
■ 平成23年度教育行政方針 

 

本日ここに、平成23年第１回奥州市議会

定例会が開催されるに当たり、平成23年度

の教育行政の主要な施策について所信の一

端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様

のご理解とご協力をお願い申し上げる次第

であります。 

 

本市の教育行政が果たすべき役割の根幹

は、「新しい奥州を担う人づくり」であり

ます。「教育は国家百年の大計である。」

と昔から言われておりますが、本市の「人

づくり」の道筋を示した「奥州市教育振興

基本計画」に基づき、本市の伝統である

「学ぶこと」を大切にしながら一歩、一歩、

着実にその歩みを進めてまいる所存であり

ます。 

 

以下、奥州市教育振興基本計画の施策の

体系に沿って、平成23年度の教育行政の具

体的な施策について申し述べます。 

 

（たくましく生きる力をはぐくむ学校教育

の充実） 

最初に「たくましく生きる力をはぐくむ

学校教育の充実」について申し上げます。 

１点目は、「就学前教育の充実」であり

ます。 

義務教育の基盤を担う幼稚園教育におい

ては、小学校以降の子どもの発達を見通し

た上で、家庭とのつながりや地域との関わ

りを大切にし、各幼稚園の教育環境を生か

しながら、幼児教育を推進します。幼稚園

と家庭との連携を強化するため、幼稚園の

経営の重点と家庭が担うべき役割を共有す

る「幼稚園まなびフェスト」に各幼稚園が

取り組むとともに、幼稚園と小学校との連

携を推進するため、指導主事の訪問指導な

どによる教育内容の吟味や幼保合同教育研

修会を開催します。 

特別な支援を必要とする幼児に対しては、

特別支援教育支援員の配置や幼児ことばの

教室の設置を継続実施し、新たに私立幼稚

園に対し特別支援教育に係る補助事業を実

施します。また、幼稚園・保育所などの窓

口を一本化する新たな体制作りに取り組み

ます。さらに、保護者の経済的な負担を軽

減するため、就園奨励事業を継続するなど、

子育て支援の充実を図ります。 

２点目は、「義務教育の充実」でありま

す。 

「確かな学力を保障する教育の充実」に

ついては、小学校では平成23年度から、中

学校では24年度から完全実施となる新学習

指導要領に基づく指導に適切に対応できる

よう、教材を整備します。また、児童・生

徒に確かな学力を身に付けさせるため、児

童・生徒自身の学ぶ力に着目した授業の改

善と、教員の指導力の向上など｢学びの共同

体｣事業を推進するとともに、家庭学習の充

実に向けて、学校・家庭・教育委員会が連
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携して取り組みます。 

