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『教育のまち袖ケ浦』を目指し『教育のまち袖ケ浦』を目指してて

　袖ケ浦市では、昨年度より「『自立と協働のまち』人いきいき、緑さわやか、活力あふれるそでがうら」

を将来像とした、新たな総合計画のもとに市政が推進されています。基本理念を「自立と協働」に置き、

行政と市民が協働でまちづくりを進めようという方向を示したものです。

　教育行政においては、これまでの「第一期教育ビジョン」が平成２２年度をもって満了することから、平

成２３年度をスタートとする「第二期教育ビジョン」を策定しました。

　平成１８年度の教育基本法の改正に伴い、第１７条の規定に基づく国の教育振興基本計画を参酌して策定し

たこの「第二期教育ビジョン」は、「袖ケ浦市の教育振興基本計画」にあたるものです。

　これまでの「第一期教育ビジョン」では、生涯学習、学校教育、スポーツレクリエーション、地域文化

の４つの柱を中核に据え、過去１０年間、多岐にわたる事業を展開してまいりました。

　平成２１年８月に実施した「教育ビジョン策定市民意識調査」では、特に「教育環境の整備」や「読書教

育や自然体験学習などの特色ある教育活動」、「市独自のきめ細かな指導」など、教育環境の整備や教育施

策に対する取り組みについて高い評価をいただきました。また、これからの教育の方向については、学校

教育では「基礎学力の向上」、「思考力・判断力・表現力の育成」、「人間関係づくり」が上位を占め、家庭

教育では「しつけやマナー」、「人への思いやり」を、地域の教育では「社会のルールやマナー」を教える

べきという意見が多くありました。

　第二期教育ビジョンは、教育基本法の理念を踏まえ、市の総合計画とも整合を図り、今後１０年間を見据

えた新たな計画としています。策定にあたっては、これまでの成果や課題、市民意識調査の結果や市民と

の意見交換会での意見を踏まえ、教育部内での策定委員会を何度も行いながら、手作りで策定作業にあ

たってまいりました。

　グローバル化の進展、高度情報化社会、少子高齢化の進展等、不透明な未来であっても、これからの袖

ケ浦を、そして日本を背負って立つたくましい人材を育てていきたいという願いから「明日を拓く　心豊

かな　たくましい人づくり」を教育ビジョンの基本目標として掲げました。また、学校での『学び』はも

とより、『生涯を通じた学び』に重点を置き、知恵と品格をもった市民を目指し、『つながる』ことの力の

大きさと喜びを実感できること、更には『支えあう』ことによる協力・協働の実現に向けた学校教育、社

会教育、生涯学習の充実を求め、「学び　つながり　支えあう教育」を本市の教育の基本理念とし、『教育

のまち袖ケ浦』の実現を目指してまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　平成２３年３月

袖ケ浦市教育委員会教育長　川島　　悟　　
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（１）第二期教育ビジョン策定の趣旨
袖ケ浦市教育委員会では、教育全般の基本計画とも言える「教育ビジョン」（計
画期間：平成１３年度～平成２２年度）を策定し、各種事業を実施してまいりましたが、
この計画が平成２２年度をもって満了することから、これからの１０年間を計画期間と
する第二期「教育ビジョン」を策定しました。
この教育ビジョンは、国の教育振興基本計画や本市の総合計画を受け、これから
の新しい時代に向けた本市の教育の望ましい姿を展望し、目指すべき目標やその基
本的な考え方を総合的かつ体系的にまとめたもので、この計画に基づき、各種の教
育施策を展開し、各種事業を推進してまいります。

（２）教育ビジョンの位置づけ
教育基本法第１７条第２項では、「地方公共団体は、国の教育振興基本計画を参酌し、
その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関す
る基本的な計画（教育振興基本計画）を定めるよう努めなければならない」とされ
ています。袖ケ浦市教育ビジョンは、この規定に基づく袖ケ浦市の「教育振興基本
計画」として位置づけます。
計画の策定にあたっては、国の教育振興基本計画と、本市の長期的かつ総合的な
まちづくりの指針である「総合計画」を上位計画として、両計画との整合を図り、
本市が今後１０年間を通じて目指すべき教育の姿を基本目標と基本理念にまとめ、更
にその実現に向けて「今後５年間を通じて取り組む施策」により構成しています。

　　○袖ケ浦市総合計画

　　○袖ケ浦市総合計画の基本構想に示された教育に関する計画
　　豊かな人間性を育む文化の薫るまちづくり
　　　１）新しい時代を担う人材の育成
　　　２）豊かな生涯学習の実現
　　　３）生涯スポーツ環境の充実

１ 第二期教育ビジョンの策定にあたっ１　第二期教育ビジョンの策定にあたってて

　基 本 理 念：「自立と協働」　　　　　　　  
　将来都市像：「自立と協働のまち」
　　　　　　　人いきいき、緑さわやか、活力あふれる袖ケ浦
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（３）教育ビジョンの構成
　　　教育ビジョンは次の項目により構成します。
　　基本目標　→　今後１０年間を通じて本市の教育が目指すべき姿を示したものです。

　　基本理念　→　基本目標を実現するための基本的な考え方や各分野が共通して認識
　　　　　　　　　すべき考え方を表わしたものです。

　　今後５年間を通じて取り組む施策　→　教育ビジョンの基本目標・理念に基づき、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画を確実に推進するために、今後５年間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を通じて重点的に取り組む施策をまとめた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各年度の教育の基本方針及び目標
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「今後５年間を通じて取り組む施策」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に基づき、各年度の具体的な基本方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び目標をまとめ、教育ビジョンの実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現を目指します。

（４）教育ビジョンの計画期間
教育ビジョンの計画期間は、平成２３年度を初年度として、平成３２年度を目標年次
とする１０年計画とします。
また、教育環境の変化等に柔軟に対応するために、計画期間を前期と後期のそれ
ぞれ５年に分け、前期計画期間終了時に５年間を通じて取り組んだ施策について点
検・評価を行い、その内容を後期計画に反映します。
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（１）教育を取り巻く状況
教育を取り巻く環境は著しく変化しています。核家族化や少子高齢化が進み、成
果主義の優先や個人主義が広がり、思いやりやふれあいの心が薄れ規範意識が欠如
するなど、社会問題化しています。
家庭においては、核家族化の進展により、子育て環境が大きく変化し、子育てに
孤立感を募らせ、悩みや不安を抱え支援を必要としている保護者もいます。また、
家庭でのしつけが充分でないなど教育力の低下が懸念されています。
子どもについては、学力の二極化が徐々に進んでいることや、人とのかかわり合

いが苦手であること、基本的生活習慣の乱れ、体力低下、更には規範意識の欠如や
いじめ、不登校といった問題行動の発生が見られます。
地域社会においては、生活様式の変化や価値観の多様化などにより、住民同士の

ふれあいの場が少なくなるなど、これまで培ってきた地域の連帯感が薄れ、子ども
を見守り育んできた地域の教育力の低下が懸念されています。

このような中、教育基本法が６０年ぶりに改正され、これまでの教育基本法に掲げ
てきた普遍的な理念を尊重しつつ、教育の目的を実現するために今日重要と考えら
れる内容が「教育目標」として定められました。また、教育基本法の理念の実現に
向けて、目指すべき教育の姿や取り組むべき施策をまとめた「教育振興基本計画」
が国より示され、４つの基本的方向に基づき、学校・家庭・地域の連携、家庭の教
育力の向上、確かな学力の育成、規範意識を養い豊かな心と健やかな体を育成する
など、これからの教育の具体的な目標が示されました。
地方教育行政に目を向けますと、教育基本法の改正に併せて「地方教育行政の組
織及び運営に関する法律」が改正され、教育委員会の責任体制の明確化や体制の充
実などの規定が新たに示された他、地方分権が更に加速し、地域主権の時代へと流
れが変わりつつあります。
本市では、平成２１年度において、これからのまちづくりの基本方針となる新総合
計画の策定作業を行ったところですが、長引く景気低迷の中、市税収入の急激な落
ち込みなど、財政運営を取り巻く状況は厳しさを増しています。新総合計画に示さ
れた事業を確実に進めていくためには、今後も行政改革を推進するとともに、事務
事業の見直しやコスト縮減に取り組むことが必要となります。また、計画した事業
については、定期的な点検評価を行い、その結果を事務事業に反映する取り組みも
必要であり、これまで以上に効率的、効果的な行政運営が求められます。

２ 教育の現状と課２　教育の現状と課題題
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（２）袖ケ浦市教育のこれまでの取り組み　　　　
　　生涯学習関係

本市では、これまで第一期教育ビジョンに掲げた「多様なライフスタイルに対応
した生涯学習の推進」に沿って多くの施策を展開してきました。

生涯学習推進体制の整備では、生涯学習推進組織の充実を図るため、生涯学習推
進協議会の活性化に努め、同協議会が中心となり実行委員会を組織し、生涯学習推
進大会を開催することができました。また、職員出前講座も新たにスタートさせ、
市民の市政への理解と学習参加を促進することができました。今後は、講座内容の
他、運営方法について更に工夫を加え、よりわかり易い運営に努める必要がありま
す。
社会教育関係団体活動の充実に向けた支援については、より活発な活動を促進す
るため、社会教育関係団体連絡協議会及び加盟１２団体に対し事業の共催や後援をす
るとともに、団体活動に対する支援を行ってきました。市民の多種多様な学習ニー
ズに対応するため、今後もより主体的な活動を継続できる環境づくりを進めていく
必要があります。
生涯学習ボランティアの養成と活用では、市民の学習活動を支援するため、社会
教育推進員や保育ボランティアの養成を図りました。社会教育推進員は、図書館や
公民館の事業の推進に大きな役割を果たしており、今後も、より主体的な活動を
行っていくために、研修の充実を図っていく必要があります。また、保育ボラン
ティアについては、新規加入者や活動者の実人数が減少している状況にあり、更な
る養成が必要となってきています。これからもボランティアの重要度が増していく
中、学んだ成果を地域づくりやボランティア活動に活かせる仕組みづくりが必要と
なります。
生涯学習情報提供システムの充実では、インターネットで検索できる情報提供シ
ステムを整備し、サークルや講座などの情報を発信するとともに、公民館等の施設
台帳を一元管理し、インターネットからの施設利用予約が可能となりました。
今後もホームページを活用した市民への情報提供を進めるとともに、施設窓口で
の学習相談体制を充実させ、市民サービスの向上を図ります。

学習活動の場と機会の拡充では、市民の多様な学習ニーズに応えるため、公民館
や図書館等を学習拠点として、数多くの事業を実施してきました。
公民館事業では、家庭教育学級について子どもの発達段階に応じた内容で実施し
ましたが、他の講座と比較すると参加者が少ない状況です。今後も主要な事業とし
て実施していく必要があり、多くの保護者が気軽に参加できるように講座内容を見
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直すことが必要です。
また、公民館５館構想に基づいた地域の特色を活かした学級、講座を実践してき
ましたが、これからは環境問題をはじめとする生活上の課題や地域の課題を掘り起
こし、人づくり、地域づくりを目指した学習支援を行っていく必要があります。
さらに、高齢化社会の進展により、高齢者の生きがいを促進する学習も今以上に
必要となってきます。
施設整備については、市民会館の音響設備や平川公民館の改修等を実施しました。
その他の公民館についても、老朽化が進み、機械設備類の更新をはじめ、屋根等の
建物の改修の時期を迎えますが、学習活動の拠点と緊急避難所としての機能を備え
ることからも、計画的な改修が必要となっています。
また、図書館では第二次図書館サービス網計画の指針に基づき、市民の読書活動
の充実に取り組んだ結果、市民一人当たりの年間読書冊数が増加しています。
しかし、根形公民館及び平岡公民館の図書室については、多様化する生涯学習活
動に対応した公民館運営を行なうことや、施設の有効利用を図る上からも、今後、
公民館事業と一体となった運営のあり方について検討する必要があります。

青少年健全育成の推進では、青少年育成袖ケ浦市民会議の地区組織として、地区
住民会議が市内５地区に設置され、学校、家庭、地域の連携を図るための体制が整
いました。また、公民館、図書館、博物館等では青少年を対象とした事業を実施す
るなど、地域の実情に応じた特色ある行事が実施され、多くの参加を得ることがで
きました。　
しかし、青少年を取り巻く環境は決して良好とは言えず、インターネット犯罪の
増加や凶悪犯罪の低年齢化など様々な問題が発生し、地域においても不審者の問題
などで子どもの安全が脅かされている状況にあります。今後も地域全体で子どもた
ちを守り育てるという意識を醸成し、地区住民会議と社会教育機関の連携がより一
層重要となります。

文化活動の推進では、「個性豊かな地域文化の創造と継承」という視点から、学
校音楽鑑賞教室、袖ケ浦美術展等を実施するとともに、文化協会主催の市民芸術劇
場を支援するなど、文化芸術活動を推進しました。今後も、各事業の運営に工夫を
重ねるとともに、市民主動による事業展開を推進することが必要です。　
文化財の調査と収集活動については、埋蔵文化財の調査、収集を行うとともに、
その保護及び保存等に努めました。また、新たに「上総掘りの技術」が国の重要無
形民俗文化財に、「山野貝塚」が県の史跡に指定されました。今後は、郷土博物館
等との連携を図り、山野貝塚の保存活用計画を策定するとともに、他の文化財と併
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せて、市民への周知と有効活用を進める必要があります。

郷土の歴史と文化の保存・継承では、博物館活動において、地域の歴史に関する
調査研究を行うとともに、「民俗の知恵と技セミナー」などの教育事業を実施し、
限られた予算の中で、創意工夫を重ね、企画展などの充実を図りました。また、博
物館ボランティアとして市民学芸員を養成し、市民学芸員自らが展示活動の企画か
ら運営までを行うなど、市民と協働する望ましい姿がみられるようになり、博物館
活動の充実が図られました。今後は、市民学芸員活動の支援と人材育成を図るとと
もに、博物館資料のデジタル化とその活用方法が課題となっています。

