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第１章 計画の策定方針 

１ 基本目標 

自立して生き抜く力を身に付け、学びによって多様な個性・能力をのばし、他と協働し

てより豊かな人生や地域づくりを主体的に創造する生涯学習社会の構築を目指します。 

「生涯学び続け、新しい時代を切り拓く心豊かな人材の育成」 

 

２ 基本方向 

「成熟社会に対応した生涯学習社会の構築～学習力を創る」 

（学習力＝生涯にわたって学び続け、充実した人生を送ろうとする力） 

 

Ⅰ これからの生涯学習社会 

自立：一人一人が学びや体験を通して多様な個性・能力を伸ばし、充実した人生を切

り開いていくことのできる社会 

協働：個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの特徴を活かして、共に支え合い、高

め合い、社会に参画することのできる社会 

創造：これらを生かして、社会の変化に対応して、価値を持続・創造していくことの

できる社会 

Ⅱ 教育行政の基本的方向性 

改正教育基本法は「人格の完成」や「個人の尊厳」など、教育基本法の普遍的な理念 

を継継承し、 

・知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した個人 

・公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民 

・地域の伝統と文化を基盤として、国際社会に生きる日本人 

の育成を目指している。国際社会や国、県、町を取り巻く社会経済情勢などの現状を踏 

まえ、将来を見据えた教育行政を遂行します。 

                                                                            

ア 自立して社会を生き抜く力の養成 

  多様で変化の激しい社会にあって、人生を豊かに生きていくためには、自立している 

ことが基盤であります。教育行政の第一は、生涯の各時期にふさわしい自立を指導・支 

援することであります。乳幼児から児童・生徒、青年、成人(男性・女性)、高齢者へとラ 

イフステージに応じた教育・指導、主体的な学習が求められます。そのための学習・研 

修・体験・大会等の充実を図ります。 

①  基本的生活習慣、生涯にわたる学習の基礎となる確かな学力、豊かな人間性、健康

と体力など生きる力を育てます。 
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 ② 少子高齢化、家庭・地域の教育力の低下やグローバル化、情報通信社会など、社会

の変化に対応できる学習力を育てます。 

イ 協働による教育・学びの体制の構築 

社会の形成者を育成するという教育の目的を達成するためには、関係機関や地域社会 

が連携して取り組むのが効果的であります。受け継がれてきたよき伝統と成果を生かし 

教育・学習のコミュニティを支援する。「教え、学び、共に育つ」の標語にもあるように、 

教育においても自助・互助・共助の精神が求められる。教育行政としては、そのための 

有効なシステムを構築することが大切であります。意識調査やアンケートを活用して、

学習者とともにつくり上げます。 

 ① 関係する多様な人々が集い協働してよりよい教育や学習体制、ネットワークの形成

に努めます。 

 ② 地域や関係機関と連携して、教育振興運動の再生と学習を通したコミュニティづく

りを支援します。 

ウ 社会変化に対応した事業の持続と新たな創造 

  事業の中には有益なものでありながら、社会の変化に対応できずに、形骸化したり衰 

退したりしたものがあります。それらは価値ある事業として再発見したり再生したりす 

る必要があります。また、成熟社会への移行、価値観やライフスタイルの多様化など経 

済的・社会的な事情の変化に対応して見直したり、新たに事業として創造しなければな 

りません。 

 ① 現在行われている事業の実態、実績や効果を検証し、有意義なものの持続のための

創意工夫に努めます。 

 ② 目標を達成するために、現状をよく分析して課題をつかみ、解決のための段階的な

ステップを明確にして、新たな事業に取り組みます。 

エ 安心で質の高い学びを実現するための教育環境の整備 

  多様な個性や能力を持つ児童生徒一人一人の可能性を伸ばすには、学習者自身の安全 

安心が確保され、よき指導者、よき仲間に恵まれ、適切な設備環境の中で学習が行われ 

る必要があります。学ぶことは人生そのものであります。教育行政の使命は、誰もが人

生のライフステージのどこでも、安心して多様な学習を享受できるような施策を展開す

ることであります。 

 ① 児童生徒一人一人のニーズに応じたきめ細やかな支援体制と質の高い教育実践研究

体制の充実のための教職員と指導力の向上、適切で有効な生涯学習や体験のための指

導者・リーダーなど人材確保と養成に努めます。 

 ② 安全・安心で適切な学習や体験を実現する施設設備の整備充実と効果的な活用に努

めます。 

 ③ 教育を受ける機会と公平性の確保、意欲と能力のある人材育成のための教育費の負

担軽減に努めます。 
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生涯学習社会の構築 

目 標 

１ 学びあい教えあいながら、人生を豊かにできる生涯学習の推進 

２ 滑らかな義務教育への接続と思いやりの心、豊かな心の育成 

３ 知性と実行力のある心豊かでたくましい児童生徒の育成 

４ 地域づくりに自主的に関わる意識の醸成、社会教育の充実 

５ 芸術や文化活動により生きがいと豊かな心を育む環境づくり 

６ 生涯にわたり心身の健康をめざしスポーツに親しめる環境づくり 

 

教育環境の整備 

自立 協働 

生涯学び続け、新しい時代を切り拓く心豊かな人材の育成 

 

基本的方向性 

○ 自立して社会を生き抜く力の養成 

○ 協働による教育・学びの体制の構築 

○ 社会変化に対応した事業の持続と新たな創造 

○ 安心で質の高い学びを実現するための教育環境の整備 

○  
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４ 策定の目的 

近年の社会状況は、少子化に伴う児童生徒の減少や家庭の教育力の低下、地域における 

連帯感の希薄化など、教育を巡る環境が大きく変化しております。また、子どもたちの基 

本的生活習慣の定着や、学力・体力の向上、いじめや不登校など、様々な教育課題への取 

り組みが求められております。また、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災による未曽有の 

被災により、生活圏を共有する気仙地域での教育振興に求められる本町の役割や、児童生 

徒の心のケアなど、従来にも増して大きな課題への取り組みが求められております。 

本町の教育振興は、昭和 39 年度に第 1 次基本計画を策定した後、第７次計画期間である

平成２０年度から最終年度である平成 24 年度までの間、「生きること、学ぶことに喜びを

見出す心豊かな人づくり」をメーンテーマに掲げ、町民が生涯を通じて創造的に学び続け

ることができる生涯学習社会の構築に向け、学習環境の整備の充実に努めてきました。ま

た、学校教育においては、「小さい町だからこそできる教育振興」を目指し、子どもたち一

人ひとりの多様な個性に応じて、個々の能力を伸ばしながら、基礎・基本の習得及び自ら

考え、自ら学ぶ「生きる力」の育成や教育環境の整備に努めてきました。さらに、中山間

地域における後期中等教育のあり方について、「中高一貫教育（併設型）」の設置を県に提

言する活動や幼・保の一元化、保・小・中・高の系統的、継続的な学習活動の連携、森林

環境教育や国際理解活動など本町独自の取り組みも継続して行い、それぞれ実績を積み上

げてきたところです。 

本町においては、平成 18 年度に「町総合計画」を策定し、基本構想では平成 19 年度か

ら平成 28 年度までの 10 年間、前期基本計画では平成 19 年度から平成 23 年度までの 5 カ

年間、そして後期基本計画では平成 24 年度から平成 28 年度までの町の総合的な町づくり

の指針をまとめました。教育の分野においては「自ら学び、自らを磨き、個性と創造性を

育む心豊かな人づくり」を目標として、町の未来を担う人材育成が述べられており、これ

を受けて本町教育の進むべき方向性とその実現のための具体的な教育行政施策を明らかに

する必要があります。 

このような中、時代の潮流、国や県の動向、本町の教育を取り巻く状況を的確に捉え、

町民ニーズ、教育資源、文化資源、地域の特性を踏まえ、教育課題の解決と将来にわたる

持続的な教育振興の方向性を中・長期的な展望に立って、「第 8 次住田町教育振興基本計画」

を策定し、本町の教育振興の方向性と目標、並びにこれらを達成するための総合的な教育

行政施策を明らかにしようとするものです。 

 

５ 計画の基本姿勢 

 （１）計画の構成 

①この基本計画は「基本計画」・「部門別計画」で構成します。 

②この基本計画の内容は、次のとおりとします。 
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     ・「基本計画」においては、計画年 5 カ年間を見とおした本町の教育振興の方向

性とその実現のための基本方策を明らかにします。 

     ・「部門別計画」においては、「基本計画」に基づき、教育の基本的方策を実現

するための現状と課題、施策の方向を明らかにします。 

 

住田町総合計画・後期基本計画（平成２４年度～平成２８年度）  

    

第８次住田町教育振興基本計画（平成２５年度～平成２９年度）  

  

第４次生涯学習推進基本計画 

（平成２５年度～平成２９年度） 

 

 

 

 

   

住田町生涯学習・社会教育行政方針 

と計画（毎年度作成） 

 住田町学校教育運営計画 

住田町教育研究所運営計画 

（毎年度作成） 

 

（２）計画の基本姿勢 

  計画策定にあたっては、時代の潮流を的確に捉え、次の 4 点を基本姿勢とします。 

① 中・長期的展望に立った実効性ある計画の推進 

   長期的な展望を基本に据え、計画期間 5 年間の中期的見通しに立った教育に関する

課題を総合的に捉え、生涯学習・就学前教育・学校教育・社会教育・文化及び体育・

スポーツの部門により施策を明確にし、実効性を高めます。 

② 役割分担・連携 

   生涯学習・就学前教育・学校教育・文化及び体育・スポーツの各分野における第７

次基本計画の成果と課題を明らかにし、保育園・学校や家庭、地域社会全体がそれぞ

れの役割を果たしながら相互に連携を図る方策を示します。  

③ 町民参画と協働 

  町民一人ひとりが、この計画の実現に向けて積極的かつ主体的に参画し、協力・協

働しながら実践できる体制づくりを目指し、住民同士または行政と住民との協働によ

る良好な教育環境の創出に努めます。 

④ 地域の特性を生かした展開  

   豊かな自然環境や地域産業、郷土の歴史文化や民俗芸能、スポーツを就学前教育・

学校教育や社会教育に取入れるなど、本町の特性を生かした教育振興施策を示します。 

 

６ 計画の期間 

  平成 25 年度を初年度とし、平成 29 年度を目標年次とする 5 カ年計画です。 
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７ 計画の体系 

生涯学び続け、新しい時代を切り拓く心豊かな人材の育成 

       

・学びあい教

えあいなが

ら、人生を豊

かにできる

生涯学習の

推進 

・滑らかな義

務教育への

接続と思い

やりの心、豊

かな心の育

成 

・知性と実行

力のある心

豊かでたく

ましい児童

生徒の育成 

・地域づくり

に自主的に関

わる意識の醸

成、社会教育

の充実 

・芸術や文化

活動により生

きがいと豊か

な心を育む環

境づくり 

・生涯にわ

たり心身の

健康をめざ

しスポーツ

に親しめる

環境づくり 

       

1､生涯学習

の推進 

(1)生涯学習

社会の構築 

(2)生涯学習

環境の整備 

2､就学前教

育の充実 

3､学校教育

の充実 

(1)小さい町

だからこそ

できるきめ

細かい教育

振興 

(2)地域の信

頼に応える

学校教育の

充実と教育

環境の整備 

4､社会教育の

充実 

(1)社会教育推進体制

の充実 

(2)家庭教育の充実 

(3)生涯各時期におけ

る社会教育の推進 

(4)特色ある社会教育

の推進 

(5)教育振興運動の推

進 

(6)ボランティア活動

の推進と協働の町づ

くり 

(7)男女共同参画の社

会環境づくり 

5､芸術文化の

振興 

(1)芸術・文化

の振興 

(2)文化財の保

護と活用 

(3)国際交流の

推進 

6､生涯スポ

ーツの振興 

(1)生涯スポ

ーツの振興 

 

第２章 教育を取巻く状況 

 １ 社会状況の変化 

 （１）グローバル社会に生きる 

  人・もの・情報が国の枠を越えて行き交い、社会経済活動が地球規模で展開されるグ 

ローバル化が進んでいます。また、国際社会のみならず、地域や学校においても外国人

との交流の機会が増加しています。このようなグローバル化が進展する中で生きていく

ためには、異なる文化や多様な価値観を理解し、共生していくことが求められています。
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そのため、国際的な視野とコミュニケーション能力を持つ人材を育成することが課題と

なっており、キャリア教育や国際理解活動を一層充実させるとともに、自国や郷土の伝

統・文化への理解と誇りを養うことが必要となっています。 

 （２）環境意識の高まり 

  これまでの大量生産、大量消費型の経済活動や生活様式は、日常の利便性、快適性を

高めた一方で、地球温暖化やオゾン層の破壊などの環境問題を深刻化させました。この

ため、一人ひとりが地球的視野を持ち、自然環境保全やごみの減量化、エネルギーの有

効活用など、身近なところから具体的な行動をとることが必要となっています。学校に

おいても環境教育を推進することが必要となっています。 

 （３）高度情報化の進展 

  ＩＣＴ（情報通信技術）の進展によるインターネットや携帯電話などの急速な普及は、

社会経済活動を大きく変えつつあります。しかし、それらを活用できる能力や環境の違

いによって、新たな社会的格差、個人情報の侵害や知的財産権に関する権利保護など、

情報化社会への対応が必要となっています。 

 （４）少子・高齢化の進行 

  全国的に人口減少社会となり、少子高齢化が著しく進行しています。それに伴い、子

ども同士の交流の不足、地域行事への参加機会の減少など、学校教育や地域コミュニテ

ィの良好な活動に影響がでています。このため、少子化に対応した教育環境の整備や高

齢者の持つ知識や経験を活かした地域活動が必要となっています。 

 （５）価値観・ライフスタイルの多様化 

  少子高齢化や核家族化の進行、ライフスタイルの変化などにより、人々の価値観や生

活の多様化が進んでいます。また、地域社会での連帯意識の希薄さや、自己主義の拡大

など、意識の点でも大きく変化しています。このような中で、より活発な教育活動が展

開されるためには、家庭・学校・地域・行政が一層連携を深めることが必要となってい

ます。 

 （６）コミュニティの創造（分権型社会・自助・共助・公助・ボランティア） 

 地方分権型社会がすすみ、国では地方交付税や国庫補助金の在り方について抜本的な

見直しを進めています。このため、地方は、自らの責任による行政運営と、事務事業の

効率的効果的な実施が求められています。総合計画による地区別計画で、自分たちの地

域に即した町づくりが進められたり、また、東日本大震災による復興支援でＮＰＯやボ

ランティアの活動に接したり自ら参加したりする機会も増えています。町民と行政が連

携し、自立する地域を支え、豊かな郷土づくりに貢献できる人材の育成が必要となって

います。 

 （７）東日本大震災の影響 

  東日本大震災・大津波により、生活圏を共有する大船渡市、陸前高田市は甚大な被害

を受けました。本町においても町民が直接被災したり、親類や職場が被災したりする等
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町民生活にも大きな影響がありました。本町では、被災後いち早く地元産材を使った仮

設住宅の提供に取り組んだり、被災児童生徒を受け入れたりと震災復興支援に関わって

きました。このため今後とも、中・長期にわたる復興教育や児童生徒の心のケアなどき

め細かな対応が必要となっています 

 

 ２ 国・県・町の動向 

 （１）国の動向 

  平成 18 年 12 月に制定から約 60 年を経て教育基本法が改定されました。改正法におい

ては、教育を取り巻く様々な状況の変化を踏まえたうえで、何を目指して教育を行い、

どのような人間を育てるのかという「教育の目的」や実現するための「教育の目標」を

掲げるなど、新しい時代の教育の基本理念が示されました。 

  また、教育基本法の改正や中央教育審議会の答申等を踏まえ、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の改正や学校教育法の改正、社会教育法の改正が行われ、新しい時

代に対応できる体制の構築が図られました。この中で、特に地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の改正では、地方における教育行政の担い手である教育委員会に対し、

より高い使命感を持って、責任を果たせるよう、責任体制の明確化や体制の充実が求め

られました。 

  さらに、改正教育基本法に基づき、これからの国が目指すべき教育の姿を示した「教

育振興基本計画」が平成 20 年 7 月に閣議決定されています。 

  学校教育においては、教育基本法改正や学校教育法改正を踏まえ、平成２０年３月に

新しい小・中学校学習指導要領が公布されたことから、「生きる力」を育む学習指導要領

の理念の実現にための取り組みが求められています。 

  家庭教育については、改正教育基本法第 10 条において、「父母その他の保護者は、子

の教育について第一議的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身につ

けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものと

する」と規定されました。教育の原点である家庭の教育力を高める支援が求められてい

ます。同様に 13 条には「学校、家庭、地域及びその他の関係者は、教育におけるそれぞ

れの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする」という

規定も新たに設けられています。これは、地域や家庭の教育力の低下が全国的な課題と

して大きく取り上げられたことにより、学校・家庭・地域や関係機関団体相互の連携協

力が法律により規定されたことになります。関係機関団体の連携協力はもとより、「地域

の子どもは地域で育てる」という意識を醸成しながら、地域社会全体の教育力の向上を

目指した支援を図っていく必要があります。 

  生涯スポーツについては、これまでの「スポーツ振興法」に代わり、平成 22 年 6 月に

「スポーツ基本法」が施行されました。これは、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を

営む権利」「スポーツ立国を目指す」「国家戦力としてスポーツに関する施策を推進する」
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という前文にこの法律の考え方が示されております。この法律により「体育指導委員」

が「スポーツ推進委員」となり、地域スポーツのプログラミング等調整機能を果たすな

どの新しい役割が求められています。 

（２）県の動向 

岩手県では、平成 11 年度から平成 22 年度を目標年次とする 12 カ年計画で、「一人ひ

とりが学びの世界を拓く、心豊かでたくましい人づくり」を基本目標とする第８次教育

振興基本計画を策定しています。 

平成 17 年 7 月には県立高等学校新整備計画（後期計画）を発表しています。本県をと

りまく社会環境の変化や多様化・個性化する生徒の能力や期待などに対応するため、適

切な学校の配置、より選択の幅が広がるよう、多様で特色のある学校・学科の設置や新

しいタイプの学校づくりを推進し、気仙地区では、平成 20 年度から高田高校（商業科）・

広田水産高校（家庭科）・大船渡農業高校・大船渡工業高校が「大船渡東高校（総合的専

門高校）」として統合。高田高校（普通科）と広田水産高校（水産科）が「高田高校（普

通科・水産科併設校）」として再編されています。 

平成 21 年度には「第 2 次県立高校長期構想」のための検討委員会が設置され、基本的

な考え方について答申を行い、それを受けて県教委では平成 22 年度に計画策定。平成 23

年度から計画実施が発表されようとしていた矢先、3・11 の東日本大震災により、沿岸部

を中心とした県立高校や義務教育諸学校も大きく被災しました。県では新計画を「当面

凍結」と発表しましたが、「計画の必要性に変わりはない」という姿勢も同時に示してお

り、新計画によって、本町の提案する「中高一貫教育校」の母体となる住田高校の存続

についての県の考え方を注視する必要があります。 

平成 24 年 8 月には住田高校を含む県内 4 校の募集学級を 1 学級削減するという報道が

ありました。学級減は、今後対象校の生徒数回復が望めない現状などから、10 月の県教

育委員会議で決定。来年度の募集から適応されることとなっており、本町の住田高校入

学者確保対策や学校の特色・魅力づくりなど、一層の取り組みが急務となっております。 

（３）町の動向 

本町では、平成 20 年 3 月に策定した「第３次住田町生涯学習推進基本計画」を基本に、

「主体的に学習する心豊かな人づくり・学習成果を生かした協働による地域づくり・自

然と共生した活力ある町づくり」を目標として進めてきました。基本計画では、人・地

域・町づくりの礎として、生涯学習推進体制の充実をあげ、地区公民館と自治公民館、

社会教育施設、各種ボランティア団体や地域づくり団体等が連携しながら、学習成果が

社会に還元できる学習を生涯学習の基本方向と定め、生涯を通じて創造的に学び続ける

生涯学習社会の構築のための取り組みを継続してきました。 

  学校教育については、生涯学習の基礎を培う観点に立ち、基礎的・基本的な内容を確

実に習得させることを重点とし、一人ひとりの個性に応じた教育、自ら学ぶ意欲の育成

に努めてきました。特に、本町独自の取り組みでは、「森林環境教育」及び「国際理解活
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動」による保・小・中・高の系統的・継続的な学習活動の連携の強化に配慮した活動を

展開してきました。また、後期中等教育のあり方について、中山間地域の人材育成のた

めの「中高一貫教育（併設型）設置」について「提言書」及び「アクションプラン」を

まとめ、県への提案を継続しています。 

  中長期的な教育環境整備については、住田幼稚園を廃止し、就学前教育の場を保育園

に一元化し「幼児教育(保育)プラン」を策定、幼稚園・保育園の区別のない就学前教育の

場を提供してきました。また、五葉小学校を上有住小学校に、大股小学校を世田米小学

校に統合。さらに平成 20 年度から下有住小学校と上有住小学校を統合し新生「有住小学

校」とするなど、少子化時代に対応した教育環境整備に努めてきたところです。  

社会教育については、現代的課題の把握に努め、町民の生涯にわたる主体的な学習の

支援・促進に努めてきました。生涯の各時期における学習課題や男女共同参画時代にふ

さわしい学習課題や学習機会の提供に努め、生涯学習社会の構築に向け取り組みを継続

しています。また、家庭・地域・学校の連携強化を図りながら、コミュニティスクール

の実施や教育振興運動の提唱により、家庭教育の充実や地域で子どもを育てる環境の充

実等にも取り組んできました。森林環境教育での「森の保育園」活動等各種事業を実施

するにあたっては、高校生ボランティアの活動の場を設定するなど新しい形の人材育成

にも重点的に取り組んできました。 

体育・スポーツについては、社会体育館・生涯スポーツセンター・運動公園グラウン

ドの運営を町体育協会に委託し、より利用者の立場に立った施設の利活用を図ってきま

した。運動公園施設大規模改修を行い利活用の幅を拡大するとともに、平成２３年２月

には上有住地区に待望の総合型地域スポーツクラブ「カムイくらぶ」創設を支援するな

ど、町民の健康の保持増進と体力の向上を図り、明るく豊かな生活を享受するとともに、

活力ある地域づくりのための生涯にわたるスポーツ活動を支援してきました。 

文化活動については、町民の芸術文化活動の発表の場を設定するとともに、様々な活

動支援を行ってきました。菅野前町長との交流が縁で開催されている「御所湖川村美術

館移動展」では、町民に「東欧芸術」に触れる大変貴重な機会をいただいています。ま

た、宮城県登米町と本町火縄銃鉄砲隊の交流から始まった「登米伊達家黎明展」は、平

成 24 年度で 14 回目となります。登米伊達家の貴重な文化財を町民が鑑賞する機会とな

っています。また、史跡・文化財については、適切に後世に伝えるため、保護保存に努

めるとともに、民俗資料館の運営に町民ボランティアが参加し、館内の清掃や展示企画

等積極的に活動していただいております。文化祭には特別企画展を自主開催するなど、 

「地域の資料館」としての活用も定着してきました。 

 中央公民館、地区公民館ともに連携を深めながら、生涯学習の推進が図られてきまし

た。図書館機能についても、「基本構想」を策定しながら、蔵書数や書架整備により機能

の充実を図ってきました。町史についても、在庫数の適正管理に努め、各種教育普及活

動等に有効活用しながら、本町の豊かな自然・文化・歴史の保存と啓蒙に努めています。 
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第３章 第７次基本計画のまとめと主要課題 

  第７次教育振興基本計画は、平成 20 年度を初年度とし、平成 24 年度までの 5 年間を

見通した本町教育の指針として、教育条件の諸整備や諸施策を推進してきました。「生き

ること、学ぶことに喜びを見出す心豊かな人づくり」を基本目標とし教育課題に取り組

み、町民の生涯にわたる学習の充実に努めてきました。これまでの 5 年間の取り組みを

まとめ、課題を明らかにし、第 8 次基本計画への反映と継続的な取り組みを図るため、

各項目ごとの方向性を下記のとおりまとめるものです。 

 

 第 1 節 生涯学習の推進 

 １ 生涯学習社会の構築 

（課 題） 

（１）自ら学習する意欲と能力を養い、課題解決に取組む主体的な態度を涵養するため

に、今日的な課題解決に関する多様な学習機会の提供への対応が求められています。 

（２）学習成果が適切に評価され、地域社会に還元できる生涯学習社会の構築が求めら

れています。 

（施策と推進方策・実績） 

（１）生涯学習推進本部等の運営 

・本部会議を年度初めに開催し、方針と計画を協議していたが、平成 20 年度から幹事

会を９月に開催、本部会議を 10 月に開催とし、各事業における次年度の取組みが予算

要求等に反映されるよう企画調整機能の充実を図りました。平成 22 年 5 月に男女共同

参画計画が策定されことにより、同本部会議と合同で開催。平成 23 年度は 8 月、平成

24 年度は 7 月に幹事会及び本部会議を開催し、各事業における前年度の成果と課題の

検証と当該年度の事業計画等、生涯学習事業の連絡調整を行いながら、体制の充実を

図りました。 

（２）生涯学習推進計画の策定 

・平成 20 年度～24 年度を実施期間とする第 3 次計画を平成 20 年 3 月に策定しました｡ 

目標を「主体的に学習する心豊かな人づくり」「学習成果を生かした協働による地域

づくり」「自然と共生した活力ある町づくり」とし、「住田型生涯学習による人・地域・

町づくり」をスローガンに掲げ推進しました。 

  ・平成 25 年度～平成 29 年度を実施期間とする第 4 次計画を平成 25 年 3 月に策定し、

推進していきます。 

（３）生涯学習情報の提供 

・月１回、「広報すみた」へ「マナビィ通信」コーナーを掲載し、生涯学習に関する情

報提供と、町民の学習意欲向上を図りました。また、住田テレビへ情報提供し、リア

ルタイムな情報交流に努めました。 
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（４）各種生涯学習施策の実施 

（指標）各種講座参加者の情報活用件数：240 件／年 

・提供した情報を活用し、講座等に参加した延人数を目標指数としました。 

年 

度 
歴史文化講座 

ボランティア 

講座 

自治公民館･地区 

公民館連携講座 
地区公民館活動 

合 計 

延人数 

20 8 回：264 人    56 人 

21   ： 56 人   ：201 人 ：161 人 ：394 人 812 人 

22 ： 83 人 ：172 人 ：299 人 ：130 人 684 人 

23 

震災の影響で 

中止 

※砂金採指導

者養成講座を 

実施： 13 人 

高校生： 63 人 

図 書：138 人 

子育て：560 人 

文化財： 71 人 

 計 ：832 人 

世田米 2 回：107 人 

下有住 2 回：600 人 

上有住 1 回： 32 人 

五 葉 2 回： 40 人 

下生涯 7 回： 60 人 

計 14 回：839 人 

ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ 

： 61 人 
1,745 人 

24 6 回： 80 人 

高校生： 43 人 

図 書：304 人 

子育て：450 人 

文化財： 37 人 

 計 ：834 人 

世田米 1 回： 70 人 

下有住 3 回：550 人 

上有住 1 回： 19 人 

五 葉 4 回：252 人 

下生涯 25 回：94 人 

計 34 回：985 人 

ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ 

7 回： 68 人 

女性講座 

16 回： 73 人 

計 23 回：141 人 

2,040 人 

                 ※下生涯＝下有住生涯学習講座 

 

