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Ⅰ はじめに 

 令和２年第２回平取町議会定例会の開会にあたり、教育委員会の所管

行政に関する方針と主要な施策を申し上げます。 

時代は平成から令和にかわり、教育を取り巻く状況についても大きな

変革の時期を迎えております。 

戦後最大といわれる学習指導要領の改訂がなされ、今年度より小学校

が、来年度からは中学校がそれぞれ新たな学習指導要領により教育が進

められてまいります。 

平取町は今、１２０年という節目を迎え、次の時代に向けた新しい一

歩を踏み出したところでありますが、人口減少や少子高齢化は顕著であ

り、一番の課題となっております。 

このような中、町は、人が財産であり、これまで培われた文化や開拓

精神を今に活かし、次の世代に引き継いでいくことが平取町を支えてい

くことであると考え、「平取町の歴史風土や文化を愛する心豊かな人づ

くりをめざして」を基本理念とする平取町教育推進計画に基づき、子ど

もたち一人ひとりが夢と希望を持つことのできる学校教育の充実と、活

力あるまちづくりを進めるための人材の育成に寄与することのできる

生涯学習社会の構築に努めてまいります。 
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Ⅱ 教育行政に臨む基本姿勢 

 最初に、教育行政に臨む基本姿勢について、申し上げます。 

 教育行政における責任体制の明確化、教育委員会の審議の活性化、迅

速な危機管理体制の構築並びに首長との意思疎通を図り、地域の民意を

代表する議会との連携を柱として教育行政を進めてまいります。 

学校教育においては、子どもたちの資質、能力を育成していくととも

に、健康な身体及び豊かな心を育むため規範意識や道徳心の育成に努め

てまいります。 

また、子どもたち一人ひとりが「夢」や「希望」を持ち、それを実現

できるよう支援を行ってまいります。 

 社会教育においては、各年齢層に応じた学習活動や伝統文化などの体

験活動の充実、異世代間交流の機会の提供、人づくり・地域づくりにつ

ながる生涯学習事業を推進してまいります。 

 社会体育においては、スポーツが町民の生活により身近なものとなっ

ていくために、だれもが日常的に身体を動かし、気軽に楽しむことがで

きるような事業を展開し、スポーツを通じた地域コミュニティの活性化

を推進してまいります。 

 図書館においては求められる各種の資料及び情報の提供と、子どもの

読書活動を推進するための環境整備に努めるとともに、併せて施設の利

用促進を図ってまいります。 
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文化財関連においては、地方文化財保護行政を進めるとともに、白老

にオープンする「民族共生象徴空間」（ウポポイ）の広域関連施設とし

ても平取町が果たす役割は大きいことから、アイヌ文化の振興をはじめ、

有形・無形の様々な文化財をこれまで以上に活用するよう普及啓発に努

めてまいります。  

 

Ⅲ 令和２年度の主要な施策 

 次に、令和２年度の主要な施策について、平取町教育推進計画の基本

目標に基づき申し上げます。 

 

１ 生きる力を育む学校教育の推進 

（１）教育内容の充実 

学校教育においては、子どもたちの発達段階に応じた知識、技能の習

得、思考力、判断力、表現力の育成、学びに向かう力や人間性の涵養を

三つの柱として子どもたちの資質、能力を育成するとともに、個性や創

造性を育んでまいります。 

主な施策項目として、先ず、確かな学力の向上をめざす教育の推進と

して、全国学力・学習状況調査への参加と町独自で行う標準学力検査の

調査結果の分析・検証を速やかに行い、各学校においてそれぞれの子ど

もたちの特性を活かした学習指導を行います。 
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また、町単独採用による教員を、引き続き小学校及び中学校へ配置し、

