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■  平成30年度教育行政方針 

 

本日ここに、平成30年第２回奥州市議会

定例会が開催されるに当たり、平成30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。 

 

平成27年４月の「地方教育行政の組織及

び運営に関する法律」の改正により、市議

会の皆様方からのご同意をいただき、市長

より本年４月１日付けをもって教育長に任

命されました。 

教育委員会制度改革の趣旨を踏まえ、市

長部局との連携をさらに強化し、本市の未

来を担う子どもたちを心身ともにたくまし

く育てることが教育委員会の役割であると

の認識のもと、「一人ひとりが輝く」教育

の推進を、「学校、家庭、地域社会、行

政」の協働による地域全体の取組みとし、

本市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30年度の教育行政の重点施策

について、第２次奥州市総合計画に掲げる

施策の体系に基づき申し述べます。 

 

 

第１に「生きる力」を育む学校教育環境

の充実について申し上げます。 

 

１点目は、「学校教育の充実」でありま

す。 

学校教育は、各学校の学校経営によって

支えられており、教育課程に基づき各学校

の教職員が一丸となって組織的かつ計画的

に、教育活動の充実を図っていくことが必

要であると考えます。児童生徒の学校での

活動を通じた健全育成の実現に当たり、そ

の役割を果たす教職員の健康・安全を守る

職場環境づくりを進めるため、学校教職員

安全衛生委員会の取組みを継続します。 

平成30年度は、「児童生徒の人間関係づ

くりと教職員の同僚性を大切にした教育」

とともに、特別支援教育の充実を念頭に置

いた「共に学び、共に育つ教育」、さらに

は県で推進している「いわて型コミュニテ

ィスクールに基づく学校経営」と「復興教

育の推進」を土台とし、次の四つを重点に

取り組みます。 

 

一つ目は「幼小連携の充実」です。幼児

教育の一層の充実を図りつつ、幼稚園保育

所などと小学校の、子ども同士の交流や、

研究会・研修会への教員相互の参加により、

幼児・児童の学びの姿を共有し、幼保小連

携の充実を図ります。 

併せて、幼稚園保育所などの幼児が小学

校への円滑な接続を図るための「アプロー

チカリキュラム」、小学校入学後の児童が

小学校生活に円滑に適応するための「スタ



 

- 2 - 

ートカリキュラム」の作成により、教育課

程上の連携を推進します。 

 

二つ目は「確かな学力を保障する教育の

充実」です。新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。 

具体的には、課題を踏まえた授業改善と、

教員一人ひとりの教育の資質を高めるため、

全国学力・学習状況調査などの結果を活用

した組織的な取組みを推進します。 

併せて、学習課題と振り返りを授業に確

実に位置付けるとともに、「授業力アップ

研修会」のほか、「学校公開研究会」「総

合訪問指導」「授業訪問」などを実施し、

主体的・協働的な学びを活かした、「わか

る」だけでなく「できる」授業づくりを進

めます。 

 

三つ目は不登校・いじめの防止のための

「心の教育の充実」です。学校の教育活動

全体を通して、他者との人間関係の中で、

お互いの良さに気づき、違いを認め、それ

を受け入れながら共に支え合っていける望

ましい人間関係を築くとともに、自己肯定

感を高められるよう努めます。 

そのためには、子どもたちの学校生活に

おける満足度と意欲、さらに学級集団の状

態を把握できるＱ－Ｕテストを使用し、そ

の結果の分析・活用を図るとともに、他校

との交流の奨励、情報モラル指導の充実を

図ります。 

「学校いじめ防止基本方針」に基づいた

学校生活アンケートの定期的な実施と積極

的な教育相談の取組みや、校内適応支援委

員会に対する継続的支援、適応支援相談員

の増員、関係機関との連携などにより、い

じめや学校不適応の未然防止と早期発見・

早期指導に組織的に対応します。 

学校司書の配置や新聞の配備により、学

校図書館を充実させ、読書習慣の形成と豊

かな心の醸成を図ります。 

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。 

 

