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平成 29年度紫波町教育委員会教育長所信表明演述 

平成 29年紫波町議会定例会３月会議 

(平成 29年 3月 2日) 

 

 

紫波町議会定例会が開催されるに当たり、発言の機会をいただき

ましたことに深く感謝申し上げます。 

 

我が国の教育基本法の中で、学校教育・家庭教育・社会教育の目

的について、「人格の完成をめざし、平和で民主的な国家及び社会の

形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期

して行うこと」と定められております。紫波町教育委員会といたし

ましても、この目的を達成するため、鋭意、教育行政に努めてまい

る所存であります。 

  

平成 29 年度、紫波町教育委員会施策を定めるに当たり、一昨年、

紫波町総合教育会議において策定しました「紫波町教育大綱」に基

づき、「町を誇りに思える子どもを育てること」を基本理念とし、次

の４つの基本施策の推進に邁進してまいります。 

 

第１は、次代を担う元気な子どもを育てることであります。 

学校と家庭、地域が連携・協働して子育て環境を整え、子どもた

ちの自ら生きる力を育みます。 
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第２は、自発的な学習活動を支援することであります。 

学び・情報の拠点を整備し、子どもから大人まで生涯にわたる人

と人のつながりをつくってまいります。 

第３は、歴史や風土・遺産を守り、伝えていくことであります。 

地域の宝である子ども、郷土芸能文化を大切にし、次世代に引き

継いでまいります。 

第４はスポーツで健全な心と体を育てていくことであります。 

スポーツ環境の充実を図り、誰もが気軽にスポーツに親しめる環

境をつくってまいります。 

 

教育大綱の基本理念は、紫波町民憲章と軌を一にするものである

ことから、教育委員会では町民憲章を再認識し、今後ともその実現

に資する教育行政を推進してまいります。 

それでは、順次、町教育委員会の重要施策等について申し上げま

す。 

 

はじめに学校教育について申し上げます。まず、平成 29年度の重

要施策について３点申し上げます。 

 

第１は「子どもたちに生きる力を育むこと」についてです。 

 この春にも、日本の学校教育の指針となる学習指導要領が 10年ぶ

りに改訂される予定です。将来の予測が難しい社会の中でも、伝統

や文化に立脚した広い視野を持ち、志高く未来を創り出していくた
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めの資質・能力を子どもたち一人ひとりに確実に育む学校教育の実

現していくため、紫波町の小中学校においても、その趣旨を体現す

る学校教育を進めてまいります。 

 

第２は「安心・安全に配慮した学校運営の充実」についてです。 

未曾有の大災害をもたらした東日本大震災から、間もなく６年が

経過しようとしています。復興・発展の担い手である子どもたちが、

郷土の未来を切り拓き、変容する社会の中を生き抜く力を身に付け

るうえで、教育の果たす役割は極めて大きいものがあります。 

紫波町学校教育におきましては、引き続き、児童生徒に知・徳・

体のバランスの取れた資質・能力の育成を推進してまいりますが、

この前提として、「安心・安全」に一層配慮された学校運営が求めら

れます。これは、未来を担う『人づくり』」をめざす「復興教育」に

も重なるものであります。また、いじめ問題、不登校、情報機器や

ＳＮＳの活用問題等、直面する学校教育の諸課題にも積極的に取り

組んでまいります。 

 

第３は「少子化時代の学校教育の在り方」についてです。 

近年、全国的に少子化が社会現象となる中、本町においても児童 

生徒数が減少し、東部、西部地区において小・中学校の小規模化が

進行しています。このことから本町の児童生徒に「真の学ぶ力」「生

きる力」を育むため、一昨年９月から紫波町学校教育審議会におい

て、「少子化の時代における町立学校の教育の在り方」について検討
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をいただいております。昨年９月に第一次答申として「小中学校で

伸ばしたい資質・能力」について提言を賜りました。提言では児童

生徒に伸ばしたい資質能力として、一つ目に、思考力・判断力・表

現力等「他者との関わりで必要となる資質・能力」、二つ目に主体性・

意欲・多様性・協調性等「自分自身の生き方の基本となる資質・能

力」、三つ目に知識・技能・健康等「すべての基礎基本となる資質・

能力」を育成するべきとの、第一次答申をいただきました。 

現在、第二次答申に向け、「児童生徒に生きる力を育むための教育

環境の在り方」について審議いただいており、この秋に答申の運び

となる予定です。その後、教育委員会において、答申の具体化に向

け検討を進めてまいります。 

 