２ 生涯学習意識の啓発 

（課 題） 

（１）町民が主体的に学習する環境をつくるため、生涯学習への興味、関心が持てる情

報提供など定期的な広報活動が必要となります。 

（２）学習活動に対する理解や意識を高め、地域づくり・町づくりを推進するため「町

づくり大会」を開催します。 

（施策と推進方策・実績） 

（１）「暮らしの予定表」、「広報すみた」、「マナビィ通信」、「地区公民館だより」を中心

とした情報提供の充実を図ります。地域情報通信システムを活用します。 

  ・定期的な広報活動として、月１回の「広報すみた」への「マナビィ通信」掲載。「地

区公民館だより」の発行、「すみたテレビ」を活用した情報提供を実施します。 

（２）学習活動に対する理解と意識を高め、地域づくり、町づくりを推進するため「町

づくり大会」を開催します。交通安全・防犯大会、健康づくり推進大会、町づくり

推進大会を統合する等大会開催のあり方も検討しながら充実を図りました。 
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３ 学習支援体制の整備 

 （課 題） 

（１）各種町民講座、教室の開催による多様な学習機会を提供する。情報提供、サーク

ル化支援など自主学習を促進し、支援体制を整備します。 

（２）自治公民館自主講座の実施促進など生涯学習の更なる支援体制の整備を図ります。 

（施策と推進方策・実績） 

（１）中央・地区公民館の生涯学習講座の開設推進。地区公民館と自治公民館の役割を

明確化し、連携を強化しながら学習活動を支援します。 

  ・中央公民館…5 地区公民館の連絡調整機能を有する生涯学習推進の中核施設。 

  ・生涯各時期の学習機会提供、森林環境学習等全町的に事業を展開します。 

  ・地区公民館…地区内の自治公民館の連絡調整機能を有し、地区内の生涯学習推進、

地域づくりの中心施設。地域課題解決や地域での森林環境学習等の事業展開など自治

公民館と連携を強化しながら推進します。 

（２）自治公民館の自主講座開設促進のための活動費補助金を交付します。地区公民館

との連携を強化させながら、自主講座開設を支援しました。 

  ・自治公民館の育成のための補助金の交付を実施します。 

   ①自治公民館活動費補助金：地域づくりの主要な役割を担っている自治公民館の活

動を支援するとともに、自主講座の開設を支援します。 

   ②自治集会所等維持管理費補助：公民館敷地借地料を補助し、円滑な公民館運営を

支援します。 

   ③自治会活動保険加入補助：自治公民館が、個人の賠償をも補填できる保険に加入

した場合に掛け金の 7 割を補助します。 

（３）中央公民館図書室、地区公民館図書室の特色づくりを行い、学習環境を充実させ

活用促進を図りました。 

  ・中央公民館図書室の特色づくり 

   ①収集による特色づくり：森林環境関係、農業関係、地方史（産金等）関係、宮沢

賢治関係、伊達家関係 

   ②子どもライブラリーの運営：読み聞かせ会、親子読書講座、親子映画会 

   ③利用率向上方策：高齢者、障がい者への対応、国際化への対応、新刊案内、積極

的な広報活動、平成 21 年度より月曜休館日を廃止し、年末年始と祭日以外は開館と

し、利用率の向上を図りました。 

・地区公民館：子どもの居場所づくりと連動した、児童書中心の図書購入補充、また、

県立図書館借受図書の実施により、学習環境の充実、利用促進を図りました。 

・平成 24 年度は、遠野市の遠野文化研究センターから、被災支援図書を無償で寄贈に

より、図書の補充ができました。 
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④中央公民館図書室の目標 

・開架冊数：奉仕人口の 5 倍以上（6,000 人×５＝30,000 冊） 

・年間購入冊数：奉仕人口の 30％以上（6,000 人×30％＝1,800 冊） 

・年間利用者数（実数）：奉仕人口の 20％以上（6,000 人×20％＝1,200 人） 

・年間貸出冊数：奉仕人口の 4 倍以上（6,000 人×４＝24,000 冊） 

⑤中央公民館図書利用実績 

年度／項目 開館実績 利用者数（延べ） 貸出冊数 蔵 書 数 

平成 19 年度 299 日 6,005 人 9,861 冊 30,773 冊 

平成 20 年度 299 日 5,701 人 8,515 冊 31,871 冊 

平成 21 年度 317 日 6,963 人 7,627 冊 32,917 冊 

平成 22 年度 341 日 7,508 人 8,568 冊 34,974 冊 

平成 23 年度 345 日 7,506 人 9,322 冊 36,376 冊 

平成 24 年度     343 日 7,616 人 8,588 冊    37,182 冊 

※21 年度から月曜休館日を廃し、年末年始と祝日以外は開館として利用拡大を図った。 

⑥図書購入実績 

項目／年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

図書購入費 2,792千円 2,377 千円 1,994 千円 5,223 千円 422 千円 

購入冊数 1,162 冊 1,046 冊 1,011 冊 2,212 冊 273 冊 

（※23 年度は、住民生活に光りを注ぐ交付金事業で、中央・上・下地区公民館合算） 

（４）各種事業と施設の効果的活用を図りました。 

  ・家庭教育学級、教育振興運動、各種町民講座、生涯スポーツの推進など享受者が同

じ町民であることを考慮し、効率より効果を重視した連携事業の展開と施設の有効活

用を図りました。具体的には、子育てを共通テーマとした「家庭教育学級」と「女性

学習講座」の連携で、「たまごまつり・ひよこまつり」と「女性リーダー中央講座」を

合同開催しました。また、スポーツを共通テーマに「成人教育」、「児童生徒の健全育

成」、「子ども会育成会のリーダー研修会」等の連携で、「すみたっ子まつり」と「スポ

レク祭」などを共同開催しました。 

 

第２節 就学前教育 

１ 就学前教育の充実 

（課 題） 

（１）全国的に幼稚園教育における３歳児受け入れが主流となってきています。少子化

時代に対応した子育て支援や保育サービス拡充の観点からも３歳児への就学前教育

の確保について検討する必要があります。 

（２）策定後５年を経過する「幼児教育プラン」を研究成果や実践に即した内容に改訂

する必要があります。また、保・小連携の研究成果を全町に波及させる必要があり
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ます。 

（３）本町の教育振興の特色である「保・小・中・高の継続的、系統的な教育活動」の

基盤を構成する２本の柱「国際理解教育」と「森林環境教育」について、教育課程

に位置づけ、趣旨やねらいを継続的・系統的に定着させるため「学習プログラム・

カリキュラム」を策定する必要があります。 

（施策と推進方策・実績） 

（１）就学前教育における３歳児受け入れ等、新たなニーズへの対応の検討 

・アンケート調査や定期的な家庭状況調査によりニーズ把握し検討を進めました。 

・子育て支援、保育サービス拡充等ニーズ把握のための調査を年 2 回実施しました。 

・土曜日の午後までの保育延長が新たな課題として出てきている。就学前教育の推進

と子育て支援の方向性、あるいは母親の就労しやすい環境確保、保育園での受け入れ

体制の構築が可能かどうか等々、様々な要素を含めた検討が必要となっています。 

・国においては、幼保の一体化について様々な議論を経て「子ども・子育て三法」に

より、「認定こども園」制度の拡充を進め、幼稚園、保育所は現状のとおり併存するこ

ととなりました。制度の詳細については不明な点があるが、本町における「認定こど

も園」移行のメリット、デメリットや教育・保育の質的充実に伴って必要な予算・人

材の確保等、国・県の動きを注視しながら対応していく必要があります。 

（２）保・小の研究成果の全町への波及及び定着 

  ・就学前教育部会による研究成果を反映した「幼児教育プラン」改訂、幼児教育プラ

ン適応指導研修会の開催、就学前教育研修会の実施等年間活動を通じた波及、定着を

図りました。 

（３）「幼児教育プラン」の実践に即した改訂 

 ・教育研究所幼児教育部会において、保・小連携研究成果やこれまでの実践に即した

改訂に取組み、平成 21 年度末に完成しました。平成 22 年度からは、改訂「幼児教育

プラン」に基づいた適応指導研修会を世田米地区・有住地区一年交代で実施しました。 

（４）「森林環境教育」「国際理解教育」の学習プログラム・カリキュラムの策定 

  ・平成 19 年度に各学校教務主任・国際理解担当教諭・町教委ＩＥＴ（国際教育教員）

により小学校の町内統一したカリキュラムを策定。平成 20 年度以降は実践に即し、改

訂を加えながら小学校への外国語必修化までの指針としました。年契約の非常勤職員

だったＩＥＴ（国際教育教員）が、平成 23 年度から町職員として本採用となりました。

職名は国際教育主事（International Education Manager ）。国際理解教育推進のため

の益々の活用が期待されます。 

 ・森林環境教育については、平成 20 年度に各学校教務主任等の会議を持ち、学習プロ

グラム化やカリキュラム作成について協議しました。その結果、平成 22 年 1 月、「住

田町森林環境学習実践事例集」を実践可能なプログラム例として策定しました。この

事例集を実践の場で有効活用しながら、小・中学校での「種山学習」や「間伐体験」
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等を実施。ふるさと学習やふるさとの産業理解につながる学習活動として、小中学校

での主体的な取り組みとなってきています。保育園での四季を通じた「森の保育園」

活動、住田高校の高校生ボランティアとのふれあいを通じ、保・小・中・高の系統的、

継続的な教育活動として定着してきています。 

（５）家庭教育や学校教育、地域社会との連携強化 

  ・本町教育振興の特色である保・小・中・高の継続的、系統的な教育活動の二本柱で

ある「森林環境教育」「国際理解教育」の方向性確保に努めました。 

  ・「早寝 早起き 朝ごはん」の統一標語で、学校保健会、教育振興運動、家庭教育学

級との連携した取組みを進めた「食育」活動の一層の充実を図りました。 

  ・平成 21 年度からは、教育振興運動の町内統一テーマを「かっこう花を咲かせよう」 

   ①「かっ」･･･家庭学習の花（家庭学習・読書の習慣化・家庭のルールづくり）  

   ②「こ」･･･声かけの花（あいさつ運動・地域行事への参加）  

   ③「う」･･･運動の花（運動・体験活動による健康づくり）とし、家庭・学校・地域・

行政の連携を深めながら教育振興を図りました。 

（６）就学前教育関係組織の充実、教育内容の質的向上 

  ・就学前教育指導委員会、就学前教育部会の活動の充実を図りました。実践に即した

研修活動の展開、研究活動の全町への波及を目指した「幼児教育プラン」改訂作業、

作業や実践を通じた連携強化が図られました。 

（７）就学前教育指導委員会の充実 

  ・「町内就学前教育の充実」と「保育と教育が一体となって豊かな人間性をもった子ど

もの育成」という本来の目的の充実を図るため、当該委員会を年 2 回開催し、就学前

教育の充実に努めました。 

（８）就学前教育部会活動の充実 

  ・将来自立できる人間の育成に必要な幼児教育の在り方及び、義務教育への円滑な適

応・移行のための就学前教育の在り方の研究の充実を図るため、教育研究所研究部員

により幼児教育プランの実践に基づく改訂や研修のあり方について随時研究部会を開

催しました。 

（９）就学前教育研修会の充実 

・就学前教育の在り方について研修を行い指導力の向上を目指します。就学前教育、

幼児教育に関する講演会、研究協議を年間２回開催しています。 

（10）幼児教育プラン適応研修会の充実 

  ・町内の保育園、小学校の教員が授業研究や意見交換を通して、指導法や互いの教育

内容とその関連等について理解を深め、指導力の向上を図るため、適応研修会を開催

しました。プランを実践した研究から「自立の基礎：①学習的自立・②生活的自立・

③精神的自立」をねらいとし、生涯にわたる人間形成の基礎を培う就学前教育の充実

を図りました。 
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（11）森の保育園活動の充実 

  ・本町教育振興の特色である保・小・中・高の継続的、系統的な教育活動の二本柱で

ある「森林環境教育」「国際理解教育」の方向性確保に努めました。 

  ・森林林業日本一の町づくりや森林の科学館構想のアピールとして、さらに「すみた

幼児教育プラン」の実践活動として活動の充実を図りました。 

（12）家庭教育学級との連携強化 

  ・保・小の連携強化、家庭教育学級の合同開催等により義務教育への滑らかな移行を

促進しました。 

  ・幼児教育プランの改訂等にあたっては、幼児、小学校低学年の保護者による家庭教

育の実態に即した指導計画となることが望ましいことから、家庭教育学級との連携強

化による充実を図りました。 

 

第３節 学校教育の充実 

１ 小・中学校教育 

（課 題） 

（１）教育を巡る諸課題が大きくなり、それに伴って保護者や地域の教育に寄せる期待

が大きくなっています。学校は、教育目標に向かい、発達段階に応じた教育内容を

組織的・計画的に行う役割がありますが、そのためには家庭・地域・関係機関団体

との連携が重要であります。 

（２）学びの充実を図るため、教師の資質向上が不可欠であり、児童生徒理解や授業力

の向上のため、時宜を得た課題解決を図りながら工夫し高めていく必要があります。 

（３）自立心や主体性、問題解決における思考力・判断力・表現力などを育み「確かな

学力」「豊かな人間性」「健康と体力」からなる「生きる力」の定着に努める必要が

あります。 

（４）「確かな学力」とは、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する

資質や能力等まで含めた多様な「学力」と捉えられます。基礎基本となる知識や技

能などの確実な定着を図り、これらを活用して課題を解決するために必要な思考

力・判断力・表現力等を育むため、学校、家庭における学習環境・条件整備を図る

必要があります。 

（５）児童生徒数の減少が予想されることから、学校の統合、中高一貫教育校の設置等

含めた中・長期的な少子化時代における教育環境整備が早急に求められています。 

（６）新たな学校統合や遠距離通学の課題について、総合交通対策とあわせ全町的に検

討していく必要があります。 

（７）本町教育振興の特色、保・小・中・高の系統的・継続的な教育活動の重点である

「森林環境教育」「国際教育」の町内統一した学習プログラム・カリキュラムを策定

する必要があります。 
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（８）就学相談、不登校、いじめ等児童生徒の不適応への教育相談体制を確立する必要

があります。 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）児童生徒にとっての最善の教育環境を最優先に考え、学校・施設の状況、中高一

貫教育校の設置等検討を進めながら本町における適正な教育環境整備を図りました。 

（２）学校の適正規模と学級編制は、児童生徒の確かな学力、健やかな体と豊かな人間

性を育むという視点と学校の活性化、教育指導の充実、教育や諸活動の水準の維持

向上などを図る観点で検討を進めました。 

（３）中山間地域における人材育成の方向性として「県立中高一貫教育校（併設型）」の

設置推進運動の方向性について検討しました。平成 13 年度に「中高一貫教育校設置

検討委員会」を設置し運動を推進してから 10 年が経過しました。この間、地区別懇

談会やアンケート調査、先進地視察、シンポジウムの開催、対県要望活動など様々

な機会をとらえて活動を展開し、中山間地域における中等教育の在り方を継続して

提言してきました。今回の大震災による状況の変化等により、県教委では、県立高

校再編計画の当面凍結を発表したが、再編計画の必要性に変化なしとの認識も明ら

かにしており、引き続き本町における方向性について検討を進める必要があります。

平成 24 年 11 月に 10 年間の活動を総括し、今後の展望について推進委員会を開催し

取りまとめました。今後、この委員会は毎年度開催とし、推進の方向性を確保して

いくこととなりました。 

（４）学校経営・教育内容の充実と教育方法の改善を図りながら、特色ある開かれた学

校づくりを目指しました。 

①学校経営・教育内容の充実 

  ○創造的・実践的で目標達成型の学校経営 

  （指導の要点） 

  ・生涯学習の基礎となる保育園経営、学校経営 

  ・特色ある開かれた園・学校づくり 

  ・教育課程の完全実施 

  ・すみた幼児教育プランによる就学前教育の推進  

  ・保・小・中・高の積極的な連携 

  ・主体的・日常的な研修体制 

  ・学年・学級経営の充実と連携 

  ・学校・教育行政との連絡・調整の強化 

  ・共同実施による学校事務の適正化の推進 

  （各事業の実施） 

  ・定例校長・園長会議、校長研修会、管内校長研修 

  ・副校長・園長補佐会議、副校長研修会、管内副校長研修 
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  ・教務主任会議、研修、管内教務主任研修 

  ・県校長、副校長研修講座 

  ・校長会、副校長会研究 

  ・小・中・高連携文化発表会 

  ・学校訪問 

  ・学校事務担当者会議 

 ②教育方法の改善 

  （指導の要点） 

  ○教職員の研修・研究 

  ・授業改善に直結する校内研究・研修の充実 

  ・標準学力検査等を生かした学力向上対策 

  ・研究主題に迫る日常の授業実践 

  ・校内研究のまとめと交流 

  ・授業実践を通した授業力の向上 

  ・上級免許状取得免許法講座の開設 

  （各事業の実施） 

  ・教職員研修 

  ・町学習指導法研修会 

  ・研究主任研修会 

  ・学校公開、授業公開 

  ・教育研究所発表大会 

  ・就学前教育研修会 

  ・幼児教育プラン適応指導研修会  

  ・外国語活動研修会 

  ・免許更新研修 

  ③特色ある開かれた学校づくり 

  （指導の要点） 

  ○地域の特色を生かした教育課程の編成 

  ・生涯学習の基盤となる教育課程の編成 

  ・地域の人材活用、生涯学習事業との連携 

  ・学習指導要領の趣旨を踏まえた教育課程の編成 

  （各事業の実施） 

  ・定例校長・園長会議、校長研修、管内校長  

（５）「森林環境教育」「国際理解教育」の町内統一学習プログラム・カリキュラムの策

定 
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  ・「国際理解教育」については、平成 23 年度から実施される新学習指導要領により、 

小学校 5･6 年生から必修の学習領域として実施されましたが、本町においては、①国 

際教育教員の独自雇用による保・小・中への派遣、②「小学校国際理解活動及び外国 

語活動計画」の策定を国に先行して実施してきました。これにより、保・小・中の英 

語学習の場に同一の国際教育主事が関わること、さらに、小学校の国際理解活動の町 

内統一カリキュラムを作成したことにより、町内の「国際理解教育」に系統的・継続 

的な視点が確保されました。平成 24 年度からは、国際教養研修会を開催し、小学校の 

外国語活動や中学校での社会科における国際教育の在り方についての研修を深めてい 

ます。 

  ・「森林環境教育」については、平成 22 年 1 月に「森林環境学習実践事例集」を作成

しました。森林林業日本一の町づくりに呼応した「森の保育園」をはじめ、小・中学

校での森林環境学習への効果的な活用が期待されます。平成 22 年度には、省エネや地

球環境までを見据えた「太陽光発電システム」を 2 小学校に設置しました。更に、平

成 24 年度からは、小学校での総合的な学習の時間における｢森林環境学習｣の単元化に

取り組み、横断的･総合的、探究的な学習活動へと改善を図り、教育課程への位置づけ

をより明確にしてきました。 

（６）小さい町だからこそできるきめ細かい教育振興 

  ア、教育相談員の設置 

  ・平成 19 年 9 月から町独自の教育相談員を設置しました。児童生徒を取り巻く様々な

課題は、学級担任だけ、学校だけでは抱えきれないほど多様化してきています。少子

化の中にあって、多動や自閉傾向などにより、特別な支援を必要とする子どもが増加

しています。就学指導や進路指導においても関係機関・団体との連携や専門的事項の

処理、更に学校内における「いじめ」や「不登校」なども社会現象化しています。そ

のような中、児童生徒の心のケアは勿論、家庭と学校の連携や学級・学校経営を含め

た教職員の心のケアまで、きめ細かく相談体制を構築する必要が急務でありました。

それまで他自治体や振興局の相談員に頼らざるを得ない状況でありましたが、平成 19

年 9 月から町独自の相談員 2 名を配置することができ様々な効果を得ました。 

  ・相談員設置の効果  

①不安や問題を抱える児童生徒、保護者への精神的な支援ができました。（生徒・保護

者から感謝の手紙が届きました。） 

②学級経営上の工夫を担任に直接指導することにより改善が図られ、担任の経営力や

授業力の向上につながっています。 

③学校経営について、校長に助言することにより、学校全体の教育力の向上が図られ

ました。 

④各関係機関・団体との連携、特に専門の相談員との連携が深められ、ケースに応じ

た細やかな支援が可能となりました。 
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  ・今後の課題 

  ①授業力の向上、特に個に応じた指導の部分で教育相談員の活用を図ります。各学校

の更なる理解が必要となります。 

  ②保育園や学校という組織の中で、どの様に組み入れて活用が可能か、より効果的な

活用について深めていく必要があります。 

  イ、人的環境整備のための町独自加配 

  ①学校の教育課題の対応するための町独自加配を平成 22年度 9 月補正により予算措置、

人的環境整備を図りました。 

  ・児童生徒の個性や課題の多様化から、学校で抱えている様々な課題の対応するため、

学校の取組みや児童生徒の育成への支援をするため、ニーズに応じた人員加配を実施。

平成 22 年度の 3 学期から各小中学校に配置しました。 

  ②加配の目的・内容 

  a、学力向上を図るための少人数指導、個別指導等の充実 

  b, 特別な支援が必要な児童生徒への支援の充実 

   c, 教科担任制導入等による教科指導の充実 

   d, 生徒指導の充実 

   e, その他、各学校の児童生徒の実態に応じた支援    

（７）学校施設の耐震化、計画的な改修整備、バリアフリー化等安全で快適な学習環境

の確保を図りました。 

  ・学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、非常災害時

には地域住民の第 2 次避難場所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は

きわめて重要であり、耐震化の推進が喫緊の課題でありました。そこで、本町の「新

耐震設計基準」（昭和 56 年）以前の学校施設を耐震化するとともにバリアフリー・ユ

ニバーサルデザインへの対応のため、エレベーターの設置、トイレの洋式化等を計画

的に進めました。 

  ・耐震化への取組み 

  ○世田米小学校 校舎：平成 2 年 2 月完成・体育館：平成 3 年 1 月完成 

  ○有住小学校  校舎：昭和 60 年 2 月完成・体育館：昭和 57 年 11 月完成 

身体障害者用エレベーター・トイレ設置：平成 14 年 3 月完成 

  ○世田米中学校 校舎：昭和 59 年 2 月完成・体育館：昭和 59 年 2 月完成 

  ○有住中学校  校舎：昭和 47 年 4 月完成・体育館：昭和 48 年 8 月完成 

校舎耐震化：平成 19 年度完成 

体育館耐震化：平成 20 年度完成 

身体障害者用エレベーター・トイレ設置：平成 19 年度 

トイレの洋式化：平成 21 年度完成 
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  ①生活様式の洋式化：洋式トイレの普及、和式で用を足せない子どもが増加していま

す。 

  ②教育的配慮：社会生活を学ぶ上からも和式にも洋式にも慣れる必要があります。 

③バリアフリー、ユニバーサルデザインに呼応する社会の動きに対応し、各小中学校

に身障者用トイレを設置しました。 

各小中学校のトイレ改修状況（平成 21年度） 

学 校 名 改 修 前 改修内容 改 修 後 

世田米小学校 
和式・２５ 
洋式・ ４ 

洋式・９ 
身障者用・１ 

和式・１４ 
洋式・１ 
身障者用・１ 

有 住小学校 
和式・１７ 
洋式・ １ 
身障者用・１  

洋式・８ 
 

和式・９ 
洋式・９ 
身障者用・１ 

世田米中学校 
和式・２３ 
洋式・ ２ 

洋式・９ 
身障者用・１ 

和式・１２ 
洋式・１１ 
身障者用・１ 

有 住中学校 
和式・２７ 
洋式・２ 
身障者用・１ 

洋式・１１ 
和式・１６ 
洋式・１３ 
身障者用・１ 

（８）太陽光発電の導入 

  ・国では、スクールニューディール政策において、平成 32 年（2020 年）までに、全

国全ての公立小中学校へ太陽光発電を導入することとしています。本町では、森林環

境学習を取り入れ、生活環境及び自然環境の保護・保全、地球温暖化対策や新エネル

ギーについて学ぶ機会を創出してきました。特に、「森林・林業日本一の町づくり」へ

の取組みの中で、木質バイオ関係を積極的に進めてきたが今後も自然エネルギーの導

入を更に進めていくため、木質以外の新エネルギーにも着目して推進しました。 

・平成 22 年度太陽光発電施設設備：世田米小学校・有住小学校 

 （ア）学校教育の中での「新エネルギー」 

 ・木質系については、地域理解や地域の産業理解という観点から、「伝統と文化を尊重

し、それらを育んできたわが国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図る」という

「ふるさと教育」や「郷土愛教育」につながります。 

 ・太陽光発電や自然エネルギー、エコロジーの観点については、「国土の環境と国民生

活との関連についての理解を図り、環境保全等について関心を深める」5 学年の社会や

「物質、エネルギーでの電気の働き」を学ぶ 4 学年の理科などがあります。 

 ・中学校では、地理的分野で自然環境、資源エネルギーと産業を学ぶ中で、自然環境

を中心とした考察や環境問題、環境保全を中核とした考察を学びました。また、理科

の第一分野で電流とその利用、電気とエネルギーを、第二分野で生命、生物と環境に

ついて学びました。 
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 ・平成 22 年度に 2 小学校にそれぞれ導入しました。発電電力は、20kw 以上は発電所

扱いとなるため 19，98ＫＷとなります。 

 （イ）導入の意義・効果 

  ①小学校使用電力    

  ・世田米小学校 78ＫＷ 

  ・有住小学校  54ＫＷ 

  ・約 25～37％の使用電力をカバーする。 

  ※売電の契約を平成 23 年 2 月からの予定で進めていましたが、3 月 11 日の東日本大

震災や余震により停電となるなど電力供給と売電の面で良好な比較ができない状況が

ありました。また、その影響で電力会社から 4，5，6，7 月分がまとめて請求となるな

ど、月々の比較も困難な状況であったため、実際の効果や太陽光設置前との比較は、

今後の課題となります。 

  ②地球温暖化抑制への効果  

  ・ＣＯ2 の年間削減量 28 トン/20ＫＷシステムとして 

  ③環境教育の促進 

  ④省エネの促進 

  ・20ＫＷシステムとして、1 校約 22 万円、2 校で 44 万円程度の省エネを見込みます。

（平均世帯 15 戸分の電気料の省エネ） 

  ⑤災害時の非常用電源としての活用 

  ⑥本町における新エネルギービジョンの推進 

  ・太陽光発電は当面は公共施設を優先し、モデル的に普及を図ります。 

  ・避難所となっている小中学校などへ適切な配置を進める・・・と表記されています。 

 

 ２ 教育の機会均等 

 （課 題） 

（１）上有住小学校と下有住小学校が統合したことにより複式は解消されましたが、小

規模校としての教育諸条件の充実やへき地教育の振興を図る必要があります。 

（２）一人ひとりの教育的ニーズに対する特別な教育的支援の充実、自立や社会参加を

目指す特別支援教育の充実が求められています。 

（３）教育の機会均等や人材育成のため、町奨学金制度の適切な運営を図る必要があり

ます。 

（施策と推進方策・実績） 

（１）指導体制の充実、地域の特性を活かした学校経営の創造と学習指導の改善を進め、 

  小規模校の教育諸条件の充実やへき地における教育水準の向上を図りました。 

（２）多様化する心身障がい児の態様に応じた教育の改善を図り、きめ細かな教育を推

進してきました。学校においては、校内就学指導体制を確立し、適正な就学指導の
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推進を図ってきました。交流学習を教育課程に位置づけ、通常学級との相互理解を

