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令和３年度教育行政方針 

３月市議会定例会の開会に当たり、令和３年度の碧南市の教育行政方針と主要な施策

の概要を申し上げ、議員の皆様、市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

教育長に就任いたしまして、はや４年となりますが、皆様のご支援をいただきまして

教育行政を推進することができましたことを、心よりお礼申し上げます。 

これからの学校教育では、社会に開かれた教育をすすめてまいります。社会の変化を

見据え、保護者や地域の皆様のお力添えをいただきながら、新たな学びへの進化を目指

します。子どもたちが自ら様々な課題を解決して、自分らしく「生きる力」を育む手助

けができるよう努めていきたいと考えます。また、市民の皆様がスポーツや文化に親し

める機会や環境を整えることで、生涯学習につなげ、有意義で生きがいをもった人生を

送る一助を担ってまいります。 

今後も誠心誠意、教育長の責務を果たし、社会の宝である碧南の子どもたちの育成に

尽力して参りますので引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 

令和２年度を振り返ってみますと新型コロナウイルス感染症の拡大が、小中学校の臨

時休業や各事業の開催中止などあらゆる教育の場面に影響を及ぼし、各分野において新

たな課題を感じた１年でありました。そのような状況下で、児童生徒１人１台端末の導

入、教室への無線ＬＡＮ整備の実現など、子どもの学びを保障する環境整備を進める第

一歩を踏み出すことができました。碧南緑地ビーチコートにつきましては、ビーチスポ

ーツ全般の全国規模の大会も定着し、選手や大会関係者からは施設について高評価をい

ただく中で、ビーチサッカー日本代表候補の合宿にも利用されました。また、老朽化し

ておりました文化会館のトイレについては今年度で改修が完了し、市民の皆様が快適に

利用していただけるようになりました。 

令和３年度についても新たに策定された第６次総合計画の施策の大綱及び碧南市教育

大綱の目標であります「人と文化が育ち・支え合うまち」の実現を目指して、ひき続き

家庭や地域社会・学校や関連機関との連携を図ってまいります。 

 

教育大綱に掲げます施策の方針に沿って本市の教育をめぐる課題を取り上げますと、

学校教育においては、新学習指導要領の完全実施にあたり小学校外国語活動、小学校英



 

 

語専科への更なる対応に加え、プログラミング教育やＩＣＴを活用した教育の推進を図

るための対応が必要となってまいります。また日本語指導が必要な外国籍児童生徒への

日本語教育支援の充実も図っていかなければなりません。 

施設面では、児童生徒が安全で快適な学校生活を送ることができるよう、老朽化した

学校施設の計画的な改修とともに、ＩＣＴ機器等を整備し、児童生徒の情報活用能力を

育成するための学習環境の充実も必要となっております。 

生涯学習・スポーツにおいては、延期となっている東京２０２０オリンピック・パラ

リンピックが間近に迫り、２０２６年にはアジア競技大会が愛知県で開催されます。こ

れを機会に、スポーツ人口の拡大と『碧南市スポーツ推進計画』に掲げるスポーツ実施

率６０％の達成に向け、「元気ッス！運動」の５つの柱（「する」「観る」「学ぶ」

「極める」「支える」）の各事業に取り組んでいかなければなりません。 

芸術・文化においては、魅力あふれる本市の芸術文化施設を、利用者が安心かつ満足

して利用できるように、計画的な改修等への対応が必要となっております。 

 

こうした課題を受けて令和３年度に実施する施策の中で、主な施策について述べさせ

ていただきます。 

一つ目としまして、ＧＩＧＡスクール構想を進め、児童生徒・教師の力を最大限に引

き出すために、ＩＣＴを活用した教育の推進を図ってまいります。 

主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を図り、学習活動の一層の充実のため

に、専門的な知識とスキルを持つＩＣＴ支援員を配置してまいります。そして、１人１

台の情報端末を活用し、多様な子供たち一人一人の資質・能力の育成を目指します。 

二つ目としまして、小学校英語専科事業につきましては、授業の質の平等性を保つた

め、引き続き県費の英語専科教員未配置校に英語専科非常勤講師を配置し、その専門性

による学習効果の向上を図ってまいります。 

三つ目としまして、こちらも継続事業となりますが、外国人児童生徒への対応とし

て、日本語初期指導教室を昨年同様６教室開設するほか、外国人等通訳のできるスクー

ルアシスタントを各小学校へ１名配置し、母国語にて児童生徒や保護者へのきめ細やか

な対応を可能とすることで、支援の充実を図ってまいります。 

四つ目としまして、学校関係施設整備では、老朽化した体育館の外壁や屋根防水の改

修を行い、児童生徒の安全確保と学習環境の改善を図るとともに、学校施設の長寿命化



 

