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1　はじめに

　平成16年第1回定例会の開会にあたり、教育行政執行方

針を申し上げます。
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　わが国におきましては、平成13年1月、教育改革国民会

議の答申を踏まえ、新しい時代を切り拓くたくましい目本人

の育成を目指し、「21世紀教育新生プラン」に示された施

策を中心に教育改革が進められているところであります。

　本格的な少子・高齢社会の到来をはじめ、情報化・国際化

が進展し、急激に社会が変化する中、北広島市においては、

こうした国め流れや市の行財政構造改革の推進方針を受け

ながら、北広島市教育基本計画の理念に基づき、児童生徒が『

生き生きと学ぶことのできる環境づくりや、．市民が生涯の各

時期にわたり、学習活動を通してまちづくりに主体的に参加

できる教育環境の整備に努めることが大切であると考えま

す。
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　そのため、市民との協働による生涯学習社会の構築を基本

に、あらゆる場面で市長部局の各分野との機能連携のもとで

市民の主体的な参画を願いながら教育施策を積極的に推進

する必要があります。

　特に、本市の豊かな自然や歴史・文化などの地域の特性を

教育の場に生かし、学校、家庭、地域が持つ教育機能を活性O

化するとともに、相互の連携・協力を深め、児童生徒一人ひ

とりが将来に対して「大きな志」を持ち、たくましく「生き

るカ」を育てる学校教育の充実と市民の生きがいのある人生

を支援する社会教育の推進を図ることが緊要であります。

∬　主要施策の推進 ○

　教育行政の執行にあたって、各分野における主要な施策に

ついて申し上げます。

1幼児教育の推進（幼稚園教育）

　はじめに、幼児教育の推進についてであります。
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　幼児期は、人間形成の基礎を培う重要な時期であり、家庭

と幼稚園が十分な連携のもとで幼児の望ましい発達を促す

ことは、子どもを取り巻く環境からも大きな課題であると考

えます。

　特に、次世代育成支援推進法の制定により、幼稚園には地

域の「幼児教育センター」として育児相談や情報提供、園舎・

園庭の開放など新たな役割が期待されているところであり

ます。

　このため、幼児教育特区による2歳児教育の取り組みや、

地域子育て支援機能の拡充について市内の各幼稚園との連

携を一層深めてまいります。

　また、職員研修・教材整備への補助をはじめ就園奨励費補

助などを継続してまいります。

2学校教育の推進

　次に、学校教育の推進についてであります。

　新学習指導要領と学校週5日制が日々の教育活動に定着
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・し、「豊かな心と確かな学力の育成」や「主体的に生きる力の

育成」などをねらいとした学校教育が着実に実践されている

ところであります。

　平成16年度は、各学校の自己点検や評価に基づき、地域

との十分な連携や学校と社会教育活動の融合を視野に入れ

ながら、「開かれた学校づくり」の視点に立ち、地域の特性。

や児童生徒の実態に即し、創意に満ちた教育活動が展開され

るよう学校教育の充実に努めてまいります。

（1）教育環境の整備

　はじめに、教育環境の整備についてでありますが、西部小

学校の移転改築事業につきましては・自然の地形を活かした　○

デザインと、図書館や体育館をはじめ、地域に開かれた学校

を目指した機能やソーラシステムを教材として活用する方

式を導入するなど、新たな地域の学習拠点としての機能を備

えて設計，しており、平成17年度の完成を目指して校舎・体

育館の建築工事及びグラウンドの造成工事を実施してまい
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　　ります。

　　また、施設の老朽化に対応するため、冷肉中学校校舎の屋

　上防水事業、大曲小学校体育館床改修事業、広葉小学校家庭

　科室改修事業などに取り組んでまいります。

　　継続して実施しておりますトイレの洋式化につきまして

（　は、大曲中学校と広葉中学校の工事を実施いたします。

　　このほか、各種の修繕事案に適宜対応し、教育環境の改善

　に努めてまいります。

c

（2）教育内容と研修の充実

　次に、教育内容と研修の充実についてであります。

　児童生徒一人ひとりに「生きる力」を身につけさせるため

には、教職員の力量を高める研修の充実とともに、学習指導

要領に基づく適切な教育課程の編成・実施が重要であります。

そのために、多様な指導形態や指導方法の展開に資する国や

道の教職員定数制度の有効活用を図るとともに、課題解決に

主体的に取り組むカを育てる総合的な学習の推進を積極的
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に支援してまいります。