　　学校教育関係
学校教育分野では、「社会の一員として生きる力を育む学校教育の推進」を目標に
掲げ、様々な施策に取り組んできました。

幼児教育の充実については、幼稚園教育要領に示されている「健康」、「人間関係」
「環境」、「言語」、「表現」の５領域のバランスを図り、「遊び」の中で生きる力の基
礎が培われるように努めてきました。また、今井幼稚園では読書活動、中川幼稚園
では英語活動を取り入れ、特色ある幼稚園づくりを行ってきました。今後は、小学
校教育との学びの連続性を考慮し、幼稚園・保育所・小学校との連携を図る必要が
あります。
子育て支援体制の整備については、保護者の相談に随時対応してきましたが、い
つでも相談を受けることのできる体制の整備が必要です。また、子育てに悩みをも
つ保護者が増えていることから、今後も子育てに対する相談や情報提供の充実を図
る必要があります。

生きる力を育む学校教育の推進として、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育
成を図ってきました。特に、本市が独自に取り組んできた少人数指導推進教員（さ
わやか教員）や特別支援教員、読書指導員、スクールカウンセラー、心の相談員等
の配置は、個に応じたきめ細かな指導の充実を図るうえで大きな成果をもたらしま
した。また、平成１１年度より実施した自然体験学習は、大自然の中での困難体験や
生活体験を通して、心豊かなたくましい児童生徒の育成を図る取り組みとして、大
きな成果をあげました。
特別支援教育の充実については、これまで取り組んでいた教育関係者に医療部門、
福祉部門の関係者を加え、特別支援連携協議会や特別支援専門家チーム会議により、
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一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実を図ることができました。
平成１４年度から導入した学校評議員制度や平成２０年度から導入した学校評価制度
は、開かれた学校づくりを推進し、学校運営の改善に大きく寄与しました。
平成１８年度からは、スクールサポーター２名を配置した児童生徒指導センターを
開設し、生徒指導上の諸課題に取り組む学校への支援の充実を図ってきました。特
に、関係機関との連絡・調整、生徒指導に関する指導・助言、子どもの安全に関す
る指導・助言及びパトロール等に成果をあげてきました。
これらの取り組みの結果、現在、本市の小中学校は大変、落ち着いた環境の中で
児童生徒の学習活動が営まれています。充実した学校経営を基盤に、体力づくりの
コンクールにおいては４校が文部科学大臣賞を受賞、その他、運動系競技や文化芸
術系コンクールにおいても多くの業績をあげてきました。
今後は、学力の２極化への対応を図るとともに、小一プロブレム、中一ギャップ
等に対応するため、幼稚園・小学校・中学校の連携を進め、学びの連続性を考慮し
た教育課程の編成が急務となっています。また、これまでの開かれた学校づくりを
さらに進め、学校・家庭・地域が一体となって子どもを育てる環境をつくりあげる
必要があります。

社会の変化に対応する学校教育の推進では、情報教育、読書教育、国際理解教育、
環境教育、福祉教育の５つの柱を中心に取り組んできました。
特に、情報教育の推進では、コンピュータの児童生徒１人１台体制、校内ＬＡＮ、
教育関係機関のネットワーク化等の整備を他市に先駆けて行いました。また、文部
科学省指定研究「次世代ＩＴを活用した未来型教育開発研究事業」にも取り組み、
児童生徒の情報活用能力の育成に大きな成果をあげました。
読書教育の推進では、読書センター機能として、読書指導員を全小中学校に配置
し、読書環境の整備を図るとともに、全校一斉読書活動や読書指導に力を入れ、本
好きな子どもの育成に努めてきました。また、情報機器の整備、蔵書検索システム
や図書流通システムの活用、学校図書館と公共図書館、博物館等とのネットワーク
化を進め、学習・情報センターとしての機能の向上を図るとともに、学び方ガイド
の作成、調べる学習賞コンクールの開催等にも取り組んできました。
さらに、文部科学省指定研究事業である「学校図書館情報化・活性化推進モデル
地域事業」（H１０～H１２）、「学校図書館支援センター推進事業」（H１８～H２０）、「『読
む・調べる』習慣の確立に向けた実践研究事業」（H１９～H２０）にも取り組み、読書
活動優秀実践校文部科学大臣表彰を６校が受賞、全国調べる学習賞コンクールにお
いて、市内児童生徒の約半数が作品を出品し、連続して入賞者数全国一を果たし、
１４名の児童生徒が文部科学大臣奨励賞を受賞するなど「子ども読書の街」として全
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国からも注目されています。
国際理解教育の推進においては、全中学校に外国語指導助手を、全小学校に英語
活動講師を配置し、小学校１年生から体験的な英語活動に取り組んできました。そ
の結果、日常生活のあらゆる場面で外国語指導助手等の英語に触れる機会を増やし
たことで、英語を楽しいと感じる児童生徒が増えてきました。
今後は、新たな社会の変化への対応として、地球温暖化等に代表される環境教育
への対応、望ましい職業観や勤労観を養うキャリア教育の推進、望ましい食習慣を
身に付けさせる食に関する指導の充実、伝統文化に触れ郷土を愛し担う教育等に取
り組む必要があります。

学校施設の整備充実については、安全・安心な施設を目標に校舎の耐震補強を実
施するとともに、良好な施設環境を維持していくため大規模改修工事を計画的に実
施しました。平成２２年度末現在の耐震化率は７８．９％となっていますが、安全・安心
な教育施設を確保する観点から、今後も学校施設の耐震化を最優先に進めることが
急務となっています。また、教育環境の変化に対応し、施設の有効利用や長期間の
使用に耐えることからも、教育施設の改修を計画的に進める必要があります。
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　　スポーツ・レクリエーション関係
スポーツ・レクリエーション分野では、「健康で心のかようスポーツ・レクリエー
ションの振興」を目標に掲げ、様々な施策に取り組んできました。
スポーツ・レクリエーションの振興は、その活動が競技性を伴うものだけでなく、
健康づくりや潤いのある生活づくり、地域のつながりを生み出すものとして市民一
人ひとりの生活の中に根付いてきています。

スポーツ・レクリエーション推進体制の充実については、地域スポーツ振興の中
心的役割を果してきた体育指導委員協議会を始めとして、社会体育公認指導員会、
体育協会など関係団体の育成や市独自の地域スポーツ指導者の養成などを推進して
きました。この取り組みは今後も推進体制を充実する上で重要です。
スポーツ・レクリエーション情報の提供と相談体制の整備については、広報紙や
ホームページを中心に行ってきましたが、市内各スポーツ・レクリエーション団体
の活動やスポーツ施設の利用に関する情報提供の充実が更に求められています。
また、今後は市民が気軽にスポーツ・レクリエーションに関する相談ができる体
制の整備が必要です。
スポーツ・レクリエーション活動の充実の取り組みでは、学校体育における体育
指導の充実により、中学生の体力は男女とも向上しています。平成２１年度の体力、
運動能力調査においても、全国のトップレベルであり、生徒の体育に関する意識も
高まっています。今後は、小学生、特に低学年や幼稚園における体力づくりや外遊
びなどのあり方についての取り組みが課題となっています。

　　　地域スポーツ・レクリエーション活動の充実として、その中心となる総合型地域
スポーツクラブの設立に取り組み、市内５クラブの設立とその後の活動により大き
な成果をあげています。この活動は、これからの生涯スポーツ環境を拡大する上で
大きな役割を持つものです。今後、各自治会や関係諸団体との連携を確立し、ス
ポーツ活動の場に加え、地域のつながりを高める活動に位置づけて行く必要があり
ます。
また、市内には総合型地域スポーツクラブの他、地区のスポレク振興会、各ス
ポーツ関係団体等がありますが、団体間の連携、統合のあり方を検討する必要があ
ります。
競技スポーツ活動の充実については、組織的な活動が積み上げられている体育協
会専門部がありますが、会員の確保や活動状況等の情報発信が課題となっています。
また、発育発達期からの一貫した指導が可能な指導体制の更なる整備が必要です。
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スポーツ・レクリエーション施設の整備と活用については、平成１６、１７年度に臨
海スポーツセンターのプール棟、管理棟改修を実施し利便性の向上を図りました。
総合運動場においても、第６５回国体開催（平成２２年）を契機として機能向上を進め
てきましたが、全体的に施設の老朽化は否めず、安全性の向上や各地区社会体育施
設の整備・充実が課題となっています。
学校体育施設の利用促進については、学校体育施設は地域住民にとって最も身近
なスポーツ施設であり、市内全校で開放利用団体が活発に活動をしています。現状
でも利用が飽和に近い学校があるため、開放利用団体が総合型地域スポーツクラブ
に加入して活動するなど、より効率的な利用方法の検討が必要です。
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　社会や経済が急激に変化する中で、これからの教育を取り巻く環境も大きく変わるこ
とが予想されます。

（１）子どもの減少
近年、児童生徒数は全国的にも減少しています。本市においては、昭和６１年を
ピークに毎年減少し、平成２２年５月現在では５，２５５人と総人口に占める割合は８．６％
（５，２５５人/６１，３５３人）となっています。また、今後１０年間を見ても毎年約１００人程度
減少していくことが予想されています。

（２）高齢化社会の到来
少子化が進む一方で高齢化社会も進展しています。本市の高齢者（６５歳以上）数
を見ると、平成１５年においては、総人口に占める割合が１４．８％（高齢者数８，９４５人
／総人口６０，５５７人）であったものが、平成２０年には１８．３％（高齢者数１１，１６７人／総
人口６０，９９９人）と年々増加傾向にあり、更にその割合は増加し、平成２５年には２２．５％
となることが見込まれています。

３ 今後予想される教育を取り巻く環境の変３　今後予想される教育を取り巻く環境の変化化

3,931
3,815 3,779

3,673 3,626 3,579 3,580 3,584 3,554 3,554 3,564 3,590 3,556

4,081
4,191

2,339 2,338 2,281 2,206 2,117 2,062 1,988 1,959 1,886 1,793 1,793 1,765 1,825 1,753 1,790

平成７年 平成８年 平成９年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

3,510

1,745

平成22年

4000

3000

2000

1000

0

児童生徒数の推移　小学校 児童生徒数の推移　中学校

児童生徒数の推移（各年５月１日現在）

11.0％
10.6％ 10.2％ 9.9％

9.6％ 9.3％ 9.2％ 9.0％ 8.9％ 8.8％ 8.8％ 8.9％ 8.8％ 8.8％ 8.6％

11.3％総人口に占める割合

高齢者数と高齢化率（各年10月１日現在）



12

（３）核家族化の進展
少子化や高齢化の進展とあいまって、核家族化も急激に進むことが予想されます。
この要因として、女性の社会進出や子育て環境の変化等により、女性が一生を通じ
て子どもを出産する数が減少していることがあげられます。
また、子どもも成長とともに都会に出て単身世帯となること、更には都会で家庭
を持つことにより、子育てを終えた夫婦のみの世帯が増えており、今後も更にこの
傾向は進むものと予想されます。

（４）子どもの変化
保護者の教育に対する考え方や経済格差等の反映により、子どもの学力、体力の
２極化が進むことが予想されます。また、発達障害の子どもが増え、特別支援教育
の重要性がこれまで以上に高まることが予想されます。

（５）子どもの基本的生活習慣と食育への取り組みの必要性
子どもが健やかに成長するためには、望ましい基本的生活習慣を身に付けさせ、
生活リズムを向上させる「早寝・早起き・朝ごはん」を実践することが必要とされ
ています。
特に、生きる力の基礎となる「食」については、食育基本法が施行され、国をあ
げて「食育」に対する取り組みが進められている中で、学校における食に関する指
導についても、更にその必要性が高まり、望ましい食習慣の確立に向けた指導の充
実が必要とされています。

（６）子どもの体験活動の必要性
子どもの豊かな人間性や社会性を育むことや、望ましい勤労観や職業観を身につ
けるために、様々な活動を体験することが重要とされています。今後、社会体験活
動や自然体験活動等、子どもの発達段階に応じた内容の充実が一層求められます。

（７）人間関係の希薄化
生活様式の変化や価値観の多様化などにより、住民同士のふれあいの場が少なく
なっています。また、インターネットや携帯電話などの急激な普及により、様々な
情報を容易に収集できることや、人と直接会話することなく自分の意思を伝えるこ
とができるために、電子メールなどの手段でしか自分の意思を表現できない若者が
増えるなど、人間関係の希薄化が進むことが懸念されています。
更には、社会のルールや協調性を無視した行動が多発し、暴力事件に発展するよ
うな例も多くあることから、気が付いてもかかわりを避けようとするなど、社会性
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の欠如も懸念されます。

（８）産業構造の変化
産業・就業構造の変化や終身雇用制の崩壊、正規職員削減による人件費抑制など
の雇用形態の変化により、価値観やライフスタイルが変わり、望ましい勤労観や職
業観が崩壊することが予想されます。

（９）健康志向の高まり
ライフスタイルや食生活の変化などにより、メタボリックシンドロームなど生活
習慣病の増加が危惧されています。
近年、総合型地域スポーツクラブの普及と併せて、市民の健康に対する関心は高
く、ウオーキングなどの軽スポーツを始め、本格的な競技スポーツやトレーニング
など、余暇時間を中心として様々な活動がなされています。
健康づくり支援センター「ガウランド」の利用状況を見ると、高齢者を含め多く
の市民が利用しています。また、教育ビジョン策定に伴う市民意識調査においても、
運動やスポーツに対する市民の関心は高く、更にこの傾向は進むことが予想されま
す。

（１０）教職員の世代交代
今後、教職員の大量退職期を迎え、教職員の大幅な世代交代が進むことから、教
師の資質の向上に向けた取り組みが求められます。
また、学校のゆとりのなさが指摘され、教師が子どもたち一人ひとりと向き合え
る環境づくりも求められ、退職教員や経験豊かな社会人等を活用することの必要性
が高まっています。

（１１）教育施設の改修時期の到来
本市では、昭和５０年代後半から平成１０年代にかけて、学校教育施設をはじめ社会
教育施設である公民館、図書館などの施設整備を数多く進めてきました。
学校教育施設については、建築基準法の構造基準が改正になった昭和５６年以前の
建物の早期耐震化が必要なことや、耐震性が確保されている建物であっても、築後
２５年以上経過し老朽化も進んでいます。また、学校給食施設についても、新たに示
された「学校給食衛生管理基準」を満たした施設の整備が急務であることや、アレ
ルギー対策、地産地消などの取り組みも求められます。
社会教育施設についても、同様に機械設備類や建物の老朽化が進んでおり、施設
機能の維持と多様化する教育環境に対応した施設の改修を必要とする時期を迎えま
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す。
このように、教育施設については、大規模改修をはじめとして施設の適正な維持
管理に向けた取り組みが必要となりますが、財政を取り巻く環境も厳しさを増すこ
とが予想され、計画的かつ効率的な実施が求められます。
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（１）基本目標
　基本目標：「明日を拓く　心豊かな　たくましい　人づくり」　

