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　平成17年第3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。

，1　生涯学習社会の実現を目指して

（

c

　急激な社会環境の変化の中で、家庭・学校・地域社会を問わず、

「人々の心の支え合い」や「生きるカ」の醸成が求められ、人々が

生涯の各時期にわたり、学習を通じて豊かで潤いのある生活を送る

こと、そして、学び培った知識や技術を地域やまちづくりに生かし、

適切に評価される生涯学習社会の実現が一層大切になってきており

ます。

　北広島市教育委員会としても、「市民との協働によるまちづくり」

の行政施策の考え方を受けとめ、あらゆる場面でまちづくりに市民

の主体的な参画を願いながら市長部局と一体となって教育施策の推

進に努めているところであります。

　今後とも、各種の学習活動をさらに推進し、市民の皆さまが心豊

かな生活を送るため、生涯にわたって学び、活動できる環境づくり
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や教育関係機関・団体及び関係者との教育連携に努めながら生涯学

習の観点に立った学校教育・社会教育の推進に努めてまいります。

h　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　学校教育の推進

　初めに、学校教育の推進についてであります。

　教育においては、今日の「地方分権」や「規制緩和」の考え方に

もとづき、地方がその責任において地域の子どもを育てる基盤づく

りが求められております。

　北広島市教育委員会としましては、これらの改革の動向を見極め

るとともに、これまでの取り組みを踏まえ、「豊かな人間性」と「健

○
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やかな体」及び「確かな学九を根幹とする「生きるカ」を身に付

けさせること、そして「信頼される学校づくり」や確かな学びを育

むことのできる「教育環境の整備」などを重点として学校教育の充

実を図ってまいります。

（■ 1．一人ひとりの個性を生かし、たくましく「生きる力」の育成

（

　初めに、一人ひとりの個性を生かし、たくましく「生きる力」

の育成についてでありますが、今後も一層の充実に向け、次の三

点について学校・家庭・地域社会が一体となって取り組んでいく

必要があると考えております。

（1）豊かな人間性を育てる教育の推進

　第一は、豊かな人間性を育てる教育の推進であります。

　近年、社会の変化等により子どもたちの多様な体験活動の機会が

失われつつあることや人間関係の希薄化などに伴い、生命を大切に
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することを始め、基本的な生活習慣、思いやりの心や倫理観、社会

性の育成などが十分でないと指摘されております。

　学校教育においては、児童生徒の内面に根ざした道徳性の育成を

通して、心に響く道徳教育の一層の充実を図ることが大切でありま

す。

　このため、道徳の時間における副読本や「心のノート」を活用す　○

るとともに、教育活動全体を通して自然体験や社会体験、ボランテ

ィア活動等、多様なふれあいの場の充実を図り豊かな人間性の育成

に努めてまいります。

　昨年まで文部科学省の地域指定牽受けて実践してきた人権教育総

合推進事業の成果を生かし、社会福祉協議会及び福祉関係施設やボ

ランティア団体と連携・協力のもと、人権教育に積極的に取り組ん

できております。引き続き、福祉読本「ともに生きる」の改訂や関

係機関との連携を図り福祉教育の実践の充実に努めてまいります。

○

近年、深刻化しております、いじめ・不登校、非行問題等の未然
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防止・早期発見に向けて、「心の教室相談員」やスクールカウンセラ

ーの活用を図るとともに、特に、青少年健全育成連絡協議会及び各

学校等との連携を一層密接にし、適切な生徒指導に努めてまいりま

す。

（

C

　読書活動は、児童生徒が言葉を学び、感性を磨き、表現力・想像

力を高め、人生をより豊かに生きる真のカを身に付けていく上で欠

くことのできないものであります。

　このため、各学校の図書室の整備を図るとともに市立図書館との

連携のもとで、学校司書教諭及び読書指導担当者の研修会を実施し

てきているところであります。

　さらに、新築される西部小学校の地区図書室を拠点とする「学校

図書センター」の設立に向けて準備を進めてまいります。

　また、児童生徒の興味・関心等に基づく体験的な学習に取り組む

各学校の「総合的な学習の時間」の創意を生かした活動に対して、．

これまでの支援を継続し、その充実を図ってまいり重す。特に望ま

しい勤労観や職業観を育むため、文部科学省の指定を受けて、中学
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校3校が実施している職場体験事業の「キャリア教育実践プロジェ