四つ目は「特別支援教育の推進」です。

一人ひとりの特性に基づいた特別の教育課

程を編成するとともに、個別の教育支援計

画などを常に見直しながら、指導・支援に

おいて、その活用を促します。 

特別支援教育コーディネーターを核とし

た組織的な支援体制を整え、幼児教育・保

育施設から高等学校までの継続的な支援と、

関係機関と連携した多面的な支援を行いま

す。 

特別支援教育支援員配置事業では、支援

員を増員し、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。併せて、教育研究所に特別支援

教育を担当する職員を配置し、学校を巡回

し、児童・生徒のニーズに対応します。 
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以上の重点項目に取り組むと同時に、健

やかな体を育むため、体力の向上や望まし

い生活習慣の形成、薬物乱用防止などに関

する保健指導などを通して、心の健康を含

めた健康教育を推進します。 

また、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。 

さらに、グローバル化する社会に対応す

るとともに、国際リニアコライダー実現に

向けたまちづくりに貢献できる、広い視野

をもった人材の育成のために、本市が取り

組んできた中学生の「海外派遣研修」と

「科学体験研修」、小中学生の「英語キャ

ンプ」を継続して実施するとともに、ＡＬ

Ｔの積極的な活用を図りながら小学校の外

国語活動の充実を図ります。 

適正規模による学校再編の検討につきま

しては、児童生徒数の急激な減少により、

学校及び学級の小規模化が進んでいること

を踏まえ、市民の皆さんの意見を丁寧に聞

きながら「学校再編基本計画」の見直しを

図り、「学校の適正配置計画」の策定に向

けた検討を進めます。 

 

次に、「生きる力」を育む学校教育環境

の充実における２点目として、「安全・安

心な教育環境の充実」について申し述べま

す。 

 

教育関係施設の改築事業と耐震化の推進

のうち改築事業については、「教育・保育

施設再編計画」、「学校給食施設再編計

画」に基づき、認定こども園や学校給食セ

ンターの建設のため、実施設計などを進め

ます。耐震化については、これまでに引き

続き、佐倉河小学校や玉里小学校の校舎の

ほか、江刺南中学校屋内運動場の耐震補強

工事を実施します。 

安全に配慮した施設の管理と整備につい

ては、幼稚園、小中学校や学校給食施設の

施設設備の、改修や修繕を計画的に実施し

ます。 

快適な教育環境の整備については、新し

い学習指導要領に基づいたＩＣＴ教育環境

整備のほか、照明設備のＬＥＤ化や小中学

校のトイレ洋式化工事などを計画的に実施

します。 

 

 

第２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。 

 

文化財は、先人の知恵を秘めた歴史遺産

であり、地域社会の活性化や魅力ある郷土

づくり、市民の学習活動における人づくり

の資源でもあります。市民、特に未来を担

う子ども達が郷土を理解して誇りを持つこ

とができるよう、歴史遺産の調査研究、適

切な保存と活用を進めます。 
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以下、施策の体系に基づき、４点の項目

について申し述べます。 

 

１点目は、「歴史遺産の公開と活用」で

あります。 

 

現在進めている胆沢城跡外郭南門の整備

については、公開に向けた準備を進めると

ともに、武家住宅資料館、旧岩谷堂共立病

院、旧後藤正治郎家住宅など各地域に保存

されている歴史的建造物の公開を行います。 

記念館をはじめ文化財施設が収蔵する歴

史資料などは、年間を通した資料の展示の

ほか、企画展の開催により、広く公開を図

るとともに、市内の小中学校に文化財施設

の活用に関する情報を提供するなど、文化

財を学校教育の場における人づくりの資源

として積極的な活用を進めます。 

また、奥州市の歴史や文化財を広く紹介

するホームページとして「奥州市Ｗｅｂ博

物館」を開設しておりますが、今後とも歴

史遺産の情報を積極的に発信します。 

老朽化が進んだ文化財施設については、

貴重な資料の適切な保存と効果的な公開活

用を行うため、整理統合について検討を進

めます。 

 