教育の普遍的な目標は「人づくり」にあります。社会がめまぐるしく変化する中
にあっても、将来を見据え、しっかりとした教育への取り組みが必要です。
袖ケ浦市教育ビジョンは、夢のある豊かな未来の実現に向け、「心豊かな　たくま
しい人」を育む教育を推進します。
将来を担う子どもたちには、規範意識や人としての優しさを兼ね備えた「心の豊
かさ」と、「確かな学力」、「健やかな体」を育む教育を推進します。
また、市民においては、生涯学習活動やスポーツ活動を通じ、自らが学んだこと
を活かし、社会に貢献するなど、「健康で心豊か」な生涯学習社会の実現に向け、
基本目標を「明日を拓く　心豊かな　たくましい　人づくり」として教育の振興を
図ります。

４ 今後１０年間に目指す教育の４　今後１０年間に目指す教育の姿姿
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（２）基本理念
　基本理念：学び　つながり　支えあう教育の推進　

第二期教育ビジョンは、これまで取り組んできた第一期教育ビジョンの基本的な
考え方を大切にしつつ、今後１０年間（平成２３年度から３２年度まで）の基本理念を
「学び　つながり　支えあう教育の推進」とします。
改正された教育基本法では、生涯学習の理念として、様々な機会を通じて学習し
た成果を社会に生かすことや、今日重要とされている「家庭教育」、「幼児期の教育」、
「学校、家庭、地域の連携」などの内容が新しく示されました。
また、教育振興基本計画においても、「社会全体の教育力の向上」が目標の一つ
として掲げられています。
社会が複雑化して人と人とのふれあいが薄れ、孤立化が進んでいると言われる現
代において、人間として「学ぶ」ことを続けながら、親子や隣人が「つながり」、
そして「支えあう」ことが、これからの時代に求められています。
第二期教育ビジョンでは、今日的な課題でもある「地域」、「子ども」、「市民」の
３つの項目に重点を置き、子どもを含む全ての市民が「学び　つながり　支えあう」
ことのできる『教育のまち　そでがうら』の実現を目指します。
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袖ケ浦市教育ビジョンの概要
今後１０年間に取り組む教育の姿

威

慰

惟

易

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意

意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意
意

基　本　目　標

　教育の普遍的な目標は「人づくり」にあります。社会がめまぐるしく変化する中にあっても、
将来を見据え、しっかりとした教育への取り組みが必要です。
　袖ケ浦市教育ビジョンは、夢のある豊かな未来の実現に向け、「心豊かな　たくましい人」を
育む教育を推進します。
　将来を担う子どもたちには、規範意識や人としての優しさを兼ね備えた「心の豊かさ」と、
「確かな学力」、「健やかな体」を育む教育を推進します。
　また、市民においては、生涯学習活動やスポーツ活動を通じ、自らが学んだことを活かし、
社会に貢献するなど、「健康で心豊か」な生涯学習社会の実現に向け、基本目標を「明日を拓く
心豊かな　たくましい　人づくり」として教育の振興を図ります。

 「明日を拓く　心豊かな　たくましい　人づくり」　
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇
空 偶

基　本　理　念

学び　つながり　支えあう教育の推進
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇
空 偶

　第二期教育ビジョンは、これまで取り組んできた第一期教育ビジョンの基本的な考え方を大
切にしつつ、今後１０年間の基本理念を「学び　つながり　支えあう教育の推進」とします。　

○袖ケ浦市教育に求められているもの
・地　域　→　学校と家庭との連携による子どもを育む取り組みや、様々な活動を通じた地域のふれあい
・子ども　→　夢をもち、心豊かな、たくましい子どもの育成
・市　民　→　身近な学習機会を通じて学び、地域に還元する知の循環型の生涯学習社会の構築

↓

基本目標の実現に向けての取り組基本目標の実現に向けての取り組みみ

　社会が複雑化して人と人のふれあいが薄れ、孤立化が進んでいると言われる現代
において、人間として「学ぶ」ことを続けながら、親子や隣人が「つながり」そして
「支えあう」ことが、これからの時代に求められています。
　第二期教育ビジョンでは、今日的な課題である「地域」、「子ども」、「市民」の３つ
の項目に重点を置き、それぞれが連携し、子どもを含む全ての市民が「学び　つなが
り　支えあう」ことのできる『教育のまち　そでがうら』の実現を目指します。
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香
穀

高
高
高

子ども
夢をもち 心豊かな たくましい
子どもの育成を目指します

基本目標を実現する施策イメー基本目標を実現する施策イメージジ（今後５年間に取り組む施（今後５年間に取り組む施策）策）

連携 連携

連携地　域
地域全体で子どもを育む
環境づくりを推進します

市　民
市民一人ひとりの生涯を通じた

学習を支援します

学び　つながり　支えあう教育の推進
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇
空 偶

今後５年間に取り組む施策

地　域 子ども 市　民
香
穀

香
穀

地域全体で子どもを育む環境づ
くりの推進

夢をもち　心豊かな　たくまし
い子どもの育成

市民一人ひとりの生涯を通じた
学習の支援

学校・家庭・地域の連携強化による
地域の教育力の向上を図ります

家庭の教育力の向上を図ります

地域の拠点づくりを推進します

学校の教育力の向上を図ります

安全・安心で質の高い教育環境
を整備します

郷土の歴史と文化の保存・継承
に努めます

ライフスタイルに応じたスポー
ツ・レクリエーション環境の充
実を図ります

「生きる力」の基礎を培う幼児
教育を推進します 生涯学習推進体制を整備します

「生きる力」を育む学校教育を
推進します

人と人をつなぐ社会教育の充実
を図ります

社会の変化に対応する学校教育
を推進します

地域に根ざす文化・芸術活動を
推進します



19

５ 今後５年間を通じて取り組む施５　今後５年間を通じて取り組む施策策

基本目標：明日を拓く　心豊かな　たくましい　人づくり
基本理念：学び　つながり　支えあう教育の推進

今後５年間を通じて取り組む施策

目　　標 施策の方向性 施　　　　策

地
　
　
域

繋

蛍

茎

計

罫

罫

荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊

荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊

第１

地域全体で子ど

もを育む環境づ

くりの推進

１）学校･家庭・地域の連携強
化による地域の教育力の
向上を図ります

①地域ぐるみで学校を支援する体制づくり
②地域で子どもを守る体制づくり
③子どもたちの体験・交流活動等の場づくり
④地域の人材や民間の力も活用した実践的教育の推進
⑤地域の伝統文化、郷土に親しむ活動の推進

→

２）家庭の教育力の向上を図
ります

①家庭教育への支援
②子育て支援体制の充実
③子ども読書活動の推進

３）地域の拠点づくりを推進
します

①公民館における青少年事業の充実
②地区住民会議への支援
③子どもの社会性を育む総合型地域スポーツクラブ活動の充実

子
　
　
ど
　
　
も

繋

蛍

茎

計

罫

罫

荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊

荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊

第２　

夢をもち心豊か

なたくましい子

どもの育成

１）「生きる力」の基礎を培う
幼児教育を推進します

①幼児教育の充実と特色ある幼稚園づくりの推進
②幼稚園・保育所・小学校の連携の推進
③幼稚園における子育て支援体制の整備

２）「生きる力」を育む学校教
育を推進します

５）安全・安心で質の高い教
育環境を整備します

①規範意識の醸成と「豊かな心」の育成
②基礎・基本の確実な習得と「確かな学力」の育成
③健康に関する意識の向上と｢健やかな体」の育成
④一人ひとりの自立を育む生徒指導の充実
⑤教育相談及び不登校等の子どもへの支援の充実
⑥一人ひとりの可能性を伸ばす特別支援教育の充実
⑦伝統・文化・郷土を学ぶ教育の推進

①安全・安心な教育環境の整備
②子どもの安全を守る方策の推進
③質の高い教育環境の整備
④教育機会均等の確保

３）社会の変化に対応する学
校教育を推進します

４）学校の教育力の向上を図
ります

①環境保全に寄与する意識を育む環境教育の推進
②情報活用能力を育む情報教育の推進
③探究型の学力を育む読書教育の推進
④望ましい勤労観や職業観を育むキャリア教育の推進
⑤コミュニケーション能力を育む国際理解教育の推進

①教職員の指導力の向上
②学校間の連携の推進
③教職員が子どもたち一人ひとりと向き合える環境づくり
④積極的な情報公開と学校評価の活用による学校運営の改善

市
　
　
民

繋

蛍

茎

計

罫

罫

荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊

荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊

第３　

市民一人ひとり

の生涯を通じた

学習の支援

１）生涯学習推進体制を整備
します

①生涯学習ネットワークの整備充実
②生涯学習ボランティアの養成と活動の促進
③生涯学習情報の収集と提供システムの充実
④社会教育関係団体の活動への支援

２）人と人をつなぐ社会教育
の充実を図ります

①市民への学習機会の提供と公民館活動の充実
②市民に親しまれる図書館活動の充実
③利用者ニーズに沿った施設の整備

３）地域に根ざす文化・芸術
活動を推進します

①文化・芸術振興のための市民活動の支援
②文化・芸術鑑賞機会の充実

４）郷土の歴史と文化の保
存・継承に努めます

①文化財の調査と指定
②文化財の保護と活用
③伝統文化継承活動の支援
④博物館活動の充実

５）ライフスタイルに応じたス
ポーツ・レクリエーショ
ン環境の充実を図ります

①市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション活動の推進
②スポーツ・レクリエーション施設の整備

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→
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　子どもの成長において、家庭や地域の担う役割は極めて大きなものがあります。
　学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を認識し、連携・協力を進めることが今まで
以上に重要になっています。
　そのため、本市では、様々な体験や交流を通じた地域における子どもたちの学びの場
を整備し、充実させていきます。
　また、教育の原点である家庭に対して、関係機関と連携しながら子育てに関する相談
や情報提供の充実を図ります。
　さらに、子どもの成長を見守り支える地域の団体を支援するとともに、子どもたちの
交流や学習を行う拠点づくりや、地域社会全体で子どもの健やかな成長を支える環境づ
くりを推進します。

◎主な施策の目標
　１）学校・家庭・地域の連携強化による地域の教育力の向上を図ります
　２）家庭の教育力の向上を図ります
　３）地域の拠点づくりを推進します

１ 地１　地　　　域域

地域全体で子どもを育む環境づくりの推地域全体で子どもを育む環境づくりの推進進
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　学校・家庭・地域が一体となり、地域ぐるみで学校を支援する体制づくりが求められ
ています。
　そのため、各学校におけるPTA活動の充実を図るとともに、中学校区ごとに学校支援
ボランティアを組織し、活動の充実を図ります。
　また、それぞれの学校の状況に応じて、地域ぐるみで学校の教育活動の支援を行い、
教員や地域の大人が子どもと向き合う時間を増やし、学校の教育活動の更なる充実を図
ります。さらに、子どもたちが多様な知識や経験を持つ地域の大人とふれ合う機会を増

１）学校・家庭・地域の連携強化による地域１）学校・家庭・地域の連携強化による地域のの

教育力の向上を図りま　　教育力の向上を図りますす

① 地域ぐるみで学校を支援する体制づく　①　地域ぐるみで学校を支援する体制づくりり

社会が複雑多様化し、子どもを取り巻く環境も大きく変化しています。家庭や社会が複雑多様化し、子どもを取り巻く環境も大きく変化しています。家庭や地地
域においても教育力が低下する一方で、学校では、過剰な役割が求められ、同時域においても教育力が低下する一方で、学校では、過剰な役割が求められ、同時にに
様々な課題も抱えています様々な課題も抱えています。。
これからの教育は、学校だけが役割と責任を負うのではなく、これまで以上にこれからの教育は、学校だけが役割と責任を負うのではなく、これまで以上に学学
校、家庭、地域の連携を深めていくことが不可欠となっています校、家庭、地域の連携を深めていくことが不可欠となっています。。
本市では、学校・家庭・地域・企業が連携し、地域全体で心と体のたくまし本市では、学校・家庭・地域・企業が連携し、地域全体で心と体のたくましいい

「がうらっ子」の成長を支える環境づくりを推進します「がうらっ子」の成長を支える環境づくりを推進します。。

　①　地域ぐるみで学校を支援する体制づくり

　②　地域で子どもを守る体制づくり

　③　子どもたちの体験･交流活動等の場づくり

　④　地域の人材や民間の力も活用した実践的教育の推進

　⑤　地域の伝統文化、郷土に親しむ活動の推進
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やし、学校の環境整備、学習活動、部活動等の一層の充実を図り、多くの大人の目で子
どもたちを見守り、よりきめの細かな教育を実現します。
　　・学校支援ボランティアの推進
　　・各校ＰＴＡ及び市ＰＴＡ連絡協議会の活動の充実

② 地域で子どもを守る体制づく　②　　地域で子どもを守る体制づくりり

　社会の変化とともに、子どもを取り巻く地域環境も大きく変化し、不審者の問題等、
子どもの安全が脅かされています。
　そのため、「袖ケ浦市防犯対策委員会」をはじめとして、学校、家庭、地域の関係機
関が連携し、登下校時や放課後に学校安全パトロールを実施します。
　また、「子ども１１０番連絡所」の拡充を図り、地域全体で子どもの安全を守る体制を整
備します。
　　・学校安全パトロールや「子ども１１０番連絡所」の充実
　　・袖ケ浦市児童生徒安全対策検討委員会による防犯・安全対策の推進

