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教 育 行 政 方 針 

 

令和２年矢巾町議会定例会３月会議に当たり、令和２年度の矢巾町教

育行政方針を申し上げます。 

本町の教育行政の推進につきましては、議員各位並びに町民の皆さま

のご理解とご支援に心から感謝申し上げます。 

はじめに、町長の施政方針でも申し上げましたとおり、令和２年度に

行われる機構改革におきましては、教育委員会では、教育委員会事務局

に子ども課を新設し、要保護家庭や虐待事案等のハイリスクを抱える子

どもと家庭への対応強化を図りつつ、子どもの育ちを就学前から支援し、

小学校就学へと切れ目なく繋げるように学務課から名称変更する学校教

育課と連携してまいります。 

それでは、新年度の主な施策の方針について述べさせていただきます。 

本町の教育におきましては、教育の政治的中立性、継続性や安定性を

確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制

の構築に努めます。そして、「総合教育会議」において町長と教育委員会

が、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しな

がら、連携して取り組んでまいります。 
第７次矢巾町総合計画に掲げられた、７つのまちづくりの施策方針で

あります「健やかな生活を守るまちづくり」や「時代を拓き次代につな

がるひとづくり」の子育て支援の充実などの教育分野における方針実現

のため、矢巾町教育大綱及び矢巾町教育振興基本計画等で定められた基

本的な実施計画の内容について、児童福祉及び学校教育の諸施策を推進

してまいります。 

特にも、機構改革による新体制のもと、幼児教育や保育の支援体制の

さらなる充実を図り、幼保小の連携による相談機能や子育て支援ネット
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ワークを活用しながら関係機関との緊密な連携を円滑に進め、子どもの

育ちを就学前から切れ目なく支援するほか、子育て環境の柔軟で充実し

た支援体制を構築することを目的として、学校給食共同調理場及び煙山

保育園の民営化を含めた持続可能な運営形態の在り方について検討して

まいります。 

また、矢巾町の将来を担う子どもたちのために、いじめのない学校や

社会の実現を目指します。そして、子どもたちが自分や他者の命を大切

にすること、将来への希望を大きくふくらませ、矢巾町で育ったことに

誇りを持ち、地域との協働により郷土の発展に尽くすこと、そして、生

涯にわたり心豊かで充実した生活を送ることができるよう、「自分を 人

を そしてふるさと矢巾を 愛し大切にする 人づくり」を基本目標に、

教育の施策を推進してまいります。 

 

それでは、児童福祉及び学校教育の充実に係る二つの施策についてご

説明いたします。 

第１に、子ども・子育て支援の充実についてであります。 

子ども課では、子育て支援部門の集約化により核家族化や共働き等の

社会環境の変化による様々な子育てニーズに対応し、妊娠期から子育て

期全般にわたる切れ目のない支援により、地域全体で子育てを支援する

体制をより一層強化してまいります。 

また、教育委員会が幼児教育・保育を担うことにより、小学校の就学

を見据えた幼児教育の充実が可能となり、幼児教育から小学校教育への

子どもの学びの連続性を図りながら、令和２年度から始まる第２期「矢

巾町子ども・子育て支援事業計画」のもと、児童福祉を推進してまいり

ます。 

特にも、保育士等の確保や保育施設の整備による保育環境の充実によ

り、待機児童の解消に努めるほか、保育料や副食費の保護者負担軽減に
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よる経済的な支援、保育園や児童館等への送迎や急用で子どもを預けた

い等の子育てニーズにきめ細やかに対応するため、地域の支援者との調

整を行うファミリー・サポート・センター事業の新たな実施に向けて取

り組んでまいります。 

併せて、現在、町内の保育施設５か所で実施している体調不良児保育

事業のほか、紫波町と連携協定を締結している病児保育事業については、

昨年度に盛岡市及び滝沢市とも協定を締結し受入施設の拡大をしており

ますが、町内施設における受入体制整備について今後も検討を進め、さ

らなる拡大にも努めてまいります。 

また、町内４か所で運営しております児童館については、放課後子ど

も教室の実施を拡大し、子どもたちの居場所をつくり、健全な遊びを通

して、子どもの生活の安定と子どもの能力の発達を支援してまいります。 

次に、児童虐待防止体制についてですが、子どもが心身ともに健やか

に育成されるように子育て家庭からの相談を受けて、必要な情報提供や

専門的な支援などを拡充するために、子ども家庭総合支援拠点を新設し

ます。虐待により子どもの大切な命が失われることがないように、養育

の支援が必要な家庭や養育に不安を感じている家庭へ予防的に介入をし

ながら、相談窓口の充実と各関係機関とも緊密な連携を図り、命を守る

体制の強化に努めてまいります。 

 

