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瑞穂町の教育に関する大綱の策定にあたって

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法
律が、平成２７年４月１日に施行され、教育の政治的中立性、継続
性・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、町長と教育委員会との連携強化を図るこ
ととされました。
また、すべての地方公共団体において総合教育会議を設置し、将
来の教育行政の方針である教育に関する大綱を策定することが義
務づけられました。瑞穂町では、平成２８年３月に教育に関する大
綱を策定しましたが、第５次瑞穂町長期総合計画及び第２次瑞穂町
教育基本計画の策定に伴い、教育に関する大綱を新たに策定するこ
ととしました。
ここに、第５次瑞穂町長期総合計画で謳う将来都市像

すみたいまち つながるまち あたらしいまち
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の実現に向けて 、瑞穂町の教育 に関する大綱を 策定いたしまし た。

令和３年２月
瑞穂町長
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瑞穂町の教育に関する大綱
次代を担う子どもたちが心豊かに育つことは、地域社会の宝
となります。瑞穂町では、人間尊重の精神に徹し自他の生命を
尊び、学校・家庭・地域社会との緊密な連携のもとに、教育基
本計画を策定しています。子どもたちが心身ともに健康で知性
と感性に富み、郷土を愛する心と国際感覚をそなえた町民とし
て人間性豊かに成長することを目指し、以下３つの教育目標を
掲げます。

１ 互いの人格を尊重し 思いやりと規範意識のあるひと
１ 社会の一員として 社会のルールを守り貢献しようとするひと
１ 自ら学び考え行動する 個性と創造力豊かなひと
また、学校教育及び社会教育を充実し、だれもが生涯を通じ、
あらゆる場で学び、支えあうことができる生涯学習の実現を目
指し、瑞穂町では、今後取り組む主要な施策を以下のとおり、
５つの施策を掲げます。

１
１
１
１
１

小・中学校における教育の ICT 化の推進
体育館の新設に向けての調査・研究
図書館のスーパーリニューアル後の利活用の推進
拡充された文化財保護施策を活用しての文化財保護の推進
新型コロナウイルス感染症対策の徹底
※５つ の施 策の 記載は 、教育 委員 会所 管組織 の順で 記載 して います 。
また 、５ つの施 策の概 略を 別添 に記載 します 。

教育は、学校、家庭及び地域のそれぞれが、役割と責任を分
担するとともに、情報を共有し、連携して取り組む認識に立ち、
すべての町民が教育に参加することを目指します。
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教育に関する大綱中５つの施策項目 の概略
１

小・中学校における教育のＩＣＴ化の推進

令和２年度、国による学校のＧＩＧＡスクール構想が前倒し推進
され、瑞穂町でもこれらの整備に積極的に取り組んでいます。整備
後はそのＩＣＴ機器の活用が大きな課題となってくることから、学
校のＩＣＴ化の利活用を更に推進します。
１

体育館の新設に向けての調査・研究

町民が利用する中央体育館は、その立地として北東側法面が土砂
災害警戒区域であることから同場所での改築は考えづらい と考え
ます。利用者の安全を守るために、新たな機能を備えた体育館の新
設について調査・研究を進めます。
１

図書館のスーパーリニューアル後の利 活用の推進

現在、図書館の大規模改修事業が進捗中です。また、第２次生涯
学習推進計画は令和３年度実施に向け改定作業中ですが、この計画
にこれまで位置づけがなかった「図書館の活用」を新たに位置づけ、
リニューアル後の図書館利活用の拡充を図ります。
１

拡充された文化財保護施策を活用しての文化財保護の推進

令和２年度より指定文化財制度に加え無形民俗文化財も対象と
する登録文化財制度が整いました。貴重な郷土の有形・無形遺産等
の保存活用及び継承を更に推進していきます。
１

新型コロナウイルス感染症対策の徹底

令和２年当初より、日本も含めた 全世界で新型コロナウイルス感
染症が大流行しています。わが町の小・中学校 及び町民が利用する
教育施設では、感染拡大防止について徹底した防疫体制を構築して
います。この感染症の収束には数年を要すると推測されることから、
今後とも新型コロナウイルス感染防止のための諸施策を積極的に
実施します。
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長期総合計画

