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■ 平成24年度教育行政方針 

 

本日ここに、平成24年第１回奥州市議会

定例会が開催されるに当たり、平成24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。 

 

未曾有の被害をもたらした東日本大震災

からの復興や、人口の減少、景気・雇用の

低迷などの社会情勢が不安定ななか、復興

の担い手となる子どもたちの防災教育や人

間教育など、教育行政が果たすべき人間形

成、人づくりに対する市民の期待はますま

す大きく、また重要性が増しております。 

未来を拓く人材を育てるため、本市の伝

統である「学ぶこと」をその根幹と捉え、

教育施策の推進に取り組んでまいる所存で

あります。 

 

以下、平成24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

環境の充実） 

第１に「たくましく生きる力をはぐくむ

学校教育環境の充実」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。 

幼児教育は義務教育の基盤を担うことか

ら、健康な体、人との関わり、環境への好

奇心や探究心、言葉や表現などを育む教育

を推進します。そのために、幼稚園まなび

フェストを活用し、幼稚園の目標や方針、

教育内容を積極的に家庭に伝え、幼稚園と

家庭の連携を強化し、幼児教育の体制の充

実を図ります。 

また、幼稚園・保育所・小学校の教職員

等の相互理解と資質向上を目的とした幼保

小合同の研修会や相互に参観し合う拡大園

内研究会の充実を図り、教員の資質向上を

進めます。 

さらに、特別な支援を必要とする幼児の

自立や望ましい成長を支援するために、特

別支援教育支援員の配置や幼児ことばの教

室の設置を継続し、一人ひとりの障がいや

発達・成長の段階に応じた支援を行う体制

の充実を図ります。 

２点目は、「義務教育の充実」でありま

す。 

平成 23 年度、小学校において完全実施と

なりました学習指導要領が、平成 24 年度よ

り中学校においても完全実施となることか

ら、児童生徒一人ひとりに確かな学力を保

障する教育の充実に努めます。 

そのために、学校において教員の協働す

る組織を構築し、児童生徒自身の学ぶ力を

引き出す授業づくりを目指した「学びの共

同体」の考え方による授業改革を進め、教

師の指導力の向上に取り組みます。 
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また、「学校図書館事務補助員配置事

業」を継続し、児童生徒の読書環境を整備

することで学習センターとしての学校図書

館の活用を推進します。 

さらに、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進めます。 

特別に支援を必要とする児童生徒につい

ては、特別支援教育コーディネーターを中

心とした教育相談体制を整え、個別の支援

計画を活用して、一人ひとりの教育的ニー

ズに応じた支援を行うとともに、在籍校を

対象とした特別支援教育支援員配置事業を

継続します。 

「心の教育の充実」については、望まし

い人間関係づくりや児童生徒の学校不適応

問題の未然防止と早期発見・早期対応する

ために、児童会・生徒会活動や学級活動な

どを通して積極的な生徒指導を行うととも

に、各学校等が実施している沿岸被災地と

の交流を積極的に支援し、思いやる心や互

いに助け合う心の醸成を図ります。 

「健やかな体をはぐくむ教育の推進」に

当たっては、児童生徒に望ましい生活習慣

の確立と健康や体力の向上に資する食育を

進めるために、栄養教諭や学校栄養職員に

よる学校訪問指導と健康診断結果の活用、

学校医との連携による保健指導を進めます。 

また、生産者、加工者、給食関係者との

連携を深めるとともに、学校給食に使用す

る食材の放射能対策を継続し、その結果に

ついてホームページ等を活用して周知する

ことで、より安全・安心な給食の提供に努

めます。 

義務教育の充実に当たっては、学校経営

がその基盤となることから、各学校におい

ては「まなびフェスト」の作成と活用及び

学校自己評価と学校関係者評価の実施によ

る目標達成型の学校経営の充実を図り、家

庭や地域の信頼に応える学校づくりを進め、

さらに教育委員会として、学校の実情に応

じた支援を行います。 

３点目は、「教育施設の再編・整備」で

あります。 

前沢区の統合小学校については、平成26

年度の開校に向けて校舎及び屋内運動場の

新築工事に着手するとともに、引き続き５

つの検討委員会を中心に課題解決のため具

体的な検討を進めます。 

また、胆沢区の統合中学校については、

保護者や地域の願いと教育課題を踏まえた

特色ある学校づくりを進めるため、昨年11

月に設立された胆沢区中学校統合促進協議

会と連携・協働して、円滑な統合準備を推

進します。併せて、統合中学校の建設に向

けた基本設計に着手します。 

４点目は、「安全・安心な教育環境の充

実」であります。 

校舎などの改築事業については、真城小

学校屋内運動場の改築工事を実施するほか、
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老朽化した水沢南中学校の大規模改造の実