次に学校教育の重点施策８点について申し述べます。 

 

第１に、「効果のある・力のある学校づくり」であります。 

学校経営の推進に当たっては、家庭・地域との協働による目標達

成型の学校運営の一層の充実を図ってまいります。また、その結果

と改善方策について、保護者や学校評議員、地域住民などが参画し

て実施する学校関係者評価等を充実させることにより、子どもたち

の成長に効果のある学校となるよう努力いたします。 

併せまして、地域に開かれた学校づくりの更なる推進のために、

学校情報発信や「町内学校一斉参観日」の充実を図るとともに、教

育振興運動と連携した取組を継続してまいります。 



5 

 

第２に、「確かな学力を培い、生き抜く力を育成する学校づくり」

であります。 

児童生徒の学力向上については、一人ひとりの学力を保障し、豊

かな人間の育成を図るため、「わかる」「できる」「楽しい」等、「確

かな学び、豊かな学び」の実現にむけた授業づくりへの改善に取り

組んでまいります。また、各学校の研究成果を教師間・学校間で共

有し、授業改善に資していくため、平成 29年度は、赤沢小学校、紫

波第三中学校の２校が学校公開研究会を行います。 

指導体制の充実につきましては、複数の教員による少人数指導や

ティームティーチングを行うとともに、複式学級を有する学校には、

その状況に応じ、県の制度と併せ、町単独で複式学級指導講師の配

置を行います。さらに、児童生徒一人ひとりに目の届く環境を整え、

基礎学力の向上を図るため、国や県の制度に基づき、小学校１～４

年生及び中学校全学年において 35人学級を実施いたします。 

本町が力を入れて取り組んでいる英語教育につきましては、グロ

ーバル化社会において活躍できる人づくりを目指し、一層の推進を

図ってまいります。 

小学校英語の教科化に向けた先進的な取組として、昨年に引き続

き、文部科学省指定の英語教育強化地域拠点事業を継続いたします。

現在、紫波一中学区の小中学校が指定の対象ですが、平成 30年度か

ら全ての小学校５・６年で英語が必修となることから、これまでの

成果を、紫波町の全小中学校に普及してまいります。 
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また、各小中学校英語指導におきましては、引き続き外国語指導

助手３名を配置するとともに、「紫波町英語塾」並びに町の姉妹都市

であるオーストラリア・サザンダウンズ市への中学生海外派遣事業

を継続して実施いたします。 

 

第３に「豊かな人間性を育成する学校づくり」であります。 

児童生徒の豊かな人間性や社会性などを育むため、成長段階に応

じて自然体験や社会体験など体験活動をはじめ、学校の教育活動全

体を通じた道徳教育を推進し、正しい規範意識や豊かな人間性の育

成に努めてまいります。 

また、生徒指導の充実と学級担任力向上のために町内全小中学校

で、学級生活での対人関係や満足度などを探る集団心理検査を実施

いたします。児童生徒一人ひとりの状況と学級全体の状況を客観的

に把握し、検査結果を活用して児童生徒へのきめ細かい指導を図り、

いじめや不登校の未然防止にも役立ててまいります。 

学校不適応の未然防止、早期発見・早期対応のため、悩みを抱え

る児童生徒に寄り添いながら支援を行う県派遣のスクールカウンセ

ラー及びスクールソーシャルワーカーを配置するとともに町教育委

員会のスクールソーシャルワーカーとの連携を深め支援に当たって

まいります。また、町独自に、不登校生徒の指導にあたる適応支援

相談員を全中学校に配置するとともに、町教育研究所教育相談員に

よる支援体制やこの４月に開所します「紫波町こどもセンター」に

開設する適応支援教室「はばたき」の運営も充実させてまいります。 
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第４に「健やかな体を育成する学校づくり」であります。 

小中学校時代に心身の健康保持を習慣化することは、一生の財産

となります。このことから、体力・運動能力調査等、諸調査の結果

を踏まえ、各校の体力向上の取組や学校・家庭・地域の連携により、

総運動時間の少ない児童生徒の運動時間の拡大や運動の習慣化に取

り組みます。また、児童生徒の肥満傾向の改善に向けて、関係部局

と連携し、地域・家庭とともに、子どもたちの生活習慣の改善を推

進してまいります。特に「食」については、安全・安心な学校給食

はもとより、子ども自身の食に対する関心や家族や生産者への感謝

の気持ちを育ててまいります。 

 

