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の人材確保、定住促進に取り組み、活
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拡大による内外経済への影響が注視さ
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各公園・緑地については、昨年度実
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施設の状況を共有し、今後に向けた協

施した遊具の劣化点検の結果に基づ
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両立させることを基本とし、その時々

徒の安心・安全の確保と学びの保障を

染症の収束が見込まれない中、児童生

この２年間、新型コロナウイルス感

会科副読本「かみふらの」
』の第
次

図るほか、
令和６年度から使用する
『社

現に向け、地域学校協働活動の推進を

学校では新学習指導要領の理念の実

な「学びの環境」の提供に努めます。

実を図り、児童生徒にとってより適正

の合意形成を大切にした教育相談の充

から把握に努めるとともに、保護者と

少年国内交流事業を対象学年を中学１

青少年教育では、昨年度延期した青

機会や情報提供に努めます。

るとともに、家庭教育学級などの学習

ナ・ポストコロナを見据え「上富良野

染防止対策の徹底を図り、ウィズコロ

令和４年度においても、基本的な感

の実現に向けた授業改善を進めるとと

実し、
「主体的・対話的で深い学び」

最適な学び」と「協働的な学び」を充

するＧＩＧＡスクール構想では「個別

タブレットやデジタル教科書を活用

学 費 や 就 学 支 援 金、 入 学 準 備 金 の 助

存続に向けた取組として、引き続き通

上富良野高校の振興では、地元高校

運営を図ります。

小学校の通級指導と連携した効果的な

通級指導教室の充実を図るとともに、

通級指導では、昨年開設した中学校の

事業として、６年生を対象に中学進学

ていく人材を育成します。小・中接続

ローバル化や価値観の多様化に対応し

ど生活文化体験や語学研修を行い、グ

年期における海外でのホームステイな

では、中学生と高校生を対象に、青少

市に派遣します。青少年海外派遣事業

年生までに拡充し、友好都市三重県津

改訂編集作業に着手します。

町教育大綱 」
「 上富良野町教育振興基
もに、家庭でのタブレット端末の活用

成、各種資格取得の支援をするととも

への不安を和らげ、進学に対する期待

の状況を見極めながら、対応を図って

本計画」で示す教育理念「ふるさとに

環境を整えるほか、上富良野中学校に

に、希望者に学校給食の提供を行うほ

まいりました。

学び 人が輝き 人がつながる かみ

大型モニターを設置し、ＩＣＴ教育環

を持つ機会となるよう「かみふっ子フ

ふらのの教育」の実現をめざし教育行

か、新たに本年度から個人所有端末を

委員やスポーツ団体と協力して各種ス

スポーツの振興では、スポーツ推進

レンドキャンプ」を実施します。
端末購入費用を助成します。

利用した授業が導入されることから、

境の整備を進めます。
を考え、
「 学校の新しい生活様式に基
づいた健康管理の徹底」を進めるとと

ポーツ大会、スポーツ教室を開催する
町民一人ひとりに生涯にわたって自

リフト使用料を無料にします。

町内の高校生以下の日の出公園スキー

ポーツ活動を支援します。本年度から

もに、新型コロナの感染状況の情報収

主的に学ぶ機会を提供し、社会教育基

文化の振興では、自主企画芸術鑑賞

教育振興基本計画に掲げている基本

本方針に掲げる「生涯学習活動の充実

事業や町民芸術鑑賞事業を通して、芸

ほか、指導者の育成と青少年などのス

不登校児童生徒の増加傾向が続いて

と人を育む環境づくりの推進 」
「 健康

社会教育の推進

いる実態を踏まえ、児童生徒のカウン

づくりのためのスポーツ活動の推進」

集に努め、家庭と連携した取組を継続

セリングや保護者との教育相談体制の

術や音楽などに接する機会を提供する

的方向性を踏まえたうえで「コロナ感
進」
「特別支援教育の充実」
「不登校対

充実を図るとともに、不登校の児童生

「心の豊かさを育む文化・芸術活動の

とともに、文化活動に参加する機会拡

します。

応の充実」
の４項目を重点に進めます。

徒が学習したり、保護者同士が相談し

推進」に向けて取り組みます。

染予防対策の継続 」
「 ＩＣＴ教育の推

学校教育の推進

児童生徒の「健康」
「安全・安心」

政の推進に努めます。

服部久和 前教育長

合える場の設定にむけて、検討を進め

する理解が深まる一方、対象児童数の

発達障害の認知や特別支援教育に対

連携し、
多面的なサポートに努めます。

るほか、保健福祉課や関係機関などと

「早寝・早起き・朝ごはん運動」や「生

むことが教育の原点であることから、

活習慣」と「調和のとれた心身」を育

もたちの人格形成に必要な「基本的生

家庭と地域の教育力向上では、子ど

ました。今後も町指定文化財などの保

郷土館、開拓記念館を文化庁に届け出

化財として、後藤純男氏の絵画 点、

郷土館の運営では、新たな町指定文

充のため文化教室を開催し、文化芸術

増加や、個々の特性の多様化が課題と

活リズムチェックシート」を活用し、

存継承に努めます。

活動を支援します。

なっています。合理的配慮が必要な子

食事や睡眠などの大切さの理解を深め
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