③ 子どもたちの体験･交流活動等の場づく　③　子どもたちの体験･交流活動等の場づくりり

　昔から子どもたちは、地域の人たちや異学年同士の交流により、上下関係をはじめと
した人間関係を自然と築いてきたり、地域の高齢者から様々な遊びや体験を学んだりと、
人と人とのふれあいの中で、様々な経験を積んできました。
　子どもの教育は、学校だけで行うものではありません。子どもが成長するためには、
学校の教育力はもちろんのこと、家庭・地域の教育力、そして相互の連携が必要になっ
てきています。
　そのため、学校・家庭・地域で子どもたちに関する様々な情報を共有し、それぞれの
役割を認識するとともに、「地域の子どもは地域で守り育てる」という気持ちを持って、
地域の子育て経験者や関係団体と連携し、地域と一体となった取り組みにより地域の教
育力の向上に努めます。
　また、子ども会やＰＴＡをはじめとした社会教育関係団体では、地域の特色を生かし
た各種事業を実施し、様々な体験活動の場や学習機会の提供に努め、子どもたちの自主
性、協調性、社会性を育みます。
　　・子ども会やＰＴＡ等の行う各種事業への支援
　　・青少年相談員の支部活動の充実
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　核家族化・少子化など社会環境の変化に伴い、社会の一員として生きる力が求められ
ています。
　そのため、学校・家庭・地域の連携により、専門的な知識・技能を有する地域の人材
や民間企業等をアドバイザーバンクとして整備し、その力を子どもたちの学びに活かせ
るような実践的な教育を推進します。
　　・アドバイザーバンクの拡充と活用
　　・企業や研究施設等に勤務する人材の活用

④ 地域の人材や民間の力も活用した実践的教育の推　④　地域の人材や民間の力も活用した実践的教育の推進進

　産業構造や社会環境が大きく変化する中で、子どもたちが郷土の歴史や伝統文化に関
心や理解を深め、郷土愛を育むことが求められています。また、次世代に伝統文化を継
承し、発展させることも課題となっています。
　そのため、子どもたちが郷土に伝わる伝統文化活動に参加する機会や成果発表の場を
設けます。
　また、継承する団体への理解と活動に対する支援に努めるとともに、さらには、博物
館が長年にわたって築いてきた地域を知り、学ぶことができるプログラムの特徴を生か
し、出前授業や校外学習支援など博物館が学校との連携を図ることで子どもたちにより
よい教育環境を提供します。
　　・子どもの伝統文化活動への参加及び発表の場の推進 
　　・伝統文化継承団体への支援
　　・博学連携の推進

※博学連携とは、博物館と学校がそれぞれの教育機能を相乗的に活用し、効果的な
教育・学習を行なう活動。

⑤ 地域の伝統文化、郷土に親しむ活動の推　⑤　地域の伝統文化、郷土に親しむ活動の推進進
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　家庭は全ての教育の原点であり、基本的な生活習慣の習得や規範意識を養う重要な役
割を担っています。
　これまでは、祖父母や地域の人達などから、子育てに関する知識が親に伝えられ、子
育ての手助けも行われてきました。しかし、核家族化が進む現在では、これらのことが
薄れ、子育てに悩みや不安を抱えている親の存在も否めません。
　そのため、社会教育機関では発達段階に応じた、子育てに関する学習機会を充実する
とともに、学校・家庭・地域が連携・協力し、地域全体で子育てに対する意識を高める
ことで家庭の教育力を支援します。
　また、家庭教育支援に関する総合的な取り組みについて、関係機関が連携して推進す
る方策について検討を行ない、その実現を図ります。
　　・家庭教育学級の充実
　　・家庭教育支援に関わる資料の活用
　　・家庭教育推進協議会の設置

２）家庭の教育力の向上を図りま２）家庭の教育力の向上を図りますす

　①　家庭教育への支援

　②　子育て支援体制の充実

　③　子ども読書活動の推進

① 家庭教育への支　①　家庭教育への支援援

都市化、核家族化、少子化、地域における地縁的なつながりの希薄化等、家庭都市化、核家族化、少子化、地域における地縁的なつながりの希薄化等、家庭のの
教育力の低下が指摘され、社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっています教育力の低下が指摘され、社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっています。。
教育の原点である家庭の教育力を高めるため、それぞれの家庭が置かれている教育の原点である家庭の教育力を高めるため、それぞれの家庭が置かれている状状
況やニーズを踏まえ、家庭教育の主体性を尊重し、身近な地域において、子育て況やニーズを踏まえ、家庭教育の主体性を尊重し、身近な地域において、子育てにに
関する学習機会や情報の提供、相談などの家庭教育に関する総合的な取り組みを関する学習機会や情報の提供、相談などの家庭教育に関する総合的な取り組みを関関
係機関で連携して進め、家庭の教育力の向上を図ります係機関で連携して進め、家庭の教育力の向上を図ります。。
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　各家庭で保護者の自主的な判断に基づき家庭教育が行われるためには、子育てに関す
る保護者の不安や悩みを解消する場を確保することも必要となります。
　そのため、子どもとの関わり方や躾、成長過程で表れる問題行動などの相談に対応す
るため、関係機関と連携して教育相談窓口を設置し、相談体制の充実を図ります。
　また、社会教育機関の機関紙やホームページ、市の広報紙、子育てポータルサイト等
を通じて、家庭教育に関する情報提供を充実します。
　　・子育て支援課との連携による相談窓口の充実
　　・社会教育機関のホームページの充実
　　・子育てポータルサイトの活用による情報提供の充実

② 子育て支援体制の充　②　子育て支援体制の充実実

　子どもが主体的に読書活動を行うことを目指し、乳幼児期から発達に応じて読書の楽
しさを実感させるとともに、いつでも本に親しむことのできる読書環境の充実に向け
様々な活動を計画的・組織的に進めます。
　　・ブックスタート事業やおはなし会等の充実
　　・家庭や地域における読書活動の充実
　　・読書ボランティアの養成と活動の充実

③ 子ども読書活動の推　③　子ども読書活動の推進進
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　子どもを取り巻く社会環境の変化の中で、自ら学び、自ら考え、問題を解決する力や
協調性・思いやりなど「生きる力」を育むことが重要となっています。
　そのため、公民館では、子どもたちに不足しているといわれる自然体験・社会体験な
どの機会を提供できる事業を展開するなど、青少年の健全育成に努めます。
　　・社会教育機関おける各種事業の充実
　　・地区住民会議との連携事業の充実

３）地域の拠点づくりを推進しま３）地域の拠点づくりを推進しますす

　① 公民館における青少年事業の充実

　② 地区住民会議への支援

　③ 子どもの社会性を育む総合型地域スポーツクラブ活動の充実

① 公民館における青少年事業の充　①　公民館における青少年事業の充実実

生涯学習の拠点である公民館において、子どもたちへの交流の場や学習機会の生涯学習の拠点である公民館において、子どもたちへの交流の場や学習機会の提提
供に努めるとともに、学習施設として地域の子どもたちが気軽に利用できるよう供に努めるとともに、学習施設として地域の子どもたちが気軽に利用できるようなな
拠点づくりに努めます。拠点づくりに努めます。　　
また、地区住民会議や総合型地域スポーツクラブの活動の充実に向けた支援をまた、地区住民会議や総合型地域スポーツクラブの活動の充実に向けた支援を推推
進します進します。。

　青少年を取り巻く問題は多様化し、地域の教育力の向上や地域ぐるみでの青少年の健
全育成が求められるようになってきました。
　市内５地区では、家庭、学校、地域社会が密接に連携し、より身近な地域で青少年の

② 地区住民会議への支　②　地区住民会議への支援援
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育成活動に取り組む組織として、地区住民会議が設置されています。
　オレンジ帽子を着用し、子どもの登下校時間に合わせ、買い物や散歩をしながらパト
ロールを行なう子ども安全パトロール活動や、公民館に宿泊して共同生活を体験しなが
ら学校に通う通学合宿などの事業を実施している地区住民会議を支援し、地域全体で子
どもを育む活動の推進を図ります。
　　・地区住民会議への助成金の交付
　　・地区住民会議の各種事業の支援

　スポーツ・レクリエーションを中心とした活動を通して、大人から子どもまで世代を
超えた交流ができる総合型地域スポーツクラブは、青少年健全育成の観点でも非常に有
効な組織です。子どもから高齢者まで、さまざまな年齢、興味・関心、技術・技能を持っ
た人が一緒に活動できる特徴を活かし、子どもたちの社会性を育みます。
　今後は５つのクラブで子どもたちが楽しめる種目の設定等により、会員として楽しめ
る環境づくりを促進します。さらに、そのためのクラブ運営スタッフおよび指導者の養
成を推進します。
　　・会員が楽しめるクラブ環境づくり
　　・会員のニーズに応える運営スタッフ、および指導者の養成

③ 子どもの社会性を育む総合型地域スポーツクラブ活動の充　③　子どもの社会性を育む総合型地域スポーツクラブ活動の充実実
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２ 子 ど２　子　ど　もも

夢をもち 心豊かな たくましい子どもの育夢をもち　心豊かな　たくましい子どもの育成成

　これからの社会を生きていく子どもたちには、将来への夢を育み、皆と協同し、より
よい社会を築こうとする心と、自らの生涯を切り拓くたくましさを培うことが必要です。
　本市では、学校教育が目指す子ども像を、「夢をもち　心豊かな　たくましい子ども」
とし、子どもたちが、将来への夢を持てる教育を実現します。
　また、子どもたち一人ひとりが将来への夢を実現するため、自分を大切にし、たくさ
んの人とかかわりを持ちながら、他人を思いやる豊かな心を養い、自ら学び自ら考え、
目標に向かってたくましく生きていくために必要な力を身につけさせ、それを支える健
康で体力のある子どもを育てます。

◎主な施策の目標
　１）「生きる力」の基礎を培う幼児教育を推進します
　２）「生きる力」を育む学校教育を推進します
　３）社会の変化に対応する学校教育を推進します
　４）学校の教育力の向上を図ります
　５）安全・安心で質の高い教育環境を整備します
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　幼児教育においては、「生きる力」の基礎を培うことが求められています。
　そのため、生活や遊びの体験を通して、豊かな感性を養うとともに、生涯にわたる学

１１））「「生きる力」の基礎を培う幼児教育生きる力」の基礎を培う幼児教育をを

推進しま　　推進しますす

　①　幼児教育の充実と特色ある幼稚園づくりの推進

　②　幼稚園・保育所・小学校の連携の推進

　③　幼稚園における子育て支援体制の整備

① 幼児教育の充実と特色ある幼稚園づくりの推　①　幼児教育の充実と特色ある幼稚園づくりの推進進

幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる最も大切な時期であるため幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる最も大切な時期であるため、、
幼児教育においては、「生きる力」の基礎を培うことが求められています幼児教育においては、「生きる力」の基礎を培うことが求められています。。
本市では、幼児一人ひとりの発達の段階に応じ、生活や遊びの体験を通じて、本市では、幼児一人ひとりの発達の段階に応じ、生活や遊びの体験を通じて、健健
やかな心と体を育み、道徳心を芽生えさせるなど、「生きる力」の基礎を培うためやかな心と体を育み、道徳心を芽生えさせるなど、「生きる力」の基礎を培うため、、
幼児教育の充実と特色ある幼稚園づくりを推進します幼児教育の充実と特色ある幼稚園づくりを推進します。。
また、子どもの発達や学び、指導の連続性を重視し、幼稚園・保育所・小学校また、子どもの発達や学び、指導の連続性を重視し、幼稚園・保育所・小学校のの
連携を推進します連携を推進します。。
さらに、核家族化や少子化の進行に伴う保護者の子育てに関する不安を解消すさらに、核家族化や少子化の進行に伴う保護者の子育てに関する不安を解消するる
ため、子育てに対する支援体制の整備を図りますため、子育てに対する支援体制の整備を図ります。。
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習意欲や学習態度の基礎となる好奇心や探求心を高め、子どもたち一人ひとりの個性と
発達の段階を踏まえながら、集団生活の中での友だちとの関わりを通して、人とかかわ
る力や規範意識、道徳心の芽生えを培い、「生きる力」の基礎を育みます。
　また、「幼児教育振興アクションプログラム」に基づき、幼児教育の充実を図るとと
もに、特色ある幼稚園づくりを推進します。さらに、教職経験に応じた研修を実施する
など幼稚園教諭の研修の充実を図ります。
　　・「生きる力」の基礎を培う生活や遊びの充実
　　・「幼児教育振興アクションプログラム」に基づいた幼児教育の充実
　　・特色ある幼稚園づくりの推進
　　・教職経験に応じた幼稚園教諭の研修の充実

　幼稚園は、小学校以降の学校教育の基礎を培う大切な教育の場です。
　そのため、子どもの発達や学び、指導の連続性を重視し、幼稚園・保育所・小学校の
行事等における子ども同士の交流、教職員による相互授業参観や合同研修会、情報交換
会などを行い、連携を推進します。
　　・行事等における子ども同士の交流促進
　　・教職員による相互授業参観や合同研修会、情報交換会の実施

② 幼稚園・保育所・小学校の連携の推　②　幼稚園・保育所・小学校の連携の推進進

　めまぐるしく変化する社会環境の中で、核家族化や少子化の進展に伴い、子育てに不
安を持つ保護者が増えています。
　そのため、各幼稚園に子どもとの関わり方や躾、障害等、子育てに関する様々な悩み
に対応する相談窓口を設置し、相談体制の充実を図ります。
　また、庁内担当部課と連携し、地域子育て支援ネットワークの構築を図り、相談機関、
保育所、幼稚園、学校、放課後児童クラブ、児童館、子育てボランティア、ＮＰＯ等と
の連携を強化し、相談体制の充実を図ります。
　さらに、幼稚園からの各種便りやホームページ、市の広報紙や「子育てポータルサイ
ト」等により、子育てに関する情報提供を充実させます。
　　・子育て相談窓口の設置
　　・各相談機関とのネットワーク体制の整備
　　・各種便り、ホームページ、ポータルサイトによる子育て情報提供の充実

③ 幼稚園における子育て支援体制の整　③　幼稚園における子育て支援体制の整備備
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２）「生きる力」を育む学校教育を推進しま２）「生きる力」を育む学校教育を推進しますす

