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■■■■        平成平成平成平成22226666年度年度年度年度教育行政教育行政教育行政教育行政方針方針方針方針    

 

本日ここに、平成２６年第２回奥州市議

会定例会が開催されるに当たり、平成２６

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。 

 

さて、「人は人によって、人になる」と

言われます。まちは人間によって作られ、

支えられ、発展してきました。その人間は

生涯に渡る学びの中で成長し「人」になり

ます。奥州市は、「学ぶこと」を真摯に実

践し、子どもたちを豊かに育てる「学び」

の伝統を大切に継承してきたまちでありま

す。 

市総合計画の大綱に掲げる「未来を拓く

人を育てる学びのまちづくり」を教育の将

来像に見据え、地域課題の解決に意欲と責

任を持って行動できる、これからの奥州を

担う人の育成へ向けた各種の施策を実施し

てまいる所存であります。 

 

以下、平成２６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。 

就学前教育は生涯にわたる人格形成の基

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、幼稚園と家庭が協働して教育

活動を推進できるように、「まなびフェス

ト」による取組みや学校評価の充実を図る

とともに、保育・授業参観や連絡会などを

通して、幼稚園・保育所と小学校の円滑な

接続を進めます。 

また、子ども及び子育て家庭の実情を     

十分に踏まえ、平成２７年度から始まる 

「子ども・子育て支援新制度」に向けた体

制整備を進めます。 

さらに、幼稚園・保育所と小学校の相互

理解と連携を図る幼保小合同の研修会や園

内研究会により、教員などの資質向上を図

ります。 

そのほかに、特別な支援を必要とする幼

児の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

を継続し、一人ひとりの障がいや成長に応

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。 

学習指導要領の趣旨を踏まえ、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、児童生徒自身の学ぶ力を引
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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るとと

もに、学習課題と授業のまとめを明確にし

た「わかる授業」をめざして、児童生徒の

学びの保障と教師の指導力の向上に取り組

みます。 

また、授業の内容と連動した家庭学習な

どに取り組むことにより、学習の理解を深

め、基礎基本の定着を図るように努めます。 

さらに、学校図書館事務補助員配置事業

により、全小中学校に補助員を配置し、学

校の読書環境を充実させ、読書習慣の形成

と豊かな心の醸成を図ります。 

「心の教育の充実」については、正義感

や公正さを重んじる心、他者との共生及び

寛容な態度を養うため、「学校いじめ防止

基本方針」の策定や関係機関も含めた組織

的な連携により、児童生徒の望ましい人間

関係づくりや学校不適応の未然防止と早期

発見及び対応に努めます。 

また、命や安全、人との絆の大切さを学

ぶ復興教育の取組みを継続し、他人を思い

やる心や互いに助け合う心を育てます。 

「健やかな体をはぐくむ教育の推進」に

ついては、心の健康、生活習慣や薬物乱用

防止などに関する指導や相談活動の充実を

図ります。 

さらに、栄養教諭や学校栄養職員、食育

担当者が連携し、食材や産地、栄養や料理

などへの関心を高めながら、学校給食を通

した食育を推進します。 

義務教育の充実については、学校経営が

その基盤となることから、「まなびフェス

ト」及び学校自己評価と学校関係者評価の

効果的な活用により、家庭や地域と連携し

た学校づくりを進めるとともに、学校の実

情に応じた支援を行います。 

さらに、教職員の法令遵守の意識の高揚

に努めるとともに、適切な職場づくりを図

るため、学校教職員安全衛生委員会の取組

みを進めます。 

特色ある教育活動の推進については、つ

くば市への中学生科学体験研修事業の派遣

人数を増員するとともに、姉妹都市である

オーストラリアのグレーター・シェパート

ン市への中学生海外派遣研修事業や小学校

外国語活動研究推進事業を行うなど、理数

教育と国際理解教育を推進し、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、個別の指導計画を活用して、一人ひ

とりの教育的ニーズに応じるとともに、関

係機関と連携を図りながら、指導や支援を

行います。 

また、特別支援教育支援員配置事業につ

いては、個に応じた支援の一層の充実を図

るため、支援員の勤務時間を増やして実施

します。 

３点目は、「教育施設の再編・整備」で

あります。 

胆沢区の統合中学校については平成２９

年４月の開校を目指し、建設に向けた実施
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設計を進めるとともに、用地の造成工事に

着手します。胆沢区中学校統合促進協議会

を中心とした地域の方々と連携し、着実に

統合準備を進めます。 

４点目は、「安全・安心な教育環境の充

実」であります。 

校舎などの改築及び改修事業については、

老朽化した水沢南中学校の大規模改造を引

き続き推進するほか、真城小学校及び梁川

小学校のプール改築を実施するとともに、

小中学校保健室及び幼稚園預かり保育室へ

のエアコンの設置を計画的に進めます。 

教育施設の耐震化については、大田代小

学校の屋内運動場の耐震補強工事と併せた

改修工事の実施設計を行うほか、水沢小学

校及び水沢中学校の屋内運動場や水沢南小

学校校舎に係る耐震補強工事の実施設計を

行います。 

また、通学路の安全対策については、通

学路安全推進事業により合同点検した結果

に基づき、通学路安全対策アドバイザーの

助言のもと、関係機関などと情報を共有し、

歩行スペースの確保や信号機の設置などの

安全対策を進めるよう連携を図ります。 

 

