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Ⅰ はじめに 

 平成２８年第３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。 

 今日における社会情勢は、少子高齢化に伴う人口減少や高度情報化等

を背景として、大きく変動するとともに、教育を取り巻く状況において

も、いじめや不登校及び学力・体力など様々な課題が指摘されています。 

 このような中、豊かで心あふれる人間性とどのような苦境にも耐える

ことのできる健やかな体を備え、指摘される課題解決に向け、努力する

人材を育成することが求められているとともに、教育委員会・学校・家

庭・地域がそれぞれの使命を果たしながら、活力ある地域社会の構築を

めざしていくことが必要不可欠であると考えます。 

 そのため、平成２８年度より新たとなります、平取町教育推進計画の

基本理念「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」をもって、併せて、町行政との連携のもとに、総合的な教育行政の

推進に努めてまいります。 

 

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。 

 当町が社会変化の波に的確に対応し、継続的に発展していくためには、

わがふるさと平取町に誇りと愛着を持ち、生涯にわたり充実した学びと

地域文化の創造を図っていかなければなりません。 
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そのため、学校教育においては、確かな学力や豊かな心など、社会で

生き抜く力の育成を図ると同時に、いじめの防止対策や規範意識及び他

者を思いやる倫理観の醸成に努め、教育委員会・学校・家庭・地域等が

一体となる中で、子どもたちに「生きる力」を育んでまいります。 

 社会教育においては、年齢各層に応じた学習活動や体験活動の充実、

地域づくりなどの積極的な参画に向けた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、健康・体力づくりにつながるスポーツの普及促

進や運動等の楽しさを実感するとともに、体を動かす習慣づくりの取り

組みを推進してまいります。 

 図書館については、住民が求める資料や情報を提供するため、レファ

レンス・サービス等の充実に努めてまいります。 

文化財関連においては、広く町民が固有の文化財に親しむ機会の充実

とアイヌ文化をはじめとする関係資料等の適切な保存管理を進めてま

いります。 

 

Ⅲ 平成２８年度の主要な施策 

 次に、平成２８年度の主要な施策について、平取町教育推進計画の基

本目標等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 
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学校教育においては、問題をより良く解決するための資質と能力を 

高めていくことが求められておりますので、子どもたち一人ひとりが 

主体的に学習に取り組む姿勢を育成するため、教育内容の充実に努め 

てまいります。 

その具体的となる主な施策項目として、先ず、確かな学力の向上を 

めざす教育の推進でありますが、全国学力・学習状況調査における町 

内小中学校の状況にありましては、依然として活用問題の記述におい 

て、正答率が低いものとなっていますので、引き続き、本調査への参 

加と標準学力検査を実施し、各学校における速やかな結果分析を行う 

中で、課題解決に向けた取り組みを推進してまいります。 

加えて、学校改善プランの見直しを行い、学力の重要な要素である 

基本的な知識・技能の一層の定着及び習慣化を図るとともに、思考力・

判断力・表現力等を育成し、学習意欲が身につくよう学習規律の確立 

と公開授業による授業改善や家庭学習の充実に努めてまいります。 

また、国の事業等における加配教員にありましては、前年度に引き 

続き、指導方法工夫改善として平取小学校へ１名、児童生徒支援にお 

いて、二風谷小学校へ１名、それぞれ配置されるよう要望を行ってま 

いります。       

なお、町単独採用による教員を平取中学校へ２名配置し、中１ギャ

ップ解消と学力向上に特化した対策を講じるとともに、振内小学校に

ついては、前年度同様１名配置する中で、複式学級における学年別指
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導の強化充実を図ってまいります。 

子どもたちが、自ら目標を掲げ、進んで学習に取り組むためには、

家庭学習を含めた望ましい生活習慣の定着を図ることが必要となりま

すので、教育委員会・学校・家庭・地域が課題認識の共有化を図ると

とともに、課題解決に向けた施策を推進してまいります。併せて、長

期休業中等における学習サポート事業を継続して実施し、学習意欲の

喚起に努めてまいります。 

  さらに、子どもたちにとって楽しく分かる授業になるよう、引き続

き、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、へき地複式及び道徳に係る公開授業を実施

してまいります。 

 次に、コミュニケーション能力を育む教育の推進でありますが、新

しい時代を生きていくための実践的な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であります。 

そのため、すべての教科等における学習基盤となる情報活用能力と

言語能力の向上に努めるとともに、相手の考えや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ができることに加えて、他者及