学力向上に向けた指導を行ってまいります。 

今年度より小学校３・４年生で「外国語活動」が、５・６年生で「外

国語」が正式に教科として導入されます。 

現在、ＡＬＴ（外国語指導助手）２名と非常勤講師１名で各小中学校

を巡回しておりますが、今年度は、小学校外国語等巡回指導教員研修事

業を活用し教員の指導力向上を目指します。 

また、子どもたちにとって、楽しく分かる授業となるよう、教員研修

の充実支援に努めるうえで、町教育委員会が定めた研究指定事業として、

外国語、へき地複式、道徳及び情報活用教育に係る公開授業を実施しま

す。 

通年開設３年目を迎える公営塾「びらとり義経塾」につきましては、

昨年度、町内中学生８３名（67.5％）、高校生３２名（50.0％）が通塾

し、子どもたちの学力向上に成果をあげていることから、引き続き開設

するとともに、小学生を対象とした長期休業期間中における学習サポー

ト事業を北海道大学教育学部、農学部と連携しながら継続して実施し、

児童生徒の学習意欲の喚起に努めてまいります。 

次に、コミュニケーション能力を育む教育の推進についてであります

が、「生きる力」を育成するうえにおいて、確かな学力を身につけるこ

とと併せて、コミュニケーション能力を高めることが求められるところ
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であります。 

このため、すべての学習の基礎となる言語に関する能力の向上を図る

とともに、相手の意見を正しく理解し、自らの考えや意見を適切に伝え

ることのできる「コミュニケーション能力」を育成し、学習課題を自ら

見つけ解決していく能力を育む主体的・対話的で深い学び（アクティ

ブ・ラーニング）の推進に努めてまいります。 

 次に、特別支援教育の充実についてであります。 

近年、特別支援学級に在籍する児童生徒が増加傾向にあることから、

全ての学校及び教職員が特別支援教育への理解を深める中で、学校とし

て実践することが求められており、その指導方法や支援の充実が課題と

なっているため、特別支援学級担任教師をはじめとする関係者が情報共

有及び研修を目的とした平取町特別支援教育連携協議会の開催と内容

充実に努めてまいります。 

また、特別支援教育支援員を小中学校に配置するとともに、子ども発

達支援センターをはじめ、平取養護学校や福祉機関、家庭としっかり連

携し、一人ひとりの状態や発達段階に応じた指導の充実に努め、より良

い就学環境を整えてまいります。 

次に、国際理解教育の推進についてであります。 

平取町は、アイヌ民族やアイヌ伝統文化の研究などで訪れる外国人も

多く、海外の人々との関わりが増える中で、子どもたちには、国や民族、
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思想や文化の相違を乗り越え、グローバルな視野を持つことが重要と考

えるところであります。 

 当町の歴史・文化を学ぶとともに、国際交流事業を通して、国際社会

において、主体的に行動できる資質・能力を育成するため、コミュニケ

ーション能力の育成を意識した取り組みを推進してまいります。 

情報教育（ＩＣＴ教育）の推進について、国は、児童生徒に個別最適

化された教育を効果的かつ効率的に実現するため学校教育の情報化を

推進しております。当町の小中学校においても、情報活用能力の育成が

必要であり、全学年の児童生徒一人ひとりがそれぞれ学習用コンピュー

ターを持ち、充実したプログラミング教育を受けられる環境の実現を目

指すため、各学校における高速大容量ネットワークの整備に努めてまい

ります。 

 次に、ふるさと教育、キャリア教育の推進についてであります。 

情報化・グローバル化や人口知能（ＡＩ）の発達といった社会的変化

が急速に進展している中で、子どもたちが自らの可能性をより発揮し、

未来を切り拓いていくために必要な資質・能力を備えることのできる教

育が必要とされます。 

また、当町を支える次世代の育成を図るうえにおいては、平取にある

美しく豊かな自然や農業を中心とした産業、脈々と受け継がれてきた固

有の歴史やアイヌ文化に対する認識を深め、ふるさとへの愛着や誇りを
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さらに高めていくことが必要となってまいります。 