義務教育においては、調和のとれた人間性の育成を目指し、子どもたちへの基義務教育においては、調和のとれた人間性の育成を目指し、子どもたちへの基礎礎
的・基本的な内容の確実な定着を図るとともに、一人ひとりの個性を生かす教育的・基本的な内容の確実な定着を図るとともに、一人ひとりの個性を生かす教育のの
充実が求められています充実が求められています。。
本市では、子どもたちが生きていることに喜びを感じながら、生涯にわたり学本市では、子どもたちが生きていることに喜びを感じながら、生涯にわたり学習習
活動を続け、社会の一員として個性を伸ばしながら自立していくための基礎を学活動を続け、社会の一員として個性を伸ばしながら自立していくための基礎を学校校
教育で身につけられるよう、基礎・基本の確実な習得による確かな学力の向上、教育で身につけられるよう、基礎・基本の確実な習得による確かな学力の向上、豊豊
かな人間性を育む心の教育の充実、健康や体力の増進など、「生きる力」の育成かな人間性を育む心の教育の充実、健康や体力の増進など、「生きる力」の育成にに
努めます努めます。。
また、学校生活全般にわたり生徒指導の機能の充実を図るとともに、教育相談また、学校生活全般にわたり生徒指導の機能の充実を図るとともに、教育相談及及
び不登校等の子どもへの支援や特別支援教育の充実により、一人ひとりが持つ可び不登校等の子どもへの支援や特別支援教育の充実により、一人ひとりが持つ可能能
性を最大限に伸ばす教育を推進します性を最大限に伸ばす教育を推進します。。
さらに、伝統・文化・郷土を学ぶ教育を推進し、明日の「そでがうら」を愛しさらに、伝統・文化・郷土を学ぶ教育を推進し、明日の「そでがうら」を愛し、、
担う市民の育成を図ります担う市民の育成を図ります。。

　①　規範意識の醸成と「豊かな心」の育成

　②　基礎・基本の確実な習得と「確かな学力」の育成

　③　健康に関する意識の向上と「健やかな体」の育成

　④　一人ひとりの自立を育む生徒指導の充実

　⑤　教育相談及び不登校等の子どもへの支援の充実

　⑥　一人ひとりの可能性を伸ばす特別支援教育の充実

　⑦　伝統・文化・郷土を学ぶ教育の推進
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　子どもたちが、社会の中でたくましく生きていくためには、基礎的・基本的な知識及
び技能を確実に習得し、それらを活用するための思考力・判断力・表現力を身に付ける
必要があります。
　そのため、一人ひとりの能力や特性等に応じたきめ細かな指導に努め、指導方法や指
導形態の工夫・改善を図ります。

　人と人とが支え合う社会の中で、自分の能力を見つけ活かしつつ、周囲と協調しなが
らともに生きていくためには、自分を大切にする気持ち（自己肯定感）とともに、他人
を思いやる気持ちが必要です。
　そのため、規範意識や人権を尊重する意識を育むために、学校教育活動全体を通じて
道徳教育の充実を図ります。
　また、発達の段階に応じた基本的生活習慣の定着を図り、一人ひとりが社会生活の
ルールや社会性を身につけるとともに、社会体験活動や自然体験活動を推進し、人を思
いやる心や感動する心などの「豊かな心」の育成を図ります。
　さらに、これまでも「豊かな心」を育成するために取り組んできた子どもの読書活動
の一層の充実を図ります。
　　・学校教育活動全体を通じた道徳教育の充実
　　・人権教育の充実
　　・「がうらっ子の心得」を活用した基本的生活習慣の定着
　　・社会体験活動や自然体験活動の充実
　　・「豊かな心」を育む子どもの読書活動の充実

① 規範意識の醸成と「豊かな心」の育　①　規範意識の醸成と「豊かな心」の育成成

② 基礎・基本の確実な習得と「確かな学力」の育　②　基礎・基本の確実な習得と「確かな学力」の育成成
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　充実した生涯を過ごすためには、子どもの頃から望ましい生活習慣を身に付け、健康
な体をつくることが大切です。
　そのため、健康診断等に基づき、一人ひとりの実態に応じた指導・支援を行うととも
に、家庭と学校が一体となって、「早寝・早起き・朝ごはん」などの生活習慣を身に付
けさせる取り組みを推進します。
　また、学校教育活動全体を通じて食に関する指導の充実を推進し、食と健康に関する
興味・関心を高め、食に関する自己管理能力の育成を図るとともに、家庭と連携して望
ましい食習慣を身に付ける取り組みを進めます。
　さらに、「健やかな体」の育成のためには、学校体育がその基盤となることから、学
校体育指導の中核をなす体育科授業の充実のために、教員の指導力向上を目指す研修会
を行います。
　また、我が国固有の伝統と文化に触れ、礼法を身につけ規範意識を持たせるなど、人
間としての望ましい自己形成を図ることを目指した武道教育の必修化を受け、専門的な
指導が必要とされることや運動部活動の指導者不足を補うために、地域の人材活用を促
進します。
　このような取り組みとともに、体育の生活化を図りながら、生涯にわたって運動やス
ポーツに親しむ能力や体力、運動能力の向上を図ります。
　　・望ましい生活習慣を身に付ける取り組みの推進
　　・食に関する指導の充実
　　・学校体育指導の充実
　　・武道教育の充実
　　・運動部活動の支援
　　・体育の生活化

　また、問題解決的な学習や探究的な学習、体験的な学習の充実により、子どもたちの
学習に対する興味・関心を高め、意欲を引き出し、主体的に課題に取り組み、よりよく
問題を解決する能力の育成を目指します。
　さらに、言語活動を重視することを通して思考力・判断力・表現力の向上を図り、こ
れらを総合的に働かせ、活用する力を育成します。
　　・きめ細かな指導の実施と指導方法や指導形態の工夫・改善
　　・問題解決的な学習や探究的な学習、体験的な学習の充実
　　・言語活動の重視による思考力・判断力・表現力の向上

③ 健康に関する意識の向上と「健やかな体」の育　③　健康に関する意識の向上と「健やかな体」の育成成
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　障害のある子どもたちの自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという
視点に立ち、子ども一人ひとりに応じた適切な支援が求められています。
　そのため、特別支援学級をはじめ、学校全体で特別な教育的支援を必要とする子ども
に対して、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、持てる力を高め、生活や学習上の困難

　学校における教育活動は、子どもたち一人ひとりの人格を尊重し、個性の伸長を図り
ながら、社会の一員として自立するための基礎を身につけさせることが求められていま
す。
　そのため、生徒指導の機能を活かし、一人ひとりの自己肯定感を持たせる場面やお互
いの良さを認め合う場面、自己決定の場面を重視した学習指導や学校行事等の教育活動
の充実を図るとともに、学校における生徒指導体制を確立します。
　また、いじめや暴力行為、不登校などの問題行動等の早期発見、早期対応を図るため、
教職員と子どもたちとの信頼関係を構築するとともに、学校・家庭・地域・関係機関の
連携を強化します。
　　・生徒指導の機能を活かした教育活動の展開と生徒指導体制の確立
　　・学校・家庭・地域・関係機関との連携強化
　　・児童生徒指導センターによる問題行動への対応支援

④ 一人ひとりの自立を育む生徒指導の充　④　一人ひとりの自立を育む生徒指導の充実実

⑤ 教育相談及び不登校等の子どもへの支援の充　⑤　教育相談及び不登校等の子どもへの支援の充実実

⑥ 一人ひとりの可能性を伸ばす特別支援教育の充　⑥　一人ひとりの可能性を伸ばす特別支援教育の充実実

　問題行動や不登校など様々な悩みを抱える子どもや、その対応等に悩む保護者が増え
ています。
　そのため、子どもや保護者が、悩み等を気軽に相談できる環境づくりや教育相談の質
的向上を図るため、ニーズに応じた窓口の設置や対応する教職員や相談員等の研修をす
すめ、教育相談体制の充実に努めます。
　また、不登校等の子どもに対し、心の安定と自信の回復を図り、登校や社会参加を促
すために、一人ひとりの実態に応じて様々な活動を行う教育支援教室の充実に努めます。
　　・学校及び総合教育センターにおける教育相談体制の充実
　　・教育支援教室「のぞみ学級」の充実
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を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行います。
　また、市内の特別支援学校や知的障害児施設等との連携を図るとともに、研修の充実
などによる教職員の専門性の向上を図り、特別支援教育の趣旨を活かした教育環境や教
育活動の質を一層高めます。
　さらに、教育、福祉、医療との連携を強化するとともに、特別支援教育についての専
門家チームの活用を図ります。
　　・通常学級における特別支援教育の充実
　　・特別支援学級の指導の充実
　　・特別支援教育体制の整備
　　・特別支援教育に関する教職員研修の充実
　　・教育、福祉、医療との連携強化
　　・特別支援連携協議会専門家チーム、巡回相談員の活用

　国際化の進展に対応するためには、母国「日本」や郷土「そでがうら」に古くから根
付き伝えられている伝統や文化、歴史を学ぶ必要があります。
　そのため、学校における文化芸術活動や伝統文化を理解させる教育の充実を図ります。
　また、郷土「そでがうら」を愛する心を培うために、学校、博物館、図書館、公民館、
地域団体等と連携し、郷土の歴史や文化を深く理解する機会を推進し、明日の「そでが
うら」を愛し担う市民の育成を図ります。
　　・副読本「わたしたちの袖ケ浦」の活用
　　・伝統・文化を学ぶ教育の充実
　　・学校、博物館、図書館、公民館等が連携した郷土の学習の推進

⑦ 伝統・文化・郷土を学ぶ教育の推　⑦　伝統・文化・郷土を学ぶ教育の推進進
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　深刻化、複雑化する地球環境問題に対しての理解を深め、身の回りの環境を大切にす
る心や環境の保全に寄与しようという意識を持った子どもの育成が必要です。
　そのため、各教科の学習はもちろんのこと教育活動全体を通じて、環境への興味・関
心を高め、正しい知識を得て、自ら環境保全に参加する態度や環境問題解決のための能
力などを育成します。特に、総合的な学習の時間や特別活動の時間では、体験的な活動
の充実を図り、環境問題を身近にとらえ、解決に向けて行動できる子どもの育成を図り

① 環境保全に寄与する意識を育む環境教育の推　①　環境保全に寄与する意識を育む環境教育の推進進

３）社会の変化に対応する学校教育を推進しま３）社会の変化に対応する学校教育を推進しますす

社会の変化に伴い、環境問題の深刻化や国際化、情報化、少子高齢化の進行等社会の変化に伴い、環境問題の深刻化や国際化、情報化、少子高齢化の進行等、、
解決しなければならない社会問題が新たに生じ、子どもたちにも大きな影響を及解決しなければならない社会問題が新たに生じ、子どもたちにも大きな影響を及ぼぼ
しています。これらの問題を身近なものとして捉え、自ら考え、判断し、解決にしています。これらの問題を身近なものとして捉え、自ら考え、判断し、解決に向向
けて実践する力を身に付けることが、社会の中でたくましく生きていくために求けて実践する力を身に付けることが、社会の中でたくましく生きていくために求めめ
られていますられています。。
本市では、環境の変化、高度情報化、国際化などの社会の変化に対応する教育本市では、環境の変化、高度情報化、国際化などの社会の変化に対応する教育にに
力を入れることにより、自らの生活や将来を考える力を高め、意欲と実践力をも力を入れることにより、自らの生活や将来を考える力を高め、意欲と実践力をもっっ
た子どもの育成を目指しますた子どもの育成を目指します。。

　①　環境保全に寄与する意識を育む環境教育の推進

　②　情報活用能力を育む情報教育の推進

　③　探究型の学力を育む読書教育の推進

　④　望ましい勤労観や職業観を育むキャリア教育の推進

　⑤　コミュニケーション能力を育む国際理解教育の推進
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　情報社会に生きる子どもたちは、様々な情報手段の特性を理解し、情報を取捨選択し、
適切に活用できる情報活用能力を身につける必要があります。
　そのため、教科等の学習において、様々なメディアを通じて得られる情報についての
正しい知識の習得を図ります。
　また、コンピュータなどの情報機器を活用した授業を積極的に展開し、発達の段階に
即した情報活用能力の育成を図ります。
　さらに、情報社会のいわば影の部分であるパソコンや携帯電話を介した有害情報や、
インターネット上での人権侵害等に対応できる子どもを育成するため、情報発信に伴う
責任や危険回避など、情報を正しく安全に利用する力などの情報モラルを身につけるた
めの教育を推進します。
　　・情報及び多様な情報手段に関する正しい理解
　　・発達段階に応じた情報活用能力の育成
　　・情報モラル指導の充実
　　・教職員のコンピュータ・リテラシーの育成

② 情報活用能力を育む情報教育の推　②　情報活用能力を育む情報教育の推進進

ます。
　また、身近な環境問題に興味関心を持ち、主体的に考える子どもを育てるため、家庭
や地域社会、企業などの他機関と連携した環境教育の実践に取り組みます。
　　・各教科の内容に合わせた環境に関わる学習の実践
　　・総合的な学習や特別活動等における体験的な活動を通した学習の実践
　　・地域の環境を生かし、企業、NPO、関係機関と連携した環境教育の実践
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　社会の変化が急速に進む中、職業のあり方が変わりつつあります。また、複雑な社会
の中で生きるには、自らの未来を切り拓く力強さと、多様な変化に対応する柔軟性が必
要です。
　そのため、子どもたち一人ひとりの夢を大切にしながら、社会人、職業人として自立
していく上で必要な力や望ましい勤労観や職業観を育むため、教育活動全体を通じて、
発達の段階に即したキャリア教育を推進します。

　様々な社会問題に対して、自ら考え、判断し、解決に向けて実践する力を身につける
ためには、基本的な知識や技能を習得し、それらを活用して、自ら課題をもち探究する
学習活動を展開していくことが必要です。
　そのため、学校図書館資料や情報機器等の物的環境と人的環境の整備を進め、学校図
書館の学習・情報センター機能の拡充を図り、「調べる学習」を推進します。
　また、学校図書館と他の学校図書館、公共図書館、博物館、公民館等の社会教育機関
を結んだ「人」、「もの」、「情報」のネットワークを拡充し、学校図書館を核にした学習
活動を推進し、情報の集め方やまとめ方、発信の仕方等、「学び方ガイド」を活用した
学び方の指導の充実を図り、探究型の学力を育みます。
　　・学校図書館の学習・情報センター機能の拡充と「調べ学習」の推進
　　・「人」「もの」「情報」のネットワークの拡充
　　・「学び方ガイド」を活用した学び方の指導の充実
　　・学校図書館を支援する学校図書館支援センターの充実

