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序章序章序章序章    野洲市教育振興基本計画野洲市教育振興基本計画野洲市教育振興基本計画野洲市教育振興基本計画のののの策定方針策定方針策定方針策定方針    

１１１１．．．．計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

野洲市では、平成２３年３月に「野洲市教育振興基本計画」（以下「第１期計

画」という。）を策定し、「一人ひとりが大切にされ、おとなも子どもも学びあう、

まちづくり・ひとづくり」を基本理念と定め、市長部局と教育委員会が協力しな

がら、「元気な学校・園の創造」「安心・安全の教育環境と子どもの居場所づくり」

「人権を尊重するまちづくり」「生涯学習・生涯スポーツの充実」「文化遺産の継

承と豊かな文化の創造」「開かれた教育行政の推進」の６つの施策の基本方向の

もと、本市教育の向上に取り組んできました。 

 この間、国においては、改正教育基本法を踏まえ、子どもたちの「生きる力」

を一層育むことを目指した新学習指導要領を小学校は平成２３年度から、中学

校は平成２４年度から実施しています。さらに、「いじめ防止対策推進法」の制

定により、いじめ等の防止などの施策を推し進めています。 

 また、我が国の社会状況は、少子高齢化やグローバル化、高度情報化が進展す

ることにより、新たな課題が顕在化するとともに、東日本大震災を機に「人の絆

（きずな）」の大切さが再認識されるなど、大きく変化しています。 

 ただ、社会がどのように変化しようとも、子どもたちが自らの力で人生を切り

拓き、幸福な生涯を実現するとともに、社会の中で役割を果たすためには、一人

ひとりの「生きる力」を確実に伸ばしていくことが必要であり、第１期計画が計

画策定から５年を経過することから、平成２８年度を計画初年度とする「野洲市

教育振興基本計画（第２期）〔平成２８年度～平成３２年度〕」（以下「第２期計

画」という。）を策定するものです。 

第２期計画では、教育を取り巻く社会の動向や第１期計画の成果と課題、総合

教育会議で決定された「教育大綱」を踏まえるとともに、国の第２期教育振興基

本計画を参酌しながら、平成２８年度からの５年間に重点的に取り組むべき施

策を明らかにし、本市の教育の一層の推進を図ります。 

 

２２２２．．．．計画策定計画策定計画策定計画策定のねらいのねらいのねらいのねらい    

野洲市の教育振興を図るためには、家庭、学校、地域、企業、ＮＰＯ・市民団

体等と行政がそれぞれの役割を担いながら、お互いに連携、協働することが重要

です。 

 このため、計画は、本市教育のめざす基本的な方向と目標を明確にし、その実

現に必要な施策を明らかにするとともに、教育関係者はもとより、広く市民に示
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すことにより、市民の理解と協力を仰ぐことをねらいとして策定するものです。 
 

３３３３．．．．計画策定計画策定計画策定計画策定のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

○一人ひとりの個性を活かし、生きる力を育む教育の推進 

○誰でも･どこでも学ぶことのできる生涯学習社会の実現 

○家庭、学校、地域、企業、ＮＰＯ・市民団体等と行政相互の連携・協 

働による、子どもを見守り、支援する体制づくり 
  ○大人の意識改革と子どもの手本となるような行動 
 

４４４４．．．．計画策定計画策定計画策定計画策定にににに当当当当たってのたってのたってのたっての留意点留意点留意点留意点    

○民意の反映と市民との協働 
  ○目標の明確化と適切な点検・評価の実施 
  ○計画の実効性を検証する進行管理 
  ○教育分野に関連した個別計画との整合性の確保 
 

５５５５．．．．計画期間計画期間計画期間計画期間    

平成２８年度（２０１６年度）から平成３２年度（２０２０年度）までの５年

間計画 
 

６６６６．．．．市民参加市民参加市民参加市民参加    

○野洲市教育振興基本計画策定委員会の設置 
  ○教育委員と語る懇談会の開催 
  ○パブリックコメント等の実施 
 

７７７７．．．．そのそのそのその他他他他    

    この第２期計画において「子ども」とは、おおむね 18 歳以下の者をいいます。

また、「学校」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する

学校のうちの、幼稚園、小学校、中学校をいう。【児童福祉法（昭和 22 年法律

第 164 号）第 39 条第１項に規定する保育所を含む】 
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第第第第１１１１章章章章    野洲市野洲市野洲市野洲市のののの教育教育教育教育をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる状況状況状況状況    

１１１１    就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育・・・・保育保育保育保育をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる状況状況状況状況    

野洲市の就学前教育・保育の場として、公立幼稚園５園（野洲幼稚園・三上幼

稚園・祇王幼稚園・北野幼稚園・中主幼稚園）、公立保育園２園（野洲第三保育

園・三上保育園）、公立こども園（幼稚園と保育園の併設）３園（ゆきはたこど

も園・さくらばさまこども園・篠原こども園）、民間保育園５園（祇王明照保育

園・あやめ保育所・しみんふくし保育の家竹が丘・きたの保育園・野洲優愛保育

園モンチ）があります。 
幼稚園は小学校区制を基本として３歳児以上を対象に３年保育を実施し、保

育園は広域利用も含め０歳児からの受け入れを実施しています。 
３歳以上児は保護者の希望に基づき、幼稚園・保育園共に入園可能な状況です

が、就労希望の保護者の増加とともに３歳未満児は若干の待機児童があり、入所

施設の確保が課題となっています。そこで、公立保育園の施設の老朽化と耐震対

策を兼ねた幼保一元化に向けた施設改修や移転新築でのゆとりある保幼連携型

こども園の整備を順次行なっています。 
平成２７年度からは、安心して子どもを生み育てることのできる野洲市の実

現をめざして待機児童の解消や地域における子ども・子育て支援の充実を主な

ねらいとする子ども・子育て支援新制度がスタートしました。 
子育て支援の充実を図るため、幼稚園では就労・出産、病気、介護等に対応す

る早朝、延長、長期休業中、一時保育などの預かり保育を実施し、公立保育園は

早朝、延長、土曜保育を実施し、民間保育所は地域の実態に合わせ、産休明け保

育、延長保育、一時保育、２４時間保育等の特別保育事業を実施しています。 
また、近年増え続ける幼児虐待を早期に発見し、対応していくためにも、保護

者への子育て支援策を更にきめ細かく実施していく必要があります。 

 対象となる幼児数が増加している特別支援教育の推進について、誰もが相互

に人格と個性を尊重し、支え合い、人々の多様な在り方を認め合える全員参加型

社会を目指して、就学前教育から着実に進めていく必要があります。 
そのためには、引き続き担任はじめ全職員の障がいに対する理解等の専門性

を高め、指導力向上に向けた研修の充実を図るとともに、適切な発達支援ができ

るよう関係機関とも十分な連携に努めていく必要があると考えています。 
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２２２２    小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる状況状況状況状況    

（（（（１１１１））））学習指導学習指導学習指導学習指導    

平成２０年に学習指導要領の改訂が行われ、平成２３年度から小学校、平成２

４年度からは中学校において完全実施されました。この中では、知・徳・体をバ

ランス良く育成することを通じて、変化の激しい社会において「生きる力」を一

層育むことを目指し、教育内容の改善、授業時数の増加が行われました。 

特に「確かな学力」については、「基礎的な知識・技能」、「知識・技能を活用

し、自ら考え、判断し、表現する力」、「学習に取り組む意欲」の三つの要素を育

み、生涯にわたり学習する基盤を培うことを明確にしています。 

この新しい学習指導要領への対応について、改訂以降、各教科のねらいに照ら

しながら「言語活動」の充実を図ることや、他者との意見交流を行いながら「自

分の考えを深め発表する」時間の設定、思考過程がわかる「授業のノート指導」

など授業改善を進めてきました。また、「家庭学習」と「学力の定着と向上」は

密接に関係していることから、各校の実態に応じながら「家庭学習の手引き」や

「学習の進め方」を作成し、児童生徒へ指導・アドバイスすることをとおして、

主体的に充実した家庭学習の習慣化を図る取組を進めています。 

 平成２７年度全国学力・学習状況調査の分析から、市内小中学校の国語および

算数・数学、理科（３年ぶりに実施）の全体的な平均正答率は、全国の平均正答

率と比べて特段の差異はありません。小中学校とも主として「知識」に関する問

題など強みがあると見て取れます。「活用」に関する問題では、これまで各学年

で学んだ学習内容を生かして取り組めるように、各校で結果を分析し、学習指導

の工夫改善を行っています。 
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（（（（２２２２））））健康健康健康健康なななな生活生活生活生活    

心身の健全な発達を促すため、学校体育の充実を図り、生涯にわたって運動や

スポーツに親しむ資質や能力を育てるとともに、体力の向上と健康保持増進の

基礎となる力を培う必要があります。 

 そのような中、小学校においては、業間運動の取組を全校で実施し、その季節

に応じた運動を朝の始業前の時間や長休みの時間を活用し年間を通じて行って

きました。また、各校の体育の授業等の工夫された取組を「運動スポーツ事例集」

として作成し、授業改善や業間運動の工夫に活用しています。 

毎年実施されている全国体力運動能力調査における本市児童の体力値は、男

女とも５０ｍ走や反復横とびなどの種目で全国平均値を下回っています。特に、

女子児童においては、持久力に課題が見られます。しかし、中学生になると顕著

に伸びる傾向が伺え、女子生徒にとって日常の部活動での運動量の確保が、体力

を向上させる上においては大変重要です。 

この結果を受けて、各小学校では「子どもの体力向上プログラム」等を活用し

ながら、体全体を使っての運動量豊富な授業を展開しているところです。運動を

する子としない子の二極化が進むのを抑えるためにも、平成２８年度よりすべ

ての小学校において、学校の実態に応じて「１０分間運動（健やかタイム）」を

実施していきます。 

しかしながら、体力を向上させるためには、学校だけでは不十分であり、普段

の生活から運動の楽しさやおもしろさを実感させながら、自ら進んで運動やス

ポーツに取り組める子どもの育成が肝要です。 

食生活においては、「早寝、早起き、朝ごはん」運動が全国的に展開されてい

る中、本市の子どもたちは、概ねしっかりと朝食を摂っています。しかし、偏食

の傾向が見られることや、中学生段階になると、一人で食事を済ますことがある

などの課題も見受けられます。 

    

（（（（３３３３））））特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育    

特別支援教育は、すべての子どもたちが自立し、社会参加するために必要な力

を培うため、子ども一人ひとりの可能性を最大限に伸ばし、生活や学習上の困難

を改善または克服するため、適切な指導および支援を行うものです。また、それ

は、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級のみならず通常の学級に在籍する

児童生徒も含めて、特別な教育的支援を必要とする子どもたちが在籍するすべ

ての学校において実施されるものです。  

近年、本市においては特別な教育的支援を要する児童生徒が増加し、平成２７

年度の小中学校の特別支援学級は３４学級を数え１８０名の児童生徒が在籍し

ています。 
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また、通常学級に在籍する特別な教育的支援を要する児童生徒の割合は、平成

２７年度において、小中学校とも１０％を超えています。 

 

 

 

このような状況を踏まえ、就学前から、個々の子どもたちの実態に即して、よ

り計画的できめ細かな指導や支援を行うことが求められていることから、各校

に特別支援教育支援員を配置するとともに、市内すべての校園を専門家が巡回

し、保育・授業場面の観察を通して支援の対象となる幼児児童生徒への具体的な

支援の方法等について指導助言を行う巡回相談員派遣事業を実施し、各校園で

の実践につなげてきました。 

 

これからの社会にとって特別支援教育は、特別な教育的支援を必要とする子

どもたちへの教育にとどまらず、多様な個人が能力を発揮しつつ、自立して共に

社会に参加し支えあう「共生社会の形成の基礎」と捉えた実践が必要となってき

ています。 

  

（（（（４４４４））））不登校不登校不登校不登校    

不登校児童生徒の状況は、年間３０日以上欠席した児童生徒数は、平成２０年

度をピークに年々減少傾向にありました。しかし、平成２６年度、小学校におい

て著しく増加しています。 

 

    

    

    

    

    

    

 

小学校 中学校 
特別支援 
学級在籍 

通常学級 
在籍 

通常学級

在籍率 
特別支援 
学級在籍 

通常学級 
在籍 

通常学級

在籍率 
24年度 152 人  226 人 7.4 ％ 27 人 101 人 7.0 ％ 

25年度 141 人 276 人 9.1 ％ 35 人 166 人 11.6 ％ 

26年度 136 人  301 人 9.9 ％ 39 人 167 人 12.0 ％ 

27年度 132 人 336 人 11.2 ％ 48 人 179 人 12.7 ％ 

特別支援教育対象児童・生徒数の推移 
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不登校になる直接的なきっかけとしては、友人関係などの関係性の課題や学

業の不振などが挙げられますが、不登校の要因としては、漠然とした情緒的な不

安や無気力などが複雑に絡み合い、特定できないケースがほとんどです。 

ここ近年は、子どもたちの社会性の育ちにかかる課題、その背景にあるネグレ

クト（育児放棄）や心理的虐待（大人の過度な期待や必要以上の叱責など）等と

の関連や、これらに加え家庭を含む社会の価値観の多様化などとも重なり、不登

校の解決には、学校だけではなく、関係機関との連携した取組や保護者の理解と

協力が不可欠となってきています。 

    

３３３３    青少年青少年青少年青少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる状況状況状況状況    

青少年を取り巻く環境は大きく様変わりし、インターネットや携帯電話、スマ 

ートフォン等を通してあらゆる情報が入手できるようになっています。 

こうした情報のなかには、有害な情報や出会い系サイトに代表されるような

危険な情報が多くあり、またネットいじめ等にも拡大する危険性が増大してい

ます。 

市青少年育成市民会議や学校を中心にして、有害情報から身を守る研修会や

啓発紙等によりその危険性を保護者も含めた多くの市民に周知することにより、

少しでも被害を減少させることが急務です。あわせて、子どもたちを加害者にさ

せない取組も不可欠です。 

最近の傾向としては、街頭補導での補導や声かけによる指導は減少傾向にあ

りますが、一般家庭等をたまり場にしていることがあり、家庭の教育力の向上が

課題となっています。 

また、放課後等での子どもの居場所については、学童保育所と各学区コミュニ

ティセンターで開催している地域子ども教室で対応していますが、持続ある運

営や保育の質の向上が課題となっています。 

 

小学校 中学校 

野洲市 

児童数 

野洲市 

在籍率 

滋賀県 

在籍率 

野洲市 

生徒数 

野洲市 

在籍率 

滋賀県 

在籍率 

24年度 13人  0.43％ 0.46％ 40人 2.79％ 2.67％ 

25年度 11人 0.36％ 0.42％ 40人 2.78％ 2.63％ 

26年度 27人 0.89％ 0.48％ 37人 2.65％ 2.54％ 

不登校児童・生徒数の推移 
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さらに、地域の教育力を向上させるために、自治会や学区の青少年育成組織を

守山野洲少年センターの協力を得ながら、研修会や見守り活動の充実を図る必

要があり、学校や家庭、地域、関係機関が連携して、青少年のために力を結集し、

健全な育成を図る施策を幅広く展開していくことが必要です。 

    

４４４４    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習・・・・生涯生涯生涯生涯スポーツをめぐるスポーツをめぐるスポーツをめぐるスポーツをめぐる状況状況状況状況    

野洲市の生涯学習施設としては、図書館、歴史民俗博物館をはじめとした教育 

施設のほかに、各学区の７館のコミュニティセンターがあり、各種講座や研修会

を開催し、また、自主活動をされるグループへの活動の場の提供や支援を行って

います。 

 現在は、参加者の高齢化や固定化が見受けられ、いつでも、だれもが楽しんで 

学習できるよう、活動情報の提供や各団体の発表や交流の場が必要となってい 

ます。また、歴史民俗博物館が建築後２０年以上を経過することから、施設設備 

の大規模改修やリニューアルが求められており、計画的な整備（改修）に取り組 

むことや既存の文化施設の活用を図る生涯学習センター構想や市民の芸術・文 

化の振興のために作品展示や交流が図れる市民ギャラリー構想を検討していく 

ことが必要となっています。 

市民の文化・芸術の振興については、文化芸術の振興に関する基本的な方針

を明確にすることが課題となっています。 

野洲市文化ホール３館においても、十分な改修を経ないまま建築後２０～３

０年以上を経過していることから、この機会を捉えて基本的な方針にふさわし

い施設のあり方を探り、計画的な整備（改修）に取り組むことが課題となってい

ます。 

 社会体育（スポーツ）施設においても、総合体育館や温水プールをはじめ市民

グラウンド、野洲川河川公園等が整備されており、スポーツに親しむ市民が増

加しています。 

野洲市スポーツ推進委員協議会や体育協会、スポーツ少年団、学区体育振興 

会、総合型地域スポーツクラブは、地域の人たちと気軽にスポーツを楽しむ活動

を展開し、体力向上はもとより世代間交流や地域間交流に寄与されており、こう

した活動に対して支援を行っています。 

社会体育（スポーツ）施設は建設後２７年以上経過した施設が多く、政策的な

側面から野洲市にふさわしい施設数の検討と整備・改修を図る必要があります。 

図書館については、北部合同庁舎に移転した中主分館と本館の２つの施設で

サービスを行っており多くの市民が利用しています。市民に資料と情報を提供

することを目的とする図書館は、市民の多様化する要望にきちんと応えるため、
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今後も資料費の確保が必要となります。本館は建設後１４年ですが改修が必要

な設備も出始めており今後の課題となっています。 
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第第第第２２２２章章章章    第第第第１１１１期計画期計画期計画期計画のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題    

１１１１．．．．元気元気元気元気なななな学校学校学校学校・・・・園園園園のののの創造創造創造創造        

○ 学校・園での創意と工夫を活かした特色ある教育活動の推進 

○ 確かな学力の向上と新しい教育内容への支援 

○ 特別支援教育の推進 

○ 学校・園と図書館を結ぶ情報ネットワークの構築と子どもの読書活動

の推進 

○ 基本的な生活習慣の形成と生きる力を育てる学習の推進 

○ 家庭の教育力の向上にむけた取組の推進 

○ 体力向上の取り組みの推進 

○ 家庭、学校・園、地域、企業、ＮＰＯ・市民団体等の連携を図る取り

組みの推進 

    