クト」の拡充を図ってまいりたいと考えでおります。

（2）「健やかな体」を育むための教育の推進

　第二に、「健やかな体」を育むための教育の推進についてでありま

す。

　児童生徒の「健やかな体」を育むためには、適切な運動によって

体力及び体位の向上を図るとともに、調和の取れた食事や十分な睡

眠など規則正しい生活習慣を身に付けさせることが大切であります。

　このため、各学校においては、保健体育分野の活動の充実に取り

組んでいるところであります。

　今後とも、特に健康教育については、関係機関の協力を得て、性

に関する指導や薬物乱用防止など児童生徒の心身の健康の充実に努

めてまいります。

　また、食た関する指導については、児童生徒が望ましい食習慣や

食に関する自己管理能力を身に付けられるよう、学校給食を「生き

○

○
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た教材」として活用するとともに、全ての教育活動場面で活用でき

る「食に関する指導の手引き」を作成してまいります。さらに、撫

育の啓発活動のために地域、保護者等との地域交流給食事業に取り

組むなど、健康教育の一層の充実に努めてまいります。

◎　　　児童生徒を、交通事故やその他の事件・事故等から守るため、地

　　　域及び学校の状況に合わせて「危機管理マニュアル」の見直しを行

　　　い、交通安全・防犯・火災・地震等に対応した安全教室や避難訓練

　　　などに取り組み、安全教育を推進してまいります。－

（3）「確かな学力」の向上を図る教育の推進

（

　「生きる力」の育成にかかわる第三点目として、「確かな学力」の

向上を図る教育の推進についてであります。

　学校教育においては㍉基本的な知識や技能をしっかりと身に付け

て、自ら課題を見つけ、自ら学び考え、問題を解決するカなど、「確

かな学ヵ」の向上を図ることが大きな目標であります。
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　このため、各学校においては、基礎的・基本的な知識・技能を確

実に身に付けさせるよう、児童生徒の学力の状況を的確に把握し、

指導方法の改善を図ってきておりますが、地域及び学士の実態に応

じて創意工夫を活かし、児童生徒にとって「よりわかる授業づくり」

のための授業補助教員や教育活動へのボランティア制度導入の検討

を進めてまいります。・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

　また、社会の変化に柔軟に対応できるよう国際理解、情報など、

各教科にまたがる実践的課題に取り組む教育を推進してまいります。

　国際理解教育については、英語指導助手を引き続き招致し、中学

生の語学力向上はもとより、国際社会を理解する教育の推進に努め

るとともに、小学校への英語教育導入に向けて準備を進めてまいり

ます。

○

、情報教育については、これからの高速情報通信ネットワーク社会

に生きる児童生徒に、コンピュータの基礎的操作の習得と併せて、

児童生徒が適切な情報を主体的に選択し、活用できる情報活用能力



の育成に努めてまいります。

2．教職員の資質の向上と信頼される学校づくり

（．．

c

　次に、教職員の資質の向上と信頼される学校づくりについてであ

ります。

　地域及び保護者との信頼関係を築きながら児童生徒に心豊かで確

かな学力を身に付けさせ、その期待に応えるためには、教職員一人

ひとりが、自己研鐙を通して、視野を広げ、専門性を高めるととも

に、指導力の向上に努めることが大切であります。

　このため、北海道教育委員会が主催する「初任者研修」や「十年

経験者研修」を始め、教職経験に応じた自らの資質向上を図る各種

研修会などへ積極的に参加するよう取り組んでまいります。

　また、本市の学校豫育の発展のために、相互に協力して教育に関

する研究と研修の充実を図ることを目的としている北広島市教育研

究会（広教研）の活動を支援するとともに、石狩教育研修センター

の各種研修会や調査研究等の活用を図ってまいります。
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　今後とも、信頼される学校づくりの観点から、開かれた学校のさ

