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 平成１９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 

 

 社会の急激な変化に伴い、国の教育基本法の改正をはじめ、教育課題を明確にした教育改

革が推し進められようとしておりますが、生涯学習社会の実現を目指し、改めて家庭教育、

学校教育、社会教育のあり方が問われようとしております。生涯学習の基本理念である、市

民の皆様一人ひとりが様々な学習活動を通じて自己実現を図り、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する活動は、地域やまちづくり

に直接つながることから、その活性化が期待されるところであります。 

 そのため、本市における教育基本計画を踏まえ、その基礎となっている家庭教育や学校教

育はもとより、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を図りながら、

生涯学習社会の実現に努めてまいります。 

 

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。 

 

⑴ 心豊かで、たくましく「生きる力」の育成 

 

 今日、情報化、国際化に加えて、少子・高齢化社会の到来など、変化の激しい社会にあっ

て、子どもたちが健やかに成長していくために、自ら学び、自ら考え、自ら行動することが

できる心豊かでたくましく「生きる力」の育成が強く求められております。  
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 そのためには、保護者や市民から信頼される、魅力ある学校づくりを進め、知・徳・体の

調和の取れた児童生徒を育成することが重要であります。 

 

① 「確かな学力」の向上を図る教育の推進 

 

 第一は、「確かな学力」の向上を図る教育の推進であります。 

 子どもたちが学習意欲を持ち、学びながら個性や能力を伸ばし、社会に出てから自立でき

る力を身につけるよう、基礎的・基本的な内容を確実に習得し、学ぶ意欲を高め学習習慣の

定着を図っていくことが大切であります。 

 そのために市内の各学校においては、一人ひとりの子どもに対して「わかる授業づくり」

に取り組んでおり、その指導方法の改善を図る環境の整備が重要であります。 

 

授業補助員の配置につきましては、授業への関心度や理解度を高め、きめ細かな授業を行

うため体制を整備し取り組んできたところでありますが、平成１９年度は特別支援教育の導

入等さらにその必要性が増すことから、この授業補助員を拡充してまいります。 

 

教育資源の教材化につきましては、これまで教職員が独自に開発した教材や、本市におけ

る歴史、自然及び文化遺産などの教育資源を、その学校ならではの教材として、教育実践に

取り組んできております。平成１８年度から、これまで各学校で積み上げてきた教材を新た

にデータベース化しておりますが、全小中学校の教材としての活用に向けた検討を行い、平

成１９年度は更に内容を充実していくよう取り組んでまいります。 

 

国際理解教育につきましては、情報化、国際化が進む中で、異文化に触れることや英会話

力の向上のために、これまで中学校において、英語指導助手を１名配置し取り組んできたと

ころでありますが、新たに１名を増員し、その充実を図ってまいります。 

特に、小学校において、「総合的な学習の時間」等で英語指導助手の活用を図り、主とし

て高学年に英語教育を導入してまいります。 
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情報教育につきましては、高度情報化社会が進む中で、ますます重要になってきておりま

す。児童生徒がコンピュータの基礎的知識や操作方法を習得することはもとより、適切な情

報を主体的に選択し、活用する能力を養うことやその情報を正しく利用するモラルの育成な

ど、これらの課題に更に取り組んでまいります。 

全国学力･学習調査につきましては、４月２４日に全国一斉に実施されます。この調査は、

児童生徒の学力・学習状況さらに生活実態を把握することにより教育環境の整備及び教育施

策の成果と課題を分析・検証するものであり、こうした調査結果を今後の指導に生かしてま

いります。 

 

② 「豊かな心」を育てる教育の推進 

 