深める指導を推進しました。実態に応じた指導内容の選択、教育課程の編成改善に

努める。特別支援担当教員の指導力向上と教育活動全体をとおした学校及び地域社

会との交流の推進を図りました。 

（３）過疎地域の人材育成、人材確保のため、社会情勢に応じた適正な制度改正を行い

ながら、奨学資金貸与制度の継続を図りました。 

 

 ３ 研修・研究・指導 

 （課 題） 

（１）社会環境の急激な変化に対応した教員の資質向上 

  ・教科指導や生徒指導などの実践的指導力を育成する教員研修の充実 

  ・専門性の向上や視野の拡大、新たな課題に積極的に取組む意欲の向上とそのための

研修内容の工夫・改善 

  ・地域の特性を活かした創意ある教育課程の編成 

  ・教科等の基礎基本を身につけさせるための研究指定、指導法改善、研究・研修の充

実 

  ・教職員の資質・能力向上と専門的資質の高揚を図る教育研究の推進 

  ・教職員の自覚に基づく研鑽と校内における日常の研修活動を基盤とした体系的な現

職教育の実施しました。 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）研修・研究の推進 

  ・地域の実態に立脚し、地域の教育を高めるための調査研究を行うため諸資料の収集

整理に努めました。 

  ・調査研究の主題は、基礎的、実証的な内容とし研究成果をまとめました。可能な限

り各学校の校内研究との関連を図りました。 

  ・調査研究の成果は、公開することにより地域の向上のための資料としました。 

  ・所報、通信等により、研究所・各学校の調査、研究資料等情報交換を図りました。 

  ・研究会を通して、教育実践、教育研究活動の充実を図り、学校の支援に努めました。 

（２）研究・研修の体制及び内容 

  ①学力向上に関する研究 

  ・教育研究所：各学校教員を教育研究所研究員として委嘱、学力向上部会を組織して

研究にあたりました。 

  ・分析研究：重点教科を小学校は算数、中学校は数学とし、学力検査の結果分析によ

り、授業改善の視点を明らかにしながら進めました。 

  ・実践研究：学力検査の結果分析による授業改善の視点に基づいて実践研究を行いま

した。各学校では、分析結果を活かした授業実践を行いその成果を交流しました。 
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  ・学習指導法研究会：授業改善の視点を明らかにし、各学校の授業実践に基づいた研

究授業を行い日常の実践に役立てました。 

  ・各学校の実践結果、学習指導法研究会における研究授業の教材研究、指導案等の資

料、実践及び考察を「実践研究報告書」としてまとめました。 

  ②就学前教育に関する研究 

  ・将来自立できる人間を育成するために必要な幼児期の教育のあり方及び小学校の生

活に円滑に適応、移行するための就学前教育のあり方について、「すみた幼児教育（保

育）プラン」に沿った研究を実施しました。 

 ③研究会・研修会の開催 

（22 年度）・幼児教育プラン適応指導研修会（世田米保育園地区） 

       ・学習指導法研修会（算数：世田米小・数学：世田米中） 

       ・外国語活動研修会（有住小） 

  （23 年度）・幼児教育プラン適応指導研修会（有住保育園地区） 

        ・学習指導法研修会（国語：有住小・有住中） 

       ・外国語活動研修会（世田米小・世田米中） 

（24 年度）・幼児教育プラン適応指導研修会（世田米保育園地区） 

       ・学習指導法研修会（国語：世田米小・世田米中） 

       ・国際教養研修会（有住小・有住中） 

 

４ 中・高一貫教育の推進 

 （課 題） 

（１）本町の提言する中山間地域の人材育成のための「中高一貫教育校（併設型）」設置

に関して県からの具体的な言及はありません。 

（２）県では、平成 21 年度に県立高校再編計画検討委員会から答申を受け、平成 23 年

度上期に第 2 次県立高校整備計画（仮称）を策定することとなっていましたが、平

成 23 年 3 月 11 日発生の東日本大震災の影響で「当面凍結」と発表しました。「高校

再編の必要性は変わっていない」とするなかで「当面」の意味するところ、また凍

結解除の時期や計画の内容がどうなるのかなど情報収集しながら注視していく必要

がある。さらに、平成 24 年 8 月になって、県は住田高校を含む県下 4 校について、

25 年度からの募集 1 学級減ずるという方向を示しました。学級減は対象校の生徒数

の回復が望めない現状などからの判断だということですが、これにより中高一貫教

育校の母体となる住田高校の存続に関わる状況は一層厳しいものとなっています。 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）住田高校振興策、充実策や「保・小・中・高の系統的・継続的な教育活動」の継

続と中高一貫教育校（併設型）設置の提言・要望活動を継続します。 
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（２）平成 23 年度に米飯施設の整備することに伴い、住田高校にも給食を提供すること

について検討を開始し、平成 24 年度から実施となりました。本町の特色である、保・

小・中・高の系統的・継続的教育振興の一層の結びつきの強化の促進や地元食材を

活用した地産地消や食育、家庭の支援等住田高校の魅力づくりや地域の特色を活か

した学校経営の支援策として実施します。 

（３）中山間地域における人材育成の方向性として「県立中高一貫教育校（併設型）」   

の設置推進運動の方向性について検討します。平成 13 年度に「中高一貫教育校設置

検討委員会」を設置し、運動を推進してから 10 年が経過しました。この間、地区別

懇談会やアンケート調査、先進地視察、シンポジウムの開催、対県要望活動など様々

な機会をとらえて活動を展開し、中山間地域における中等教育の在り方を継続して

提言してきました。今回の大震災による状況の変化等により、県教委では県立高校

再編計画の当面凍結を発表しましたが再編計画の必要性に変化なしとの認識も明ら

かにしており、引き続き本町における方向性について検討を進める必要があります。 

（４）住田高校教育振興会への支援事業 

   住田高校の魅力づくりと充実のため住田高校教育振興会への補助・助成事業を平

成 3 年度から開始し、平成 24 年度で 22 年目を迎える。期待される効果としては、

地元の高校としての魅力づくりの一助を果たすこと、特に本町教育振興の特徴であ

る保・小・中・高の系統的・継続的な教育活動を確保し、地元の自治体が支援して

いることでの社会的印象度の向上、信頼性確保により、卒業生の就職先確保 100％

の実績維持等に効果を期待したものであります。また、学校の魅力づくりの目玉と

して実施されている海外派遣事業は、平成 7 年度から開始され、平成 24 年度で 18

回目を迎えます。平成 23 年度までで述べ 147 人の生徒が派遣されています。第１

回目の平成 7 年度から平成 12 年度まではアメリカ合衆国への派遣でありましたが、

平成 13 年 9 月 11 日のアメリカ同時多発テロの影響で、この年からオーストラリア・

ベイビューカレッジ校との交流となりました。なお、平成 23 年度からの交流校はオ

ーストラリア・シドニー郊外のアムレ・アングリカンスクールとなっています。海

外派遣の大きな教育的効果は、国際的な視野に立った思考を可能にしたり進路に国

際的な活躍の場を求めたりと、大きな可能性を願って人材育成を目指す視点を育成

することであります。また、魅力づくりと支援については、平成 25 年度からの 1

学級減となった住田高校の生徒数確保のため、通学費や給食費などの支援対策等の

検討が急務となっています。 

○住田高校教育振興会事業による特色ある学校運営・教育課程の充実 

① 海外派遣事業：国際化、情報化社会に対応し、豊かな国際感覚と異文化を学び、

国際社会に適応する人間の育成を図るため、海外派遣及び交流校の受け入れ事業を

実施する。 
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② 芸術・文化事業：質の高い芸術に触れさせることにより、良いもの・美しいもの

に素直に感動できる心を育てる。この事業は中・高連携事業で、町内の中学校と合

同実施する。 

③ 地域文化選択講座：地域の歴史や文化の学習をとおして地域理解を深めさせる。

この事業も中学校３年生が参加する中・高連携事業となっています。 

④ 福祉事業補助事業：生徒の福祉関係への進路実現をめざし、訪問介護員２級の資

格が取得できるようにする。訪問介護養成講座の実施、外部講師の派遣に要する経

費負担。 

⑤ 部活動補助事業：学校全体の活性化を図るため部活動の活発化を図る。 

⑥ 進路指導補助事業：学力向上、進学率向上のための進路意識の早期高揚と進路目

標達成のための充実を図る。ア・課題授業の実施（平常課外・夏季課外・冬期課外）

イ・模擬試験の実施（各種進学模試・就職模試・資格試験・各種検定試験）ウ・大

学・短大・事業所見学 

⑦ 学校広報事業：中学校や地域に高校理解を浸透するため、幅広くＰＲ活動を図り、

入学者確保を促進。ア・学校案内の作成とＰＲ イ・情報誌「楽水楽山」の作成配

布 ウ・ホームページの充実と更新

 

5 学校体育施設 

（課 題） 

（１）学校体育施設は、設置後 20 年以上経過していることから、事故防止や安全管理 

   の側面からも適切な維持補修が必要であります。 

 （施策と推進方策・実績）  

（１）事故防止・安全管理の徹底、適切な維持管理に努めました。 

（２）建築基準法の新耐震基準による昭和 56 年以前の建築である有住中学校は、校舎を

平成 18 年度・体育館を平成 19 年度に耐震補強工事を完了したことにより、町内全

小中学校校舎・体育館の耐震補強対策が完了しました。 

 

 ６ 学校保健 

 （課 題） 

（１）ライフスタイル、食生活の多様化などにより、肥満・生活習慣病・視力０，１未 

   満の児童生徒の割合の増加や心の問題等への対応が必要となります。また、アレル 

ギー疾患、感染症、薬物乱用などが社会問題となっており早期対応も必要となりま 

す。 

（２）児童生徒が自分の健康を自分で考え、行動できるよう正しい知識を習得できるよ 

   うにする必要があります。そのため、学校や保護者と学校医など関係機関と連携し 

   た健康教育の充実が必要となります。 
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（施策と推進方策・実績） 

（１）事後指導を含む定期健康診断の適切な実施等きめ細かな保健管理の徹底による肥

満・生活習慣病等疾病への対応を図りました。 

（２）学校医・家庭・地域社会・関係機関等と連携強化により、学校保健活動の充実を

図り、自分の健康を自分で考え、行動できる児童生徒の育成に努めました。 

 

7 学校安全 

 （課 題） 

（１）自己を充分発揮しながら活動ができるよう、児童生徒の健康安全で情緒が安定し

た生活を保障するため下記の環境を用意します。 

  ①学校施設設備の安全管理や通学路の安全確保 

  ②学校生活における安全管理 

  ③自然災害や火災等災害対策 

  ④交通事故や水難事故防止 

  ⑤危機管理や安全対策、不審者対策 

  ⑥道徳教育による安全指導 

  ⑦安全教育における家庭、地域との連携 

（２）通学途中における交通事故、水難事故防止の徹底、自然災害から身を守る防災教育

の充実を図ります。 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）校内における安全確保 

  ①学校施設設備の安全管理 

  ・校庭、校舎などの整備と破損箇所の修理修繕、危険物の除去 

  ・全職員による一斉点検日の設定等安全点検の励行 

  ・清掃、整頓の励行、教材教具の点検修理 

  ②学校生活における安全管理、指導 

  ・用具の点検、適切な使用法の指導 

  ・日常活動における基本的に必要なものの精選、計画的な指導 

  ・施設内器具、薬品等の適切な管理と指導 

  ・不審者対応まで含めた、様々な状況設定による指導、避難訓練の実施 

  ③自然災害、火災、水難事故、水泳事故防止、不審者への対応 

・東日本大震災の経験を踏まえた安全確保のためのマニュアルの見直しと対応の課題

に即した体制整備を図ります。また、放射能についても正しい知識と安全確保につい

ての方策が必要となっています。町で購入した簡易測定器による定期的な測定を実施

し、学校施設や通学路の安全確保を図りました。 

  ・種々の災害等への対応と事故防止のための最適な行動理解と態度を養います。 
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  ・常に指導にあたり、安全確保、事故防止に努めます。 

  ④安全指導の徹底 

  ・自他の生命を大切にする態度と習慣の育成 

  ⑤安全指導と家庭・地域との連携 

  ・安全指導の年間計画に沿った指導実践 

  ・生徒指導連絡協議会、学校警察連絡協議会、PTA、地域、警察との連携確保 

（２）通学における安全確保 

  ①交通事故防止 

  ・交通安全教育の充実 

  ・自分の身は自分で守るという指導の徹底 

  ②自然災害・火災・水難事故・水泳事故防止 

  ・種々の災害への対応と事故防止のための最適な行動理解、態度を養います。 

  ・常に指導にあたり、安全確保・事故防止に努めます。 

  ③家庭・地域との連携、防犯協会（スクールガードリーダー）との連携  

 

8 学校給食 

（課 題） 

（１）生活習慣病等「食」に起因する問題の増加から、安全な学校給食の提供とともに、

「食」に関する正しい知識と選択する能力を習得するなど「食育」の推進が求めら 

れています。 

（２）給食数が少子化により減少していることから、保育園や高校への給食提供も検討

していく必要があります。 

（３）配送業務、米飯炊飯業務に加え平成 19 年度から調理部門を民間委託を開始しまし

た。今後は、他部門の民間委託について方向性を検討する必要があります。 

（４）「食」の安全性が問われている中、地元産の「安全安心な農産物」の更なる活用を

図る必要があります。 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）安全な給食の提供 

  ・豊かで多様な献立の企画、栄養バランスへの配慮 

  ・食材の安全確保、安全安心農作物の使用 

  ・アレルギー児童生徒へ除去食、代替食の提供 

・東日本大震災の経験を踏まえた緊急時の対応について整備が必要となっています。

また、放射能に対する食品の安全安心を確保する必要もあるため、産業振興課で整備

したシンチレーション式放射能測定器での給食食材の定期的な検査や専門業者への測

定委託等で対応を図る必要があります。 
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（２）食中毒の防止、学校給食衛生管理基準の遵守、給食従事者の衛生管理の徹底 

  ・関係職員、受配校職員、調理従事者の研修 

  ・食材、施設の衛生検査の実施 

（３）「食」に関する指導の充実。調理場と学校、家庭、地域との連携強化 

  ・父母、祖父母等参加による学校、家庭、地域との連携 

  ・郷土食の導入と食文化の伝承 

  ・地場産物の積極的導入活用 

  ・給食だより、ホームページによる情報周知 

（４）米飯給食施設整備と住田高校への給食提供 

  ①平成 21 年 4 月 1 日施行の「改正学校給食法」による「学校給食衛生管理基準」が法

制化となり、学校給食における衛生管理上の基準が国の法律により定められました。

このなかに、食品の適切な温度管理等があり、調理後の食品は 2 時間以内に給食でき

ることという原則が定められました。これまで米飯は花巻市にある岩手県学校給食会

指定業者に炊飯委託しており、この業者が炊飯後、花巻から配送することから調理後 2

時間の給食実施は不可能でありました。保健所の指導でも、給食時点で中心温度が 60℃

以上を保つことが指摘されており、これらを解決するためには自前の米飯施設の整備

が根本的な解決となることから、平成 23 年度に施設整備を行い、法による基準を遵守

する方向性を確保しました。同時に、陸前高田市においても花巻市の業者に委託炊飯

していることから、本町の米飯施設で炊飯したご飯を陸前高田市にも供給することと

し、平成 24 年 4 月から供給を開始しました。これは、食を通じた広域連携であり、地

元食材の消費拡大、産業振興、被災地支援など様々な意味から実施したものでありま

す。 

  ②今回の法制化では、平成 17 年度の食育基本法の成立を受け、学校給食の食育への観

点から伝統的食文化理解や食を通じたふるさと教育等が示されており、地元食材を使

用し、地元で調理したものを食することがより生産者との距離も近くなり、感謝の気

持ちや勤労を尊ぶ心の教育につながる等総合的に捉えて実施しました。 

  ③更に、住田高校のみ力づくりとしての給食提供は、平成 16 年度に作成した中高一貫

校設置に関する「アクションプラン」にも示しているように、地域の教育力を活用し

た連携を通じた 11 の支援策の一つであります。地元自治体としてできる魅力づくりと

して、地域の特色を活かした学校経営の支援として、また保小中高の連携を更に深め

るため、今回の米飯施設整備を契機として平成 24年度の夏休み明けから実施しました。 

（５）地産地消と食育の推進については、栄養職員による専門性を活かした学級指導のほ

か、家庭教育学級、学校保健活動、教育振興運動等と連動した取組みを図ります。ま

た、農協合併や A コープの撤退などにより、地元農産物の活用が困難となっています。

そのため、地元農業振興を目指して誘致された「九州屋」を中心に、産直グループや

安全安心ネットワーク会議等生産者との連携を密にし、計画栽培や契約栽培にも取り
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組みを進めていく目標を目指していました。しかし、平成 23 年度で九州屋が水耕野菜

以外から撤退することとなったため、町内産野菜等を取りまとめて供給する組織が必

要となっています。平成 24 年度から新規に参入したいという申し入れを行った町内業

者もあり、これに産直組織等を加えた形で町内産野菜等の供給を行い、参加農家を増

やしながら円滑な供給体制の確立を図っていく必要があります。 

 

 第４節 社会教育の充実 

１ 推進・指導体制の整備・充実 

 （課 題） 

（１）生涯学習事業の実効性や関係各課等の役割の明確化による推進体制の充実 

（２）計画的な社会教育主事の養成、継続的な社会教育指導員の設置 

（３）地域づくり、町づくりに重要な役割を持つ社会教育団体の活性化 

（施策と推進方策・実績） 

（１）生涯学習推進本部、幹事会の役割を明確化し機能の拡充を図ります。 

（２）計画的な社会教育主事の養成、継続的な社会教育指導員の設置、研修会等を活用

した職員の資質向上 

（３）社会教育関係団体への補助金交付等の活動支援 

 

２ 社会教育施設の整備・充実 

 （課 題） 

（１）生涯学習推進のための、中央・地区公民館の推進体制の整備 

 （２）地区公民館と自治公民館の連携 

 （３）図書室の充実 

 （４）地域の歴史文化の拠点施設、民俗資料館の充実 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）中央・地区公民館機能の拡充 

  ・中央・地区公民館の役割の明確化 

  ・全地区公民館への嘱託職員配置の検討など地域づくりを含めた機能の拡充 

  ・地区公民館と自治公民館の役割の明確化と連携強化 

  ○地区公民館施設整備 

  ・旧五葉小学校校舎を活用した五葉地区公民館は、老朽化が指摘され地域から改築が

要望されていたが、平成 21 年度に旧校舎を解体、同敷地に新施設を整備した。地域の

生涯学習の拠点として、更なる活用が期待されています。 

  ・下有住地区においては、基幹集落センターが条例上の地区公民館であるが、集会室

が 2 階にあることで高齢者等が不便を感じており、また老朽化により漏水等の支障も

でてきているため、学習活動をはじめとする集会は児童館が活用されていました。こ
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の児童館は老朽化が著しく、東日本大震災により使用ができなくなったため取り壊し

ました。地域からは、旧下有住小学校校舎、旧農協下有住支所、基幹集落センター、

児童館を含めた施設を解体し、新たな地区公民館的な施設の整備が要望されていまし

た。 

  ・町においては、平成 22 年度から、総務課、町づくり推進課、保健福祉課、産業振興

課、教育委員会で「下有住地域の公共施設の再配置」という形で検討を進めてきまし

た。その結果、平成 22 年度末には、地域の要望を尊重しながら町の考えを提示し、理

解をいただく段階となりました。基本的には、平成 23 年度は地区公民館の設計、平成

24 年度には、関係施設の解体、造成、建設を行う方向性では地域との合意形成は進み

ましたが、建設場所については地区の意見と合致せず今後の課題となりました。 

・平成 24 年 5 月 7 日の下有住地区民との意見交換を経て、町としての対応を検討した

結果、建設場所について、地域からの要望に沿うものとすることと決定しました。そ

の結果、旧児童館跡地に建築する方向で固まり、同年 10 月に設計が完了、平成 25 年 3

月に完成する運びとなり地域の生涯学習の拠点としての活用が期待されます。 

（２）図書室の充実 

  ・中央公民館、地区公民館の機能に応じた図書室の特色づくりを行います。 

  ・図書ボランティアの育成による地域の人材活用と協働の意識高揚を図りながら「地

域の図書室」としての意識拡大を図りました。 

（３）民俗資料館の整備 

  ・資料の整理、収集と展示品の説明展示の充実。 

  ・文化財ボランティアの育成・活用により、民俗資料館のレイアウト、展示品の整理

を図り、歴史・文化の拠点づくりを進めました。人材育成が図られ、ボランティアに

よる展示品の説明、史跡めぐりのボランティアガイド養成、町史を活用した町民講座

の講師養成等、地域文化財全般に通じた人材育成を図りました。 

 

３ 家庭教育の充実 

 （課 題） 

（１）家庭の教育力の低下 

  ・地縁的なつながりの希薄化、親同士や子育て経験者との交流機会の減少 

  ・子どもの教育に最終責任を負うには「家庭」であることの再認識 

  ・家庭の教育力再生 

 （施策と推進方策：実績） 

（１）家庭教育学級の開催 

  ・指標：家庭教育学級開催校：全校 

  ・（21 年度～24 年度実績）：保育園 2 園・小学校 2 校・中学校 2 校で開設 

・指標：家庭教育学級参加者：保、小、中学生と世帯 6 割 
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年度 保･小･中ＰＴＡ会員数 指標の 60％は 参加者総数 

21 415 世帯 249 世帯 381 人 

22 415 世帯 249 世帯 389 人 

23 441 世帯 265 世帯 207 人 

24 497 世帯 298 世帯 266 人 

（２）就学前乳幼児学級の開設 

  ・パームパームを開催し、英語に触れる活動、外国のおやつ作り等を実施しました。 

（３）家庭教育学級開催による学習機会の提供 

  ・コミュニケーションの場の提供となりました。 

  ・家庭教育の情報提供を図りました。 

（４）子育て環境づくり 

  ・教育振興運動の取り組み 

  ・保育園教育の充実 

  ・小・中との連携強化 

 

 ４ 乳幼児教育 

 （課 題） 

（１）子育て環境の変化 

  ・核家族化、少子化により世代を通して子育てを学ぶ機会の減少 

  ・地域では地縁関係が希薄になり、身近な子育て支援の仕組みづくりが必要 

  ・少子化により就園前の幼児が自宅近くに友達がいない。 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）子育てサークルとの連携強化 

  ・子育てサークルなどコミュニケーションの場の提供 

（２）学習機会の提供    

  ・乳幼児家庭教育学級の開催 

  ◇指標：乳幼児家庭教育学級開催：８回 

年度 
乳幼児学級 

パームパーム 

たまごまつり 

ひよこまつり 
合同家庭教育学級 合 計 

21 ６回 １回 ２回 ９回 

22 ６回 １回 ５回 １２回 

23 ６回 震災の影響で中止 ３回    ９回 

24 ７回 １回 ３回   １１回 
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◇指標：乳幼児家庭教育学級参加者：１５人 

乳幼児学級パームパーム参加者実績 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

21 人 39 人 64 人 58 人 

・家庭教育情報の提供 

  ・保育園教育開放事業 

 

第５節 生涯各時期における社会教育の推進 

１ 青少年教育 

 （課 題） 

（１）家庭教育力の低下やライフスタイルの変化により、基本的生活習慣の欠如 

（２）生活経験や自然体験、読書、異年齢交流の不足等による心と体のアンバランス 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）体験の場の提供 

  ・教育振興運動の充実 

  ・指標：教育振興運動実践区：全域 

  ・進捗状況：実践区を各地区公民館単位に設定、町全域で実施 

  ・指標：教育振興運動事業参加者：小、中学生の 90％以上 

  ・実績：下記事業への参加促進を図りながら実施。青少年劇場は小学生全員 

森林環境学習は、保・小・中・高全員対象の学習活動として実施 

  ＜各種事業＞ 

  ・各種青少年リーダー交流研修 

  ・すみたコミュニティスクールの開設 

  ・青少年劇場の開催 

  ・高校生ボランティア講座の開設 

  ・子ども会育成会活動の充実 

  ・森林環境教育の充実 

  ・各種スポーツ教室・大会の充実 

 

２ 青年教室 

（課 題） 

（１）地域づくり、町づくりへの参加意識が低い。 

  ・自ら企画・立案し社会貢献しようとする姿勢が消極的です。 

  ・子どもたちや高齢者への関りなど社会参加意識が低い。 

 

 



37 

 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）様々な機会の提供 

  ・青年教室の開催 

  ・ボランティア育成事業の推進 

  ・実績：森の保育園高校生ボランティア、文化財・図書・学習ボランティアの育成を

推進しました。 

  ・指標：活動参加者数：40 人 

年度 
森の保育園 

高 校 生 
文化財 図 書 学 習 子育て 

たまひよ 

すみたっ子等 

合 計 

21 56 人 201 人 － － 257 人 

22 47 人 121 人 －  4 人 172 人 

23 63 人 71 人 138 人 － 560 人  中止 832 人 

24 32 人 37 人 304 人 － 450 人 11 人 834 人 

・ボランティア団体の立上げ 

  ・指標：立上げ団体：１団体 

・文化財ボランティア・図書ボランティア・読み聞かせボランティアの 3 団体が立ち

上がり、定期的な活動を実施しています。今後は団体としての機能の充実を図り、構

成員の拡大を図るなど活動の継続や活発化のための行政支援が必要となります。 

（２）自主的活動の促進 

  ・各自治公民館青年活動の促進 

  ・指標：各自治公民館青年活動事業数：５回：地区公民館生涯学習事業との連携で実

施する方向を確保する。 

  ・生涯学習関連事業企画推進事業の実施 

 

３ 成人教育 

 （課 題） 

（１）成人層の減少傾向、就労時間の不均衡 

  ・成人層の町外への流出による減少 

  ・継続的学習活動や地域社会での連帯意識、参加意識の不足 

  ・多様な知識、技能、資格、学習成果等を地域づくり等に活かす場の提供 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）学習環境の整備 

  ・町民講座の開設 

  ・学習ボランティア養成講座開設 

（２）人材の育成 

  ・各自治公民館自主事業の促進 
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  ・指標：各自治公民館自主事業：2 回 

公民館連携生涯学習講座実績 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

4 回：161 人 6 回：299 人 7 回：779 人 34 回：985 人 

・各種団体の研修事業支援 

  ・地域づくり事業の促進 

 

４ 高齢者教育 

（課 題） 

（１）高齢者の地域づくり町づくりにおける役割の重要性に応えます。 

  ・高齢者の積極的な学習意欲に応える教育環境の充実 

  ・地域の教育力再生と世代を越えた交流の場の設定 

  ・豊かな経験を活かせる場や能力が発揮できる場の提供 

（施策と推進方策・実績） 

（１）社会参画の推進 

  ・高齢者による次世代への技術や知恵の伝承 

  ・ボランティア活動の促進 

（２）学習機会の充実 

  ・スポーツ・レクリエーション活動の奨励 

  ・各種学習機会の提供 

  ・高齢者教室、講座の開設 

  ・指標：講座参加者：200 人 

各地区高齢者教室実績 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

1,077 人 988 人 861 人 927 人 

 