基本構想
基本計画
基本目標１ 誰もが健康ですこやかに暮らせるまち
基本目標２ 子どもたちがのびのびと育つまち
瑞穂町の教育に関する大綱

教育基本計画教育目標

○学校教育に関すること

めざす教育

基本目標３ 生きる力と豊かなこころをはぐくむまち
瑞穂町の教育に関する大綱
○社会教育に関すること

総合教育会議

○互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のあるひと
○社会の一員として、社会のルールを守り貢献しようとするひと
○自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かなひと

基本目標４
基本目標５
基本目標６
基本目標７

つながりと活力あふれささえ合うまち
環境にやさしい安全・安心なまち
自然潤う便利で快適に暮らせるまち
総合計画の実現に向けて

基本方針
１
２
３
４

人権尊重と社会貢献の精神の育成
確かな学力の育成と個性や創造力の伸長
安全な学校と信頼される教育の確立
生涯学習の推進と施設・環境の整備
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《参考資料》

瑞穂町教育委員会 教育目標と基本方針

瑞穂町教育委 員会は、人間尊 重の精神に徹し 自他の生命を尊 び、
学校、家庭、地域との緊密な連携のもとに、子どもたちが心身とも
に健康で、知性と感性に富み、郷土を愛する心と国際感覚をそなえ
た町民として、人間性豊かに成長することを目指し、教育を推進す
る。
子どもたちが 、知性、感性 、道徳心や体力をはぐくみ 、人間性豊かに成長する
ことを願い、
○ 互 いの人格を尊重 し、思い やりと規範 意識のあるひと
○社会の一員と して、社会のルール を守り貢献しようと するひと
○自ら学び考え 行動する、個性と創 造力豊かなひと
の育成に向けた教育を重視する。
互いの人格を尊
重し、思いやり
と規範意識のあ
るひと

社会の一員と
して、社会の
ルールを守り
貢献しようと
するひと

自ら学び考え
行動する、個
性と創造力豊
かなひと

また、学校教育及び社会教育を充実し、だれもが生涯を通じ、あらゆる場で
学び、支え合うことができる生涯学習社会の実現を図る。
そして、教育は、学校、家庭、地域のそれぞれが責任を果たし、連携して行
われなければならないものであるとの認識に立って、すべての町民が教育に
参加することを目指す。
瑞穂町 教育委 員会 は 、この ような 考え 方 に立っ て、 「 すみ たいまち つ

ながるまち

あたらしいまち

～ “ そ うぞ う ” し よう み らい に ず っ と
ほ こ れ るみずほ～ 」（第５次瑞穂町長期総合計画の将来都市像／計画期間：令
和３年度～令和１２年度）の実現に向けて、積極的に教育行政を推進する。
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子ども たち が、 人権尊 重の理 念を
正しく 理解 する ととも に、思 いや り
の心や 社会 生活 の基本 ルール を身 に
付け、 社会 に貢 献しよ うとす る精 神
をはぐ くむ こと が求め られる 。
そのた めに、人権 教育 及び心 の教 育
を充実 する とと もに 、権利と 義務 、自
由と責 任に つい ての認 識を深 めさ せ、
公共心をもち自立した個人を育てる
教育を 推進 する 。

針

社会の 変化 に対 応でき るよう 、子
どもた ち一 人一 人の思 考力、 判断
力、表 現力 など の資質 ・能力 を育 成
するこ とが 求め られる 。
そのた めに 、確 かな学 力の育 成を 図
り、子 ども たち の個性 と創造 力を 伸
ばす教 育を 推進 する。

《基本方針１》

確かな学力の育成と個性や創造力の
伸長
《基本方針２》

《基本方針３》

《基本方針４》

人権尊重と社会貢献の 精 神 の育 成

安全な学校と信頼される教育の確立

生 涯学 習 の 推 進と 施 設 ・ 環境 の 整 備

子どもたちが安全で安心した学校
生活を 送る ため に、教 育行政 を力 強く
展開す るこ とが 求めら れる。
そのた めに、学校 、家 庭、地 域の協
働と町民の教育参加を進めるととも
に、効 率的 で透 明性の 高い開 かれ た学
校経営 への 改革 を進め ていく 。

活力あ る社 会を 築いて いくた めに 、
個人の 生活 を充 実する ととも に、一人
ひとりが社会に貢献できるようにす
ること が求 めら れる。
そのた めに 、町 民が生 涯を通 じて 、
自ら学 び、 文化 やスポ ーツに 親し み 、
社会参加できる機会の充実を図ると
ともに 、施 設や 環境の 整備に 努め る。
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