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■■■■        平成平成平成平成22227777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27年第１回奥州市議会

定例会が開催されるに当たり、平成27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。 

 

来る平成27年度、教育委員会は制度上、

大きな変革を迎えます。改正後の「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律」では、

市長と教育委員会が総合教育会議において、

市の教育振興などにおける重点的施策を協

議、調整するほか、市の教育の基本方針と

なる「大綱」を定め、市長と教育委員会が、

これまで以上に緊密な連携のもとで市の教

育に関する施策を実施していくことが求め

られております。 

加えて当市においては、市長が施政方針

で述べたとおり、「協働のまちづくり」を

地域住民と行政がより緊密に連携しながら

取り組むため組織体制を見直します。生涯

学習、文化及びスポーツに関する事務を市

長部局に移管させ、「人づくり」、「地域

づくり」を広範かつ重点的に取り組もうと

するものであります。教育委員会としまし

ても、これまで以上に市長部局と連携を深

め、学校、家庭、地域社会、行政の協働に

よる地域全体の教育振興を図るべく、それ

ぞれの施策を実施してまいります。 

以下、平成27年度の教育行政の具体的な

施策について申し述べます。 

 

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。 

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、人との関わりを重点に

し、健康な体、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」による取り組みを通して幼稚園評価の

定着を図るとともに、小学校区毎の保育・

授業参観や連絡会などを通して、幼稚園・

保育所などと小学校の円滑な接続を進めま

す。 

また、平成27年４月から施行される「子

ども・子育て支援新制度」の円滑な実施に

努めてまいります。 

さらに、幼児期の特性を踏まえ、子ども

同士や教師、地域の方々とのつながりを大

切にした幼保小合同の研修会、公開研究会

や園内研究会などを通して、教職員などの

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促すために、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発達に応じた
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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、「学びの共同体」の考え方

による授業実践拠点校を拡充するとともに、

校内研修などにより指導力の向上を図りま

す。 

また、学習課題とまとめを明確にした授

業や教育課程内での学習、授業と連動した

家庭学習の取り組みを通して、「わかる・

できる」授業づくりを進め、児童生徒の学

びの保障に努めます。 

さらに、学校図書館事務補助員配置事業

により、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、学校の

教育活動全体を通じて、他者との人間関係

の中で、お互いの良さに気づき、それを受

け入れながらともにささえ合っていける関

係を築けるよう指導に努めます。 

また、平成26年度に策定した「学校いじ

め防止基本方針」に基づいた、学校生活に

関するアンケートや教育相談の計画的な取

り組みにより、いじめや学校不適応の早期

発見・早期指導・組織的な対応に努めます。 

さらに、命や安全、人との絆の大切さを

学ぶ復興教育の取り組みを継続し、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、薬物乱用

防止などに関する保健指導や相談活動の充

実を図るとともに、医療掲示ポスターなど

の活用により健康教育を推進します。 

さらに、栄養教諭や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。 

学校経営については、「まなびフェス

ト」と学校関係者評価の効果的な活用によ

り、質的改善を図るとともに、家庭や地域

と連携した学校づくりを進めます。 

さらに、教職員の法令遵守の意識の高揚

を図るために、コンプライアンス研修を定

期的に実施するとともに、適切な職場環境

づくりに向け、学校教職員安全衛生委員会

の取り組みを継続します。 

特色ある教育活動の推進については、中

学生海外派遣研修事業において、姉妹都市

であるオーストラリアのグレーター・シェ

パートン市での中学生との交流活動の充実

や、小学校外国語活動研究推進事業による

授業研修を実施するとともに、つくば市へ

の中学生科学体験研修事業を行い、本市の

発展に貢献できる人材づくりを進めます。 

特別な支援を必要とする児童生徒につい

ては、個別の教育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
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いては、支援員を配置し、関係機関との連

携や研修会を通して、個々の状況に応じた

支援の充実を図ります。 

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、用地造成工事を進

めるほか、校舎・屋内運動場などの建築に

着手し、学校建設事業を着実に実施します。

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、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、