 

を図り、適切な管理に努めてまいります。  

五つ目としまして、引き続き碧南緑地でのビーチスポーツを推進してまいります。 

今後は、ビーチスポーツの裾野拡大と競技力向上に向けた取り組み、また、碧南緑地

ビーチコートの認知度を高めるための取り組みも併せて行い、碧南の魅力向上に資する

よう努めてまいります。 

六つ目としまして、美術館収蔵庫の増設及び既存施設の改修を進めてまいります。 

美術館では開館以来、非常に多くの篤志家からの美術作品等の寄贈や寄託により、収

蔵庫内が飽和状態となっているため令和３年度より収蔵庫増設工事に取りかかります。  

また、築４０年が経過した既存施設の長寿命化などを図るため、休館期間に併せまして

既存施設の改修を行い、美術振興の拠点整備を進めてまいります。 

収蔵庫増設による美術品等の充実と施設の改修により美術館の魅力をさらに増すこと

で、まちづくりの拠点施設としての役割も果たしていきたいと考えています。 

七つ目としまして、芸術文化ホールの設備改修を進めてまいります。 

エメラルドホール及びシアターサウスは当市の芸術文化の拠点として、皆様にご利用

いただいておりますが、舞台照明操作卓は平成５年の開館当時のものを使用しており、

劣化が激しく、故障時には部品の調達も困難な状況となっております。使用中に不具合

が生じて、舞台運営に重大な支障をきたさないよう、早急に改修を行ってまいります。 

八つ目としまして、水族館の施設設備改修を進め、既存施設の長寿命化を図ってま

いります。 

冷水系展示水槽チラーは、老朽化が進んでいることと合わせ、使用している冷媒の国

内生産が全廃しているため、新たな冷媒へと更新するものであります。この他、科学館

エリアの屋根防水改修を行い施設の延命を図ってまいります。 

 

以上、ここに掲げました施策を始めとした様々な教育施策につきましては、今後も引

き続き、地域や関係団体の皆さまのお力をお借りしながら取り組み、各分野における一

層の充実に努めてまいります。 

今後も変わらず、議員の皆様や市民の皆様のご支援とご協力を賜りますよう、重ねて

お願い申し上げ、令和３年度の教育行政方針といたします。 
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碧 南 市 の 概 況 

 碧南市は愛知県のほぼ中央に位置し、北は県内唯一の天然湖沼「油ヶ渕」、

東は矢作川、西と南は衣浦港に囲まれています。温暖な気候に恵まれたこの地

は、古くは江戸への年貢米の積み出し港として栄え、その後、農地の開発や醸

造業、窯業、鋳物製造などの産業によって発展を続けてきました。 

 碧南の市制施行は昭和２３年４月５日、周辺の４つの町村が合併して愛知県

では１０番目の市となりました。さらに昭和３０年には明治村大字西端を編入

し、現在の市域が形成されました。 

 昭和３２年には衣浦港が国の重要港湾の指定を受け、大規模な臨海工業地帯

や港湾施設の整備が始まりました。これをきっかけに碧南市は先端産業と伝統

産業、商業、農業、漁業のバランスがとれた都市として成長を続け、現在に至

っています。 

１ 碧南市役所（市中心部）の位置 

所在地 碧南市松本町２８番地 

北緯 ３４°５３′０５″ 

東経 １３６°５９′３７″ 

海抜  ６．９ｍ 

標高 東角６．３ｍ・西角６．５ｍ 

 

２ 市の大きさ 

東西 ８㎞   

南北 １２㎞   

面積 ３５．８６k㎡  

 

３ 人口・世帯数（令和３年４月１日現在） 

男 ３７，４０４人 

女 ３５，３６１人 

計 ７２，７６５人 

世帯数 ２９，４９８世帯 

 

４ その他 

市の木 カシ 

市の花 ハナショウブ 

姉妹都市 
アメリカ合衆国ワシントン州エドモンズ市 

クロアチア共和国 プーラ市 

文化スポーツ友好都市 愛知県豊田市小原地区（旧西加茂郡小原村） 

青年友好都市 北海道夕張郡由仁町 

   碧南市 

北緯   34゜ 53’

05” 

東経  136゜ 59’

37” 

面積   35.86k㎡  


