
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
教育委員自らの手づくり広報として平成１６年１０

月１９日に第１号を発行以来、７年半の歳月と共に祈

念すべき節目の１００号を迎えることが出来、諸先輩

をはじめ関係各位に心より感謝を申し上げます。 

顧みますと、教育長を

拝命したのが平成１５年

７月１日でちょうど１年

が経過した平成１６年６

月に「こんにちは教育長

室です。」として、教育関

係者はもとより各関係機

関の皆さんへ教育を取り巻くニュースや動きを私自身

の思いも含め情報提供したいとの願いでスタートしま

した。そして、その年の１０月さらに教育関係者や住

民の皆さんと教育委員を

結ぶ架け橋として「こん

にちは教育委員です。」と

して新たなスタートをき

ることとなりました。 

現在の教育委員の皆さ

んがリレー形式で寄稿す

る「歳時記」が始まったのは、平成１８年４月に田中 

稔委員が新たに選任され、自己紹介とともにシリーズ

で食育を特集したいとの提案を頂き、これを機に当時

の柴谷澄子委員長から委

員のリレー寄稿が翌月５

月からスタートしました。

田中委員は、農業を営ん

でおられますので食育特

集は、田中委員の「食・

農」通信として平成１９

年４月の播種期から１０月の収穫期までの連載となり

ました。教育委員の皆様のご尽力にも感謝いたします。 

 

□各委員のリレー「歳時記」の寄稿数 
橘 委員長(１４回) 

平 井 代理(１４回) 

田 中 委員(１６回) 

川 上 委員(１回) 

柴谷前委員長(４回) 

岩坂前委員(９回) 

□特別寄稿「架け橋」に寄稿いただいた皆様 
 渡辺 勝博 氏 今金町教育委員会指導主事  

「教育委員会に勤務して４ヶ月」№67 

 鹿内 信善 氏 北海道教育大学教授 

  「本物にふれる教育」№70 

 小山 忠弘 氏 ふるさと再生塾塾長・前札幌国際大学学長 

 「全国への発信を期待して」№71 

  「これからは高齢者がまちづくりの主役」№85 

  柴谷 澄子 氏 前今金町教育委員会委員長 

  「老いをみつめながら」№90 

 大塚 勝三 氏 元今金町教育委員会教育長 

  『大切にしたい、「縁」「絆」』№92 

 

 

 

 

 

 

 

〔渡辺勝博氏〕     〔鹿内信善氏〕     〔小山忠弘氏〕 

 

 

 

 

 

〔柴谷澄子氏〕                  〔大塚勝三氏〕 

 

 