学校学校学校学校・・・・園園園園でのでのでのでの創意創意創意創意とととと工夫工夫工夫工夫をををを活活活活かしたかしたかしたかした特色特色特色特色あるあるあるある教育活動教育活動教育活動教育活動のののの推進推進推進推進    

社会の急激な変化と厳しい状況のなかで、学校・園が向きあう諸課題の複

雑化、多様化がますます進んでいます。 

しかしながら、子どもたちが元気に生き生きと学ぶ学校・園を築くために

は、現下の教育課題に対応するだけでなく、各学校・園が教職員の創意と工

夫を生かした特色ある教育活動を積極的に展開することが大切です。 

平成２１年度から本市独自の取り組みとして、「元気な学校づくり事業」

を実施していますが、その継続と一層の拡充に努めます。また、地域の教育

力を活かすため、地域全体で学校・園を支援する「学校応援団事業」を実施

し、学校・園支援活動の拡大と充実を図ります。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    元気元気元気元気なななな学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度（（（（指指指指

定校定校定校定校３３３３校校校校））））よりスタートしよりスタートしよりスタートしよりスタートし、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度にはにはにはには、、、、９９９９校園校園校園校園

でででで本事業本事業本事業本事業がががが実施実施実施実施されされされされ一一一一定定定定のののの定着定着定着定着がががが見見見見られたられたられたられた。。。。またまたまたまた、、、、学校学校学校学校

応援団事業応援団事業応援団事業応援団事業についてについてについてについてもももも、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度にににに中学校中学校中学校中学校においてにおいてにおいてにおいて

もももも立立立立ちちちち上上上上げられげられげられげられ、、、、全全全全てのてのてのての学校学校学校学校においてもにおいてもにおいてもにおいても定着定着定着定着がががが見見見見られられられられ機機機機

能能能能しているしているしているしている。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    今後今後今後今後もももも、、、、元気元気元気元気なななな学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業によるによるによるによる、、、、各校各校各校各校のののの地域地域地域地域にににに

根根根根ざしたざしたざしたざした特色特色特色特色あるあるあるある取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。        

またまたまたまた、、、、学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業についてはについてはについてはについては、、、、今後今後今後今後、、、、学校学校学校学校（（（（児童児童児童児童

生徒生徒生徒生徒））））のののの地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献というというというという視点視点視点視点もももも必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    
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確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力のののの向上向上向上向上とととと新新新新しいしいしいしい教育内容教育内容教育内容教育内容へのへのへのへの支援支援支援支援    

確かな学力の向上をめざし、子どもたちの学力や学習状況の実態に応じ

て、「学力向上プラン」を策定し、計画的な取組を進め、保育や授業改善を

図るとともに、社会の変化に対応した保育・教育の推進に努めます。 

「生きる力」をより一層育むことをめざし、幼稚園では平成２１年度か

ら、小学校では平成２３年度から、中学校では平成２４年度からの新しい学

習指導要領の全面実施に沿って教育活動を進めています。この学習指導要領

改訂の趣旨を踏まえた教育活動の充実のため、各学校・園での保育・授業研

究を通じて教職員の保育・授業力向上に努めます。 

また、社会の変化に対応した教育の中心となる取組として、郷土の自然に

学びつつ地球全体を視野に入れた環境教育の充実や地域の人材を活用した外

国語活動さらには学校のＩＣＴ化に基づく授業の実施に努めます。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    すべてすべてすべてすべてのののの小中学校小中学校小中学校小中学校においてにおいてにおいてにおいて「「「「わがわがわがわが校校校校のののの学力向上学力向上学力向上学力向上プランプランプランプラン」」」」

にににに則則則則りりりり、、、、授業改善授業改善授業改善授業改善をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、家庭学習家庭学習家庭学習家庭学習のののの手引手引手引手引きききき等等等等

をををを作成作成作成作成・・・・活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら学力学力学力学力のののの定着定着定着定着とととと向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを推推推推

進進進進してしてしてしてきたきたきたきた。。。。    

学校学校学校学校ののののＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ化化化化にににに基基基基づくづくづくづく授業授業授業授業についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度

にににに、、、、三上小学校三上小学校三上小学校三上小学校、、、、野洲中学校野洲中学校野洲中学校野洲中学校ををををＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ推進推進推進推進モデルモデルモデルモデル校校校校としてとしてとしてとして

指定指定指定指定しししし、、、、各校各校各校各校にににに電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板１１１１台台台台、、、、実物投影機実物投影機実物投影機実物投影機１１１１台台台台、、、、タブレッタブレッタブレッタブレッ

トトトト端末端末端末端末４１４１４１４１台台台台、、、、デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書・・・・関連機器関連機器関連機器関連機器・ソフトウェア・ソフトウェア・ソフトウェア・ソフトウェア

等等等等のののの整備整備整備整備をををを行行行行ったったったった。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    各種各種各種各種、、、、学力調査学力調査学力調査学力調査のののの分析分析分析分析をををを各校各校各校各校のののの教職員全体教職員全体教職員全体教職員全体はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、

本市教職員全体本市教職員全体本市教職員全体本市教職員全体でででで学校種学校種学校種学校種をををを越越越越えてえてえてえて共通理解共通理解共通理解共通理解しししし、、、、小中連携小中連携小中連携小中連携をををを

意識意識意識意識したしたしたした、、、、求求求求めるめるめるめる子子子子どもどもどもども像像像像をををを共通認識共通認識共通認識共通認識しししし実践実践実践実践にににに移移移移していくしていくしていくしていく

必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、学校学校学校学校としてとしてとしてとして短短短短いスパンでのいスパンでのいスパンでのいスパンでのＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡササササ

イクルをイクルをイクルをイクルを確立確立確立確立しししし、「、「、「、「年間年間年間年間」」」」というというというという感覚感覚感覚感覚ではなくではなくではなくではなく「「「「すぐにすぐにすぐにすぐに改改改改

善善善善」」」」というというというという意識意識意識意識のののの改革改革改革改革がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

学校学校学校学校ののののＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ化化化化にににに基基基基づくづくづくづく授業授業授業授業についてはについてはについてはについては、、、、ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ推進推進推進推進モモモモ

デルデルデルデル校校校校のののの活用状況活用状況活用状況活用状況をををを吟吟吟吟味味味味しながらしながらしながらしながら、ＩＣＴ、ＩＣＴ、ＩＣＴ、ＩＣＴ環境整備環境整備環境整備環境整備にににに努努努努めめめめ

るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板とタブレットとタブレットとタブレットとタブレット端末端末端末端末をををを併用併用併用併用したしたしたした講座講座講座講座なななな

どさらなるどさらなるどさらなるどさらなる研修研修研修研修をををを行行行行うううう必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの推進推進推進推進    

特別支援教育の指導改善を進めるとともに、指導体制の充実に努めます。 

特別な教育的支援を必要とする子どもたちが増えるなか、一人ひとりの特

性に応じたきめ細かな指導を進めることは、学校教育の重要な課題です。 

将来の自立につながる力を育てるためには、個々の教育的ニーズを的確に

把握し、個別の指導計画に基づく適切な指導を計画的に行う必要がありま

す。そのために、教職員の資質能力の向上をめざし、特別支援教育にかかる

研修体制の充実を図ります。 

また、特別支援教育を推進するための教員配置に努めます。さらに、特別

支援教育や教育相談の充実に向けて支援員の配置を行います。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育についてはについてはについてはについては、、、、特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育コーディネーコーディネーコーディネーコーディネー

タタタターーーー加配校加配校加配校加配校においてにおいてにおいてにおいて、、、、該当教員該当教員該当教員該当教員がわががわががわががわが校校校校のののの特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育

推進推進推進推進にかかるにかかるにかかるにかかる業務業務業務業務にににに専念専念専念専念できできできでき得得得得るるるる環境環境環境環境はははは整整整整ってきってきってきってきておておておてお

りりりり、、、、各校各校各校各校・・・・園園園園のののの特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの推進推進推進推進にににに対対対対しししし、、、、組織組織組織組織としてとしてとしてとして

のののの取組取組取組取組にににに寄与寄与寄与寄与しているしているしているしている。。。。    

教職員教職員教職員教職員のののの資質資質資質資質・・・・能力能力能力能力のののの向上向上向上向上についてはについてはについてはについては、、、、計画的計画的計画的計画的・・・・系統系統系統系統

的的的的なななな研修体系研修体系研修体系研修体系がががが確立確立確立確立されてきておりされてきておりされてきておりされてきており、、、、そのことによりそのことによりそのことによりそのことにより特特特特

別支援教育別支援教育別支援教育別支援教育がががが学校学校学校学校のスタンダードとしてのスタンダードとしてのスタンダードとしてのスタンダードとして捉捉捉捉えられてきてえられてきてえられてきてえられてきて

いるいるいるいる。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための教員配置教員配置教員配置教員配置についてはについてはについてはについては、、、、

当初計画当初計画当初計画当初計画どおりどおりどおりどおり配置配置配置配置されていないされていないされていないされていない学校学校学校学校がありがありがありがあり、、、、特別支援特別支援特別支援特別支援

教育教育教育教育のののの充実充実充実充実ががががさらにさらにさらにさらに望望望望まれているまれているまれているまれている中中中中、、、、コーディネータコーディネータコーディネータコーディネーターーーー

のののの負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

教職員教職員教職員教職員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上にににに対対対対しししし、、、、一定一定一定一定のののの成果成果成果成果がががが感感感感じじじじられるられるられるられる

中中中中、、、、今後今後今後今後、、、、教員教員教員教員のののの世代交代世代交代世代交代世代交代のののの課題課題課題課題もありもありもありもあり、、、、若若若若手教員手教員手教員手教員のののの育育育育

成成成成やややや、、、、具具具具体的事体的事体的事体的事例例例例にににに即即即即したしたしたした研修研修研修研修のののの実施実施実施実施などなどなどなど、、、、引引引引きききき続続続続いていていていて

充実充実充実充実したしたしたした研修体研修体研修体研修体制制制制のののの構築構築構築構築をををを進進進進めるとめるとめるとめるとともともともともにににに、、、、インクルーインクルーインクルーインクルー

シシシシブブブブ教育教育教育教育シシシシスススステムテムテムテム構築構築構築構築にににに向向向向けたけたけたけた研研研研究究究究・・・・研修研修研修研修をををを強強強強力力力力にににに進進進進めめめめ

るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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学校学校学校学校・・・・園園園園とととと図書館図書館図書館図書館をををを結結結結ぶぶぶぶ情報情報情報情報ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの構築構築構築構築とととと子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの推推推推

進進進進    

学校・園と図書館との連携を深め、子どもたちの学びの質を高めます。 

「知の時代」と言われる今世紀、これからの時代を生きる力の育成に向け

て、学校図書館の「読書センター」や「学校情報センター」としての機能強

化が求められています。   

現在、学校図書館の充実に取り組んでいますが、今後、学校･園と図書館

との連携を深めながら、言葉を学び感性を磨く読書活動の推進や図書館での

学習指導の展開に取り組みます。 

そのため、各学校・園と図書館との情報ネットワークを構築し、子どもた

ちが必要とする書籍・資料等の提供に努めます。また、学校図書館及び幼稚

園絵本室の蔵書のデータベース化を進め、学校・園や家庭での読書活動を推

進します。 

    

    

    

    

    

    

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    学校学校学校学校・・・・園園園園とととと図図図図書書書書館館館館とのとのとのとの連携連携連携連携をををを深深深深めるためのめるためのめるためのめるための、、、、情報情報情報情報ネッネッネッネッ

トトトトワワワワークークークークはははは構築構築構築構築していないがしていないがしていないがしていないが、、、、学校学校学校学校、、、、園園園園のののの個々個々個々個々のののの教職員教職員教職員教職員

からからからから図図図図書書書書館館館館へへへへ随時随時随時随時、、、、資資資資料料料料のののの要要要要望望望望がががが寄寄寄寄せせせせられておりられておりられておりられており、、、、要望要望要望要望

にににに沿沿沿沿ったったったった資資資資料料料料をををを揃揃揃揃えてえてえてえて団体団体団体団体貸出貸出貸出貸出をするとともにをするとともにをするとともにをするとともに、、、、図図図図書書書書館館館館

のののの蔵蔵蔵蔵書書書書ははははホホホホーーーームペムペムペムページージージージによりによりによりにより公開公開公開公開しているしているしているしている。。。。    

学校学校学校学校・・・・園園園園とととと図図図図書書書書館館館館とのとのとのとの連携連携連携連携によりによりによりにより、、、、調調調調べべべべ学習用学習用学習用学習用資資資資料料料料やややや

学学学学級文庫級文庫級文庫級文庫用用用用のののの資資資資料料料料のののの貸出貸出貸出貸出をををを行行行行いいいい、、、、教育教育教育教育現場現場現場現場のののの要望要望要望要望にににに応応応応ええええ

ているているているている。。。。    

学校学校学校学校図図図図書書書書ボボボボランランランランテテテティアについてはィアについてはィアについてはィアについては、、、、図図図図書書書書館館館館のののの司司司司書書書書をををを講講講講

師師師師としてとしてとしてとして、、、、絵絵絵絵本本本本のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かかかかせせせせ研修研修研修研修やややや図図図図書書書書のののの修理作業修理作業修理作業修理作業のののの研研研研

修修修修などをなどをなどをなどを行行行行いいいい、、、、そのスそのスそのスそのスキキキキルアップをルアップをルアップをルアップを図図図図ってってってっているいるいるいる。。。。    

園園園園でのでのでのでの日常日常日常日常的的的的なななな読読読読みみみみ聞聞聞聞かかかかせやせやせやせや、、、、学校学校学校学校でのでのでのでの朝朝朝朝のののの読読読読書書書書などなどなどなど

のののの取組取組取組取組についてはについてはについてはについては、、、、図図図図書書書書館館館館職員職員職員職員のののの乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児健診健診健診健診でのでのでのでの啓発啓発啓発啓発やややや

学校学校学校学校でのブックトークでのブックトークでのブックトークでのブックトークややややおはなしおはなしおはなしおはなし会会会会等等等等のののの行事行事行事行事、、、、ボボボボランランランランテテテテ

ィアによるおはなしィアによるおはなしィアによるおはなしィアによるおはなし会会会会などによりなどによりなどによりなどにより、、、、読読読読書活書活書活書活動動動動をををを推進推進推進推進しししし

たたたた。。。。    
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今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    学校学校学校学校・・・・園園園園とととと図図図図書書書書館館館館とのとのとのとの連携連携連携連携をををを深深深深めるためのめるためのめるためのめるための情報情報情報情報ネットネットネットネット

ワワワワークークークーク化化化化はははは資資資資料料料料とととと情報情報情報情報のののの提供提供提供提供をををを適切適切適切適切にににに効率効率効率効率的的的的・・・・効効効効果的果的果的果的にににに

行行行行うためのうためのうためのうための一一一一つのつのつのつの方策方策方策方策であるがであるがであるがであるが、、、、ままままずずずずはははは、、、、各学校各学校各学校各学校図図図図書書書書館館館館

のののの蔵蔵蔵蔵書書書書をををを充実充実充実充実するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、司司司司書教書教書教書教諭諭諭諭のののの力力力力量量量量向上向上向上向上をををを図図図図るるるる

必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、学校学校学校学校図図図図書書書書館館館館へへへへのののの司司司司書書書書のののの配置配置配置配置がががが大大大大きなきなきなきな

課題課題課題課題となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、費費費費用対用対用対用対効効効効果果果果などをなどをなどをなどを十十十十分分分分にににに勘案勘案勘案勘案したうしたうしたうしたう

えでえでえでえで検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

学校学校学校学校図図図図書書書書のののの充実充実充実充実にはにはにはには、、、、新鮮新鮮新鮮新鮮でででで魅魅魅魅力力力力あるあるあるある資資資資料料料料、、、、調調調調べべべべ学習学習学習学習

用等用等用等用等、、、、授業授業授業授業にににに使使使使えるえるえるえる資資資資料料料料をををを蔵蔵蔵蔵書書書書としてとしてとしてとして備備備備えることがえることがえることがえることが必要必要必要必要

でありでありでありであり、、、、図図図図書書書書館館館館とのとのとのとの連携連携連携連携でででで、、、、選選選選書書書書のためののためののためののための資資資資料提供料提供料提供料提供やややや助助助助

言言言言等等等等のののの支援支援支援支援もももも考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児期期期期からのからのからのからの子子子子どもとどもとどもとどもと本本本本をつなぐはたらきかけにをつなぐはたらきかけにをつなぐはたらきかけにをつなぐはたらきかけに

はははは、、、、乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児健診時健診時健診時健診時のののの啓発啓発啓発啓発とともにとともにとともにとともに絵絵絵絵本本本本をををを配配配配布布布布するするするする「「「「ブッブッブッブッ

クスタートクスタートクスタートクスタート」」」」事業事業事業事業がががが効効効効果的果的果的果的であるがであるがであるがであるが、、、、導入導入導入導入にににに向向向向けてはけてはけてはけては配配配配

布布布布用用用用絵絵絵絵本本本本のののの確確確確保保保保等等等等のののの課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。    

これらこれらこれらこれら課題課題課題課題をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた上上上上でででで、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年９９９９月策月策月策月策定定定定のののの

「「「「野洲市子野洲市子野洲市子野洲市子どもどもどもども読読読読書活書活書活書活動動動動推進計画推進計画推進計画推進計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき必要必要必要必要なななな施施施施策策策策

をををを行行行行っていくっていくっていくっていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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基本的基本的基本的基本的なななな生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの形成形成形成形成とととと生生生生きるきるきるきる力力力力をををを育育育育てるてるてるてる学習学習学習学習のののの推進推進推進推進    

