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Ⅰ 飛島村の教育指針 

～郷土に誇りをもち、確かな未来を拓く教育～ 

本村は、第４次飛島村総合計画の将来像である「小さくてもキラリと光る村 と

びしま」の実現を図るために、住民一人一人が周囲を思いやる「心」、地域に内在

する「活力」、郷土に対する「誇り」を織り込み、「飛島らしさ」を萌芽させ、醸

成していくことが大切であると考えている。 

そのためには、「村民憲章」を行動指針として、自分たちが住む村を大切にし、

住みやすい村となるよう共に考え、話し合い、実行していく人づくりが肝要である。 

そこで、本村の教育指針を「郷土に誇りをもち、確かな未来を拓く教育」とする。 

Ⅱ 施策の基本指針 
平成 25 年３月に策定し、第４次飛島村総合計画及び、教育大綱(平成 28 年２月

策定)に基づき、次の教育施策を推進する。 

１ 学校教育・青少年健全育成 

施設一体型小中一貫教育校の特長を最大限活用するとともに、地域住民や企業の

協力を得ながら「確かな学力の定着」「豊かな心の醸成」「かかわる力の育成」「未

来を切り拓く力の育成」「健やかな体づくり」を培い、将来の飛島村の担い手とな

る人づくりを進める。 

（１）小中一貫教育の充実 

９年間を見通した教育課程の工夫、小中学校の授業における指導方法の共有、

教職員間の連携を行うことで、子どもたちの健やかな９年間の連続した学びを確

保する。 

（２）地域と連携した学校教育の推進 

    子どもたちが積極的に地域の行事へ参加し、地域住民や臨海部の企業など様々

な大人とふれ合う機会を増やすことで、未来を切り拓く力を育成する。 

（３）小中学生の心身の健康づくり 

情操教育、野外活動及び特別支援教育等を充実させるとともに、いじめ防止・

不登校対策を的確に実施することで、子どもたちの心身の健全な育成を目指す。 

（４）就学支援の充実 

就学支援の拡充により、全ての子どもたちが平等に教育機会を享受できるむら

づくりを目指す。 

（５）学習環境の充実 

小中一貫教育校の施設維持管理及び施設整備を適正に実施することで、安全か

つ快適な学習活動を実現する。 

（６）青少年健全育成の推進 

青少年教育に関する啓発事業や平和意識の高揚を図ることにより、将来の飛島

村を担う心豊かな青少年を育成する。 
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２ 生涯学習・スポーツ・文化 

住民の文化活動やスポーツ活動を支える社会教育団体の自立した運営・経営を促

すとともに､生きがいや豊かなこころを育む活動の充実を図る。また、図書館にお

いて、貸出サービスの充実はもとより、住民の課題解決など時代に求められる機能

の高度化を図る。 

（１）生涯学習の推進 

様々な人材育成・生涯学習活動を通じて、住民の生きがいと豊かな心を育む。 

（２）生涯スポーツの推進 

スポーツ活動ができる多様な機会をつくることで、多くの人が生涯を通じてス

ポーツに親しみ、地域住民が互いに交流できる環境づくりを目指す。 

（３）地域固有の文化の伝承と保護 

文化財・郷土資料を適切に維持管理するとともに、伝統芸能の担い手育成と保

存会の存続を目指しつつ、飛島村の昔ながらの生活を伝承していくことで住民の

郷土愛を醸成する。 

（４）文化施設・体育施設の管理運営 

中央公民館・総合体育館・運動広場等の施設の安全性を確保し、適切な管理運

営を行うことで、施設の利用環境の向上を目指す。 

（５）社会教育・社会体育団体の活性化 

社会教育・社会体育の振興を図るために活動団体に助成することで、運営面や

資金面で自立した運営を目指す。 

（６）図書貸出機能の強化 

住民のニーズに合わせた蔵書の充実や貸出方法の改善により、住民の読書を推

進する。 

（７）図書館利用者サービスの充実 

レファレンスサービスの充実や情報発信、子どもたちが本に親しむ機会づくり

等により、住民の課題解決能力や豊かな心を育む、地域に貢献し親しまれる図書

館を目指す。 

３ 国際理解 

国際的視野を持ち、グローバルな視点から郷土を考えられる人材を育む。 

（１）国際交流の推進 

多文化への理解を深めることにより、国際的視野を持ち、グローバルな視点か

ら郷土を考えられる人づくりを進める。 

飛島村民憲章 

  村民憲章は、村民の皆さんが相互に信頼関係を培っていくための 

 「共通の心構え、合言葉」です。 

  本村では、村民憲章を推進することによって、 

 村民相互がかたく信頼関係で結ばれる村づくりを目指します。 

一 心とことばの通いあう、楽しい家庭をつくりましょう。 

一 祖先をしのび、感謝の気持ちで働きましょう。 

一 進んできまりを守り、明るい社会づくりに励みましょう。 

一 ものを大切にし、思いやりの心で毎日をすごしましょう。 

一 心身をきたえ、豊かで活気のある村をつくりましょう。 

                   （昭和 58 年３月制定） 
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Ⅲ 教育に関する事務の点検評価について 
法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資するとともに、村民への説明責任

