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序　　論

１　計画の策定の趣旨
　本町では、平成 19年度に「第５次岩泉町教育振興基本計画」を策定し、地域の特性
を生かしながら生涯学習、学校教育、家庭教育・社会教育、スポーツ・レクリエーショ
ン、文化の振興を積極的に推進してきました。
　その間、本町のみならず自治体を取り巻く環境は変化し、時代の政権の交代や地方分
権、経済の変革など各分野において大きな転換期を迎えています。
　このような中で、新岩泉町まちづくり総合計画では、「大きな樹が育ち明日が見える
岩泉」をまちづくりの基本目標として、時代の変化を的確にとらえ新たな時代の観点に
立って、町民と行政が共に目指す明日の見える岩泉の姿を描き、その実現のための町づ
くりの視点として「本物」、「共生」、「環境」、「教育」の４つのキーワードを掲げていま
す。その基本目標を具体化していくための「教育」分野の柱として、〝人材を育み文化
をつなぐ「希望の森

も り

林」〟が町の将来像として位置付けられているところです。
　様々な環境変化は、教育分野にも大きな影響を与え、少子化の進行、家庭や地域の教
育力の低下、大きくクローズアップされているいじめや不登校、少年犯罪など学校教育
に問題を生み出し、一方、情報通信技術の高度化、社会経済のグローバル化、余暇時間
の増大そして価値観の多様化などは、町民の新たな分野への学習意欲や生涯を通じた学
習意欲となって現れています。また、東日本大震災津波による未曾有の被害を受けた本
県・本町の復旧・復興の担い手は子どもたちであり、町の未来を切り拓き、変容する社
会の中を生き抜く力を身に付けるうえで、復興教育の果たす役割は極めて大きいと考え
ています。
　このような状況を踏まえ、本町教育の一層の振興を図るためには、社会の変化を的確
に把握するとともに、将来の動向を予測しながら、学校・家庭・地域など社会を挙げて
教育に取り組むことが、これまで以上に求められており、新たな時代にふさわしい教育
行政の方向や施策を明らかにする必要があります。
　そこで教育における現状の把握と課題を見極め、本町教育の進むべき方向と、これら
の実現のための基本的な教育行政施策を示すため、「第６次岩泉町教育振興基本計画」
を策定するものです。
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２　計画の性格
⑴　この計画は、長期的な展望に立って、本町教育の進むべき方向と目標及びそのため
の総合的な教育行政施策を明らかにするものであり、新岩泉町まちづくり総合計画に
おける教育分野の柱である、〝人材を育み文化をつなぐ「希望の森

も り

林」〟を推進するた
めの具体的な内容を示すものです。
⑵　この計画と国や県との関係については、それぞれが示す各種計画と調整を図りなが
ら推進するとともに、本町の地域特性や主体性を確保しつつ、支援や協力を求めるも
のです。
⑶　この計画は、教育基本法第 17条第２項に規定される教育の振興のための施策に関
する基本的な計画としての性格を持つものであり、町民や地域社会に対して本町の教
育行政の方向性や施策について、理解、協力及び積極的な参加を求めるものです。

３　計画の期間
⑴　この計画は、新岩泉町まちづくり総合計画における前期計画期間と、その整合性を
図る観点から、平成 25年度から平成 27年度の３か年計画とします。
⑵　次期計画は、新岩泉町まちづくり総合計画における後期計画策定と併せ、その見直
しを図るものです。

４　計画の構成
⑴　総論では、教育環境を取り巻く社会情勢を踏まえながら、長期的な展望に立ち、本
町教育振興の基本的方向を明らかにします。
⑵　各論では、総論に基づき本町教育振興の、具体的な施策を明らかにします。また、
計画の実行性を確保するため、施策については具体的な事業計画を明らかにします。
なお、この間においても、国・県の関係施策などの動向を踏まえ、また、個別の事業
の検証や評価などにより、必要に応じて見直しを行うものとします。
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　少子高齢化・人口減少や高度情報化、厳しい経済情勢や格差の存在などを背景として、
教育を取り巻く社会情勢は変化してきており、学習意欲や規範意識、体力・運動能力など
様々な課題が指摘されています。
　こうした中、これら教育に係る諸課題について適切に対応するとともに、子どもたちか
ら大人までの生涯をとおした教育全般にわたり、学校・家庭・地域など町を挙げて取り組
むことが、これまで以上に必要とされています。

