庭・地域と一体となって開かれた
園づくりを目指した取組のひとつとし
て 行 っ て い る 保 護 者 と の 個 人 面 談 を、
２月 日から行いました。
今年度は、全ての保護者との面談を
行い、園の様子や家庭での過ごし方な
どについて情報交換するなど、互いの
共通理解が図られるよい機会となりま
した。
また、幼小連携の取組については、１
月 日に朝日開拓婦人ホーム横の斜面
を利用したソリすべりで朝日小学校１
年生と年長児が交流を行ったほか、２
月７日には、新冠小学校１・２年生の生

て行いました。町内小中学生より詩及
び作文１３９点の応募があり厳正なる
審査の結果、文芸賞５作品、特別賞２
作品を表彰しております。
【社会体育の取組について】
３月４日、スポーツセンターにおい
て認定こども園ド・レ・ミの年長児を
対象にミニサッカー教室を行っており
ます。様々な競技のボールを紹介する
とともにミニサッカーの基礎的な技術、
また、４月から小学校へ入学する心構
えなどもスポーツをとおし指導してお
ります。

【郷土資料館の取組について】
１月 日ふるさと再発見講座「野鳥
観 察 に 見 る 日 高 の 自 然 環 境 」 と 題 し、
新冠川付近において実施致しました。
日高鳥類研究所の谷岡隆所長を講師
として招き、 名の参加者は天然記念
物であるオオワシやオジロワシを観察
してその生態を通して日高の自然環境
を学んでおります。
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学校教育の推進について
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【学校教育の推進状況について】
まず「教育委員の活動」についてで
ありますが、今年度２回目の学校訪問
を２月 日・ 日の二日間で行い、授
業参観や施設を視察したほか、今年度
の学校・園の経営の推進状況について
懇談し、理解を深めるとともに、今後
の取組について指導・助言してまいり
ました。
【新冠中学校卒業生進路希望状況と平成
年度学級編制につきまして】
まず、進路希望状況ですが、進学希
望者は 名で未定の者が１名となって
おります。
進 学 希 望 先 は、 静 内 高 等 学 校 名、
道内公立校８校へ 名、高等養護学校
へ２名、私立高へ４名の希望で、３月
１日現在、９名の合格が内定しており
ます。
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教育長行政報告
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せんでした。
三つ目は、体罰に係る実態調査につ
いてです。
昨年に引き続き２月に文部科学省に
よる、全国の小中学校を対象にした体
罰の調査が実施されております。
今回の調査は、教職員のほか、児童
生徒、保護者を対象とした調査となっ
ておりますが、体罰が疑われる事案は
ありませんでした。
いずれにしましても、体罰は、いかな
る理由があっても絶対に許されないもの
でありますので、今後とも様々な機会を
通じて継続して指導してまいります。
四つ目は、新冠小学校における生徒
指導の状況ですが、５年生におけるい
じめの状況については、昨年 月に行
政報告したとおり、現在、いじめは解
消されておりますが、再発防止に向け、
今後も注意深く見守ってまいります。
また、教師の指導に従わない児童に
ついては、３学期に入り落ち着きがみ
られておりますので、今後も、児童の
様子を注視しながら、改善に向けた取
り組みを継続してまいります。
五つ目は、学校給食における異物混
入についてであります。
２月 日の新冠中学校の給食を食べ
ている際に生徒が異物に気付き、口か
ら出したところ８ミリメートル掛ける
５ミリメートル大の異物があり、専門
機関に調査を依頼したところ鶏の骨で
あることが判明しました。
混入の原因は、シチューの食材に使
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なお、３月５・６日の２日間で公立高
校の学力検査が行われ、合格発表は３
月 日の予定となっております。
次に学級編制についてですが、学級
数では、新冠小学校の第１学年が２学
級となり、また特別支援学級の知的学
級の児童が７名となることにより教員
数が１名増となることから、合わせて
２名の教員が増となる見込みです。
新冠中学校は、特別支援学級が１学
級減となる事により教員数が２名減と
なり、また生徒指導上の１名の特別な
加配が無くなることから合わせて３名
の教員が減となる見込みです。
児童数は、小学校全体で３０７名と
なり前年度より 名の減、中学校の生