　また、社会科副読本「北広島」や福祉読本「ともに生きる」

の活用をはじめ、北広島市の地域教材開発を促進しながら、

福祉・環境・国際理解教育など「特色ある学校づくり」推進事

業を充実してまいります。

　情報教育の充実につきましては、小学校のコンピュータ

ソフトの充実を図るとともに、中学校ではADSLへの接続に

よる高速化を進めてまいります。

　また、学校図書につきましては、市立図書館と司書教諭等

との連携を図りながら学校図書館活動の充実を図ってまい

ります。

　このほか、教科指導の充実を図るための各種教材・教具及

び備品等の整備に努めるとともに、児童生徒の文化・ズポー

ツ活動などの幅広い交流活動の充実に努めてまいります。

　また、就学命乞な家庭に学用品費や給食費などを支給し、

児童生徒の就学を援助してまいります。

　平成14年度から文部科学省の指定を受けて実施している

○
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　　「人権教育総合推進地域事業」及び「学力向上フロンティア

　事業」につきましては、それぞれの研究成果の還流活動を支

　画してまいります。

　　教職員研修につきましては、各教科や評価等に関する校内

　及び市内の各種の研修活動を支援するとともに、石狩教育研

C修センターや各種研修機関の活用を図ってまいります。

　　平成16年度から、市内の教育関係団体である学校文化連

　盟や体育連盟などが北広島市教育研究会（広教研）に一元化さ

　れることとなっており、団体としての効果的で効率的な教職

　員研修や児童生徒の交流活動の推進を支援してまいります。

C　（3）児童生徒の健全育成

　　　次に、児童生徒の健全育成についてでありますが、各地域

　の青少年健全育成組織や関係機関等と連携し、心身ともに健

　康な児童生徒の育成に努めてまいります。

　　　生徒指導及び各種相談につきましては、スクールカウンセ

　ラーや「心の教室相談員」の活用を図ってまいります。



　学校内外の多様な事故・事件の発生防止につきましては、

「危機管理マニュアル」の日常的な点検や安全指導及び地域

や関係機関との連携により、適切に対応してまいります。

　また、児童生徒及び教職員の各種検診事業を実施し、健康

の維持・疾病の予防に努めてまいります。

（4）特殊教育の充実

　次に、特殊教育の充実についてでありますが、「特別支援

教育」への移行に関する国の制度改正の動向に留意しながら、

引き続き児童生徒の実態に応じた就学指導や教育活動の展

開に努めてまいります。

　平成16年度は、広葉小学校や緑陽小学校など4小学校で　○

障がいの種類により5つの特殊学級を新設し、児童生徒一人

ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育支援に努めると

ともに、教材・教具の整備などを図ってまいります。

（5）学校給食の充実
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（一

　次に、学校給食の充実についてでありますが、衛生管理の

徹底を図り、食中毒などの事故の防止に万全を期すとともに、

安全な給食の提供に努めてまいります。

　小学校給食につきましては、ドライ方式に対応するための

調理機材の改善や牛乳保冷庫の購入及び低学年用の弁当箱

の交換など施設設備等の政善・改修を図ってまいります。

　中学校におきましては、選択メニューやバイキング給食な

ど多様なメニューの提供に一層の創意工夫を加えるととも

に、調理施設の活用を図りながらPTAをはじめ地域の関係

者による交流給食に取り組んでまいります。

　また、学校教育での食指導ゐ充実を図るため、「食指導の

手引き」を作成し、活用を図ってまいります。

（6）高等学校教育及び他機関への対応

　次に、高等学校教育及び他機関への対応についてでありま

すが、経済的な理由により進学が困難な家庭に、引き続き奨

学金や高等学校等入学準備金を支給し、保護者の費用負担の
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軽減を図ってまいります。