を果たすため、外部の学識経験者の知見を活用して「教育委員会の点検及び評価」

を実施し、報告書にまとめた。 

Ⅳ 教育委員会の取り組みについて 
１ 教育委員会会議の開催状況 

平成 29 年度は毎月の定例会議を 12 回開催した。 

回 日 付 会 議 名 回 日 付 会 議 名 
１ ４／19（水） 教育委員会（４月定例） ７ 10／20（金） 教育委員会（10 月定例）

２ ５／26（金） 教育委員会（５月定例） ８ 11／30（木） 教育委員会（11 月定例）

３ ６／23（金） 教育委員会（６月定例） ９ 12／27（水） 教育委員会（12 月定例）

４ ７／20（木） 教育委員会（７月定例） 10 １／30（火） 教育委員会（１月定例）

５ ８／31（木） 教育委員会（８月定例） 11 ２／27（火） 教育委員会（２月定例）

６ ９／22（金） 教育委員会（９月定例） 12 ３／29（木） 教育委員会（３月定例）

学期末の教育委員会開催後、教育懇談会（7/20・12/27・3/29）を行い、小・中

学校長から学校の様子や取り組み内容や成果・課題等について報告を受けた。 

２ 教育委員会会議の審議状況 

年間 12 回の定例会では、「準要保護児童生徒の認定について」、「教科用図書の採

択について」など 14 件の議案が審議された。 

さらに、新規を含む 27 件の後援依頼が発議され、「飛島村教育委員会における後

援等の基準及び手続きに関する要綱」の審査基準に従い十分検討した結果、すべて

の後援が承認された。 

会議 審 議 状 況 

４月 

定例 

【議案】なし  【協議】なし 

【報告】 

・５月の学校行事について     ・後援承認について １件 

・平成 29 年度補助教材について  ・文化協会第 18 回春の祭典について 

・チャレンジデーについて     ・大寳家の貨幣の寄付について 

・温水プール下半期休館について 

５月 

定例 

【議案】なし  【協議】なし 

【報告】 

・６月の学校行事予定について  ・後援承認について ３件  

・教育委員会生涯教育課関係事業補助金交付要綱の一部改正について 

・飛島村広島派遣選考委員会設置要綱の一部改正について 

・第８回リオビスタ市姉妹都市交流団来村について 

・平成 29 年度飛島村海外派遣事業（中学生）引率指導員名簿について 

６月 

定例 

【議案】第６号 準要保護児童生徒の認定について

【協議】 

・後援承認について(新規) １件  ・11 月 5 日(日)学園授業日について

・祖父母ふれあい給食について 

・総合社会教育センター及び図書館・温水プールの臨時休館について 
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６月 