第二は、「豊かな心」を育てる教育の推進であります。 

このことは、「生きる力」を育むため、最も優先すべき課題であり、家庭や地域、関係機

関等との連携を図り、社会全体で子どもたちに生命を大切にする心、美しいものに感動する

心、思いやりの心、基本的な規範意識などを育成することが極めて重要であると考えており

ます。 

このため、道徳の時間で副読本や「心のノート」を活用するなど、子どもたちの心に響く

道徳教育を推進するとともに、ボランティア活動などの社会体験や自然とふれあう体験活動

などを通じて、豊かな人間性の育成に努めてまいります。 

また福祉教育や人権教育を推進するために福祉読本「ともに生きる」を作成し活用してお

りますが、教育活動に対する資料や情報の収集に努め、更に充実を図ってまいります。 

 

いじめの未然防止及び児童生徒の心のケアにつきましては、これまで小学校２校に「子ど

もと親の相談員」を、また中学校全校に「心の教室相談員」を配置し、取り組んでまいりま

したが、平成１９年度からは、未設置の８小学校にも新たに「子どもと親の相談員」を配置

してまいります。 
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また、現在、市内すべての中学校に、いじめに対応するため緊急配置されている「スクー

ルカウンセラー」を、引き続き国や北海道に要望してまいりたいと考えております。 

 

今後とも、子どもサポートセンターを中核にして、各学校はもとより青少年健全育成連絡

協議会等の関係機関・団体との連携を強化し、いじめ根絶をはじめとする生徒指導等の課題

に対応してまいります。 

 

読書活動につきましては、児童生徒がことばを学び、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ために欠くことのできないものであります。 

このため、平成１９年度も引き続き朝読書の励行、市立図書館と連携した巡回図書（豆次

郎）等の充実及び学校図書館の資料整備に努めてまいります。 

 

職場体験学習につきましては、子ども一人ひとりが将来の進路や職業について、実際の体

験を通して学習することは重要なことであり、平成１９年度も引き続き全中学校において「イ

ンターンシップ事業（職場体験学習）」に取り組んでまいります。 

 

③ 「健やかな体」を育むための教育の推進 

 

第三に、「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。 

健やかでたくましい体を育成するためには、望ましい生活習慣や食に関する指導、性や薬

物乱用防止に関する指導及び体力つくりの活動に取り組んでいくことが大切であります。 

特に、今日、子どもたちの不規則な食生活が社会問題化し、食教育が強く求められてきて

おります。本市の小中学校におきましては、子どもたちの食生活状況を基に、市独自で作成

した｢食の課題と指導の手引き｣を活用し、食教育に取り組んできております。 

また栄養教諭制度の導入により、昨年１２月に学校栄養職員１名を西の里中学校に、４月

には新たに３名を小中学校に配置することとしております。 
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このことにより、給食の時間及び教育活動全体の中で、個別指導も含め幅広く食教育につ

いて計画的に取り組んでいくことが可能になるものと考えております。 

 

 地域交流給食につきましては、保護者、学校評議員、民生児童委員など地域の方々を招き、

学校給食や食教育に対する一層の理解を深めてまいります。 

 

健康管理につきましては、児童生徒及び教職員の健康の保持・疾病の予防のため、適切に

各種検診を実施してまいります。 

また昨年１２月に全国的にノロウイルスが発生し、大きな社会問題となりましたが、平成

１９年度も保健所等関係機関とも連携し、食中毒予防対策等に取り組んでまいります。 

 

⑵ 開かれた学校づくりの推進と教職員の資質の向上 

 

 次に、開かれた学校づくりの推進と教職員の資質の向上についてであります。 

 子どもたちの健やかな成長のためには、学校、家庭、地域の相互理解と協力のもと、「開か

れた学校づくり」を一層推進することが大切であります。 

 このため、引き続き「特色ある学校づくり推進事業」及び「総合学習推進事業」等により、

地域における教育力や教育資源を生かし、創意に満ちた教育活動を推進してまいります。 

特に、昨年から導入した「学校支援ボランティア制度」の充実を図り、地域の人材を活用

した特別活動や読書活動支援の輪を広げてまいります。 

さらに、地域に開かれた、信頼される学校づくりを進めるため、保護者や学校評議員によ

る外部評価や学校の自己評価のあり方について検討するとともに、学校公開を積極的に進め

ることや情報提供をきめ細かく計画的に行うようホームページをはじめ各種広報活動の充実

を図ってまいります。 

 