        子どもたちの基本的な生活習慣を形成するために、「早寝、早起き、朝ご

はん」運動や「あいさつ」運動を推進し、家庭での役割を自覚できるよう家

庭と連携しながら指導を進めます。また、生きる力や社会性の涵養をめざ

し、社会貢献活動や職業体験等の取り組みの推進に努めます。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    「「「「早寝早寝早寝早寝、、、、早起早起早起早起きききき、、、、朝朝朝朝ごごごごははははんんんん」」」」運動運動運動運動はははは全全全全国国国国的的的的にににに展開展開展開展開されされされされ、、、、

本市本市本市本市においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、学校学校学校学校及及及及びびびび保護者保護者保護者保護者にににに定着定着定着定着してきてしてきてしてきてしてきておりおりおりおり、、、、

本市本市本市本市のののの小中学生小中学生小中学生小中学生はははは概概概概ねねねねしっかりとしっかりとしっかりとしっかりと朝食朝食朝食朝食をををを摂摂摂摂っているっているっているっている結結結結果果果果

がががが出出出出ているているているている。。。。職職職職場場場場体体体体験験験験学習学習学習学習はははは、、、、中学校中学校中学校中学校２２２２年生全員年生全員年生全員年生全員をををを対対対対象象象象

にににに実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

またまたまたまた、、、、あいさつあいさつあいさつあいさつ運動運動運動運動やボやボやボやボランランランランテテテティアィアィアィア活活活活動動動動についてについてについてについてはははは、、、、

児童児童児童児童会会会会、、、、生徒生徒生徒生徒会会会会によるによるによるによる主主主主体的体的体的体的なななな取組取組取組取組がががが実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    朝食朝食朝食朝食のののの摂摂摂摂取取取取率率率率はははは高高高高くなっているくなっているくなっているくなっているがががが、、、、そのことでそのことでそのことでそのことで、、、、基本基本基本基本

的生活習的生活習的生活習的生活習慣慣慣慣がががが確立確立確立確立されているとはされているとはされているとはされているとは捉捉捉捉えきれないとこえきれないとこえきれないとこえきれないところろろろがががが

あるあるあるある。。。。引引引引きききき続続続続きききき、、、、家庭家庭家庭家庭（（（（保護者保護者保護者保護者））））とととと連携連携連携連携したしたしたした取組取組取組取組をををを進進進進めめめめ

るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、生生生生きるきるきるきる力力力力のののの育成育成育成育成をめざすをめざすをめざすをめざす体体体体験験験験活活活活動動動動

やややや交流交流交流交流活活活活動動動動のののの推進推進推進推進についてはについてはについてはについては、、、、中学生中学生中学生中学生期期期期においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地地地地

域貢献域貢献域貢献域貢献というというというという視点視点視点視点でのでのでのでの取組取組取組取組をををを展開展開展開展開できるようにしていくできるようにしていくできるようにしていくできるようにしていく

必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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家庭家庭家庭家庭のののの教育力教育力教育力教育力のののの向上向上向上向上にむけたにむけたにむけたにむけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

        核家族化が進むなかで、家庭と地域社会の繋がりが薄れ、規範意識が乏し

く集団生活になじめない子どもが増加しています。子どもの健全な成長に

は、家庭における家族の繋がりやしつけが大切であり、家庭の教育力の向上

のために、学校・園やＰＴＡと協力しながら、啓発等の取組を推進します。 

  そのために、子どもの成長段階にあわせて生活習慣やしつけ、社会の規範

意識などについての家庭の意識を高められるよう、子育てやしつけに関する

相談や学習機会を設け、家庭と学校・園がともに考え、実践します。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    子子子子どものどものどものどもの社会性社会性社会性社会性やややや規範規範規範規範意識意識意識意識をををを育育育育むむむむ家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育についてについてについてについて

はははは、、、、各校各校各校各校のののの主主主主体的体的体的体的なななな取組取組取組取組によりによりによりにより、、、、ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ研修研修研修研修やややや地地地地区懇談区懇談区懇談区懇談

会会会会でのでのでのでの啓発啓発啓発啓発やややや学習機学習機学習機学習機会会会会のののの場場場場をををを設設設設けたけたけたけた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    価値観価値観価値観価値観のののの多様多様多様多様化化化化からからからから、、、、保護者保護者保護者保護者のののの受受受受けけけけ止止止止めはめはめはめは様々様々様々様々であであであであ

りりりり、、、、共通実践共通実践共通実践共通実践にはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか結結結結びびびび付付付付かないかないかないかない実実実実態態態態もあもあもあもあるるるる。。。。まままま

たたたた、、、、保護者保護者保護者保護者へへへへのののの研修機研修機研修機研修機会会会会のののの提供提供提供提供やややや啓発啓発啓発啓発などなどなどなど、、、、結局結局結局結局、、、、学校学校学校学校

負担負担負担負担となっていることがとなっていることがとなっていることがとなっていることが課題課題課題課題であるであるであるである。。。。市市市市としてとしてとしてとして家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育

講座講座講座講座のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    

    

体力向上体力向上体力向上体力向上のののの取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

子どもの体力向上を図るために、学校・園における体育の充実と学校での

休み時間等を利用して外遊びができる環境づくりを進めます。また、スポー

ツ少年団や総合型地域スポーツクラブ等と連携して、子どもがスポーツに親

しめる機会を充実します。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける体力体力体力体力づくりづくりづくりづくりやややや運動運動運動運動・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツにににに親親親親ししししむむむむ習習習習

慣慣慣慣づくづくづくづくりりりりにににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、体力向上体力向上体力向上体力向上のためののためののためののための学校学校学校学校・・・・園園園園でのでのでのでの軽軽軽軽

運動運動運動運動等等等等のののの推進推進推進推進はははは図図図図れたがれたがれたがれたが、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの遊遊遊遊びやびやびやびやススススポポポポーーーーツツツツ活活活活動動動動

へへへへのののの支援支援支援支援とととと充実充実充実充実についてはについてはについてはについては、、、、取取取取りりりり組組組組めなかっためなかっためなかっためなかった。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける取組取組取組取組はははは今後今後今後今後もももも進進進進めるべきであるがめるべきであるがめるべきであるがめるべきであるが、、、、他他他他団団団団

体体体体とのとのとのとの連携連携連携連携にはにはにはには課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、体力向上体力向上体力向上体力向上のためののためののためののための家家家家

庭庭庭庭、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの軽軽軽軽運動運動運動運動等等等等のののの推進推進推進推進についてはについてはについてはについては、、、、内容内容内容内容等等等等をををを含含含含めめめめ

今後今後今後今後検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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家庭家庭家庭家庭、、、、学校学校学校学校・・・・園園園園、、、、地域地域地域地域、、、、企業企業企業企業、、、、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ・・・・市民団体等市民団体等市民団体等市民団体等のののの連携連携連携連携をををを図図図図るるるる取取取取りりりり組組組組みみみみ

のののの推進推進推進推進    

子どもの健全育成を推進する取組として、家庭、学校・園、地域、企業、

ＮＰＯ・市民団体等が連携して、地域の教育力の向上をめざします。 

 市青少年育成市民会議や市地域教育協議会をはじめ、スクールガード等多

くの市民が子どもの健全な育ちのために多様な活動に尽力いただいています

が、より一層の連携を図るため、情報の共有や連携を深めるための講演会や

交流会などの取り組みを推進します。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    子子子子どものどものどものどもの健健健健全育成全育成全育成全育成ににににむむむむけたけたけたけた活活活活動動動動のののの連携連携連携連携についてはについてはについてはについては、、、、青青青青

少少少少年育成年育成年育成年育成市市市市民会議民会議民会議民会議ややややスクールスクールスクールスクールガガガガードードードードリリリリーダーーダーーダーーダー等等等等とのとのとのとの情報情報情報情報

共共共共有有有有、、、、懇談懇談懇談懇談のののの場場場場をををを設設設設けたけたけたけた。。。。またまたまたまた、、、、特特特特にににに中学校中学校中学校中学校においてにおいてにおいてにおいて

はははは、、、、地域地域地域地域清掃清掃清掃清掃やややや野洲野洲野洲野洲駅駅駅駅でのあいさつでのあいさつでのあいさつでのあいさつ運動運動運動運動、、、、校校校校区内区内区内区内小学校小学校小学校小学校

でのでのでのでの奉仕奉仕奉仕奉仕活活活活動動動動などなどなどなど、、、、工夫工夫工夫工夫したしたしたした取組取組取組取組をををを行行行行いいいい教育的教育的教育的教育的効効効効果果果果があがあがあがあ

ったったったった。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    地域地域地域地域社会社会社会社会がががが子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健健健健全育成全育成全育成全育成をををを支支支支えるといえるといえるといえるというううう意味意味意味意味

においてにおいてにおいてにおいて、、、、今後今後今後今後もしっかりともしっかりともしっかりともしっかりと連携連携連携連携をををを深深深深めめめめ、、、、発達段階発達段階発達段階発達段階にににに応応応応

じじじじたたたた活活活活動動動動をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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２２２２．．．．安心安心安心安心････安全安全安全安全のののの教育環境教育環境教育環境教育環境とととと子子子子どものどものどものどもの居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり        

○ 学校の耐震化の推進 

○ 食育の推進 

○ 子どもの居場所づくりの推進 

○ 幼保一元化の推進 

○ いじめや問題行動等への対応の強化 

○ 不登校の子どもや保護者への支援 

○ 学校・園の危機管理体制の充実 

    

    

    

学校学校学校学校のののの耐震化耐震化耐震化耐震化のののの推進推進推進推進    

学校は、児童や生徒が長時間学習をする場所であり、耐震に対する対策工

事が喫緊の課題となっています。本市では、市内の１中学校、４小学校の校

舎及び体育館についての耐震診断等を終え、平成２２年度に野洲中学校及び

三上小学校と篠原小学校（第 1期）の改築工事に着手しました。引き続き、

平成２３年度においては、野洲中学校及び篠原・三上・野洲・祇王小学校の

校舎や体育館の耐震補強や大規模改修並びに篠原小学校の第２期改築工事を

進め、学校施設の耐震化率１００％をめざすとともに、教育環境の改善に努

めます。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        学校学校学校学校のののの耐震耐震耐震耐震化化化化についてはについてはについてはについては、、、、耐震耐震耐震耐震対対対対策策策策をををを必要必要必要必要とするとするとするとする小中小中小中小中

学校学校学校学校のののの学校施学校施学校施学校施設設設設ににににおいておいておいておいて、、、、平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度をもってをもってをもってをもって対対対対策策策策工工工工

事事事事をををを完了完了完了完了したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、教育環境教育環境教育環境教育環境のののの向上向上向上向上にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、園小園小園小園小

中学校中学校中学校中学校においてにおいてにおいてにおいて、、、、空空空空調調調調設設設設備備備備（（（（エエエエアコンアコンアコンアコン設設設設置置置置））））をををを行行行行ったったったった。。。。    

園園園園においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、安心安心安心安心してしてしてして遊遊遊遊べるべるべるべる保保保保育育育育室室室室づくりとしてづくりとしてづくりとしてづくりとして、、、、

園園園園舎舎舎舎のののの老朽老朽老朽老朽化化化化やややや耐震耐震耐震耐震化化化化にににに対応対応対応対応したしたしたした施施施施設設設設改修改修改修改修やややや移移移移転新築転新築転新築転新築

やややや、、、、各種各種各種各種のののの環境環境環境環境検検検検査査査査、、、、遊具遊具遊具遊具・・・・施施施施設設設設のののの安安安安全点全点全点全点検検検検のののの実施実施実施実施によによによによ

りりりり改修改修改修改修・・・・修修修修繕繕繕繕をををを行行行行いいいい、、、、保保保保育環境育環境育環境育環境のののの整備整備整備整備をををを計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めてめてめてめて

きたきたきたきた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        今後今後今後今後はははは老朽老朽老朽老朽校校校校舎舎舎舎のののの対対対対策策策策としてとしてとしてとして、、、、野洲市小中学校施野洲市小中学校施野洲市小中学校施野洲市小中学校施設保設保設保設保

全計画全計画全計画全計画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、快快快快

適適適適にににに学学学学べるべるべるべる教教教教室室室室づくりづくりづくりづくりやややや、、、、保保保保育育育育室室室室づくりについてはづくりについてはづくりについてはづくりについては、、、、各各各各

教教教教室室室室等等等等のののの点点点点検検検検をををを行行行行いいいい、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじてててて改修改修改修改修をををを実施実施実施実施していくしていくしていくしていく

必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

学校･園での食育の充実を図るとともに、家庭への啓発に努めます。 

近年、子どもたちの「食」を取り巻く状況が大きく変化し、心身の健康上

の諸問題が指摘されています。子どもたちの健やかな成長にとって、より良

い「食」は最も大切な要素であり、食育はすべての教育活動の基礎となるべ

きものと捉える必要があります。 

そこで、学校･園での「食」に関する指導の充実に取り組むとともに、小

学校を中心に農業体験の推進に努めます。また、学校給食における安全な食

材の確保と地元食材の積極的な使用を図ります。さらに、子どもたちの望ま

しい食習慣の形成に向けて、給食センターや家庭との連携を一層強めていき

ます。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    料料料料理教理教理教理教室室室室のののの開催開催開催開催はできていないがはできていないがはできていないがはできていないが、、、、給食給食給食給食だだだだよりよりよりよりやややや献立献立献立献立

表表表表をををを配配配配布布布布することによりすることによりすることによりすることにより地元地元地元地元食材食材食材食材ややややレレレレシピシピシピシピのののの紹介紹介紹介紹介をををを行行行行うううう

とともにとともにとともにとともに、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ親親親親子子子子ふふふふれあいれあいれあいれあい料料料料理教理教理教理教室室室室をををを開催開催開催開催しししし、、、、親親親親子子子子

でででで料料料料理理理理をををを作作作作ることによりることによりることによりることにより料料料料理理理理のののの楽楽楽楽しさしさしさしさやややや食材食材食材食材についてについてについてについて学学学学

ぶぶぶぶことができことができことができことができ、、、、会食会食会食会食することによりすることによりすることによりすることにより食食食食べべべべ物物物物、、、、栄養栄養栄養栄養、、、、給食給食給食給食

などなどなどなど食食食食にににに関関関関するするするする理解理解理解理解をををを深深深深めることができためることができためることができためることができた。。。。またまたまたまた、、、、各小各小各小各小

学校学校学校学校においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、学習学習学習学習田田田田のののの活用活用活用活用やややや地域地域地域地域のののの田田田田んぼんぼんぼんぼをををを借借借借用用用用しししし

てててて、、、、もちもちもちもち米米米米作作作作りなどりなどりなどりなど体体体体験験験験的的的的なななな学習学習学習学習をををを展開展開展開展開してしてしてしてきたきたきたきた。。。。    

地元地元地元地元食材食材食材食材のののの積極積極積極積極的的的的なななな使使使使用用用用についてについてについてについて、、、、米米米米についてはについてはについてはについては、、、、    

１１１１００００００００％％％％地元地元地元地元産産産産をををを使使使使用用用用しているしているしているしている。。。。野野野野菜菜菜菜についてもについてもについてもについても調調調調達可達可達可達可

能能能能なななな範囲範囲範囲範囲（（（（約約約約３３３３００００％％％％弱弱弱弱））））でででで使使使使用用用用したしたしたした。。。。        

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        親親親親とととと子子子子がともにがともにがともにがともに学学学学べるべるべるべる食食食食にににに関関関関するするするする講座講座講座講座やややや研修研修研修研修会会会会のののの開催開催開催開催

についてはについてはについてはについては、、、、人人人人気気気気がががが高高高高くくくく多数多数多数多数のののの応応応応募募募募があるががあるががあるががあるが、、、、会場会場会場会場やややや指指指指

導者導者導者導者のののの関関関関係係係係でででで抽選抽選抽選抽選することになりすることになりすることになりすることになり参参参参加加加加者者者者がががが限限限限定定定定されてくされてくされてくされてく

るるるる。。。。またまたまたまた、、、、農農農農業体業体業体業体験験験験等等等等についてについてについてについて、、、、中学校中学校中学校中学校段階段階段階段階でのでのでのでの農農農農業体業体業体業体

験験験験はははは、、、、教育教育教育教育課程課程課程課程のののの編編編編成上成上成上成上、、、、時時時時間確間確間確間確保保保保等実施等実施等実施等実施はははは難難難難しいしいしいしいたたたた

めめめめ、、、、実施実施実施実施にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては時時時時間確間確間確間確保保保保等等等等検討検討検討検討をををを要要要要するするするする。。。。    
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子子子子どものどものどものどもの居場所居場所居場所居場所づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

子どもたちが、いつでも安心して遊ぶことができるよう、地域やコミュニ

ティセンターと連携して地域子ども教室の充実を図ります。また、文化・ス

ポーツだけでなく科学や伝統芸能、音楽活動などのさまざまな体験活動や地

域住民との交流が図れるような事業に対する支援を行います。 

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    放課放課放課放課後後後後でのでのでのでの子子子子どものどものどものどもの居場所居場所居場所居場所についてはについてはについてはについては、、、、学童学童学童学童保保保保育育育育所所所所とととと各各各各    

学学学学区区区区ココココミュニテミュニテミュニテミュニティィィィセセセセンターでンターでンターでンターで開催開催開催開催しているしているしているしている地域子地域子地域子地域子どもどもどもども教教教教

室室室室をををを開催開催開催開催しししし、、、、充実充実充実充実したしたしたした取組取組取組取組がががが図図図図れたれたれたれた。。。。    

学童学童学童学童保保保保育育育育所所所所のののの整備充実整備充実整備充実整備充実とととと指指指指導導導導員員員員のののの資質資質資質資質・・・・能力能力能力能力のののの向上向上向上向上にににに

ついてはついてはついてはついては、、、、市市市市内内内内全域全域全域全域で２４で２４で２４で２４学童学童学童学童（（（（定員定員定員定員１１１１，，，，０８００８００８００８０人人人人））））のののの

受受受受けけけけ入入入入れれれれ態勢態勢態勢態勢をををを整整整整ええええ、、、、施施施施設設設設整備整備整備整備をををを行行行行うまでのうまでのうまでのうまでの喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題

であったであったであったであった待待待待機児童機児童機児童機児童をををを解解解解消消消消したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、指指指指導導導導員員員員のののの資質資質資質資質・・・・能能能能