第２に、学校教育の充実についてであります。 

知・徳・体のバランスを重視した教育の推進については、進んで学習

に取り組む児童生徒、人格や生命を尊重して行動できる児童生徒、健や

かな体をつくる児童生徒を育むため、知・徳・体の調和とバランスを重

視した教育を行います。そして、「確かな学力の保障」と「豊かな心の育

成」、「健やかな体の育成」を基本にしながら「生きる力」を育んでまい

ります。 
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「確かな学力の保障」については、基礎・基本の定着を図るとともに、

それまでに学んだことを活用して課題を解決する力や自ら進んで学習に

取り組む態度を育みます。また、具体的な取り組みとして、令和２年度

には、各中学校で単元テストや定期テストなどの採点や集計をシステム

化する「テスト採点、集計システム」の導入を進めてまいります。この

システムにより、児童生徒個々のテスト結果が詳細にデータ化され、不

得意分野や学習過程の中でどの部分でつまずきがあるかなどが明確とな

り、より的確な指導が可能となり、学力向上が期待されるほか、教員の

仕事の効率化にもつながると考えています。そのほか、経験を生かして、

現在や将来を見据えることなどを主眼として行われるキャリア教育を推

進するほか、小学校５・６年で教科となる英語教育や、小学校３・４年

で実施される外国語活動に対応するため、ＡＬＴ（英語指導助手）の他

に外国語活動支援員の配置を継続するとともに、県配置の英語専科講師

を引き続き要望し、さらなる指導体制の改善及び充実にも努めてまいり

ます。 

次に、「豊かな心の育成」を行うことについては、生命を尊ぶとともに、

してはならないことはしないといった倫理意識などの確立のため、教科

化された道徳教育の充実や生徒指導の充実に努めてまいります。そのほ

かにも、学校不適応や不登校児童生徒、問題行動等への対応のために教

育相談担当者やスクールカウンセラーが、幅広く相談にのる教育相談機

能を充実させるほか、小中連携推進会議等の取り組みなどにより、学校

における諸課題の解決に取り組んでまいります。 

 「健やかな体の育成」については、教員の体育の授業力の向上に努め

るとともに、地域のスポーツ指導者や大学生の活用により、体育活動の

充実に努めるほか、心身の健康保持増進のため、各種健診を行い事後指

導の充実に努めます。 

 さらに、家庭・地域と連携した学校経営の推進については、保護者・
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地域とともに子どもを育み、全小中学校で自己評価、学校関係者等によ

る学校評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果を活用して

継続的に学校運営の改善を図ります。 

いじめ問題の対応については、各学校において「いじめの見逃し０
ゼ ロ

」

を掲げ、いじめの早期発見と早期対応に努め、学校全体で情報の共有を

行い、組織的な取組体制により実効性のある対応を引き続き行ってまい

ります。 

具体的な取組みとしては、人権を考える授業、いのちの尊さを考える

道徳やその他の教育活動、ＱＵいわゆる「楽しい学校生活を送るための

アンケート」を実施することにより、児童生徒一人ひとりについての理

解を深め、学級集団の状態と今後の学級経営の方針を把握分析します。

さらに、定期的なアンケートや教育相談も継続して行います。 

また、福祉部門主催の「心の授業」を多くの児童生徒及び教員が受講

できるように連携して事業を推進いたします。 

なお、学校内におけるいじめ問題の未然防止や困りごとなどの相談対

応に、各学校と連携して対応するため、引き続き教育問題相談員を配置

いたします。 

また、子どものまわりで起きる問題や困りごとなどに対する心理面へ

の対応や、家庭環境による問題について、関係機関や教員と連携したり

支援する専門家として、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーを配置し、様々な問題に対応してまいります。 