第５に「いわての復興教育の充実を図る学校づくり」であります。 

「いわての復興教育」の推進につきましては、「いわての復興教育」

プログラムに基づき、各学校の学校経営方針に復興教育を位置づけ、

「郷土を愛し、その復興・発展を支える人材を育成する」ために、

継続して「いきる」「かかわる」「そなえる」という３つの教育的価

値を実践的に育ててまいります。 

また、各学校の防災体制の確立と児童生徒の防災意識の向上に向

けた教育を展開することにより、自らの命を守り抜くために必要な

「主体的に行動する態度」を育成してまいります。 

 

第６に「キャリア教育の充実を図る学校づくり」であります。 



8 

今日の日本社会の様々な面において、産業構造や就業構造の急激

な変化、子ども・若者の変化等、社会全体を通じた構造的問題が存

在しております。その中で子どもたちが「働くことの喜び」や「世

の中の厳しさ」などを知り、将来の生き方や進路選択に夢や希望を

持つことは、喫緊の課題であります。児童生徒が自己の在り方、生

き方を考え、主体的に進路を選択し、社会人・職業人として自立す

るための能力を育むため、子どもの発達段階に応じ、学校教育活動

全体で計画的・組織的に、「総合生活力」や「人生設計力」の育成を

図ってまいります。 

 

第７に「特別支援教育の充実を図る学校づくり」であります。 

各小中学校においては、「学びのユニバーサルデザイン」に基づく

実践を深め、「共に学び、共に育つ教育」の実現を推進してまいりま

す。 

特別な教育課程による支援を必要とする児童生徒につきましては、

町の就学支援委員会において、医療や福祉等の専門的な見地からの

指導・助言に基づき、本人や保護者の意向を尊重しながら、就学相

談を進めてまいります。現在、設置されている特別支援学級につい

ては、児童生徒、保護者の教育的ニーズに応じた支援体制の充実に

努めます。また、発達障がいについての理解を深めるための教員研

修の充実を図るとともに、生活や学習のサポートを行うスクールヘ

ルパーの配置を継続します。なお、平成 29年度上平沢小学校に特別

支援学級の設置が認められ、西部・東部地域にも小中学校各１校の
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特別支援学級が配置されることとなりました。 

 

重点施策の最後は、「安全・安心な学校づくり」であります。 

今まで述べてきた諸施策は、第一に「健やかな体と命があってこ

そ」であり、「安全・安心な学校づくり」は全ての基盤となるべきこ

とであります 

登下校時における児童の安全確保については、通学路安全推進会

議により、今後も通学路における危険箇所の把握や対策について協

議を行い、関係機関と連携した上で、より一層通学路の安全確保に

努めてまいります。 

また、スクールガードの協力を得ながら、地域の見守り活動を進

めていくとともに、児童生徒自身が自ら判断し行動できるよう、引

き続き安全教育を強化してまいります。なお、平成 29年度スクール

ガードリーダーを１名増員する予定です。 

学校施設の整備・維持管理につきましては、今後とも児童生徒の

安全確保の観点に立ち、危険度の高いもの及び緊急性を最優先した

上で、計画的に整備及び修繕を図ってまいります。 

  

次に、学校給食について申し上げます。 

 

 児童生徒が食に関する情報を正しく選択し、自分の健康を自ら管

理していく自己管理能力を身につけ、生涯を通じて健全な食生活を

実践できるよう、食育をはじめとする教育の一環として、学校給食
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を推進してまいります。 

以下、４つの重要施策について申し述べます。 

 

 第１は、「安全・安心で魅力ある学校給食の提供」であります。 

 学校給食調理に関する基準等を順守し、地場産をはじめとする良

質な食材の確保、行事食や希望献立の採用などによる魅力ある給食

を提供するとともに、食材の検収から配送までの一連の作業工程に

おける衛生環境の確保を図ってまいります。 

 

 第２は、「食育推進への積極的な取組み」であります。 

 食育基本法や紫波町食育・地産地消推進計画の趣旨を踏まえ、理

想的な栄養の摂取や伝統・郷土食等に配慮した生きた教材としての

学校給食を通して、食べ物を大切にする心を育むとともに、減塩・

適塩など望ましい食習慣や食事マナーの向上を図ってまいります。

さらに、栄養教諭を中心に学校と連携し、食に関する指導の充実に

努めてまいります。 

 