力力力力のののの向上向上向上向上についてはについてはについてはについては身近身近身近身近なななな課題課題課題課題についてについてについてについて研修研修研修研修会会会会をををを毎毎毎毎年年年年開開開開

催催催催してきたしてきたしてきたしてきた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力をををを向上向上向上向上ささささせせせせるためにるためにるためにるために、、、、自治会自治会自治会自治会やややや学学学学区区区区のののの青青青青

少少少少年育成組織年育成組織年育成組織年育成組織をををを守山守山守山守山野洲野洲野洲野洲少少少少年年年年セセセセンターのンターのンターのンターの協協協協力力力力をををを得得得得ながながながなが

らららら、、、、研修研修研修研修会会会会やややや見見見見守守守守りりりり活活活活動動動動のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、学校学校学校学校

やややや家庭家庭家庭家庭、、、、地域地域地域地域、、、、関関関関係係係係機関機関機関機関がががが連携連携連携連携してしてしてして、、、、青少青少青少青少年年年年のためにのためにのためにのために力力力力

をををを結集結集結集結集しししし、、、、健健健健全全全全なななな育成育成育成育成をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを幅広幅広幅広幅広くくくく展展展展開開開開していくしていくしていくしていく

ことことことことがががが課題課題課題課題であるであるであるである。。。。    
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幼保一元化幼保一元化幼保一元化幼保一元化のののの推進推進推進推進    

多様化する保護者の教育・保育へのニーズに応えるため、幼稚園では預か

り保育の実施を継続するとともに、保育所と幼稚園を併設する「こども園」

を整備するなど、地域の実情に応じた就学前教育・保育を推進し、適正規模

での施設整備を進めます。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    民民民民間間間間保保保保育育育育所所所所とととと競合競合競合競合しないようにしないようにしないようにしないように配配配配慮慮慮慮しつつしつつしつつしつつ地域地域地域地域のののの実実実実情情情情

にににに即即即即したしたしたした一元化一元化一元化一元化をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年にににに篠原幼稚篠原幼稚篠原幼稚篠原幼稚

園園園園とととと篠原保篠原保篠原保篠原保育園育園育園育園をををを一体化一体化一体化一体化したしたしたした篠原篠原篠原篠原こどもこどもこどもこども園園園園をををを開開開開園園園園したしたしたした。。。。

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年にはにはにはには野洲野洲野洲野洲第第第第二二二二保保保保育園育園育園育園のののの移移移移転新築転新築転新築転新築事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、

さくらさくらさくらさくらばばばばさまこどもさまこどもさまこどもさまこども園園園園をををを開開開開園園園園しししし、、、、待待待待機児童対機児童対機児童対機児童対策策策策としてとしてとしてとして保保保保

育育育育所所所所部門部門部門部門のののの定員定員定員定員を１を１を１を１００００人人人人増増増増ややややすとともにすとともにすとともにすとともに、、、、新新新新たにたにたにたに５０５０５０５０人人人人

のののの幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園部門部門部門部門のののの定員定員定員定員をををを設設設設けたけたけたけた。。。。    

野洲野洲野洲野洲第第第第一一一一保保保保育園育園育園育園のののの建替建替建替建替ええええ事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、ゆゆゆゆきはたきはたきはたきはたこどもこどもこどもこども

園園園園のののの整備整備整備整備にににに着手着手着手着手しておりしておりしておりしており、、、、待待待待機児童対機児童対機児童対機児童対策策策策としてとしてとしてとして保保保保育育育育所所所所部部部部

門門門門のののの定員定員定員定員を２を２を２を２００００人人人人増増増増ややややすとともにすとともにすとともにすとともに、、、、新新新新たにたにたにたに幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園部門部門部門部門のののの

定員定員定員定員を３を３を３を３００００人設人設人設人設けたけたけたけた。。。。公公公公立立立立保保保保育育育育所所所所とととと幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園のののの一元化一元化一元化一元化をををを図図図図

ったったったった。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    待待待待機児童機児童機児童機児童のののの状況状況状況状況をををを見定見定見定見定めめめめ、、、、施施施施設設設設整備整備整備整備やややや定員定員定員定員のののの見見見見直直直直しししし等等等等

によりによりによりにより保保保保育育育育ニニニニーーーーズズズズをををを受受受受けけけけ入入入入れられるようれられるようれられるようれられるよう継継継継続続続続してしてしてして取取取取りりりり組組組組

むむむむ必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園及及及及びびびび保保保保育育育育所所所所における３における３における３における３歳以歳以歳以歳以

上児上児上児上児のののの保保保保育育育育料料料料（（（（利利利利用用用用者者者者負担負担負担負担額額額額））））についてについてについてについて、、、、国国国国のののの動動動動向向向向をををを注注注注

視視視視しながらしながらしながらしながら、、、、保保保保育育育育時時時時間間間間、、、、園児年園児年園児年園児年齢齢齢齢等等等等をををを考慮考慮考慮考慮しししし格差格差格差格差がががが生生生生じじじじ

ないようないようないようないよう統一統一統一統一料料料料金金金金のののの検討検討検討検討をををを行行行行うううう必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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いじめやいじめやいじめやいじめや問題行動等問題行動等問題行動等問題行動等へのへのへのへの対応対応対応対応のののの強化強化強化強化    

        いじめや問題行動等の早期発見、早期対応を図るため、教職員と児童・生

徒の信頼関係を築くとともに、家庭、学校、地域、関係機関との連携を強化

します。また、いじめや問題行動等を未然に防止するために、学校内外のパ

トロールや相談体制の充実を図るため、相談員を配置します。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    学校教育支援員学校教育支援員学校教育支援員学校教育支援員をををを配置配置配置配置しししし、、、、教員教員教員教員がががが子子子子どもとどもとどもとどもと向向向向きききき合合合合うううう時時時時

間確間確間確間確保保保保にににに努努努努めためためためた。。。。またまたまたまた、、、、個個個個別別別別のののの事事事事例例例例にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、市関市関市関市関係係係係

課課課課・・・・室室室室等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携のもとのもとのもとのもと、、、、ケケケケースースースース会議会議会議会議をををを持持持持ちながらちながらちながらちながら課題課題課題課題

のののの解解解解決決決決にににに向向向向けけけけ取組取組取組取組みをみをみをみを進進進進めてきためてきためてきためてきた。。。。    

またまたまたまた、、、、「「「「いいいいじじじじめめめめ防防防防止止止止対対対対策策策策推進推進推進推進法法法法」」」」にににに基基基基づきづきづきづき「「「「野洲市野洲市野洲市野洲市いいいいじじじじ    

めめめめ防防防防止止止止基本基本基本基本方方方方針針針針」」」」をををを策策策策定定定定したしたしたした。。。。このこのこのこの基本基本基本基本方方方方針針針針にはにはにはには、「、「、「、「野野野野

洲市洲市洲市洲市いいいいじじじじめめめめ問問問問題題題題対対対対策策策策連連連連絡絡絡絡協議会協議会協議会協議会」」」」のののの設設設設置置置置ややややいいいいじじじじめのめのめのめの重重重重大大大大

事事事事案案案案がががが生生生生じじじじたおりにたおりにたおりにたおりに設設設設置置置置するするするする「「「「教育教育教育教育委委委委員員員員会会会会のののの附属附属附属附属機関機関機関機関」」」」

やややや「「「「市市市市長長長長のののの再再再再調査機関調査機関調査機関調査機関」」」」をををを盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ条条条条例例例例をををを設設設設置置置置したしたしたした。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    教員教員教員教員のののの業務業務業務業務はははは多様多様多様多様なななな広広広広がりをがりをがりをがりを見見見見せせせせているているているている。。。。真真真真にににに子子子子どもどもどもども

とととと向向向向きききき合合合合うううう学学学学級級級級づくりをづくりをづくりをづくりをめざすめざすめざすめざすにはにはにはには、、、、業務業務業務業務のののの精精精精選選選選をはをはをはをはじじじじ

めめめめ、、、、超過勤超過勤超過勤超過勤務務務務のののの縮縮縮縮減減減減やややや健健健健康康康康保保保保持持持持のののの取組取組取組取組などなどなどなど職職職職場場場場環境環境環境環境のののの改改改改

善善善善をををを図図図図りりりり、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと向向向向きききき合合合合えるえるえるえる時時時時間間間間のののの確確確確保保保保にににに努努努努めるめるめるめる必要必要必要必要

があるがあるがあるがある。。。。    

またまたまたまた、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの表出表出表出表出するするするする課題課題課題課題のののの解解解解決決決決にはにはにはには、、、、家庭家庭家庭家庭やややや

地域地域地域地域でのでのでのでの生活生活生活生活のののの仕方仕方仕方仕方ともともともとも深深深深いいいい関関関関わりがあることからわりがあることからわりがあることからわりがあることから、、、、保保保保

護者護者護者護者やややや地域地域地域地域のののの方々方々方々方々のののの理解理解理解理解とととと協協協協力力力力がががが不不不不可可可可欠欠欠欠であるであるであるである。。。。    
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不登校不登校不登校不登校のののの子子子子どもやどもやどもやどもや保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの支援支援支援支援    

不登校の子どもの心の安定や自信を回復し、登校や社会参加を促すために

それぞれの実態に応じた指導や支援を行います。また、家庭、学校、少年セ

ンター等との連携を図り、人間関係づくりを進めます。また、学校と児童・

生徒のつながりを大切にし、不登校を未然に防ぐ取組を推進します。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    ふふふふれあいれあいれあいれあい教育教育教育教育相相相相談談談談セセセセンターとのンターとのンターとのンターとの連携連携連携連携のののの下下下下、、、、不登不登不登不登校児童校児童校児童校児童

生徒生徒生徒生徒のののの教教教教室室室室復帰復帰復帰復帰をををを目目目目指指指指したしたしたした取組取組取組取組をををを進進進進めめめめるとともにるとともにるとともにるとともに、、、、少少少少年年年年

セセセセンターともンターともンターともンターとも協協協協働働働働しししし、、、、特特特特にににに、、、、反反反反社会社会社会社会的的的的なななな傾傾傾傾向向向向によるによるによるによる不登不登不登不登

校生徒校生徒校生徒校生徒にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、情報情報情報情報をををを共共共共有有有有しししし、、、、個個個個によってはによってはによってはによっては個個個個別対別対別対別対

応応応応（（（（学習支援学習支援学習支援学習支援））））等等等等をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。    

またまたまたまた、、、、市市市市オオオオアアアアシシシシスススス相相相相談談談談員員員員ややややスクールスクールスクールスクールカカカカウンウンウンウンセセセセラーをラーをラーをラーを活活活活

用用用用しししし、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒やややや場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては保護者保護者保護者保護者相相相相談談談談にににに応応応応じじじじるるるる体体体体

制制制制をををを整備整備整備整備してきたしてきたしてきたしてきた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        不登不登不登不登校校校校のののの未然防未然防未然防未然防止止止止のののの取組取組取組取組としてとしてとしてとして、、、、望望望望ましいましいましいましい学学学学級集級集級集級集団団団団

（（（（人人人人間関間関間関間関係係係係））））のののの構築構築構築構築がががが欠欠欠欠かかかかせせせせないないないない。。。。またまたまたまた、、、、同同同同時時時時にににに丁寧丁寧丁寧丁寧なななな

個個個個別対応別対応別対応別対応をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    小学校小学校小学校小学校においてにおいてにおいてにおいて、、、、オオオオアアアアシシシシスススス相相相相談談談談員員員員がががが配置配置配置配置されていないされていないされていないされていない

学校学校学校学校がありがありがありがあり、、、、可可可可能能能能なななな限限限限りりりり配置配置配置配置のののの方方方方向向向向でででで検討検討検討検討をををを要要要要するするするする。。。。    

    

    

学校学校学校学校・・・・園園園園のののの危機管理体制危機管理体制危機管理体制危機管理体制のののの充実充実充実充実    

子どもたちが安心して学校・園生活を送ることができるように、地震をは

じめ災害時における危機管理体制を構築します。また、不審者対策を徹底す

るとともに、緊急時の対応を的確に行えるよう努めます。 

また、過去の災害等を忘れることなく、非常時の心構えをしっかりと持て

るよう、今に伝える取り組みを推進します。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    地地地地震震震震やややや災害災害災害災害時時時時でのでのでのでの危危危危機機機機管管管管理体理体理体理体制制制制やややや、、、、不審不審不審不審者者者者対対対対策策策策をはをはをはをはじじじじ

めめめめ子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが安心安心安心安心できるできるできるできる学校学校学校学校安安安安全全全全ママママップをップをップをップを全全全全てのてのてのての学校学校学校学校

でででで策策策策定定定定したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、交交交交通事通事通事通事故故故故やややや不審不審不審不審者者者者対応等対応等対応等対応等、、、、場合場合場合場合別別別別のののの

具具具具体体体体例例例例をををを示示示示したしたしたした対応対応対応対応ママママニュニュニュニュアルもアルもアルもアルも策策策策定定定定したしたしたした。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    ママママニュニュニュニュアルにアルにアルにアルに沿沿沿沿ったったったった研修機研修機研修機研修機会会会会をををを設設設設けけけけ、、、、子子子子どもどもどもども自身自身自身自身のののの危危危危

機機機機回避回避回避回避能力能力能力能力のののの向上向上向上向上ををををめざめざめざめざすすすす取組取組取組取組をををを進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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３３３３．．．．人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重するまちづくりするまちづくりするまちづくりするまちづくり        

○ 人権教育の推進と人権を尊重するまちづくり 

○ 道徳心を養う取組の推進 

○ 豊かな感性を育む取組の推進 

    

人権教育人権教育人権教育人権教育のののの推進推進推進推進とととと人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重するまちづくりするまちづくりするまちづくりするまちづくり    

子どもたちの人権感覚を育むとともに、人権が大切にされる学校・園づく

りを進めます。 

差別のない社会を実現することは、市民の強い願いであり、本市では最重

要課題に位置付けて人権教育の推進に努めてきました。しかし、今なお続く

差別の現実を踏まえるとき、家庭、学校･園、地域、企業、関係機関が、一

体となって人権教育を進めることが大切です。 

学校･園では、教育活動全体を通じて同和教育をはじめとする人権教育を

進め、子どもたちの人権感覚を育むとともに、指導内容の整合性やつながり

を大事にするため、「学校園所同和教育推進委員会」で連絡調整を行いなが

ら、差別を許さない実践力の育成を図ります。また、就学前からの系統的な

人権教育を推進し、「人権意識の高揚」や「差別をしない、許さない行動が

できる子ども」の育成に努めます。 

① 就学前 

生命の尊さや人間として基本的に守らなければならないルールに気づ

き、道徳性の芽生えを培い、情操を高め、お互いを大切にする心と人格

の育成を図ります。 

② 学校・園 

一人ひとりの人権を尊重する心を育成するとともに知識や理解を行動

に結びつけることができるよう、人権教育や男女平等教育等を推進しま

す。 

③ 地域社会 

毎日の生活の中で、いろんな人々の考え方や文化を受け入れ、人と人

とのつながりで人権をとらえ、差別や偏見から解き放たれた地域社会づ

くりを推進します。 

また、教職員と家庭･地域の人々との協働により、子どもたち一人ひと

りの人権を守る学校･園づくりを進め、いじめや虐待から守る取組を進め

ます。そのため、教職員研修やＰＴＡ研修の一層の充実を図り、教職員

や家庭･地域の人々の人権意識の向上に努め、「お互いの良いところを探

し、ともに伸ばすまちづくり」を進めます。 
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主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        じんじんじんじんけけけけんセミんセミんセミんセミナナナナーーーー、、、、同和問同和問同和問同和問題題題題講講講講演演演演会会会会、、、、人人人人権尊重権尊重権尊重権尊重をめざをめざをめざをめざ

すすすす市市市市民民民民のつどいなどののつどいなどののつどいなどののつどいなどの事業事業事業事業のののの推進推進推進推進やややや啓発啓発啓発啓発冊冊冊冊子子子子「「「「すてきなすてきなすてきなすてきな

まちにまちにまちにまちに」」」」のののの発発発発行行行行などをなどをなどをなどを実施実施実施実施したしたしたした。。。。またまたまたまた地地地地区区区区別別別別懇談会懇談会懇談会懇談会へへへへのののの

講講講講師師師師やややや教教教教材材材材のののの提供提供提供提供、、、、市市市市やややや学学学学区人区人区人区人権権権権啓発啓発啓発啓発推進推進推進推進協議会協議会協議会協議会のののの活活活活動動動動

にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを行行行行いいいい、、、、一定一定一定一定のののの成果成果成果成果をあげることができをあげることができをあげることができをあげることができ

たたたた。。。。    

    学校学校学校学校においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、子子子子どものどものどものどもの人人人人権権権権をををを守守守守るためるためるためるため教職員全員教職員全員教職員全員教職員全員

研修研修研修研修会会会会、、、、教育研教育研教育研教育研究所究所究所究所によるによるによるによる人人人人権権権権教育講座教育講座教育講座教育講座をををを開催開催開催開催しししし、、、、新新新新

任任任任・・・・新新新新赴任赴任赴任赴任者者者者研修研修研修研修をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。    

    またまたまたまた、、、、各校各校各校各校のののの計画計画計画計画によるによるによるによる教職員研修教職員研修教職員研修教職員研修とととと PTAPTAPTAPTA研修研修研修研修をををを実施実施実施実施

したしたしたした。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        差差差差別別別別をなくすをなくすをなくすをなくす主主主主体体体体者者者者をををを増増増増ややややすためすためすためすため、、、、継継継継続続続続してしてしてして啓発啓発啓発啓発・・・・教教教教

育育育育・・・・研修研修研修研修をををを積積積積みみみみ上上上上げていくげていくげていくげていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、同同同同じじじじ手手手手法法法法

やややや内容内容内容内容でででで事業事業事業事業をををを行行行行うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、市市市市民民民民ののののニニニニーーーーズズズズにににに合合合合ったったったった

