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『は じ め に』 旭川市教育行政方針を申し上げます。

令和という新しい時代を迎え，国においては，誰もが，

ＡＩ等の技術革新などの急速な変化を前向きに受け止

め，豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手として，

予測不可能な未来を自立的に生き，社会の形成に参画す

ることが重要であるとしています。

また，地域社会においては，住民主体で地域固有の魅

力や特色を改めて見つめ直し，その維持発展に取り組む

ことが期待されています。

教育委員会といたしましては，こうした動向を踏まえ，

「主体的に学び力強く未来を拓く人づくり」を基本方針

とし，子どもたちが，これからの社会を自立して生きて

いくことができるよう，また，誰もが生涯学び続け，社

会で活躍することができるよう，教育行政を推進してま

いります。

また，新型コロナウイルス感染症につきましては，引

き続き強い危機意識を持ち，国や北海道と緊密に連携し，

保護者など市民の皆様の御協力をいただきながら，学校

等と一体となって迅速に対応してまいります。

以下，学校教育，社会教育の順に，教育行政推進の重

点的な取組について申し上げます。

『基本的な考え』 はじめに学校教育についてであります。

子どもたちが，ふるさと旭川への愛着と誇りを持ち，

それぞれの夢や目標の実現に向けて，生きる力を育み，
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未来へとはばたくことができるよう，安全で安心な教育

環境を整備するとともに，学校・家庭・地域の連携・協

働を推進し，豊かな学びの実現に取り組んでまいります。

令和２年度におきましては，第２期旭川市学校教育基

本計画に基づき，３つの重点的な取組を進めてまいりま

す。

子どもたちに未来 重点的な取組の１つ目は，「子どもたちに未来を生き

を生き抜く力を育 抜く力を育む」であります。

む 子どもたちに確かな学力，豊かな心，健やかな体をバ

ランス良く育むため，児童生徒一人一人に応じた学びを

進めるとともに，協調性や創造性を育むことが求められ

ています。

確かな学力の育成につきましては，各学校の組織的で

計画的な取組の支援に努めるとともに，児童生徒個々の

学習の状況に対応するため，オンラインサービスを活用

した学習支援を促進してまいります。

また，全小・中学校に高速かつ大容量の通信ネット

ワーク環境を整備し，令和５年度までに児童生徒１人１

台の端末整備を順次進めてまいります。

少人数学級編制につきましては，北海道教育委員会の

取組なども踏まえながら，引き続き小学校低・中学年を

対象に，国の基準より少ない人数での学級編制を行って

まいります。

英語教育につきましては，ＡＬＴ及び小学校外国語活
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動サポーターの派遣やイングリッシュ・チャレンジ教

室，インターネット電話による海外児童生徒との交流学

習に取り組みます。

また，小・中学校の教員を対象に英語力向上のための

研修会を実施してまいります。

情報教育につきましては，外部の専門家等による出前

授業やロボット型教育用教材等を活用したプログラミン

グ学習を実施し，児童生徒の情報活用能力の育成に取り

組んでまいります。

また，子どもたちがＩＣＴを適切かつ安全に活用でき

るよう情報モラルに関する指導の徹底を図ってまいりま

す。

豊かな心の育成につきましては，道徳教育の充実を図

るため，引き続き道徳科研修会を開催し，支援に努める

とともに，関係機関等と連携し，児童生徒が命の大切さ

や思いやりについて考えを深める取組を充実してまいり

ます。

また，児童生徒の豊かな感性を育み情操を培うため，

ミュージカルやオーケストラの演奏会など，優れた文化

芸術に直接触れる機会を提供してまいります。

いじめの問題への対応につきましては，旭川市いじめ

防止基本方針に基づき，学校や家庭，関係機関等と連携

し，未然防止や早期対応の取組を進めてまいります。

また，これまで中学生がいじめの問題等について協議

してきた「生活・学習Ａｃｔサミット」の参加対象を全
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小・中学校に拡大するほか，先進事例の調査研究やＩＣＴ

を活用し生徒会で各中学校の取組を共有するなど，児童

生徒が主体となった取組を支援してまいります。

不登校への対応につきましては，各学校において，教

員やスクールカウンセラーによる教育相談の充実を図

り，未然防止や早期対応・解消に努めるとともに，適応

指導教室（ゆっくらす）における指導・支援や関係機関

等と連携した取組を行ってまいります。

健やかな体の育成につきましては，体育実技に係る映

像資料を作成し，体育授業や体力づくりの取組を充実す

るとともに，各学校のオリンピック・パラリンピック教

育の取組を支援してまいります。

本年１月から供用を開始しました東旭川学校給食セン

ターにつきましては，新年度から中学校５校を加え，安

全・安心でおいしい給食の提供に努めるとともに，地域

の食育の拠点機能を果たすよう取り組んでまいります。

また，地元産の食材を給食に積極的に取り入れ，生産

者との交流の機会を設けることにより，郷土の旬や地元

の農業への関心を高めるなど，地産地消の取組を推進し

てまいります。

ふるさと旭川の特徴を生かした教育につきましては，

各学校において，本市の社会教育施設などの教育資源を

効果的に活用した学習活動に取り組むよう支援してまい

ります。

特別支援教育につきましては，一人一人の教育的ニー
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ズに応じた指導・支援の充実に努めるとともに，医療的

