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 平成１８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。 
 
Ⅰ 生涯学習社会の実現を目指して 

 
 生涯学習社会の実現のために、本市においては学校教育、社会教育を問わず市民の皆さ

ま一人ひとりが様々な学習活動を通じて自己の実現を図り、社会の一員としての存在感を

高めると同時に、学び・培われた知識や技術を社会に還元できるよう教育環境の整備に努

めてきているところであります。 
 今後、さらにその基礎となる家庭教育及び学校教育の充実はもとより、生きる上での豊

かさを享受し合う社会教育との総合的な推進に努めながら生涯学習社会の実現を目指し

てまいります。 
 
Ⅱ 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 

 
はじめに、学校教育の推進についてであります。 
昨年 10 月の中央教育審議会答申では、『これからの新しい義務教育の姿として、子ど

もたちがよく学びよく遊び、心身ともに健やかに育つことを目指し､高い資質能力を備え

た教師が自信を持って指導に当たり、そして、保護者や地域も加わって、学校が生き生き

と活力ある活動を展開する、そのような姿の学校を実現することが改革の目標である。』

としています。 
この「義務教育の構造改革」の方向は､「北広島市教育基本計画」における「学校教育

の目指す姿」をさらに充実・発展をさせていくことであると認識を新たにしているところ

であります｡ 
このようなことを踏まえ、児童生徒に「確かな学力」として基礎的な知識・技能と思

考力、想像力などを育み、「豊かな心」、「健やかな体」を培い、「生きる力」を身に付けさ

せるとともに、「信頼される学校づくり」や「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。 
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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 
 

はじめに、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

って取り組む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、生命を大切にする心や思いやりの心などの倫理観や規範意識、社会性等が十分で

ないと指摘されている中で､学校・家庭・地域が連携を図り、子どもたちの豊かな人間性

を育むことが強く求められております｡ 
このことから特に学校教育においては、児童生徒の発達段階に応じた道徳教育の充実

が益々重要になってきております。 
そのために、道徳教育の中核となる「道徳の時間」に使用する準教科書の整備拡充と

ともに、「心のノート」の活用及び教材開発の促進を図り、さらに地域の人材や専門分野

の社会人を招聘する環境を整備するなどして児童生徒の心に響く道徳教育を推進してま

いります｡ 
また、豊かな人間性の育成に当たっては、自然体験や社会体験、ボランティア活動等、

体験活動が大きな役割を果たします｡ 
このために、関係機関や団体との連携のもと市内の各学校で取り組んできている人権

教育や福祉教育及び地域の自然や産業そして人材等と関連させた教育活動に対する資料

や情報の提供に努め、各学校の体験活動を重視する教育課程の整備・改善をさらに促進し

てまいります。 
 

生徒指導についてでありますが、今日的課題である非行、いじめ・不登校については、

より複雑化、個別化する傾向にあり、この問題の本質的な解決には学校のみならず、家庭

や地域の協力が不可欠であります｡ 
今後も家庭・地域をはじめ関係機関や学校間との一層の連携を図る一方、各中学校に

「心の教室相談員」を配置するとともに、引き続き「子どもと親の相談員」を配置し、「ス

クールカウンセラー活用事業」の充実を図り、適切な生徒指導に努めてまいります。 
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 読書活動は、児童生徒が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなもの

にし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で、極めて重要な意味をもつものであ

ります｡ 
 このため、平成１７年度、市立図書館との連携のもと、学校司書教諭及び読書指導担当

者の研修を実施してきたところであります。 
平成１８年度は、西部小学校の地区図書室に「学校図書センター」を設置し、各学校

からの図書発注、装備やデータベース化などの管理業務を行うとともに、市立図書館と地

区図書室及び学校図書館とのネットワーク化に向けた準備を進めてまいります。 
 
 また、今日の産業・経済界の変化や雇用形態の多様化など、子どもたちが将来を考える

上で、就職・進学を問わず進路をめぐる環境が大きく変わってきております｡ 
 このようなことから子ども一人ひとりが将来の進路や職業について考える機会を意図

的に持たせるために、市内中学校 3 校が文部科学省の「キャリア教育実践プロジェクト」

の指定を受け職業体験学習に取り組んできておりますが、この成果を踏まえ各学校の実情

に応じ、全ての中学校を対象に「インターンシップ事業」として拡充を図ってまいります。 
 
（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。 
 今日の子どもたちを取り巻く社会環境や生活様式の大きな変化は、食に関する問題や児

童生徒の体力･運動機能の低下の問題、さらにはストレスなどによる心の健康問題等を生

み出していることから、安全で安心な教育環境づくりとあわせて、健やかな心や体を育む

教育が求められております｡ 
 このため、学校教育においては、引き続き、運動の楽しさや喜びを味わわせることので

きる保健体育活動の充実を図るとともに、心の健康や性教育、薬物乱用防止などに関する

教育活動を促進し、児童生徒の心身の健康の充実に努めてまいります｡ 
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 食育については、近年、児童生徒の健康をめぐる諸問題が深刻化していることから、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、３月中旬に発行する「食