第６節 特色ある社会教育の推進 

１ 森林環境教育 

 （課 題） 

（１）森林環境教育の充実・整備を図る必要があります。 

  ・森林や森林と暮らす文化・誇りが次世代に引き継がれていない。 

  ・町民全体の環境に対する意識と実践力のレベルを上げる必要がある。 

  ・森林と共に生きてきた誇りを取り戻す。 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）各年代に応じた「森林環境教育」の系統的な展開 

  ・「住田型森林環境教育」の整備・充実：「住田町森林環境学習実践事例集」を作成、 
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生涯学習の各発達段階に即した学習実践が明確になりました。 

  ・森の保育園の充実を図ります。 

  ・小中学校における総合的な学習の時間を活用した森林環境教育に取り組みます。 

  ・一般町民を対象とした散策会等の森林環境教育を推進します。 

  ・森林環境教育指導者を養成します。 

  ・指標：各種講座等参加者：700 人 

年度 森の保育園 小中学校･高校 一 般 高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 合 計 

21 213 人 414 人  58 人 56 人 741 人 

22 238 人 449 人  27 人 47 人 761 人 

23 183 人 462 人  25 人 63 人 733 人 

24 135 人 572 人 109 人 32 人 848 人 

（２）実践とその成果を内外にアピール 

  ・実践例や成果等情報発信 

 

２ 国際理解教育の推進 

 （課 題） 

（１）様々な年代や段階における国際理解活動、国際交流事業の充実を図ります。 

  ・家庭教育、乳幼児教育、青少年教育、成人教育、女性教育、高齢者教育等への事業 

推進 

  ・世界に発信する力の育成 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）異文化の理解や国際交流活動への参加、世界へ発信できる力の育成 

  ・ＩＥＴ（国際教育教員）を活用した各年代や段階における国際交流事業の充実 

  ・平成 23 年度から国際教育主事（International Education Manager）を町職員とし

て本採用としました。国際理解活動進展のため人材の有効活用が図られました。 

  ・指標：国際交流事業参加者：200 人 

・ＩＥＴの活動として、乳幼児学級パームパーム（毎月第 1 月曜日）・英会話教室（毎

週月曜日）・バーバーショップ・コーラスグループ（毎週水曜日）の活動が国際交流の

場ともなっています。 

  ・国際理解活動を内外に発信する場の整備が必要となります。 

 

第７節 教育振興運動の推進 

１ 推進組織と運動の展開 

 （課 題） 

（１）少子高齢化による小学校の統合など子どもを取巻く環境が変化 

（２）世田米・大股・下有住・上有住・五葉実践協議会の組織や活動のあり方 
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（３）学力向上・健全育成・体力の向上などの普遍的な課題への対応、そのための基盤

整備、5 者の役割の明確化など実践活動の充実 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）運動の理念や活動内容の周知のための５者が連携した広報活動を実施しました。 

（２）実践組織・実践班の活動の見直しと実践の充実を図りました。 

  ・指標：実践区活動参加者数：実践区の保・小・中全員 

 

第８節 協働・共生・ボランティアの推進 

１ ボランティア活動の推進支援と協働の町づくり 

 （課 題） 

（１）少子高齢化などの影響によりコミュニティの維持が困難となり、「共生・協働・ボ

ランティア」の地域社会づくりが求められています。 

（２）行政と住民の協力関係、役割の明確化により「総合的な地域力の向上」を目指す

必要があります。 

（３）個人志向や価値観の多様化が進む中、子どもから高齢者までの各年代層で地域の

教育力向上のため地域リーダーの育成が求められています。 

 （施策と推進方策・実績） 

（１）ボランティア活用事業の拡大と活用推進 

  ・指標：ボランティア活動参加者数：40 人 

年度 
森の保育園 

高 校 生 
文化財 図 書 学 習 子育て 

たまひよ 

すみたっ子等 

合 計 

21 56 人 201 人 － － 257 人 

22 47 人 121 人 －  4 人 172 人 

23 57 人 71 人 138 人 － 560 人  6 人 832 人 

24 32 人 37 人 304 人 － 450 人 11 人 834 人 

（２）先進的な企画や取り組みに触れる機会の提供 

（３）共生・協働を進め、自治意識高揚を図る機会の創出 

 

2 男女共同参画の社会環境づくり 

（課 題） 

（１）男女共同参画の浸透と保守的な意識の変革が必要。 

（２）少子高齢化、人口減少社会における元気な女性の活躍と「男女共同参画」の意義

が理解される環境整備が必要。 

（施策と推進方策・実績） 

（１）学習機会の提供 

  ・指標：講座開設による参加者：延べ３００人 
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年度 
女  性 

リーダー 

県主催等 

女性研修 

男女共同参画 

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
婦人大会 

たまごまつり 

ひよこまつり 
合 計 

21 169 人 8 人 5 人 25 人 128 人 335 人 

22 146 人 8 人 5 人 24 人 122 人 305 人 

23  93 人 2 人 3 人 － 中止  97 人 

24 146 人 2 人 － 23 人 150 人 321 人 

・住田町男女共同参画計画を 22 年 5 月に策定しました。町長を本部長とする「住田町

男女共同参画推進本部」を設置して推進することとしました。 

 

 第９節 芸術・文化の振興 

１ 芸術・文化 

（課 題） 

（１）芸術・文化に親しみ、豊かな感性を育む環境づくりが必要 

（施策と推進方策・実績） 

（１）優れた芸術文化に触れる機会の提供 

  ・指標：文化産業まつり出品者数：500 人 

年度 入場者数 作品出展人数 民俗資料館特別展出展数 

21 1,585 人 537 人 － 

22 1,919 人 615 人 － 

23 1,994 人 643 人 － 

24 1,541 人 617 人 520 点 

（２）青少年劇場の開催 

（３）芸術文化講座の開設 

 

２ 芸術・文化団体 

（課 題） 

（１）参加者の減少やリーダーの高齢化などにより、活動維持継承のための支援が必要 

（施策と推進方策・実績） 

（１）芸術文化活動の成果を発表できる場の提供、日常的な文化活動や各種団体の活性

化を図ります。 

  ・芸術文化団体の支援、郷土芸能団体との連携 

  ・町郷土芸能連絡協議会補助金の交付（平成 20 年度から） 

（２）芸術文化講座の開設や自主グループの育成・支援 

・自主グループの育成として、新たに写真サークル「すみたフォトクラブ」が開設さ
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れました。 

 

３ 文化財の保護と活用 

（課 題） 

（１）生活様式の変化、開発行為等による歴史・伝統・資源の損失・風化・衰退。 

（２）過疎化やリーダーの高齢化により、伝統芸能の維持継承が困難。 

（３）文化財の適正な管理と有効活用。 

（４）国指定名勝「種山ケ原」の保存と有効活用。 

（５）「住田町史」と「住田の歴史と文化」の有効活用。 

（６）民俗資料館の整備と有効活用。 

（７）町民の文化財愛護思想の高揚と後世への確かな伝承。 

（施策と推進方策・実績） 

（１）文化財愛護思想の普及啓発 

  ・文化財史跡めぐりの開催 

  ・民俗資料館の整備 

（２）文化財の調査、保護、保存と活用 

  ・指定文化財のパトロールと埋蔵文化財調査の実施 

  ・栗木鉄山跡地の整備 

  ・町史等の販売と活用 

（３）地域の伝統文化の確かな維持継承 

  ・伝統芸能の維持継承支援 

  ・無形文化財などの後継者育成と記録保存 

（４）イーハトーブの風景地「種山ケ原」の保存管理 

  ・国指定名勝「種山ケ原」の保存管理計画の策定と活用 

 

 第 10 節 生涯スポーツの振興 

１ 生涯スポーツの振興 

（課 題） 

（１）運動不足による生活習慣病の増加などから、生涯スポーツを積極的に健康づくり

に取り入れる意識の高揚を図る必要があります。 

（２）スポレク祭やスポーツ教室などの種目、参加者の固定化 

（３）スポーツに関する町民ニーズの把握、参加者を増やす魅力づくりが必要 

（４）スポーツ推進委員を中心に、町体協、地区体協、種目別協会等と連携協力し、企

画・運営を工夫するシステムづくりが必要 

（５）各種目別協会における若年層の企画・推進力の向上と自主運営力の向上を図る必

要があります。 
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（施策と推進方策・実績） 

（１）子どもから高齢者まで、町民がスポーツに親しむ機会の提供 

  ・指標：教室等参加者：延べ 150 人 

 ＜21 年度実績＞  

・男女混合バレー教室 60 人 

  ・シャフルボード教室 17 人 

  ・スポーツチャンバラ教室 50 人 

  ・スキーツアー＆スキー教室 42 人 

  ・室内グラウンドゴルフ教室 200 人 

  ・スポレク祭（すみたっ子まつり）250 人 

  ・合計 619 人 

 ＜22 年度実績＞ ○運動公園落成記念事業 

  ・オープニング試合：200 人 

  ・日ハムジュニア野球教室：180 人 

  ・町長杯Ｇゴルフ：130 人 

  ・気仙地区ゲートボール大会：160 人 

  ・日本女子ソフトボールリーグ：2,636 人 

  ・ＪＦＡ心のプロジェクト（町内小学校）：60 人 

  ・スキーツアー＆スキー教室：40 人 

  ・室内Ｇゴルフ教室：104 人 

  ○総合型地域スポーツクラブ関連 

  ・スポーツチャンバラ：37 人 

  ・合計 3,547 人   

＜23 年度実績＞  

・ＪＦＡ「夢の教室」：93 人 

  ・スキー＆スキーツアー教室：33 人 

  ・室内グラウンドゴルフ：138 人 

  ・スポーツチャンバラ教室：25 人 

  ・巡回スポーツ教室：36 人 

  ・交流スポーツ教室：10 人 

  ・総合型地域スポーツクラブ「カムイくらぶ」事業：318 人 

  ・合計 653 人 

＜24 年度実績＞ 

・ＪＦＡ「夢の教室」：96 人 
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  ・スキー＆スキーツアー教室：33 人 

  ・室内グラウンドゴルフ：113 人 

  ・スポーツチャンバラ教室：26 人 

  ・巡回スポーツ教室：48 人 

  ・総合型地域スポーツクラブ「カムイくらぶ」事業：1,007 人 

  ・学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業：392 人 

 ・合計 1,715 人 

（２）生涯スポーツ普及推進のための指導者養成と資質向上。 

（３）競技スポーツ向上を図るため組織の自主的管理運営を促進。 

（４）平成 23 年 2 月 16 日、上有住地区に総合型地域スポーツクラブ「カムイくらぶ」

が設立。地域住民に「スポーツ」「あそび」等を通した事業推進を行い、活力ある地域

づくりを促進。 

 

２ 生涯スポーツの推進体制 

（課 題） 

（１）町体育協会は事務局を教育委員会に置いているが、事務局を行政から独立し、組

織の充実・強化を図る必要があります。 

（２）町スポーツ少年団は、町体育協会の助成により運営を行い、事務局は教育委員会

に置いている。今後は行政に頼らない主体的な大会運営や事務局の独立による組織

の充実・強化を図る必要があります。 

（施策と推進方策・実績） 

（１）ニュースポーツの普及、スポーツ教室、体力テスト等活動機会の充実 

（２）生涯スポーツ推進協議会を中心とした生涯スポーツの推進 

（３）自主的なスポーツ実践団体の育成 

（４）町体育協会、スポーツ少年団本部の事務局体制の独立 

＜実績＞ 

  ・スポーツ少年団の事務局は、平成 21 年度に教委から独立。 

  ・町体育協会事務局は、平成 22 年度に運動公園改修工事完了後、社会体育施設の管理

委託と併せ独立。 

 

３ 指導者の育成と指導体制の充実 

（課 題） 

（１）スポーツの推進活動は、スポーツ推進委員が中心となり進めているが、子供から

高齢者まで気軽に取組めるスポーツの推進や普及など工夫が必要 

（２）町内 5 地区の体育協会と 15 の種目別協会に各 1 名配置されている生涯スポーツ推

進員の活動の場の拡大と他の団体との連携が課題 
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（施策と推進方策・実績） 

（１）指導者の養成と資質向上 

（２）スポーツ推進委員、生涯スポーツ推進員などの連携によるスポーツの活性化 

（３）平成 23 年 6 月公布、8 月に施行された「スポーツ基本法」により、これまでの「体

育指導委員」は「スポーツ推進委員」と名称が変更され、業務内容も地域スポーツ

のプログラミングを行い、調整しながら地域の生涯スポーツ振興に寄与する立場と

なっている。 

 

４ スポーツ施設設備と利用促進 

（課 題） 

（１）運動公園の改修等をはじめ、各施設の適切な管理運営、整備・機能の拡充 

（施策と推進方策・実績） 

（１）社会体育館、生涯スポーツセンター、運動公園の整備充実 

＜実績＞ 

  ・平成 21 年度と繰越事業による平成 22 年度に運動公園を改修。屋外型生涯スポーツ

の拠点施設として整備充実が図られました。 

  ・平成 21 年度に社会体育館耐震補強工事が完成。一層の生涯スポーツ振興、活性化が

期待されます。 

  ・平成 24 年度、運動公園に防球ネット設置工事が行われ、平成 25 年 3 月に完成する

ことにより、施設の安全確保と整備充実が図られます。 

（２）小中学校の体育館、校庭の開放 

（３）運動公園の大規模改修、施設予約管理の整備 

＜実績＞ 

  ・平成 22 年度運動公園大規模改修工事の完成とともに、施設予約管理を町体協に委託

を開始しました。 

 

 第１１節 東日本大震災への対応 

1 会議開催状況・各学校等への指示事項等 

（１）臨時校長・園長会議（23,3,14 招集） 

 ◇確認事項 

  ①児童生徒・保護者・職員・家族の安否 

 ②施設設備の被害状況 

 ③卒業式の簡素化 

  ④災害復旧優先 
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  ⑤今後の日程：無理な登校は避ける。 

  ⑥今後の余震対策 

  ⑦転居・転入の受け入れ 

  ⑧燃料の確保・省エネ 

  ⑨防災無線不通、すみたＴＶは可能、ＴＥＬ不通の中での伝達手段の確保 

  ⑩人事は現時点で不明 

  ⑪高校入試は 22 日に発表 

 ◇会議目的意識共有 

  ①情報共有を正確に行い、今後の対応を図る。 

  ②町災害対策本部及び県教委への報告のための詳細把握。 

 ◇３・１１ＰＭ２：４６・本町震度 5 強：当時の学校の状況 

  ①避難の状況 

  ②下校時の安全確保の状況 

 ◇被災後の状況把握：人的・物的被害状況 

  ①児童生徒の身体的状況 

  ②心のケアが必要な児童生徒 

  ③物的支援が必要な児童生徒（学用品、教科書等） 

  ④保護者の家庭状況：大船渡市、陸前高田市、釜石市等への勤務者の有無 

  ⑤教職員の状況：安否、避難先、家庭の状況 

  ⑥校舎、校庭、敷地の状況：今後の学習活動に支障があるか 

  ⑦通学路の安全確保、学区の状況、危険個所への立ち入り禁止の指導 

 ◇支持事項 

  ◎震度 7 クラスの余震が２～3 日中にあるとの予測があった。 

  ①登校がある場合、通学路の安全確認や危険個所への立ち入りを禁止するなど、地域

からの正確な情報収集により保護者や地域と連携し児童生徒の指導を徹底すること。 

 ②報道関係者への対応は、必要があれば町災害対策本部か教委が対応するので、電話

が不通のうちは、校長、副校長が直接教委と連絡を取り、状況報告内容に齟齬がない

ようにすること。そのためには、校長を中心とした学校の組織体制を万全にし、すべ

ての情報が校長に集まるよう体制を調整すること。 

  ③各学校の校庭、体育館は災害救助のため、各県消防・警察・米英軍等への供与が優

先されること。従って、卒業式の持ち方は各校同一とすること。 

 ④避難住民の受け入れ要請があった場合は、現時点で生涯スポーツセンターを予定。

これに伴う被災児童生徒の各学校での受け入れも考えられるので考慮に入れておくこ

と。 

  ⑤辞令交付式は、人事が止まることを想定しておくこと。従って歓送迎会もなし。 

  ⑥各学校、保育園の今後の予定３～4 月の入学式までのスケジュールをすみたＴＶで放
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送するので、提出のこと。卒業式・入学式の教委告辞はなし。来賓もなし。スクール

バスの計画は従前どおり。 

  ⑦各学校で毛布等必要なものがある場合、申し出ること。また学校に避難している教

職員の人数についても報告すること。 

 ⑧被災関係で教員住宅が必要な場合は申し出ること。 

  ⑨給食は、3 月 14 日でストップとなった。 

（２）第 2 回臨時校長・園長会議（２３、３、２８招集） 

 ◇保健安全管理の徹底と被災関係者のケアを確立すること 

 ①児童生徒の安全確保と定期的な健康状態等の把握 

 ②被災地からの転入生の受け入れ 

 ③家族等が被災した児童生徒の心のケア及び生活状況の把握と支援。必要に応じて教

委でカウンセラー等依頼する。被災地からの転入は面談等により特に重点的に把握す

る。被災状況による教材等の支援の必要性を把握する。児童生徒の学級への受け入れ

方について指導する。いじめの予防等。 

 ④学校の安全管理点検、修繕、児童生徒が登校する前に点検すること。通学路も同様。 

 ⑤余震の際の避難の仕方を確認（登下校時、家庭にいる時も含む） 

 ⑥職員で危機管理マニュアルの再確認を行うこと。 

 ⑦卒業生の状況も把握しておくこと。中学校では進学先の入学手続きについての支援

をお願いする。 

◇学校組織体制を速やかに確立すること。 

◇始業式、入学式については、前回の支持どおり。日程も同様。 

 ①小学校 4 月 6 日始業式・4 月 7 日入学式、児童と保護者のみで来賓はなし。 

  ②中学校 4 月 7 日始業式・4 月 8 日入学式、保護者の参加は学校に一任、来賓はなし。 

  ③教育委員会からの出席は教育委員長（世小・世中）・教育長（有小・有中）告辞あり。 

  ④会場・服装（保護者含む）及び、すみたＴＶの対応は卒業式に同じ。 

  ⑤スクールバスは日程が固まり次第担当と相談。 

◇各行事の見直し 

 ①修学旅行：中学校の 4 月実施は不可能。小学校は 6 月だが旅行先の宮城県が大きな

被害を受けている。時期の変更、目的地の変更により実施は可能だが、被災地の復興

状況ともかかわり、実施の是非も考慮に検討。 

 ②運動会：世中は自衛隊が校庭、体育館を使用。現時点でいつまでか不明なので、実

施場所の確保が困難。5 月頃に運動会をすることが世情かどうかも考慮。秋の実施も検

討。 

  ③部活動：4 月は、極力自粛の方向（世中は施設状況により不可能） 

  ④給食は、実施の方向にあること。 

※運動会は予定通り実施した。 
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※修学旅行は小中ともに秋の実施とし場所についても検討し実施。 

①世小 10 月 5 日～6 日 6 年生 25 名 平泉・秋田方面 

②有小 9 月 8 日～9 日 6 年生 9 名 平泉・盛岡方面 

③世中 8 月 28 日～30 日 3 年生 22 名 東京方面 

④有中 9 月 1 日～3 日 3 年生 16 名 東京方面 

 

２ 町内への情報告知 

◇町内保育園・小中学校の予定を 3 月 14 日にすみたＴＶで静止画告知。 

◎保育園は、①電話が不通の間は休園とする。 

        ②緊急時の受け入れは可能。 

       ③卒園式 19 日（土）は中止とする。 

◎小中学校、15 日（火）、16 日（水）、17 日（木）は臨時休校とする。 

世田米小学校 18 日（金）修了式と卒業式 

有住小学校 同上 

世田米中学校 18 日（金）午前授業、19 日（土）修了式と卒業式 

有住中学校 同上 

◎各小中学校とも、卒業式は児童生徒と教職員のみ。 

◎登校日は、朝は通常通り、下校は１１：３０ 

◇臨時電話の設置 

 ①ＮＴＴ臨時電話 4 台を農林会館１Ｆロビーに設置。3 月 16 日正午から午前 9 時～

午後 7 時まで。一人 1 回 3 分以内。 

 ②衛星電話 2 台うち 1 台を上有住地区公民館に設置。 

 ③ＫＤＤＩより携帯電話 9 台借用。各学校長へ配置。 

◇3 月 18 日住田テレビ告知を更新 

町内保育園 4 月 6 日（水）入園歓迎会は中止 

小 学 校 

3 月 19 日（土）～4 月 5 日（火） 
春休み（世小・有小とも登校日

なし） 

4 月 6 日（水） 始業式 

4 月 7 日（木） 入学式 

中 学 校 

3 月 20 日（日）～4 月 6 日（水） 
春休み（世中・有中とも登校日

なし） 

4 月 7 日（木） 始業式 

4 月 8 日（金） 入学式（世中のみ保護者なし） 

住田高校 
3 月 22 日（火） 合格発表 

入学式は未定  

 ※日程が変更となる場合があるため、すみたＴＶ放送で随時放送告知を更新。 
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 ※各小中学校とも、卒業式同様来賓はなし、世中のみ保護者の出席なし。 

 

３ 各保育園・小・中学校の被災状況 

 ◇3 月 11 日（金）の状況について 3 月 17 日の町議会で行政報告 

  ①被災時は平日であり、保育園は通常保育中、小・中学校は通常の学習活動の最中。 

  ②各施設とも教職員の適切な指示により安全が確保され、夕方には全員家庭に引き渡

した。身体的な負傷等を受けた園児・児童生徒はいない。 

  ③保護者や家族の状況については、有住小児童の父親が宮古方面へ出掛けたまま連絡

が取れていない。有住中生徒の父親が釜石方面で遺体で発見された。また有住中の生

徒の姉と祖母が陸前高田市方面に出かけ、連絡が取れない状況となっている。 

 ④教職員の状況については、震災日の午後帰宅し、連絡が取れない陸前高田市居住の

中学校講師が 1 名ある。ほかの教職員については無事を確認しているが、帰宅後に電

話が不通になったため連絡が取れない状況となっている。被災状況は、大船渡市、陸

前高田市に居住し、自宅が被災した職員は、小学校 9 人、中学校 12 人、計 21 人とな

っている。 

 ⑤学校施設の被害状況については、校舎及び体育館は耐震補強工事が終了していたた

め構造上の問題はないものの、一部壁の崩落等があるため使用できない部分もあり、

また、マグニチュード７クラスの余震の可能性が大きいという報道、福島原発による

放射能汚染など不安要素が大きいことから、臨時休校措置をとり、小学校 18 日、中学

校 19 日に修了式、卒業式を変更し、来賓等なしで学校のみの対応としたもの。 

 ⑥施設については、資材の入手や業者対応が困難な状況ではあるが、通常の学習活動

に支障がないよう、可能な限り早急な対応が必要。児童生徒については、地震や近隣

での津波による被害状況から心のケアも含めて、時間をかけて学校、関係機関、教委

一体となって取り組まなければならない。 

 ⑦児童生徒、教師の心のケア 

  ・本町独自の教育相談員 2 名、保・小・中を週一回訪問し、幼児・児童・生徒の個別

相談から教職員のケアまで含め相談活動を実施。 

 ・社会福祉法人「大洋会」の児童家庭支援センターや児童相談所との連携で、ケース

検討会議等ケースに応じた対応連携を図る。 

 ・文部科学省の委託事業によるソーシャルワーカーが定期的に児童生徒の日常生活に

関わりながら活動にあたっている。 

  ・県のスクールカウンセラーが週一回中学校を訪問し、教諭、生徒との面談を通した

心のケアを図っている。教委、福祉、学校、関係機関団体が連携を図りながら、総合

的に心のケアにあたっている。 
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４、被災関連等転入者の状況（5 月 2 日現在：区域外就学も含む） 

①世田米小 10 人（陸前高田 6 人・大船渡 2 人・気仙沼 1 人・福島県 1 人） 

②有住小  10 人（陸前高田 8 人・大槌 1 人・埼玉県 1 人） 

③世田米中  4 人（陸前高田 1 人・大船渡 1 人・福島県 2 人） 

④有住中   3 人（陸前高田 1 人・大槌 1 人・埼玉県 1 人）   合計 27 人 

※生活保護：1 世帯 2 名（転入前からの対象） 

※準要保護：震災被災児童生徒への弾力的な運用について国・県より通知があり、申

請のとりまとめについて各学校に通知する。 

 

５、後方支援としての教育施設使用 

①生涯スポーツセンターを遺体安置所に提供（3/19～5/23） 

②世小体育館・山形県消防隊 38 隊 250 人（3/12～3/13） 

③世小体育館・アメリカ・イギリス軍  （3/14～3/18） 

④社会体育館・大阪府警、兵庫県警 265 人（3/12～6/3） 

⑤世中体育館・陸上自衛隊第 6 施設群 180 人（3/12～6/3） 

⑥河川公園・サマリタン・バース・ボランティア・ベースキャンプ 30 人（4/20～12/2） 

⑦運動公園駐車場・警視庁、滋賀県警、岐阜県警、大阪府警等集合場所（3/12～6 月） 

⑧大股地区公民館・陸前高田市社協募集ボランティア宿泊基地（5/1～24 年 3 月末まで

で、延べ 16,666 人：24 年 9 月まで） 

⑨上有住地区公民館・自衛隊集中捜索基地 80 人（4/24～4/27） 

⑩五葉地区公民館・県立大学等ボランティア基地 13 大学延べ 512 人（①4/28～5/8・

②7/21～10/11・③12/8～1/9・④3/10～3/27） 

⑪五葉地区公民館・自治労本部ボランティア基地 30 人（5/10～7/10） 

※ボランティアが使用する公共施設使用料は全額免除とした。 
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６ 東日本大震災による学校関係施設の被災状況と対応（平成 23年 4 月 22

日現在） 

学 校 名 被 災 状 況 その後の対応 備 考 

世田米小学校 

水道漏水 対応済  

壁のひび割れ 未（緊急性なし）  

エクスパンションのよじれ 未（緊急性なし）  

体育館トイレの壁にひび割れ 未（緊急性なし）  

体育館天井から金具落下 対応済  

パソコン落下 対応済  

校舎と体育館の通路にひび割れ 未（緊急性なし）  

校舎周辺のインターロッキング破損 未（緊急性なし）  

プールの水位低下 漏水調査継続  

有住小学校 

教室壁ひび割れ 未（緊急性なし）  

４年教室のテレビ落下破損 撤去済  

体育館スポットライト宙吊り 対応済  

体育館外側の屋根裏ボード落下 対応済  

体育館渡り廊下の柱上部付け根破損 対応済  

世田米中学校 

階段廊下の壁にひび割れ 未（緊急性なし）  

体育館外側の屋根裏ボード落下 対応済  

駐車場から校庭にかけてのひび割れ 修繕済  

テールアルメひび割れ 平成２４年度調査  

有住中学校 

水道漏水 継続調査  

給水管敷設替え 水質検査により可  

壁のひび割れ 対応済  

モルタル壁剥落 未（緊急性なし）  

体育館高所スピーカー曲り 未（緊急性なし）  

体育館天井から金具落下 対応済  

体育館ステージの蛍光灯宙吊り 修繕済  

バスケット・ゴール支柱１本はずれ 対応済  

体育館フロア一部盛り上がり 未（緊急性なし）  

音楽室天井に小さい穴 未（緊急性なし）  

庭に地割れ 未（緊急性なし）  

ガラス破損 対応済  

体育館内側側面パネル破損 対応済  

体育館外側の側面破損 対応済  

体育館階段の踊り場天井破損 未（緊急性なし）  

集会室黒板下の壁破損 未（緊急性なし）  
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７ 東日本大震災における生涯学習事業の実施対応 