らなる推進に向け、「外部評価」を重視し、学校評議員や地域の学校

教育関係者、関係機関・団体等との教育連携を強め、さらに地域と

一体となって学校運営を充実してまいります。

3．教育環境の整備及び教育支援等について （⊃

　次に、児童生徒が生き生きと学習に取り組む教育環境の整備など

についてであります。

　近年、障がいのある子どもたちを取り巻く環境が急速に変化する

中で「特殊教育」から「特別支援教育」への転換が求められており、

児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに即応した教育の充実が課題と

なっております。

　このため、本市における特別支援教育についτは、その円滑な導

入に向け、特別支援教育推進の組織体制の確立と教職員の理解を深

めることが大切であると考えております。

　こうしたことから、現在、市内の有識者からなる特別支援教育推

○
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（

進準備会で今後の取り組みについて検討を進めるとともに、特別支

援教育コーディネーター研修会及び全教職員を対象とした実践的研

修会を開催してきているところであります。

　また、心身に障がいのある児童生徒の適正な就学を図るたあ、平

成17年度は大曲東小学校に知的障がい・情緒障がい・肢体不自由

の各学級を新設し、特殊教育の充実を図ったところであります。

（■

　小学校の適正規模・適正配置についてでありますが、少子化など

に伴い子どもの数が減少する地域がある一方で、増加している地域

もあり学校規模の格差が拡大し、教育環境の不均衡のほか、教育効

果への影響も危惧されることから、「北広島市立小学校及び中学校通

学区域審議会」でご審議をいただくとともに、保護者や地域の皆さ

まのご意見もお聴きしながら教育環境の整備に努めてまいります。

　学校の施設整備についてでありますが、老朽化及び狭隆化の状況

にあります西の里小学校については、増築工事及び大規模改造並び

’に耐震化工事に向けた実施設計に取り組むと、ともに、昭和56年忌

11



前に建設された小中学校の校舎及び体育館を対象に耐震化優先度調

査を実施してまいります。

　西部小学校の移転改築事業については、平成17年度3周期（平

成18年1月）からの供用開始を目指し、引き続き関係する建築・

土木工事等を進めてまいります。

　小中学校のトイレの洋式化については、継続事業として、緑陽中

学校において改修工事を実施しており、また各学校の教室等のカー

テン・暗幕については、今年度から計画的に更新してまいります。

　さらに、学校施設への不審者の侵入を防止するため、全校の教職

員玄関に電気錠の設置工事を行い、防犯対策を強化するほか、西の

里中学校給水管の赤水挙止対策、大曲中学校の敷地内通路の舗装改

修など、小中学校の各種営繕事案に適宜対応し教育環境の整備に努

めてまいります。

○

○

　また、幼児教育については、各私立幼稚園1と対して、職員研修・

教材整備への補助を引き続き行うとともに、就園奨励費補助につい

ては、幼児教育特区により就園が可能となりました2歳児にまで拡
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回するよう検討してまいります。