の課題と指導の手引き」の積極的な活用を図るとともに、新たに配置される栄養教諭が担

任教諭等と連携し、給食の時間を中心として、教育活動全体の中で計画的な食指導の充実

に努めてまいります｡ 
また、「北海道食の安全・安心条例」に基づき、道教委の「食生活教育実践事業」の指

定を受け､石狩教育局との共同事業として、地域に根ざした食育をテーマにしたフォーラ

ムの開催や様々な啓発・啓蒙活動に取り組み、健康教育の一層の充実に努めてまいります。 
 
 児童生徒及び教職員の各種検診事業の拡充を図り、健康の維持・疾病の予防に努めてま

いります｡ 
 
 児童生徒を事件・事故等から守るため、各学校の「危機管理マニュアル」の改善・充実

を図り、モニター付きインターホンやオートロックなどを有効に活用し、管理体制を強化

するとともに、交通安全・防犯・火災・地震等に対応した安全教育の徹底を図り、家庭や

地域、関係機関と連携しながら安心できる教育環境の保持に努めてまいります｡ 
 
 
（３）「確かな学力」の向上を図る教育の推進 
 

第三に、「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、生きる力の重要な要素である「確かな学力の向上」に向け､基本

的な学習習慣や主体的に学ぼうとする意欲や態度の育成を図る必要があります。このため

児童生徒一人ひとりの理解や習熟の程度に応じて、少人数指導・習熟度別指導やティー

ム・ティーチングの充実など「個に応じたきめ細かな指導の充実」に取り組むとともに、

学ぶことの楽しさを体験させ、児童生徒の個性と能力を伸ばすよう指導内容や指導方法の

改善に努めることが大切であります｡ 
 特に、「よりわかる授業」をさらに推進するため､国の教職員定数加配の活用とともに、

市独自に個別指導等を行う「授業補助員制度」や、地域の様々な人材を教育活動サポータ

ーとして登録し､学校行事、校外活動､部活動及び学校図書館事業などの支援者として活動

いただく「学校支援ボランティア制度」を導入してまいります。 
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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てまいります。また、平成 19 年度からの

小学校英語教育の取り組みに向け、北広島市教育研究会において英語教育の指導計画及び

指導方法に関する調査・研究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あわせて、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や情報を利用する上でのモラルの育成に努めてまいります。 
また、東部中学校、西部中学校及び西の里中学校の教育用コンピュ-タの更新を行って

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 
 

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。 
「教育は人なり」と言われるように、直接、学校教育に携わる教師の果たす役割は極

めて大きく、教師自身の自己啓発の意欲と努力が不可欠であり､絶えざる研修が求められ

ております。 
このため、各学校における校内研修の充実はもとより、初任者研修をはじめそれぞれ

のライフ・ステージに即した各種研修事業や道立研究所等の研修機関の講座への参加促進

を図ってまいります｡ 
また、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るとともに、北広

島市教育研究会（広教研）及び北広島市幼稚園協会との連携に努め、引き続き、それぞれ

の研究・研修活動を支援してまいります。 
 
 地域に開かれ信頼される学校づくりを進めるため､学校の情報をきめ細かく地域に発進

する「学校だより」の配布や公開授業の実施、さらには学校経営や教育活動の状況等につ

いて、自ら点検・評価を行うとともに、保護者アンケートや学校評議員の活用による外部

評価をもとに地域と一体となって、それぞれ学校の創意工夫を生かす学校運営を推進する

よう校長会等との連携を図ってまいります。 
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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。 
 特別支援教育への転換については、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応すべく、

平成１７年度、各学校では校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターを指名する

などの校内体制を整え、教育委員会では学校をサポートする「相談チーム」や「専門委員」

を配置するなど、組織体制の整備を図ったところであります｡ 
 今後も、特別支援教育については、制度改革の動向を注視しながら、教職員個々の研鑚

や保護者への理解を図るための研修等を実施するとともに、学校の実状に応じ具体的な取

り組をしてまいります。 
 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め、平成 18 年度は新たに東

部小学校及び緑陽中学校に特殊学級を新設し、特殊教育の充実を図ってまいります。 
 
 小学校の適正規模・適正配置については、「北広島市立小学校及び中学校通学区域審議

会」の中間答申による 1 校当たり 12 学級から 24 学級を基本とする考え方をもとに、今

後、この規模に満たない北広島団地内４つの小学校の適正配置について、同通学区域審議

会において引き続き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

しながら具体的方向性について検討してまいります｡ 
 

学校の施設整備については、児童数の増加に伴い狭隘化の状況にあります西の里小学

校の校舎増築や、西部中学校及び大曲中学校の防音機能復旧事業による暖房・換気設備の

更新を行ってまいります｡ 
 
 アスベスト除去改修事業については、大曲小学校、高台小学校及び緑陽小学校の体育館

等や西の里小学校及び大曲中学校の機械室等で実施してまいります｡ 
 
 教室のカーテンや講堂等の暗幕については、継続事業として、東部小学校及び大曲中学

校で更新してまいります｡ 
また、東部小学校及び北の台小学校の体育館屋根の塗装、広葉小学校及び大曲小学校

の屋上防水修繕を実施するほか、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。 
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 児童生徒の机・椅子の新規格への更新については、この度、西部小学校において整備し