◇町内の集会施設や社会教育・体育施設は当面震災後方支援が優先される。町民講座等

は講師となる文化財調査委員の被災や余震への対応等で事業の規模や時期、開催の形態

などを見直す必要がある。 

①大会：町民負担や社会的な状況も踏まえ、必要最小限で実施し、中止や縮小を検討。 

②講座：日常の学習の意義を考え、時期や回数の見直しを行いながら基本的には通年 

通り開催。 

③会議：時期の見直しを行い、基本的に例年通り開催。 

④ハード：計画通り実施。 

【大会等】 

事 業 名 期日等 主催者等 実 施 方 向 

たまごまつり・ひよこまつ

り・女性リーダー中央講座 

6月  5日 教委・町婦

協・子育連 

・講演会、親子レク、託児での読み聞

かせ等を計画していたが、講演会のみ

として、期日を延期して開催。 

第 42 回家庭バレーボール大

会 

6 月 26 日 教委 ・期日を延期し開催。 

住田町成人式 8 月 15 日 教委 ・予定期日通りに実施。 

2011 すみたスポレク祭・す

みたっ子まつり 

9月  4日 教委・町体

連・子育連 

・スポレク祭としての開催は中止し、

３種目を種目別協会でそれぞれ開催

していただく方向で調整。町体協、子

育連と調整する。すみたっ子まつり

は、クッブジャパンオープンと調整を

図って実施 

文化財史跡めぐり 9 月 29 日 教委 ・視察先の近隣市町が被災しており、

また講師の文化財調査員も被災して

いること等から中止。 

文化産業まつり 

 ・作品展示 

 ・木工フェスティバル 

 ・登米伊達黎明展 

 ・川村美術館移動美術館 

 ・民俗資料館特別企画展 

 ・児童生徒文化発表会 

 ・特別講演会 

 ・芸能祭り 

10/28～30 産業振興課

と合同開催 

・農林会館大ホールの被災、多目的ホ

ールの救援物資保管、社会体育館には

大阪府警等の宿泊対応などにより、開

催時期までの間の状況を見据え、中止

を含めて検討した。 

・夏以降施設が使用可能となったこと

から、ほぼ計画通りの実施となった。 

住田町まちづくり大会 11 月 20 日  ・農林会館の状況から、一般町民の参

加をなしとし、表彰のみの実施を検討

したが、施設状況により予定通り開催

した。 

第 35 回成人バレーボールナ

イターリーグ戦 

10/21 

～12/4 

 予定通り開催。 
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【講座】 

事 業 名 期日等 主催者等 実 施 方 向 

乳幼児学級 6 回 教委 ・講座は、基本的に従前どおり開催。

ただし、時期を遅らせたり、回数を

減じたりという方向は場合により

検討が必要。 

・内容に、震災復興やボランティア

等時宜を得たテーマを設定する。 

家庭教育学級 各 1～2 回 保小中 

森の保育園 各 4 回 保育園 

小中学校・森林環境学習 各 3～4 回 小中学校 

コミュニティスクール 8 回 教委 

高齢者教室 各 6～7 回 教委 

女性リーダー中央講座 5 回 教委 

町民講座 6 回 教委 ・歴史文化講座の講師は、文化財調

査委員が務めているが、委員が震災

被災しているため、中止を含め検

討。 

・砂金採取指導者養成に特化した研

修を実施。 

巡回スポーツ教室 4 回 教委 ・従前と同様に開催。 

スキー教室＆スキーツアー 1 回 教委 

冬期スポーツ教室 10 回 教委 

夢の教室 4 回 教委 

【会議】 

 事 業 名 期日等 主催者等   実 施 方 向 

生涯学習・男女共同参画本

部会議・幹事会 

各１回 教委 ・会議は基本的に、従前どおり開催。 

・年度当初の計画のみ、開催時期を

遅らせ開催。 社会教育委員会議 

公民館運営審議会 

２回 教委 

青少年問題協議会 １回 教委 

教育振興運動推進協議会 

同 実践協議会 

１回 

２回 

 

中央、地区公民館･主事会議 

３館合同会議 

１回 

毎月 

教委 

スポーツ推進委員会議 

スポーツ推進委員研修 

３回 

３回 

教委 

文化財調査委員研修 １回 教委 ・委員が被災しているため中止。 

文化財調査委員会議 ２回 教委 ・委員が被災しているため中止。 

【ハード】 

 事 業 名 期日等 主催者等  実 施 方 向 

中央・地区公民館図書整備  教委 ・計画通り実施。 

民俗資料館屋根改修工事  教委 

栗木鉄山石垣復元工事  教委 
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【その他】 

 事 業 名 期日等 主催者等    実 施 方 向 

気仙芸術祭文芸祭 11 月 気仙芸文協 ・気仙管内の被災状況から、実施困

難 気仙芸術祭美術展 11 月上旬 

気仙郷土芸能まつり 11 月 23 日 

全国生涯学習フォーラム 10/15～17 国等 ・中止と決定 

植樹祭 6/2 から 10

月か 11 月 

 ・延期と決定 

・有住保育園で対応。 

 

８ 学校給食センターの状況 

 震災による直接的な被害はなかったが、停電により冷凍庫・冷蔵庫に保存できなくなっ

た食材等を中心に 3/14（月）陸前高田市の避難所に支援食として提供した。また、すみた

フーズから鶏肉の提供があり、これを給食センターでから揚げに加工調理し陸前高田市に

配送した。（3/16（水）鶏肉 240 ㎏加工配送・3/17（木）鶏肉 180 ㎏加工配送・3/22（火）

鶏肉 168 ㎏加工配送） 
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第４章 基本目標と目標 

 １ 基本目標 

教育を取巻く社会の変化、特に東日本大震災からの地域社会の再生復興という将来を担

う子どもたちに、豊かな心で新しい時代を切り開きながら町づくりを進めて欲しいという

願いをこめて、この計画の基本目標を次のとおりとします。 

「生涯学び続け、新しい時代を切り拓く心豊かな人材の育成」 

2 目標 

○学びあい教えあいながら、人生を豊かにできる生涯学習の推進 

教育基本法によれば、教育の目標は「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社

会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」となっています。こ

のことは、家庭・学校・社会における教育の共通した目的であり、生涯学習社会を実現す

るためには、一人ひとりの「学びあい・教えあい」が「生涯学習を推進する人」を形成し

ていくと捉えることができます。 

○滑らかな義務教育への接続と思いやりの心、豊かな心の育成 

本町では、幼保一元化により、幼稚園・保育園の区別なく就学前教育の場を提供する

ため「すみた幼児教育（保育）プラン」を策定し、就学前教育の充実を図ってきました。

「連携による滑らかな義務教育への移行」を進めるため「連携によって育てたい子ども

像」を明らかにしながら、「幼児教育（保育）プラン」の改定作業を行い、町教育振興

の特色である保・小・中・高の連携を進める土台である保・小の連携を一層定着してい

く必要があります。 

○知性と実行力のある心豊かでたくましい児童生徒の育成 

基礎的・基本的な知識や技能の定着及び学ぶ意欲・関心・態度の育成などの確かな学力

の向上、生命を尊重する心、他者を思いやる心、郷土を愛する心などの豊かな心の育成、

さらに、子どもたち一人ひとりの多様な個性を大切に育みながら、新しい時代に生きる力

を持った知性と実行力のある心豊かでたくましい児童生徒の育成を図る必要があります。 

○地域づくりに自主的に関わる意識の醸成、社会教育の充実 

町民が、多様で個性的な自己実現を図るため、生涯の各時期において主体的に学習でき

るように、学習機会の創出、地域課題の解決や地域づくりに自主的に関わる意識の醸成を

図り、社会教育の充実に努める必要があります。 

○芸術や文化活動により生きがいと豊かな心を育む環境づくり  

町の誇りであり財産である歴史と伝統を大切にし、後世に継承していく必要があります。

郷土芸能や文化財の保護・保存とともに有効活用を図り、さらなる芸術文化活動の拡大に

つながるような機会の創出や支援を行い、豊かな心を育む環境づくりを進める必要があり

ます。 
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○生涯にわたり心身の健康をめざしスポーツに親しめる環境づくり 

運動不足や生活習慣病の増加などにより、健康づくりに欠かせないスポーツの役割がま

すます重要となっています。「いつでも どこでも だれでも」をスローガンに、生涯にわ

たり身近なところでスポーツ・レクリエーションに親しむことができる意識の高揚と環境

づくりを進めていく必要があります。 

 

第Ⅱ 部門別計画 

第１章 学びあい教えあいながら、人生を豊かにできる生涯学習の推進 

 第１節 生涯学習社会の構築 

（１）現状と課題 

町内においては、社会経済情勢の大きな変化により、心の豊かさを享受する生活のゆ

とりが少なくなっていると同時に、青少年を取り巻く環境の変化や若者の社会参加意欲

や就業形態の変化、家庭や地域の教育力の低下が叫ばれるなど、生涯学習を推進する上

で新たな課題が明らかになってきました。 

このような中にあって、生涯学習による人材の育成を強く推進するためには、豊かな

心の醸成と生きがいづくり、社会の変化に対し柔軟に対応できる能力を養う必要があり、

町づくりに寄与する人材の育成のためにもより良い学習機会と情報の提供が強く求めら

れています。 

また、その推進のためには、生涯学習事業の連携や情報交換を行う生涯学習推進本部

の活動の充実を今まで以上に図っていく必要があります。 

（２）施 策 

町民の学習意欲のかん養と生涯学習推進体制の充実を図ります。 

・学び合い教え合いながら人生を豊かに楽しむことのできる生涯学習環境づくり、生

涯学習事業を効率的、効果的に進めることのできる推進体制づくりによる生涯学習の

推進 

・生涯学習環境の整備：各種生涯学習事業の連携 

・効率的・効果的な事業推進：生涯学習推進本部の活動の充実・生涯学習情報の提供 

 

 第２節 生涯学習環境の整備・充実 

１ 生涯学習意識の啓発 

（１）現状と課題 

町民一人ひとりが主体的に学習する環境を整えるためには、生涯学習意識の啓発が

重要であります。アンケート調査結果でも生涯学習について「あまり知らない・知ら

ない」が 36％を占め、生涯学習の意識啓発のため、生涯学習に興味や関心が持てる

情報を定期的な広報活動が必要であります。また、学習活動に対する理解と意識を高
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め、地域づくり・町づくりに住民自らが参画する意識を醸成するため、多くの町民が

集う機会の創出が必要であります。 

（２）施 策 

・情報提供の充実と町づくり大会の開催 

・生涯学習に関する情報を幅広く町民に伝えるため、広報「すみた」の中に、生涯

学習だより「マナビィ通信」のコーナーを設けます。また、学習内容や町民の参加

を啓発するため「住田テレビ」の積極的な活用を図ります。更に、地区公民館の活

動の周知のため、地区公民館広報を発行し情報提供の充実を図ります。 

  ・学習活動に対する理解と意識を高め、町づくり・地域づくりを推進するため、「町

づくり大会」を開催します。 

 

２ 学習活動支援体制の整備 

（１）現状と課題 

各種町民講座・教室を開催し多様な学習機会を提供するとともに、情報提供やサー

クル化を支援するなど自主的な学習の促進や学習活動支援体制の整備が必要であり

ます。また、自治公民館の自主講座などの積極的な実施を促進するなど、生涯学習の

更なる支援体制の整備を図る必要があります。 

（２）施 策 

 ①中央・地区公民館生涯学習講座の開設 

 ②自治公民館自主講座の開設支援 

③中央・地区公民館図書室の活用促進 

④関連施設等の活用促進 

  ・学習活動支援の中核的な取り組みとして、町民ニーズを把握し社会情勢を考慮し

ながら、中央・地区公民館の生涯学習講座の開設を推進します。また、学習活動支

援ため、地区公民館と自治公民館の役割を明確化し連携強化を図ります。 

 ・自治公民館自主講座の開設を促進するため、講座開設に向けた活動費補助金を交

付するとともに、地区公民館との連携を強化させながら自主講座の開設を支援しま

す。 

 ・中央公民館図書室、地区公民館図書室に特色を持たせ、視聴覚教材を含めた図書

等の充実を行い、学習環境支援として活用促進を図ります。 

  ・既存施設である体育施設や民俗資料館、学校施設のより効果的な活用を図ります。 

・視聴覚教材として、沿岸第一地域視聴覚教育協議会のライブリーの有効活用を図

ります。 
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第３節 生涯学習の体系図 

＜町民憲章＞ 

１ ひとりひとりの創意と恵まれた資源を生かし、勤労を尊び、産業の振興にはげみ 
 豊かな町をつくります。 
２ ひとりひとりの個性を生かし、すすんで学習にはげみ、教養を高め知性と実行力 
 を身につける教育の町をつくります。 
３ ひとりひとりの真心を生かし、幸せな生活ができるよう、互いにきまりを守り助 

  け合い、健康で明るい町をつくります。 

 
＜教育振興基本計画の基本目標＞ 

 

生涯学び続け、新しい時代を切り拓く心豊かな人材の育成 

 
＜生涯学習推進計画の目標＞ 

 

１ 主体的に学習する心豊かな人材の育成 
２ 学習成果を生かした協働による地域づくり 
３ 自然と共生した活力ある町づくり 

 
 

 

スローガン：〔住田型生涯学習による人材の育成・地域・町づくり〕 

項 
 
目 

1.生涯学習
推進体制の
拡充 

2.主体的な
学習の促進 
 

3.生涯各時
期における
学習の推進 

4.住田型生
涯学習の推
進 

5.芸術文化
の振興と文
化財の保護 

6.生涯スポ
ーツの推進 
 

施 
 
策 

(1)生涯学習
推進本部の
拡充 

(2)指導・推
進体制の拡
充 

(3)中央・地
区公民館の
拡充 

 
 
 

(1)生涯学習
社会の構築 
(2)主体的な
学習環境づ
くり 
 
 
 
 
 
 
 

(1)家庭教育
の推進 
(2)乳幼児教
育の推進 
(3)少年教育
の推進 
(4)青年教育
の推進 
(5)成人教育
の推進 
(6)高齢者教
育の推進 

(1)森林環境
学習の推進 
(2)国際理解
活動の推進 
(3)教育振興
運動の推進 
(4)ボランテ
ィアと協働
の町づくり 
(5)男女共同
参画の社会
環境づくり 

(1)芸術文化
の振興 
(2)文化財の
保護と活用 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)生涯スポ
ーツの推進 
(2)生涯スポ
ーツの推進
体制の整備 
(3)指導者の
育成と指導
体制充実 
(4)スポーツ
施設の整備
と利用促進 
 

学習施策 
の視点 

主体的な学習を支援する環境づくり 

生涯各時期における課題に対応した学習の推進 

人材の育成・地域・町づくりのための住田型生涯学習の推進 
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第２章 滑らかな義務教育への接続と思いやりの心、豊かな心の育成 

第 1 節 就学前教育 

（１） 現状と課題 

現在の幼児を育てる環境は、少子化、核家族化等により、子どもの成長についての情

報交換や子育ての悩み等について相談できる機会が少なくなっています。保護者の中に

は、親としての自覚と自信をもって子どもを教育することができず、子育てに戸惑う姿

も見られ、就学後にみられる子どもたちの問題行動の多くは、家庭の教育力の低下や保

小の連携不足に要因があると指摘されています。 

また、就学前の子どもたちには、「食事・睡眠などの基本的生活習慣の未確立」、「遊

びの機会の減少による人間関係の希薄化」、「屋内での孤立型遊びの増加」、「直接体

験・自然体験の不足」などの課題があることが実態調査から明らかになっています。 

「目標」 

幼児から小学校教育への連続的な発達を意識したなめらかな接続と子ども達の思いや 

りの心、豊かな心の育成指標研修会等参加者数小学校参加者各校2 人以上／年各保小の

交流（児童間、保育士・教師交流あわせて） 5 回以上／年 

（２）施 策 

就学前教育関係組織の充実と教育内容の質的向上、家庭教育や学校教育、地域社会

との連携による就学前教育の推進 

・就学前教育での３歳児受け入れの検討 

・保育園と小学校の連携強化、円滑な義務教育への移行の研究継続 

・「すみた幼児教育プラン」の実践に即した改訂 

・「森林環境教育」「国際教育」の学習プログラム・カリキュラムの策定 

・家庭教育や学校教育、地域社会との連携強化：家庭教育学級との連携、森の保育園

活動の充実 

・就学前教育関係組織の充実と教育内容の質的向上：就学前教育指導委員会の充実、

就学前教育部会活動の充実、 

・学前教育研修会の充実、幼児教育（保育）プラン適応指導研修会の充実 

 

第３章 知性と実行力のある心豊かでたくましい児童生徒の育成  

第 1 節 小・中学校教育 

１ 小さい町だからこそできるきめ細かい教育振興 

本町は、素直でまじめな子どもたち、使命感と情熱を持つ教員とそれを支える管理

職、学校を支えてきた家庭・地域の存在などすばらしい教育としての財産を保有して

います。それは、家庭・地域、教育関係者のたゆまぬ努力の積み重ねの中で作られて

きたものです。 

しかし、一方で、社会情勢の変化やそれに伴う子どもたちの変容が進んでいます。
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家庭・地域、そして教育関係者の変容も進んでいます。このことを踏まえつつ、住田

の子どもたちをどう育てるのか、その実現のために学校と教員がどう取り組むのか、

そして教育委員会がどうそれを支援していくのかが問われていると言っても過言では

ありません。 

昨今、国レベルで教育制度の見直し論が盛んに議論されています。これは「人間の

発達過程に応じた学校体系の開発」や「生涯学習体系への移行」等を背景に、学校教

育制度を連続体としてトータルして把握しようとする機運の高まりということができ

ます。基礎基本の学習段階での躓きが、その人間の将来に大きな影響を及ぼしている

現状や社会の求める人間像と新規学卒者の姿との乖離など現代的な課題から子供や学

習者の視点での教育の在り方が課題として議論されています。これは、「生きる主体

としての子どもが中心の教育」や、「学習者個人への学習の場の保障」が地域によっ

てなされ、その学習成果が将来にわたって地域社会へ還元され、その結果、地域社会

が循環していくという方向の重要性が述べられているものと捉えることができます。 

このことは、「少子化だからこそ求められるきめ細かな学習の場の保障」であり、

「過疎だからこそ・小さい町だからこそできるきめ細かい教育振興施策の展開」が求

められているということにつながります。現在まで進めてきた本町の教育振興の在り

方は、それらを目指して展開されたものであり、今後においても継続して取り組みの

基本であると考えるものです。 

これらを踏まえ、本町では、第７次教育振興基本計画（平成 20～平成 24 年度）を

終了し、新たに第 8 次教育振興基本計画（平成 25～平成 29 年度）を策定し、これを

基本としながら具体的なアクションプラン作成に向けて取り組み、教育ビジョンの検

討や地域や学校へのきめ細かい支援等について検討を進めていくものです。 

（１）住田の子どもに身に付けさせたい学力 

住田の子どもに身に付けさせたい学力とは何かと考える時に、この住田という中

山間地域の自然や経済を含めた環境抜きには考えられません。 

命や自然環境という視点に立つととても豊かな地域ですが、一方で経済や人口の

視点に立つと格差や人口の減少・高齢化などの課題を抱えています。また、東日本

大震災により周辺地域の状況が一変し、そこからの復興・発展には、担い手となる

子ども達の育成が重要であると捉えています。 

これらの面をしっかり認識しながら、自らの地域に「誇り」を持って暮らし続け

る人々の存在がわかり、自身もここに暮らしたいと思う住田の子どもを育てたいと

考えた場合、重点に置きたい学力は、基礎的・基本的な「知識や技能」に加えて思

考力や問題解決力…、つまり知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意

欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決

する資質や能力まで含めたものです。 

そして、基礎的・基本的な知識・技能の育成と自ら学び自ら考える力の育成とは、

対立的あるいは二者択一的に捉えるべきではなく、バランスをとり、相互に関連さ

せながら、この両方を総合的に育成することが大切であると考えます。 
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住田の子どもたちに身につけさせたい学力は、習得した知識・技能はもとより、

それを活用して探求していく力を含んだ総合的なものと捉えられます。 

そして、その学力を身に付けさせる過程においては、学校、家庭、地域社会がそ

れぞれの教育機能・役割を認識し、連携・協力していくことが必要不可欠です。 

（２）具体的な取り組み 

①子どもたちの教育の牽引役である学校の強化 

        －住田型教育相談活動－ 

      ア  ねらい 

          受け身的な教育相談活動ではなく、積極的な教育相談活動の展開を図ることで

学校現場を具体的に支え、学校組織の機能向上を図る。 

      イ  内  容 

          児童生徒や保護者、教職員の相談だけなく、学級経営や授業力向上に向けた支

援もしてく。  

        ・学習指導 

        ・学級経営及び学校（園）経営 

        ・児童・生徒とその保護者への支援 

        ・卒業生への支援 

      ウ  方  法 

          各校、各園を訪問して、できるだけ現場の教職員や児童生徒の活動に触れ、関

係機関と連携しながら具体的な支援する。必要に応じて家庭訪問も行う。 

      エ  相談員    

          本町の教育相談員（指導主事、教育委員） 

        ※本町では、教育委員が学校評議員としての役割を担うこととしています。 

      オ  留意点 

       （ｱ）訪問時に管理職の対応を特に求めるものではないので不在でも構わない。 

       （ｲ）普段の活動に触れることがねらいであるので、学習内容や取組予定を変え 

          る必要はない。 

       （ｳ）教職員全体との対話を大切にする。 

       （ｴ）教育委員会での相談にも応ずる。 

（ｵ）スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携を強化し、協 

働しながら児童生徒のこころのサポートにあたる。 

②教振運動全県課題及び言語活動の充実を図る取り組み 

      ア  ねらい 

          学力向上に向け、全県共通課題である「家庭学習の充実」と「読書活動の推進」        

の視点を取り入れるとともに、研究実践により授業改善を図り、基礎・基本の定        
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着と言語活動の充実につなげる。 

      イ  内  容 

        ・町の研修や各校の取り組みの中に「家庭学習の充実」と「読書活動の推進」            

の視点を取り入れる。 

        ・研究所部会を中心として、言語活動の基盤となる国語を中心とした授業改善の          

取り組みを行い各校に普及する。 

      ウ  方  法 

        ・冬の研究所の発表会で、各校は取り組みと成果・課題について発表します。 

          全体で成果と課題を共有して次年度の取組に生かします。 

        ・成果と課題を教振大会等で報告することで地域と連携していきます。 

        ・授業研等での教員の相互交流を活発にし「いい授業」づくりの視点を共有する

場とする。 

        ・先進的な取組をしている学校等に教員等を派遣する。 

   ③学校と地域との連携・協働の強化 

        －住田型地域連携・協働活動   

      ア  ねらい 

          学校と地域の連携・協働の環境整備を図ることで、地域の力を学校に供給する。 

イ  内  容 

       （ｱ）指導主事と社会教育主事の業務連携強化を図る。 

       （ｲ）地域の力の１つでもある国際理解教育と森林環境教育の充実のために、学校

との連携を具体的に図る。 

       （ｳ）同じく地域の力である地域を構成する保・小・中・高の連携強化のために交

流の充実を図る。 

    （ｴ）地域を担う人材を育成するキャリア教育の充実を図る。 

      ウ  方  法 

       （ｱ）研究所行事と生涯学習・社会教育行事の業務連携を図る。 

          ・教振大会等への指導主事の参加 

          ・研修会等への社会教育主事の参加 

       （ｲ）国際理解教育と森林環境教育について、教職員等との対話を図り、その活          

動の充実を図るとともに、現場の声を活動に生かしていく。 

          ・文化産業まつりについての事前会議の充実（社教主催） 

          ・研究発表大会における森林環境教育についての説明等 

          ・研究発表大会における学社融合・教振についての講話等 

       （ｳ）系統的・継続的な視点から校種間の交流を相互訪問や行事の中で図る。 
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          ・校区毎の交流や研修会交流 

            世田米地区の保小中交流会への指導主事の参加   

      オ  留意点 

          学校内においても管理職や先輩教師による指導や自己啓発・相互啓発及び現        

職研修を進め、地域との連携の重要性について理解を深める。 

   ④学校の教育課題に対応するための人的環境整備 

      ア  趣旨とねらい 

          前述の住田型教育相談活動や町の就学指導委員会、就学前教育指導委員会など        

から浮かび上がってくる実態として、児童生徒の個性や課題の多様化というもの        

があげられます。また、全体的な（平均としての）基礎的な学力は、ある程度身

に付けられているものの、個々に目を向けたとき、もっと基礎的な学力を確実に

身に付けさせたい子、習得した知識を活用して課題解決に必要な思考力、判断力、        

表現力を高めたい子、社会に出て生きていく力を身に付けさせるために支援の必        

要な子がいます。それらに対して、各保育園、学校では、一人ひとりの課題の解

決に応えるために、今ある条件の中で、精一杯の取り組みを行っています。しか

し、一人ひとりのニーズに十分に応じようと考えたとき、現在の人数では限界が

あるのも事実です。各学校で抱えている課題は様々ありますが、そうしたなかで

も子どもたちをもっともっと大きく育てたいという願いはどの学校でも持ってい

るものです。これ以上できないというくらい子どもたちの「育ち」を支援できな

いものだろうか、そうすれば、それを感じて育った子どもたちは、必ず次の住田

を作っていく。このような学校の取り組み、児童生徒の育成を少しでも支援する

ために、各学校の課題、ニーズに応じた人員加配を町単独実施していくものです。 

      イ  内容 

        (ｱ)  学力向上を図るための少人数指導、個別指導等の充実 

        (ｲ)  特別な支援が必要な児童生徒への支援の充実 

        (ｳ)  教科担任制導入等による教科指導の充実 

        (ｴ)  生徒指導の充実 

        (ｵ)  その他、各学校の児童生徒の実態に応じた支援 

      ウ  方法 

        (ｱ)  各校の人的支援の必要性の調査 

        (ｲ)  各校の加配による指導計画の作成 

        (ｳ)  各校の児童生徒の実態に応じた支援のための人的配置 

        (ｴ)  各校の加配による成果（効果）と課題の検証と改善計画の作成 
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⑤町独自の国際教育主事による国際教育の充実 