③ 探究型の学力を育む読書教育の推　③　探究型の学力を育む読書教育の推進進

④ 望ましい勤労観や職業観を育むキャリア教育の推　④　望ましい勤労観や職業観を育むキャリア教育の推進進
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　また、地元の商店や企業などの協力を得て、活動の場づくりを広げます。
　　・発達の段階に即したキャリア教育の推進
　　・家庭・地域と連携した活動の場づくりの推進

　これからの国際社会に生きる子どもは、グローバルなものの見方や広い視野を持ち、
異なる文化を持った人々と共に協調して生きていくことが必要です。
　そのため、外国の言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケー
ションを図ろうとする態度の育成を図ります。
　また、母国「日本」や郷土「そでがうら」に古くから伝えられている伝統や文化、歴
史等を学ぶ機会の充実を図り、幅広い見識を学ぶことで、国籍や言語の違いを超えて、
人と人とが互いに深く理解し合い、協調・協働していこうとする態度や他者や異文化を
受け入れる心の育成を図ります。
　小学校では、体験的な活動を中心に、外国の言語や文化への興味・関心を高め、外国
語を活用したコミュニケーション能力の素地を養うことを目的に外国語活動を推進しま
す。
　中学校では、英語におけるコミュニケーション能力を養うとともに、望ましい国際理
解に向かう態度を育成し、国際社会へ対応できる基礎を培います。
　また、小・中学校が連携し、より外国語活動が充実したものとなるよう指導内容の工
夫・改善を図ります。
　　・外国語活動の工夫・改善（小学校）
　　・異文化理解やコミュニケーション能力の育成（中学校）
　　・母国「日本」、郷土「そでがうら」の伝統や文化、歴史に関する学習の充実

⑤ コミュニケーション能力を育む国際理解教育の推　⑤　コミュニケーション能力を育む国際理解教育の推進進
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　教職員の指導力の向上は、日々の教育活動を支える不易の取り組みであり、不断の努
力が求められます。教職員一人ひとりの教育力を向上させ、学校の組織力を高め、子ど
もたちの教育にあたる必要があります。
　そのため、より豊かな人間性や教養を高め、実践的な指導力を備えた教職員の育成を
めざし、教職員一人ひとりが主体的に研修を受けられる体制を推進します。
　また、教職員の大量退職期を控え、若年層の教員を対象とした具体的かつ実践的な研

① 教職員の指導力の向　①　教職員の指導力の向上上

４）学校の教育力の向上を図りま４）学校の教育力の向上を図りますす

子どもたち一人ひとりの健やかな成長を育むためには、教職員が自己研鑽に励み子どもたち一人ひとりの健やかな成長を育むためには、教職員が自己研鑽に励み、、
指導力の向上に努めるとともに、教職員の力を結集し、学校全体の教育力を高め指導力の向上に努めるとともに、教職員の力を結集し、学校全体の教育力を高めるる
ことが必要ですことが必要です。。
本市では、教科などの専門性を高めるための研究や研修の充実を図るほか、教本市では、教科などの専門性を高めるための研究や研修の充実を図るほか、教職職
員の世代交代を想定し次代を担う教職員の育成に取り組みます員の世代交代を想定し次代を担う教職員の育成に取り組みます。。
また、子どもたちの発達や学び、指導の連続性を持たせるために、幼稚園・保また、子どもたちの発達や学び、指導の連続性を持たせるために、幼稚園・保育育
所・小学校・中学校の連携を推進します所・小学校・中学校の連携を推進します。。
さらに、教職員が子どもたち一人ひとりに向き合える環境づくりを進めるととさらに、教職員が子どもたち一人ひとりに向き合える環境づくりを進めるとともも
に、積極的な情報公開と学校評価の活用及び学校運営の改善を図り、学校の教育に、積極的な情報公開と学校評価の活用及び学校運営の改善を図り、学校の教育力力
の向上を目指しますの向上を目指します。。

　①　教職員の指導力の向上

　②　学校間連携の推進

　③　教職員が子どもたち一人ひとりと向き合える環境づくり

　④　積極的な情報公開と学校評価の活用による学校運営の改善
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修や、経験豊かな教職員の実践に学び、指導方法を共有することにより、授業力の向上
をめざします。
　さらに、教職員が子どもと向き合うだけでなく、人と幅広く関わることができる力を
育成します。
　　・若年層教員の指導力の向上に向けた教職員研修の充実
　　・教科研修、道徳、外国語活動等の研修の充実
　　・今日的な教育課題や教職員のニーズに応じた研修の充実
　　・異業種体験等の実践的研修の推進

　子どもの発達や学び、指導の連続性を重視し、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高
等学校、特別支援学校、知的障害児施設が連携・協力する必要があります。
　そのため、行事等における子ども同士の交流、教職員による相互授業参観や合同研修
会、情報交換会などを行い、連携を推進します。
　　・行事等における子ども同士の交流促進
　　・相互授業参観や合同研修会、情報交換会の実施

② 学校間連携の推　②　学校間連携の推進進

　教職員の多忙化とそれに伴うゆとりのなさが問題となっています。
　そのため、教職員が学習指導、生徒指導、遊びなど、学校生活全体にわたって子ども
たち一人ひとりと向き合う時間を確保し、心のつながりを持つため、より一層、行事の
精選、重点化を図り、ゆとりある教育課程を創意工夫します。
　また、ＩＣＴを活用した学校事務の効率化等の環境づくりを進めます。
　さらに、子どもたちにとってより良い教育を行うため、学校に寄せられる様々な要望
への組織的な対応を図ります。
　　・行事の精選、重点化、ゆとりある教育課程の編成
　　・ＩＣＴを活用した学校事務効率化の推進
　　・学校に対する要望への組織的な対応
　　

※ＩＣＴとは、情報通信技術を指し、主に、情報の収集や処理のための技術や情報
や知識などの共有を図るためのコミュニケーション技術のこと。

③ 教職員が子どもたち一人ひとりと向き合える環境づく　③　教職員が子どもたち一人ひとりと向き合える環境づくりり
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　地域、保護者に対して開かれた学校づくりと学校経営の組織的な改善の必要性が指摘
されています。
　そのため、学校教育目標や教育計画、地域との連携の進め方などについて、保護者や
地域住民に積極的に情報の公開を行い、開かれた学校づくりを推進し、保護者や地域住
民から信頼される学校を目指します。
　また、保護者や地域からのアンケートをもとに、教職員による自己評価や学校評議員
等の学校関係者による外部評価を実施し、ＰＤＣＡサイクルに基づいた学校運営の改善
を図ります。
　　・積極的な学校情報の公開（ホームページ・各種たよりの活用）
　　・学校評価の活用による学校運営の改善

※ＰＤＣＡサイクルは、計画した事業を円滑に進めるために、計画、実行、点検評
価、処置改善というサイクルに基づき管理する手法を言います。
　　　

④ 積極的な情報公開と学校評価の活用による学校運営の改　④　積極的な情報公開と学校評価の活用による学校運営の改善善
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　学校施設の耐震化の促進と適正な維持管理工事を行い、子どもたちが安心して学ぶこ
とのできる環境づくりを推進するとともに、各施設の定期的な安全点検を実施し、その
結果に基づき適切な対応を図ります。

① 安全・安心な教育環境の整　①　安全・安心な教育環境の整備備

５）安全・安心で質の高い教育環境を整備しま５）安全・安心で質の高い教育環境を整備しますす

学校は何よりも、子どもたちにとって安全・安心な場でなければなりません学校は何よりも、子どもたちにとって安全・安心な場でなければなりません。。
本市では、これまで学校施設の整備をはじめ、防犯カメラや防犯器具の配備を本市では、これまで学校施設の整備をはじめ、防犯カメラや防犯器具の配備を進進
め、安全・安心な教育環境の整備に取り組んできましため、安全・安心な教育環境の整備に取り組んできました。。
近年、子どもが巻き込まれる犯罪が多発する傾向にある中で、子どもの安全を近年、子どもが巻き込まれる犯罪が多発する傾向にある中で、子どもの安全を守守
る取り組みは、更にその重要性が増しています。地区住民による登下校時の見守る取り組みは、更にその重要性が増しています。地区住民による登下校時の見守りり
活動やスクールサポーターによる不審者対応訓練の実施など、学校・保護者・地活動やスクールサポーターによる不審者対応訓練の実施など、学校・保護者・地域域
住民の連携と協力による子どもを守る取り組みが必要とされています住民の連携と協力による子どもを守る取り組みが必要とされています。。
学校施設の整備については、緊急時の避難所となる体育館の耐震化対策が緊急学校施設の整備については、緊急時の避難所となる体育館の耐震化対策が緊急なな
課題であるため、今後、耐震化工事を最優先に施設の整備を進めます課題であるため、今後、耐震化工事を最優先に施設の整備を進めます。。
また、国際化や情報化社会が急激に進展する中で、児童生徒の情報活用能力をまた、国際化や情報化社会が急激に進展する中で、児童生徒の情報活用能力を育育
む学校ＩＣＴ化を推進するとともに、教育機会の均等を図るために、要保護・準む学校ＩＣＴ化を推進するとともに、教育機会の均等を図るために、要保護・準用用
保護の児童生徒に対する援助費の支給や奨学金の貸付等の支援を行い、質の高い保護の児童生徒に対する援助費の支給や奨学金の貸付等の支援を行い、質の高い環環
境の整備を進めます境の整備を進めます。。

　①　安全・安心な教育環境の整備

　②　子どもの安全を守る方策の推進

　③　質の高い教育環境の整備

　④　教育機会均等の確保
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　また、学校給食施設については、老朽化が進んでいるため、新たに示された「学校給
食衛生管理基準」に基づき、早期に施設整備を進め、学校給食の今日的な課題であるア
レルギーや地産地消などの課題に対応した安全・安心な学校給食の提供を目指します。
　　・学校施設の耐震化の促進
　　・各施設の定期的な安全点検の実施と改善
　　・学校施設の適切な維持管理
　　・学校給食施設の整備

　子どもたちが災害や犯罪から自らの身を守れるようにするために、火災や地震などを
想定した緊急避難訓練に加え、不審者に対応する訓練を警察やスクール・サポーターの
指導のもとに実施します。
　また、防犯カメラやさすまた、防犯ブザー等の整備を図るとともに、多様な災害を想
定した「危機管理マニュアル」を整備し、教職員研修を実施します。
　　・警察やスクール・サポーター等との連携と不審者対応訓練の実施
　　・防犯器具の整備
　　・「危機管理マニュアル」の整備と職員研修の実施

※スクールサポーターとは、警察署と学校、地域のパイプ役として、少年の非行防
止や児童生徒の安全確保に従事する職員のこと。

② 子どもの安全を守る方策の推　②　子どもの安全を守る方策の推進進
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③ 質の高い教育環境の整　③　質の高い教育環境の整備備

　質の高い教育環境の実現のために、多様な学習活動に対応した学校施設の質的改善を
進め、学習環境を整えるとともに、緑化の導入など、環境を考慮した教育施設を整備し
ます。
　また、児童生徒の情報活用能力の育成及び学校の情報化を図るために、情報機器や情
報ネットワーク等、学校のＩＣＴ環境の整備・充実を図ります。
　さらに、学校図書館の役割が重要であることから、図書資料の整備・充実、学校図書
館の学習・情報センター機能の拡充及び学校図書館相互及び公共図書館・博物館等と学
校図書館とのネットワークの積極的な整備を図るとともに、学校図書館支援センターの
充実を図ります。
　　・情報機器や情報ネットワーク等、学校のＩＣＴ環境の整備
　　・学校図書館の学習・情報センター機能の拡充とネットワーク化
　　・教育課程の展開に寄与する学校図書館支援センターの充実

　教育機会の均等を確保するため、経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒
の保護者（生活保護世帯及び生活保護世帯に準じる世帯）に対して、必要な経費を支給
し、保護者の負担を軽減します。
　また、私立幼稚園に就園する園児の保護者に対し、補助金を交付するとともに、市立
幼稚園については、保護者の所得状況に応じて保育料を減免することにより、経済的負
担を軽減します。
　さらに、高等学校・大学等に在学する者で、経済的理由により修学が困難な者に対し
て、修学上必要な学資の貸付を行い、修学を容易にします。
　　・要保護・準要保護児童生徒援助費の支給
　　・市立幼稚園保育料減免・私立幼稚園就園奨励費補助金交付
　　・奨学資金の貸付

④ 教育機会均等の確　④　教育機会均等の確保保



46

　市民一人ひとりが生涯を通じて主体的に学び、その学んだ成果を生活や仕事に生かす
とともに、社会に還元・貢献する「知の循環型」社会を目指します。
　また、すべての市民が身近なスポーツ・レクリエーション活動に親しみ、明るく健康
でたくましく、ふれあいのあるまちづくりの実現を目指します。

◎主な施策の目標
　１）生涯学習推進体制を整備します
　２）人と人をつなぐ社会教育の充実を図ります
　３）地域に根ざす文化・芸術活動を推進します
　４）郷土の歴史と文化の保存・継承に努めます
　５）ライフスタイルに応じたスポーツ・レクリエーション環境の充実を図ります

３ 市３　市　　　民民

市民一人ひとりの生涯を通じた学習の支市民一人ひとりの生涯を通じた学習の支援援
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　学習の成果を生かす生涯学習社会実現のためには、行政と関係団体が一体となり市民
の学習活動を支援する必要があります。現在、生涯学習を推進するための組織として、
行政内部に生涯学習推進本部が設置され、さらに関係団体の代表による市民側の組織で
ある生涯学習推進協議会が設置されています。
　これら既存組織の活動の充実を図り、行政と関係団体の役割を明確にするとともに、
相互に連携しながら市民の学習活動を支援できるよう、組織間や学習資源のネットワー
ク充実を図ります。
　　・生涯学習推進本部、生涯学習推進協議会の活動の充実
　　・博物館と学校の連携事業の充実
　　・図書館と学校の連携事業の充実
　　・総合教育センターと社会教育機関の連携促進