２点目は、「文化財の調査研究の推進」

であります。 

 

歴史的に価値の高い建造物については、

調査を行い、国登録有形文化財への登録を

進めます。 

また、古文書など歴史資料の所蔵調査や

解読のほか、仏像などの民俗資料の調査を

行い、貴重な資料は指定文化財とするなど

保存と活用を図ります。 

世界遺産「平泉」への追加登録を目指し

ている「白鳥舘遺跡」、「長者ヶ原廃寺

跡」については、調査研究を継続するとと

もに、これまでの発掘調査や文献調査をも

とに世界遺産を構成する要素としての意義

づけについて引き続き検討を行い、県及び

関係市町と連携し実現に向けて取組みを進

めます。 

 

３点目は、「文化財の保存と管理」につ

いてであります。 

 

有形民俗文化財、有形文化財については、

保存管理を適切に行うため、所有者などに

指導、助言を行うとともに、必要に応じて

修繕の支援を行います。 

特にも、劣化が懸念される重要文化財

「旧高橋家住宅」については、修繕計画の

策定を進めます。 

無形民俗文化財については、郷土芸能祭

の開催など活動発表の機会を提供するとと

もに、団体育成・用具更新に対する補助を

行い、伝承を支援します。 

史跡名勝天然記念物については、後世に

継承するため適切に保存、管理、活用する
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よう努め、国指定史跡である柳之御所・平

泉遺跡群を構成する「接待館遺跡」の保存

活用計画を策定します。 

 

４点目は、「文化財保護体制の充実」に

ついてであります。 

 

文化財の指定や保存活用に関する重要事

項について、専門家による文化財保護審議

会に諮問し適切に管理を行うとともに、学

芸員を専門研修に計画的に派遣するなど、

専門知識と技能の向上を図ります。 

また、関係する施設の連携を図り、文化

財の保護、活用に努めます。 

 

 

最後に、市の総合計画に掲げる大綱の

「みんなで創る生きがいあふれるまちづく

り」における施策のうち、教育委員会が所

管するものについて申し上げます。 

 

１点目は、「生涯にわたる学習活動への

支援」であります。 

 

市民一人ひとりが、生涯にわたりいつで

も自由に学び、その成果を生かすことで豊

かな人生を送ることができるよう、学習機

会や情報の提供など生涯学習の支援を行い

ます。 

青少年の育成については、教育振興運動

や青少年リーダー育成、放課後子ども教室

など各種事業を地域ぐるみで実施し、青少

年の社会参加活動への意欲向上や心豊かな

人間性の涵養を図ります。 

成人を含めた生涯学習については、市が

主体となって各種事業を企画運営するほか、

地区振興会による生涯学習事業が効果的に

実施されるよう、人材育成などを通じて支

援します。 

 

２点目は、「本に親しむ活動の推進」で

あります。 

 

読書ボランティアとの連携による幼児や

小中学生への読み聞かせ、毎月４日と定め

ている奥州市家庭読書の日「ねぇ読んで」

の普及や、図書館との連携による読書活動

の推進など、子どもから大人までが心を豊

かにするための、読書に親しむ環境づくり

に努めます。 

また、図書館利用者の学習や調査研究を

支援するため、必要となる資料や情報を提

供するレファレンス機能を充実させるとと

もに、現代社会や地域が抱える課題の解決

に資する企画展などを積極的に展開します。 

 

 

以上、平成30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、未来を担
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う子ども達を健やかに、そして、しっかり

と生き抜いていくことができる力を身につ

けられるよう育んでいくことが、一層求め

られています。 

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」に向け、本市の教育

の振興とさら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。 