 教職員の資質の向上につきましては、各学校における校内研修はもとより、初任者研修や

教職経験１０年研修などそれぞれのライフ・ステージに応じた各種研修事業や道立研究所等
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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

育研究会や石狩管内教育研究会の研究・研修活動を支援してまいります。 

 

⑶ 教育環境の整備及び各種教育支援等 

 

 次に、教育環境の整備及び各種教育支援等についてであります。 

 北広島団地内４小学校の適正配置につきましては、昨年１２月に北広島市立小学校及び中

学校通学区域審議会から、「広葉小学校と若葉小学校、高台小学校と緑陽小学校を統合し、２

校とすることが望ましい」とする答申が出されました。この答申を基本的に尊重することと

し、新たな学校の運営や施設などの方向づけについて、保護者をはじめ地域そして議員の皆

様方に考え方を説明しご理解を得ながら進めてまいります。 

 

 学校の施設整備につきましては、北の台小学校の校舎・屋内体育館の耐震２次診断と地震

補強のための実施設計を行うほか、防音機能復旧事業による温度保持・換気設備を更新して

まいります。 

また、西の里小学校につきましては、校舎の地震補強工事と大規模改造工事を引き続き実

施してまいります。 

 

学校備品として、中学第３学年に続き平成１９年度は第２学年の机･椅子を新規格に更新

してまいります。 

 また西の里小学校と緑陽中学校のカーテン、暗幕の更新を行ってまいります。 

 

平成１９年度から本格的に実施される特別支援教育の推進につきましては、今後も国や北

海道の動向を注視しながら特別に支援を必要とする児童生徒の状態を的確に把握し、個別の

教育支援計画を策定するため、引き続き教職員の研修を実施するとともに、保護者の理解を

深めるための学習会の開催などに取り組んでまいります。 
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また４月から「特殊学級」が「特別支援学級」に名称変更されるため、運営にあたり、こ

れまでも介助員を配置しておりますが、新たに介助員１名を増員配置し、更に教育効果を高

めるよう支援体制を整えてまいります。 

 

幼稚園教育につきましては、平成１９年度も市内における各幼稚園間の研修や交流事業の

支援を行うほか、教職員の資質向上のための研修費及び園児の使用する教材･教具に対する補

助を行ってまいります。 

 

 保護者への教育費支援事業につきましては、経済的な理由により就学が困難な児童や生徒

の保護者に対し、学用品費や給食費などの就学援助を、また高校生の保護者には奨学金や入

学準備金を支給するなど、引き続き経済的負担の軽減を図ってまいります。 

 学校教育相談員の配置につきましては、近年、学校を取り巻く環境は多様化・複雑化して

きており、多くの課題も指摘されているところであります。 

特に学習指導要領に基づく適切な教育課程の編成と管理、教職員の資質向上のための研修

の改善、さらに特別支援教育の本格実施などに加え、本市における団地内小学校の適正配置

や北海道立向陽学院における学校教育導入など独自の課題に適切に対応するため、非常勤の

専門職１名を新たに配置することとしております。 

 

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。 

 少子・高齢化が進展する社会において、地域や市民個々の相互扶助の考えを基本とした現

代社会に相応しいコミュニティの再編が求められております。こうしたことから、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再生し、地域基盤を

強化すると同時に、連帯感の醸成に努め家庭や地域の教育力の向上を図ってまいりたいと考

えております。 

 そのため、引き続き地区生涯学習振興会の設立・支援を図り、幅広い学習活動を推進する
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など地域学習基盤の整備充実に努めてまいります。 