そのため、地域及び関係機関、学校間などで連携強化を図り、中学生

における職場体験授業を推進するとともに、小中学校において総合学習

の時間に基幹産業である農業やアイヌ文化の体験学習を行うとともに、

今年度新たに編集された社会科副読本を活用しながら、子どもたちに平

取町民としての自覚と誇りを育む取り組みを進め、キャリア教育、ふる

さと教育の充実に努めてまいります。 

（２）豊かな人間性と心身の健やかな成長を育む教育の推進  

はじめに、道徳教育の推進についてであります。 

平成３０年度より小学校で、令和元年度からは中学校で道徳が教科化

されております。 

人間関係の希薄化と多様化・複雑化する現代社会において、規範意識

や思いやりの心を醸成するためには家庭における教育、学校での集団生

活における生活指導、それと道徳教育の果たす役割が重要となることか

ら、ＰＴＡを対象とした家庭教育学級での研修及び研究指定事業におけ

る公開授業を引き続き実施する中で、道徳教育に求められる期待と役割

を十分に果たすことのできる取り組みを進めてまいります。 

次に、読書活動の推進についてでありますが、子どもの読書活動は、

感性を磨き、創造力を高めるうえで、欠くことのできないものであり、

また、言語活動の充実は学力をはじめ全ての学習の基本となることから、
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朝読書をはじめ、ボランティア団体や児童生徒自身による読み聞かせな

ど、引き続き読書習慣の定着に努めてまいります。 

次に、体験的な活動の充実についてであります。 

町内においてはすでに実施している学校もありますが、学校間の交流

や地域の方々と連携する中で、地域にある教育資源を生かした自然体験、

社会体験活動などを継続してまいります。 

次に、健康教育の推進についてであります。 

学校における健康教育は、子どもたちの健康保持を図るために必要な

知識等を育成するものであり、健康への関心を持ち、自己管理や適切に

対応する能力を養うとともに、今日的な健康課題に対応するうえで、大

変重要な役割があります。 

そのため、家庭や関係機関との連携を深め、子どもたちが、健康の保

持増進のために必要な知識や対応する力を身につけるなど、実践力を育

成する健康教育を推進してまいります。   

次に、食育の推進についてでありますが、地場産品を活用した「ふる

さと給食ニシパランチ」を通じてふるさとの素晴らしさを認識してもら

い、安心・安全で美味しい学校給食を提供するとともに、栄養教諭によ

る食育指導を効果的に進め、バランスの良い食習慣で健康な体づくりに

努めてまいります。 

次に、体力・運動能力の向上促進についてであります。 
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子どもの体力は、学校生活への意欲に大きく関わることから、学校活

動及び家庭生活において、日常的にその向上に努めなければなりません。 

当町では各学校において、独自の体力づくり活動を実施しております

が、今後も児童生徒の運動習慣の定着に向けた取り組みを推進してまい

ります。 

また、新体力テストを全学年において実施しており、その調査結果を

もとに、体育及び健康に関する指導の充実を図ってまいります。 

次に、生徒指導体制の充実についてであります。 

子どもたちが、より楽しく充実した学校生活を送るためには、児童生

徒同士の心が通い合う人間関係づくりが重要であります。 

そのためにも、いじめは絶対に許されないという認識のもと、平取町

いじめ防止基本方針に基づき、問題行動の未然防止と早期発見・早期解

決を図るため、アンケート調査等による実態把握と日常的な指導と併せ

て、関係機関と密接に連携しながら「いじめゼロ」にむけた取り組みを

進めてまいります。 

また、一人ひとりの子どもに寄り添った相談や指導を継続的に行うた

め、スクールカウンセラーの派遣を引き続き実施するとともに、平取町

生徒指導連絡協議会への活動支援並びに学校における教育相談の充実

に努め、児童生徒の心の成長を支援してまいります。 
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２ 地域に信頼され共に歩む学校教育の推進 

（１）学校運営の強化充実 

地域に開かれ信頼される学校を実現するため、学校には保護者や地域

住民の意見や要望をふまえ、家庭及び地域社会と協働していくことが求

められております。学校評価を通じ、学校が組織的・継続的にその運営

の改善を図ることに加えて、保護者等への積極的な学校情報の公開を行

う中で、学校・家庭・地域の共通理解を深め、連携協力の促進に努めて

まいります。 

創意ある教育活動の推進については、子どもたちが学習意欲や興味を

持って学校生活を送るため、画一的ではなく、創意ある学校経営が求め

られておりますので、地域の教育力や資源を有効に活用し、教育活動全

般にわたり特色ある学校づくりに一層配慮してまいります。 

また、へき地・複式教育の充実において、指導体制の確立を図るため、

教職員の授業力向上を図るとともに、指導内容の工夫、教職員研修の支

援に努めてまいります。 

次に、開かれた学校づくりの推進についてであります。 

新学習指導要領でうたわれている「社会に開かれた教育課程」を実現

するよう、地域でどのような子どもを育てるか、何を実現していくのか

という目標やビジョンを共有し、学校を核として、家庭・地域が連携協

力して子どもを育てる持続可能な取り組みが必要と考えます。 
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そのため、教職員及び保護者や地域住民が力を合わせて学校の運営に