「心の教育の充実」については、教職員

が、児童・生徒の心を耕す道徳教育につい

て研修を深めるため、教育委員会の研究指

定公開事業を実施します。 

不登校を含む学校不適応対策については、

各学校に設置する支援会議の充実のため、

不登校対策実行委員会を中心に関係機関と

の連携を強化します。また、いじめなどを

許さない望ましい人間関係づくりに配慮し

た生徒指導を推進するため、適応指導教室

の設置や指導主事、学びと心の指導員の学

校訪問、スクールカウンセラーや学校適応

相談員などの配置により各学校の取組みを

支援します。 

「健やかな体をはぐくむ教育の推進」に

ついては、学校給食における安全・安心な

食材確保と提供のため、生産者・加工者と

給食関係者の連携を深め、地産地消を進め

ます。また、学校における郷土学習を含め

た食育教育を支援するため、栄養教諭・学

校栄養職員の学校訪問指導を行います。 

「学校経営の充実と特色ある教育の推

進」については、学校が主体的な学校運営

を展開し、家庭や地域の信頼に応えていく

ため、「学びフェスト」などの目標達成型

の取組みや学校評価の実施と活用、学校評

議委員会の充実などによる、学校・家庭・

地域が協働する学校教育を推進します。ま

た、地域ぐるみの学校安全体制推進事業に

ついては、学校安全ボランティアの協力体

制を強化し、児童・生徒の登下校の安全確

保に万全を期します。 

姉妹都市であるグレーター・シェパート

ン市との中学生相互交流事業や、つくば市

の科学研究施設を訪問する中学生科学体験

研修事業などを通して、本市の発展に貢献

できる人材づくりをめざします。 

「特別支援教育の推進」において、特別

な支援を必要とする児童・生徒については、

就学支援委員会及び就学支援専門員会議で

適切な教育的支援の方策を検討するととも

に、特別支援教育支援員配置事業を継続し

ます。併せて保護者との教育相談の機会を

拡充し、個別のニーズに応じた支援を進め

ます。 

「就学支援の充実」については、経済的

な理由によって就学困難と認められる児

童・生徒の保護者が増加していることから、

就学援助事業の一層の充実を図り支援に努

めます。 

３点目は、「学校及び教育関連施設等の

再編」であります。 

前沢統合小学校については、地域の期待

に応える一体感のある学校づくりを進める

ため、５つの検討委員会を設置し、円滑な

統合準備を推進してまいります。また、胆

沢区内中学校については、これからの望ま

しい教育環境の在り方について今後も保護

者、地区民と協議を重ね、その将来展望づ

くりに努めます。 
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（生涯にわたって、いつでもどこでも学び

のできる学習環境の充実） 

第２に「生涯にわたって、いつでもどこ

でも学びのできる学習環境の充実」につい

て申し上げます。 

１点目は、「生涯学習環境の充実」であ

ります。 

市民一人ひとりが生涯にわたって心豊か

に充実した生活を送ることができる地域社

会づくりをめざし、「いつでも、どこでも、

だれでも」自由に学び豊かな自己実現を図

ることができるよう、学習機会や情報の提

供を行うなど、学習支援体制の充実を図り

ます。また、地域・学校・家庭をはじめと

する関係機関や団体との連携のもと、各種

生涯学習事業を推進します。 

２点目は、「社会教育の充実」でありま

す。 

公民館については、平成23年度は従来ど

おりの組織体制で、各年代に応じ、地域の

特色を生かした学ぶ喜びが感じられる事業

を推進するとともに、さらなる住民参加の

拡大を図ります。 

地域ぐるみで子どもたちをはぐくむ取組

みについては、地域の皆様のご協力を得な

がら、教育振興運動、学校支援地域本部事

業、放課後子ども教室事業などを進めると

ともに、新たに福祉部門と合同で放課後子

どもプランに関する相談窓口を設置し、地

域との連携体制を強化します。 

特にも、教育振興運動については、学

校・家庭・地域・行政が連携して、地域の

教育課題の解決に取り組む重要な運動であ

ることから、新たに（仮称）奥州市教育振

興連絡協議会を設置し、各区の組織の交流

や活動の啓発、指導者育成などに努めるほ

か、読書活動の推進を共通課題に掲げて取

組みを進めます。 

「協働のまちづくり」の推進に当たって

は、平成24年度に公民館が地域自治の活動

拠点となる地区センターに一本化される予

定ですが、これまで公民館が取り組んでき

た地域の特色ある事業については、今後も

教育委員会の本庁や支所、地区センターで

継続することを基本とし、なかでも優れた

取組みについては、より広域的な事業とな

るよう展開を図ります。 

また、地域自治の活動主体となる地区振

興会などが取り組むコミュニティ活動や生

涯学習活動については、これまで以上に地

域ニーズに直結したものとなることから、

住民の参加意識が一層高まり、より楽しく

充実した内容となるよう、きめ細かな支援

体制を市長部局と一体となって構築すると

ともに、地域活動の原動力となる人材育成

に、特に力を入れて取り組みます。 

３点目は、「芸術・文化の推進と充実」

であります。 

市民芸術文化祭や文化会館での鑑賞事業、

市民劇場などを通して、多くの市民に優れ

た芸術作品や舞台にふれる機会を提供する

とともに、市民自らが芸術文化活動に参加
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できる場の充実に努めます。 