事業事業事業事業をををを展開展開展開展開していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

道徳心道徳心道徳心道徳心をををを養養養養うううう取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

各学校で、道徳の時間の指導改善を図り、心にひびく道徳教育を進めま

す。 

 社会全体をおおう他者への無関心、さらには基本的なモラルや規範意識の

低下が叫ばれる今日、豊かな心を養うことは、未来をひらく人づくりの根本

です。現在、各学校では道徳の時間を要にし、教育活動全体を通じて心の教

育に取り組んでいます。今後は、道徳の時間のさらなる改善をめざし、道徳

教育に関する校内研修や授業研究の充実を図ります。 

また、社会性を育み、豊かな心を養う学級集団づくりや、家庭・地域との

協働に基づく道徳教育の推進に努めます。さらには、心にひびく魅力的な道

徳資料の開発や、ボランティア活動などの体験活動を活かした道徳の時間の

工夫に取り組みます。 
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主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    全小中学校全小中学校全小中学校全小中学校においてにおいてにおいてにおいて、、、、道徳道徳道徳道徳教育推進教教育推進教教育推進教教育推進教師師師師をををを中中中中心心心心としとしとしとし、、、、

道徳道徳道徳道徳のののの授業研授業研授業研授業研究会究会究会究会をををを開催開催開催開催したしたしたした。。。。    

各校各校各校各校においてにおいてにおいてにおいて、、、、学校学校学校学校のののの教育教育教育教育目標目標目標目標のののの具現具現具現具現化化化化をををを目目目目指指指指しししし、、、、学学学学

級級級級経営経営経営経営案案案案をををを策策策策定定定定しししし取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、学校応援学校応援学校応援学校応援

団団団団やややや地域地域地域地域のののの人材人材人材人材をををを活用活用活用活用したしたしたしたゲゲゲゲストストストストテテテティーィーィーィーチャチャチャチャーのーのーのーの取組取組取組取組をををを

行行行行ったったったった。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        道徳道徳道徳道徳のののの「「「「教科化教科化教科化教科化」」」」にににに向向向向けけけけ、、、、「「「「特別特別特別特別のののの教科教科教科教科」」」」道徳道徳道徳道徳科科科科のののの特質特質特質特質

をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた授業授業授業授業構構構構想想想想等等等等についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの授業研授業研授業研授業研究会究会究会究会

のののの成果成果成果成果をををを踏踏踏踏まえつつまえつつまえつつまえつつ、、、、さらにさらにさらにさらに効効効効果的果的果的果的なななな指指指指導導導導法法法法等等等等についについについについ

てててて、、、、研修研修研修研修すすすすることがることがることがることが重重重重要要要要であるであるであるである。。。。    

    

    

豊豊豊豊かなかなかなかな感性感性感性感性をををを育育育育むむむむ取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

子どもの発達に即したテーマを取りあげ、命の尊さ、人とのつながりの大

切さ等、人づくりを基礎に取り組みます。いろいろな角度から人権について

考え、実践することで、自分のことを考え、人のことをも考える力の育成に

努めます。 

また、この取り組みを保護者の参加や啓発に広げていくことで子ども一人

ひとりの感性が豊かになり、心の教育につながる取り組みを推進します。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        年間計画年間計画年間計画年間計画にににに基基基基づいたづいたづいたづいた道徳道徳道徳道徳教育教育教育教育をををを実践実践実践実践したしたしたした。。。。    

    またまたまたまた、、、、様々様々様々様々なななな人人人人権問権問権問権問題題題題についてについてについてについて、、、、体体体体験験験験的的的的にににに（（（（交流交流交流交流をををを通通通通

したしたしたした））））学学学学ぶぶぶぶ機機機機会会会会をををを設設設設定定定定したしたしたした。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        道徳道徳道徳道徳教育教育教育教育についてはについてはについてはについては「「「「教科化教科化教科化教科化」」」」にににに向向向向けけけけ、、、、授業研授業研授業研授業研究会究会究会究会等等等等

ををををとおしてとおしてとおしてとおして、、、、授業改善授業改善授業改善授業改善にににに努努努努めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、人人人人とととと

のののの出会出会出会出会いいいいやややや交流交流交流交流をををを通通通通したしたしたした人人人人権権権権学習等学習等学習等学習等のののの推進推進推進推進にににに努努努努めるめるめるめる必要必要必要必要

があるがあるがあるがある。。。。    
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４４４４．．．．生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習・・・・生涯生涯生涯生涯スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの充実充実充実充実        

○ 生涯学習機会の充実 

○ 生涯学習社会への環境整備 

○ 生涯学習アドバイザーの育成と活用 

○ 生涯スポーツの充実 

○ 競技スポーツの振興 

○ 社会教育・社会体育施設の整備（改修）と構想の検討 

 

    

生涯学習機会生涯学習機会生涯学習機会生涯学習機会のののの充実充実充実充実    

    市内では多くの市民が、サークル活動や各種講座に参加し、自らを磨きな

がら生涯学習活動に取り組んでいます。 

 これからの生涯学習は学んだことをボランティア活動等を通じて地域で活

かすことが重要です。また、サークル間での発表等を通じて自らがより良い

学びを追求するなどの自立した活動が求められます。そのための支援として

コミュニティセンターや滋賀大学生涯学習教育研究センター等と連携を図

り、学習機会の充実とその成果を活かす場の提供に努めます。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        市市市市民民民民をををを対対対対象象象象に３に３に３に３中学校中学校中学校中学校区区区区においてにおいてにおいてにおいて生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習巡回巡回巡回巡回講座講座講座講座をををを

開催開催開催開催しししし、、、、市市市市民民民民へへへへのののの学習学習学習学習のののの機機機機会会会会をををを提供提供提供提供するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、啓発啓発啓発啓発

やややや普普普普及及及及をををを行行行行ったったったった。。。。またまたまたまた、、、、各各各各自治会自治会自治会自治会からからからから推推推推薦薦薦薦をををを受受受受けたけたけたけた生生生生涯涯涯涯

学習推進員等学習推進員等学習推進員等学習推進員等をををを対対対対象象象象にににに推進員推進員推進員推進員のののの役割役割役割役割についてについてについてについて研修研修研修研修会会会会をををを開開開開

催催催催しししし、、、、地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて活活活活躍躍躍躍いたいたいたいただだだだいたいたいたいた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    市市市市民民民民のののの学習学習学習学習のののの機機機機会会会会をををを提供提供提供提供しししし、、、、さらにさらにさらにさらに継継継継続続続続してしてしてして啓発啓発啓発啓発・・・・普普普普

及及及及をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、自治会自治会自治会自治会をををを起起起起点点点点にににに、、、、推進員推進員推進員推進員とととと

してまちづくりのしてまちづくりのしてまちづくりのしてまちづくりの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった活活活活動動動動のののの展開展開展開展開をしていたをしていたをしていたをしていただだだだ

くことがくことがくことがくことが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、自治会自治会自治会自治会によってによってによってによって温温温温度度度度差差差差があるたがあるたがあるたがあるた

めめめめ意見意見意見意見交交交交換換換換会会会会等等等等がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

滋賀滋賀滋賀滋賀大大大大学生学生学生学生涯涯涯涯学習教育研学習教育研学習教育研学習教育研究究究究セセセセンターンターンターンター等等等等とととと連携連携連携連携したしたしたした講座講座講座講座

についてはについてはについてはについては、、、、開設開設開設開設にににに向向向向けたけたけたけた学習機学習機学習機学習機会会会会のののの提供提供提供提供にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    
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生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会へのへのへのへの環境整備環境整備環境整備環境整備    

市民の多様なニーズに対応するため、世代別に対応する学習講座の開設や

高校や大学での公開講座の情報提供をはじめ生涯学習に関する情報を提供

し、活動についての相談窓口等の充実を図ります。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県内内内内のののの各市各市各市各市町町町町のののの教育教育教育教育委委委委員員員員会会会会ややややココココミュニテミュニテミュニテミュニティーィーィーィーセセセセンンンン

ターターターター、、、、ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡをはをはをはをはじじじじめとしためとしためとしためとした各種団体等各種団体等各種団体等各種団体等がががが主催主催主催主催するするするする生生生生涯涯涯涯

学習学習学習学習・・・・社会社会社会社会教育関連教育関連教育関連教育関連諸諸諸諸事業事業事業事業((((講座講座講座講座やややや教教教教室室室室))))のののの開催開催開催開催状況状況状況状況ややややそそそそ

のののの場場場場にににに招聘招聘招聘招聘されているされているされているされている講講講講師師師師にににに関関関関するするするする情報情報情報情報ををををココココミュニテミュニテミュニテミュニティィィィ

ーーーーセセセセンターンターンターンターやややや各団体各団体各団体各団体にににに提供提供提供提供したしたしたした。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    今後今後今後今後もももも継継継継続続続続してしてしてして、、、、公開公開公開公開講座等講座等講座等講座等のののの情報情報情報情報をををを収収収収集集集集しししし、、、、各団体各団体各団体各団体

等等等等へへへへのののの提供提供提供提供にににに努努努努めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    

    

    

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習アドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーの育成育成育成育成とととと活用活用活用活用    

生涯学習活動を進めていくうえで、欠かせないのは学習ボランティアの存 

在です。現在、市ではいろいろな分野の生涯学習アドバイザーを登録してい

ただき、自治会や各団体へ指導や育成に活動してもらっています。 

 生涯学習アドバイザーのネットワーク化を図りながら、生涯学習活動の活

性化に努めます。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    市市市市民民民民等等等等のののの求求求求めにめにめにめに応応応応じじじじてててて市職員等市職員等市職員等市職員等をををを講講講講師師師師としてとしてとしてとして派遣派遣派遣派遣しししし、、、、

出出出出前前前前講座講座講座講座をををを実施実施実施実施することによりすることによりすることによりすることにより、、、、市市市市政政政政にににに関関関関するするするする理解理解理解理解をををを深深深深

めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、市市市市民民民民によるによるによるによる生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの推進推進推進推進

をめざをめざをめざをめざしたしたしたした。。。。((((６４６４６４６４団体団体団体団体    １１１１,,,,８８８８６６６６５５５５人人人人のののの受受受受講講講講))))    

    またまたまたまた、、、、生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習アドアドアドアドババババイイイイザザザザーはーはーはーは、、、、自自自自らがもつらがもつらがもつらがもつ学習成果学習成果学習成果学習成果

についてについてについてについて、、、、習得習得習得習得したいしたいしたいしたい人人人人にににに対対対対してしてしてして提供提供提供提供するためするためするためするため、、、、相相相相談談談談にににに

応応応応じじじじてててて紹介紹介紹介紹介等等等等をしをしをしをし、、、、生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習のののの推進推進推進推進にににに努努努努めためためためた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    講座講座講座講座メメメメニュニュニュニューのーのーのーの内容内容内容内容等等等等のののの充実充実充実充実をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、引引引引きききき続続続続

きききき要求要求要求要求のあったのあったのあったのあった生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習のののの問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせにににに、、、、アドアドアドアドババババイイイイザザザザーーーー

をををを含含含含めめめめ、、、、出出出出前前前前講座等講座等講座等講座等のののの紹介紹介紹介紹介やややや講講講講師師師師派遣派遣派遣派遣のののの対応対応対応対応をををを行行行行うううう必要必要必要必要

があるがあるがあるがある。。。。    
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生涯生涯生涯生涯スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの充実充実充実充実    

スポーツや運動に親しむことは、健康で快適な日々を送る原動力となりま

す。多くの市民に汗を流すことの爽快感を感じてもらえるよう、生涯スポー

ツセミナーの巡回開催やニュースポーツの普及に取り組みます。 

 また、各種スポーツ大会の開催や指導者育成会、講習会を開催し、市民の

スポーツ参加の拡充を図ります。 

 市体育協会やスポーツ少年団、学区体育振興会、総合型地域スポーツクラ 

ブの活動への支援を行います。そして、誰もが、いつでも、どこでも、いつ 

までも、気軽にスポーツを楽しむ地域づくりを推進します。 

 

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    生生生生涯涯涯涯ススススポポポポーーーーツリツリツリツリーダーーダーーダーーダー育成育成育成育成セミセミセミセミナナナナーについてはーについてはーについてはーについては、、、、学校学校学校学校

開放開放開放開放施施施施設設設設利利利利用用用用のののの説明説明説明説明等等等等をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ推進推進推進推進委委委委

員員員員によるによるによるによる実実実実技技技技指指指指導導導導をををを行行行行ったったったった。。。。    

    またまたまたまた、、、、各学各学各学各学区区区区体育体育体育体育振興振興振興振興会会会会やややや体育体育体育体育協会協会協会協会、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ推進推進推進推進委委委委

員員員員とととと連携連携連携連携したしたしたした各種各種各種各種大会大会大会大会のののの開催開催開催開催についてはについてはについてはについては、、、、学学学学区区区区体育体育体育体育振興振興振興振興

会会会会とととと連携連携連携連携しししし、、、、運動会運動会運動会運動会ややややススススリリリリータッータッータッータッチチチチボボボボールールールール大会大会大会大会等等等等をををを開催開催開催開催

したしたしたした。。。。    

    ススススポポポポーーーーツツツツ推進推進推進推進委委委委員活員活員活員活動動動動のののの中中中中ではではではでは、、、、ニュニュニュニュースースースースポポポポーーーーツツツツをををを紹紹紹紹

介介介介するするするするニュニュニュニュースースースースポポポポーーーーツツツツババババイイイイキキキキンンンンググググをををを総総総総合合合合体育体育体育体育館館館館においてにおいてにおいてにおいて

開催開催開催開催するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、野洲野洲野洲野洲川河川川河川川河川川河川公公公公園園園園ででででははははストック・ウストック・ウストック・ウストック・ウォォォォ

ーーーーキキキキンンンンググググをををを開催開催開催開催したしたしたした。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    各学各学各学各学区区区区体育体育体育体育振興振興振興振興会会会会によるによるによるによる各種各種各種各種大会大会大会大会のののの継継継継続続続続をををを支援支援支援支援するとするとするとすると

ともにともにともにともに、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ推進推進推進推進委委委委員員員員のののの主主主主体的体的体的体的なななな事業実施事業実施事業実施事業実施をををを継継継継続続続続すすすす

ることによりることによりることによりることによりニュニュニュニュースースースースポポポポーーーーツツツツのののの普普普普及及及及にににに努努努努めるめるめるめる必要必要必要必要があがあがあがあ

るるるる。。。。    

またまたまたまた、、、、社会社会社会社会体育体育体育体育（（（（ススススポポポポーーーーツツツツ））））施施施施設設設設がががが実施実施実施実施するスするスするスするスポポポポーーーーツツツツ

教教教教室室室室はははは、、、、市市市市民民民民ニニニニーーーーズズズズにににに合合合合ったったったった内容内容内容内容でででで充実充実充実充実するするするする必要必要必要必要があがあがあがあ

るるるる。。。。    
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競技競技競技競技スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの振興振興振興振興    

市の体育協会に加盟している競技スポーツ団体をはじめ、競技スポーツに

関係する団体等のさらなる振興のため、大学や関係機関と連携して実技講習

会や競技に関する研修会の開催に取り組み、市民とともに競技スポーツを楽

しみ、夢を与えるようなアスリートの育成や支援を推進します。 

  また、総合体育館を活用して、各種大会等の招致に努め、活力と感動あふ

れる場づくりを推進します。 

 

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        市体育協会等市体育協会等市体育協会等市体育協会等とととと協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら、、、、春秋春秋春秋春秋季季季季体育大会体育大会体育大会体育大会、、、、マリマリマリマリ

ンスポーツフェスティバルンスポーツフェスティバルンスポーツフェスティバルンスポーツフェスティバル、、、、ドラゴンカヌードラゴンカヌードラゴンカヌードラゴンカヌー大会等各種大会等各種大会等各種大会等各種

競技競技競技競技のののの支援支援支援支援をををを行行行行ったったったった。。。。またまたまたまた、、、、競技競技競技競技スポーツスポーツスポーツスポーツ団体団体団体団体((((各種目協各種目協各種目協各種目協

会等会等会等会等))))のののの育成育成育成育成とととと支援支援支援支援をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、各種大会等各種大会等各種大会等各種大会等をををを招致招致招致招致

しししし、、、、レベルのレベルのレベルのレベルの高高高高いいいい競技競技競技競技スポーツにスポーツにスポーツにスポーツに触触触触れれれれ、、、、夢夢夢夢とととと感動感動感動感動がががが実感実感実感実感

できるできるできるできる大会等大会等大会等大会等のののの開催開催開催開催をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してしてしてして、、、、競技競技競技競技スポーツをスポーツをスポーツをスポーツを支援支援支援支援するするするする必要必要必要必要があがあがあがあ

るるるる。。。。    
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社会教育社会教育社会教育社会教育・・・・社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設のののの整備整備整備整備（（（（改修改修改修改修））））とととと構想構想構想構想のののの検討検討検討検討    

市内の野洲文化ホールをはじめとする社会教育施設や総合体育館・温水プ

ール等の社会体育施設については、開館後年数の経つ施設が多いため、利用

者のニーズを把握したうえで計画的な改修計画を策定し、親しみやすく利用

しやすい施設をめざし、施設整備（改修）に取り組みます。また、既存施設

の活用を図る生涯学習センター・市民ギャラリー構想や総合運動公園構想を

検討します。 

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        文文文文化化化化ホホホホールールールール施施施施設設設設((((非非非非常常常常用用用用放放放放送送送送設設設設備備備備))))、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ施施施施設設設設((((配配配配管管管管

工工工工事事事事))))のののの修修修修繕繕繕繕をををを緊緊緊緊急急急急度度度度・・・・優先優先優先優先度度度度をををを精精精精査査査査したしたしたした上上上上でででで、、、、改修改修改修改修工工工工事事事事

をををを実施実施実施実施しししし、、、、利利利利用用用用者者者者のののの拡拡拡拡大大大大をををを図図図図ったったったった。。。。    

社会社会社会社会体育体育体育体育（（（（ススススポポポポーーーーツツツツ））））施施施施設設設設はははは年間年間年間年間約約約約２７２７２７２７万万万万人人人人のののの利利利利用用用用がががが

ありありありあり、、、、安安安安全全全全をををを確確確確保保保保すためすためすためすため、、、、不不不不具合個所具合個所具合個所具合個所のののの把握把握把握把握とととと修修修修繕繕繕繕をををを実実実実