ア  趣旨とねらい 

          町独自の国際教育主事を採用することで、グロ－バル社会に主体的に対応する

国際教育で身に付ける資質や能力を保育園段階から、小学校、中学校へと継続的・

系統的な国際教育の教育活動のカリキュラムを編成することが可能となる。更に、

中学校の教科学習（外国語）への素地を養うことがその目的である。 

   イ 内容 

    (ｱ) 保育園から中学校までの国際教育で身に付ける資質や能力の明確化 

    (ｲ)  小学校及び中学校における国際教育の教育活動のカリキュラム編成 

        (ｳ)  総合的な学習の時間における国際教育の単元化 

(ｴ) 住田町の特色ある国際教育の発信 

ウ  方法 

        (ｱ)  教育研究所内に「国際教育」カリキュラム開発部会を設置し、教職員の主体 

的な取り組みによる、実態に即した「国際教育カリキュラム」を検討 

        (ｲ)  国際教育研修会を実施し、公開授業を通して、国際教育で身に付けたい資質 

や能力がその発達段階において適当であるかを検証。 

        (ｳ)  保育園から中学校までの「すみた国際教育カリキュラム」を冊子にまとめる。 

 

２ 地域の信頼に応える学校教育の充実と教育環境の整備 

① 就学状況 

町における義務教育就学状況は、就学指導の適正化が図られていることから、100％

の就学率となっています。就学猶予者・就学免除者は、昭和 54年 4月 1日から施行さ

れた養護 学校の義務化もあって、本町ではここ数年皆無となっています。また、障害

をもつ児童生徒の養護学校への就学状況は下記の表のとおりとなっています。これら

児童生徒の卒業後の社会参加について、社会の理解が深まることが課題となっていま

す。 

  （表-養護学校就学者）             【平成 24年 5月 1日現在】 

  ② 小・中学校の学力水準 

現行の学習指導要領では、変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちには「生

きる力」・「確かな学力」を育むことが必要とされています。「生きる力」とは、「確か

な学力」、「豊かな人間性」、「健康と体力」の三つの要素からなり、「確かな学力」とは、

区 分 
気仙光陵 

支援学校 

盛岡となん 

支援学校 

前沢明峰 

支援学校 

釜石祥雲支援 

学校分教室 
備  考 

小学部 ２     

中学部      

高等部 ５ １ １ １  
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知識や技能はもちろん、学ぶ意欲や自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、

行動しよりよく問題解決する資質や能力等まで含めたものとなっています。このよう

に、「学力」という考え方は多様であり、客観的に数値で実態把握することは困難であ

るが、観点別到達度学力検査結果では、次表のようになっています。限られた学年、

教科、範囲、内容での比較となりますが、本町の学力水準の目安として、今後とも一

層の指導改善に努めるとともに、基礎基本となる知識や技能などの「確かな学力」の

確実な習得を図るため、学校及び家庭における学習環境・条件整備を図っていく必要

があります。 

 （表-観点別到達度学力調査・平成２０～２４年度） 

    平成２０年度学力検査 小学校６年国語        中学校３年数学 

 

 

  平成２１年度学力検査 小学校６年算数        中学校２年数学 

 

 

平成２２年度学力検査 小学校５年算数        中学校２年数学 

 

 

 

 

 

 

   

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

話すこと・聞くこと ７３．８ ７０．０ １０５．０ 

書くこと ６４．５ ６１．３ １０５．０ 

読むこと ６５．２ ６１．３ １０６．０ 

言語事項 ７０．３ ６３．５ １１１．０ 

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

数と式 ４８．７ ５０．５ ９６．０ 

図形 ５９．０ ６８．２ ８７．０ 

数量関係 ３１．８ ３３．７ ９４．０ 

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

数と計算 ６８．４ ６２．２ １１０．０ 

量と測定 ４１．０ ４０．７ １０１．０ 

図 形 ６２．０ ５５．６ １１２．０ 

数量関係 ５５．３ ４７．１ １１７．０ 

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

数と式 ５８．３ ６０．６ ９６．０ 

図形 ４４．３ ４７．１ ９４．０ 

数量関係 ５３．２ ５５．６ ９６．０ 

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

数と計算 ７０．３ ６５．５ １０７．０ 

量と測定 ６５．７ ６５．３ １０１．０ 

図 形 ５６．５ ５４．３ １０４．０ 

数量関係 ６７．８ ６４．４ １０５．０ 

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

数と式 ５３．１ ４９．６ １０７．０ 

図形 ５２．７ ５１．３ １０３．０ 

数量関係 ４５．４ ４２．５ １０７．０ 
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平成２３年度学力検査 小学校４年国語        中学校３年国語 

 

平成２４年度学力検査 小学校５年国語      中学校２年国語  

② 学校・学級規模 

本町の小・中学校の学校規模・学級規模は、次表のとおりとなっています。平成 24 年度の

小学校は、6学級 2校、中学校は 3学級が 2校となっています。 

（表-町内学級平均児童生徒数） 

【H24.5.1 現在】 

 （表-管内学級平均児童生徒数） 

小学校 中学校 

学校名 学級数 児童数 平均児童数 学校名 学級数 児童数 平均児童数 

住田町 12 265 22.1 住田町 6 131 21.8 

大船渡市 85 1,788 21.0 大船渡市 43 1,120 26.0 

陸前高田市 60 1,002 16.7 陸前高田市 25 591 23.6 

計 157 3,055 19.5 計 74 1,842 24.9 

【H24 学校基本調査調べ】 

④ 教育環境整備  

ア、児童生徒の推移と学校規模 

平成 25 年度から平成 29 年度の児童生徒数の推計による推移は、次表のとおりとな

っています。児童生徒数は、現在よりもさらに減少が予想されることから一層の教育

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

話すこと・聞くこと ８５．８ ７８．０ １１０．０ 

書くこと ７１．４ ６４．７ １１０．０ 

読むこと ５８．９ ５７．９ １０２．０ 

言語事項 ７１．３ ６５．９ １０８．０ 

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

話すこと・聞くこと ８４．８ ８４．７ １００．０ 

書くこと ６６．２ ６９．４ ９５．０ 

読むこと ５１．９ ５０．０ １０４．０ 

言語事項 ４３．０ ４３．９ ９８．０ 

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

話すこと・聞くこと ５９．５ ５９．３ １００．０ 

書くこと ５４．８ ４９．３ １１１．０ 

読むこと ４１．９ ４２．１ １００．０ 

言語事項 ７５．８ ６４．７ １１７．０ 

分野・領域 得点比率 全国水準 全国水準比率 

話すこと・聞くこと ７４．４ ７２．０ １０３．０ 

書くこと ６７．６ ６６．３ １０２．０ 

読むこと ５０．０ ４９．５ １０１．０ 

言語事項 ４４．６ ４６．５ ９６．０ 

小学校 中学校 

学校名 学級数 児童数 平均児童数 学校名 学級数 児童数 平均児童数 

世田米小学校 6 156 26 世田米中学校 3 86 28.7 

有住小学校 6 109 18.2 有住中学校 3 45 15 

計 12 265 22.1 計 6 131 21.8 
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効果の向上方策等、中長期的な少子化時代における教育環境の整備が求められていま

す。 

（表-児童生徒数の推計による推移・平成２５年度～２９年度） 

区 分 
小学校 中学校 合計 

児童数 対前年比 増減指数 児童数 対前年比 増減指数 児童数 対前年比 増減指数 

平成 25 年度 235   130   365   

平成 26 年度 236 1 1.00 110 -20 0.85 346 -19 0.95 

平成 27 年度 237 1 1.00 118 8 1.07 355 9 1.03 

平成 28 年度 235 -2 0.99 120 2 1.02 355 0 1.00 

平成 29 年度 227 -8 0.97 119 -1 0.99 346 -9 97.5 

 イ、学校の統廃合 

 本町においては、児童生徒数の推移から見て、少子化により学校の小規模化が今後

も進むと予想されます。小規模校は、教職員と児童生徒の触れ合いが深まり、一人ひ

とりに目が行き届くなどの利点がある反面、集団の固定化、指導面や人間関係、教員

配置の固定化など様々な課題も指摘されています。学校の統廃合を含む教育環境の整

備は、児童生徒の健やかな成長と豊かな人間性を育むという視点で、学校の活性化、

教育指導の充実、教育や諸活動の水準の維持向上などを図るなどの観点から検討され

なければならないものと考えられます。そのためには、中長期的に、本町の子どもた

ちにとって、教育環境はどうあるべきかを最優先に考え、現在の学校の状況、施設の

状況、中高一貫教育校設置、地域の考え方等を様々な視点で検討を進めながら、本町

における適正な教育環境の整備を図っていく必要があります。 

一方で、中学生の保護者について、平成 17 年度と平成 24 年度に同じ内容でアンケ

ート調査を実施しましたが、生徒数減少に伴う中学校の統合について、「統合した方が

よい」という回答は、前回 47,3%から今回は 44,6%と若干の減少となっています。主

な理由としては、少ない生徒数による教育活動の制限や切磋琢磨が必要な点、また施

設管理・運営の負担軽減などがあげられています。また、「統合しなくてよい」は、前

回 22,9%から 28,8%となっており、理由は、学区が広がることへの通学の不便さや帰

宅が遅くなることの問題があげられています。この結果から、保護者のアンケート調

査からは、積極的に町内の中学校を統合するべきという意識はみられません。 

小・中学校を町内にそれぞれ一校ずつとすることについては、通学距離から見てか

なりの遠距離通学となり、スクールバス運行にしたとしても時間的、距離的要因が通

常の学習活動やクラブ活動に支障がないのか検証する必要があります。また、中学校

についても統合することによって、両中学校が培ってきた歴史と伝統の校風は両立す

るのかどうかなど、子どもたちにとっての最良の教育環境整備を図る観点で検討して

いく必要があります。 

 ウ、通学の確保 
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 通学の確保については、現在まで過去の学校統合や分校の廃止などによる条件によ

りスクールバスの運行や定期券補助から町コミュニティバスへの移行で児童生徒の通

学が確保されています。今後新たな学校統廃合や遠距離通学といった視点から、町全

体の通学体系について検討を継続する必要があります。 

⑤施設・設備 

ア 校舎の現状 

・校舎及び屋体の整備状況は下記のとおりとなっています。 

（表―小中学校校舎・屋体の状況） 

区分 

学校名 

保有面積 必要面積 過不足 

校 舎 屋 体 校 舎 屋 体 校 舎 屋 体 

世田米小学校 3,321 1,013 3,222 922 99 91 

有住小学校 2,160 708 2,544 922 -384 -214 

世田米中学校 2,903 936 2,198 1,162 705 -226 

有住中学校 3,459 973 2,625 1,162 834 -189 

イ 特別教室の保有状況 

・各学校の特別教室の保有状況は下記のとおりとなっています。 

（表―特別教室保有状況） 

室名 

学校名 
理科 音楽 図工 家庭 視聴覚 図書 

特別

活動 

教育

相談 
ＰＣ 計 

世田米小学校 1 1 1 1 1 1 5 1 1 13 

有住小学校 1 1 1 1  1 2 1 1 9 

（表―特別教室保有状況） 

室名 

学校名 
理科 音楽 美術 技術 家庭 

視聴

覚 
図書 

特別

活動 

教育

相談 
ＰＣ 計 

世田米中学校 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 13 

有住中学校 1 1 1 2 2 1 1 5 1 1 16 

ウ 教育コンピューター整備状況 

 （表-教育用コンピューター整備状況） 

区分 

学校 

整備済台数 校内ＬＡＮ 

コンピューター室 その他 コンピューター室 その他 

世田米小学校 ３４ ０ 済 済 

有住小学校 ２１ ０ 済 済 

世田米中学校 ３４ ０ 済 済 

有住中学校 ２５ ０ 済 済 
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エ 学校別教材整備状況 

（表-学校別教材整備状況・理科・算数／数学教材整備状況）     【単位：円】 

区分 

学校 

平成１８年度 平成２３年度 

基準金額 整備額 整備率 基準金額 整備額 整備率 

世田米小学校 16,770,000 6,739,304 40.2 12,465,000 7,604,928 61.0 

有住小学校 － － － 12,465,000 6,154,066 49.4 

(下有住小学校) 16,770,000 4,802,918 28.6 － － － 

(上有住小学校) 16,770,000 5,267,216 31.4 － － － 

小学校計 50,310,000 16,809,438 33.4 24,930,000 13,758,994 55.2 

世田米中学校 31,482,000 9,740,264 30.9 31,482,000 10,968,019 34.8 

有住中学校 31,482,000 7,301,199 23.2 31,482,000 8,357,457 26.5 

中学校計 62,964,000 17,041,463 27.1 62,964,000 19,325,476 30.7 

合  計 113,274,000 33,850,901 29.9 87,894,000 33,084,470 37.6 

オ 学校図書整備状況 

（表-学校図書整備状況）                       

区分 

学校 
基準冊数 保有冊数 

２３年度 

保有率 

参考１８年度 

保有率 

世田米小学校 ５，５６０ ５，２３２ ９４．１ ８２．９ 

有住小学校 ５，０８０ ４，２６７ ８４．０ － 

(下有住小学校) ４，０４０ － － １３５．３ 

(上有住小学校) ５，０８０ － － ６５．９ 

世田米中学校 ６，０８０ ６，２７３ １０３．２ ９１．９ 

有住中学校 ６，０８０ ６，６２８ １０９．０ ８８．９ 

 

 ３ 施 策 

（１）学校の適正規模と学級編成 

 ①中長期的に、本町の子どもたちにとって、教育環境はどうあるべきかを最優先に考

え、現在の学校の状況、施設の状況、中高一貫教育校設置、地域の考え方等を様々な

視点で検討を進めながら本町における適正な教育環境の整備を図ります。 

  ②本町における学校の適正規模と学級編成は、児童生徒の健やかな成長と豊かな人間

性を育むという視点で、学校の活性化、教育指導の充実、教育や諸活動の水準の維持

向上などを図る教育環境を整備する方向性で検討します。 

（２）学校経営・教育内容の充実と教育方法の改善 

 生涯学習の基礎を築く学校経営、保・小・中・高の積極的な連携等本町のこれまで

の特色ある取り組みを生かしながら、特色ある開かれた学校づくりを目指します。 

①地域の特色を生かした教育課程の編成 
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②「生きる力」が身につく学習指導の実践 

③教職員の研修・研究の充実 

④道徳教育・特別活動の充実 

⑤生徒指導の充実 

⑥小規模・複式指導の充実 

⑦特別支援教育の充実 

⑧健康・安全・食に関する指導の充実 

⑨ボランティア教育の充実 

⑩生き方指導・進路指導の充実 

⑪国際教育の充実 

⑫環境教育・郷土理解教育の充実 

⑬情報教育の充実 

⑭図書館教育の充実 

⑮教育振興運動の充実 

 

４ 「生きる力」の育成 

（１）現状と課題 

今日の児童生徒は、「基本的生活習慣や善悪の判断の欠如」、「他者との好ましい

関わり方が身に付いていない」等の問題が指摘されています。その背景には、少子化

や直接体験の不足等、様々な要因が絡み合っているため、学校だけでは解決できない

状況があります。登下校時の安全確保に関する問題等への対応なども含め、学校、家

庭、地域社会及び関係機関がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携しながら心の

教育の充実や安全確保の取り組みが求められています。自分の生き方を考え、学習す

ることの意義を理解し、望ましい人間関係を築き、地域社会に貢献していこうとする

人材を育成するキャリア教育の充実も必要です。また、町内児童生徒の学力の実態は

ほぼ県平均程度であり、基礎・基本のより一層の定着と、知識を活用し、子どもたち

が自ら課題を見つけ、自ら考え、主体的に判断し問題を解決できる「学ぶ力」と「生

きる力」の育成をさらに図る教育の実践が求められています。 

（２）施 策 

知性と実行力のある心豊かでたくましい児童生徒の育成 

・学習定着度状況調査全校県平均以上 

・体力運動能力テスト全校全種目全国比100 以上 

・問題行動の発生件数0 人 

・充実した教育活動の推進による児童生徒の「生きる力」の育成 

・学ぶ喜びに結び付ける教育の推進：キャリア教育の充実 

・保、小、中、高の連携を密にした教育水準の維持向上 
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：保育園・小学校・中学校・高等学校の積極的な連携 

：住田高校教育振興会補助金交付事業の実施 

・豊かな国際感覚を身に付ける教育の充実 

：国際理解教育の推進、郷土理解教育の推進 

・身近な自然の重要性を考え学ぶ機会の提供：環境教育及び森林体験学習の充実 

・教えるプロとして教師の資質の向上 

：上級免許取得講座受講、教職員研修・研究の充実 

・家庭や地域社会の教育力の充実：教育振興運動の推進 

・学力向上を目指した教育諸条件の整備拡充 

：小規模・複式指導の充実、特別支援教育の充実、情報教育の充実 

・「知・徳・体」の調和のとれた教育活動の実践 

：学力分析と授業実践研修の開催、言語活動の充実、道徳教育の充実、 

・健康と安全に関する指導の充実、食に関する指導の充実 

 

 第２節 教育の機会均等 

 １ 現状と課題 

 （１）へき地教育 

  ① へき地教育は、交通条件及び自然的､経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地､

離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校で行われる教育であり、その

地域の特性を生かした「地域に根ざした教育」の創造が求められています。 

② 岩手県における「へき地等学校」の指定校数（平成２４年５月１日現在）は、小

学校は８７校 （県内小学校総数３７０校の２３．５％）であり、 中学校は４１校 （県

内中学校総数１８６校の２２．０％）、全体では１２８校 （県内総数５５６校の２

３．０％）である。少子高齢化及び過疎化に伴う学校の統廃合も進み、学校数は急

激に減少している。しかし、このような急速な社会の変化の中でこそ、子どもたち

の住む「ふるさと」での学びを生かした、新しい時代を築く心豊かな子どもの育成

が重要である。そのためにも、地域の課題を踏まえた、学校・保護者・地域が一体

となった教育活動の創造が求められています。 

（２）複式学級 

 ① 複式学級は、過疎化や出生率の低下により小規模校の児童生徒数が減少したこ

とにより発生しています。学級編制は、岩手県による基準が定められており、学

校複式学級の 1 学級あたりの児童数は 16 人（1 学年を含む場合は 8 人）、中学校

の 1 学級あたりの生徒数は 8 人となっています。 

 ② 本町においては、平成 24 年度現在、複式は解消されております。平成 23 年

度の出生児が就学するまで発生しない見込みとなっております。 
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（３）特別支援教育 

   障がい者とともに歩む共生社会の現実に向けて、障がいについての理解を深める

ことが求められています。教育の分野においても「障害の種類や程度ごとに特別に

教育の場を用意する」という立場から「一人ひとりの教育的ニーズに対する特別な

教育的支援を充実する」方向への転換が図られてきており、自立や社会参加を目指

す特別支援教育の充実を図ることが求められています。 

   平成 24 年度の特別支援学級の設置は、世田米小学校、世田米中学校に情緒障が

い、有住中学校に知的障がいを対象とする特別支援学級を設置しています。また、

世田米小学校には、言語障がいを対象とする「ことばの教室」を設置し、通級によ

る特別支援を行ってきました。 

 （４）就学援助 

  ア 育英奨学 

高等教育を志す学徒で、経済的事由により修学困難な者に対し、学資の貸与を

行い、有能な人材の育成を目的として、昭和 32 年から住田町奨学資金貸与制度

が開始され現在に至っています。貸付金の月額及び貸付状況は次表のとおりとな

っています。今後も、限りある原資を有効に活用するため、社会情勢に応じた貸

付額や貸付条件等の検討を行い適切な運営を行っていく必要があります。 

          奨 学 資 金 貸 付 状 況      （金額の単位：千円） 

年度 

区分 
２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

高等学校 - - - - - 

専修学校 - - - 2（2） 1（1） 

大   学 - 2 1（1） 1（1） 2（2） 

貸

付

月

額 

高等学校 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

専修学校 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

大   学 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

入

学

一

時

金 

高等学校 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

専修学校 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

大   学 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

    ＊（ ）は入学一時金利用者・内数 

    ＊大学欄には短期大学を含む 

     ＊入学一時金は各金額以内 
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イ 就学援助 

 「すべて国民は、等しく教育を受ける権利を有する」（日本国憲法及び教育

基本法）規定及び、「経済的理由により修学困難な者に対し、奨学の方法を

講じなければならない」（教育基本法）規定に基づいて、本町では、生活保

護法に準ずる程度に生活が困窮している児童生徒の保護者に対して、就学援

助法、学校保健法、学校給食法等による援助措置が行われています。 

平成 23 年度には、東日本大震災による被災者も対象とされ、本町に居住

する被災者も援助措置が受けられることとなりました。本町の就学援助措置

状況は次のとおりとなっています。 
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 【 就 学 援 助 措 置 状 況 】                    (金額の単位：千円) 

  年度 

区分 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

要保護 0 0 0 0 3 0.80 5 1.33 4 1.01 

準要保護 20 4.96 23 5.96 19 5.08 15 3.98 13 3.28 

児童生徒数 403 386 374 377 396 

 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 

新入学用品費 66 4.69 89 4.55 89 5.17 69 4.34 66 5.16 

学用品費 324 23.03 395 20.20 335 19.44 317 19.94 276 21.56 

修学旅行費 108 7.67 318 16.26 255 14.80 294 18.49 215 16.80 

学校給食費 872 61.98 1,079 55.16 902 52.35 804 50.56 698 54.53 

医療費 37 2.63 75 3.83 141 8.18 106 6.67 25 1.95 

校外活動費 0 0 0 0 1 0.06 0 0 0 0 

合計 1,407 100 1,956 100 1,723 100 1,590 100 1,280 100 

【 被災に係る就学援助措置状況 】                  (金額の単位：千円) 

  年度 

区分 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

準要保護 - - - - - - 13 3.45 7 1.77 

児童生徒数 - - - 377 396 

 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 

新入学用品費 - - - - - - 83 8.61 20 4.24 

学用品費 - - - - - - 204 21.16 102 21.61 

修学旅行費 - - - - - - 62 6.43 0 0 

学校給食費 - - - - - - 615 63.80 350 74.15 

医療費 - - - - - - 0 0 0 0 

校外活動費 - - - - - - 0 0 0 0 

合計 - - - - - - 964 100 472 100 

 ２ 施 策 

 （１）小規模・複式教育 

本町の小規模校における教育諸条件の充実を図ることは極めて重要です。このため指

導体制を充実し、地域の特性を生かした学校経営の創造と学習指導の改善を進めるなど、

教育水準の向上を図ります。 

        学習指導の改善 

ア  地域の実態や学校の特質を的確に把握し、地域社会との結びつきを強めながら教育
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課題解決のための具体的方策を明示し教育活動に努めます。 

イ  小規模校における学習形態や指導法を研究して、一人ひとりの学習の定着を図るため

の合同学習や集合学習の促進に努めます。 

     ウ  複式学級の指導計画は、卒業までの学級編成の見通しに留意し、また、児童生徒の実

態に応じた学習形態や指導法のあり方の工夫に努めます。 

エ  町内の学校間の交流を図り、児童生徒のより広い社会性の育成、教職員の指導実践

研究の推進に努めます。 

オ  複式学級を初めて経験する教員には、県等の計画する各教科等の指導計画及び学

習指導法研修に積極的に参加させ、指導力の向上を図ります。 

（２）特別支援教育 

      心身障がい児の障がいの態様は多様化してきているので、それらに応じた教育の改善を 

図りながら障がいの種類、程度に応じたきめ細やかな教育を推進する必要があります。 

ア 心身に障がいのある児童生徒のための校内就学指導体制を確立し、障がいの状態や

発達段階の正確な把握に努め、適正な就学指導の推進を図ります。 

イ 交流学習を教育課程に位置づけ、障がいのある児童生徒の全人的発達をめざした指

導に留意し、魅力ある特別支援学級づくりにつとめるとともに、通常の学級の児童生徒と

の相互理解を深める指導を推進します。 

ウ 児童生徒の実態に応じた指導内容の選択、指導形態を配慮した教育課程の編成改善

に努めます。 

エ  特別支援学級担当教員の確保と現職教育を拡充し、その指導力の向上を図ります。 

オ  心身障がい児の理解を深めるため、特別支援学級の教育活動全体を通して、小学校 

         ・中学校及び地域社会との交流を図ります。 

 （３）育英奨学の強化 

過疎地域の将来的な町づくりに活きる人材育成・人材確保のため、社会情勢に応

じた適正な制度改正を行いながら、引き続き奨学資金の貸付を行います。 

 

第３節 研修・研究・指導 

 １ 現状と課題 

近年、学校や子どもを取り巻く社会環境は大きく変化しており、子どもの発達過程における体

験の不足や少子化・核家族化による人間関係の調整力不足など、教育の分野にも新たな問題

が生じており、その解決に向けた教員の資質向上が一層求められています。 このため、教科指

導や生徒指導などの実践的指導力を育成する教員研修の充実を図るとともに、専門性の向上

や視野の拡大、また、新たな問題に積極的に取り組む意欲の向上を図るため、研修内容の工

夫・改善がますます重要になってきています。本町では、これまでも知・徳・体の調和のとれた人

間性豊かな児童生徒の育成をめざし、地域の特性を生かした創意ある教育課程を編成しながら、

教科等の基礎基本を身につけさせるための研究指定を行って指導法の改善をすすめながら研
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究・研修の充実を図ってきました。また、教えるプロとしての教師の資質向上と上級免許状取得

のための公開講座を盛岡大学との連携のもとに実施し、教職員の現職教育の実施による指導力

の養成や教育諸条件の整備に努めてきました。さらに、少子化傾向の本町にあって、高等学校

教育との連携で、人材育成や学力向上をめざし、教職員の資質向上のための交流授業を行う

等、中高一貫教育も推進してきています。今後とも、学校教育の成果を高めるため、教職員の資

質・能力向上と専門的資質の高揚を図りながら教育研究を推進するとともに、教職員の自覚に

基づく研鎮と校内における日常の研修活動を基盤とした体系的な現職教育を推進する必要が

あります。  

（１）校内研究の現状 

町内の小中学校は、木曜日を研究日として設定し、校内研究会や職員会議等諸会議にあ

てています。校内研究は、年次毎に、質的にも量的にも充実してきており、年度末には各校と

もに主題に基づいて研究した内容を研究紀要にまとめています。研修は、小中学校ともに全

員研修の形で行われており、運営過程で学年、学団毎の研究会や教科毎の研究会を加えると

倍以上の回数になります。研修内容については、各校の研究主題に応じて、教育課程編成に

関わる内容、学習指導法に関わる内容、生徒指導に関わる内容、道徳指導に関わる内容等で

す。各校の校内研究主題、年度ごとの重点教科は、次表のとおりです。 

（表－各校の校内研究主題、年度ごとの重点教科） 

（２）教職員研修の現状 

これからの社会で求められる人材像を踏まえた教育の展開、学校現場の諸課題への対応

を図るためには、社会からの尊敬を受ける教員、思考力・判断力・表現力等を育成する実践

的指導力を有する教員、困難な課題に同僚と協働し、地域と連携して対応する教員が必要と

されています。 

また、教職生活全体を通じて、実践力指導力等を高めるとともに、知識・技能が社会の急速

な進展の中で陳腐化しないよう絶えず刷新する必要があることから、教員が探究力を持ち、学

び続ける存在であることが不可欠であるとされています。 

現在、町内の教職員は、住田町教育委員会主催の研修会・岩手県教育委員会（教育事務

所含む）主催の研修講座・講習会、岩手県総合教育センター研修講座、各校における学校

公開研究会、各種教育研究団体主催の研究会・研修会を中心に、専門職としての高度な知

識・技能及び総合的な教師力を身に付ける研修を重ねています。 

県教委及び町教委の主な研修内容は次のとおりです。 

① 県の教育研修 

・ 基本研修 初任者研修、教職経験者 5年、10年研修講座 

・ 授業力向上研修（3４歳・44歳・54歳を対象） 

・ 特別研修Ⅰ（公開研修講座）、希望研修Ⅱ（養成研修講座）、特別研修Ⅲ（地域・専門研

修講座）、特別研修Ⅳ（派遣研修講座） 

・ 希望研修Ⅰ（公開研修講座）、希望研修Ⅱ（養成研修講座）、希望研修Ⅲ（活用研修講
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座） 