参画し、教育活動の一層の充実を図ることで地域が子どもたちの学びを

支える仕組みであるコミュニティ・スクール（学校運営協議会）を、令

和元年度より町内全小中学校で導入したところであり、校長や教職員の

異動があっても地域との組織的な連携・協働体制が継続できるよう指導

助言してまいります。 

次に、学校間連携・接続の推進についてでありますが、子どもの発達

段階に応じて、能力・個性を伸ばす教育を行うためには、小学校及び中

学校への進学時における学習のつまずきを無くし、学校種間の連携と円

滑な接続を図ることが重要であります。 

併せて、多様な教育活動を行ううえで、同一学校種間の交流・連携に

取り組むとともに、小・中学校と平取高等学校並びに平取養護学校との

交流を通じて、豊かな心を育成してまいります。 

次に、教職員研修の充実・推進についてでありますが、教職員の実践

的指導力を高めるため、校内研修の推進はもとより、町教育委員会研究

指定事業の継続及び日高教育研究所の研究事業、各種研修会への積極的

な参加を促進し、学校組織の活性化に努めてまいります。 

（２）安全・安心な教育環境の整備 

義務教育においては、家庭の経済状況に関わらず、誰もが安心して学

ぶことができる環境の整備が必要不可欠であります。 
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はじめに、児童生徒の就学に関わり、経済的な負担軽減を図るため、

就学援助制度を運用し、公平で適切な支援を速やかに実施できるよう努

めるとともに、奨学資金貸付制度を継続し、高校及び大学等への進学者

に対する貸付を実施することで、安心して学べる教育環境の整備に努め

てまいります。 

次に、学校施設・設備の充実についてであります。 

子どもたちが、快適で安心して学べる良好な学習環境を維持するため、

計画的な施設・設備の整備に努めてまいります。 

なお、令和２年度における学校施設の主な整備内容としましては、二

風谷小学校校舎大規模改修工事、紫雲古津小学校及び貫気別小学校の校

舎ＬＥＤ照明整備に係る予算措置をいたしました。 

次に、学校給食の充実についてでありますが、平取町の学校給食につ

いては、地場産品を多く使用していることで美味しいと好評であります。 

安心・安全で栄養バランスのとれた給食を安定的に提供するため、学

校給食衛生管理マニュアルに基づいた食中毒防止等に対する危機管理

意識のより一層の向上と、調理施設内の衛生管理の徹底に努めるととも

に、厨房機器の定期的な点検を実施する中で、計画的な更新を図ってま

いります。 

 次に、教職員住宅の整備・充実についてであります。 

 教職員住宅の老朽化や水洗化の遅れなどから、他町からの通勤者が多
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くいる現状を踏まえ、計画的に住環境整備を図っていく必要があります。 

そのため、令和２年度においても改修及び水洗化に係る工事費を予算

措置しております。 

 次に、小中学生の通学支援につきましては、児童生徒の安全･安心な

通学を確保するため、スクールバスの適切な運行に努めるとともに、定

期券利用者については、通学費の支援を継続してまいります。 

 安全教育の推進について、児童生徒が自他の生命を尊重し、日常生活

全般における安全性を確保するためには、必要な事項を実践的に指導す

るとともに、子ども自身が危険を予知し、回避する能力を育てるための

指導の充実に努めます。 

（３）学校の適正配置 

学校の適正配置につきましては、これまで同様、平取町学校教育条件

整備方針に基づき、児童生徒数の将来推計を踏まえ、全ての子どもたち

に対して適切な教育環境の確保が図られるよう、併せて、地域事情等を

考慮する中で検討してまいります。 

（４）平取高等学校の振興発展 

これからの地域づくりを担う子どもたちの健全育成と高校存続のた

め、平取高等学校及び平取高等学校振興支援協議会と連携し、地域の人

材、資源を活用した特色ある教育活動のサポートを進めるとともに、生

徒確保に対する取組や生徒・保護者への支援を継続してまいります。 
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また、通年開設している公営塾をさらにＰＲし、生徒一人ひとりの夢