　開校2年目を迎える札幌日本大学中学校とは、文化・スポ

ーツ活動を通した交流のあり方について協議を進めてまい

ります。

　また、北海道上陽学院への学校教育導入にっきましては、

道及び道教育委員会などとの協議を継続してまいります。　　（）

　このほか、市内の高等学校や養護学校などと教職員研修交

流や教育実践の連携を視野に入れながら、学校教育の推進に

取り組んでまいります．

3　社会教育の推進

○

　続きまして、社会教育の推進についてであります。

　昨年9月に、情報化社会の到来を見据え、社会の急激な変

化と進歩に対応するため、生涯学習支援情報システム「学び

舎・楓」を開設いたしました。

　今後は、市民の主体的な学習活動を支援するため、これら
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（二

学部情報の内容充実を図り、市民の学習活動の環境整備に努

めてまいります。

　（仮称）大曲コミュニティセンターにつきましては、平成

17年度の完成を目指し、市民誰もが利用しやすいユご六一サ

ルデザインを取り入れ、市民の多様な学習ニーズに対応でき

る総合的な生涯学習推進の中核施設としての機能を有した

施設となります。

　完成後は、この施設を最大限に活用し、生涯学習の拠点と

しての活用はもとより、市民の交流を深め合い、創造的で文

化的情報の発信拠点として生かしてまいりたいと考えてお

ります。

（1）生涯各時期の学習機会の充実

はじめに、青少年教育についてであります。

　平成14年度から実施された学校週5日制は、学校、家庭、

地域社会が一体となってそれぞれの教育機能を発揮する中



㌧で、子どもたちが自然体験や社会体験などを行う場や機会を

増やし、自ら学び考える力や人間性、健康や体力などの「生

きる力」をはぐくむために導入されました。

　一方、少子化対策においても、国や道そして市町村が連携

し、子どもの健全育成のための環境整備をはじめ、関係機関・

団体などが連携した体験的学習機会等の充実が求められてO

おります。

　そのため、奉仕・体験活動の総合的な体制づくりや体験活

動・ボランティア支援センターの設置をはじめ、家庭教育支

援事業の拡充、各種リーダー養成事業の充実など、青少年の

健全育成を目指し、施策の総合的な推進に努めてまいります。

　また、狭隆化している不登校児童・生徒の適応指導教室　C

（「みらい塾」）の施設を整備し、児童生徒の実態や多様な学

習課題に適切に対処してまいります。

　成人教育の推進につきましては、高齢社会の到来に伴い生

活の豊かさを求める意識が高まっていることから、社会教育
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　　全般において学習、文化・スポーツ活動の充実を目指すとと

　　もに、地域における様々な課題学習並びに情報化や環境問題

　　などの生活課題学習について社会教育、公民館活動を核とし

　’た学習活動の推進に努めてまいります。

　　　あわせて、男女平等参画社会の実現のため、市長部局や関

C　係機関などと一体となった事業の推進や意識啓発に努めて

　　まいります。

　　　また、これらの日常的な学習活動の集大成として、生涯学

　　習フェスティバルを位置づけ、市民活動と連携した総合事業

　　として展開してまいります。

⊂ 　障がい児（者）の学習機会や社会参加の推進につきまして

は、フレンドリーセンターの活動を核として関係する社会教

育団体と積極的に連携し、協働事業の推進や市民啓発事業の

推進に努めてまいります。

　今後も、市民と共に学び・活動する場として障がい児（者）

と市民が協働した運営の推進に努めてまいります



（2）読書活動の推進

　次に、読書普及活動の推進についてでありますが、市立図

書館は、開館以来、運営基盤の整備に努めてまいりました。

』平成13年度から取り組んでおります「児童図書学校巡回

事業」は、小学校全校と中学校ではモデル校一校で実施し、o

児童生徒の日常的な読書活動に大きな成果を上げており、子

どもの読書活動を更に推進するため、「子ども読書活動推進

計画」の策定に取り組んでまいります。

　また、本館並びに地区図書室と学校図書館の連携充実を図

り読書活動の推進に努めるほか、市民の生涯学習の中核施設

としての機能を高めながら、市民参加を積極的に取り入れた　○

運営について検討してまいります。

（3）芸術文化活動の推進

　次に、芸術文化活動の推進についてでありますが、芸術文

化ホールは、開館以来、運営委員会の活動を重視しながら「育
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てる事業」「広げる事業」「届ける事業」の充実を目指して事