び社会との豊かな関係を構築できる教育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、特別支援学級等に在籍する児童生徒が増加傾向にあることに
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鑑み、その指導方法や支援の充実が課題となっておりますので、特別

支援学級担任教師をはじめとする、教員研修の充実や特別支援学校教

諭免許状の取得を促進する中で、専門性の一層の向上を図ってまいり

ます。 

また、必要に応じ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、一人ひとりの障がいの状態や発達段階等に基づ

い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であります。 

近年、諸外国との関係がこれまで以上に強まり、国際化が緊密化す

る中で、今後、子どもたちには、国や民族・思想や文化の相違を乗り

越え、地球規模の視野において諸課題を解決し、未来を築いていく力

が必要となってまいります。 

 自国そしてわが町の文化・伝統とともに、諸外国の歴史や文化、伝

統等について理解を深め、異文化や生活習慣を持つ人々と協調するこ

とができる能力等を育成するため、外国語指導助手による学習機会の

充実及び総合的な学習の時間等を通じて、国際人としての感覚を養う

取り組みを推進してまいります。 

 次に、ＩＣＴ教育の推進でありますが、平成２６年度から年次計画

において、町内小中学校における電子黒板、タブレット型パソコン等

の導入整備を進めてまいりましたが、本年度にありましては、電子黒
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板を各学校１台の増設と無線ＬＡＮ未整備箇所の敷設を実施し、さら 

なる情報教育の環境改善を図ってまいります。 

 また、デジタル教科書の活用を促進するため、関係経費を予算措置 

するとともに、今後とも、計画的な導入に努める中で、授業の効率性 

と児童生徒の学習に対する関心を高め、学力向上に努めてまいります。 

次に、キャリア教育の推進であります。 

 子どもたちが育つ社会環境が、とどまることなく変化する中で、子 

どもたち自身が将来に希望をもって、自立的に未来を切り拓いていく 

ためには、その変化に対応する力を育成することが必要となります。 

また、同時に日常の教育活動を通じて未知の知識や体験に関心を抱 

き学習することは、その価値を体得し生涯にわたって学び続ける意欲 

を維持する基盤を築くものと考えます。 

 その考えに基づき、地域及び関係機関、学校間等の連携強化を図り、 

中学生における職場体験事業を推進するとともに、前年度からの取り 

組みであります、小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業の充実に 

努めてまいります。 

 次に、ふるさと教育の推進であります。 

 わが町を支える次世代の育成を図るうえにおいては、平取に残る美 

しく豊かな自然、脈々と受け継がれてきた固有の歴史や文化に対する 

認識を深め、ふるさとへの愛着や誇りをさらに高めていくことが必要 

となってまいりますので、地域の人々と共に行う自然体験、社会体験 
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等を通じて、子どもたちに地域社会の一員としての自覚と社会性を育 

む取り組みを推進してまいります。 

 

（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  

人間関係の希薄化や規範意識の低下等によって、子どもたちの心の 

育成が十分なされず、いじめを背景とした、生命や心身に重大な影響 

を与える事案が全国的に発生するなど、社会全体の大きな問題となっ 

ています。 

このことは、諸問題の早期発見及び即時対応など、教育活動全体の 

中で子どもたち一人ひとりの豊かな人間性・社会性を育み根源的な解 

決を図ることが求められておりますので、家庭や地域との確かな連携 

のもとに、自己有用感の醸成に努めていかなければなりません。 

先ず、道徳教育の推進でありますが、人が一生を通じて追求すべき 

人格形成の根幹に関わるものが道徳教育であると同時に、民主的な社 

会の持続的発展を根底で支えるものであると考えます。 

また、何事にも主体性をもって誠実に向き合う意思などは、豊かな 

心だけではなく、確かな学力や健やかな体の基盤となり得ることから、

学校の指導において格差が生じることなく、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、読書活動の推進でありますが、子どもの読書活動は、感性を 

磨き、創造力を豊かなものにするうえで、欠くことのできないもので 
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あり、また、言語活動を通じて育成する思考力・判断力・表現力を培 