徒数は１５１名で６名の増となります。
【豊かな心身の育成について】
スケートリンクについて、今年も朝日
小学校に開設し、体育の授業として 日
間、６７８名の利用がありました。さら
に１月中旬から休日の７日間の開放を行
い、２３４名の利用がありました。
二つ目は、インフルエンザの状況で
ありますが、認定こども園ド・レ・ミ
では、２月 日頃からインフルエンザ
による欠席者が急速に増えだし、２月
日には 名の欠席者となりましたが、
徐々に減少し、現在では、欠席者が無
くなりインフルエンザは終息しており
ます。
小・中学校では、断続的な欠席はあ
りましたが、多くて２から３名の欠席
であり、学級閉鎖などの影響はありま
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課で行っている、お喜楽おたっしゃ塾
と合同実施により「音楽療法」と題し、
ＮＰＯ法人札幌音楽療法学会から講師
を招き開催しております。実施後、修
了式を行い、全８回、延べ３２０名の
参加があり、そのうち、３名に皆勤賞
を授与しております。
【青少年の取組について】
１月７日から 日の日程により、新
冠町少年国内研修交流事業を実施しま
した。
事前研修を重ね、本年も沖縄県金武
町との交流を含めた平和学習や環境学
習を中心とした内容で実施し、２月
日には、多くの関係者が見守る中、報
告会を実施し、研修成果を発表してお
ります。
なお、１月 日には沖縄県金武町中
川区の子ども達、指導者を合わせ 名
が来町し、交流会、また、雪体験事業
として例年実施しているＮＩＳＰＯ主
催のスキー教室に参加し、本町の子ど
も達と交流し、次年度以降も隔年で来
町し継続的な交流を続けたい旨の希望
がありました。
平成 年新冠町成人式を１月 日に
挙行しました。新成人 名の参加があ
り、成人の誓いでは郷土新冠への思い、
社会人としての新たな決意が宣言され、
盛大にまた厳粛に実施することができ
ました。
【図書プラザの取組について】
１月 日、平成 年度森みつ少年少
女文芸賞授賞式をレ・コード館におい
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園児が参加したサッカー教室
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活科授業の一環として実施された幼小 はもとより新冠中学校吹奏楽部部員も
連携事業、
「わくわく祭り」に年長児が 大きな刺激を受けておりました。
２月４日には本年で３年目となります
参加し、４月からの小学校就学に向け、
出張レコードコンサートを札幌市資料館
それぞれ良い交流の場となりました。
今年度、１３５名でスタートしたド・ において実施しております。札幌雪祭り
レ・ミですが、現在、１４５名の入園 初日、大通りに施設があることから、来
場者が多く、レコード音楽を楽しんでい
児となっております。
また、平成 年度当初の入園児数は、 ただくとともに、ビートルズのレコード
現時点で１２６名を予定しております。 を展示し、レ・コード館と新冠町を広く
ＰＲすることができました。
２月 日には昭和音楽大学とのパー
トナーシップコンサートを実施いたし
ました。昭和音楽大学金管五重奏団と新
冠中学校吹奏楽部、静内高校吹奏楽部、
合唱団ヴォルの出演により約２５０名
の参加があり好評に終了することがで
きました。
また、２月 日には、昭和音楽大学
金管五重奏団によるアウトリーチコン
サートを新冠小学校、朝日小学校それ
ぞれで実施し、本物の楽器演奏を体で
感じる貴重な体験となりました。
【社会教育に係る取組について】
２月２日「あなたのためのプラスワ
ンセミナー」をレ・コード館において
社会教育の推進について
「ニャーゴのやさしさ、ティラノのおも
いやり」と題し、著名な絵本作家であ
【レ・コード館の活動について】
１月 日、本町において毎年冬季合 る宮西達也氏の講演会を実施いたしま
宿を実施している札幌白石高校吹奏部 した。全国的に知られる絵本作家であ
と新冠中学校吹奏楽部との合同による ることから道内遠路からの参加者もあ
「ニューイヤーコンサート」を実施いた り約１８０名の参加があり好評に終了
しております。
しました。
高齢者教育として実施しております
約２００名の来場があり、全国大会
出場実績の多い白石高校の演奏に町民 「いきいき大学」では２月 日保健福祉
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新冠中学校卒業式の様子
新冠小学校で行われた「わくわく祭り」
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