４点目は、「読書活動の推進と充実」で

あります。 

子どもの健やかな成長に資することを目

的に策定した子どもの読書活動推進計画に

基づき、平成22年度に実施した地域ぐるみ

の子ども読書活動推進事業の成果を生かし

た実施計画を策定し、幼児、小学生、中学

生などへの読み聞かせや読書ボランティア

の活動支援などの各種事業を実施するとと

もに、新たに購入した移動図書館車を活用

しながら、読書活動の拡充を図ります。 

５点目は、「社会教育施設の整備充実」

であります。 

公民館などの社会教育施設の安全管理や

修繕などを実施します。なお、水沢区の公

民館分館の管理については、地元振興会な

どへの移行を進めます。老朽化が著しい前

沢図書館については、移転改修を実施しま

す。 

 

（豊かな歴史・文化の継承と創造） 

第３に「豊かな歴史・文化の継承と創

造」について申し上げます。 

１点目は「次代につなぐ重点プロジェク

トの推進」であります。 

歴史遺産は、地域の文化と歴史を顕す市

民共有の財産であるとともに、本市と子ど

もたちの未来を切り拓く知恵を秘めた資源

です。 

この歴史遺産を小中学校教育で積極的に

活用するため、記念館、郷土資料館などの

文化財施設の利用環境を整えるとともに、

文化財資料の貸出、学芸員の派遣などの事

業を実施します。 

先人の顕彰については、積極的な活動を

展開している市民団体と連携を深めるとと

もに、本年が胆沢平野開拓の礎となった後

藤寿庵（ごとうじゅあん）の福原入部（ふ

くわらにゅうぶ）400年に当たることから、

後藤寿庵福原就封（しゅうふう）400年の記

念事業を支援します。 

胆沢城跡は、本年、国史跡指定90周年を

迎えます。この節目となる年を胆沢城跡整

備活用元年と位置付け、本市の平泉関連遺

跡と連動した活用を視野に入れた史跡整備

に着手します。 

また、国指定史跡接待館（せったいだ

て）遺跡、大清水上（おおすずかみ）遺跡

の適切な保全管理を進めるとともに、大清

水上遺跡については、一般公開に向けて平

成23年度に保存管理計画を策定します。 

２点目は、「文化財の保存・活用」であ

ります。 

昨年、国指定史跡高野長英旧宅と関連施

設の古稀庵（こきあん）、さらに、旧宅北

隣の高萬家（たかまんけ）の公有化が実現

しました。今後は、記念館や歴史的建造物、

周辺の地域資源との一体的な活用に向け、

計画的な保存修理事業を実施します。なお、

今年の日高火防祭（ひたかひぶせまつり）

にあわせ、高野長英旧宅と高萬家の特別公
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開を実施します。 

また、江刺区の土蔵や蔵座敷、明治期の

料亭建築などの歴史的建造物については、

国の登録有形文化財の指定を視野に調査を

始めます。 

鹿踊りや神楽、剣舞など無形民俗文化財

を数多く伝承している本市では、後継者の

育成と装束などの整備が課題であり、文化

財保護調査員や地域との連携・協力を深め

ながら、引き続き保存団体の活動を支援す

るとともに、郷土芸能祭などの公開・発表

の場の確保に努めます。 

 