う観点においても重要となりますので、朝読書をはじめ読み聞かせな 

どの定着に、引き続き努めてまいります。 

次に、体験的な活動の充実についてでありますが、核家族化や少子 

化に伴い、子どもたちの生活において自然や社会、人々と関わること 

が減少し、感動したり、困難に直面し解決の方法を探し出す場面に実 

際に出会う機会が少ないまま成長することで、社会性の不足など様々 

な問題が生じていることの指摘がありますので、学校と地域との連携 

において、地域が有する教育資源を生かした自然体験、社会体験活動 

等の充実を図ってまいります。 

次に、健康教育の推進であります。 

学校における健康教育は、子どもたちの健康の保持増進を図るため 

に必要な知識などの育成をねらいとしており、その充実は自らの健康 

に関する諸課題に適切に対応する資質を養うとともに、今日的な健康 

課題に対応するうえで、大変、重要な役割を果たしています。 

そのため、家庭や地域の関係機関との連携を深め、子どもたちが生 

涯において健康の保持増進のために必要なことを実行する力を身につ 

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。   

なお、本年度から町保健福祉課と連携を図り、歯と口腔の健康づく 

りを推進する取り組みとして、「歯・口の健康啓発実践事業」及び保健 

指導を実施するとともに、将来における胃がん発症防止対策として、
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中学生を対象にピロリ菌検査を行ってまいります。 

次に、食育の推進についてでありますが、子どもたちの食習慣にお 

いて、朝食の欠食や不規則な食事など、食生活の乱れが学習意欲や健 

康に影響を与えることが指摘されていることに鑑み、食に関する正し 

い知識等について、栄養教諭による定期的な指導をはじめ、教育活動 

全体を通じた取り組みを、引き続き、推進してまいります。 

次に、体力・運動能力の向上促進についてであります。 

子どもの体力は、気力等の精神面の充実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。 

 そのため、子どもたちに運動や外遊びなどの楽しさを実感させると

ともに、運動習慣の定着を図るため、学校においては各種体力・運動

能力調査を実施してまいります。併せて、調査結果をもとに、体育及

び健康に関する指導の改善を図るとともに、子どもたちの体力向上に

向けた取り組みを推進してまいります。 

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、教職

員との信頼関係のもとに、心が通い合う人間関係づくりを構築しなけ

ればなりません。 

そのため、教職員の資質・能力の向上を図るとともに、前年度にお

いて策定した平取町いじめ防止基本方針に基づき、問題行動の未然防
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止と早期発見・早期対応を徹底する中で、教育委員会・学校・地域・

家庭のそれぞれが果たす役割をしっかりと認識し、すべての子どもた 

ちが明るく元気に学校生活を送ることのできるよう、配意してまいり 

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し、学校における 

教育相談機能の充実とともに、児童生徒の心の成長を側面から支援し 

てまいります。 

 

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反映させ、家庭及び地域社会と協働していくこ 

とが求められているため、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、保護者等への説明責任を果たす 

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。 

先ず、創意ある教育活動の推進についてでありますが、子どもたち 

の学習意欲を高め、自信を持って学校生活における取り組みを実践し 

ていくためには、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 



- 11 - 
 

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、より個に応じた指導体制 

の確立のために、指導内容の工夫をはじめ、教職員研修等の支援に努 

めてまいります。 

次に、開かれた学校づくりの推進であります。 

学校と地域が共に、子どもたちを育てていくためには、目標等を共 

有し、地域の声を反映する中で、学校運営を不断に改善していく必要 

があります。 

このことにおいて、町内の各学校にありましては、これまでも保護 

者・地域との協力関係のもとで、学校運営に取り組んできております 

が、今後ともその関係を発展させるため、学校情報の積極的な開示と 

保護者や地域住民の学校運営・評価への参画を推進し、地域全体の教 

育力向上に努めてまいります。 

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・個性等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なくすことなど、学 

校種間の連携と接続をより一層図ることが必要となります。 

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いくことが大切であります。 

そのため、中１ギャップの未然防止の観点を踏まえ、小学校と中学 
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校との連携に係る取り組みを推進するとともに、確かな学力や豊かな 

人間性を育むうえで、継続的、計画的な指導が効果的であることに鑑 

み、今後においては小中高の連携強化をめざし、小中高教員による相 

互乗り入れ授業や学校行事への参加交流などの学校間連携を模索して 

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、安心して子 

どもたちを学校に託すことができるのは、資質及び能力に優れた教職 

員が存在することにあります。また、子どもたちが有意義な学校生活 

を送るためには、教職員が研修等で培った知識や経験等を教育活動に 

生かしていくことが必要となりますので、様々な教育課題に対応した 

実践的な教職員研修と専門性の向上を図るための校内研修等の充実に 

努めてまいります。 

 