の実現に向けた支援に努めてまいります。 

 

３ 潤いと活気のある地域づくりをめざす生涯学習の推進 

（１）家庭・幼児教育の充実  

家庭は、子どもが家族とのふれあいを通して基本的生活習慣や社会の

ルールやマナー、善悪の判断や思いやりの心を身につけるうえで、大変

重要な役割を担っており、子どもの学力や体力の向上、また、人格形成

において、家庭教育・幼児教育の機能を高めていくことが重要な課題と

なっております。 

そのため、北海道幼児教育振興基本方針に基づき、子どもの健全な成

長が図られるよう、家庭教育･幼児教育に関する情報提供の充実に努め

るとともに、保護者や親子を対象とした学習機会の提供や家庭教育学級

の開設等、関係機関や地域と連携して支援してまいります。 

（２）青少年教育の充実と健全育成の推進 

 次世代を担う青少年を育成するためには、学校、家庭及び地域の連携

のもと、みんなで子どもたちを育てていく環境づくりが求められていま

す。 

 青少年を取り巻く環境は、情報科学の著しい進展が生活に豊かさをも

たらす半面、コミュニケーション力を低下させていると言われており、
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青少年の成長過程に大きな影響を与えています。 

コミュニケーション力を高めるには、他人と協調し、他人を思いやる

心や感動する心、豊かな人間性を身につけることが必要であると考え、

伝統的な芸術・文化や自然などの体験学習活動や、異世代間交流事業な

どを展開してまいります。 

なお、青少年国際交流事業として、ニュージーランドと平取町の子ど

もたちの相互派遣を行い語学学習や異文化との交流を図ります。 

また、子どもたちの放課後活動として、より充実した安全で安心な居

場所づくりとなるよう、引き続き放課後子ども教室を、紫雲古津・二風

谷・貫気別の３地区において開設してまいります。 

団体支援としては、町子ども会育成連絡協議会や町ＰＴＡ連合会の活

動に対しても、積極的に支援を行ってまいります。 

（３）成人教育の充実 

成人期は、家庭や仕事、地域においても中心的な役割を担っており、

生涯の中で最も長い時期であります。 

自己の生活を充実させ、地域とのつながりを強くするためには、様々

な学習活動や地域活動等への積極的な参加が重要となることから、地域

課題や多様化するニーズに対応する学習機会を提供してまいります。 

また、高齢者大学についても引き続き開設し、学生同士の親睦を深め

る活動を通じて、生きがいづくり、自立性、何事にもチャレンジする意
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欲を高める取り組みを推進するとともに、異世代との交流を図りながら、

魅力ある高齢者大学となるよう支援してまいります。 

（４）公民館活動の充実 

生涯学習の中核施設となる公民館は、地域活動の拠点であり、誰もが

自由に学習や交流をし、自己研鑽することのできる施設であることが重

要であることから、よりよい地域づくりや人づくりの拠点として、また、

町民の身近な学びの場として様々な学習機会の提供に努めてまいりま

す。 

 

４ 芸術文化活動の活性化と創造 

（１）芸術文化活動の振興 

芸術文化は、人々に感動や生きる喜びを与えるとともに、創造力と情

操の涵養をもたらし、心豊かな生活を実現するものであり、生涯を通じ

て、文化に親しむことのできる環境づくりが求められています。 

そのために、質の高い芸術鑑賞の機会として「わくわく感動体験ツア

ー」や、保育園児、小・中学生を対象とした「児童・生徒芸術劇場」を

継続開催してまいります。 

今年度は、町民芸術劇場として、わらび座ミュージカル「松浦武四郎

－カイ・大地との約束－」を開催するよう予算措置しております。 

また、文化団体等と連携を図り、町民の主体的な芸術文化活動の支援
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及び鑑賞機会の提供に努めてまいります。 

 