ケアを必要とする児童生徒に対応するため，看護師資格

を有する補助指導員を増員いたします。

子どもたちの学び 重点的な取組の２つ目は，「子どもたちの学びの環境

の環境を整える を整える」であります。

自然災害や事故等から子どもたちを守るとともに，教

育の機会均等を図り，子どもたちにとって安全・安心で

生き生きと学ぶことができる環境づくりが求められてい

ます。

登下校の安全対策につきましては，引き続き関係機

関・地域と連携した通学路の合同点検を実施するととも

に，ＩＣタグ及び防犯カメラを活用した登下校見守りシ

ステムを全小学校に導入してまいります。

また，児童生徒の危機対応能力の育成に向け，防犯や

防災に関する訓練等を実施してまいります。

学校施設の整備につきましては，来年１月の供用開始

に向け，東栄小学校の二期目の増改築工事を行うほか，

千代田小学校の実施設計，豊岡小学校の基本設計，永山

西小学校の耐力度調査にそれぞれ着手し，学校の耐震化

を着実に推進してまいります。

また，アスベスト含有断熱材が使用されている煙突の

改修工事に継続して取り組み，安心して使用できる施設

の整備を図ってまいります。

就学援助につきましては，中学校の新入学用品費の支
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給単価を増額するとともに，支給時期を早め，保護者の

更なる負担軽減を図るほか，生活保護基準の見直しによ

る影響が及ばないよう，必要な制度改正を行ってまいり

ます。

また，引き続き全保護者への制度の周知に努めてまい

ります。

児童生徒のより良い教育環境の整備のため，旭川市立

小・中学校適正配置計画に基づき，保護者や地域住民と

意見交換を行い，小・中学校の統合や通学区域の見直し

に取り組んでまいります。

子どもたちをともに 重点的な取組の３つ目は，「子どもたちをともに育て

育て豊かな学びを 豊かな学びをつくる」であります。

つくる 子どもたちの豊かな学びや成長には，教職員が，より

子どもと向き合うことができる環境づくりを進めるとと

もに，学校はもとより，家庭や地域が教育の場として機

能を発揮することが求められています。

学校における働き方改革の推進に向けましては，引き

続きスクール・サポート・スタッフ等の専門スタッフの

活用を図るとともに，部活動指導員を増員するほか，

ＩＣＴを活用した校務支援やオンデマンド研修を進め，

時間外勤務縮減の促進に取り組んでまいります。

教職員の服務規律の保持につきましては，教職員一人

一人が教育公務員としての責務と立場を厳に自覚し，学

校教育に対する信頼を損なうことがないよう，より一層
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の危機感を持って指導の徹底を図り，服務規律の保持に

努めてまいります。

コミュニティ・スクールにつきましては，全小・中学

校に導入し，公民館等と連携しながら，学校と地域が力

を合わせ，子どもたちの成長を支える体制づくりを着実

に進めてまいります。

『基本的な考え』 次に社会教育についてであります。

市民一人一人が，地域の魅力を実感し郷土に愛着を持

ち，主体的に学び人と人とのきずなを深め，心豊かに暮

らすことができるよう，学びの機会の充実と文化芸術活

動の支援を図るとともに，学習成果を地域に還元できる

環境づくりを推進してまいります。

令和２年度におきましては，旭川市社会教育基本計画

及び旭川市文化芸術振興基本計画に基づき，５つの重点

的な取組を進めてまいります。

市民一人一人の主 重点的な取組の１つ目は，「市民一人一人の主体的な

体的な学びの機会 学びの機会の充実」であります。

の充実 市民自らが，生涯学習の場を広く選択できるよう，生

涯学習に関する情報や講座等を掲載した，生涯学習ポー

タルサイト「まなびネットあさひかわ」の更なる利用促

進に努めてまいります。

また，市民の学習活動への関心を高め，自らの成果を

発表する場であり，第３０回目を迎える生涯学習フェア



- 8 -

「まなびピアあさひかわ」を引き続き開催してまいりま

す。

ジオパーク構想につきましては，構成する周辺自治体

とのネットワークを強化し，引き続き住民参加型の活動

や調査・研究を行うなど，関係団体や住民とともに，こ

れからの地域の目指す姿について考え，将来的な日本ジ

オパークの認定に向け，持続可能な地域づくりにつなげ

るよう取り組んでまいります。

科学館におきましては，開館１５周年事業として，近

年多くの方々が関心を寄せている恐竜をテーマに，その

進化や絶滅，現代の生態系とのつながりを学べる特別展

を開催し，最新の科学を学ぶ機会を提供してまいります。

市民の学びを支え 重点的な取組の２つ目は，「市民の学びを支える環境

る環境の整備 の整備」であります。

中央図書館におきましては，市内の小・中学校の夏・

冬休み期間に，休館日である月曜日を試行的に開館して

おり，今後も継続して子どもたちにとって利用しやすい

図書館を目指し，読書環境の充実を図ってまいります。

市民文化会館につきましては，整備等の方向性につい

て引き続き慎重に検討を進めてまいります。

地域における学び 重点的な取組の３つ目は，「地域における学びの循環」

の循環 であります。

旭川市シニア大学では，学習課程を効率良く学び,卒
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業後にその学習成果を多くの機会で生かし，地域で継続

