
令和元年度第１１回滝沢市教育委員会議定例会議事日程  

 

 

令和２年２月２６日（水）  

１６時００分～１７時００分  

滝沢市役所 ３階 庁議室  

 

 

日程第１  会議録署名委員の指名について  

 

日程第２  会期の決定について  

 

日程第３  教育長事務報告  

 

日程第４  議案第１号 令和２年度教育施政方針について  

 

日程第５  議案第２号 学校職員の人事異動の内申に関し議決を求めることについて  

 

日程第６  事務報告１ 滝沢市議会定例会２月会議について  



教　育　長　事　務　報　告　書

令和2年2月26日

月　　日 曜 事　　　　　　　　　　　　　　項 場　　　　所

1月29日 水 市スポーツ推進審議会 庁内

〃 〃 部活動の在り方検討会 庁内

〃 〃 第2回市立学校給食センター運営委員会 庁内

1月30日 木 市長施政方針検討会 庁内

〃 〃 いじめ防止等対策協議会 庁内

〃 〃 第２回市生涯学習推進会議 庁内

1月31日 金 県道徳教育研究会
滝沢南中、滝沢中央小、ビックルー
フ滝沢

2月2日 日 市議会市民会議 庁内

〃 〃 第１５回新春初踊り ふるさと交流館

2月3日 月 ３月補正予算市長査定 庁内

２月３日
～５日

月～水第３回人事異動等調整会議 盛岡市「ホテル大観」

２月５日
～７日

水～金市議会２月会議 庁内

2月7日 金 県教育委員会と市町村教育委員会との意見交換会 盛岡市「サンセール盛岡」

2月9日 日 滝沢ふるさと会総会・交流会 東京都

2月10日 月
青少年交流の家施設業務運営委員会及び
みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会

青少年交流の家

2月12日 水 教育施政方針検討会 庁内

〃 〃 第１１回校長会議 庁内

2月14日 金 第３回副校長会議 庁内

〃 〃 岩手地区校長会謝労会 盛岡市「サンセール盛岡」

２月１７日
～１９日

月～水第４回人事異動等調整会議 盛岡市「ホテル大観」

2月20日 木 第３回チャレンジデー総会 庁内

〃 〃 議会全員協議会 庁内

2月21日 金 第５回人事異動等調整会議 盛岡市「合同庁舎」

〃 〃 第２回教務主任会議 庁内

2月22日 土 鵜飼小学校吹奏楽団「たびだちコンサート」 鵜飼小学校

2月25日 火 第３回特別支援教育巡回相談推進会議 庁内

2月26日 水 第２回市生涯学習推進協議会 ビックルーフ滝沢

〃 〃 第２回市社会教育委員会議 ビックルーフ滝沢

〃 〃 第１１回教育委員会議 庁内



議案第 １ 号 

 

令和２年度教育施政方針について  

 

令和２年度教育施政方針を定めることについて、議決を求める。  

 

 

令和２年２月２６日提出 

 

滝沢市教育委員会教育長  熊 谷 雅 英 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由 

令和２年度教育施政方針を定めるものである。これが、この議案を提出する理由である。  



 

 

令和２年滝沢市議会３月会議 

 

 

 

 

 

教 育 施 政 方 針 

 

 

 

 

 

 

滝沢市教育委員会 

 



 

１ 

 本日ここに、令和２年滝沢市議会３月会議が開催されるに当たり、令和

２年度の教育行政推進の基本的な考え方と主要施策について申し上げ、市

民の皆さん並びに議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

昨年は、滝沢中央小学校が開校し、子ども達がゆとりと温かみのある学

習環境の中、夢や目標に向かってのびのびと学校生活を送っております。 

また、滝沢第二中学校女子チームが盛岡市内一周継走大会で初優勝を果

たしたほか、滝沢南中学校の新体操部が東北中学校総合体育大会において

男子団体の部で２年ぶり１４度目の優勝、鵜飼小学校吹奏楽団が全日本小

学校バンドフェスティバル岩手県大会で１３年連続金賞を受賞するなど、

子ども達の目覚ましい活躍があり、市民に感動を与えました。 

今年は、夢や希望に溢れた「東京２０２０
ニイゼロニイゼロ

オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会」が開催されます。聖火リレー等を通じて子ども達にその感動