５ 生涯にわたりスポーツが楽しめる環境の形成 

（１）地域に根ざしたスポーツ振興の推進 

スポーツは、人格の形成、体力の向上、健康長寿の基礎であるととも

に、地域の活性化を図り、明るく豊かで活力に満ちた社会を形成する上

で欠かせないものとなっております。 

スポーツ実施率向上のため、体力や年齢、性別、障がいの有無に関わ

らず、町民のだれもがスポーツに親しめるきっかけづくりを推進すると

ともに、スポーツ観戦ツアー等の「観る」スポーツや、活動支援などの

「支える」スポーツに取り組めるよう努めてまいります。 

また、地域やスポーツ団体との連携を図りながら、各種スポーツ大会

及び実技講習会、指導者研修会等を開催し、指導者の確保やスポーツの

競技力向上及び町民が自発的にスポーツに取り組むことができる環境

づくりに努めてまいります。 

（２）スポーツ環境の整備・充実 

昨年度、町民体育館をはじめ振内青少年会館、貫気別町民センターの

照明についてＬＥＤ化を行っております。 

今後も、スポーツ施設の管理運営につきましては、町民のスポーツに

関するニーズを把握し、町民がスポーツに親しむために必要な環境と条
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件を整備し、施設を安全で安心に利用できるよう、適正な管理運営に努

めてまいります。 

 

６ 本の魅力と共に知識・教養を高める図書館活動の充実 

（１）読書活動の推進と資料提供の充実 

図書館につきましては、魅力ある蔵書の構築・維持・充実を図り、必

要に応じて適宜提供することが基本的かつ重要な機能であります。 

そのために、予約・リクエストを通じて把握した町民の要求に沿い、

資料及び情報の的確な収集・整理及び利用に努めてまいります。 

また、資料の利用に際して、来館が困難な方に対しては、移動図書館

の運行及び役場支所等への配本を実施し、必要に応じて柔軟に対応でき

るよう努めてまいります。 

次に、子どもの読書活動推進のため、学校をはじめとする関係機関及

び団体と連携・協力し、読書環境の整備を行ってまいります。 

学校・保育所等に対する団体貸出や、学校を巡回場所とする移動図書

館の運行を実施し、子どもが気軽に好きな図書を選び取って読むことが

できる環境を整えます。   

また、図書ボランティアの協力のもと、絵本の読み聞かせなどの事業

を実施し、子どもたちが本の世界の楽しさに触れる機会をつくり出し、

読書習慣の確立へとつなげてまいります。 
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７ 郷土の財産である文化財の保護と活用 

（１）アイヌ文化の振興 

平取町には国指定重要無形民俗文化財をはじめ、他市町村と比較して

貴重なアイヌ文化に関わる文化財が数多く存在しております。それら文

化財の保存管理・活用については、文化財課が中心的な役割を担い今日

まで業務にあたってきておりますが、さらなるアイヌ文化の振興を図る

ためには、昨年度整備されました「二風谷コタン」を中心とした事業展

開を推し進め、各種情報媒体を積極的に活用しながら、魅力ある博物館

情報を発信していくことが重要と考えます。 

そのために関係課並びに関係機関が一体となって、なお一層のアイヌ

文化の振興に努めることが重要と考えます。 

博物館の入館者数につきましては、平成２７年度の１８,９８８人か

ら、翌年度以降増加に転じ、本年 1 月末現在では３１,０００人を超え

る入館実績となっており、第６次総合計画に掲げた２万人の目標値を大

きく上回っております。 

本年４月には白老町に「民族共生象徴空間」（ウポポイ）がオープン

し、年間来場者数１００万人を目標としておりますので、当町としても

博物館を含めた二風谷コタンのＰＲに力を注ぎ、「広域関連区域」とし

ての機能強化と来館者の増加を目指します。 

また、昨年５月に施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会
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を実現するための施策の推進に関する法律」、いわゆるアイヌ施策推進

法に基づき、アイヌ施策推進のための交付金事業も決定となっており、

新年度においても交付金を利用した事業の拡大を図ってまいります。 

平取アイヌ文化保存会、二風谷アイヌ語教室等の伝承活動団体の活性

化と伝承者の人材育成・支援については、交付金事業も活用しながらこ

れまで同様に博物館として適切な指導援助を行ってまいります。 

（２）有形・無形文化財等の保護と活用 

有形・無形文化財の保護と活用でありますが、先に述べたとおり、当

町には国指定の重要有形民俗文化財として「北海道二風谷及び周辺地域

のアイヌ生活用具コレクション」や重要無形民俗文化財の「アイヌ古式

舞踊」、名勝「ピリカノカ」、登録有形文化財である「旧マンロー邸」、

国選定の重要文化的景観として「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川

流域の文化的景観」など、貴重な文化財が数多く存在しております。 

なかでも、重要文化的景観については、平成３０年１０月に第三次の

追加選定を受けたところであり、一層の普及啓発を図りながら、適切な

保護と観光客増につながる活用に努め文化財を活かした町づくりを関

係課とともに進めてまいります。 

（３）埋蔵文化財の保護と活用 

次に埋蔵文化財の保護と活用についてであります。 

当町における埋蔵文化財の発掘調査は、平取ダム建設工事等の大規模
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工事による調査が終了したことから遺跡の発見件数も落ち着いた状態