１　教育機会の確保
　競争激化と格差社会の到来により、経済情勢は厳しさを増し、格差の固定化が危惧さ
れています。こうした中で、子どもたちには、時代の変化に対応し、自立して生きてい
くために必要な知識・技能などを生涯にわたり身につけていくことが必要となっており、
家庭の経済状況や障がいの有無などに関わらず、だれもが安心して学ぶことができるよ
う、教育機会を確保することがますます重要となっています。
　このため、就学・通学の支援や義務教育課程卒業後も継続して学ぶことができるよう
に、奨学資金制度等による就学機会の確保の充実に努めるほか、障がいにより特別な配
慮が必要とする子どもたちへの対応を充実させていくことが求められています。
　　
２　東日本大震災に学ぶ復興教育
　本町は、内外の社会情勢の変化と連動しながら、時代の流れとともに大きく変容して
きました。その間、百年に一度言われるような世界的な経済危機、そして千年に一度と
いう未曾有の被害をもたらした東日本大震災津波や福島原発放射能の影響などにより、
本町小本地域を始めとした地域経済を取り巻く環境は、かってない厳しいものとなって
います。本町の震災復興は、単なる震災被害の復旧だけでなく、新たな地方の価値を創
造し、長期的な視野に立った町全体の振興発展に努めていく必要があります。
　そのためには、復旧・復興の担い手である子どもたちが果たす役割は大きく、次代を
担う独創的で感性豊かな人材の育成、そして岩泉の未来を切り拓き、めまぐるしく変容
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する社会の中を生き抜く力を身につけるうえで、教育の果たす役割は極めて大きいもの
があります。
　今後は、災害の知識や身の守り方、復興における自分自身の役割、地域との関わり方
などを総合的に学ぶ「復興教育」、子どもたちの心のサポートや児童生徒の安全で安心
な教育環境の確保など、学び舎の復興・整備に全力で取り組むとともに、「知・徳・体」
の調和のとれた人間形成に努める必要があります。

３　進行する少子高齢化と人口減少
　本町は、昭和 30年代をピークに人口、世帯数共に全国、県を上回るペースで減少し
ており、若者の多くが進学や就職先を求めて町外へ転出し、加えて少子化傾向が人口減
少に拍車をかけ、学校の極小規模校化など学校教育をはじめ、地域コミュニティの維持
や地域産業、医療、福祉など様々な分野で少子高齢化と人口減少による多くの課題が懸
念されています。
　少子化の進行は、学校、地域における友達同士や異年齢集団の中で育まれるであろう
「がまんすること」、「年下への思いやり」、「年上への敬い」など切磋琢磨する機会や豊
かな遊びの場の減少を招き、また、子どもたちに対する保護者の過保護・過干渉を招き
やすくなることや、子育ての経験や知識が伝わりにくくなることが指摘されています。
　このため、多様な人間関係を学び社会性を育むため、子どもたちの自立に不可欠な自
然体験や社会体験の機会を充実し、学校同士や様々な形での異年齢間を含めた交流の場
を設けるとともに、家庭の教育機能を向上するため、学習機会を通じた家庭教育の支援
が求められています。また、安定的な雇用を確保しながら、誰もが魅力を感じ、安心し
て子どもを生み育てることができる環境づくりや支援、社会全体で子どもを育てる機運
の醸成を図っていくことが重要です。
　本町における、平成 24 年 10 月１日現在の住民基本台帳による 65 歳以上の人口比
率は 37.45％と、かってない高齢化が進んでおり、高齢者の健康で生きがいのある環境
をつくるため、多様な学習や活動の機会を提供するとともに、子どもたちが高齢者の豊
かな知恵や経験に学ぶ機会を設けることも必要とされています。

４　求められる安全・安心確保
　未曾有の被害をもたらした東日本大震災、福島原発の放射能問題などの自然災害や交通事
故、また、インターネット・携帯電話を介したいじめや犯罪、有害情報の氾濫など、高度情
報化社会を背景とした事件も多発するなど、子どもたちの安全・安心確保が求められています。
　このような状況の中で、子どもたちの安全を確保するためには誰もが安心して学ぶこ
とができる学び舎など教育環境の整備、学校安全計画や危機管理マニュアル等を背景と
した学校指導体制の強化、防犯・防災等教育の充実とともに、学校・家庭・地域が連携