 第３に、「学校給食費の効率的運用と公平負担の推進」であります。 

 低廉かつ良質な給食食材を効率的に購入するため、年間及び月別

の入札を実施するとともに、学校給食費の公平負担の理念に基づき、

適正な収納事務に努めてまいります。 

 

 第４に、「施設・設備の老朽化対策」であります。 
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 学校給食の安定した提供に向けて、施設設備の延命化を図るため、

定期的な点検・補修を行い能力・性能の維持を図ってまいります。 

 

続いて、生涯学習・社会教育について申し上げます。 

生涯学習の取組につきましては、紫波町民憲章の理念を掲げた教

育行政目標を達成するため、郷土愛に根ざした社会教育の推進を図

ってまいります。その際、学校・家庭・地域と連携を図り、子ども

から大人まで町民一人ひとりが主体的に取り組むことができる学習

環境を整備・充実し、町を担う人材の育成を目指してまいります。 

次に、５つの重点施策について申し述べます。 

 

第１は「子どもの成長を見守る地域活動の支援」であります。 

教育振興運動は、「地域ぐるみで地域の教育課題を掘り起こし解決

する自主的・自立的な運動」であり、子どもたちと共に保護者・地

域の方々も学び、成長することができる、優れた社会教育実践の場

でもあります。また、社会参加活動の支援や子どもの居場所づくり

事業を推進する中で、地域の実情を反映した多様な学校外での社会

体験や自然体験をとおして、協調性や忍耐力、自制心など新たな時

代を生き抜いていく力を育むことを目標に、教育振興運動のさらな

る伸展を図ってまいります。 

 

第２に、「快適に学び続けられる環境づくり」であります。 

中央公民館及び地区公民館、紫波町図書館、野村胡堂・あらえび
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す記念館は地域住民にとって最も身近な学習や文化活動の拠点とい

うだけではなく、交流の場としても重要な役割を果たしております。 

このため、自己の充実・啓発や生活向上のため、多様な学習の機

会の提供が求められており、自ら学びたいと思う魅力ある講座の開

設、学習情報の提供などが望まれています。また、子どもや若者、

働き盛りの世代も含めて、地域住民全体が気軽に集える、人づくり・

地域づくりをめざした地域貢献に向けた諸活動の拠点として、施設

の運営に努めてまいります。 

なお、昭和 54 年以来、37 年間活動してきた勤労青少年ホームは

近年の社会状況や生活様式の変化に鑑み、本年９月末で閉所する予

定であります。引き続き、その機能・事業・活動を中央公民館の事

業に再編し、青年他団体や多様な年齢層との交流により、発展的に

取り組んでまいります。 

 

第３に、「学習成果を活かす場づくり」であります。 

中央公民館及び地区公民館での学習成果を発表しあい相互に交流

していくことは、個人の生きがいや喜びであると同時に、町民同士

の域内交流の活性化・発展にとっても必要なことと考えます。発表・

交流の場として町芸術祭などを開催するとともに、学習成果を地域

に還元し活かす場の提供を図ってまいります。また、地域住民の方々

が自主的に行う活動を支援するため、まちづくりに積極的に参加す

る個人、団体の育成を図ってまいります。 

野村胡堂・あらえびす記念館は指定管理２年目となることから、
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運営や事業展開の改善等に鋭意取り組み、県や町はもとより、全国

に記念館の価値や活動を発信・普及してまいります。 

 

第４に、「郷土の文化的財産の保存と有効活用」であります。 

当町には、有形文化財や無形文化財、天然記念物など国、県及び

町の指定する文化財のほか、多くの埋蔵文化財包蔵地があります。

これらの適正な保護や学術的な価値化に努めてまいります。また、

郷土芸能や民族芸能の伝承活動等を支援することで、郷土愛に繋が

る地域の財産として活用を図ってまいります。 

なお、本年１月に行われた東京都日野市との姉妹都市盟約の締結

は、名誉町民である「巽聖歌」を通じた民間の文化交流がきっかけ

となったものであります。今後とも、先人顕彰や文化活動を支援し、

郷土の文化財の価値づけや活用等に努めてまいります。 

 

重点施策の最後第５は、「スポーツに親しむ機会の提供」でありま

す。 

スポーツを通じて健康で豊かな生活を営むことは、全ての町民が

望むところであります。町民だれもが気軽に参加できる、スポーツ・

レクリエーション事業を開催し、健康寿命を伸ばすことを一つの目

標として、体力づくりや基礎体力の向上など、関係団体と連携を図

りながら、スポーツに親しむ機会の提供に努めてまいります。 

昨年開催されました国体は、本町での自転車競技も含め、大成功

の裡に終了いたしました。そこで確認されました「健康や運動の大
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切さ」「努力している人への賞賛や感動」「協力や交流」など今後と