となっています。 

しかし、文化財保護の観点からは、各種の開発行為に伴う「埋蔵文化

財保護のための協議」が重要でありますので、引き続き計画段階から相

談や事前協議の必要性について、理解を求めていきます。 

一方、これまでの発掘調査によって出土した遺物については、地域の

歴史や文化を知るうえで大変貴重な文化財であり、なかでも二風谷ダム

建設当時に発掘された遺物は「二風谷遺跡群出土品」として北海道の有

形文化財に指定されていることから、その重要性の意義について積極的

に普及啓発に努めているところであります。 

その他の出土文化財についても、郷土の文化遺産として後世に伝え残

すために、可能な限り学校教材として貸し出すなど、町独自の活用施策

を積極的に推進してまいります。 

また、平取町の額平川流域が唯一の産地とされるアオトラ石について、

古くは縄文時代に石斧として使用されていたものが、北海道内はもとよ

り最近では日本海側では新潟県、太平洋側では神奈川県まで広く流通し

ていることが判明し、研究者の注目を集めているところであります。 

今後におきましても、このアオトラ石が当町の文化資源として高い価

値を有する可能性があることから、その価値と活用方法について検討を

重ねてまいります。 
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埋蔵文化財を保管・展示する沙流川歴史館については、開館からすで

に２０年以上が経過し、施設及び設備機器等についても老朽化が目立っ

てきています。 

管理協定を結んでいる北海道開発局室蘭開発建設部とは関係課を含

めて協議を進めてまいりましたが、令和２年度において館内外の一部改

修や修繕が実施されることとなりましたので、工事中利用者に不便をか

ける事のないよう要請してまいります。 

沙流川歴史館における事業として、開館以来、地域の特性を生かした

企画展や特別展、講座を実施してきておりますが、令和２年度におきま

しても郷土の歴史や自然をテーマとした普及啓発活動に努めてまいり

ます。 

また、年４回全戸配布しております「シシリムカ文化財だより」につ

いては、文化財課全体及び二風谷コタンの情報を提供するよう発行して

きたところであり、今後も引き続き、誌面の充実に努めてまいります。 

（４）開拓財産の保存と活用 

次に開拓財産の保存と活用についてでありますが、農機具、生活用具

等の開拓財産は、昨年５月から旧荷負小学校の二階を利用して一般公開

しております。展示資料につきましては、それぞれ平取町の産業の特徴

を生かして「林業」、「農業」、「商業」、「学校」、「戦争・鉄道」、「家での

くらし」など、教室ごとにテーマを設け、廊下の壁面も有効に利用した
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展示となっております。 

施設は職員が常駐しておりませんので、当面は博物館・歴史館におい

て事前に見学の予約を受けての対応となりますが、令和２年度には見学

者が増加するよう積極的に周知してまいります。 

また、資料の管理や細部の修繕、台帳整理については、今後も継続的

な業務とし、町内児童生徒の総合的学習や地域の郷土学習、農作業体験

などに有効活用できるよう整備を進めてまいります。 

 

Ⅳ むすび 

以上、令和２年度教育行政の執行に関する方針と主要な施策について

申し上げました。 

教育委員会は、町及び関係機関と連携を図り、様々な教育課題に対応

し、平取町の未来を担う子どもたちの教育の充実に努めるとともに、生

涯にわたり生きがいと心の豊かさを求め、潤いと活気のある地域づくり

に寄与する町民を積極的に支援する、「生涯学習のまちづくり」を目指

してまいります。  

 町議会議員並びに町民皆様の一層のご理解とご協力を衷心よりお願

い申し上げ、教育行政執行方針といたします。 