② 町の会議及び研修等 

・ 会 議  校長会議、副校長会議、教務主任会議 

・ 研 修  校長研修（自主）、副校長研修（自主）、教務主任研修会、新任教員研修会、

小規模・複式指導研修会、研究主任研修会、生徒指導研修会、幼児教育プラン

適応指導研修会、就学前教育研修会、国際教育研修会、森林環境教育研修会 

・ その他 住田町教育研究所講演会・発表大会、巡回言葉の教室（言語検査及び指導） 

 ２ 施 策 

 （１）教育研究所の運営 

教育研究所は、住田町教育研究所設置条例に基づき、昭和 40 年に設置され、「教育に関

する調査統計並びに教育課程、学習指導の研究に資し、併せて本町教育の実践に寄与する

ことを任務（教育研究所規則）」としています。教育研究所には、所長（兼教育長）、所員（兼派

遣指導主事）1 名がおかれ、研究課題に応じて委嘱された研究員とともに調査研究にあたっ

ています。研究所の運営組織は左のとおりです。 

①運営の基本 

住田町学校教育計画及び教育研究所規則により、本町の学校教育の振興と充実に寄与

するため、調査・研究を基本として運営します。 

②運営の目的 

 学習指導要領の趣旨にそった学習指導を展開することは、教育行政、学校、教育

機関、家庭、地域社会を問わず、重要な課題と考えられます。従って、本町教育研

究所は、学校教育における課題を取り上げ、実践的な研究を行い、その成果を各学

校に提供することにより本町教育の振興に寄与することを運営の目的とします。 

③運営の重点 

 ア 地域の実態に立脚し、地域の教育を高めるための調査研究を行い、諸資料の

収集整理に努めます。 

 イ 調査・研究の主題は、基礎的、実証的な内容とし、研究の成果をまとめます。

また、可能な限り各学校の校内研究との関連を図ります。 

 ウ 調査結果の成果は、公開することによって、地域の教育力向上のための資料

とします。 

 エ 所報、研究所だよりにより、研究所・各学校相互の調査、研究資料等の情報

交換の便を図ります。 

 オ 研究会等をとおして、教育実践、教育研究活動の充実を図り、学校の教育活

動に対する支援に努めます。 

④運営の機構及び他の機関との連携 

 ア 目的を達成し、円滑な運営をするために、研究員、研究協力校を構成し、教

育研究所運営全般について審議します。 
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 イ 研究を推進するために、研究員、研究協力校を委嘱し、各種教育機関及び指

導機関との連携を図り協力を得ながら進めます。 

⑤研究の組織と目的 

ア カリキュラム開発部会 

   ⅰ 「森林環境教育」カリキュラム開発部会 

   目的）「森林環境教育」で身に付ける力を明確化し、当町の財産でもあるかけが

えのない緑と水をテーマとした総合的な学習の時間を主とした総合的、横断

的なカリキュラムを編成し、継続的・系統的な指導内容と指導方法を探る。

また、キャリア教育･復興教育との関連を図りながら、持続可能な社会に必

要とされる「生きる力」を育む価値ある教育活動を目指し授業実践を通して

検証する。 

   ⅱ 「国際教育」カリキュラム開発部会 

   目的）「国際教育」で身に付ける力を明確にし、従前から取り組んでいる国際理

解活動や外国語活動を主たる活動に位置づけながら学校教育全体の場での

カリキュラムの編成や保育園から中学校までの継続的・系統的な指導内容と

指導方法を探る。また、グローバル社会に必要とされる「生きる力」を育む

価値ある教育活動を目指し授業実践を通して検証する。 

   イ 保小中高連携部会 

   ⅲ 就学前教育研究部会 

   目的）将来自立できる人間形成に必要な幼児教育の在り方及び義務教育への円滑

な適応・移行のための就学前教育の在り方を研究する。 

   ⅳ 小中連携部会 

   目的）小学校から中学校への円滑な接続を目指し、学習指導面及び生活指導面に

おける課題を共有し、小中の交流や指導内容と指導方法の在り方を研究する。 

   ⅴ 中高連携部会 

   目的）中学校から高校への円滑な接続を目指し、出前授業や一日体験入学等をと

おして高校生活に向けた生徒の進学意識の向上を図りながら、互いの指導方

法と指導内容について教師間の連携の在り方を研究する。 

⑥研究の方法 

   原則として、各研究部会に研究会を組織し、ＰＤＣＡサイクルに基づいた共同研

究を行い、住田町教育研究所の発表大会においてその研究の成果を発表します。 
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第４節 高等学校教育 

１ 現状と課題 

高等学校は、中学校における教育の基礎の上に生徒の心身の発達に応じ高等普通教育

及び専門教育を施すことを目的にしていますが、近年は、高校進学率の上昇に伴い高等

学校教育が義務教育に近い状態まで普及してきました。 

少子化傾向が加速している本町においては、中学校教育と高等学校教育との連携を強

化し、人材育成や学力向上に資するため、中高一貫教育の推進を図ってきたところであ

ります。 

今後とも、ゆとりある環境の中で個性や創造力を伸ばす教育を実現する立場から中高

一貫教育の実践的な促進を図っていく必要がありますが、新高校再編計画により、自宅

から通学可能な高等学校がなくなることも考えられ、少子化の進む過疎地域、中山間地

域に居住する生徒への高校教育の保障をどうするかが引き続き問われています。 

このような中、住田高校につきましては入学者数数の減少から、平成 25 年度から１学

級削減されることとなりました。住田高校の入学者確保や魅力づくりに今まで以上の効

果的な対応が必要であり、本町においては、住田高校教育振興会を通じた支援を継続し

ながら、地元自治体として住田高校の魅力づくりに率先して取り組んできましたが、入

学者の増加など目に見える魅力づくりとして効果が表れているとはいえない状況にあり

ます。 
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２ 後期中等教育の方向性と中高一貫教育 

（１）活動の経過 

  本町における県立併設型中高一貫校設置活動は、平成 13 年度に検討委員会を設置し開

始しました。平成 15 年 2 月に「夢県土いわて」づくりに呼応する中高一貫校の設置に向

けた「提言書」を作成、平成 16 年度には設置推進委員会を立ち上げ、「アクションプラ

ン」を作成し、具体的な教育課程や地域の支援策を網羅し、県、県教委、県議会等への

要望活動・説明会啓発活動を積極的に展開してきました。この間、平成 12～平成 21 年

度を計画期間とする県立高校再編計画において、この 10 年間で 83 校の県立高校が統廃

合により 65 校となりました。気仙管内においても、広田水産高校が高田高校に統合、大

船渡工業高校と大船渡農業高校が大船渡東高校として統合されている中で、住田高校の

統廃合についてもその俎上に乗りながら、小規模校扱いのルールを継続しつつも、後期

計画の最終年度である平成 21 年度までの存続が確保されたことは一定の成果でありま

した。また、平成 23 年度に発表予定であった第 2 次県立高校再編計画は、3 月 11 日の

東日本大震災の影響により「当面凍結」とされていますが、県教委では計画の必要性は

変わらないという姿勢を崩していません。さらに、今年になって、県教委では、住田高

校を含む県内４校について来年度からの募集を１学級減ずるという方向を示しました。

学級減は対象校の生徒数の回復が望めない現状などからの判断だということですが、こ

れにより中高一貫教育校の母体となる住田高校の存続に係る状況はますます厳しくなっ

てきています。 

この 10 年間にわたる岩手県への要望活動、提言活動の展開に対して、県では「県立一

関第一高校に県立併設型中高一貫校を設置しており、その成果を検証した後でなければ、

中山間地型等新しいタイプの中等教育校設置については検討できない」という答弁を繰

り返しており、本町の目指す新しい形での中等教育機関設置という形は展望を開くこと

ができず、住田高校としての充実策や支援策に重点をおいた活動やシンポジウムの開催

により住民意識を継続させる活動が主となりました。 

 

３ 施 策 

①要望活動の継続 

 ・中山間地域・過疎地域における中等教育の確保のため、県立併設型中高一貫教育校

を理想とし要望活動を継続します。学級減（1 年生 1 学級）、生徒数減、地元入学者

数減の現実を見据えて中高の連携を深めていきます。 

②住田高校の魅力づくり 

 ・母体となる住田高校の生徒数確保対策のための特色づくり・魅力づくりにも一層の 

取り組みが必要となります。 

  ・本町教育振興の特色である保・小・中・高の継続的・系統的な教育活動を一層発展 

させた取り組みが必要となります。中でも設置者の異なる中・高の結びつきをどの 
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ように進めていくかが課題となります。 

③中高一貫教育校への理解度の向上 

 ・小・中学生、保護者、教師のアンケートに現れているように、本町の考える中高一 

貫教育校に対する理解を深める活動が一層求められています。 

  ・各地域における中高一貫教育の取り組み事例を取り入れた研修会などを開催します。 

  ④小・中学生及び保護者の学習活動の充実、高い学習意欲への対応 

 ・本町で進めている「小さい町だからできるきめ細かい教育振興」を一層進展させま

す。教育相談員の独自配置、県内でも稀有な独自加配の配置、全国的にも例の少ない

国際教育主事の独自雇用、年 2 回のハイパーＱＵテストの実施など、これまでの「本

町のきめ細かい教育振興」を継続し、アンケートに現れた児童・生徒や保護者の期待

に応える教育振興、教育環境の充実を図ります。 

⑤「国際理解活動」「森林環境学習」を柱とする保・小・中・高の継続的・系統的な教

育活動の一層の展開への取り組み 

 ・教育研究所の研究体制を平成 25 年度から見直し、保・小の連結、小・中の連結、中・

高の結びつきについてそれぞれ研究部を構成します。 

⑥現在の状況に合致した提言書の内容の見直し 

 ・今年度中に第８次教育振興基本計画を策定し、中高一貫教育関係の取り組みを含め

た方向性を明らかにします。提言書は、新しい情報等含め現在の状況に合致する内

容に見直します。 

⑦中学校の統合の考え方 

 ・アンケートに現れた保護者の意識からも早急な統合の必要性を求めてはいないとみ

られます。従って、当面は、両中学校の歴史と伝統の校風を継承する方向を重視する

ものであります。中学校が 2 つあることの教育的意味や利点を高める展開を確保する

中で、本町教育振興の流れを構築していくものとします。  

⑧住田高校の支援策の強化及び情報発信 

 ・県教委では、住田高校について、来年度からの募集を１学級減ずるという平成２５

年度の県立高校入試実施要領を発表しました。このことにより中高一貫教育校の母体

となる住田高校の存続に係る状況が増々厳しくなることから、住田高校の入学者確保

や魅力づくりとして通学費と給食費に係る支援を検討します。また、住田テレビ、広

報すみたを活用し住田高校の取り組み等の情報発信をしていきます。 

 

 第５節 児童・生徒の体位と体力 

１ 児童・生徒の体位 

本町における平成２４年度の児童生徒の体位と同年度の全国、岩手県平均と比較し

てみると、ほぼ変わらない発育状態となっていますが、体重は平均を若干上回ってい

る傾向があります。（表―平成２４年度 年齢別児童生徒の体位一覧表） 
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２ 児童生徒の運動能力 

（表―平成２３年度児童生徒運動能力テスト） 
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３ 学校体育施設 

（1）現状と課題 

各施設とも設置後 25 年以上を経過し、老朽化してきていることから、使用者の事

故防止や安全管理の側面からも適切な維持・補修に努めていく必要があります。 

学校体育施設は、児童生徒の体育学習やスポーツ活動を通じた体位・体力の増強

を図り、心身ともに健康な発達に果たす大きな役割を持っています。 

また、地域住民にとっても、学校開放事業により活用が図られ、町民の体力向上

をはじめ、生涯スポーツの推進に欠かすことのできない施設となっています。 

（2）施 策 

  学校体育施設を保有している学校や体育団体等の意見を十分配慮しながら、事故

防止や安全管理を徹底し、随時適切な維持補修に努めます。 

 

第６節 学校保健 

１現状と課題 

（１）学校における疾病異常 

今日、ライフスタイルや食生活の多様化などの環境の変化により、児童生徒の健康

問題として肥満や生活習慣病などの状況があります。視力についても 0.1 未満の者の

割合が増加しています。 

また、心の健康に問題を抱える児童生徒も少なくありません。さらに、アレルギー

疾患の増加、感染症、薬物乱用なども社会問題となっています。 
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小学校男子 (単位：%)

学校名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

世田米小学校 11.4 15.6 17.3 13.4 8.2

有住小学校 31.3 33.3 28.6 15.6 21.6

住田町 18.9 22.1 21.8 14.3 13.7

小学校女子 (単位：%)

学校名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

世田米小学校 12.2 7.3 7.6 12.5 13.3

有住小学校 23.3 19.6 14.6 15.4 13.8

住田町 16.2 11.7 10.2 13.6 13.5

中学校男子 (単位：%)

学校名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

世田米中学校 4.9 2.6 7.9 19.5 18

有住中学校 27.5 7.9 6.5 16.1 8.7

住田町 16 5.2 7.2 18.1 15.1 う歯未処置歯のある者

中学校女子 (単位：%)

学校名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

世田米中学校 23.1 22 20.6 7.9 2.8

有住中学校 9.5 5.6 15 18.2 20

住田町 19.2 16.9 18.5 11.7 8.9 う歯未処置歯のある者

肥満度出現率の推移（肥満度20％以上：小学校）

肥満度出現率の推移（肥満度20％以上：中学校）
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（２）学校保健活動等 

児童生徒の健康問題は、児童生徒一人ひとりが自らの健康について自ら考え、行動

できるよう正しい知識を身に付けていく必要があります。このため、定期健康診断の

適切な実施と充実した保健管理を行うとともに、学校保健委員会の活性化や保護者、

学校医など関係機関との連携を図りながら、健康教育を一層充実する必要があります。 

 

 

 

小学校 (単位：%)

学校名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

住田町 23.2 23.8 20.8 16.7 18.2

岩手県 37.6 33.5 35.5 - 36.0

全国 29.9 29.7 29.9 29.9 30.7

中学校

学校名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

住田町 30.3 38.5 35.4 25.5 39.6

岩手県 - - 48.6 - 57.7

全国 52.6 52.5 52.7 51.6 54.4

小学校 (単位：%)

学校名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
24年度（岩手県） 24年度（全国）

う歯処置完了者 37.7 34.0 30.3 29.8 25.1 30.6 28.4

う歯未処置歯のある者 44.7 46.4 52.2 46.7 51.7 30.3 27.4

中学校

学校名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
24年度（岩手県） 24年度（全国）

う歯処置完了者 49.4 39.3 41.8 41.1 38.0 28.4 25.6

う歯未処置歯のある者 36.5 35.6 28.7 32.3 27.9 18.9 20.1

むし歯（う歯）被患率の推移

※平成23年度は東日本大震災の関係で検診時期が一定でないため県の統計数値を公表していない

※平成20年度・21年度について対象者数が少ない等により県の統計数値を公表していない

裸眼視力1.0未満の者の推移
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２ 施 策 

（１）学校における疾病異常 

 肥満や生活習慣病の兆候など児童生徒の疾病に対応するため、日常の健康観察を重

視するとともに、事後指導を含む定期健康診断の適切な実施によるきめ細かな保健管

理の徹底に努めます。 

（２）学校保健活動等 

心と体の健康問題を解決し、自らの健康については自ら考え行動できる児童生徒を

育成するため、学校医や家庭、地域社会、関係機関と一層の連携を図りながら、学校

保健の充実に努めます。 

 

第７節 学校安全 

１ 現状と課題 

（１）校内における安全確保 

学校生活における安全確保は、児童生徒が健康・安全で情緒の安定した生活ができ

る環境を用意し、自己を十分発揮しながら活動できるようにすることにより、健全な

心身の発達を図ることを基本とします。東日本大震災以降、特にも学校施設設備の安

全管理や通学路の安全確保、学校生活における安全管理、風水害や火災等災害対策、

放射能汚染、交通事故や水難事故防止、危機管理や安全対策の構築が急がれます。 

また、不審者対策、道徳教育における安全指導、安全教育における家庭や地域との

連携などを総合的に推進していく必要があります。 

（２）通学における安全確保 

   学校における安全確保・安全指導の充実により、通学途中の事故防止や水難事故

防止の徹底、また自然災害などから身を守る防災教育の充実など、児童生徒の安全

確保のための取り組みが重要となっています。 

２ 施 策 

（１）校内における安全確保 

  ア 学校施設整備の安全管理 

   ・校庭・校舎などの整備と破損個所の修理修繕、危険物の除去 

   ・全職員による一斉点検日の設定等安全点検の励行 

   ・清掃、整頓の励行、教材教具の点検修理 

  イ 学校生活における安全管理、指導 

   ・用具の点検、適切な使用法の指導 

   ・日常活動における基本的に必要なものの精選、計画的な指導 

   ・施設内器具の、薬品等の適切な管理と指導 

   ・不審者対応まで含めた、様々な状況設定による指導・避難訓練の実施 

   ・放射能測定による安全確認の実施 
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  ウ 自然災害・火災・水難事故・水泳事故防止・不審者への対応 

   ・安全確保のためのマニュアル作成と緊急時に対応した体制整備を図る 

   ・種々の災害等への対応と事故防止のための適切な行動の理解、態度を養う 

   ・常に指導にあたり、安全確保・事故防止に努める 

  エ 安全指導の徹底 

   ・自他の生命を大切にする態度と習慣の育成 

  オ 安全指導と家庭・地域との連携 

   ・安全指導の年間計画に沿った指導実践 

   ・生徒指導連絡協議会、学校警察連絡協議会やＰＴＡ、地域、警察との連携確保 

（２）通学における安全確保 

  ア 交通事故防止 

   ・交通安全教育の充実 

   ・何が危険でどうすれば安全が確保できるか、自分の身は自分で守ることができ

るように指導の徹底 

  イ 自然災害・火災・水難事故・水泳事故防止 

   ・種々の災害への対応と事故防止のための最適な行動の理解、態度を養う 

   ・常に指導にあたり、安全確保・事故防止に努める 

  ウ 家庭・地域との連携、防犯協会（スクールカードリーダー）との連携 

 

第８節 学校給食 

１ 現状と課題 

（１） 安全な学校給食の提供と食育の推進 

「食」を取り巻く社会や家庭の環境の大きな変化から、栄養の偏りや不規則な食事

による生活習慣病等「食」に起因する問題が課題となっています。このような中、安

全な学校給食の提供とともに、「食」に関する正しい知識と選択する能力を習得するな

ど、健全な食生活を送ることを目指した「食育」の推進が求められています。また、

東日本大震災で被災した東京電力福島原発による放射能汚染で、新たな「食」の安全

性も問われており、地元産の農産物の活用とともに、学校給食の更なる安全安心の確

保を図る必要があります。 

（２）住田高校への給食提供、陸前高田市内小中学校への米飯の供給 

昭和 46 年度の学校給食共同調理場発足当時の調理数は、職員分を含め 2,207 食で

ありましたが、少子化による減少傾向で平成 24 年度は、町内小中学校で職員を含め

457 食となっています。学校給食における衛生管理上の基準が国の法律により定めら

れ、調理後の食品は 2 時間以内に給食できることという原則が定められました。米飯

は花巻市にある岩手県学校給食会指定業者に炊飯委託していましたが、調理後 2 時間

の給食実施は不可能な状態となり、これらを解決するためには自前の米飯施設の整備



90 

 

が根本的な解決となることから、23 年度に施設整備を実施しました。本町と同じ業者

に委託していた陸前高田市も本町の米飯施設で炊飯したご飯を供給することとし、平

成 24 年 4 月から供給を開始しました。これは、食を通じた広域連携であり、地元食

材の消費拡大、産業振興、被災地支援など様々な意味から実施しました。 

さらに、中高一貫教育校設置を目指し、その母体となる住田高校への魅力づくりや

存続支援として、住田高校への給食供給も平成 24 年 9 月から実施しました。これに

より、給食数は、平成 24 年度で、町内小中学校 457 食・陸前高田市内小中学校 1,869

食・住田高校 30 食で合わせて 2,356 食を提供していることとなります。 

（３）民間委託 

 配送業務に加え、平成 19 年度から副食調理部門の民間委託を開始。また、平成 24

年度からは、新たに米飯施設を整備し炊飯加工業務も民間委託で行っています。今後

は、他部門の民間委託については、県内や近隣市町村の動向も考慮に入れながら慎重

に検討する必要があります。 

（４）食育と地場産品の活用 

 児童生徒に対して給食時間だけでなく、学級活動や授業時間に栄養教諭等による「食」

に関する正しい知識などの指導に努めます。また「食」の安全性が問われる中、食材

納入の契約先や農産物生産者と連携し、地元産の「安全安心な農産物」のさらなる活

用を図ります。 

2 施 策 

安全な学校給食の提供と正しい食事の取り方や望ましい食習慣を身につけた心身と

もに健全な児童生徒の育成・住田高校への存続支援として給食を実施・陸前高田市内

小中学校への米飯提供を継続します。 

○ 指 標 

・食中毒事故発生件数 0 件 

・食育に取り組む学校数全校 

・食指導の実施回数全校全学年 1 回以上/年 

・町内産食材利用割合 40％以上 

・給食内容の充実と食育の推進による適切な学校給食の実施 

・定期的な放射能測定による安全安心の確保 

・学校給食の内容の充実：食材及び施設の衛生管理の徹底、地元安全安心農作物の積

極的な活用、多様な献立の実施 

・食育の推進：学校との連携による専門性を活かした学習指導、食に関する情報提供、 

学校保健会・家庭教育学級・教育振興運動との連携 
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第４章 地域づくりに自主的に関わる意識の醸成、社会教育の充実 

 第１節 社会教育推進体制の充実 

１ 推進・指導体制の整備・充実 

（１）現状と課題 

 推進体制として、関係各課等の行う生涯学習事業を組織的に行うため、生涯学

習推進本部・幹事会において、生涯学習事業の連絡調整を行いないながら、体制

の充実を図ってきました。 

 また、社会教育行政の方針、計画立案、各種事業を総括する社会教育委員会議、

地区公民館運営の方針と計画等を審議する公民館運営審議会を開催し、社会教育

行政への提言や意見を生かしながら事業の充実を図ってきました。 

 指導体制として、社会教育主事の発令や社会教育指導員の設置による社会教育

の指導体制の整備を図り、事業の充実に努めてきました。 

  今後は、生涯学習事業の実効性や関係各課等の役割の明確化を図り、より充実

した推進体制の整備が求められています。 

  また、計画的な社会教育主事の養成、継続的な社会教育指導員の設置が望まれ 

ます。加えて、地域づくり町づくりに重要な役割を占めている社会教育団体の活

動の活性化が求められています。 

（２）施 策 

  ①生涯学習推進体制の拡充 

   生涯学習事業の円滑な実施とその実効性を確保して行くために設けている生涯 

  学習推進本部・幹事会の役割を明確化し機能の拡充を図ります。 

②指導体制の充実 

   計画的な社会教育主事の養成、継続的な社会教育指導員の設置を行い、併せて 

研修会等を活用し職員資質の向上を図ります。 

③社会教育活動団体の支援 

   様々な活動を通じて、地域づくり町づくりに寄与している社会教育団体に補助 

金を交付するなど活動を支援していきます。 

 

２ 社会教育施設の整備・充実 

 （１）現状と課題 

 地区公民館を中心とした社会教育施設は、町民の生涯学習の拠点となる施設で

あると同時に、現在町内５地区で行われている地域づくりの拠点施設となってい

ます。 

   また、町内２２自治公民館は、地域活動における中心であり、基礎母体として

様々な活動を展開しています。今後は、更に生涯学習を推進するため、中央・地

区公民館の推進体制の整備や、地区公民館と自治公民館の連携、図書室の充実が
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求められています。 

 （２）施 策 

  ①中央・地区公民館機能の拡充 

   下有住地区公民館が完成することにより、各地区公民館の整備が終了し、更な

る生涯学習推進のため、中央・地区公民館の役割を明確化しながら、全地区公民

館に専任職員の配置を目指し、機能の拡充を図りながら、地区公民館と自治公民

館の役割を明確化し連携を強化します。 

   また、下有住基幹集落センター・旧農協施設を解体し、下有住地区公民館の敷

地造成工事を進めるとともに、旧大股幼児教室及び旧大股小学校プールの解体工

事も進め、環境の整備を図ります。 

②図書室の充実 

中央公民館図書室、地区公民館図書室の特色を持たせ、図書等の充実を図りま 

す。また、中央公民館図書室の拡張工事を進めるとともに、蔵書管理システムを

導入し、図書室の充実を図ります。 

  ③民俗資料館展示の整備 

   民俗資料館の資料収集や資料整理を行いながら、展示品や説明掲示を充実させ

るとともに、トイレの改修を行い、地域の歴史・文化の拠点としてふさわしい資

料館の整備を図ります。 

〈中央・地区公民館、自治公民館の設置状況〉 

(中央・地区公民館) 

 地区名     公民館名        施設名   付属施設 

 － 中 央 公 民 館 生活改善センター 中央公民館図書室 

世田米 世田米地区公民館  〃（中央公民館と併設）  〃（中央公民館と併設） 

大 股 大股地区公民館 大股地区公民館 地区公民館図書室 

下有住 下有住地区公民館 下有住地区公民館    〃 

上有住 上有住地区公民館 上有住地区公民館    〃 

五 葉 五葉地区公民館 五葉地区公民館    〃 

（自治公民館） 

自治公民館名 

愛 宕、 曙 、下 在、中 沢、東 峰、川 口 

小 股、大 股、中 井、姥 石 

火の土、月 山、外 舘、新 切 

両 向、恵 山、坂 本、八日町、天 嶽 

寒 倉、五葉中、大 洞 

指標 

・中央公民館図書室利用者数延べ 7,000 人／年 

・地区公民館利用者数延べ 6,000 人／年 
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 第２節 家庭教育の充実 