施施施施しているしているしているしている。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    市市市市内内内内施施施施設設設設全全全全般般般般においてにおいてにおいてにおいて、、、、老朽老朽老朽老朽化化化化がががが進進進進みみみみ修修修修繕繕繕繕がががが必要必要必要必要なこなこなこなこ

とからとからとからとから、、、、必要必要必要必要経経経経費費費費をををを精精精精査査査査したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、、、、更更更更新新新新をををを含含含含めてめてめてめて、、、、施施施施

設設設設整備整備整備整備をををを実施実施実施実施するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

社会社会社会社会体育体育体育体育（（（（ススススポポポポーーーーツツツツ））））施施施施設設設設はははは老朽老朽老朽老朽化化化化しておりしておりしておりしており平成平成平成平成 36363636年年年年

にににに開催開催開催開催されるされるされるされる国民国民国民国民体育体育体育体育大会大会大会大会にににに向向向向けたけたけたけた改修計画改修計画改修計画改修計画のののの策策策策定定定定がががが必必必必

要要要要であるであるであるである。。。。    

    

    

５５５５．．．．文化遺産文化遺産文化遺産文化遺産のののの継承継承継承継承とととと豊豊豊豊かなかなかなかな文化文化文化文化のののの創造創造創造創造        

○ 文化財の保護と活用 

○ 地域の歴史と文化の継承 

○ 博物館・図書館等を活用した学習活動の推進 

○ 文化・芸術活動の支援支援支援支援    

文化財文化財文化財文化財のののの保護保護保護保護とととと活用活用活用活用    

本市の自然や歴史的・文化的遺産を大切にしながら、地域と協働して文化

財の保護と活用を進めます。 

大岩山出土の銅鐸をはじめ、大岩山古墳群等の貴重な文化財を後世に伝え

られるよう保存・整備を図りながら歴史民俗博物館での展覧会等を通じて、

市民への啓発に努めます。また、学校での体験学習や地域での生涯学習講座

などで保護と活用について啓発します。 

  また、埋蔵文化財を修復、保存する施設の老朽化が激しいために、施設整

備を図り保存・活用を推進します。 
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主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果    文文文文化化化化財財財財のののの保護保護保護保護とととと活用活用活用活用についてはについてはについてはについては、、、、地域地域地域地域・・・・所有者所有者所有者所有者とととと協協協協働働働働

してしてしてして重重重重要要要要文文文文化化化化財御財御財御財御上上上上神神神神社社社社木造狛犬木造狛犬木造狛犬木造狛犬、、、、保保保保存存存存修理事業修理事業修理事業修理事業、、、、名勝名勝名勝名勝

兵兵兵兵主主主主神神神神社社社社庭園庭園庭園庭園保保保保存存存存修理事業修理事業修理事業修理事業、、、、重重重重要要要要文文文文化化化化財財財財生生生生和神和神和神和神社社社社防災防災防災防災施施施施

設工設工設工設工事事事事をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、史跡史跡史跡史跡公公公公園園園園のののの維持管維持管維持管維持管理理理理にににに努努努努めめめめ、、、、

桜桜桜桜生生生生史跡史跡史跡史跡公公公公園園園園ではではではでは石石石石室室室室・・・・石棺石棺石棺石棺をををを公開公開公開公開するするするする特別教特別教特別教特別教室室室室等等等等をををを実実実実

施施施施しししし、、、、年間年間年間年間５５５５，，，，００００００００００００人人人人をををを上上上上回回回回るるるる入入入入園園園園者者者者があったがあったがあったがあった。。。。    

文文文文化化化化財財財財整理整理整理整理室室室室をををを旧六条旧六条旧六条旧六条公民館公民館公民館公民館からからからから北部北部北部北部合合合合同庁同庁同庁同庁舎舎舎舎にににに移移移移転転転転

したしたしたした。。。。老朽老朽老朽老朽化化化化のののの著著著著しいしいしいしい文文文文化化化化財収財収財収財収蔵庫蔵庫蔵庫蔵庫はははは、、、、代代代代替替替替施施施施設設設設をををを新新新新たたたた

確確確確保保保保するためするためするためするため、、、、協議協議協議協議・・・・検討検討検討検討をををを進進進進めているめているめているめている。。。。    

歴史歴史歴史歴史民民民民俗博俗博俗博俗博物物物物館館館館ではではではでは、、、、地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史やややや文文文文化化化化をわかりをわかりをわかりをわかりややややすすすす

くくくく紹介紹介紹介紹介するするするする展展展展覧覧覧覧会会会会やややや講講講講演演演演会会会会をををを開催開催開催開催してきたしてきたしてきたしてきた。。。。とくにとくにとくにとくに開館開館開館開館

25252525 周周周周年年年年記記記記念念念念のののの銅鐸里帰銅鐸里帰銅鐸里帰銅鐸里帰りりりり展展展展はははは、、、、大大大大きなきなきなきな反響反響反響反響があったがあったがあったがあった。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        指定指定指定指定文文文文化化化化財財財財のののの管管管管理理理理ではではではでは、、、、防災防災防災防災設設設設備備備備のののの老朽老朽老朽老朽化化化化がががが予測予測予測予測ささささ

れれれれ、、、、地域地域地域地域・・・・所有者所有者所有者所有者とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら計画的計画的計画的計画的にににに防火防災防火防災防火防災防火防災設設設設備備備備

のののの改修改修改修改修工工工工事事事事をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、未未未未指定指定指定指定文文文文化化化化財財財財につにつにつにつ

いてもいてもいてもいても緊緊緊緊急急急急性性性性のののの高高高高いものからいものからいものからいものから調査調査調査調査・・・・記録記録記録記録化化化化をををを進進進進めめめめ、、、、市市市市とととと

してしてしてして保保保保存存存存をををを要要要要するものについてはするものについてはするものについてはするものについては指定指定指定指定しししし保護保護保護保護するするするする必要必要必要必要がががが

あるあるあるある。。。。またまたまたまた、、、、学校学校学校学校やややや地域地域地域地域でのでのでのでの文文文文化化化化財財財財保護保護保護保護のののの普普普普及啓発及啓発及啓発及啓発につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては、、、、要望要望要望要望にににに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう人材人材人材人材育成育成育成育成をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があがあがあがあ

るるるる。。。。    

    

地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史とととと文化文化文化文化のののの継承継承継承継承    

地域に伝わる文化財や民俗文化財を、地域で守り継承していくことは、ふ

るさとを愛する感情と郷土の文化を誇りに感ずる意識を醸成するものです。

地域のおとなも子どもも一緒になって参加する地域に根ざした歴史学習とし

て「まちかど博物館」や講座等の開催と支援を行います。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        銅鐸銅鐸銅鐸銅鐸研研研研究会究会究会究会、、、、市市市市史史史史・・・・郷土史郷土史郷土史郷土史講講講講演演演演会会会会・・・・学習学習学習学習会会会会やややや、、、、博博博博物物物物館館館館

友友友友のののの会会会会とのとのとのとの共共共共催催催催によるによるによるによる歴史歴史歴史歴史入入入入門門門門講座講座講座講座（（（（年年年年４４４４回回回回））））等等等等をををを開催開催開催開催

しししし、、、、地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした歴史歴史歴史歴史学習学習学習学習のののの機機機機会会会会をををを充実充実充実充実するするするする取組取組取組取組をををを進進進進

めてきためてきためてきためてきた。。。。またまたまたまた、、、、まちかどまちかどまちかどまちかど博博博博物物物物館館館館はははは、、、、市市市市内内内内のののの大大大大字字字字をををを探訪探訪探訪探訪

するするするする現現現現地見学地見学地見学地見学会会会会でででで、、、、博博博博物物物物館館館館友友友友のののの会会会会とのとのとのとの共共共共催催催催によりによりによりにより、、、、地元地元地元地元

自治会自治会自治会自治会のののの協協協協力力力力をををを得得得得てててて実施実施実施実施したしたしたした。。。。市市市市民民民民のののの関関関関心心心心もももも高高高高くくくく、、、、地域地域地域地域

のののの歴史歴史歴史歴史やややや文文文文化化化化をををを学学学学ぶぶぶぶ機機機機会会会会となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    充実充実充実充実したしたしたした講座等講座等講座等講座等がががが継継継継続続続続してしてしてして開催開催開催開催できるようできるようできるようできるよう、、、、博博博博物物物物館館館館友友友友

のののの会会会会等等等等とととと協協協協力力力力しながらしながらしながらしながら推進推進推進推進をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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博物館博物館博物館博物館・・・・図書館等図書館等図書館等図書館等をををを活用活用活用活用したしたしたした学習活動学習活動学習活動学習活動のののの推進推進推進推進    

本市の社会教育施設として、中心的な役割を果たしている歴史民俗博物館

や図書館等の社会教育施設を情報の発信源や生涯学習の拠点として、学習環

境の整備と学習活動内容の充実を図ります。 

また、体験活動の充実や講師派遣などの活動に取り組み、学校と連携して

子どもの学習活動を支援します。 

 

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        弥弥弥弥生生生生のののの森歴史森歴史森歴史森歴史公公公公園園園園をををを活用活用活用活用しししし、、、、体体体体験験験験学習学習学習学習をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした学学学学

習活習活習活習活動動動動をををを推進推進推進推進したしたしたした。。。。体体体体験工験工験工験工房房房房においてにおいてにおいてにおいてはははは、、、、まがまがまがまが玉玉玉玉作作作作りりりりやややや

土土土土器作器作器作器作りなどをりなどをりなどをりなどを通年通年通年通年型型型型でででで開催開催開催開催しししし、、、、利利利利用用用用者者者者もももも年年年年々々々々増増増増加加加加傾傾傾傾向向向向

にありにありにありにあり、、、、ここここののののほほほほかかかか、、、、体体体体験験験験教教教教室室室室やややや学習学習学習学習会会会会をををを開催開催開催開催しししし、、、、楽楽楽楽しみしみしみしみ

ながらながらながらながら歴史歴史歴史歴史をををを学学学学ぶぶぶぶ機機機機会会会会をををを提供提供提供提供したしたしたした。。。。    

    体体体体験験験験活活活活動動動動のののの取取取取りりりり組組組組みについてはみについてはみについてはみについては、、、、校校校校外外外外学習学習学習学習によるによるによるによる来来来来館館館館

時時時時にににに見学見学見学見学案内案内案内案内、、、、火火火火おこおこおこおこしししし体体体体験験験験などのなどのなどのなどの学習活学習活学習活学習活動動動動支援支援支援支援をををを行行行行っっっっ

たたたた。。。。またまたまたまた、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ前前前前にはにはにはには、、、、市市市市内内内内のののの園児園児園児園児・・・・児童全員児童全員児童全員児童全員にににに案内案内案内案内

をををを配配配配布布布布しししし、、、、利利利利用用用用促促促促進進進進をはかっているをはかっているをはかっているをはかっている。。。。    

講講講講師師師師派遣派遣派遣派遣についてはについてはについてはについては、、、、学校学校学校学校のののの授業授業授業授業やややや、、、、地域地域地域地域でででで開催開催開催開催されされされされ

るるるる講座講座講座講座にもにもにもにも、、、、学学学学芸芸芸芸員員員員がががが出出出出講講講講しししし協協協協力力力力してきたしてきたしてきたしてきた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    体体体体験験験験学習学習学習学習ののののニニニニーーーーズズズズがががが高高高高まっておりまっておりまっておりまっており、、、、広報広報広報広報活活活活動動動動をををを幅広幅広幅広幅広くくくく

すすめすすめすすめすすめ、、、、参参参参加加加加者者者者層層層層のののの拡拡拡拡大大大大をはかっていくをはかっていくをはかっていくをはかっていくとともにとともにとともにとともに、、、、博博博博物物物物

館館館館のののの展展展展示示示示見学見学見学見学とととと一体一体一体一体となるとなるとなるとなる特色特色特色特色あるあるあるある体体体体験験験験施施施施設設設設をををを活用活用活用活用しなしなしなしな

がらがらがらがら、、、、継継継継続続続続してしてしてして実施実施実施実施していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    

    

    

文化文化文化文化・・・・芸術活動芸術活動芸術活動芸術活動のののの支援支援支援支援    

市文化協会に加盟されている多くの市民や、余暇を活用して文化・芸術活

動に取り組んでおられる市民の活動への支援を行い、コミュニティセンター

や公共スペースの提供により身近な場所での活動を支援し、情報提供に努め

ます。 

また、文化・芸術活動の発表の場や鑑賞の機会を充実し、多くの市民が交

流し、豊かな新しい文化を創造していく文化・芸術イベントの拡充を図り、

また文化施設の整備（改修）を推進します。 

地域の人々が伝える日本の伝統文化や芸術等を、学校・園教育に取り入

れ、次代を担う子どもたちが興味や関心をもつ機会づくりに努めます。 
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主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        文文文文化化化化協会協会協会協会をはをはをはをはじじじじめめめめ市市市市内文内文内文内文化化化化芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動団体団体団体団体へへへへのののの支援支援支援支援とととと発発発発

表表表表のののの場場場場においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、市市市市内内内内をををを含含含含むむむむ全全全全国国国国からからからから俳句俳句俳句俳句をををを募集募集募集募集しししし北北北北

村季村季村季村季吟吟吟吟顕彰記顕彰記顕彰記顕彰記念事業念事業念事業念事業をををを開催開催開催開催するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、野洲市野洲市野洲市野洲市美術美術美術美術展展展展

覧覧覧覧会会会会並並並並びびびびにににに、、、、野洲野洲野洲野洲文文文文化化化化芸術祭芸術祭芸術祭芸術祭をををを開催開催開催開催、、、、音音音音楽楽楽楽のあるまちづのあるまちづのあるまちづのあるまちづ

くりコンサートくりコンサートくりコンサートくりコンサートやややや、、、、親親親親しみしみしみしみややややすいクラすいクラすいクラすいクラシシシシックコンサーックコンサーックコンサーックコンサー

トトトト、、、、一一一一般般般般公募公募公募公募をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれたピピピピアアアアノノノノ演奏演奏演奏演奏会会会会やややや音音音音楽会楽会楽会楽会などをなどをなどをなどを

開催開催開催開催しししし好評好評好評好評をををを得得得得たたたた。。。。    

    文文文文化施化施化施化施設設設設のののの整備整備整備整備（（（（改修改修改修改修））））においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、野洲野洲野洲野洲文文文文化化化化ホホホホールールールール

のののの外壁外壁外壁外壁調査修調査修調査修調査修繕繕繕繕、、、、電気電気電気電気保安保安保安保安装装装装置置置置のののの更更更更新新新新、、、、舞舞舞舞台台台台吊吊吊吊物物物物装装装装置置置置ワワワワ

イイイイヤヤヤヤーーーーロロロロープープープープ交交交交換換換換、、、、非非非非常常常常用用用用放放放放送送送送設設設設備備備備更更更更新新新新、、、、またまたまたまた、、、、野洲野洲野洲野洲文文文文

化小化小化小化小劇劇劇劇場場場場ではではではでは、、、、非非非非常常常常用用用用放放放放送送送送設設設設備備備備更更更更新新新新、、、、空空空空調調調調設設設設備備備備のののの修修修修繕繕繕繕なななな

どをどをどをどを行行行行ったったったった。。。。さざなみさざなみさざなみさざなみホホホホールではールではールではールでは、、、、屋屋屋屋根根根根防水防水防水防水修修修修繕繕繕繕、、、、電気電気電気電気

保安保安保安保安装装装装置置置置のののの更更更更新新新新、、、、舞舞舞舞台台台台吊吊吊吊物物物物装装装装置置置置ののののロロロロープープープープ類類類類のののの一一一一部部部部取取取取りりりり替替替替

えをえをえをえを行行行行ったったったった。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    今後今後今後今後もももも美術美術美術美術展展展展覧覧覧覧会会会会やややや文文文文化化化化芸術祭芸術祭芸術祭芸術祭等等等等のののの文文文文化化化化・・・・芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動のののの

支援支援支援支援をををを継継継継続続続続、、、、音音音音楽楽楽楽のあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくり事業事業事業事業やややや北村季北村季北村季北村季吟吟吟吟顕彰顕彰顕彰顕彰

記記記記念念念念俳句俳句俳句俳句会会会会をををを開催開催開催開催するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

野洲野洲野洲野洲市市市市文文文文化化化化ホホホホール３ール３ール３ール３館館館館はははは、、、、地域特地域特地域特地域特性性性性にににに根根根根ざしたざしたざしたざした分野分野分野分野にににに

絞絞絞絞りりりり込込込込んんんんでででで芸術芸術芸術芸術のののの振興振興振興振興をををを進進進進めることがめることがめることがめることが課題課題課題課題となっていとなっていとなっていとなってい

るるるる。。。。またまたまたまた、、、、施施施施設設設設面面面面においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、建建建建築築築築後後後後 20202020～～～～30303030年年年年以以以以上上上上のののの経経経経

過過過過にににに見見見見合合合合ったったったった抜抜抜抜本的本的本的本的かつかつかつかつ大規大規大規大規模模模模なななな改修改修改修改修はできていはできていはできていはできていないないないない。。。。

このままではこのままではこのままではこのままでは、、、、施施施施設設設設のののの安安安安全全全全性性性性がががが損損損損なわれなわれなわれなわれ使使使使用用用用できなくなできなくなできなくなできなくな

るるるる恐恐恐恐れがあれがあれがあれがあるるるる。。。。文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方方方方針針針針をををを

明明明明らかにしてらかにしてらかにしてらかにして、、、、それにそれにそれにそれにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい施施施施設設設設のありのありのありのあり方方方方をををを探探探探りりりり、、、、

限限限限られたられたられたられた財源財源財源財源のののの中中中中でどのようなでどのようなでどのようなでどのような整備整備整備整備（（（（改修改修改修改修））））計画計画計画計画をををを立立立立案案案案

してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむかがかがかがかが課題課題課題課題となっていとなっていとなっていとなっているるるる。。。。    
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６６６６．．．．開開開開かれたかれたかれたかれた教育行政教育行政教育行政教育行政のののの推進推進推進推進        