① 生涯学習ネットワークの整備充　①　生涯学習ネットワークの整備充実実

１）生涯学習推進体制を整備しま１）生涯学習推進体制を整備しますす

生涯学習社会の実現のため、行政と市民の連携・協力のもとに、市民の生涯学生涯学習社会の実現のため、行政と市民の連携・協力のもとに、市民の生涯学習習
活動を支援するネットワークの整備・充実に取り組みます活動を支援するネットワークの整備・充実に取り組みます。。
また、多様化・高度化する市民の学習ニーズに応えるため、生涯学習情報の収集また、多様化・高度化する市民の学習ニーズに応えるため、生涯学習情報の収集・・
提供や相談窓口を充実するとともに、生涯学習ボランティアや関係団体と連携し提供や相談窓口を充実するとともに、生涯学習ボランティアや関係団体と連携し、、
市民の生涯学習活動を支援します市民の生涯学習活動を支援します。。

　①　生涯学習ネットワークの整備充実

　②　生涯学習ボランティアの養成と活動の促進

　③　生涯学習情報の収集と提供システムの充実

　④　社会教育関係団体の活動への支援
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　市民の多様化・高度化する学習ニーズに応えるため、関係機関・団体の学習情報を収
集・共有し、ホームページや機関紙などで分りやすい情報提供に努めます。
　また、学習者の求めに応じた適切な助言ができるよう、社会教育機関窓口での相談体
制の充実を図るとともに、他の関係機関の相談窓口との連携による幅広い相談体制を整
備します。
　　・生涯学習情報の収集と提供方法の充実
　　・社会教育機関のホームページの充実
　　・施設管理予約システムの利便性向上
　　・学習相談窓口の体制整備

　社会教育機関では社会教育推進員や市民学芸員との協働により、各種講座を展開する
とともに、講座参加者を支援するために保育ボランティアが活動しています。市民のよ
り主体的な学習活動を支援するためには、その活動を支援するボランティアの役割が重
要です。
　生涯学習に係るボランティア養成の体系化と養成講座の充実を図り、学ぶ側と自らの
経験や知識を生かした教える側の双方のニーズに応えられる仕組みづくりに取り組み、
「知の循環型」社会を目指します。
　　・生涯学習ボランティア養成講座の実施
　　・他の機関が実施するボランティア養成講座との連携

② 生涯学習ボランティアの養成と活動の促　②　生涯学習ボランティアの養成と活動の促進進

③ 生涯学習情報の収集と提供システムの充　③　生涯学習情報の収集と提供システムの充実実
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　市には、体育協会や文化協会などの団体が加盟している社会教育関係団体連絡協議会
が組織され、広く市民を対象にした事業を展開しています。
　また、地域では様々なグループ・サークルが、社会教育機関を拠点に活動しています。
市民の多種多様な学習ニーズに応えるには、行政や社会教育機関が社会教育関係団体と
連携するとともに、社会教育関係団体がより活発な活動を行えるよう支援する必要があ
ります。
　そのため、社会教育関係団体連絡協議会を通じて活動費の一部を助成し、自主的な活
動が継続できるよう支援します。
　　・社会教育関係団体連絡協議会への助成金交付
　　・社会教育関係団体への助言
　　・社会教育機関における利用者懇談会の充実

④ 社会教育関係団体の活動への支　④　社会教育関係団体の活動への支援援
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　市民の学習ニーズが多様化する中、個別学習を指向し、集団での学習や話し合うこと
が敬遠される傾向にあります。
　市民の幅広い学習ニーズに応える生涯学習の拠点として、また、自己の学習から集団
への学習へとつなぐ学習の場として、地域の課題や生活上の課題を的確に捉え、地域の
人づくり、まちづくりの拠点として、公民館活動の充実を図ります。
　さらには、生涯学習の必要性を説いた「三学戒」の教えを踏襲しながら、公民館活動
と連携して市民三学大学講座の充実を図ります。
　　・市民の学ぶ意欲に応える学習機会の提供
　　・人と人をつなぐ社会教育事業の充実

２）人と人をつなぐ社会教育の充実を図りま２）人と人をつなぐ社会教育の充実を図りますす

　①　市民への学習機会の提供と公民館活動の充実

　②　市民に親しまれる図書館活動の充実

　③　利用者ニーズに沿った施設の整備

① 市民への学習機会の提供と公民館活動の充　①　市民への学習機会の提供と公民館活動の充実実

公民館等の社会教育機関での学習活動を充実させ、継続した学習活動を地域の公民館等の社会教育機関での学習活動を充実させ、継続した学習活動を地域のまま
ちづくり活動に発展させていくための仕組みづくりに取り組むとともに、市民のちづくり活動に発展させていくための仕組みづくりに取り組むとともに、市民の学学
習ニーズに対応できる施設・機能の整備充実に努めます習ニーズに対応できる施設・機能の整備充実に努めます。。
また、家庭での教育力向上を支援するため、子育てに関する学習の機会を充実また、家庭での教育力向上を支援するため、子育てに関する学習の機会を充実ささ
せるとともに、地域の子育て経験者や関係団体と連携し、地域全体で子どもを育せるとともに、地域の子育て経験者や関係団体と連携し、地域全体で子どもを育てて
る環境づくりに取り組みまする環境づくりに取り組みます。。
図書館では、身近で親しみのある図書館運営に努めるとともに、より利便性の図書館では、身近で親しみのある図書館運営に努めるとともに、より利便性の高高
い電子情報の発信や、高齢化社会に対応した情報や事業の充実、学校図書館とのい電子情報の発信や、高齢化社会に対応した情報や事業の充実、学校図書館との連連
携強化、乳幼児期からの読書活動の推進に取り組みます携強化、乳幼児期からの読書活動の推進に取り組みます。。
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　　・学習を通して住民の主体形成を図る
　　・市民三学大学講座の充実
　　＊「三学戒」
　　　　 少 にして
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　市民の多種多様、高度化する学習要求に応えるための条件整備を図り、「いつでも、ど
こでも、誰でも、どんな資料でも」利用できる身近で親しみのある図書館運営に努める
とともに、「市民の書斎として、思索の場として、そして市民のふれあいの場として」
さらに充実した図書館づくりを目指します。
　また、情報化社会の進展に伴い、より利便性の高い電子情報の発信や、高齢化社会に
対応した図書館サービスの充実、学校図書館との連携強化、乳幼児期からの読書活動の
推進に取り組みます。
　　・図書館資料の充実
　　・乳幼児期からの読書活動の推進
　　・高齢化社会に対応した図書館サービスの充実
　　・情報化社会に対応した電子図書館サービスの充実　
　　・ボランティアの育成と関連事業の推進

② 市民に親しまれる図書館活動の充　②　市民に親しまれる図書館活動の充実実
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　本市では、昭和6０年代から平成の初期にかけて社会教育施設を数多く整備してきまし
た。また、バリアフリー対策にも取り組んできました。
　これらの施設については、ノーマライゼーションが進展する中で、多目的トイレや手
すりの設置等、ユニバーサルデザインの取り組みによる「人にやさしい」施設の整備が
求められています。
　今後、施設の大規模改修の時期を迎えますが、高齢化社会の進展する中で、多くの市
民が利用しやすく、安心で安全な施設を提供するために、利用者の声を聞きながら、利
用形態なども考慮した施設整備を計画的に進めます。
　　・計画的な施設改修の実施
　　・施設の定期的な安全点検の実施と改善
　　・施設の適切な維持管理
　　・利用者ニーズ、利用実態の把握

　③ 利用者ニーズに沿った施設の整　③　利用者ニーズに沿った施設の整備備
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　文化・芸術活動が地域に根付き、市民とともに成長していくためには、活発な団体活
動を基本としながら、市民の自主的・主体的な取り組みとして展開されることが重要で
す。
　また、文化・芸術活動に参加したいと希望する多くの市民に、経験豊かな個人や団体
が培ってきた知識や技術を伝え、交流の輪を広げていくことも必要です。
　そのため、活動団体や個人相互の協力を促すとともに、市民と行政との協働により文
化・芸術活動を活性化できるよう、発表の機会や交流の場の提供など、さまざまな支援
を行います。
　　・文化・芸術活動団体の活動支援
　　・市民主動による展覧会の開催
　　・市民主動による舞台芸術活動の展開
　　・市民と活動団体等との交流の場の創出

　① 文化・芸術振興のための市民活動の支　①　文化・芸術振興のための市民活動の支援援

３）地域に根ざす文化・芸術活動を推進しま３）地域に根ざす文化・芸術活動を推進しますす

　①　文化・芸術振興のための市民活動の支援

　②　文化・芸術鑑賞機会の充実

近年、価値観の変化や余暇時間の増大と相まって、趣味などを通した心の豊か近年、価値観の変化や余暇時間の増大と相まって、趣味などを通した心の豊かささ
や充実感を求める傾向にあり、これらに費やす時間も多くなっていますや充実感を求める傾向にあり、これらに費やす時間も多くなっています。。
文化・芸術に対する取り組みについては、市民が主体となって活動できる環境文化・芸術に対する取り組みについては、市民が主体となって活動できる環境づづ
くりを推進し、文化・芸術活動の活性化を図りますくりを推進し、文化・芸術活動の活性化を図ります。。
また、より多くの市民が、文化・芸術活動に対する理解を深めることができるまた、より多くの市民が、文化・芸術活動に対する理解を深めることができるよよ
う、市内で気軽に優れた文化芸術に接する機会の充実を図り、これらの活動を通う、市内で気軽に優れた文化芸術に接する機会の充実を図り、これらの活動を通しし
て、地域に根ざした文化・芸術活動を推進しますて、地域に根ざした文化・芸術活動を推進します。。
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　優れた文化・芸術に出会ったときに味わう感動は、文化・芸術活動に対する情熱を生
みだし、情熱はさまざまな文化・芸術活動を支え、育む、最も大きな力となります。
　そのため、現在、音楽・美術・芸能・文学の分野での活動を希望している多くの市民
の興味・関心に応え、活動への参加を促すため、市内で気軽に優れた芸術に接する機会
の充実を図ります。
　また、ふるさとの文化に誇りを持ち、国際社会でたくましく生きる子どもたちを育む
ため、学校と文化・芸術活動団体等が連携した音楽や伝統芸能などの活動や鑑賞機会の
充実を図ります。
　　・市民が身近で鑑賞できる展覧会等の開催
　　・市民が優れた文化・芸術を気軽に鑑賞できる機会の創出
　　・子どもたちの文化芸術活動の充実

　② 文化・芸術鑑賞機会の充　②　文化・芸術鑑賞機会の充実実
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　市内の文化財について、調査・収集を行い、後世に残すべき重要なものについては市
指定文化財に指定のうえ、周知・保存等の措置を図ります。また、指定文化財について
は、関係機関と連携のうえ、市民と協働による調査・研究活動を展開し、文化財への興
味を喚起するとともに文化財保護行政への理解を深めます。
　　・市指定文化財の指定

　① 文化財の調査と指　①　文化財の調査と指定定

４）郷土の歴史と文化の保存・継承に努めま４）郷土の歴史と文化の保存・継承に努めますす

文化財の保護については、引き続き調査・研究に努め、郷土の歴史を伝えるな文化財の保護については、引き続き調査・研究に努め、郷土の歴史を伝えるなどど
特に重要なものについては、市の指定文化財に指定し、必要な補助を行い保存に特に重要なものについては、市の指定文化財に指定し、必要な補助を行い保存に努努
めますめます。。
また、これらの活動については、市民とともに実施できるような体制作りを図りまた、これらの活動については、市民とともに実施できるような体制作りを図り、、
その成果等を広く還元し、文化財に対する市民の理解を深めますその成果等を広く還元し、文化財に対する市民の理解を深めます。。
郷土博物館については、これまで取り組んできた調査研究や資料の保存管理、郷土博物館については、これまで取り組んできた調査研究や資料の保存管理、そそ
して、教育普及、展示公開という基礎的な活動を行いながら、更には、利用者のして、教育普及、展示公開という基礎的な活動を行いながら、更には、利用者の声声
を聞き、地域博物館としての活動計画を策定し、利用者のニーズに沿った身近でを聞き、地域博物館としての活動計画を策定し、利用者のニーズに沿った身近で親親
しまれる博物館の運営に努めますしまれる博物館の運営に努めます。。
また、市民の日常的な学びの場･出会いの場とするために、市民学芸員との協働また、市民の日常的な学びの場･出会いの場とするために、市民学芸員との協働がが
もたらす新しい価値観を共有しながら、低コストで実現･継続できる企画展・特別もたらす新しい価値観を共有しながら、低コストで実現･継続できる企画展・特別展展
の実施や常設展示の部分更新に努めますの実施や常設展示の部分更新に努めます。。

　①　文化財の調査と指定

　②　文化財の保護と活用

　③　伝統文化継承活動の支援

　④　博物館活動の充実
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　文化財をより良好な状態で保存するとともに、市指定文化財等の展示や公開などを実
施します。また、関係機関及び市民との協働により、市指定文化財の保存伝承活動につ
いて、必要な支援をします。
　　・市指定文化財の展示・公開の実施
　　・指定文化財の保存管理・伝承活動への支援

　② 文化財の保護と活　②　文化財の保護と活用用

　地域に伝わる伝統文化は、地域への愛情を育み、生活に潤いをもたらします。伝統文
化の継承活動で、重要な役割を担う子どもたちの参加が切望されています。行事の実施
や伝承活動における子どもの役割の大きさを再確認し、子どもを地域の構成員として位
置づけることにより、伝統文化継承の基盤となる地域社会を再生し、伝統行事の保存と
継承に努めます。
　　・伝統文化の保存継承活動の周知
　　・継承団体等の活動支援と発表機会の充実
　　・学校教育と社会教育機関等との連携による伝承活動への支援