業を推進してまいりました。

　市民の芸術文化活動は、飛躍的に拡充されておりますが、

今後も、運営委員会の活動塗充実し、市民主体の活動を助長

しながら、各種事業の推進に努めてまいります。

　文化財の保存・、継承につきましては、北海道の米づくりに

おける中山久蔵翁の寒地稲作成功の歴史的な意義を、総合学

習をはじめ、各種学習機会を通じて本市の子どもたちに伝え

るとともに、赤毛種の保存栽培などに取り組み、教材として’

活用を図ってまいります6

　また、文化芸術振興基本法の制定に伴う「文化振興計画（芸

術文化編、文化財編）」の策定に取り組み、将来的な芸術文

化の振興、文化財保存継承活動のあるべき姿を明確にしてま

いります。

（4）国際化並びに情報化への対応

次に、国際化への対応についてでありますが、国際化社会



に適応できる人材の育成を図るため、各種交流活動の推進が

求められております。

　そのため、北広島国際交流協議会とめ連携により、カナ

ダ・サスカツーン市への高校生派遣及び受け入れ事業の実施

をはじめ、各種国際交流事業の推進に努めてまいります。

　また、事業の推進基盤整備のため、ホームステイ、通訳ボO

ランティアの確保など、運営組織の育成に努めるとともに、

市内外の外国人を活用した身近な国際交流事業の推進に努

めてまいります。

　次に、情報化への対応についてでありますが、生涯学習社

会構築に向けては、学習情報の収集・提供がきわめて重要と

なります。そのため、市民が必要に応じて学習活動に利用で○

きるよう、生涯学習支援情報システム「学び舎・楓」の提供

資料の充実に努めてまいります。

　また、市民の情報技術普及のため、習熟度や地域などを考

慮したきめ細かなIT講i習会を開催してまいります。



4　社会体育の推進

次に、社会体育の推進についてであります。

　　　市民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術に応じて、い

　っでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができ

C　る生涯スポーツ社会の実現が求められております。

（

　そのため、地域特性を生かした：事業の充実や生涯各時期に

適したスポーツ・レクリエーション活動の推進を図るほか、

総合運動公園計画再構築や緑葉今園野球場・内外野フェンス

のウレタンラバーの設置など、既存施設の改修に着手すると

ともに、緑葉公園プールの簡易温水化に取り組み、施設の安

全対策や利用拡大を進めてまいります。

　また、昨年、10周年記念事業として実施した「元気出す

カーニバル」は、生涯学習の総合事業に位置づけ、市民参加

を拡大してまいります。
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　さらに、市民スポーツの推進体制の整備として、北広島市

体育協会の法人化を支i援し、市民参加の推進体制づくりを進

めてまいります。

　加えて、アテネオリンピック・卓球競技に広葉中学校出身

の梅村礼さんの参加が正式決定するという明るいニュース　O

が届いており、市民と共にこの快挙を祝い、応援してまいり

ます。

皿　むすび

　以上、平成16年度の教育行政の各分野における主要な方　○

針と施策を申し上げました。

　大変厳しい行財政環境でありますが、市長部局の持つ機能

との連携を図りながら生涯学習推進の施策の充実に努め、市

民の皆さんめ主体的なまちづくりに寄与するよう取り組ん、

でまいります。



（

　特に、北広島市の特色ある生涯学習の推進が、市民相互の

連携を強め、地域コミュニティの醸成や地域の教育力の向上

につながり、まちづくりに貢献する人材の育成となるよう最

善の努力をしてまいりたいと考えております。

　市議会議員の皆さん並びに市民の皆さんのご理解とご支

援を心からお願い申し上げ、教育行政執行方針といたします。

（．．