さらに、いじめ防止については、いじめは決して許されない行為であ

るとともに、いじめられている子どもがいた場合には最後まで守り抜き、

いじめをしている子どもにはその行為を許さず、毅然として指導すると

ともに、どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものであることを十

分認識のうえ、その防止と対策に当たり、子どもたちには「自分がされ

ていやなこと、言われていやなこと」は、しない言わないことを全ての
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学校で指導してまいります。 

また、教育問題相談員の学校訪問や教育委員会として各学校のいじめ

対策委員会に参加して情報を共有し、学校と緊密な協力体制を築きなが

ら様々な事案の解消に向けて、さらに取り組んでまいります。 

また、学校ネットパトロールの実施や、児童生徒がスマートフォン等

を持たない基本原則を維持しつつ、現実に持っている又は持たせなけれ

ばならない場合における使用のルールについて、引き続き学校及び児童

生徒とともに考え、インターネットによる被害の防止に努めます。そし

て、将来にわたって本町の子どもたちが安心して学び、健やかに成長す

ることが出来るよう、更なるいじめ防止対策に取り組んでまいります。 

次に、計画的な施設更新整備については、建築して数十年以上経過し

た学校の校舎内外施設等の老朽化が見受けられることから、令和２年度

中に策定する公共施設等の管理に係る個別施設計画に基づく計画的な老

朽化対策のほか、日常的な施設・設備点検の徹底と小規模修繕に早急に

対応し、児童生徒が安全に学べるよう、施設の適切な維持管理に努めて

まいります。 

設備面では、国で示されている「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向

けて、児童生徒一人一台端末の整備の推進と煙山小学校パソコン教室内

の機器の更新のほか、学校設備や備品などの更新を計画的に進め、児童

生徒の学習環境の充実に努めるとともに、パソコンや、タブレット端末、

インターネットなどの情報通信技術を活用したＩＣＴ教育に引き続き取

り組んでまいります。 

なお、児童生徒一人一台端末の整備に向けては、機器の活用方法や情

報管理、情報モラル教育を児童生徒のみならず、教職員に対しても適切

に行っていく必要があることから、教育委員会が主体となってサポート

してまいります。 

また、学校給食共同調理場については、安全・安心な給食を安定的に
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提供するため、経年劣化が見られる施設や機器、備品の修理、更新を計

画的に図ってまいります。 

適応支援及び特別支援を含めた教育環境の充実については、児童生徒

一人ひとりの状況に応じた指導の充実を図るため、適応支援員や特別支

援教育支援員の配置を継続して行っておりますが、引き続き、個別に支

援が必要な児童生徒への対応を強化できるよう進めてまいります。また、

児童生徒の生命・身体を脅かす出来事や、教員の不適切な言動や体罰な

どが起きないよう、学校における指導の徹底を図ります。 

地域においては、現在、各種見守りネットワークやスクールガードな

どにご協力いただき、登下校時や学校外において児童生徒を見守ってい

ただいております。今後も、地域の防犯ボランティアの方々にお世話に

なるとともに、併せて、児童生徒が自然災害の危険から、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、学校防災体制

をしっかりと確立してまいります。 

また、児童の安全確保については、煙山小学校周辺におけるゾーン３

０規制を実施するよう要望しておりましたが、紫波警察署から規制実施

の決定通知を受け、標識設置や道路標示設置工事を経て来月より運用が

開始されることとなりました。 

今後も、必要な場所に交通規制がなされるよう、紫波警察署に対して

要望を継続してまいります。 

児童生徒の保護者に対する経済的支援については、就学援助費の支給、

遠距離通学費バス利用者補助や、クラブ活動でのスポーツ及び文化活動

に係る各種大会に参加する児童生徒の負担軽減を図るための大会参加費

補助を引き続き行い、児童生徒が安心して目標に向けて活動できる環境

を整えてまいります。学校を支える教育環境の充実については、矢巾町

教育研究所が主体になり、教職員の研修・研究事業や調査事業並びに広

報の発行を行ってまいります。 
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また、幼児児童生徒の教育に関わる不安や悩みについての教育相談、