的に活躍できるよう，大学院までの６年制カリキュラム

を見直し，令和２年度から順次大学４年制に移行してま

いります。

これまで成人の日に開催してまいりました「成人を祝

うつどい」につきましては，開催日を成人の日の前日の

日曜日に変更することで，遠方からの参加者などへの利

便を図ってまいります。

また，令和４年度から成年年齢が１８歳に引き下げら

れることに伴い，参加者の対象年齢や開催方法につきま

して，国や他の自治体の動きを注視しながら検討してま

いります。

公民館におきましては，学校や地域団体と連携しなが

ら事業を行っていくなど，地域の身近な施設として学習

環境の整備に努めてまいります。

また，他の市有施設も含め，これからの地域における

社会教育活動に資する施設の在り方についても検討して

まいります。

子ども読書活動推進計画につきましては，第３次計画

が５年を経過することから，この計画の基本理念である

「全ての子どもが，いつでもどこでも自分から読書に親

しむことができる環境をつくる」を継承しながら，新た

な課題を整理し第４次計画を策定してまいります。

市民の心を豊かに 重点的な取組の４つ目は，「市民の心を豊かにする文
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する文化芸術活動 化芸術活動の充実」であります。

の充実 市民の文化芸術活動を支援する取組として，コンサー

トや展覧会などの事業に対する支援や，活動の成果を発

表する旭川市民ギャラリーの運営などを今後も引き続き

行い，市民の文化芸術活動の充実に努めてまいります。

市民文化会館や大雪クリスタルホールにおきまして

は，幅広い世代を対象に，質の高い舞台芸術が鑑賞でき

る公演や，文化芸術の素晴らしさを体験できる機会の提

供など，魅力ある自主文化事業を実施してまいります。

彫刻美術館におきましては，中原悌二郎賞が５０周年

を迎えることから，記念事業を開催し，中原悌二郎賞の

これまでを振り返り認知度を高める機会とするほか，自

主事業を通じて彫刻鑑賞機会の充実を図るなど，彫刻の

まちとしての魅力の発信に努めてまいります。

郷土文化の保存・ 重点的な取組の５つ目は，「郷土文化の保存・活用と

活用と郷土愛の育 郷土愛の育成」であります。

成 昨年制定された「アイヌの人々の誇りが尊重される社

会を実現するための施策の推進に関する法律」に基づく

国の交付金などを活用し，市長部局と連携しながら，「ア

イヌ文化を生かすまちづくり」を推進する事業に取り組

んでまいります。

民間のアイヌ文化施設につきましては，整備計画の検

討を進め，協働事業を行うなど，アイヌ文化の保存と継

承に関する理解の促進に努めるとともに，産業や観光の
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振興，地域の活性化につなげてまいります。

博物館におきましては，アイヌ文化に親しむ日の開催，

市内の高校の郷土研究部と連携した研究発表などを実施

してまいります。

また，開村１３０年を記念し，旭川のあゆみを振り返

る企画展を開催するとともに，彫刻美術館や博物館など

社会教育施設を活用した郷土の歴史文化に対する学習活

動をより充実させてまいります。

本市発祥の工芸であります優佳良織につきましては，

その技術を保存・伝承するための支援を引き続き行って

まいります。

旧宮北邸とその土地につきましては，歴史的な建造物

として国から長期にわたり借り受け，維持管理を行って

まいりましたが，令和２年度中の取得に向けて取組を進

めてまいります。

『 む す び 』 以上，教育行政推進の重点的な取組について申し上げ

ました。

平成から令和に変わり，人生１００年時代やＳｏｃｉｅｔｙ

５．０時代の到来が予測されており，今後は，ＳＤＧｓ

の視点を踏まえた豊かで活力ある持続可能な社会を創る

ことが求められています。

新しい時代を切り拓く原動力となるのは「人づくり」

であり，子どもから高齢者まで全ての市民が，笑顔で元

気に，心豊かに暮らしていくため，教育が果たす役割は
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一層重要となってまいります。

教育委員会といたしましては，市長部局や地域社会と

連携しながら，学校教育部と社会教育部が両輪となり，

たくましく未来を拓く人材の育成を目指し，教育行政を

全力で推進してまいります。

市民並びに議員の皆様の一層の御支援と御協力をお願

い申し上げ，教育行政方針といたします。