 ○北海道教育大学岩見沢校訪問 H16.11.16 

  ・教育大学の地域支援事業として移動講義（大学院 

  生及び学部生対象）開設、本町の児童を対象に美 

 術教育を実施依頼 

・今金町として教育大生のへき地・複式教育実習の 

 受け入れ要請、検討 

（対応）岩見沢校梅津教授、福山助教授、村田教授 

○教育大学との連携会議 H16.12.15 

  ・今金町校長会会議に大学より、村田教授、能條助   

教授が出席し、教育実習の受け入れと大学との連    

携について説明、協議。（受諾） 

○北海道教育大学岩見沢校訪問 H17.5.13 

  ・平成１７年度から始まる教育大学と今金町との教 

育連携について協議 

   (対応) 山口副学長、村田教授、能條助教授 

○とよたアートスクール H17.7/26～29 

       ～今金アートキャンプ～開催 

   教育大の大学院生１５人が今金町の自然を題材と 

して今金中学校美術部   

の生徒を２班（空間班 

と火の班）に分け作品  

をつくりあげました。 

大学院生たちは、移動 

講義として大学の講義  

としての単位が付与されました。 

○へき地・小規模校教育実習生受け入れスタート H17.9 

町内の複式校６校で２２名（４年生１１名、 

 ２年生１１名を受け入れ 

発行： 今 金 町 教 育 委 員 の 会  〔１００号記念特集号〕 
〒0 4 9 - 4 3 9 3 北海道瀬棚郡今金町字今金４８－１ 

℡：0 1 3 7 - 8 2 - 3 4 8 8 【№１００】Ｈ２４（２０１２）．３．１６ 

Ｅ－ｍａｉｌ：mitsuhiro.nakajima@town.imakane.lg.jp 

教育委員広報「こんにちは教育委員です。」 

     お陰様で記念すべき１００号達成！！ 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 

北海道教育大学との連携の軌跡 

H１６年～ 

H２０年～ 

H２４年～ 

豊田交流センター 

教育委員・校長会教育懇談



○教育大岩見沢校「大学祭見学バスツアー」 

H17.11.15〈サプライズ企画〉  

教育実習生を受け入れた町    

内の６校の児童（小学３年 

生以上）一行５８名が「小 

さな町の大きな心の交流」   

をテーマに実施し、大学祭 

の案内は教育実習生が担当。 

○今金町の大学との連携を全道に発信 H18.1.27 

札幌市で開催された「平成１７年度北海道地域教育

連携フォーラム」テーマ：「まちづくりと大学の役割」

のシンポジウムのパネリストとして、中島教育長が

発表し、小さな町と大学との今後の連携を提言。 

○へき地・複式教育実習生を新規採用 

本町との連携事業第１期生として参加の教育実習生

を種川小学校の新採用教諭として採用。 

○へき地・小規模校教育実習説明会を開催 H18.7.14  

２回目の受け入れに伴い、中島教育長による岩見沢

キャンパスでの希望学生を対象とした説明・懇談会

を開催。窓口が教育大釧路校に移ってからも学生達

の受け入れは現在も複式校２校で継続しています。 

○教育大学からの人材の提供 

北海道教育大学鹿内信善教授指導を窓口に平成２ 

０年度から町内の小中学校に特別支援教育支援員

を配置していますが、その人材を札幌校・岩見沢校 

から毎年提供いただいて

おります。平成２２年度

からは、北星学園大学か

らも人材提供いただい

ており、平成２４年度は、

幼児教育担当も配置し

６名体制での特別支援

教育の推進が図られます。（岩見沢校卒３名、札幌

校１名、北星１名） 

○今金町まなび・生活習慣改善推進プロジェクト 

     今金「あそび」と「まなび」のどきどきキャンプ 

〈第１回〉 H22.1.12～14（２泊３日）東部ふれあいホール 

         （北海道教育委員会モデル事業） 

 鹿内教授による親学講座、ゼミ学生の参画 

 学びタイム、マイ箸づくり、読み聞かせ、雪中レク

（スノーモービル体験、缶蹴りアイスクリーム） 

〈第２回〉 H22.8.15～17（２泊３日）クアプラザピリカ 

鹿内教授による親学講 

座、ゼミ学生の参画 

アイスブレーキング、

アクロステイック、親

子料理教室、火おこし

体験、行灯づくり 

〈第３回〉 H22.12.16～19（２泊３日）東部ホール 

 ～なかよし通学合宿～ 

鹿内教授ゼミ学生参画 

 学びタイム、アメリカ式

授業、図工「コラージュ」、

親子身体表現、親子ノル

デイックウォーク、今金

風お好み焼きづくり 

〈第４回〉 H23.7.30～8/1（２泊３日）種川小学校 

 「みんなのキラメキ」と「ふるさとのキラメキ」を再発見 

見しよう！！ 鹿内教授ゼミ学生参画 

アイスブレイク、「ひみつのクッキング？」、椎茸栽培

見学、親子クッキング、高齢者福祉施設ボランティア

体験、今金小学校INスコアオリエンテーリング 

○今金っ子が大学生を体験  

★北海道教育大学札幌校「大学生体験プログラム」 

 H22.7.28 ７０名 

・ 鹿内教授ワークショップ『できるかな？逆さま迷

路「鏡写描写（知覚・運動学習）」』 

・ 学生企画「英語で

しゃべろう！～ポ

テトじゃなくてポ

テイィトゥ～」、

「ドリームキャッ

チャー～夢をつか

む工作の世界～ 

 ・ 学食体験 

 ★北星学園大学「大学生体験プログラム」 

    H23.8.8～9 54 名 北星学園大学キャンパス  

・ 地下鉄大谷地駅下車からスタート 

・ 学食体験 ・鹿内啓子教授「どう見える？見え方

の不思議」 

・ 学生企画４グループ 

① 思いやり体験  

② 手話で歌おう 

③ 海外旅行しませ

んか 

④ あれ！読めない 

・ 宿泊体験 北星大学宿泊研修施設「Kirari」 

・ ナイトウォーク（夜のキャンパス探索） 

○教育大学札幌校「南極教室」 H23.8.28 

  ・ 本町の複式校（美利河小・種川小）の児童及び 

保護者 ５３名 

・ 札幌校の尾関俊浩准教

授が第５２次南極地域

観測隊員として帰国さ

れ、実現 

・ 鹿内教授、学生たちも

グループ学習指導 

   「南極の氷の音体験」「深海千ｍの世界」 

「低温実験室体験」 

○鹿内信善教授（教育大教育学博士）PTA 講演会 

  H23.1.27 PTA１００名 

  今金小学校体育館を会場に平成２２年度今金町PTA連  

合会研究大会において   

講演をいただきました。   

テーマは、「家庭学習の 

支援方法を考える」で 

ワークショップ方式が 

取り入れられ、特に保 

護者の皆さんは日頃ふ 

れることが出来ない方 

式での興味深い学習機会となりました。また、親学へ  

のアプローチの手法としても注目されました。 

支援員の面接 

岩見沢キャンパス 

クアプラレストハウス 

東部ふれあいホール 

教育大生の指導 

鹿内啓子先生の授業 

尾関先生の授業 

鹿内先生ワークショップ 



 

 