老朽化した水沢南小学校の校舎等改修を実

施するほか、梁川小学校のプール改築、人

首小学校体育館などの屋根修繕、水沢中学

校校舎の公共下水道接続工事を実施します。

また、小学校体育館のバスケットゴール改

修を実施するとともに、小学校保健室への

エアコンの設置を計画的に進めます。 

教育施設の耐震化の推進については、水

沢南小学校校舎のほか、水沢小学校屋内運

動場及び水沢中学校柔剣道場の耐震補強工

事を行います。 

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、

安全対策を進めるとともに、対策完了箇所

について評価を実施し、安全性について検

証を行います。 

 

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、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。 

また、地域における生涯学習活動やコミ

ュニティ活動がより充実した内容となるよ

う、地域への支援体制の充実を図ります。 

２点目は、「社会教育の充実」でありま

す。 

地域ぐるみで子どもたちを育む取り組み

として、地域の皆様の協力を得ながら、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

成を図るとともに、各種事業を通じた住民

参加の拡大を図ります。 

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

日の普及を図るとともに、読書ボランティ

アとの連携により、幼児及び小中学生への

読み聞かせなどの各種事業を実施し、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
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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ほか、市民自

らが芸術文化活動に参加できる環境整備を

進めます。 

 

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、復元整備

に係る学術的検討のための発掘調査を実施

するとともに、古代城柵官衙遺跡検討会を

開催し、その歴史的価値の解明に努め、公

開活用に向けた準備を進めます。 

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、他の史跡名勝天

然記念物についても、適切な周辺環境の整

備に努めます。 

文化財施設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積

極的な活用を進めます。 

さらに、本市の文化財を網羅的に紹介す

る冊子「奥州市の文化財」の改訂版を刊行

するとともに、新たに無形民俗文化財版を

作成し、一般に頒布するなど、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、推薦書作成に向けての基礎的な調

査研究を進めます。白鳥舘遺跡については、

発掘調査により史跡の範囲の確定に努める

とともに、川湊遺構の確認調査を行います。

また、長者ヶ原廃寺跡については、平泉と

の関係性について引き続き調査研究を進め

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、保存管理を

適切に行うため、文化財保護調査員による

パトロールを実施し、所有者などに対して

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、市で管理している重要文化財「旧

高橋家住宅」に自動火災報知設備を設置す

るなど、貴重な文化財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、保持団体の

活動の継続と活性化を図るため、郷土芸能

祭など公開、発表の場を提供するとともに、
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用具の更新などについて支援を行います。 

 

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。 

１点目は、「生涯スポーツ活動の推進」

であります。 

スポーツ推進委員との連携やスポーツリ

ーダーバンクの活用を図りながら、地域の

主体的なスポーツ活動を支援するとともに、

チャレンジデーなど誰もが参加できるスポ

ーツイベントを開催し、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。 

奥州市体育協会やスポーツ団体と連携し、

未来のトップアスリート育成事業などに取

り組み、幼少期からスポーツに親しむ機会

を提供することにより、子どもたちが持っ

ている運動能力を引き出し、育てる取り組

みを進めます。 

また、国体種目をはじめとする各種競技

に取り組む地元選手を育成するため、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。 

「希望郷いわて国体」、「希望郷いわて

大会」の開催が来年度に迫る中、会場とな

る施設の修繕や維持管理に努めるとともに、

リハーサル大会や第42回東北総合体育大会

の開催を支援するなど、引き続き国体推進

室と連携しながら、適切に対応します。 

 

以上、平成27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申し述べ

ました。 

 

教育の目的は人づくりであり、その重要

性は論を待たないところであります。人の

発達の段階に応じた「学び」が、生涯に渡

り途切れることなく続けられていくことが、

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、ひいては社会全体の

一層の発展へとつながっていきます。 

教育委員会では、「未来を拓く人を育て

る学びのまちづくり」の実現に向け、学校、

家庭、地域社会、行政が持つ資源を結集・

連携し、本市の教育の振興と更なる発展に

全力を尽くしてまいります。 

 

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。 