○ 教育水準の向上と地域の実情に応じた教育の振興 

  ○ 開かれた教育委員会をめざし、教育施策の点検評価と情報の発信 

○ 教育課題を的確に把握し、教育制度のあり方の検討 

    

教育水準教育水準教育水準教育水準のののの向上向上向上向上とととと地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた教育教育教育教育のののの振興振興振興振興    

多様化する家庭、学校・園、地域のニーズに応えるため、教育委員会の機

能の充実と強化が課題となっており、学校・園訪問をはじめ、地域の住民や

子ども達との意見交換会や交流会を開催しながら、地域の実情を把握したう

えで、それぞれの特色ある教育の振興に取り組みます。 

    

    〔〔〔〔施施施施策策策策のののの内容内容内容内容〕〕〕〕１１１１．．．．学校学校学校学校・・・・園園園園訪問訪問訪問訪問やややや地域地域地域地域住住住住民民民民とのとのとのとの意見意見意見意見交交交交換換換換会会会会等等等等のののの開催開催開催開催    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        教育教育教育教育委委委委員員員員がががが学校学校学校学校やややや園園園園をををを訪問訪問訪問訪問するとともにするとともにするとともにするとともに、「、「、「、「ははははばばばばたけたけたけたけ野野野野

洲洲洲洲のまなのまなのまなのまなびびびび」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、一一一一般般般般市市市市民民民民、、、、地域地域地域地域のののの教育関教育関教育関教育関係者係者係者係者、、、、

教育教育教育教育委委委委員員員員会会会会がががが意見意見意見意見交交交交換換換換をををを行行行行ったったったった。。。。    

    またまたまたまた、、、、学校学校学校学校・・・・園園園園のののの教育活教育活教育活教育活動動動動やややや運運運運営営営営についについについについてててて、、、、組織的組織的組織的組織的・・・・

継継継継続続続続的的的的にににに改善改善改善改善をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、全全全全てのてのてのての学校園学校園学校園学校園においてにおいてにおいてにおいて学校学校学校学校

評評評評価価価価をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、そのそのそのその結結結結果果果果にににに基基基基づきづきづきづき、、、、保護者保護者保護者保護者やややや

地域地域地域地域住住住住民民民民のののの意向意向意向意向をををを把握把握把握把握・・・・反映反映反映反映するためにするためにするためにするために学校学校学校学校・・・・園園園園評評評評議議議議員員員員

会会会会をををを組織組織組織組織しししし、、、、意見意見意見意見交交交交換換換換やややや提言提言提言提言をををを受受受受けるけるけるける機機機機会会会会をををを設設設設けてきけてきけてきけてき

たたたた。。。。またまたまたまた、、、、それらのそれらのそれらのそれらの内容内容内容内容をををを保護者保護者保護者保護者・・・・地域地域地域地域にににに発発発発信信信信しししし説明説明説明説明すすすす

ることにることにることにることに努努努努めてきためてきためてきためてきた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        地域地域地域地域社会社会社会社会やややや家庭家庭家庭家庭ののののニニニニーーーーズズズズがががが複雑複雑複雑複雑化化化化・・・・多様多様多様多様化化化化するするするする中中中中、、、、学学学学

校校校校にはにはにはには、、、、よりよりよりより家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域およおよおよおよびびびび関関関関係係係係機関機関機関機関とのとのとのとの連携連携連携連携がががが一一一一層層層層

求求求求められるとこめられるとこめられるとこめられるところろろろでありでありでありであり、、、、そのコーディネートそのコーディネートそのコーディネートそのコーディネートやややや保護保護保護保護

者者者者・・・・地域地域地域地域住住住住民民民民へへへへのののの説明説明説明説明などなどなどなど、、、、ますますますますますますますます重重重重要要要要となってきてとなってきてとなってきてとなってきて

いるいるいるいる。。。。    
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開開開開かれたかれたかれたかれた教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、教育施策教育施策教育施策教育施策のののの点検評価点検評価点検評価点検評価とととと情報情報情報情報のののの発信発信発信発信    

現在、１１月１日を「野洲市教育の日」と定めていますが、その普及と啓

発を進め、市民とともに子どもを育むまちづくりを推進します。 

  また、教育施策の実施状況について点検と評価を実施し、改善と充実に努 

めます。さらに、情報発信に積極的に取り組み、市民から信頼される教育行 

政の推進を図ります。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度よりよりよりより、、、、「「「「ははははばばばばたけたけたけたけ野洲野洲野洲野洲のまなのまなのまなのまなびびびび」」」」とととと題題題題しししし

てててて、、、、毎毎毎毎年年年年テテテテーーーーママママをををを設設設設けけけけ、、、、一一一一般般般般市市市市民民民民、、、、地域地域地域地域のののの教育関教育関教育関教育関係者係者係者係者、、、、

教育教育教育教育委委委委員員員員がががが意見意見意見意見交交交交換換換換するするするする場場場場をををを設設設設けたけたけたけた。。。。またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年

度度度度にににに事務事務事務事務評評評評価価価価委委委委員員員員会会会会をををを設設設設けけけけ、、、、３３３３名名名名のののの外部評外部評外部評外部評価価価価委委委委員員員員によるによるによるによる

事務点事務点事務点事務点検検検検評評評評価価価価をををを行行行行いいいい、、、、次次次次年度年度年度年度のののの教育行教育行教育行教育行政政政政にににに反映反映反映反映するととするととするととするとと

もにもにもにもに、、、、ホホホホーーーームペムペムペムページをージをージをージを活用活用活用活用しししし広広広広くくくく市市市市民民民民へへへへのののの情報発情報発情報発情報発信信信信にににに努努努努

めためためためた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続きききき評評評評価価価価対対対対象象象象やややや評評評評価価価価手手手手法法法法のののの見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行いないないないな

がらがらがらがら、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる教育教育教育教育振興振興振興振興をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、情報情報情報情報

発発発発信信信信においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、単単単単にににに多多多多くのくのくのくの情報情報情報情報をををを発発発発信信信信するするするするだだだだけではなけではなけではなけではな

くくくく、、、、市市市市民民民民がががが知知知知りたいりたいりたいりたい情報情報情報情報がどこにあるのかわかりがどこにあるのかわかりがどこにあるのかわかりがどこにあるのかわかりややややすくすくすくすく

工夫工夫工夫工夫するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    

    

    

教育課題教育課題教育課題教育課題をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握しししし、、、、教育制度教育制度教育制度教育制度のありのありのありのあり方方方方のののの検討検討検討検討    

今後、ますます複雑多岐になる教育制度について、それぞれテーマを設け

ながら、教育委員と事務局が一体となって、議論と検討を行います。 

    

主主主主なななな取組取組取組取組のののの成果成果成果成果        教育教育教育教育委委委委員員員員会会会会定定定定例会例会例会例会のののの場場場場においてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市がががが取取取取りりりり組組組組むむむむべきべきべきべき課課課課

題題題題やややや施施施施策策策策についてについてについてについて意見意見意見意見交交交交換換換換などなどなどなど議議議議論論論論をををを深深深深めめめめたたたた。。。。    

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題        教育教育教育教育制制制制度度度度についてはについてはについてはについては、、、、複雑複雑複雑複雑多多多多岐岐岐岐にわたることからにわたることからにわたることからにわたることから、、、、ささささ

らなるらなるらなるらなる議議議議論論論論をををを深深深深めめめめながらながらながらながら、、、、課題課題課題課題やややや施施施施策策策策についてについてについてについて議議議議論論論論をををを深深深深

めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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７７７７．．．．第第第第１１１１期計画期計画期計画期計画のののの総括総括総括総括        

     

 

第１期計画に基づき推進してきた様々な施策については、基本理念「一人ひと

りが大切にされ、おとなも子どもも学びあう、まちづくり・ひとづくり」の実現

に向け、それぞれ成果を上げていることから、第１期計画の基本理念や施策の方

向性は評価することができます。 
 

 

 

 

第第第第１１１１期計画期計画期計画期計画のののの主主主主

なななな成果成果成果成果    

    

    

 

 

 

 

 

○○○○各小中各小中各小中各小中全学校全学校全学校全学校においにおいにおいにおいてててて、、、、元気元気元気元気なななな学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業のののの実施実施実施実施やややや

学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、学校学校学校学校・・・・園園園園がががが教職員教職員教職員教職員のののの創創創創意意意意とととと

工夫工夫工夫工夫をををを生生生生かしたかしたかしたかした特色特色特色特色あるあるあるある教育活教育活教育活教育活動動動動をををを積極積極積極積極的的的的にににに展開展開展開展開したしたしたした。。。。 

○○○○耐震耐震耐震耐震対対対対策策策策がががが必要必要必要必要とするとするとするとする小中学校小中学校小中学校小中学校のののの学校施学校施学校施学校施設設設設においてにおいてにおいてにおいて、、、、耐耐耐耐

震震震震対対対対策策策策をををを終終終終えるとともにえるとともにえるとともにえるとともに、、、、園小中学校園小中学校園小中学校園小中学校においてにおいてにおいてにおいて空空空空調調調調設設設設備備備備

のののの設設設設置置置置をををを行行行行いいいい、、、、教育環境教育環境教育環境教育環境のののの向上向上向上向上をををを目目目目指指指指したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、子子子子どどどど

もたちがいつでももたちがいつでももたちがいつでももたちがいつでも安心安心安心安心してしてしてして遊遊遊遊ぶぶぶぶことができるようことができるようことができるようことができるよう、、、、地域地域地域地域

ややややココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィセセセセンターとンターとンターとンターと連携連携連携連携してしてしてして地域子地域子地域子地域子どもどもどもども教教教教室室室室のののの

充実充実充実充実をををを図図図図ったったったった。。。。 

○○○○生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習アドアドアドアドババババイイイイザザザザーはーはーはーは、、、、自自自自らがもつらがもつらがもつらがもつ学習成果学習成果学習成果学習成果についについについについ

てててて、、、、習得習得習得習得したいしたいしたいしたい人人人人にににに対対対対してしてしてして提供提供提供提供するためするためするためするため、、、、相相相相談談談談にににに応応応応じじじじてててて

紹介紹介紹介紹介等等等等をしをしをしをし、、、、生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習のののの推進推進推進推進にににに努努努努めためためためた。。。。 

○○○○本市本市本市本市のののの自自自自然然然然やややや歴史歴史歴史歴史的的的的・・・・文文文文化的化的化的化的遺遺遺遺産産産産をををを大切大切大切大切にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、地地地地

域域域域とととと協協協協働働働働してしてしてして文文文文化化化化財財財財のののの保護保護保護保護とととと活用活用活用活用にににに努努努努めためためためた。。。。 

 

 

 

しかしながら、その一方で、未だ取り組みの成果が十分でない施策や、今後よ

り一層、推進すべき施策が存在しています。また、第１期計画における施策を一

つひとつみると、解決を必要とする課題が多く存在することから、基本理念の実

現に向けて、今後も引き続き取組を進めていく必要があります。 
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今後今後今後今後のののの主主主主なななな課題課題課題課題    

    

    

    

    

 

○○○○中学校中学校中学校中学校におけるにおけるにおけるにおける職職職職場場場場体体体体験験験験学習学習学習学習やややや、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの主主主主体的体的体的体的なあなあなあなあ

いさついさついさついさつ運動運動運動運動やボやボやボやボランランランランテテテティアィアィアィア活活活活動動動動がががが実施実施実施実施されているがされているがされているがされているが地地地地

域貢献域貢献域貢献域貢献というというというという視点視点視点視点でのでのでのでの取組取組取組取組をををを展開展開展開展開できるようにしていできるようにしていできるようにしていできるようにしてい

くくくく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。 

○○○○地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力をををを向上向上向上向上ささささせせせせるためにるためにるためにるために、、、、学校学校学校学校やややや家庭家庭家庭家庭、、、、地域地域地域地域、、、、

関関関関係係係係機関機関機関機関がががが連携連携連携連携してしてしてして、、、、青少青少青少青少年年年年のためにのためにのためにのために力力力力をををを結集結集結集結集しししし、、、、健健健健全全全全

なななな育成育成育成育成をををを図図図図るるるる施施施施策策策策をををを幅広幅広幅広幅広くくくく展開展開展開展開していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。 

○○○○全小中学校全小中学校全小中学校全小中学校においてにおいてにおいてにおいて、、、、道徳道徳道徳道徳教育推進教教育推進教教育推進教教育推進教師師師師をををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして道道道道

徳徳徳徳のののの授業研授業研授業研授業研究会究会究会究会をををを開催開催開催開催したがしたがしたがしたが、、、、道徳道徳道徳道徳のののの教科化教科化教科化教科化をををを見見見見据据据据えたえたえたえた

取組取組取組取組をををを推進推進推進推進していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。 

○○○○教育教育教育教育委委委委員員員員会会会会定定定定例会例会例会例会のののの場場場場においてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市がががが取取取取りりりり組組組組むむむむべきべきべきべき課題課題課題課題

やややや施施施施策策策策についてについてについてについて意見意見意見意見交交交交換換換換などなどなどなど議議議議論論論論をををを深深深深めたがめたがめたがめたが、、、、教育教育教育教育制制制制度度度度

についてはについてはについてはについては、、、、複雑複雑複雑複雑多多多多岐岐岐岐にわたることからさらなるにわたることからさらなるにわたることからさらなるにわたることからさらなる議議議議論論論論をををを

深深深深めながらめながらめながらめながら課題課題課題課題やややや施施施施策策策策についてについてについてについて検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。 

 

 

このことから、第２期計画においては、基本的な考え方は第１期計画を踏襲し、

基本理念や施策などは変更せずに、これまでの施策の見直しによるこれらの充

実と発展、質の向上に努めます。 
これに加え、第１期計画策定以後、社会情勢の変化により発生した新たな課題

に対応するための施策を本計画に盛り込み、今後５年間、課題解決に向けた取組

を推進します。 
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第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念とととと施策施策施策施策のののの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向    

        

第２期計画の実施に当たっては、第１期計画における基本理念を継続したう

えで、第２章で明らかにした第１期計画における施策の課題や、新たに発生し

た教育的課題に対応するために、施策の見直し・改善を図り、今後５年間、基

本理念の実現に向けた取り組みを進めます。 

１１１１．．．．基本理念基本理念基本理念基本理念    

    基本理念は、平成２３年度を初年度とし、平成３２年度を目標とする本市教育

の基本的な考え方とめざすべき姿を示すものです。今後５年間の（平成２８年度

～３２年度）の計画としては、野洲市教育大綱の基本理念に基づき第２期計画に

おいても、この基本理念を継承します。 

 

基本理念基本理念基本理念基本理念    

                

～～～～    一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが大切大切大切大切にされにされにされにされ、、、、おとなもおとなもおとなもおとなも子子子子どももどももどももどもも    

学学学学びあうひとづくり・まちづくりびあうひとづくり・まちづくりびあうひとづくり・まちづくりびあうひとづくり・まちづくり    ～～～～    

私たちは、「ひと・もの・こと」と関わりながら生活しています。関わり

で大切なことは、「思いやり｣｢やさしさ｣｢いたわり｣であり、これらの根源に

あるのが、人間の｢愛｣です。 

 本市の子どもから高齢者までが、｢愛｣の心を大切に、さまざまな活動に

取り組むことで｢元気｣｢笑顔｣｢自信｣｢誇り｣などの｢輝き｣を創出することが、

本市のまちづくりにつながります。 

 特に子どもたちが成長していく過程においては、「自ら考え、判断し、

やり遂げる力」(自立)と「思いやりややさしさ、いたわりの心を大切に仲間

と力を合わせて生きる力」（協働）を身につけることが重要であり、この力
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を社会の中で自ら活かしていけるような子どもの育成が求められています。 

 そのために、就学前では、いろいろな遊びの中で十分に体を動かし感性

豊かな心の育ちを、学校教育では、学ぶことの楽しさや成就感を体得し基礎

的・基本的な生きる力と自立の能力を、さらに社会に出てからは生涯にわた

って学び、実践する行動力を身につける教育を進めることが大切です。 

 本市では、未来に伸びる子どもたち一人ひとりを大切にし、おとなも子

どもも学び合い、支え合うひとづくり・まちづくりを目指し、｢愛と輝きの

ある教育のまち・野洲｣を教育の基本理念とします。 

 

２２２２．．．．施策施策施策施策のののの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向    

    

    教育大綱の基本理念の具現化にあたって、これから 5 年間の取組の方向性を

明確にするため、「Ⅰ子どもの｢育ち｣を支援します」｢Ⅱ子どもの「生き抜く力｣

を育てます」「Ⅲだれでも・どこでも学びあう環境を整備します」の３つの目

標と３２施策の基本的な方向を示します。 

    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．子子子子どものどものどものどもの「「「「育育育育ちちちち」」」」をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    ～～～～家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域とととと連携連携連携連携してしてしてして～～～～    

子ども一人ひとりの豊かな成長には、多くの人が子どもの育ちに関心

を持ち、積極的なかかわりを持っていく必要があり、特に、子どもの生活

の中で多くの時間を費やす家庭や地域の果たす役割は非常に大きいもの

となります。 

そのためには、まず大人が子どものよい手本となり、子どもの健全な心

身や規範意識を育むことにつながる家庭や地域の教育力の向上を図ると

ともに、学校、家庭、地域、企業等、行政がそれぞれの役割に応じて力を

発揮し、互いに連携・協力して子どもの｢育ち｣を支える環境づくりを進め

ます。 

    

ⅡⅡⅡⅡ．．．．子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きききき抜抜抜抜くくくく力力力力」」」」をををを育育育育てますてますてますてます。。。。    ～～～～学校教育学校教育学校教育学校教育をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして～～～～    

                現代社会はグローバル化や情報化の進展などにより、子どもたちを取

り巻く環境は、予想を超えたスピードで変化し、多様化が一層進んでいま

す。 
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    こうした社会の変化に柔軟に対応し、子どもたちがたくましく生き抜