Ⅰ　総　論

─ 5 ─

した取り組みが必要です。
　また、児童生徒の倫理観や規範意識の希薄化が進むとともに、暴力行為やいじめなど
問題行動の態様は変容しており、不登校などの学校不適応とあわせ注意深く対応してい
く必要があります。学校は狭いとはいえ一つの社会であり、多様な個人が集まれば、人
間関係である程度の摩擦を生じるのは避けて通れないものであり、そういった中で適切
な人間関係を、そしてより良い人間関係を築くことを学ぶのが学校教育の基本であり、
子どもたちや保護者と学級担任との信頼関係の形成を図り、早期発見、早期対応に努め
ることが求められています。

５　グローバル化と経済情勢の変化
　地球規模のネットワーク化の進展などに伴い、市場の拡大や貿易・金融の自由化が急
速に進み、海外からの観光客が増加するなど、国境を越えた交流がますます拡大してい
ます。こうした中で、日本人として自覚を持ち、諸外国の人々とコミュニケーションを
とりながら、国際社会において力を発揮することができる人材が必要とされています。
　このため、日本や故郷の歴史、文化などについての理解を促進するとともに、国際交
流の推進などを通じた諸外国の文化についての理解や、コミュニケーション能力の育成
などが求められています。
　長引く景気低迷や世界的な金融危機などを背景として、失業率の上昇や非正規雇用の
拡大など雇用の不安定化が進むとともに、一方では、グローバル競争の激化などに伴い、
創造性やリーダーシップなどに富む人材が必要とされています。
　また、子どもたちの様々な体験や世代間交流の場が乏しくなっており、精神的、社会
的自立が遅れ、将来の生き方や働き方について考え、選択し、決定をすることを先送り
する傾向が強まっていることから、職業観・勤労感を育成するため、地域や商工業者等、
学校外の教育資源を活用した体験活動の機会の確保を図ることが求められています。

６　多様で豊かな環境保全
　地球温暖化や酸性雨など地球環境問題や食糧問題が深刻化しており、本町ではその地
域特性を踏まえた低炭素・循環型社会の形成に努めることとして、良好な環境の保全や
自然との共生の取組が活発に行われてきました。先人が培ってきたこれらの資源と多彩
な自然は、私たち町民の貴重な財産、誇りでもあることから、人と自然が共生する持続
可能な社会としていくことが課題となっています。
　このため、山、川、海などの優れた自然環境を保全するとともに、自然とのふれあい、
余暇活動、環境教育の場として活用を図り、また、省エネルギー、ごみの排出抑制・リ
サイクルなど環境問題や食問題について、自ら考え行動する人材の育成を図る学習など
が求められています。
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７　高度情報化の進展
　町内外をネットワークする高度な情報通信網は、現代社会必須の社会的な基盤であり、
インターネットや携帯電話など、町民誰もが最先端の情報通信技術を手軽にいつでも利
用できるよう、情報通信網の整備と活用に努めることが求められています。情報化、グ
ローバル化の急速な進展が、時間・距離といった制約や国・地域の枠を超えて子どもた
ちも含めた一人ひとりに深くかかわってきており、その対応も求められています。
　まず、高度情報通信社会を生きる子どもたちに、情報に埋没することなく、情報や情
報機器を主体的に選択し、活用するとともに、情報を積極的に発信することができるよ
うになるための基礎的な資質や能力を育成、また、学校における情報機器やネットワー
ク環境を整備し、これらの積極的な活用により、教育の質的な改善・充実に努めていく
必要があります。
　一方では、情報化の進展により、様々な可能性を広げるという「光」の部分ととも
に、人間関係の希薄化、生活体験・自然体験の不足、心身の健康に対する影響等「影」
の部分が課題として指摘されていることから、学校・家庭・地域が連携して、心身と
もに調和のとれた人間形成を目指していくことが求められています。

８　分権型社会への移行
　地方分権の進展に伴い、町民と行政との協働による町づくりを進めることが重要となっ
ています。一方で、人と人とのつながりが希薄化し、社会の一員としての役割・責任を回
避する傾向があることから、町づくりの担い手が固定化してきており、団体などの活力や
横のつながりなどの面に課題が生じていることから、その担い手の育成に取り組むととも
に、町民の自主的活動を支援し、地域の連帯感を形成していくことが求められています。
　このため、地域の自立を支え、地域に貢献する人材の育成がこれまで以上に重要にな
り、地域の特性を生かした生涯学習、学校教育、家庭教育・社会教育、スポーツ・レク
リエーション、文化活動などの一層の推進が求められています。