定例 

【報告】 

・７月の学校行事予定について  ・後援承認について ２件 

・ふれ愛デーについて      ・平成 29 年度平和推進事業について 

・リオビスタ市姉妹都市交流団来村について 

・平成 29 年度友好都市交流事業について 

７月 

定例 

【議案】第７号 教科用図書の採択について   

【協議】なし  

【報告】 

・８月の学校行事予定について ・後援承認について ２件 

・「ヒアリ」情報について    ・夏まつりについて 

・平和推進事業について    ・海外派遣事業について 

・友好都市交流事業(南種子町来村、南種子町派遣)について 

８月 

定例 

【議案】なし  【協議】なし 

【報告】 

・９月の学校行事予定について ・後援承認について ４件 

・平和推進事業について    ・夏まつりについて 

・海外派遣事業について    ・文化財「奥田翁碑」の破損について 

・永年勤続感謝状受賞について 

・飛島村教育委員会に関する点検及び評価の報告について 

・全国中学校水泳競技大会､中部日本選抜中学軟式野球大会成績について 

・すこやかセンター大規模改修工事のためのプール休館について 

９月 

定例 

【議案】なし  【協議】なし  

【報告】 

・10 月の学校行事予定について   

・村民体育祭について 

・ふるさとフェスタについて 

・第 12 回愛知県市町村対抗駅伝競走大会について  

10 月 

定例 

【議案】なし   

【協議】キッズウイークについて 

【報告】 

・11 月の学校行事予定について   

・後援承認について ５件 

・飛島村教育支援委員の委嘱について 

・飛島村文化財保護審議会委員の委嘱について 

11 月 

定例 

【議案】第８号 飛島村公民館施行規則の廃止について 

【協議】飛島村公民館条例の廃止について 

    飛島村小中一貫校教育について 

【報告】 

・12 月の学校行事予定について  ・後援承認について １件 

・平成 30 年の成人式について   ・ホストファミリーの募集について 

・停電に伴う臨時休館について   ・豊根村雪合戦大会について 

・飛島村区域外就学承認要綱について 

・全国学力・学習状況調査の結果について 
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12 月 

定例 

【議案】第９号 平成 30 年度新入学児童生徒の就学について 

【協議】平成 30 年度図書館・温水プールカレンダーについて 

【報告】 

・１月の学校行事予定について 

・第 12 回愛知県市町村対抗駅伝競走大会結果について 

・広島被爆者援護会表敬訪問について 

・友好都市南種子町交流事業報告について 

１月 

定例 

【議案】第１号 飛島村立学校管理規則の一部改正について 

    第２号 教育委員会事務局職員の任免について 

【協議】飛島村総合教育会議について 

    義務教育学校について 

【報告】 

・２月の学校行事予定について   

・後援承認について ２件 

・特別支援学級について      

・平成 30 年年輪のつどいについて 

・飛島村いじめ問題対策連絡協議会について  

２月 

定例 

【議案】第３号 平成 30 年度小・中学校教職員の異動について 

第４号 飛島村教育委員会事務局等組織規則の一部改正について 

第５号 飛島村公民館分館管理規則の一部改正について 

第６号 飛島村運動広場条例施行規則の一部改正について 

【協議】平成 30 年度教育委員会関係予算について 

学園評価について     

飛島村運動広場条例の一部改正について 

飛島村公民館分館の設置及び管理に関する条例の一部改正 

について

【報告】 

・３月の学校行事予定について   

・後援承認について １件 

・飛島村教育委員会事務局等専決規程の一部改正について 

３月 

定例 

【議案】第７号 教育委員会事務局職員の任免について 

第８号 平成 30 年度使用教材の承認について 

第９号 飛島村立小中一貫教育校飛島学園の学園長任命について 

第 10 号 飛島村立学校管理規則の一部改正について 

【協議】平成 30 年度中学校部活動の方針について 

    教職員の多忙化解消について 

【報告】 

・４月の学校行事予定について  ・後援承認について ６件 

・義務教育学校開校への今後の予定について 

・学園校医について        

・チャレンジデー2018 について 

・飛島村共同学校事務室の組織及び運営に関する要綱の制定について 

・災害等の非常時における生徒の登下校について 

・食物アレルギーを持つ生徒への学校給食の対応について 

・平成 30 年度温水プール・ふれあい温泉招待券について 
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３ 教育委員会の活動状況について 

教育委員は、教育委員会への出席の他、学校訪問、村内で開催される各種行事や

村外での会議等について参加した。 

また、近隣市町の教育委員会との情報交換や相互の交流を図るため、海部南部教

育委員会研修協議会を組織し、年２回の研修会に参加した。 

月 教育委員会行事・大会等（村内） その他 

４ ・辞令交付式 

・飛島学園入学式 

・村小・中校長会 

・飛島村交通安全推進協議会 

・海外派遣事業本部会、推進委員会 

・海外派遣事業(中学生）応募説明会 

・スポーツ推進委員委嘱式 

・海外派遣事業(中学生)応募説明会 

・教育委員会 

・海部地方教育事務協議会 

・市町村教育長・委員代表会議 

・県町村教育長協議会研修会 

５ ・海外派遣事業(中学生)応募審査会 

・村小・中校長会 

・学園中高等部人権教室 

・飛島村特別支援教育連絡協議会 

・地域活動事業審査会 

・文化協会「春の祭典」 

・平和推進事業派遣選考会 

・教育委員会 

・西尾張社会教育委員連絡協議会総会・研

修会 

・海外派遣事業参加者説明会、事前研修 

開講式 

・全国町村教育長会定期総会 

・県町村教育長会総会・研修会 

・海部地区家庭教育推進運営協議 

 会理事会 

・教科用図書採択海部地区協議会 

・愛知教育大学付属名古屋小学校 

 研究発表会 

６ ・夏まつり打合せ会 

・村民体育祭実行委員会 

・リオビスタ市姉妹都市交流団来村 

・村小・中校長会 

・教育委員会に関する点検及び評価意見 

聴取会 

・飛島学園健康推進実地審査 

・海外派遣事業(中学生)事前研修 

・教育委員会    

・図書館協議会 

・社会教育委員会 

・海部地方教育事務協議会 

・市町村教育長・委員代表会議 

７ ・明るい青少年を育てる活動推進会議 

・村小・中校長会 

・海部南部消防組合消防職員技術発表会 

・カラオケフェステイバル 

・教育委員会・教育懇談会 

・県市町村教育委員会連合会総会 

・海部南部教育委員会研修会 

・教科用図書採択海部地区協議会 

・東海北陸町村教育長会研究協議

 会打合せ 
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８ ・海外派遣事業(中学生)事前研修閉校式・