が感じられるよう取り組みを進めてまいります。 

 小学校においては、令和２年度から新学習指導要領が全面実施となるこ

とから、新しい時代に必要とされる資質・能力の育成に努めてまいります。 

 このような中、教育委員会と致しましては、学びにより生きがいとやり

がいのある充実した人生を送ることができる滝沢を、そして次代を担う子

ども達のために、また、市民が求める教育行政に応えられるよう、時代に

即した教育施策を推進してまいります。 

以下、順次、主な教育施策５項目について申し上げます。 
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第１に、生き生きと学習できる教育基盤の充実について申し上げます。 

この施策では、子ども達が生き生きと学習できる、居心地の良い、安全

安心な教育基盤の充実を目指してまいります。 

まず、居心地の良い教育環境の充実については、児童生徒が経済的な理

由により、就学に影響が生じ、その機会を失うことの無いよう、教育の機

会均等を守る観点から「就学援助、就学助成制度」について、引き続き実

施してまいります。 

教員の働き方改革については、部活動指導員の配置を継続するなど、教

員の多忙化解消のための取組を進めてまいります。 

次に、安全安心な教育施設の整備については、小中学校の施設の維持管

理や修繕、整備は、児童生徒の学習環境を確保する上で重要であり、安全

安心を最優先として進めてまいります。 

令和元年度に着手した鵜飼小学校の大規模改修工事を進めるとともに、

教育環境の改善のため、学校トイレの洋式化を促進してまいります。 

また、学校の放送設備については、計画的に改修工事を行い、教育施設

の環境整備に努めてまいります。 

 

第２に、「生きる力」を育てる学校教育の充実について申し上げます。 

この施策では、本市の目指す学校像として「『正義』と『信頼』の学校」

を掲げ、子ども達が安心していきいきと生活できる学校づくりを目指し、

滝沢市学校教育目標である「明るく かしこく たくましい子ども」の育

成に取り組んでまいります。 

まず、確かな学力を育む教育の推進については、基礎・基本が確実に定

着するよう学習指導の充実を図るとともに、家庭学習の充実に努めてまい



 

３ 

ります。 

学習指導の充実については、令和２年度に小学校、令和３年度には中学

校において新学習指導要領が全面実施となることから、「滝沢市小・中学校

ジョイントアップ・スクール事業」を通じて、新学習指導要領の趣旨を踏

まえた授業改善に小中学校が連携して取り組んでまいります。 

学習指導要領の改訂に伴い、小学校では外国語教育の授業時数が増加と

なることから、外国語指導助手やデジタル教材の活用により、授業の充実

を図ってまいります。 

また、令和２年度は、本市を会場に北海道・東北地区小学校家庭科教育

研究大会岩手大会が開催されることから、本市の教員が講演会等を通して

授業の在り方について研修することにより、指導力の向上に努めてまいり

ます。 

次に、豊かな人間性や社会性の育成については、道徳の授業を始め、各

教科、総合的な学習の時間など、あらゆる学校教育活動を通して、「友達や

自分の命を尊重する態度」「思いやりの心」「郷土を愛する心」の育成に取

り組んでまいります。 

いじめの防止については、「いじめをさせない、見逃さない」という共通

意識のもと、家庭、地域と一体となった取組を進めてまいります。 

また、特別な支援を必要とする児童生徒や不登校傾向のある児童生徒へ

の支援をきめ細かく行うため、「特別支援教育支援員」「あったかハート支

援員」の小中学校への配置を継続し、児童生徒一人一人に応じた支援によ

り安心して学校生活を送ることができるよう努めてまいります。 

これらの取組を充実させるため、各学校の学校教育振興協議会を活用し、

地域の学校教育への支援体制の強化と教育活動の充実を図ってまいります。 
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次に、健康・安全活動の支援については、教育振興運動の取組と連携し、

「早寝、早起き、朝ごはん」の取組を推進することにより、望ましい生活

習慣の定着に取り組むとともに、「元気・体力アップ６０（ろくまる）運動」

に取り組み、運動やスポーツに親しむ態度の育成と運動の習慣化を図り、

児童生徒の健康保持増進に努めてまいります。 

また、児童生徒の安全については、「滝沢市通学路安全推進会議」や「地

域ぐるみの安全体制整備推進会議」を開催し、関係機関と連携を図り、通

学路や交通安全施設等の安全安心な環境整備に取り組むとともに、スクー

ルガードやＰＴＡ、地域等の協力を得ながら、通学路の安全や通学時の交

通安全指導を徹底し、児童生徒の安全意識を高めるよう努めてまいります。 

 