９　価値観の多様化
　価値観が多様化し、物の豊かさよりも精神的なゆとりや生きがいが、ますます重視さ
れるようになってきています。こうした中で、個人の生き方を大切にする一方で、自分
さえよければよいという風潮が強まっており、社会全体として規範意識が低下している
との指摘や、人と人のつながりや支え合いが弱まっているとの指摘がなされています。
　このため、考え方などの異なる人達が認め合い、話し合い、支え合う社会としていくこ
とが必要となっており、規範意識の育成や、人権・福祉・男女共同参画に関する理解の促
進のほか、社会参加の促進や、コミュニケーション能力の育成などが求められています。
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第２章　岩泉町の教育の現況と課題

１　生涯学習
　生活水準の向上や余暇時間の増大によって、物質的な豊かさから心の豊かさへと価値
観が変化するとともに、そのニーズも多様化しています。
　町民一人ひとりが継続的な学習を通じて自己実現を図るために、生涯を通じて様々な
学習機会の提供が求められ、自らの意思で自ら選択し、自ら主体的に取り組む姿勢へと
変わってきていることから、学ぶ意欲を支え、生涯を通じて学習する環境整備に努める
必要があります。
　このため、生涯学習に関する幅広い情報を収集・整理・充実して、提供を行うととも
に、関係機関、団体、民間等と連携・協力しながら、多様な学習機会の提供に努める必
要があります。

２　学校教育
　岩泉町を担う子どもたちが心豊かでたくましく生きていくために、学校教育の果たす
役割は大きいものがあります。
　これからの新しい義務教育の姿として、子どもたちがよく学びよく遊び、心身ともに
健やかに育つことを目指し、高い資質能力を備えた教師が自信を持って指導に当たり、
そして、保護者や地域も参画して、生き生きと活力ある活動を展開できる学校の実現を
目指さなければなりません。
　これからの学校は、教育目標をこれまで以上に明確にし、子どもたちに必要な学力、
体力、道徳性をしっかりと養い、教育の質を保証することが求められるとともに、保護
者や地域住民の意向を十分反映する、信頼される学校でなければなりません。また、学
校運営協議会や学校評議員の積極的活用を通じて、保護者や地域住民の学校運営への参
画を促進することが求められています。

３　家庭教育・社会教育
　子どもたちの学力向上や健やかな成長のためには、適切な運動、調和のとれた食事、
十分な休養・睡眠が大切です。
　子どもがこうした生活習慣を身に付けていくためには家庭の果たすべき役割は大き
く、個々の家庭や子どもの問題として見過ごすことなく、社会全体の問題として地域と
一体となって、家庭や地域の教育力を向上させる取り組みや、多様な情報提供・支援を
行うことが求められています。
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　社会教育については、町民の生涯にわたる主体的な学習の支援・促進のために、学習
機会の拡充やニーズに合わせた学習機会の提供に努めるとともに、学習を活かした指導
者養成が必要です。
　さらに、地域、家庭、学校等との連携・協力を図りながら教育振興運動の促進が求め
られています。

４　スポーツ・レクリエーション
　スポーツ・レクリエーションは、健康の保持増進と体力の向上だけでなく、生涯にわ
たって明るく活力ある生活や、豊かで生きがいのある生活を営む上で重要な要素です。
　地域に根ざしたスポーツ活動の多様な支援策を推進する必要があります。
　また、「いつでも、どこでも、だれでも」がスポーツに親しむことのできる生涯スポー
ツ社会の実現に向け、環境の整備に努める必要があります。

５　文　化
　人々の価値観が物の豊かさから心の豊かさへと指向が変わっていく中で、一人ひとり
が気軽に様々な芸術文化に触れ、主体的に芸術文化活動に参加できる環境が求められて
います。
　このため、地域の人材を活用した芸術文化に関する教室や講座を開催するなど、日常
の芸術文化活動を活発化させながら、地域固有の文化を正しく評価、継承し、情報発信
していくことが大切です。
　町には、優れた伝統芸能や価値の高い有形文化財、町の成り立ちや先人の足あとを知
る上で欠くことのできない遺跡、民俗文化財が数多くあります。
　歴史や風土に培われてきた貴重な伝統芸能や文化財は、保存、継承し活用していくこ
とが大切です。
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第３章　施策の基本方向と施策体系

１　生涯学習の推進
　⑴　推進体制の充実

　町民の学習活動への関心の多様化や高度化に応えるため、生涯学習推進本部はもと
より、特定非営利活動法人岩泉地域活動推進センターとの協働、さらには関係機関等
との連携を図り、生涯学習を意図的・計画的そして総合的に推進します。