施設計を進めるとともに、田原小学校の校

庭拡張工事並びにプール改築工事、伊手小

学校の屋内運動場並びにプールの改築工事

に着手します。 

学校施設の耐震化については、常盤小学

校と佐倉河小学校の屋内運動場の耐震補強

工事を実施します。 

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、計画的に耐震

化を進めます。 

 

（生きがいあふれる生涯学習・文化活動の

充実） 

第２に「生きがいあふれる生涯学習・文

化活動の充実」について申し上げます。 

１点目は、「生涯学習の振興」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ため、「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

や情報の提供など学習支援体制の充実を図

ります。 

「協働のまちづくり」の推進の一環とし

て、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元化され、地

域住民主体の取組みが進められます。 

地域におけるコミュニティ活動や生涯学

習活動がより充実した内容となるよう、教

育委員会内に「生涯学習推進センター」を

設置し、地域への支援体制の充実を図るほ

か、地域活動に関わる人材の育成に市長部

局と一体となって取り組みます。 

２点目は、「社会教育の充実」でありま

す。 

「生涯学習推進センター」が中心となり、

各種社会教育事業に取り組みます。 

また、地域との連携をこれまで以上に図

り、教育振興運動、放課後子ども教室事業、

学校支援地域本部事業などを進めます。 

特にも、教育振興運動については、子ど

も・学校・親・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、今般設立する奥州市教育

振興運動推進協議会を中心に、奥州市共通

の目標を掲げ、各区組織の交流や活動の活

性化に取り組みます。 

３点目は、「読書の推進」であります。 

子どもの読書活動推進計画を総合的かつ

効果的に推進するための実施計画に基づき、

毎月４日と定めた奥州市家庭読書の日の普

及を図りながら、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

動支援など各種事業を実施します。 

４点目は、「芸術文化の振興」でありま

す。 

文化活動については、芸術文化団体の幅

広い交流により活性化を図るとともに、気

軽に芸術文化活動に参加できるような環境

の整備を進めながら、多彩な芸術鑑賞機会

の提供に努めます。 
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（次代をつむぐ歴史遺産の保存と活用） 