（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。 

市民一人ひとりが継続的に自己を研鑽し、

学びの成果を生かして豊かで生きがいのあ

る人生を構築することができるよう、関係

機関と連携し、市民へ学習機会の情報提供

や助言指導を行うなど学習活動の支援を行

います。 

２点目は、「社会教育の充実」でありま

す。 

教育振興運動や青少年リーダー育成事業、

放課後子ども教室事業など各種事業を実施

し、青少年の意欲の向上や心豊かな人間性

の育成を図ります。 

特にも、教育振興運動については、読書

習慣と望ましい生活習慣の定着を市共通の

活動テーマとして、地域ぐるみでの子育て

を推進するとともに、事業を通じ豊かな知

識を有する高齢者などの社会参加を進めま

す。 

３点目は、「読書の推進」であります。 

毎月４日と定めている奥州市家庭読書の

日の普及を図りながら、幼児及び小中学生

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、子ども

から大人まで読書に親しむ環境づくりに努

めます。 

４点目は、「芸術文化の振興」でありま

す。 

芸術文化の振興については、芸術文化団

体の活性化を図るとともに、市民が心から

感動し、日々の生活の力になるような、多

彩な芸術鑑賞機会の提供に努めます。 
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また、関係機関と連携しながら、市民自

らが気軽に芸術文化活動に参加できる環境

整備を進めます。 

さらに、文化会館の施設修繕等改修事業

を計画的に進めます。 

 

（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。 

胆沢城跡の歴史公園整備については、専

門家委員会の意見を聞きながら、引き続き

復元整備を推進します。 

大清水上遺跡については保存管理計画の

策定を進めるとともに、ほかの国指定史跡

についても適切な周辺環境の保全に努めま

す。 

博物館や記念館などが収蔵する歴史資料

などについては、企画展の開催により広く

公開を図るとともに、記念館と、その周辺

に存在する歴史的建造物の回遊を促進しま

す。 

また、市内の小中学校に文化財施設の活

用に関する情報提供を行い、文化財を学校

教育の場における人づくり資源としての活

用を進めます。 

さらに、本市の文化財を網羅的に紹介す

る冊子の作成やインターネットによる紹介

など、広く情報の発信に努めます。 

２点目は、「文化財の調査研究の推進」

であります。 

世界遺産拡張登録については、「平泉の

文化遺産世界遺産拡張登録検討委員会」の

指導を受けながら、岩手県及び関係市町と

連携して推薦書作成の準備を進めます。 

拡張登録を目指す白鳥舘遺跡については、

史跡の範囲を確定するための発掘調査を引

き続き実施し、長者ヶ原廃寺跡については、

平泉との関係性についての調査研究を進め

ます。 

地域に残る歴史的建造物については、国

登録有形文化財候補物件としての調査を進

めるとともに、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を実施します。 

３点目は、「文化財の保存と管理」であ

ります。 

指定有形文化財については、所有者など

に対して保存管理に関する適切な指導を行

うとともに必要に応じて修繕の支援を行い

ます。 

また、改修を進めている牛の博物館の収

蔵庫を中心として、市の歴史資料の適切な

保存管理に努めます。 

無形民俗文化財については、文化財保護

調査員によるパトロールを実施し、活動状

況の把握に努めます。また、郷土芸能祭な

ど公開、発表の場を提供するとともに、用

具の修繕などについて支援を行います。 

 

（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
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進」について申し上げます。 

１点目は、「生涯スポーツ活動の推進」

であります。 

誰もが参加でき、気軽に楽しめるスポー

ツイベントとしてチャレンジデーやスポレ

ク奥州、奥州三大マラソンなどを実施する

ほか、スポーツ推進委員と連携し、地域に

おけるスポーツ活動を支援するなど、市民

が週１回以上、運動やスポーツに取り組む

「全市民週一運動」を推進します。 

２点目は、「競技水準の向上」でありま

す。 

国内外で活躍する選手の輩出を目指し、

奥州市体育協会をはじめとする関係団体と

連携を図りながら、未来のトップアスリー

ト育成事業などに取り組み、幼児、児童及

び生徒を対象としたスポーツ教室や指導者

養成のための研修会を開催します。 

また、各競技団体が実施する選手強化事

業に対して支援を行い、地元選手の競技力

向上を目指します。 

３点目は、「スポーツを支える基盤の整

備」であります。 

スポーツ活動の拠点である体育館などの

施設や設備の適正な管理を行い、環境整備

に努めます。 

平成２８年度に開催される「希望郷いわ

て国体」、「希望郷いわて大会」について

は、会場となる施設の修繕や維持管理に努

めるとともに、第２２回日・韓・中ジュニ

ア交流競技大会岩手大会や第７４回全日本

ウエイトリフティング選手権大会といった

全国規模級以上の大会の開催を支援するな

ど、国体推進室と連携しながら、適切に対

応します。 

 

以上、平成２６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。 

 

社会の急激な変化や新たな教育課題が発

生するなか、教育こそが人々の多様な個

性・能力を開花させ人生を豊かにするとと

もに、社会全体の今後一層の発展を実現す

る基盤であります。 

平成２６年度においても奥州市教育振興

基本計画の基本理念である「学ぶことが奥

州市の伝統であり未来である」ということ

を常に意識しながら、本市の教育の振興と

更なる発展に全力を尽くします。 

 

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。 