学校復帰をめざして様々な活動を行うこころの窓の開設、ことばの発音

に課題がある幼児に対する調査及び指導や支援を行う幼児おはなし教室

の開設とともに、各相談業務および教育環境の更なる充実に努めてまい

ります。 

学校給食についてですが、給食は、成長期の子どもたちの身体づくり

を支える大切なものであるという認識のもと、食について学ぶことは生

涯にわたる健康保持にもつながることから、食育をさらに充実させると

ともに、多様な食材を適切に組み合わせ、栄養バランスがとれた、安

全・安心でおいしい学校給食を提供してまいります。 

 また、食材に町内産農産物を優先的に取り入れながら「郷土食」や

「行事食」を提供することで、学校給食を通して、児童生徒が地域に受

け継がれてきた文化や伝統に対する理解と関心を深め、郷土愛を育むき

っかけとなるよう、引き続き取り組んでまいります。 

 さらには、年々複雑、多様化しております食物アレルギーへの対応に

つきましては、保護者、学校、関係機関との連携をよりいっそう密にし、

可能な限り除去食等の対応を行うとともに、教職員をはじめとした関係

者へのアレルギー対応についての研修等により、対応力の向上を図り、

事故防止に努めてまいります。 

そのほか、保護者の利便性の向上、学校給食費の徴収・管理業務の効

率化、教職員の負担軽減等を目的として、学校給食の公会計化への移行

に着手してまいります。 

学校運営協議会いわゆるコミュニティ・スクールについては、コミュ

ニティ・スクールのメリットである学校と地域との組織的・継続的な協

働による持続可能な体制の構築、子どもたちがどのような課題を抱えて

いるのか、地域でどのような子どもを育てていくのかという目標やビジ

ョンを共有した社会総掛かりの意識を醸成します。そして、より良い活
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動としていくために熟議を通した協働活動を地域と学校が進めていくこ

とに加えて、子どもたちの９年間を一貫して見守り、育てていくために、

町立小学校４校及び中学校２校のそれぞれの特徴を尊重しつつ、矢巾町
・ ・ ・

の
・

子どもたちとして全６校をひとつの学校と見立てた「矢巾型コミュニ

ティ・スクール」を導入します。 

なお、コミュニティ・スクールの導入にあたっては、これまで培われ

てきた教育振興運動の基盤を大切にしながら、どのように学校経営に地

域の意見を反映させていくかに注意しながら進めてまいります。 

奨学金制度の見直しについては、上級学校に進学する生徒に対する無

利子型奨学金貸付事業を引き続き行い、家庭の教育費負担を軽減する施

策を推進してまいります。さらに、就学意欲がある方が経済的な理由で

就学をあきらめることがないように、給付型奨学金事業の導入に向け取

り組んでまいります。 

スクールバスの導入については、町内児童生徒の遠距離通学の利便性

の向上及び安全の確保が必要となることから、安心して通学できる環境

整備のため、スクールバスの導入を検討してまいります。 

学校規模及び通学区域の適正化については、岩手医科大学附属病院の

移転に伴う人口の流入などの影響により、学校間で児童生徒数に偏りが

更に生じてくることが考えられることから、適正な学校規模及び適切な

学校教育環境の確保に向けた学区の見直しについて、町の行政区の動向

を注視しながら、様々な選択肢の検討に着手してまいります。 

最後に、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標であ

るＳＤＧ ｓ
エス・ディー・ジーズ

に関する取り組みとして、先日行われた子ども議会におい

て、ＳＤＧｓの１７項目の目標を取り上げました。教育委員会としても、

ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」に取り組み、児童生徒ひ

とりひとりにとって最適な教育を「誰一人として取り残さない」の理念
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のもと、教育委員会と町内の各小中学校が連携しながら取り組んでまい

ります。 

以上、令和２年度における本町の教育行政方針の基本的な考え方を述

べましたが、教育委員会として、施策の点検評価等を行い、着実に施策

を推進してまいりますので、議員各位をはじめ町民の皆さまのなお一層

の御理解と御指導を賜りますようお願い申し上げまして、令和２年度の

教育行政方針といたします。 