　さらに教育支援事業として、経済的理由により就学困難な児童生

徒の家庭に対し学用品費や給食費などを、また高校生には奨学金や

高等学校入学準備金を支給し、保護者の費用負担の軽減を図ってま

いります。

2　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。

　生涯学習は、人々が生涯のいつでも自由に学習機会を選択して学

ぶことができ、その成果が適切に評価される社会の実現と、それら

の学習成果に新たな創造を加え、その発展を目指すものであります。

　北広島市におきましても、先人の残された教育的遺産を継承しつ

つ、それらを土台とし、時代の踏舞に柔軟に対応した生涯学習活動

の推進・創造に努めることを基本に社会教育の充実を図ってまいり

ます。

13



（1）学習の成果を生かした交流のまちづくり

　初めに、学習の成果を生かした交流のまちづくりについてであり

ますが、成人や高齢者の培った知識や技術・経験を社会に生かすた

め、学習機会や場の充実を始め、幅広い人材活用事業の推進とその

ための推進基盤づくりとして、「生涯学習振興会」の育成・支援を進　　○

め、学習を軸とした交流型社会の実現に努めてまいります。

　国際化並びに情報化への対応については、北広島国際交流協議会

との連携により、カナダ・サスカツーン市へゐ高校生派遣・受け入

れを軸に事業を推進してまいりました。

　今後も北広島国際交流協議会との連携の下に、新たな視点を組み

入れた国際交流事業の推進に努めてまいります。　　　　　　　　　○

　ITの活用につきましては、これまで一定の基礎的講習を展開し

定着してきております。

　今後は、育成された指導者によるrNPO法人北広島ITネット

ワーク」との連携による事業の充実に努め、ITの持つ特色を生か
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　　し、「距離格差」や「時間格差」のないコミュニティ手法として活用

、　を図りながらネットコミュニティの形成に努めてまいります。

c

（1

　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に、市民ボランティアの協力により

活動内容や活動のフィールドの拡充が図られてきております。

　今後も、市民とともに学び・活動する場として位置づけ、障がい

者と市民が協働した活動の推進に努めながら、視野を広げた活動の

場や機会の充実に努めてまいります。そのため、運営委員会を始め

とする関係団体・機関との連携を強化した各種事業の推進に努めて

まいります。

（2）子どもの豊かな心を育む地域づくり

　次に、子どもたちの豊かな心を育む地域づくりについてでありま

すが、北広島市の青少年は、大都市札幌圏に位置することから日々、

様々な影響を受けて生活しております。これらの実態を重視し、広
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域的なネットワークによる情報収集や行動連携に努めながら複雑・

多様化している問題に対処することが重要であります。

　日常的には、相談指導体制の充実に努やながら、子どもを始め、

親や教師がかかえる悩みや課題に適切に対応するため、関係機関を

始め、NPOや関係団体との連携を強化し活動を充実してまいりま

す。

　広域的には、近隣市町村との広域ネットワークによる情報交流を

促進してまいります。

　さらに、地区青少年健全育成連絡協議会との緊密な連携に努め、

「地域の子どもは、地域で育てる」という意識の定着に努めながら

地域の特色を生かした実践を支援してまいります。

　また、家庭を取り巻く環境の変化は、親の孤立化を始めとする様々

な社会的問題を投げかけており、福祉サイドの子育て支援事業との

連携を重視した対策が急務になっているものと考えております。こ

れら関係部との機能連携の下に、各種相談の充実や長尻の提供を図

りながら、親子の学習活動等の支援や地域とのふれあい事業を展開

してまいります。
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（3）市民の身近な学びを支える公民館活動の推進

。

　次に、市民の身近な学びを支える公民館活動の推進についてであ

りますが、高齢化め進展とともに、身近な学習拠点である公民館活

動の推進が重要となってまいります。

　公民館活動は、文化・健康づくりはもとより、地域課題や生活課

題の学習の場としても、地域に定着しなければなりません。加えて、

新たに（仮称）大曲コミュニティセンターが完成し、新たな学習拠

点が拡充され、一段と市民の学習活動が活発化する契機となります。

　これらの施設や公民館活動から、地域課題学習の機会や各種の生

涯学習活動を積極的に発信・支堅してまいります。

．（

（4）豊かな感性を育てる芸術文化活動の推進

　次に、豊かな感性を育てる芸術文化活動の推進についてでありま

すが、芸術文化ホールでは、開館以来、市民生活に密着した芸術文

化活動の推進のため、運営委員会の主体性を尊重しながら生涯芸術
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体験プランを始めとする諸事業の充実を図ってまいりました。その