（２）安全・安心な教育環境の整備 

地域そしてひいては日本の将来を担う子どもたちは、かけがえのな 

い宝であり、その子どもたちが、安全で快適な学習環境のもとで生活 

し、成長を遂げていくことは、学校及び教育委員会の重要な使命であ 

ります。 

そのため、学校生活において必要とする学用品費、学校給食費及び 

ＰＴＡ活動費等の経費負担が困難な家庭に対し、就学援助制度の充実 

のもとに支援を行い、義務教育の円滑な実施に努めるとともに、奨学 
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資金貸付制度を継続させる中で、高校及び大学等への進学者に対する 

貸付を実行し、安心して学べる教育環境の確立を図ってまいります。 

次に、学校施設・設備及び通学手段等の充実でありますが、学校は、 

子どもたちが快適に学べる環境であるとともに、地域住民を災害等に 

おける安全を確保する場でなければなりません。 

そのため、各学校における危機管理意識をさらに高めるため、施設 

の点検を充実させるほか、交通安全指導の徹底、通学路の安全確保等 

に取り組むとともに、スクールバスの運行につきましても、引き続き、 

委託業者及び学校との連絡体制を図る中で、安全運行の徹底に努めて 

まいります。 

 なお、本年度における学校施設の主な整備内容といたしましては、 

前年度着手しました振内中学校の校舎耐震補強・大規模改修工事及び 

屋体改築工事について、計画に基づき施工するとともに、振内小学校 

トイレ洋式化に係る所要経費を予算措置いたしました。 

次に、学校給食施設等の適切管理及び充実についてでありますが、 

学校給食は、成長期にある子どもたちの心身の健全な発達のため、栄 

養バランスのとれた豊かな食事を提供しなければなりません。 

そのため、安全・安心な地場産物の活用を図るとともに、衛生管理 

においては、学校給食衛生管理マニュアルの徹底のもとに、適切な作 

業工程や厨房機器等の衛生的な取り扱いなど、施設及び設備面の整備 

充実に努めてまいります。 
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（３）学校の適正配置 

  学校の適正配置につきましては、平取町学校教育条件整備方針に基 

づき、併せて、地域事情等を十分に勘案する中で、鋭意、検討してま 

いります。 

  

（４）平取高等学校の振興発展 

地域キャンパス校制度のもとに現存する平取高等学校は、中学校卒 

業者数の減少が見込まれる中、今後とも一定の生徒数を確保し、学校 

の振興発展を図るためには、地元中学校からの進学率を高めていかな 

ければなりません。 

そのため、少人数指導やきめ細かな学習指導をメリットとした学校 

の優位性を積極的にＰＲするとともに、学習環境の整備改善並びに保 

護者等に対する経済的負担軽減策を引き続き講じる中で、生徒確保に 

努めてまいります。 

また、より高校を身近に感じてもらうことができるよう、漢字及び 

英語能力検定試験を小中高連携事業の一貫として、平取高等学校を会 

場に実施し、児童生徒の交流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 

  家庭教育はすべての教育の出発点でありますが、昨今における青少 

年の問題行動の背景には、家庭における教育のあり方が密接に関係し 
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ていると言われており、家庭での教育機能を高めていくことが重要な 

課題となっていますので、子どもの健全な成長が図られるよう、家庭 

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 

とした学習機会の取り組みを推進する中で、幅広い角度から総合的に 

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 

次代を担う青少年を育成するためには、学校、家庭及び地域がその 

教育力を生かし、相互連携のもとに社会総がかりで取り組むことが求 

められています。 

 特に、青少年の「生きる力」を育むうえで、自然体験をはじめ文化・ 

芸術や科学などに直接触れる体験的な学習活動等を通じて、他人と協 

調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性を身につけ 

ることが必要であると考えます。 

 小学生の自然体験及び農業体験活動を引き続き実施するとともに、 

町子ども会育成連絡協議会の活動に対し、積極的に支援してまいりま 

すが、人口減少等により活動規模や参加者等が縮小し、旧来の事業が 

そのまま継続されるなど、マンネリ傾向が伺える実態にもありますの 

で、事業等の見直しを図る中で、効果的な取り組みを推進してまいり 

ます。また、子どもたちの放課後活動において、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 
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古津、二風谷及び貫気別地区において、開設してまいります。 