　⑵　生涯学習の普及奨励
　地域住民の学習意欲を尊重し、住民目線そして住民ニーズにあった生涯学習情報の
収集・整理・充実や学習発表の機会の拡充に努め、町民の学習意欲の高揚を図ります。
そのため、関係する民間団体等と連携し活動を推進します。

　⑶　学習条件の整備
　学習設備の充実と効果的活用を図るとともに、地域の自主学習グループ等への支援
を推進します。

２　学校教育の充実
　⑴　就学前教育の充実

①　こども園、保育園（所）へのＡＥＴ等、各種講師の派遣を行い、就学前教育の充
実を図ります。
②　教育相談の充実を図ります。

　⑵　 小・中学校教育の充実
①　学校経営の充実と開かれた学校づくりの推進
　　検証可能な目標達成型の学校経営を継続し、学校運営協議会や学校評議員の積極
的活用を通じて、保護者や地域住民の学校運営への参画を促進し、開かれた学校づ
くりを推進します。
②　学力向上のための基礎・基本の定着
　　学校と保護者、児童生徒が共通認識に立った「まなびフェスト」を作成して明確
な達成目標を設定し、授業改善に取り組み、基礎基本の定着による学力向上に努め
ます。
③　心の教育の充実
　　「命の大切さ」をしっかり教え、いじめの根絶を図るとともに、本町の豊かな自
然とのふれあいや、家庭や地域との連携により心の豊かな人間性を育む教育を推進
します。
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④　生徒指導・学校不適応対策の充実
　　学校・家庭・地域が一体となり、児童生徒の基本的生活習慣の確立と規範意識の
醸成を図ります。
　　また、学校不適応の解消のため、日常の児童生徒の実態把握と指導を徹底し、あ
わせて地域住民・関係機関との連携を図り問題行動の防止対策を推進します。不登
校についても、重点課題としてその解消を目指した取り組みを推進するとともに、
組織的な対応を充実させ、意図的・継続的な指導に努めます。
⑤　小規模・複式教育の充実
　　小規模校ならではの個性重視の教育を展開し、教育水準の向上に努めるとともに、
集団での学習のよさを体験できる集合・交流学習の推進を図ります。
⑥　キャリア教育の充実
　　発達段階に応じた組織的、系統的なキャリア教育を推進します。また、地元の主
要な産業の職場体験活動による多様な職場の理解に努めます。
⑦　教育環境の整備
　　老朽化した校舎の改修及び非構造部材の耐震対策を進めるとともに、コンピュー
タ機器の整備を推進します。

　⑶　健康や体力を育む教育の推進
　心身ともに健康でたくましく生きぬく児童生徒の育成のため、学校保健、安全、給
食を通して健康の保持増進と体位の向上に努めるとともに、食に関する指導の充実を
図るため、家庭・地域と連携し推進します。

　⑷ 　社会の変化に対応した教育の推進
　広い視野を持つ国際人を育成するため、国際理解教育を推進するとともに、環境や
自然と人間のかかわりを考えさせる環境教育、急速に進展する情報社会の中で情報機
器を効果的に活用する能力を育てる情報教育など、めまぐるしく変化する社会に対応
する資質、能力を育成するための教育を推進します。

　⑸　社会参加・自立を促す特別支援教育の推進
　特別な支援を必要とする幼児児童生徒の早期発見に努め、関係機関との連携を図り
ながら支援を行います。

　⑹　教育研究と研修の推進
　教育課題解決のため、現職研修と、研究指定校における研究の充実を図ります。

　⑺　児童生徒の安全対策の推進
　安全教育の実施により児童生徒一人ひとりの安全能力の向上を図ります。
　学校を取り巻く事件、事故については、防犯に関するものや交通安全、地震津波な
ど、自然災害に関するものなど多岐にわたる対策を推進します。

　⑻　高等学校への支援
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　岩手県立岩泉高等学校が文武両面にわたり、さらに魅力ある学校になるよう、町
立学校にも引けを取らない支援をするとともに、関係機関と連携した取り組みを推
進します。
　また、県立高校の再編計画は、東日本大震災により当面凍結することとされていま
すが、「岩泉高校存続」という観点から、継続した連携・支援を図りながら、一学年
２学級を確保することを重点に取り組みを推進します。