■平成１６年（２００４年） 
平成１６年６月議会に八雲町、熊石町との町村合併

法定協議会から離脱する同意議案が提出され賛成多数

で同意され、自立の町づくりが決定しました。同年９

月台風１８号が道南に猛威をふるい被害は、洞爺丸台

風の時以来で風台風とも呼ばれ、倒木と塩害が管内全

域に拡大しました。北海道教育大学の連携スタート。 

■平成１７年（２００５年） 
平成１７年５月、図書振興の基礎となる北海道立図

書館の支援地区に今金町が指定されました。１１月に

は、種川小学校・今金中学校で移動教育委員会を開催。 

■平成１８年（２００６年） 
平成１８年１１月、北海

道立図書館より移動図書館

車（現在のブックン）と３

千冊の図書が今金町に無償

譲渡されました。花石小学

校閉校式（H18.11.11） 

■平成１９年（２００７年） 
八束小学校閉校式（H19.2.25）金原小学校閉校式

（H19.3.4）。同年４月に今

金小学校新校舎が落成し、

同年７月に記念式典、記念

事業として「函館子ども歌

舞伎今金公演」を開催。同

年９月今金小学校落成記念

事業の第３弾として「第７回全道童謡・唱歌をうたう

つどいINいまかね」を開催。 

■平成２０年（２００８年） 
神丘小学校閉校式(H20.2.24)。同年４月より特別支

援教育支援員を配置し、教育大学から２名の人材を提

供いただきました。また、同月より全道に先駆けて「教

育委員会外部評価委員会」を設置。同年６月、今金町

の食育推進事業の契機となった「今金町学校給食食育

推進委員会・地産地消プロジェクト委員会」がスター

ト。同年７月、日本人初の夏

季、冬季オリンピックに出場

した青戸慎司選手（中京大学

陸上部コーチ、浅田真央、舞

トレーニングコーチ）のスポ

ーツ講演会・実技指導を開催。

同年８月には、今金高等養護

学校のプール一般開放により中学校の授業と一般町民

への開放がスタートしました。 

■平成２１年（２００９年） 
平成２１年４月、教育委員会事務局に指導主事を配

置。同年６月“八雲で借り

た本、今金で返せます”「本

のふれあい便（今金町図書

室・八雲町図書館連携事

業）」スタート。同年１１月、

給食センター栄養教諭と調

理員が考案したメニュー（いまかね風ハンバーグとい

まかね旬の温サラダ）が第２回地産地消給食等メニュー

コンテストで農林水産省生産局長賞受賞。同年１２月ク

リスマスプレゼントとして、東北楽天イーグルスコーチ

「佐藤義則氏のスポーツ講演会」を開催。 

■平成２２年（２０１０年） 
平成２２年２月今金町出身のボブスレー選手「鈴木 

寛選手がバンクーバーオリンピック出場

（４度目のオリンピック）壮行会開催。

平成２２年４月教育委員会の機構改革で

３グループ制（学校教育グループ・社会

教育グループに幼児教育グループを設

置）。特別支援教育推進チームを組織。同

年６月現職として北海道教育委員会高橋教育長が初来町

し、教育行政視察懇談を開催。同年７月、第４７回北海

道市町村教育委員研修会で

今金町の事例「今金町にお

ける教育委員会活性化のた

めの取り組み～３つの視点

～」を発表、その内容は、

全国教育委員広報に掲載さ

れました。同月、「第３３回

北海道こどもの本のつどい今金大会」開催。今金町出身

の中野春樹監督率いる埼玉県春日部東高校野球部が今金

町を拠点に夏合宿実施（選

手６０名、監督コーチ保護

者１４名）。同年１１月我が

町のオリンピック選手鈴木 

寛選手が母校今金中で講演。

図書ボランティア「マザー

ズぽけっと」が平成２２年度ほっかいどう子育て応援大

賞を受賞。 

■平成２３年（２０１１年） 
平成２３年１月、今金町立学校教職員資質向上研修で

３校の教頭が教育委員会事務

局での２日間の執務と企業研

修実施（クアプラザピリカで

フロント業務とレストラン接

遇体験）。同年４月、認定こど

も園いまかね開園。同月大韓

民国（財）忠清来道文化財研究院 張浩秀一行がピリカ

旧石器文化館を視察。同月、今金町独自の今金高等養護

学校の卒業生就労支援事業

（全道初）で養護学校の卒

業生を嘱託主事として採用

配置される。同年７月、檜

山管内では３２年ぶりとな

る第５４回北海道学校給食

研究大会開催。記念講演講

師は、本町出身の女優、阿知波悟美さん。 

 

 

 

 

 

 

教育委員の手づくり広報が記念すべき１００号という

節目を、多くの方々のご理解とご指導のお陰で迎えるこ

とができました。これからも教育委員と住民の皆様を結

ぶ広報紙となるよう努めてまいりますので変わらぬご指

導方お願い申し上げます。ありがとうございました。 

今金町教育委員会教育委員一同 

回 想 （年度別の主な出来事） 

「あけぼの号」無償譲渡 

函館子ども歌舞伎 

青戸選手の実技指導 

佐藤コーチを囲んで 

鈴木選手 

高橋教育長今小視察 

高橋知事より表彰 

大韓民国視察団 

阿知波悟美さん 