第３に、学校給食による望ましい食習慣の実現について申し上げます。 

 この施策では、安全安心な学校給食の提供と食育の推進を目指してまい

ります。 

 まず、安全安心な学校給食の提供については、学校給食センター施設設

備の計画的な改修整備や徹底した衛生管理により、安全な給食を提供する

とともに、学校給食食材生産供給組合との連携を図りながら、安心な地元

産の農産物を積極的に活用し地産地消の推進に努めてまいります。 

また、児童生徒が健やかに成長できるよう、栄養バランスのとれた魅力

ある給食を提供してまいります。 

次に、食育の推進については、児童生徒が将来にわたって健康に生活し

ていくため、望ましい食習慣や、食に関する知識と能力を発達段階に応じ

て身につけることができるよう、学校と連携を図り、学校給食を生きた教

材として活用しながら食に関する指導の充実に努めてまいります。 
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第４に、生きがいが持てる学びの環境の構築について申し上げます。 

 この施策では、「地域が人を育て、人が地域をつくる好循環」づくりを

促進し、生きがいとやりがいのある充実した人生を送ることができる学び

の環境の実現を目指してまいります。 

まず、学びによる生活の質の向上については、スポーツや文化芸術、講

座・セミナー等の情報をまとめた「生きがいとやりがいの学びガイド」の

発行や各種講座を実施することにより、全ての世代を対象とした学びと活

躍の場の充実に努めてまいります。 

また、「子ども会リーダー養成研修」や「ジュニアリーダーズセミナー」、

「学びフェスタ」等を開催するとともに、地域と連携して進めている教育

振興運動を通じて児童生徒の健全育成に努めてまいります。 

 次に、スポーツによる健康づくりの推進については、行政・市民が一体

となったスポーツイベント「市民体育祭」や「スポーツフェスティバル」、

昨年初挑戦し広報アイデア賞に輝いた「チャレンジデー」に今年も引き続

き参加し、生涯スポーツによる「人・つながり・地域づくり」の促進と健

康づくりへの意識醸成を図ってまいります。 

また、チャグチャグスポーツクラブ、スポーツ少年団、各学校の部活動

のほか、各種の教室や大会での技術指導、体育施設の利用や学校開放事業

による練習の場の提供により、子どもから大人までスポーツにおける競技

力の向上を促進してまいります。 

併せて、東部体育館の大規模改修を行い、スポーツ施設の環境整備を進

めてまいります。 

 

第５に、学びの環境の充実と文化芸術の継承について申し上げます。 



 

６ 

 この施策では、学習環境の整備充実を図り、学んだ成果を活かす環境づ

くりに努めるとともに、伝統文化や芸術を次世代に継承し、一人一人が幸

福感を感じられる環境づくりの確立を目指してまいります。 

まず、学べる・活かせる環境については、湖山図書館において、図書の

企画展や絵本の読み聞かせ、ミニシアターの実施や読書週間の周知を図る

など市民に親しまれる企画を実施するとともに、郷土の歴史が学べる図書

の充実に努めてまいります。 

 また、文化財の活用としては、郷土史を活用した郷土講座と見学会を開

催するとともに、郷土資料である民具を活用した学習機会の提供に取り組

んでまいります。 

次に、文化芸術の振興については、芸術文化協会や郷土芸能団体との連

携により、芸術祭や郷土芸能まつり等を開催し、文化芸術に触れ合う場を

設け、文化芸術の発表・鑑賞の機会を通じて次世代への継承に努めてまい

ります。 

 

 以上のように、第１次滝沢市総合計画後期基本計画に基づき、計画的か

つ効率的に教育行政を推進するとともに、市民が主役の考え方に立ち、家

庭や地域との連携を強化し、本市教育の振興のため、なお一層努力してま

いります。議員各位におかれましては、様々な施策の実現のため、ご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げ、教育施政方針表明と致します。 