１ 家庭教育 

 （１）現状と課題 

本町の家庭を取り巻く現状は、核家族化、少子化の進行、個人中心のライフス

タイルへの変化などに伴って、地縁的なつながりが希薄化し、親同士はもとより、

子育て経験者などと気軽に話し合う機会が少なくなってきています。さらには、

価値観の多様化、大人社会のモラル低下、家庭教育に対する親の考え方の変化、

子どもに対する無責任な放任、過保護、過干渉、子どもの接し方への未熟さなど

家庭の教育力の低下が指摘されています。 

   また、全国的にみても少年非行や犯罪、小・中学校におけるいじめや不登校等

の青少年をめぐる様々な問題が多発・増加しています。 

アンケート調査でも、子どものしつけとして重要なことの問いに対し「基本的

な生活習慣を身に着けさせる」が 37％、「ルールや約束事を守らせる」が 36％、

「家の手伝いをさせる」が 23％という結果となり、子どもの教育や人格形成に対

して最終的な責任を負うのは家庭であることの再認識と家庭の教育力再生の必要

性が併せて指摘されています。 

 （２）施 策  

 「心豊かでたくましい住田っこ」の育成のための親としての成長促進と実践力

の向上を図ります。 

①家族への家庭教育の意義の浸透を図ります。 

②学習情報の提供や家庭教育に関する家族などへの学習機会を提供します。 

③教育振興運動の充実と地域ぐるみでの子どもを育てる環境づくりを行います。 

・家庭教育の意義の浸透及び学習機会と情報の提供：就学前乳幼児対象の学級開設、 

家庭教育学級の開設、コミュニケーションの場の提供、家庭教育情報の提供 

・子どもを育てる環境づくり：教育振興運動との連携、保育園教育の充実、保育園、

小学校、中学校との連携強化 

指標 

・家庭教育学級開催回数 3 回／年 

・家庭教育学級参加者数延べ 300 人／年 

 

２ 乳幼児教育 

 （１）現状と課題 

核家族化の進行などによる子育て環境の変化により、世代を通して子育てを学

ぶ機会が少なくなり、経験の少なさが様々な不安を抱かせています。一方、地域

では、近隣との関係の希薄化により、一人悩みを抱え込む親も見受けられことか

ら、身近な子育て支援の仕組みづくりが求められています。 
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   また、少子化の進行により、就園前の児童が自宅近くで友達と遊ぶ機会が持て

ないことなど、乳幼児期の地域における健全育成が課題となっています。 

 （２）施 策  

 子育て家庭のストレスや孤立感、不安感などの軽減を図ります。 

・子育てサークルとの連携強化：保育園開放事業の実施、子育てサークルなどコミュ 

ニケーションの場の提供 

・学習機会と情報の提供：乳幼児学級の開催、乳幼児教育情報の提供 

後期基本計画＜花が咲きますように＞ 

指標 

・乳幼児家庭教育学級開催回数 6 回／年 

・乳幼児家庭教育学級の参加者数延べ 300 人／年 

 

 第３節 生涯各時期における社会教育の推進 

１ 少年教育 

 （１）現状と課題 

少年犯罪の多発化や多様化は社会全体に大きな不安をあたえています。「どこにでも

いる普通の子」が起こす犯罪は今や都市部に限った問題ではなくなり、町内でも、犯

罪の発生に対する危機感を少なからず抱いています。「健全な心と体を持つたくましい

少年の育成」は誰もが願うところですが、家庭教育力の低下やライフスタイルの変化

により基本的生活習慣が身に付いていなかったり、「生活経験や自然体験」、「読書」、

「異年齢間交流」等の不足から心と体のバランスがとれていない少年が見受けられる

ようになっています。 

 （２）施 策 

 健全な心身をもつ児童生徒の育成を図ります。 

・各種体験活動の機会の提供：教育振興運動の推進、各種青少年リーダー交流研修会 

の実施、すみたコミュニティスクールの開設、青少年劇場の開催、高校生ボランティ 

ア事業の実施、子ども会育成会活動の推進、森林環境学習の推進、各種スポーツ教室 

及び大会の開催 

指標 

・教育振興運動実践地区数全地区 

・教育振興運動関係事業等の参加者数小･中学校生の 90％以上 

 

２ 青年教育 

 （１）現状と課題 

個人志向の高まりや価値観の多様化が進み、趣味や趣向の合う活動や自己の目

的に沿う事業への参加は活発である反面、自らが企画・立案し社会貢献をしよう
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という姿勢は消極的であるなど、地域づくり、町づくりの場への青年層の参加は

少ない状況にあります。このことは、アンケート調査結果でも「参加意識を高め

ることが重要」という３項目で 84％を占めておりました。 

 地域社会では町づくりや次代を担う子ども達への関わりから高齢者への関わり

など、様々な場面での青年層の積極的な参画を渇望しており、地域の教育力向上

のためにも、青年の持つ可能性や地域に貢献できる力を引き出していくことが必

要となっています。 

 （２）施 策 

   地域づくり、町づくりに自主的に関わる地域社会の一員としての意識を養成し

ます。 

・先進的な企画や取り組みに触れる機会の提供：青年教室の開催 

・リーダーの創出と自主的な活動への発展：自治公民館及び地区公民館における 

青年の参加促進、高校生ボランティア事業参加者への意識啓発 

指標 

 ・各自治公民館青等年活動事業数   1 回／年 

 

３ 成人教育 

 （１）現状と課題 

職場や家庭、地域において重要な位置にある成人は、最も充実した年代であり、地

域社会から期待される年代です。しかし、町外への流出による成人層の減少や職業上

の就労時間の不均衡などから継続的な学習活動や地域社会における連帯意識、参加意

識は充分とは言えない状況にあります。アンケート調査結果でも、青年層同様の結果

となっており、経済活動を営む上でも心の豊かさと潤いをもたらすための学習活動は

必要であり、積極的に学習活動や地域参加活動に参画し、職業課題や地域課題を解決

するよう意識の高揚を図るための学習機会と成人層が持つ多様な知識・技能、資格や

学習成果を地域づくりや町づくりに活かせる場の提供が求められています。 

（２）施 策 

・学習要求に応える各種情報の提供及び学習環境の整備、地域づくりの担い手として

世代の中心となり実践できる力の養成による成人教育を推進します。 

・学習環境の整備と情報提供：町民講座の開設、公民館連携生涯学習講座の開設、地

区公民館ボランティア事業の実施、各種学習情報等の提供 

・地域づくりの担い手育成：各種団体における研修事業支援、自治公民館自主講座の

支援、地域づくり事業への参加の誘導 

指標 

・地区公民館ボランティア事業参加者数延べ 100 人／年 

・各自治公民館自主事業数 1 回／年 
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４ 高齢者教育 

 （１）現状と課題 

 長寿社会と言われて久しい本町において、高齢者の町づくりや地域づくりにお

ける社会的役割は益々重要となっています。元気な高齢者育成のため、生涯学習

の観点からも高齢者の積極的な学習意欲に応える教育環境の充実が求められてお

り、アンケート調査結果でも「興味があり、機会があれば学習してみたい」が 70％

を占めておりました。地域の教育力再生のためにも、世代を越えた交流の場の設

定など、豊かな経験を生かせる場や能力が発揮できる場を提供する必要がありま

す。 

 （２）施 策 

   豊かな経験と知識を生かした社会参画の推進と各種学習機会の提供により、高齢者

教育を推進します。 

・学習機会と情報の提供：高齢者教室の開設、スポーツ・レクリエーション活動の奨 

励、各種学習情報の提供 

・社会参画の推進：高齢者による次世代への技術や知恵の伝承、ボランティア活動の 

推進 

指標 

・高齢者教室参加人数延べ 900 人／年 

 

第４節 特色ある社会教育の推進 

１ 森林環境学習 

 （１）現状と課題 

本町では代々豊富な森林を活用した生活を送ってきました。しかし、先人が守り育

ててきた本町の森林や森林と暮らすための文化や誇りは、ライフスタイルの変化に伴

い次世代に引き継ぐのが困難な現状にあります。この現状を危惧する人が多くいる反

面、その現状にまったく気づいていない人、問題視していない人も多くいます。 

これまでに、保育園児を対象とした「森の保育園」、小中学生を対象とした「森林環

境学習」（総合的な学習の時間を活用）、高校生による「ボランティア活動」、一般町民

対象の「種山ヶ原散策」、高齢者教室や女性リーダー中央講座での「森林環境学習」を

とおして各年代に応じた森林環境学習が展開されてきました。世界的にも地球環境問

題への対策が求められているなかで、他の市町村に先駆けてこれらの森林環境学習の

整備・充実を図り、町民全体の環境に対する意識と実践力を高いレベルに押し上げる

こと、森林と共に生きてきた住田町民であることの誇りを取り戻すことは、「森林・林

業日本一の町」をめざす本町において非常に重要な課題となります。 
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（２）施 策 

森林や林業に関心と誇りを持ち、持続可能な循環型社会への理解を深め実践してい

く力の養成を図ります。 

・幼児から高齢者まで各年代に応じた「森林環境学習」の系統的な展開と情報発信に

よる森林環境学習の推進 

・森林環境学習の系統的な展開：住田型森林環境学習の整備充実、森の保育園の充実、

小中学校における総合的な学習の時間を活用した森林環境学習の充実、高校生を対象

としたセミナー等の開催、高校生によるボランティア活動等の実施、一般町民を対象

とした散策会等の森林環境学習の充実、森林環境学習指導者の養成、産業振興課との

連携、実践例や成果等の情報発信 

指標 

・講座参加者数（保・小・中・高・一般） 延べ 700 人／年 

 

２ 国際理解活動の推進 

 （１）現状と課題 

保育園や学校においては、国際教育主事の派遣、中学生・高校生の海外派遣事業に

より、保・小・中・高において継続的、系統的な英語教育を進め、国際理解に努めて

います。同時に社会教育の分野においても、乳幼児学級パームパーム、英会話教室、

バーバーショップ・コーラス等の活動を進め、国際交流に努めています。 

一方、社会的には、民間企業の中国人研修生の受け入れ、国際結婚もわずかながら

増加しており、外国人と接する機会が増えてきています。 

今後は、児童・生徒に対する国際理解の場の継続と内容充実を図るとともに、国際

社会の一翼を担う地域社会形成者の育成のためにも国際理解を超え、地域文化を積極

的に国際社会に発信できる人材の育成と国際化時代に対応した町民意識の高揚を図る

ことが必要です。 

 （２）施 策  

異文化理解の推進及び地域文化を積極的に国際社会に発信できる能力の養成と定住

者との相互理解を図ります。 

・各年代や段階における継続した系統的な国際理解教育の充実、町内外在住の外国人

との交流の場や機会の提供における相互理解と友好親善による国際交流の推進 

・国際交流事業：国際教育主事を活用した国際交流事業の充実 

・相互理解と友好親善：各年代や段階における国際交流事業の実施、活動内容等の情

報発信 
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 第５節 教育振興運動の推進 

１ 推進組織と運動の展開 

 （１）現状と課題 

「住田の教育を高めよう」を合言葉に、子ども・学校・家庭・地域・行政の 5

者がそれぞれの役割に責任を持ち連携する形で推進されてきた教育振興運動も、

開始から 45 年以上が経過し、子どもを取り巻く環境も大きく変化してきました。

少子高齢化が急速に進展する状況下において、世田米・大股・下有住・上有住・

五葉の 5 実践協議会においても、組織や活動の見直しが必要になってきています。 

アンケート調査では、教育振興運動を「知っている・だいたい知っている」が

42％で、半数以上は知らないという結果となっております。 

しかし、子どものための学力向上、健全育成、体力の向上という課題は今も昔

も変わらない大きなテーマであり、45 年以上経った今こそ運動本来の理念に立ち

返りながら、更なる基盤整備、５者の役割の明確化による実践活動の充実を図っ

ていかなければなりません。 

 （２）施 策  

 学校・家庭・地域・行政が連携し、地域全体で子どもを育む気運を高めます。 

・運動理念や活動内容の周知のため 5 者が連携した広報活動 

・実践組織・実践班の活動の見直しと実践の充実 

指標 

  ・実践区活動参加者数：実践区の保・小・中全員 

 

 第６節 ボランティア活動の推進支援と協働の町づくり 

(１)現状と課題 

個人志向の高まりや価値観の多様化が進み、趣味や趣向の合う活動や自己の目的

に沿う事業への参加は活発である反面、自らが企画・立案し社会貢献をしようとい

う姿勢は消極的であるなど、地域づくり、町づくりの場へのボランティアの参加は

少ない状況にあります。 

アンケート調査では、ボランティアについて「興味があり、機会があれば学習し

てみたい」が 70％を占める反面「現実的に実行に移せない」「時間に余裕がない」

などの意見も多く、関心はあるが行動できないという結果となっております。 

このような現状ではありますが、地域社会では町づくりや次代を担う子ども達へ

の関わりから高齢者への関わりなど、様々な場面での青年層の積極的な参画を渇望

しており、地域の教育力向上のためにも、青少年の持つ可能性や地域に貢献できる

力を引き出し、地域リーダーを育成していくことが必要となっています。 
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(２)施 策 

  まちづくり、地域づくりに自主的に関わる地域社会の一員としての意識の養成を

図ります。 

・ボランティア活用事業の拡大と活用推進 

・先進的な企画や取り組みに触れる機会の提供 

指標 

 ・ボランティア活動参加者数 40 人 

 ・ボランティア団体の立ち上げ 1 団体 

 

 第７節 男女共同参画の社会環境づくり 

(１)現状と課題 

 地域の活性化は女性が握っているといわれるように、全国的にも女性の社会的

進出は広がってきています。男女共同参画社会の重要性が増してきている中で、

本町においても福祉や環境など地域社会の中での女性の活動領域は広く、女性の

豊かな感性を生かした独自の様々な活動を繰り広げています。 

 しかし、「男女共同参画」という言葉の浸透とは裏腹に日常生活における保守的

な意識はまだまだ強く、特に、男性の意識変革が必要であり、アンケート調査結果

でも「男性の意識改革」に 17％ではあるが、それを望む結果となっております。 

少子高齢化、人口減社会が到来していている今こそ、元気な女性の活躍が不可

欠であり、また男性側からも「男女共同参画」の意義が理解される環境整備が求

められています。 

(２)施 策 

   男女共同参画への意識の変革と社会参加意欲の醸成を図ります。 

  ・男性を含めた意識改革のための学習機会と情報の提供 

指標 

 ・講座参加者数 延 300 人 

 

 

第５章 芸術や文化活動により生きがいと豊かな心を育む環境づくり 

 第１節 芸術・文化 

１ 芸術・文化 

 （１）現状と課題 

芸術文化の意義は、人々に感動と安らぎをもたらし、生きる喜びとなり、豊かな人

間性や創造性を高め、感性を育みます。それが、個性あふれる町づくりにつながると

ともに、町全体の活力を高めます。しかしながら、芸術・文化に親しみ、生活の豊か

さを享受する人の数は減少傾向にあるように見受けられます。文化産業まつりなどで
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は、鑑賞者の少ない中での出品や舞台発表となっており、出品者や発表者の意欲の喪

失につながる恐れもあります。 

本町では、芸術文化協会が中心となり、多種多様な加盟団体がそれぞれ地域を元気

にするため、その振興を図っていますが、参加者の減少やリーダーの高齢化など、町

民憲章に掲げる「かおり高い伝統」の維持継承も懸念される状況であり、活動を維持

するためにも継続した支援が望まれています。 

 （２）施 策  

・優れた芸術文化に触れる機会の提供、芸術文化活動の成果を発表できる機会の設定、 

各種団体の活性化による芸術文化の振興を図ります。 

・優れた芸術文化に触れる機会の提供：青少年劇場の開催、文化産業まつりの開催 

・文化活動と各種団体等の活性化：芸術文化団体・郷土芸能団体の支援、自主活動グ

ループの育成、芸術文化講座の開設 

 

２ 芸術・文化団体 

 （１）現状と課題 

 本町では、芸術文化協会が中心となり、各々の加盟団体が独自に地道な活動を

続けています。 

 しかし、会員の高齢化や新規加入者数の減少などにより、やむなく活動が停滞

している団体も少なくなく、今後、活動を維持・拡大していくためににも、広く

町民に興味・関心を持っていただけるよう支援していくことが必要です。 

 （２）施 策  

   芸術や文化活動に気軽に参加できる場を提供します。 

① 日常の文化活動を推進するための芸術文化活動の成果を発表できる機会の設 

定や各種団体の活性化 

② 芸術文化講座の開設や自主活動グループの育成・支援 

③ 民間サークル、ボランティア団体との連携 

指標 

・文化産業まつり等出品者数 500 人 

 

 第２節 文化財の保護と活用 

（１）現状と課題 

町の長い歴史の中で生まれ、先人達が築き上げ、守り受け継がれてきた町民共 

有の財産である貴重な文化財は、町民の郷土を愛する心を育むとともに、創造力

豊かな文化の指針となります。また、生活や志向の変化が進む中で、歴史や伝統

や資源の損失、風化、衰退が進みつつあることもまた現状です。 

町内には平成 24 年度現在、指定文化財は、国指定名勝 1 件、県指定有形文化財
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3 件、史跡 1 件、町指定の有形文化財 2 件、天然記念物 1 件、無形民俗文化財 6

件、埋蔵文化財包蔵地として 125 箇所が遺跡台帳に掲載されていますが、特に、

埋蔵文化財包蔵地の調査保護、指定文化財の定期的な調査などの活動は十分とは

いえず、文化財全体での調査保護体制の強化が望まれています。 

また、国指定名勝の「種山ヶ原」の保護と活用、全 6 巻からなる「住田町史」

と「住田の歴史と文化」の活用、民俗資料館の整備と活用による町民の愛護思想

の高揚と後世への確かな伝承が望まれています。 

   伝統芸能においても、それぞれの地域で守り受け継いできていますが、過疎化 

  やリーダーの高齢化など、その維持継承が大きな課題となっています。 

（２）施 策 

   文化財の保護と活用による愛護思想の養成を図り、地域の伝統文化の確かな維

持継承を図ります。 

・文化財の調査研究：指定文化財のパトロールと埋蔵文化財の調査を実施 

・文化財の保護保存：栗木鉄山跡地の整備と活用、国指定種山ヶ原の活用 

・文化財の継承及び生涯学習活動のための整備：文化産業まつり郷土芸能発表会の開 

催、文化財史跡めぐりの開催、民俗資料館の整備と活用、町史等の販売と活用、伝統 

芸能維持継承支援 

指標 

・郷土芸能保存団体数現状維持 

・民俗資料館入館者数延べ 400 人／年 
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町内における指定文化財（平成  年度現在） 

指定区分 種別 名称 指定年 所在地 

国 指 定 記念物 

（名勝） 

イーハトーブの風景地 鞍掛山 

七つ森 狼森 釜淵の滝 イギ

リス海岸 五輪峠 種山ヶ原 

平 17 世田米字子飼沢 

県 指 定 有 形 

（彫刻） 

木造阿弥陀如来坐像 昭 29 世田米字鉢ヶ森 

木造勢至菩薩坐像 昭 44 世田米字鉢ヶ森 

木造観音菩薩坐像 昭 44 世田米字鉢ヶ森 

記念物（史跡） 栗木鉄山跡 平 11 世田米字子飼沢 

町 指 定 有 形 

（彫刻） 

木造定印阿弥陀如来坐像 昭 38 上有住字桧山 

木造聖徳太子像 昭 58 上有住字八日町 

天 然 記 念 物

（植物） 

八幡神社の威徳杉 平 10 上有住字八日町 

無形民俗 大平大念仏剣舞 昭 48  世田米字松ヶ平 

行山流月山鹿踊 昭 48  下有住字高瀬 

金津流外館鹿踊 昭 48  下有住字十文字 

下在大名行列 昭 51  世田米字中井 

大股神楽 昭 51  世田米字田ノ上 

山谷曲録 平 7  世田米字野形 

埋蔵文化財の分布数（平成  年度現在） 

地区 世田米 大 股 下有住 上有住 五 葉 計 

箇所数 26 箇所 31 箇所 16 箇所 36 箇所 16 箇所 125 箇所 

 

 

第６章 生涯にわたり心身の健康をめざしスポーツに親しめる環境づくり 

第 1 節  生涯スポーツの振興 

１ 生涯スポーツの振興 

（１）現状と課題 

運動不足による生活習慣病の増加など、スポーツは健康づくりにも欠かせないこと

から、限られた時間を有効に活用しながら気軽に取り組めるスポーツの普及や機会を

提供し、生涯にわたり積極的に健康づくりを進める意識の高揚を促すことが必要とな

っています。また、東日本大震災により被災され、仮設住宅等で避難生活を送ってい

る方々に対する、スポーツ活動の機会の提供及び支援を継続して行っていくことも必

要です。 

一方、各種目別協会による各種大会では、参加チーム同士の交流が図られています

が、活動を維持･継続するうえで、若年層の企画･推進力の向上と自主運営力の向上が
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今後の競技スポーツ振興を図る上で大きな課題となっています。 

平成 28 年度には国民体育大会が岩手県を会場に開催されます。当町においても、

デモンストレーション競技としてクッブ競技を開催することが決定しており、協会の

設立・競技の普及を推進していくことが必要です。 

（２）施 策 

生涯にわたり積極的にスポーツに取り組める環境の整備や機会の提供、生涯スポー

ツの普及推進のための指導者の養成と資質の向上及び競技団体の組織強化と活性化に

よるスポーツの振興を図ります。 

・スポーツに親しむ機会の提供：すみたスポレク祭の開催、すみたスポーツラリーの

開催、生涯スポーツ情報の提供、総合型地域スポーツクラブの支援と新たなクラブの

設立 

・指導者の養成と資質の向上：各種スポーツ教室の開催・指導者講習会への参加 

・競技団体の組織の強化と活性化：各種大会の支援 

・国民体育大会開催に向けた支援：クッブ協会の設立及びクッブ競技の普及・推進 

・東日本大震災被災者支援：地域スポーツコーディネーターの継続配置 

指標 

・教室参加者数延べ 180 人／年 

≪定着している各種大会≫ 

◇教育委員会・生涯スポーツ推進協議会主催大会 

●家庭バレーボール大会      ●男子成人バレーボールナイターリーグ 

◇地区体育協会及び各種目別協会・生涯スポーツ推進協議会共催大会 

 ●生涯スポーツ推進地区民体育祭  ●町長杯ゲートボール大会 

 ●町長杯グラウンドゴルフ大会   ○町長杯バレーボール選手権リーグ 

 ○バレーボールフェスティバル   ○軟式野球各種大会町予選大会 

 ○町協会長杯ゲートボール大会   ○町老連会長杯ゲートボール大会 

 ○町長杯町民ゴルフ大会      ○インドアソフトテニス大会 

 ○ソフトテニススポ少交流大会   ○町老連会長杯グラウンドゴルフ大会 

 〇LC会長杯グラウンドゴルフ大会  ○共募会長杯グラウンドゴルフ大会 

 ○ナイター野球リーグ 

 ※ ●＝すみたスポーツラリー対象競技 

 

２ 生涯スポーツの推進体制  

（１）現状と課題 

   子供から高齢者まで全ての町民が、気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみ、 

実践できるよう関係機関との連携をもとにした総合的推進組織として、生涯スポーツ 

推進協議会を設けています。 
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 生涯スポーツを活発に進めるために、各種スポーツ教室の開催、地区のスポーツ活 

動、生涯スポーツ表彰事業の実施などを行っています。 

 また、体育協会とスポーツ少年団本部については、事務局が行政組織から独立され、 

多種・多様な活動を行っておりますが、引き続き支援をしていく必要があります。 

（２）施 策 

 ・子供から高齢者まで幅広く親しめるスポーツとして、ニュースポーツの普及やスポ 

ーツ教室、体力テスト等の活動機会の充実を図ります。 

・生涯スポーツ推進協議会を中心に各組織が協力し、生涯スポーツの推進を図ります。 

 ・各地区における自主的なスポーツ実践団体の育成を目指します。 

 ・体育協会とスポーツ少年団本部については、関係者との連絡・調整を密にし支援等 

を行います。 

 

３ 指導者の育成と指導体制の充実 

（１）現状と課題 

   各種スポーツ教室の開催や各種大会への選手派遣、指導者講習会への参加など町内 

  スポーツ団体の育成と競技力向上を図る必要があります。 

  町内には、スポーツ推進委員や生涯スポーツ推進員、各種競技団体とスポーツ少年 

団等の指導員がスポーツの指導者として活動しておりますが、青年層の指導者が少な 

いことが課題となっており養成していく必要があります。 

 （２）施 策 

  ・指導者講習会などへの参加及び指導者講習会等の開催を積極的に勧めるなど、指導 

者の養成と資質向上を図ります。 

・町民のスポーツ・レクリエーションへのさまざまなニーズに対応するため、スポー 

ツ推進委員や生涯スポーツ推進員などが連携し、スポーツ活動の活性化を図ります。 

  ≪スポーツ推進委員の設置状況≫ 

世田米 大 股 下有住 上有住 五 葉 計 

３（２） １ ２ ３ １ １０（２） 

※（ ）は女性スポーツ推進委員で内数 

  ≪生涯スポーツ推進員の設置状況≫ 

  各地区体育協会事務局長：5名及び各種目別協会会長：15名 計：20名 

 

第 2 節  生涯スポーツ施設 

 １ スポーツ施設の整備充実 

（１）現状と課題 

スポーツ施設の整備充実は、町民が生涯にわたって日常生活の中でスポーツに親し

み、健康保持や体力づくりを推進するためには必要不可欠なものです。社会体育館は
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昭和 52 年から、生涯スポーツセンターは平成 10 年から、運動公園については平成

21 年度大規模改修が終了し平成 22 年度からリニューアルされた施設として利用さ

れ、現在では社会体育館は年間約 8,000 人、生涯スポーツセンターは年間約 16,000

人、運動公園は平成 24 年度約 12,000 人が利用しています。また、学校開放としての

町内学校体育施設利用は年間約 35,000 人と多くの方が活用しています。 

なお、運動公園については、大規模改修による機能充実が行われ、東日本大震災

による被災地支援として、23 年度以降大会開催や練習等に活用された。利用者か

らは、大会招致にふさわしい観客席の増設が望まれている。さらに、社会体育館に

ついては、建設後 34 年が経過し、アリーナ床面が老朽化で歪みが発生し、屋根、外

壁等が腐食するとともに、照明器具も老朽化している状況にあり、それぞれの改修に

よる機能の充実が強く求められています。 

（２）施 策 

生涯にわたり積極的にスポーツに親しむための環境づくり、体育施設と管理運営体

制の整備充実により利用促進を図ります。 

・運動公園の野球場・テニスコート・ゲートボール場・河川公園及び平成 25 年 3 月

完成のふれあい広場につきましては、このエリアを一体に捉え、町民が総合的かつ利

用しやすい体育施設としての充実を図ります。：体育施設の整備・改修 

・適切な体育施設の管理運営：体育施設の予約管理体制の整備充実、小中学校体育施

設の開放 

・東日本大震災被災地支援：体育施設及び学校体育施設の開放 

指標 

・施設利用者数延べ 70,000 人／年 
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第７章 事業実施計画 

（単位：千円） 

事業名 

事
業
主
体 

事業内容 
事業量 

事業費 

実 施 年 度 

計 

計画年度内：平成 25～29年度 

森林環境学習 

推進事業 

町 講師謝金 

バス借上代 

事業量 

事業費 

保・小・中・一般：19回 

年間 1,800 

 

9,000 

下有住地区公

民館整備事業 

町 敷地造成等

工事 

事業量 

事業費 

 

 

 

 

中央公民館図

書室整備事業 
町 

拡張工事 
事業量 

事業費 

  

蔵書管理シ

ステム整備 

事業量 

事業費 

  

運動公園 

整備事業 
町 

野球場内野 

補修 

事業量 

事業費 

3,460㎡ 

5,618 

一式 

5,618 

野球場観客 

席増設工事 

事業量 

事業費 

650席 

80,000 

一式 

80,000 

社会体育館 

改修工事 

事業量 

事業費 

アリーナ床・照明・外壁等 

70,400 

一式 

70,400 

周辺環境整

備工事 

事業量 

事業費 
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