 

（３）成人教育の充実 

成人期は、生涯において最も長い時期であり、年代層も幅広く、ま 

た、家庭や地域などで中心的な役割を担っています。このような環境 

において、大人が社会的役割を認識し、責任をもってその役割を果た 

すとともに、自己の生活を充実させながら生きていくためには、自発 

的動機づけに基づく学習活動を行うことが求められています。    

 成人が必要とする課題等を的確に把握するうえで、成人文化講座の 

開催並びに４年目を迎えます平取町民大学を各々開設し、学習を通じ 

て得た知識や技能を他者の成長のために提供する場を確保する中で、 

共に生きる地域社会、共に学ぶ生涯学習社会の形成をめざしてまいり 

ます。 

また、はつらつとした高齢者が集い、学生同士の親睦を深めながら 

活動を行う高齢者大学を引き続き開設し、生きがいや自立性等を高め 

る取り組みを推進してまいります。 

 

（４）公民館活動の充実 

生涯学習の中核施設となります公民館は、誰でも自由に学習機会を 

選択して学ぶことができること、また、その学習及び事業に関わる情 

報が常に公開され、地域住民に周知されることが重要であります。 

しかし、当町における各公民館にありましては、施設・設備の老朽 
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化等に伴うハード面での地域間格差と各種公民館事業への参加者の低 

迷等において、必ずしも「いつでも」「だれでも」「どこでも」という 

生涯学習の理念を実現できる環境に至っていないのも事実であると考 

えます。 

 そのため、計画的な施設整備と併せ、活動内容の総体的見直しを図 

る中で、社会教育団体等との連携において、地域力を生かし人が集い、 

利用しやすい学習環境をつくるとともに、生涯学習の成果がまちづく 

りにつながる取り組みを推進してまいります。 

 

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、心豊かな生活に資するものであります。 

また、生涯を通じて、心のゆとりや潤いとなるために、文化に親し 

むことのできる環境づくりに取り組むことが求められていますので、 

文化団体等と連携を図り、芸術文化活動への参加及び鑑賞機会の提供 

充実に努めてまいります。 

なお、隔年実施となります町民芸術劇場については、本年度におい  

て俳優、宇梶剛士氏が率いる劇団パトスパックによる「デザートパー 

ティ」を公演予定としており、優れた演劇鑑賞の機会として期待する 

ところであります。 
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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 

近年、健康への関心が高まるとともに、日常生活の中に運動を取り

入れた生活改善が図られるようになってきたことに伴い、自分に合っ

たスポーツ情報や正しく運動を行うための知識が必要となっています。 

併せて、生きがいや活力を養うため、誰もが親しみ、活動できる生

涯スポーツを推進していくことが求められていますので、町体育連盟

並びに推進委員との連携において、親しみやすく手軽に体力づくりに

取り組める軽スポーツ等の普及に努めるとともに、教室等を開催し、

老若男女を問わず豊かなスポーツライフの実現をめざしてまいります。 

 また、活動のレベルアップを図るために、関係団体の支援と指導者

の養成及び確保を行い、運営体制や指導体制の整備・充実に努めると

ともに、暮らしの中にスポーツを位置づけていけるよう、情報を発信

し、参加機会を促進してまいります。 

 

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 

図書館の運営にありましては、子どもから高齢者に至る町民の多く 

の方々が、より身近に感じていただき、利用を通じて学習し、必要と 

する情報を得ることができるよう、資料等の収集、整理及び保管等を 

円滑に行い、読書環境の充実に努めることが重要であると考えます。 
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そのため、北海道立図書館等関係機関との連携を深めるとともに、 

町民ニーズの的確な把握に努め、教養・調査・レクリエーション等の 

支援充実と来館が困難な方々に対し、引き続き、移動図書館としての 

「図書ワゴン」を運行してまいります。 

次に、学校及び関係団体等への支援協力でありますが、子どもの読 

書環境の整備において、学校への団体貸出を行うとともに、図書館職 

員を学校へ派遣し、学校と図書館の連携・協力による学校図書室の機 

能充実を図ってまいります。 

また、ボランティアグループの協力のもとに、小学校における読み

聞かせを実施し、読書の基礎習慣の確立及び創造力醸成に努めてまい

ります。 

 