結団式、出発式 

・平和推進事業出発式、解散 

・村小・中校長会 

・飛島村夏まつり 

・飛島村総合計画審議会 

・村防災訓練 

・教育委員会     

・東海北陸町村教育長会研究協議 

 会 

・三重県東員町視察来庁 

・南種子町交流会 

９ ・村民体育祭実行委員会、代表者会 

・防犯協会・交通安全推進協議会 

・村敬老会 

・夏まつり実行委員会 

・村小・中校長会 

・飛島学園文化祭、体育祭 

・教育委員会 

10 ・村民体育祭 

・村小・中校長会 

・戦没者追悼式・慰霊式 

・就学時健診、家庭教育講座 

・中学校訪問 

・ふるさとフェスタ実行委員会 

・祖父母招待給食会 

・教育委員会 

・愛知教育大学付属名古屋中学校 

 研究発表会 

・海部地区家庭教育推進運営協議 

 会 

・尾張部都市町村教育長研修会 

・海部地方教育事務協議会 

・市町村教育長・委員代表会議 

・瀬戸市視察来庁 

・群馬県町村議会議長会視察来庁 

11 ・村表彰式 

・ふるさとフェスタ・菊華展 

・村民体育祭実行委員会・愛知駅伝推進 

 協議会 

・飛島村環境審議会 

・村小・中校長会 

・学園初等部文化祭 

・海外派遣事業推進委本部会 

・海外派遣平和推進事業報告会（中学生）

・教育支援委員会 

・小中一貫校研修会 

・年輪のつどい実行委員会 

・文化財保護審議会 

・教育委員会 

・図書館協議会 

・社会教育委員会 

・子育て支援地域交流会 

・テニス・サッカースポーツ少年団村長杯

・友好都市派遣事業事前研修会 

・サッカースポーツ少年団創立 50 周年記 

念事業 

・県町村教育長協議会研修会 

・海部地方教育事務協議会・幹事 

 会 

・市町村教育長・委員代表会議 

・尾張地区町村教育長研修会 

・滋賀県豊郷町教育委員会視察来 

 庁 

・神奈川県清川村教育委員会視察

来庁 

・事務協委嘱「道徳」研究協議会 

・浜松市中部学園視察研修 
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12 ・村小・中校長会  ・区長会 

・村野球連盟表彰式 

・ふるさとフェスタ実行委員会 

・友好都市派遣事業事前研修会 

・観光交流協会設立準備委員会 

・海外派遣事業推進委員会 

・教育委員会・教育懇談会  

・県市町村対抗駅伝競走大会 

・人事面談（第 1 次） 

・海部東部教育委員会連絡協議会 

視察来庁 

・奈良県吉野町学園視察来庁 

・平和事業表敬訪問 

・友好都市派遣事業･南種子町派遣

１ ・村小・中校長会 

・消防団観閲式 

・飛島村成人式 

・南種子町派遣事業反省会 

・飛島村まち･ひと･しごと創生総合戦略会議

・飛島村総合計画審議会 

・教育委員会 ・飛島村総合教育会議 

・海部地方教育長会研修視察 

・千葉県柴山町議員行政視察来庁 

２ ・村小・中校長会 

・飛島村年輪のつどい実行委員会 

・飛島村いじめ問題対策連絡協議会 

・村体育協会研修視察 

・学園 1/2 成人式 

・教育委員会・教育懇談会 

・子育て支援事業計画策定委員会 

・社会教育委員連絡協議会西尾張支部研 

 修会 

・年輪のつどい 

・愛される学校づくりフォーラム 

・学園南種子町派遣事業報告会 

・チャレンジデー実行委員会 

・人事面談（第２次） 

・県町村教育長研修会 

・市町村教育委員会連合会理事会 

・市町村教育長・委員代表会議 

・海部南部教育委員会研修視察 

・大阪府田尻町議会行政視察来庁 

・海部地区家庭教育推進運営協議 

 会 

・清林館高校卒業式 

３ ・区長会 ・村防災会議 

・飛島学園卒業証書授与式 

・スポーツ少年団役員総会 

・体育館空調施設視察 

・村小・中校長会 

・年輪のつどい実行委員会 

・海外派遣（中学校）プロポーザル 

・飛島村サッカーカーニバル 

・飛島学園飛島小学校卒業式 

・地域活動事業審査会 

・スポーツクラブとびしま総会 

・体育協会総会 ・文化協会総会 

・飛島村観光交流協会設立記念イベント 

・教育委員会・教育委員懇談会 

・村教職員研修 

・退職辞令交付式 

・子育て支援センタ―開所式 

・海翔高校卒業式 

・海部地方教育事務協議会 

・市町村教育長・委員代表会議 