（潤い豊かなスポーツ・レクリエーション

の振興） 

第４に「潤い豊かなスポーツ・レクリエ

ーションの振興」について申し上げます。 

１点目は、「生涯スポーツ推進体制の充

実」であります。 

市体育協会や各種スポーツ団体は、市民

の日常的なスポーツ活動はもとより、スポ

ーツ事業や各種大会において、大きな役割

を担うことから、連携・協力を一層強める

とともに、その活動を支援します。 

また、スポーツリーダーバンクの活用を

促進するとともに、スポーツに関する指

導・助言を行う体育指導委員の活動をより

活発できめ細かなものとし、地域の主体的

なスポーツ・レクリエーション活動を力強

く支えます。 

本年８月に本市で開催される全国高等学

校総合体育大会ウエイトリフティング競技

については、高校生のスポーツの祭典にふ

さわしい大会となるよう、地元の高校生が

大会の運営やＰＲ、ポスター作成などで大

会に参加できる機会を広く創出するほか、

市民の気運醸成を図り歓迎ムードを盛り上

げるなど、大会の成功に向けて万全を期し

ます。 

２点目は、「生涯スポーツ活動の推進」

であります。 

本市スポーツ振興基本計画に目標として

掲げている、「成人の週１回以上のスポー

ツ実施率50％以上」の達成に向け、各種事

業を通じて市民の参加意識の高揚を図りま

す。 

とりわけチャレンジデーについては、昨

年多くの方々の参加を頂き、奥州市として

悲願の初勝利を上げることができました。

参加率も55.3％を達成し、スポーツに対す

る市民意識の向上や全市事業としての取組

みが定着しつつあることを窺わせるもので

ありました。平成23年度についてもより多

くの方々のご協力を頂きながら、平成22年

度を上回る参加率をめざします。 

スポーツ日本一支援プロジェクトについ

ては、平成22年度にウエイトリフティング

競技において、中学生と高校生の全国チャ

ンピオンを生み出すことができました。平

成23年度においても、競技団体に対する選

手育成強化支援事業や幼児から高校生まで

各年代を対象にしたスポーツ教室の開催な
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ど、関係団体との緊密な連携のもとトップ

アスリートの輩出をめざします。 

３点目は、「スポーツ施設の整備」であ

ります。 

全ての施設の安全性や緊急度などを総合

的に判断するとともに、平成28年度に開催

される岩手国体に関連する施設についても、

中央競技団体の指摘・助言事項を踏まえ万

全な受け入れ態勢が整うよう、体育施設整

備計画の策定に取り組みます。 

 

（学びを支える安全・安心な教育環境の実

現と市民への情報提供の推進） 

最後に「学びを支える安全・安心な教育

環境の実現と市民への情報提供の推進」に

ついて申し上げます。 

１点目は、「安全・安心な教育環境の実

現」であります。 

校舎などの改築事業については、引続き

真城小学校と岩谷堂小学校の改築工事を実

施するとともに、前沢統合小学校の敷地造

成工事に着手します。 

学校施設の耐震化については、衣里小学

校と水沢南中学校の屋内運動場の耐震補強

工事を実施するとともに、常盤小学校と佐

倉河小学校の屋内運動場の耐震補強実施設

計を進めます。また、Is値（構造耐震指

標）0.4以上0.7未満の学校施設については、

計画的な耐震化を進めるため耐震補強計画

の策定に着手します。 

昨年、胆沢第一小学校で進めていた大規

模改造事業において、児童にシックスクー

ル症候群などの健康被害が起きました。今

後は、この様な事態を二度と引き起こさな

いよう、工事に際しては、現在策定作業を

進めている奥州市シックスクール対策マニ

ュアルに基づき、安全・安心な教育環境の

整備に努めます。 

２点目は、「学校法人への支援と教育機

会の均等の確保」であります。 

私立幼稚園については、公立幼稚園とと

もに就学前教育の大きな役割を担っている

ことから、運営費補助金を増額して支給し

経営を支援します。 

３点目は、「きめ細かな情報提供の推

進」であります。 

教育行政の推進においては、市民が果た

す役割が大変重要となります。 

市民の積極的な参画を促すとともに市民

の要望などを施策に反映するため、ホーム

ページや各種メディアによる情報提供を進

めます。 

 

以上、平成23年度における教育行政の基

本的な方針と施策の概要について所信の一

端を申し述べました。 

 

平成23年度は、平成24年度から本格的に

スタートする「協働のまちづくり」に向け

て、教育委員会が所管する事項や果たすべ

き役割を再構築する重要な年度となります。 

このため、全市が一体となって推進する
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「協働のまちづくり」に市長部局との緊密

な連携のもとに取り組み、「幸せを実感で

きるまち」の実現に鋭意努力してまいりた

いと考えております。 

 

議員各位並びに市民の皆様の深いご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げ、

教育行政方針といたします。 
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