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 

平取町にはアイヌ文化をはじめとする貴重な文化財が蓄積し、地域 

固有の財産として今日の世代に守り伝えられてきています。   

 その中において、アイヌ文化の振興は郷土の歴史文化に対する理解 

を深め、国内外に情報発信を行う文化財施策の柱であり、その役割を 

担う二風谷アイヌ文化博物館の果たすべき役割は重要であります。 

近年、博物館の入館者数は１万９千人前後で推移しておりますが、 

アイヌの伝統文化や歴史を学ぶ拠点として、隣接する沙流川歴史館、 
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二風谷工芸館と連携しながら、積極的に各種事業を展開することにお 

いて、近年におけるアイヌ文化への社会的関心の高まりを背景に、外 

国人を含めた一般の来館者数は増加傾向となっています。 

今後も来館者ニーズに対応したアイヌ文化の紹介、各種体験学習、 

屋外展示施設の活用など魅力ある博物館運営をめざし、平成３２年に 

開設予定であります「国立アイヌ文化博物館(仮称)」の動向を見据えな 

がら未公開収蔵資料の整理作業を進める中で、二風谷アイヌ文化博物 

館のリニューアルを検討し、沙流川流域に伝わる独自性と希少性の高 

い、魅力ある博物館運営をめざしてまいります。 

また、アイヌ文化保存会、二風谷アイヌ語教室などの伝承活動団体 

の活性化と伝承者の人材育成に努めるため、博物館として適切な支援 

と協力を継続して行ってまいります。 

 

（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、当町には国の重要有

形・無形民俗文化財に指定されたアイヌ民具資料のほか、古式舞踊、

口承文芸資料など貴重な文化財が存在しております。 

こうした文化財の適切な保護に努めながら普及啓発を図り、新たな

文化財指定に向けた調査研究と検討を継続してまいります。 

また、優れた景勝地でアイヌ伝承の舞台として指定を受けた「名勝

ピﾘカノカ」については、本年度から本格的な普及啓発活動に取り組む
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ため、案内看板、解説看板の設置、パンフレットの作成など、貴重な

文化資源としての保護推進を図り、有効活用に努めてまいります。 

重要文化的景観については、平成１９年７月に選定を受けて以来、

様々な普及啓発活動を行ってまいりましたが、本年度においては、視

点場の整備、解説看板の設置など、町民はもとより、来町者に対する

景観の理解促進に努めてまいります。 

なお、これまでに申請を行ってきた追加選定区域については、本年

度から新たな普及啓発活動に取り組む予定でありますが、景観の構成

要素である「アイヌ文化と近代以降の暮らし・生業の姿」をより明確

化させ、景観全体の付加価値を高めながら、各関係機関と連携し各種

施策を推進いたします。 

 

（３）埋蔵文化財の保護と活用 

当町には数多くの遺跡が分布しており、遺跡や出土した遺物は、地 

域の歴史文化を知るうえで、貴重な財産であります。 

 これらの埋蔵文化財を適切に管理し、郷土の文化遺産として後世に 

伝え残すため、町独自の活用施策を積極的に展開し、開発事業に伴う 

事前協議、確認調査など必要な業務の周知徹底に努め、適切な保護施 

策を推進いたします。 

また、沙流川流域の自然や歴史、文化を学ぶ機会を提供する施設と 

して建設された沙流川歴史館の管理運営を充実させるため、国に対し 
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必要な整備を要請するとともに、地域の特性を生かした魅力ある特別 

展、企画展等を開催し、学習機会の場を提供してまいります。 

 

（４）開拓財産の保存と活用 

開拓財産の保存と活用でありますが、開拓当時に使われていた農機 

具、生活用具などを保存展示している旧振内青少年道場は近年、建物 

の老朽化が著しく進行し、適切な管理状況とは言えないのが現状であ 

りますので、本年度において開拓財産を適切な場所に移設するととも 

に、地域郷土学習、社会学習などに有効活用できるよう環境整備を図 

ってまいります。 

 

Ⅳ むすび 

以上、平成２８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、様々な教育課題に対応し、２１世紀を生き抜く子ども

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を求めて学

習する町民を積極的に支援する、「生涯学習のまちづくり」をめざして

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。 