　③ 伝統文化継承活動の支　③　伝統文化継承活動の支援援

　　・指定文化財の調査・研究活動の展開
　　・市指定文化財の指定基準の制定
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　博物館が収蔵している膨大な地域資料群を収蔵資料のデジタル化等により情報提供を
行うとともに、収蔵されている地域資料等の適切な保存・管理を図り、展示活動や教育
普及活動を通して市民への普及・啓発を行うなど地域資料や文化財の活用に取り組みま
す。
　また、出前授業や校外学習を支援するなど博物館が学校との連携（博学連携）を図る
ことで子どもたちによりよい教育環境を整備するとともに、市民学芸員活動を支援して
人材育成に努め、地域のために貢献したいと願う市民と手を携えて地域文化の象徴とな
るような博物館活動を目指します。
　　・収蔵資料の情報提供
　　・展示会等の開催による文化財の活用
　　・博学連携の推進
　　・市民学芸員の育成

※博学連携とは、博物館と学校がそれぞれの教育機能を相乗的に活用し、効果的な
指導・学習を行なう活動。

　④ 博物館活動の充　④　博物館活動の充実実
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　市内各地区では学校体育施設開放利用団体や、各種目のチーム・サークルが学校体育
施設や公民館、運動広場、社会体育施設等で活発にスポーツ・レクリエーション活動を
行っています。
　また、地区スポレク振興会が住民を対象とした各種スポーツ大会を開催しており、こ
うした地区毎のスポーツ・レクリエーション活動の環境整備も、総合型地域スポーツク
ラブの活動充実と共に重要な事項です。
　今後は、既存団体やサークル等が総合型地域スポーツクラブへ加入し共に活動するこ
とや、組織としての整理統合を促進して、効率的な会場利用と市民にとって参加しやす
い身近な地域スポーツ・レクリエーション活動の環境整備を推進します。具体的には、
スポーツ施設情報、指導者や各種の教室、イベント情報等を提供すると共に、関係者に
対してそれらの種々の研修会への積極的な参加を促進し質の高い指導者養成やクラブ運
営スタッフの確保に努めます。その上で、指導者間の交流を手始めに大会等の共催等を
通しスポーツ関係団体間の交流を推進し、組織としての整理統合を進めます。
　　・スポーツ・レクリエーション環境の整備

　① 市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション活動の推　① 市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション活動の推進進

５５））ライフスタイルに応じたスポーツライフスタイルに応じたスポーツ・・

レクリエーション環境の充実を図りま　　レクリエーション環境の充実を図りますす

　①　市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション活動の推進

　②　スポーツ・レクリエーション施設の整備

多くの市民が心身の健康の維持増進のためにスポーツ・レクリエーションに親多くの市民が心身の健康の維持増進のためにスポーツ・レクリエーションに親しし
むことで、毎日を過ごす活力や希望が生まれます。さらに人と人とがふれあうこむことで、毎日を過ごす活力や希望が生まれます。さらに人と人とがふれあうことと
で地域との交流促進、コミュニティーの育成が図られますで地域との交流促進、コミュニティーの育成が図られます。。
本市では子どもから高齢者まで、市民一人ひとりが生涯にわたり、それぞれの本市では子どもから高齢者まで、市民一人ひとりが生涯にわたり、それぞれのララ
イフスタイルに応じて、スポーツ・レクリエーション活動に親しめる環境の充実イフスタイルに応じて、スポーツ・レクリエーション活動に親しめる環境の充実をを
目指します目指します。。
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　スポーツ・レクリエーションの振興のためには身近にスポーツを行える場所の確保が
重要となります。
　本市では各地区で現有施設が多くの市民に利用されていますが、機能維持のための改
修・修繕を適宜実施すると共に、指定管理者と連携して、常に市民ニーズを把握しなが
らサービスの向上に努めます。
　また、百目木公園に代表される公園スポーツ施設も多くの市民に利用されていますが、
より良好な施設環境の保持に努めると共に、社会体育施設を含めそれぞれの機能・特色
を活かした施設整備を検討していきます。
　　・スポーツ施設の計画的な改修・修繕の実施

　② スポーツ・レクリエーション施設の整　②　スポーツ・レクリエーション施設の整備備



60

（１）学校、家庭、地域、関係機関の連携

学校は、教育活動を中心に子どもたちが集団生活を通して、主体的に生きる力を
培い、社会の一員としての人間関係や、社会生活上のルールを習得する場です。家
庭や地域との関連も深く、学校だけでは対応できない課題など地域の協力を必要と
し、これまで以上に開かれた学校づくりを推進することが求められています。　
家庭は、子どもの人間形成の基礎が培われる場であり、全ての教育の原点とも言
えます。基本的な生活習慣や思いやりの心、規範意識など、子どもたちが社会の中
でたくましく生きていくための基礎を培う大切な場ですが、子育ての第一は、家庭
教育の担い手である親が自らの責務を自覚することであり、家庭教育の意義や役割
について理解と認識を深めることが必要です。
地域は、様々な職業や経歴を持った人たちによって形成されています。また、身
近な自然や先人から引き継がれてきた大切な固有の伝統文化など、たくさんの人的、
物的資源があります。これまでは、日常の生活や地域行事を通じて、地域の子ども
たちを見守り、育てることが行われてきましたが、もう一度地域の持つ良さを再確
認し、これからのまちづくりに生かすことが求められています。
企業は、これまで生産性や利益を追求することを中心に活動してきましたが、社
会の一員として、環境保護活動やボランティア活動等、様々な活動を通して地域に
貢献する取り組みが始まっています。今後、企業の持つ知的、人的財産を活用した
積極的な教育への支援が期待されています。
行政は、子どもを育むという共通のテーマに沿い、各分野の施策を横断的に結び、
その施策を効率的に展開し、効果を高める取り組みが求められています。また、多
様化する市民ニーズや教育の課題に対応するために、行政による情報提供や人材の
育成などの環境づくりを進めることも必要とされています。

このように、教育ビジョンの実現に向けて、学校・家庭（保護者）・地域・企業・
行政がそれぞれの役割を自覚し、更に連携を深め、社会全体で子どもの成長を見守
り育む活動を推進します。　　　　　　　　　　　　

６ 計画の実現に向け６　計画の実現に向けてて
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（１）教育ビジョンの具現化に向けた年度別計画

教育ビジョンに示された計画の実行性を確保するためには、目標を定め取り組む
ことが重要となります。このため、実施にあたっては、施策体系に沿って毎年度「教
育の基本方針及び目標」を定め、この内容に基づき関係各課の経営方針をまとめ事
業を推進します。
本市では、これまで教育ビジョンの施策内容を計画的に進めるために、計画内容
に基づき事業を実行し、その事業の点検評価を行い、その結果に基づき改善や見直
しを行う事業評価方式（ＰＤＣＡサイクル）を導入してまいりました。今後もこの
取り組みを継続し、計画の実行性と有効性について検証を行います。
また、この内容については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２７
条に規定する教育委員会の点検と評価として位置付けます。

（２）市民の参加

教育ビジョンに掲げた目標を実現するためには、何よりも市民一人ひとりが自ら
の立場で教育を考え、自らができることに参加し、行動することが必要です。
これまでは、生涯学習やまちづくりについて、行政主導により進められてきた傾
向にありますが、真の生涯学習社会を実現するためには、地域が抱える課題などに
対して、市民一人ひとりが身近な共通の問題として捉え、積極的、自主的に取り組
むことが必要なため、各種教育活動への市民の積極的な参加を推進します。

７ 教育委員会の取り組７　教育委員会の取り組みみ
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（２）情報公開

教育ビジョンに示された施策を推進する上では、教育委員会の情報公開を進め、
教育に対する市民の理解を深めることも必要です。
本市では、これまでホームページや広報、新聞発表等の媒体を活用することや、
教育委員会議をはじめとした各種会議の公開を通じた情報公開を進めてまいりまし
たが、これらの活動については、市民との協働といった観点からも重要となります。
今後も様々な機会を捉え、積極的に情報公開に努め、開かれた教育委員会として
市民の理解と教育活動への参加を推進します。

（３）関係部門の連携

教育ビジョンに示された子どもに関する施策については、「子どもの成長」や「子
育て」という共通の視点から、子育て部門、福祉部門との連携が必要となります。
子育て支援ネットワークの推進として、子育てポータルサイトの立ち上げにより、
情報提供や相談機能の強化などの様々な取り組みが始まっていますが、更に連携を
深めることが必要となります。本市ではブックスタート事業や各種相談事業を実施
していますが、関係部署の連携を密にすることにより、幼児期から就学までの一貫
した子どもの成長に対する取り組みも可能となります。
また、子どもの安全面に代表されるように、学校・家庭・地域・関係機関の連携

今後５年間を通じて取り組む施策

年度別教育の基本方針及び目標（施策の目標値設定）

各　課　等　経　営　方　針

年度終了後の点検と評価への反映

※「袖ケ浦の教育」に掲載（年度版教育冊子）

※「袖ケ浦の教育」に掲載（年度版教育冊子）
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を深めることも必要です。子どもの安全を守る活動については、現在、地区住民会
議等の市民が中心となり、子どもを見守る活動が浸透しつつありますが、更に行政
の関係部門の体制を強化し、それぞれの役割に応じた取り組みを推進します。

（４）計画推進状況の評価

教育ビジョンを計画的に進めるためには、進捗状況の管理と実施内容についての
評価が必要となります。また、その結果を次の計画に活かすことも必要です。
第二期教育ビジョンは、教育環境の変化等に柔軟に対応するために、計画期間１０
年間を前期と後期のそれぞれ５年に分けて施策を展開することとしておりますが、
前期計画期間終了時点での評価を行ない、広く市民に公表するとともに、その結果
を後期教育振興プログラムに反映します。

（５）新たな教育課題などの研究とその成果の反映

教育は、幼児教育、学校教育、社会教育など広範囲に渡りますが、社会を取り巻
く様々な要因により多くの課題を抱えています。
教育ビジョンでは、「明日を拓く　心豊かな　たくましい　人づくり」を基本目標
に、本市の今日的な課題にも対応した内容を計画に反映しています。社会環境が急
速に変化する中で、新たな課題が顕在化し、新たな取り組みが必要となることも考
えられます。
教育ビジョンを推進するにあたっては、教育基本法や国の教育振興基本計画、本
市総合計画を根底に据えながら、教育を取り巻く環境の変化に注意を払い、先進事
例の調査研究や点検・評価を活かし、課題に的確に対応してまいります。
また、教育ビジョンでは計画期間の内、前期5年間に重点的に取り組む施策をま
とめていますが、後期５年間の計画や新たな教育の動きを見据え、今後、各部門に
おいてテーマを設けるなどにより、先進事例等について調査研究を進めます。
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内　　　　　　　　　　　　　　　容年　月　日　
教育ビジョン策定の取り組みについて教育部内協議
今後の取り組みについて平成２０年１１月４日１

第１回策定委員会・策定部会合同会議
策定方針等について平成２０年１１月２０日２

教育委員会議説明
教育部の取り組み、策定スケジュール等平成２０年１２月２４日３

第１回生涯学習部会・学校教育部会会議
今後の部会での作業について平成２１年１月７日４

第２回生涯学習部会・学校教育部会会議
現教育ビジョンの評価について平成２１年２月２４日５

策定部会・部会長事前打合せ
第一期教育ビジョンの評価について平成２１年３月２日６

第２回策定委員会・策定部会合同会議
平成２１年度の作業内容について平成２１年４月１７日７

第３回策定委員会・策定部会合同会議
市民意識調査（案）について平成２１年５月７日８

市民意識調査の実施（配布）平成２１年６月１日９

第３回生涯学習部会・学校教育部会会議
市民意識調査の結果について平成２１年７月１４日１０

市民意識調査のとりまとめ平成２１年８月３１日１１

教育委員会議説明
市民意見交換会の実施について平成２１年９月３０日１２

市民意見交換会の実施（平川中学校区）平成２１年１０月２１日１３

　　　　〃　　　　　（根形中学校区）平成２１年１０月２２日１４

　　　　〃　　　　　（長浦中学校区）平成２１年１０月２８日１５

　　　　〃　　　　　（昭和中学校区）平成２１年１０月２９日１６

　　　　〃　　　　　（蔵波中学校区）平成２１年１０月３０日１７

市民意識調査・市民意見交換会の結果を市政情報室に掲示
１１月１９日から１２月１８日まで平成２１年１１月１９日１８

教育委員会議報告
市民意見交換会の結果について平成２１年１１月２４日１９

第４回生涯学習部会・学校教育部会会議
市民意見交換会の結果について平成２１年１１月２７日２０

８ 計画策定経８　計画策定経過過



65

市民意識調査・市民意見交換会の結果をホームページと広報に掲載平成２１年１２月１５日２１
教育委員会議報告
取り組み状況について平成２２年２月２５日２２

第４回策定委員会・策定部会合同会議
ビジョンの構成、施策体系、スケジュールについて平成２２年４月２６日２３

第１回策定委員会
基本理念・目標、施策体系案について平成２２年５月１２日２４

第２回策定委員会
教育ビジョン原案について平成２２年５月２７日２５

教育委員会議説明
施策体系案について平成２２年６月２９日２６

第３回策定委員会
教育ビジョン素案について平成２２年７月５日２７

第４回策定委員会
教育ビジョン素案の再調整について平成２２年７月１５日２８

教育委員会議説明
教育ビジョン案について平成２２年７月２８日２９

袖ケ浦市政策調整会議付議
教育ビジョン案及びパブリックコメントの実施について平成２２年８月２３日３０

袖ケ浦市政策会議付議
教育ビジョン案及びパブリックコメントの実施について平成２２年８月３１日３１

議会全員協議会説明
教育ビジョン案について平成２２年９月２２日３２

パブリックコメント実施平成２２年１０月１日
～　１０月３１日まで３３

市内小中学校教頭会議
教育ビジョン案について平成２２年１０月５日３４

袖ケ浦市政策調整会議付議
パブリックコメントの結果について平成２２年１１月２４日３５

教育委員会議説明
パブリックコメントの結果について平成２２年１１月２５日３６

市内小中学校校長会議
教育ビジョン案について平成２２年１２月３日３７

袖ケ浦市政策会議付議
パブリックコメントの結果について平成２２年１２月１日３８

第４回策定委員会・策定部会合同会議
袖ケ浦市教育ビジョン「第二期」について平成２３年１月７日３９

教育部部課長会議報告
袖ケ浦市教育ビジョン「第二期」について平成２３年２月１５日４０

教育委員会議議決
袖ケ浦市教育ビジョン「第二期」について平成２３年２月２４日４１
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