 また教育委員会内部の組織を見直し、指導班職員の配置替えを行い、主体的な市民活動の

指導・支援に対応できる体制の整備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、市民の皆様が

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年度の西部

地区に続き、今年度は、西の里地区生涯学習振興会の設立・支援に努め、交流型社会の基盤

づくりを進めてまいります。 

 

 国際化への対応につきましては、北広島国際交流協議会との連携により、カナダ・サスカ

ツーン市からの高校生の受け入れ事業を軸に市内での交流を深めてまいります。 

情報化に伴う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、

札幌学院大学と連携した開放講座の配信、ＩＴを活用した講座の開設など、ネットコミュニ

ティの形成を進めてまいります。 

 

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

の拡充を進めてきており、今後も、障がい者と市民が協働しながら、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、いじめ問題をはじ

め不登校など、急激な社会の変化に伴う「ひずみ」ともいうべき子どもの問題が社会問題化

する中で、対策の強化はもとより、大人自身が率先垂範の精神をもち、地域全体で見守り・
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育てる意識がますます重要であると考えております。 

そのため、地区青少年健全育成連絡協議会や関係ＮＰＯなどとの連携を図り、地域におけ

る主体的な活動や学習機会の充実に努めてまいります。 

さらに、家庭や学校が抱える問題に対処･支援するため、いじめＳＯＳボックスの設置、

いじめ問題サポートチームの設置などに取り組み、親や学校の支援体制の強化に努めてまい

ります。 

 

（３）市民の身近な学びを支える公民館活動の推進 

 

生涯学習振興会や公民館の活動が、文化・健康づくりはもとより、地域課題や生活課題の

学習の場となるよう地域に着実に定着することを目指してまいります。加えて、昨年オープ

ンした大曲夢プラザなど、新たな施設との連携を強化した生涯学習活動の推進に努めてまい

ります。 

特に、地区における施設が、地域住民の身近な活動施設として地域の主体的な活動推進の

場となるよう支援を進め、まちづくりやコミュニティ活動の活性化を図ってまいります。 

 

（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

中核とした活動がまもなく１０年を迎え、その間、市民の文化活動は大幅に拡充されてまい

りました。 

今後は、昨年策定された文化振興計画に基づき、地域の文化活動の振興を含め、全市的に

バランスのある文化活動の充実に努めてまいります。特に、各分野において文化活動を担う

人材の養成、地域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

の展開に努めてまいります。 
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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・活用

に努めながら、市民参加による展示会や講座などの各種事業の推進、さらにエコミュージア

ム構想の具現化を図ってまいります。 

また、北広島の歴史、自然、文化遺産を活用した子どもや新たに転入された市民向け教室・

講座などの充実に努めながら、郷土を知り、郷土愛を育む事業の推進に努めてまいります。 

 

（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、図書館活動の充実に伴

い市民要望も多様化してきております。 

そのため、日常的なカウンター業務等の委託拡大を進め、図書館機能の安定・向上を進め

てまいります。 

 また、モニター制度による市民の声を反映した図書館運営に努めるとともに、学校図書セ

ンターに専任の司書職員を配置し、学校図書館運営の支援・充実に努めてまいります。 

 

（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、高齢化

社会の進展に伴い、市民の日常生活における健康づくりに対する意識は高まり、健康・体力

づくりに取り組む市民が増加しております。 

このために、人生各期に適したスポーツ・レクリエーション活動の充実が図られるよう地

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、新たにスタートした、「北広島少年スポーツアカデミー」につきましては、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研修機会の提供に取り組むなど、段階

的に推進してまいります。 

体育施設整備につきましては、西部住民プール建設に伴う準備を進めるとともに、各種施

設の修繕を計画的に実施してまいります。 
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Ⅲ むすび 

 

 以上、平成１９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づく

りが求められております。 

特に、市民の皆様との協働による視点と行政改革を視野に入れながら、施策の「継承」と

「創造」を基本とし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。 

 市議会議員並びに市民の皆様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。 