たところでありますが､平成１８年度は中学 3 年生を対象に整備し、引き続き計画的に進

めてまいります。 
 
 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保護者に対し学用

品費や給食費などの就学援助を、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引き続き図ってまいります。 
 なお、奨学金については、年度途中における保護者の死亡やリストラ等により、就学困

難となった高校生も対象として、支給拡大を図ってまいります｡ 
 
２ 社会教育の推進 

 
 続いて、社会教育の推進についてであります。 
 様々な学習活動や地域活動の推進は、個の実現はもとより、地域住民の新たなる出会い

や人間関係を育み、失われつつある地域コミュティを醸成し、地域の基盤強化や連帯感、

教育力の向上など規範意識の高揚にもつながるものと考えます。 
 一方、高齢化の進展する社会では、地域や個々の助け合いネットワークが求められ、そ

れらの基盤は、日常的な市民相互の係わり合いや学習活動・市民活動などによりさらに強

固なものとなることが考えられます。 
 したがって、地域を活動の基盤とした様々な市民活動や学習活動を推進することがそれ

らの環境を拡充することにつながるものと考えられることから、まちづくりや地域づくり

に生涯学習の視点を生かした展開を基本に、市民との協働を目指した社会教育の推進に努

めてまいります。 
 
（１）学習の成果を生かした交流のまちづくり 
 
 はじめに、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、市民の皆さ

まが学習の成果やそこで培われた人間関係などをまちづくりに生かすため、平成１８年度

より計画的に「生涯学習振興会」の育成・支援を進め、地域を学習の推進基盤とした活動

を進めることにより交流型社会の実現に努めてまいります。  
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平成１８年度は、輪厚地区をモデル地区に指定し、事業の推進基盤の整備に努めてま

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・サスカツーン市への高校生 12 名の派遣事業を軸に事業を推進してまいります。 
 

ＩＴの活用につきましては、「ＮＰＯ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の持つ特色を生かし、学習情報や施設情報の提供に加え、大学開放

講座の配信などを検討し、ネットコミュニティの形成に努めてまいります。 
 

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

事業を市民とともに学び・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、スポーツ活動や文化活動など、様々な分野から社会参加する活動の場

や機会の充実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、青少年の健全

な育成環境づくりには、「地域の子どもは、地域で育てる」という意識の定着が必要であ

ります。今後も、公民館などを中心に乳幼児期の家庭教育支援事業の展開をはじめ、地区

青少年健全育成連絡協議会との緊密な連携に努め、地域の特色を生かした青少年の健全育

成事業を支援し、助長してまいります。 
また、不登校をはじめ、子ども自身が抱える問題に対処するため、関係ＮＰＯとの連

携に努め、指導・相談体制の強化を図るため運営体制の充実に努めてまいります。 
さらに、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ながら、子どもた

ちが抱える問題行動については、対策の重点化を図りながら地域の協力支援とともに取り

組みを強化してまいります。 
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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、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身近な学習の拠点であり、交

流の場としても、地域に定着する必要があります。加えて、新たに生涯学習類似施設とし

て大曲夢プラザがオープンいたしますので、これらの施設との連携のもとに、生活に潤い

を持たせる活動や地域の課題学習の機会や各種の生涯学習活動を積極的に展開してまい

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

を中核とした活動の推進はまもなく 9 年を迎えようとしており、文化振興計画では、こ

れまでの文化施策を総括し、今後の進むべき方向が検討されておりますが、市民活動の活

性化を進めるためには、各分野においてそれを担う人材の養成、市民の主体的な参加によ

る事業の推進など、市民生活に密着し重点化した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、各分野にわたりバランスの取れた資料の収集を

行うことが必要であります。 
加えて、散逸・毀損する資料防止のため、収蔵・展示施設の拠点づくりが大きな課題

となっております。 
 そのため、計画的な資料収集に加え、文化振興計画に位置づけられたエコミュージアム

構想の推進など総合的な施策の推進に取り組んでまいります。 
 



 １０

（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、市民の皆さまの様々

な学習活動を支える上で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したので、地区図書室を核とし、市民の主体的

な参画による運営を目指した読書普及活動の充実に努めてまいります。 
 また、学校図書館を支援するため、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。 
 
（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、市民

の日常生活における健康づくり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

ン活動推進のため、地域を活動の基盤とした組織の育成や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の設置に向け取り組んでまいりま

す。 
 さらに、子どもたちに、スポーツを通じて夢と希望や国際感覚を育てるため、世界少年

野球大会を開催し交流の場を拡充してまいります。 
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Ⅲ むすび 

 
 以上、平成１８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。 
家庭、学校、地域の連携のもとに、総合的な生涯学習の推進や各機能のネットワークが求

められておりますが、市民の皆さまとの協働の視点を生かしながら施策を推進してまいり

ます。 
また、平成１８年度は、市制施行１０周年の節目の年に当りますので、市長部局との

連携のもと市民参加による記念事業の実施を進めながら、施策の「継承」と「創造」に配

慮し、バランスある展開を目指しながら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。 
 