３　家庭教育の支援と社会教育の推進
　⑴　家庭教育の支援

　親の学習機会の拡充とともに、関係機関と連携し家庭教育の支援を図ります。
　⑵　学習活動の支援

　生涯学習の各時期に対応した各種講座開設等の事業を展開するとともに、自主学習
グループの支援を図ります。

　⑶　社会教育基盤の整備と推進体制の充実
　学習拠点施設の利活用方策と施設整備を推進し、特定非営利活動法人岩泉地域活動
推進センターと協働するとともに、関係機関等と連携を強化しボランティア団体、指
導者の育成に努めます。

　⑷　地域づくりの推進
　自治意識の高揚を図り、住民主体のコミュニティ活動の活性化を図ります。
　特にも被災地域のコミュニティ再生に向けた集いの場となる講座等の提供、また、
スポーツやレクリエーション事業等を活用した若者の交流の場づくりの提供に重点を
置き、取り組みを進めます。

　⑸　教育振興運動の推進
　学校の「まなびフェスト」と連動した取り組みを推進し、地域、家庭、学校等と連
携しながら家庭や地域の教育力の向上に努めるとともに、地域全体で子供たちを育む
実践活動を推進します。

　⑹　国内外交流活動の推進
　平成 23年度創設の「国内外交流基金」を活用し、小学生の国内研修、中学生のア
ジア地域研修、高校生の米国研修及び一般町民の自主研修という「ひとづくり」に重
点を置いた国内外研修・交流の場を提供するとともに、国際理解活動団体の育成・強
化を図ります。

４　スポーツ・レクリエーションの振興
　⑴　生涯スポーツの振興

　関係団体等との連携のもとにスポーツ、レクリエーション活動を推進し、指導者の
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養成や確保に努めます。
　誰でも気軽に取り組める軽スポーツの普及、世代間を通じたスポーツ交流の場の提
供を行うため、総合型地域スポーツクラブの創設をしたところであり、その育成に取
り組みます。
　幼児期からのコオーディネーショントレーニング等の導入により、スポーツ嫌いの
子どもを一人でも少なくするよう努めます。

　⑵　競技スポーツの振興
　少年期からの選手育成強化を図るため、関係団体と連携し競技力の向上及び指導者
の育成に努めます。
　また、平成28年度岩手国体の軟式野球（成年男子）競技の会場地として、機運を高め、
準備・開催に取り組みます。

　⑶　スポーツ施設の整備
　施設の整備、維持補修を進めながら社会体育施設の有効活用と学校体育館やグラウ
ンドの開放を図ります。
　また、平成 28年度岩手国体の軟式野球（成年男子）競技の会場地として、必要な
施設整備に努めます。

　　
５　文化の振興
　⑴　芸術文化の振興

　町民に優れた芸術文化の鑑賞の機会を提供するとともに、町民参加型の文化の振興
に努めます。
　町の芸術文化活動の中心施設である町民会館の適正管理と利用拡大、及び利用者満
足度の向上に努めます。

　⑵　文化財の保護と活用
　史跡文化財の保存及び埋蔵文化財の調査保護をするとともに、歴史民俗資料館の活
用に努めます。また、郷土芸能の伝承に努めるとともに、保存会の伝承活動等を支援
します。さらには、三閉伊一揆等の郷土史の理解を深めるとともに、その記録保存に
努めます。
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第４章　教育振興の基本目標

　教育を取り巻く社会の変化や本町教育の課題等を踏まえ、また、町民が生涯にわたって
生き生きと学び活動する生涯学習の観点に立ち、この計画において目指すべき教育振興の
基本目標を次のとおりとします。

一人ひとりが学び、郷土を愛する、心豊かでたくましい人づくり

　本町には、豊かで美しい「山」「川」「海」があり、営々として先人たちが築いてきた優
れた歴史や文化があります。
　この恵まれた自然と文化の中で培われた、人情豊かで粘り強い町民性があります。
　このような本町の特性を生かしながら、町民一人ひとりが個性を生かし、生涯を通じて
創造的に学び続けることが出来るよう、「学び」の環境を整備、支援していくことが必要
です。
　他人への思いやり、共感、美しいものに感動する心豊かな人間性と、困難に立ち向かう
意思や勇気、健康、体力など、心身両面のたくましさを持つ町民を育んでいくことが必要
です。
　このようなことから、「一人ひとりが学び、郷土を愛する、心豊かでたくましい人づくり」
を教育振興の基本目標とします。