も町民の大切な価値として、今後の施策に反映してまいる所存です。 

社会体育施設や運動公園の運営につきましては、指定管理者であ

る一般財団法人紫波町体育協会と連携を図り、安全で快適なスポー

ツ環境の提供に努めてまいります。 

また、2020年東京オリンピックの開催にあたり、国内外において

ますますスポーツに注目が集まってまいります。オガールベースと

連携したバレーボールオリンピック出場チームの事前合宿誘致の取

り組みや、盛岡広域圏のスポーツツーリズムの取り組みを通じて、

賑わいの創出や地域振興にも寄与してまいります。 

 

続いて、子どもの育ちと子育てについて申し上げます。 

 

乳幼児期のより良い育ちは、小学校以降の義務教育に向けた教育

の基礎を培うものであり、また成長したのち実社会において、たく

ましく生活し自らの幸せをつかむ力の基礎を養う大事な土台であり

ます。このことを包括的に実現していくために、こども課を中心に

より良い「子育ち」と「子育て」の支援に取り組んでまいります。 

以下、５つの重点施策について申し述べます。 

 

第１は、「安心して子どもを預けることができる保育、小学校放課

後における児童の居場所環境の整備」です。 

そのため、待機児童の増加、需要と供給のアンバランス、施設の
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老朽化など、さまざまな課題解決に向けた総合的な検討を進めてま

いります。 

 

第２は、「子育て家庭の寄り添いの場、学びの場の整備」です。 

保健センター、保育所、児童館、幼稚園、認定こども園、子育て

支援センター、地域の子育ての支援の場など、それぞれの資源や強

みを活かし、専門的、あるいは家庭的な様々な環境を整備し、保護

者への寄り添いの場や学びの場づくりを多様に展開してまいります。 

 

第３は、「生きる力の根っこを育てる就学前教育の推進」です。 

子どもたちの生きる力の育みを実現するため、就学前教育の在り

方について研究を進め、保育の質のよりいっそうの向上を図り、充

実した保育を実践してまいります。子どもの育ちを、誰でもわかり

やすく、理解ができるようにし、保護者や学校、地域の皆さんへ情

報を発信し、保育者、保護者、教員、地域の皆さんの、就学前教育

に対する共通理解を深め、地域社会全体で「子育ち」を応援する環

境づくりを進めます。 

 

第４は、「子育ち」の支援として、「個々の育ちに応じた支援の推

進」です。 

友達との関係や様々な悩み、あるいは障害や発達の特性等により

学校生活や日常生活の中で困難さを抱えている子どもや、そのよう

な子どもの育て方に悩んでいる保護者が増えています。すべての子
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どもの豊かな育ちを実現するため、それぞれが抱える悩みや問題に、

より専門的に対応できる中核的な施設として「紫波町こどもセンタ

ー」を開設します。 

ことば・理解・運動・行動などの子どもの発達に関する相談を行

う「こどもの育ち相談室」、言葉の発達に課題がみられる就学前児童

を対象に早期から訓練を行い、就学期の円滑な学習を支援する「幼

児ことばの教室」、心理的理由等により登校できない状態にある児童

及び生徒に対して、適切な指導・援助を行い、不登校児童生徒の在

籍校への復帰を支援する適応支援教室「はばたき」を設置します。 

また、学校や社会に適応していくスキルをトレーニングする「療

育教室」や保護者の学びの場としての「ペアレントトレーニング」

事業等を進めてまいります。 

 

第５は、「児童虐待防止と対応」です。 

児童の虐待問題は、子どもの発達障害からくる子育ての困り感、

経済的な問題、保護者の養育力の低下など、様々な要因が複雑に絡

み合う案件が多く、子どもを取り巻く環境を総合的にとらえ、子育

ての困り感への早期支援、養育力を身につける学びの場、福祉制度

の活用など、関係機関との連携を図り防止するとともに、児童施設、

学校、地域などの連携による早期発見、対応に努めます。 

 

以上、平成 29年度紫波町教育委員会の重点施策の一端を申し上げ

ました。紫波町の「今と未来」のため、「人づくり」の使命を自覚し、
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教育委員会こぞって、各施策の実施に邁進してまいります。議員各

位をはじめ、町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ演述と

いたします。 