第３に「次代をつむぐ歴史遺産の保存と

活用」について申し上げます。 

１点目は「歴史遺産の公開と活用」であ

ります。 

文化財は、市民共通の歴史基盤であると

ともに、地域社会の活性化や魅力ある郷土

づくり、さらには、市民の学習活動におけ

る人づくりの資源です。 

本市の歴史と文化の起点となる胆沢城跡

については、『平泉の文化遺産』と連動し

て本市を訪れる人々との交流拠点となる歴

史公園の整備を進めるとともに、国指定史

跡大清水上遺跡の一般公開に伴い説明板を

設置し、市民団体と連携した史跡公開事業

を実施します。 

また、水沢中心市街地の回遊を促進する

ため、国指定史跡高野長英旧宅の保存修理

を行い、武家住宅資料館を中心に歴史的建

造物の公開を進めます。 

さらに、後藤寿庵福原就封400年記念事業

を支援するとともに、歴史遺産を小中学校

の教育で積極的に活用するため、博物館や

記念館など文化財施設の利用環境整備と周

知を行い、学習教材としての文化財資料の

貸出と学芸員の派遣を行います。 

なお、多くの市民が文化財に気軽に親し

めるよう文化財施設において巡回企画展を

開催するとともに、指定文化財を公開する

ホームページを開設します。 

２点目は、「文化財の調査研究の推進」

であります。 

「平泉の文化遺産」の世界遺産登録によ

り注目を集めるなか、本市は、平泉藤原氏

を誕生させた歴史的に重要な地域であり、

鎮守府胆沢城を始め、藤原清衡ゆかりの五

位塚や豊田館など数多くの遺跡と歴史ドラ

マをとどめています。 

本市のこの歴史的特性を活かすとともに、

世界遺産追加登録を推進するため、組織体

制の再編強化を図る一方、追加登録候補で

あります白鳥舘遺跡については、「川湊」

の可能性が指摘される西地区の早急な解明

を目指す計画的な発掘調査を実施します。 

なお、長者ケ原廃寺跡が位置する衣川流

域については、白鳥舘遺跡西地区調査完了

後、安倍氏関連遺跡や吾妻鏡に記された

「衣河館」を含め、範囲確認調査を実施し

ます。 

また、文化財施設で保管する古文書の市

民協働による解読作業や指定文化財及び国

登録文化財候補物件の調査を進めるほか、

国指定史跡胆沢城跡整備に必要な発掘調査

を実施します。 

３点目は「文化財の保存と管理」であり

ます。 

震災等により個人での保存が困難となっ

た歴史資料や民俗資料の保存については、

牛の博物館の収蔵庫の整備活用や学校統合

による空校舎の活用を検討します。 

無形民俗文化財の伝承については、文化
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財保護調査員や地域との連携、協力を深め

ながら保存団体の活動を支援するとともに、

郷土芸能祭など公開、発表の場を提供しま

す。 

 

（潤い豊かなスポーツライフの推進） 

第４に「潤い豊かなスポーツライフの推

進」について申し上げます。 

スポーツを行なう目的の多様化や環境の

変化を背景に昨年、スポーツ基本法が制定

されました。法に記された、「スポーツを

通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全

ての人々の権利である」との理念のもと、

次の３点について重点的に取り組みます。 

１点目は、「生涯スポーツ活動の推進」

であります。 

本市総合計画に目標として掲げる、「成

人の週１回以上のスポーツ実施率67％（３

人に２人）以上」の達成に向け、日常的に

スポーツに親しみ、スポーツを楽しむ機会

の提供と参加意識の高揚を図ります。 

全市事業として着実に浸透しているチャ

レンジデー、市民体育祭、スポレク奥州や、

各区で実施しているコミュニティスポーツ

を推進することで、市民一人ひとりの心身

の健康増進はもとより、平成28年度の岩手

国体を全市民の協働によって成功させるた

め、市民のスポーツへの関心を高める環境

づくりを進めます。 

２点目は、「競技水準の向上」でありま

す。 

昨年、本市で開催された全国高等学校総

合体育大会ウエイトリフティング競技での

地元チャンピオンの誕生は、震災からの復

興へ懸命に歩む県民に希望と元気を与える

大きな話題となりました。 

スポーツ日本一支援プロジェクトでは、

岩手国体等での市内選手の活躍を目標に、

競技団体に対する選手育成強化支援事業や

児童及び生徒を対象にしたスポーツ教室の

開催など、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目指します。 

３点目は、「スポーツを支える基盤の整

備」であります。 

市体育協会をはじめとする各種スポーツ

団体との、連携・協力を一層強めるととも

に、その活動を支援します。 

コミュニティスポーツの推進に当たって

は、地域の主体的なスポーツ・レクリエー

ション活動を支えるため、スポーツ推進委

員と連携し、地域のニーズに応えられる態

勢を構築します。 

震災によって開催が危ぶまれた岩手国体

については、昨年末に県知事の開催表明が

あり、準備作業が再開されております。 

本市では７競技の開催が予定されており

ますが、平成24年度に国体準備室を設置し、

専任職員の配置のもと、実行委員会の事前

組織として準備委員会を立ち上げます。 

会場の施設整備については、中央競技団

体及び県、市競技団体の理解と協力を得な

がら、限られた経費の中でも最大限の効果
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が期待できるよう進めます。 

 

以上、平成24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24年度は、後藤新平伯の自治の精神

「自治三訣」が息づき実践の舞台となった

公民館が、地域の主体的、特色のある活動

の場として地区センターに一元化され「協

働のまちづくり」が本格的にスタートいた

します。 

行政、学校、地域との連携・協力による

新たな生涯学習推進体制が構築されるなか

で、教育委員会としても「未来を拓く人を

育てる学びのまちづくり」の実現に向け、

積極的に取り組んで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。 

 