中で、「ホールを拠点とする事業の推進」、「地域に届けるデリバリー

事業の推進」、「広域薫辛化交流事業の推進」、「市民の主体的創作事

業の支援」などに重点化が図られてきております。

　今後とも、運営委員会の機能を充実し、市民の主体的な活動を支

援しながら地域活動や各種事業の充実に努めてまいります。　　　　　C

　文化財の保存・継承については、各分野にわたりバランスの取れ

た資料の収集を行うことが課題と考えております。

　そのため、計画的な資料収集に加え》身近な郷土学習のテーマに

よる学習機会の充実、総合的な文化行政の推進を図るため、文化振

興計画を今年度中に取りまとめ、市の総合計画とリンクした事業の

推進に努めてまいります。

　また、収集された資料の活用に努めるほか》地域に点在する文化

，遺産を後世に伝えるため、地域の魅力づくりと連動したエコミュー

ジアム構想の推進に努めてまいります。

○
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（5）生涯学習を支える図書館活動の推進

　次に、生涯学習を支える図書館活動の推進についてでありますが、

生涯学習社会の実現に向け、図書館の果たす役割は、益々大きくな

ってきております。西部、大曲地区に新たな地区図書室が整備され

ますので、次年度からの供用開始に向けた準備と市民サービスの向

上に努めてまいります。

　特に、市民の主体的な参画による運営を目指すため、新たな地区

図書室を中心に市民ボランティアの参画による読書普及活動の充実

に努めてまいります。

　また、学校図書館の充実を目指し、西部小学校図書室を「学校図

書センター」として位置づけ、学校図書館の支援・充実にも努めて

まいります。

　今後とも、市立図書館が中心となり地区図書室、学校図書館との

連携を図りながら、読書活動の充実に努め、生涯学習推進の中核施

設としての機能充実を果たしてまいります。
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（6）心身ともに健康で豊かに生きるスポーツ活動の推進

　次に、心身ともに健康で豊かに生きるスポーツ活動の推進につい

てでありますが、高齢化社会の到来や生活環境の変化とともに、9 s

民の健康志向は～段と．「日常的な健康の保持・増進」、という意識に

向かいつつあり、市民誰もが心身の健康について自主的に取り組む

ことのできる環境づくりが益々大切になってきております。

　昨年開通したエルフィン・ロードは、市民の日常的な健康・体力

づくりの新たなフィ｝ルドとして期待されております。四季折々に

市民個々の健康ライフをサポートする場としてその活用を図ってま

いります6

　今後も、市民の日常生活における事業の充実や人生各期に適した

スポーツ・レクリエーション活動の推進を始め、関係部局と連携し

た健康づ・くり事業の推進や異世代・地域間交流事業の推進に努めて

まいります。

　また、新たな取り組みとして、「北広島少年スポーツアカデミー」

を設立し、子どもたちのスポーツを通じた健全育成の場の拡充と指
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導者の育成に取り組み、それらを支える基盤整備を進める意味から

も、総合型地域スポーツクラブ設置に向け、部内プロジェクトによ

り具体化に向けた検討を進めてまいります。

ぐ

（1

皿　むすび

　　、

　以上、平成17年度の教育行政の各分野における主要な方針を申

し上げました。

　急激な高齢化の進展にあって、生涯学習が市民の皆さまの主体的

なまちづくりの推進に寄与し、市民相互の幅広いネットワークづく

りに役立つよう、総合的な視点から施策を推進してまいります。

　そのため、厳しい社会情勢に柔軟かっ適切に対応しながら、「継承」

と「創造」をキーワードに北広島市の特色ある生涯学習社会の充実

に向け、一層の努力を重ねてまいります。

　市議会議員の皆さま並びに市民の皆さま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。
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