いていくには、子どもたちの発達段階に応じて、豊かな情操や自尊感情、

人を思いやる心、社会性などを育み、生涯にわたって運動に親しむ能力や

体力、健康の保持増進の基礎となる力を培うとともに、確かな学力を身に

つけていくことが必要です。 

    一人ひとりの子どもの特性を活かしながら、子どもの｢生き抜く力｣を

育てる学校教育を一層推進します。 

    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．だれでも・どこでもだれでも・どこでもだれでも・どこでもだれでも・どこでも学学学学びあうびあうびあうびあう環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しますしますしますします。。。。    

～～～～生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習・・・・生涯生涯生涯生涯スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの観点観点観点観点からからからから～～～～    

誰もが自己の生活を豊かにしていくためには、生涯をとおして、自ら学

びを広げ、深めていくことが重要です。本市では、子どももおとなもとも

に学びあうという考えのもとに、生涯学習社会の実現をめざしています。 

この理念をさらに高く掲げ、すべての人が参加しやすく、生きがいを感

じられるような生涯学習・生涯スポーツの環境の整備・提供を進めるとと

もに、各個人がその学習の成果を活かせる環境づくりを進めます。 
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施施施施　　　　　　　　　　　　　　　　策策策策

　

施策10　確かな学力の向上と新しい教育内容への支援

施策４　学校施設の適正な維持管理の推進

施策５　学校の危機管理体制の充実と地域と連携した安心・安全

　　　　　な環境づくり

施策６　家庭の教育力の向上に向けた取組の推進

施策１　基本的な生活習慣の形成と基本意識などの社会性の育成

施策２　食育の推進

目標２　青少年の健全育成

目標１　子育て・子育ち支援の充実

施策３　青少年の健全育成運動の推進

施策21　人権教育の推進と人権を尊重するまちづくり

施策22　生涯学習機会の充実

施策23　生涯学習社会への環境整備

施策24　生涯学習アドバイザーの育成と活用

施策１　基本的な生活習慣の形成と基本意識などの社会性の育成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再掲）

施策２　食育の推進（再掲）

施策７　体力向上の取組の推進

施策８　いじめや、問題行動等への対応の強化

施策９　不登校の子どもや保護者への支援

施策19　開かれた教育委員会をめざし、教育施策の点検評価と情

　　　　　 報の発信

施策11　教職員の指導力の向上

施策17　幼保一元化の推進

施策18　教育水準の向上と地域の実情に応じた教育の振興

施策20　教育課題を的確に把握し、議論する総合教育会議の開催

施策12　道徳教育・人権教育の推進

施策13　特別支援教育の推進

施策14　子どもの読書活動の推進

施策15　学校での創意と工夫を生かした特色ある教育活動の推進

施策16　子どもの居場所づくりの推進

施策29　文化財の保護と活用

施策30　地域の歴史と文化の継承

施策31　博物館・図書館等を活用した学習活動の推進

施策32　文化・芸術活動の支援

施策25　図書館の充実

施策26　社会教育・社会体育施設の整備（改修）と構想の検討

施策27　生涯スポーツの充実

施策28　競技スポーツの振興
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目標９　文化・歴史資源の保存・活用
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第第第第４４４４章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    

Ⅰ・Ⅰ・Ⅰ・Ⅰ・子子子子どものどものどものどもの「「「「育育育育ちちちち」」」」をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

        ～～～～家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域とととと連携連携連携連携してしてしてして～～～～    

    

１１１１．．．．子育子育子育子育て・て・て・て・子育子育子育子育ちちちち支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

施策施策施策施策    １１１１                                                                                                                                                                                                        

基本的基本的基本的基本的なななな生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの形成形成形成形成とととと規範意識規範意識規範意識規範意識などなどなどなど社会性社会性社会性社会性のののの育成育成育成育成    

            学校･家庭･地域のそれぞれの役割を明確にし、協力しあいながら、子ど

もたちの基本的な生活習慣を形成するために、「早寝、早起き、朝ごは

ん」運動や「おはよう」「ありがとう」の「あいさつ」運動を推進しま

す。また、発達段階に応じた体験活動、キャリア教育等を通して、社会生

活のルールや社会性、人とかかわりながら自分を活かす力の育成を図りま

す。特に、小学校就学前教育段階は、生涯にわたる人格形成や義務教育の

基礎を培う意義を有することから、福祉分野とも連携し、その重要性につ

いて啓発するとともに親子の育ちを支援します。 

    

    ○○○○早早早早寝寝寝寝、、、、早起早起早起早起きききき、、、、朝朝朝朝ごはんごはんごはんごはん運動等運動等運動等運動等についてについてについてについて、、、、引引引引きききき続続続続きききき家庭家庭家庭家庭（（（（保護者保護者保護者保護者））））とととと連連連連    

    携携携携ししししたたたた取組取組取組取組をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

○○○○社会性社会性社会性社会性のののの育成育成育成育成をめざすをめざすをめざすをめざす体体体体験活験活験活験活動動動動ややややキャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育、、、、社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動などなどなどなど学校学校学校学校のののの    

主主主主体的体的体的体的なななな取組取組取組取組へのへのへのへの支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

○○○○基本的生活習慣形成基本的生活習慣形成基本的生活習慣形成基本的生活習慣形成のためののためののためののための啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
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施策施策施策施策    ２２２２                                                                                                                                                                                                    

食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

学校での食育の充実を図るとともに、家庭への啓発に努めます。 

近年、子どもたちの「食」を取り巻く状況が大きく変化し、心身の健康

上の諸問題が指摘されています。子どもたちの健やかな成長にとって、よ

り良い「食」は最も大切な要素であり、食育は知育･徳育・体育の基礎と

なります。そこで、学校での「食」に関する指導の充実に取り組むととも

に、小学校を中心に農業体験の推進に努めます。また、学校給食における

安全な食材の確保と地元食材の積極的な使用を図ります。さらに、子ども

たちの望ましい食習慣の形成に向けて、給食センターや家庭との連携を一

層強めていきます。 

    

    ○○○○学校学校学校学校でのでのでのでの食育食育食育食育のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるるとともにとともにとともにとともに、、、、家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの啓発啓発啓発啓発にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

○○○○栄養教諭栄養教諭栄養教諭栄養教諭やややや栄養職員栄養職員栄養職員栄養職員をををを活用活用活用活用しししし、、、、食育食育食育食育のののの授業授業授業授業をををを展開展開展開展開しますしますしますします。。。。                                

○○○○夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい料理教室料理教室料理教室料理教室をををを開催開催開催開催しししし、、、、食食食食べべべべ物物物物、、、、栄養栄養栄養栄養、、、、給食給食給食給食などなどなどなど食食食食にににに関関関関    

するするするする理解理解理解理解をををを深深深深めますめますめますめます。。。。                                                                                                
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２２２２．．．．青少年青少年青少年青少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成    

施策施策施策施策    ３３３３                                                                                                                                                                                                    

青少年青少年青少年青少年のののの健全育成運動健全育成運動健全育成運動健全育成運動のののの推進推進推進推進    

学校や家庭、地域、企業、青少年育成市民会議、守山野洲少年センター

等との情報の共有や連携により、青少年が社会で生きる力と創造性を身に

つけながら成長し、地域と共生しながら自立できる取組を推進します。 

    

    ○○○○子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健全育成健全育成健全育成健全育成にににに向向向向けたけたけたけた「「「「地域子地域子地域子地域子どもどもどもども教室教室教室教室」「」「」「」「はつらつはつらつはつらつはつらつ野洲野洲野洲野洲っっっっ子子子子育育育育

成成成成フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。                                                                                                            

○○○○子子子子どもどもどもどもたちのたちのたちのたちの主体的主体的主体的主体的なななな地域地域地域地域でのでのでのでの活動活動活動活動をををを支援支援支援支援することをすることをすることをすることをとおしてとおしてとおしてとおして、、、、地域地域地域地域にににに貢貢貢貢

献献献献しようとするしようとするしようとするしようとする態度態度態度態度をををを育育育育てますてますてますてます。。。。            

                                                                                                                                                        

    

    

３３３３．．．．安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なななな教育環境教育環境教育環境教育環境づくりづくりづくりづくり    

施策施策施策施策    ４４４４                                                                                                                                                                                                    

学校施設学校施設学校施設学校施設のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理のののの推進推進推進推進    

学校は、児童や生徒が長時間学習をする場所であり、学校施設の安全性

の確保と教育環境の改善の観点から、老朽校舎の改築や長寿命化を推進し

ます。 

    

    ○○○○子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな学習環境学習環境学習環境学習環境のののの確保確保確保確保ととととよりよいよりよいよりよいよりよい教育環境教育環境教育環境教育環境のののの改善改善改善改善にににに努努努努めまめまめまめま

すすすす。。。。                    

○○○○学校学校学校学校のののの施設点検施設点検施設点検施設点検をををを行行行行いいいい、、、、安全安全安全安全にににに学学学学びびびび活動活動活動活動できるできるできるできる施設施設施設施設のののの維持管理維持管理維持管理維持管理にににに努努努努めまめまめまめま

すすすす。。。。                                                                                                                            

○○○○小中学校施設保全計画小中学校施設保全計画小中学校施設保全計画小中学校施設保全計画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、老朽校舎老朽校舎老朽校舎老朽校舎のののの改築改築改築改築やややや長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化のののの推進推進推進推進にににに努努努努めめめめ

ますますますます。。。。    
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施策施策施策施策    ５５５５                                                                                                                                                                                                

学校学校学校学校のののの危機管理体制危機管理体制危機管理体制危機管理体制のののの充実充実充実充実とととと地域地域地域地域とととと連携連携連携連携したしたしたした安安安安心心心心････安安安安全全全全なななな環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

子どもたちが安心して学校生活を送ることができるように、学校安全計

画に基づき児童生徒への安全教育の推進と通学路における日常的な交通安

全指導を実施します。 

各校の置かれている地域性等、実態に応じた災害時における学校危機管

理マニュアルの周知・徹底を図るとともに、計画的に避難訓練や大規模変

災時における引渡し訓練を実施します。 

また、これまでの災害を忘れることなく、非常時の心構えをしっかりと

持てるよう、過去の教訓を今に伝える取り組みを推進します。 

    

    ○○○○大規模変災時大規模変災時大規模変災時大規模変災時のののの対応対応対応対応マニュアルのマニュアルのマニュアルのマニュアルの見直見直見直見直ししししとととと改善改善改善改善をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    ○○○○阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災、、、、東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの教訓教訓教訓教訓をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、防災教育防災教育防災教育防災教育のののの充実充実充実充実をををを図図図図りまりまりまりま

すすすす。。。。    

○○○○具体具体具体具体のののの事案事案事案事案をををを基基基基にしたにしたにしたにした学校危機管理学校危機管理学校危機管理学校危機管理マニュアルのマニュアルのマニュアルのマニュアルの改善改善改善改善をををを行行行行いますいますいますいます。。。。                

○○○○平時平時平時平時におけるマニュアルのにおけるマニュアルのにおけるマニュアルのにおけるマニュアルの実践実践実践実践とととと危機発生時危機発生時危機発生時危機発生時におけるにおけるにおけるにおける対応対応対応対応のののの実践実践実践実践にににに努努努努めまめまめまめま    

すすすす。。。。                                                                                                                                

    ○スクールガードによる○スクールガードによる○スクールガードによる○スクールガードによる見守見守見守見守りりりり体制体制体制体制のののの推進推進推進推進、、、、通学路通学路通学路通学路のののの安全確保安全確保安全確保安全確保にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策    ６６６６                                                                                                                                                                                                    

家庭家庭家庭家庭のののの教育力教育力教育力教育力のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

            核家族化が進むなかで、家庭と地域社会のつながりが薄れ、規範意識が

乏しく集団生活になじめない子どもが増加しています。 

家庭は、子どもが育つ上で第一義的責任を有する場であって、子どもの

健全な成長にとってきわめて重要な意味を持っています。子どもの健全な

成長には、家庭における家族のつながりやしつけが大切であり、家庭の教

育力向上をめざすために、学校とＰＴＡが協力しながら、家庭教育に必要

な情報提供とその重要性についての啓発に取り組みます。 

   また、子どもを育むことは、社会全体の役割であり、学校、家庭、地域

社会の役割を今一度自覚し、実践するための啓発等、粘り強く取り組む必

要があります。 

   そのために、子どもの成長段階にあわせて基本的生活習慣の確立やしつ

け、社会的な規範意識の醸成などについて家庭の意識を高められるよう、
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子育てやしつけに関する相談や学習機会を設け、家庭と学校がともに考え

実践します。 

   また、虐待の防止など子どもの人権を守る取組を進めます。 

    

    ○○○○ＰＴＰＴＰＴＰＴＡＡＡＡとととと協働協働協働協働しながらしながらしながらしながら子子子子どものどものどものどもの社会性社会性社会性社会性やややや規範意識規範意識規範意識規範意識をををを育育育育むむむむ家庭教育講座家庭教育講座家庭教育講座家庭教育講座をををを開開開開

催催催催しますしますしますします。。。。    

○○○○家庭家庭家庭家庭、、、、学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域がががが協働協働協働協働するするするする子育子育子育子育てててて懇談会等懇談会等懇談会等懇談会等のののの支援支援支援支援にににに努努努努めますめますめますめます。。。。        

    ○○○○福祉部局福祉部局福祉部局福祉部局とととと連携連携連携連携したしたしたした学習支援学習支援学習支援学習支援・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援のののの充実充実充実充実にににに努努努努めめめめますますますます。。。。    

    ○○○○学校学校学校学校にスクールソーシャルワーカーをにスクールソーシャルワーカーをにスクールソーシャルワーカーをにスクールソーシャルワーカーを配置配置配置配置しししし、、、、関関関関係係係係機関機関機関機関とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら家家家家

庭教育環境庭教育環境庭教育環境庭教育環境のののの調整調整調整調整・・・・支援支援支援支援にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

    ○○○○児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの未然未然未然未然防防防防止止止止、、、、早期早期早期早期発見発見発見発見・・・・対応対応対応対応をををを図図図図るためるためるためるため、、、、関関関関係係係係機関機関機関機関とととと密接密接密接密接にににに連携連携連携連携

をををを図図図図りますりますりますります。。。。    
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Ⅱ・Ⅱ・Ⅱ・Ⅱ・子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きききき抜抜抜抜くくくく力力力力」」」」をををを育育育育てますてますてますてます。。。。    

        ～～～～学校教育学校教育学校教育学校教育をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして～～～～    

    

    １１１１．．．．豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とととと健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体のののの育成育成育成育成    

施策施策施策施策    １１１１    （（（（再掲再掲再掲再掲））））                                                                                                                                                                                        

基本的基本的基本的基本的なななな生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの形成形成形成形成とととと規範意識規範意識規範意識規範意識などなどなどなど社会性社会性社会性社会性のののの育成育成育成育成    

            学校、家庭、地域のそれぞれの役割を明確にし、協力しあいながら、子

どもたちの基本的な生活習慣を形成するために、「早寝、早起き、朝ごは

ん」運動や「おはよう」「ありがとう」の「あいさつ」運動を推進しま

す。また、発達段階に応じた体験活動、キャリア教育等を通して、社会生

活のルールや社会性、人とかかわりながら自分を活かす力の育成を図りま

す。特に、小学校就学前教育段階は、生涯にわたる人格形成や義務教育の

基礎を培う意義を有することから、福祉分野とも連携し、その重要性につ

いて啓発するとともに親子の育ちを支援します。 

 

    

    ○○○○早寝早寝早寝早寝、、、、早起早起早起早起きききき、、、、朝朝朝朝ごはんごはんごはんごはん運動等運動等運動等運動等についてはについてはについてはについては、、、、引引引引きききき続続続続きききき家庭家庭家庭家庭（（（（保護者保護者保護者保護者））））とととと連連連連    

    携携携携したしたしたした取組取組取組取組をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

○○○○社会性社会性社会性社会性のののの育成育成育成育成をめざすをめざすをめざすをめざす体験活動体験活動体験活動体験活動やキャリアやキャリアやキャリアやキャリア教育教育教育教育、、、、社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動などなどなどなど学校学校学校学校のののの    

主体的主体的主体的主体的なななな取組取組取組取組へのへのへのへの支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

○○○○基本的生活習慣形成基本的生活習慣形成基本的生活習慣形成基本的生活習慣形成のためののためののためののための啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

                                                                                                                                                

施策施策施策施策    ２２２２    （（（（再掲再掲再掲再掲））））                                                                                                                                                                                                    

食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

学校での食育の充実を図るとともに、家庭への啓発に努めます。 

近年、子どもたちの「食」を取り巻く状況が大きく変化し、心身の健康

上の諸問題が指摘されています。子どもたちの健やかな成長にとって、よ

り良い「食」は最も大切な要素であり、食育は知育･徳育・体育の基礎と

なります。そこで、学校･園での「食」に関する指導の充実に取り組むと

ともに、小学校を中心に農業体験の推進に努めます。また、学校給食にお

ける安全な食材の確保と地元食材の積極的な使用を図ります。さらに、子

どもたちの望ましい食習慣の形成に向けて、給食センターや家庭との連携
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を一層強めていきます。 

    

    ○○○○学校学校学校学校でのでのでのでの食育食育食育食育のののの充実充実充実充実をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの啓発啓発啓発啓発にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

○○○○栄養教諭栄養教諭栄養教諭栄養教諭やややや栄養職員栄養職員栄養職員栄養職員をををを活用活用活用活用しししし、、、、食育食育食育食育のののの授業授業授業授業をををを展開展開展開展開しますしますしますします。。。。                                

○○○○夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい料理教室料理教室料理教室料理教室をををを開催開催開催開催しししし、、、、食食食食べべべべ物物物物、、、、栄養栄養栄養栄養、、、、給食給食給食給食などなどなどなど食食食食にににに関関関関    

するするするする理解理解理解理解をををを深深深深めますめますめますめます。。。。                                                                                                

                                                                                                                                                    

    

        施策施策施策施策    ７７７７                                                                                                                                                                                                

体力向上体力向上体力向上体力向上のののの取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

子どもの体力向上を図るために、学校における体育の充実と学校での休

み時間等を利用して「１０分間運動」の実施や外遊びができる環境づくり

を進めます。また、スポーツ推進委員や体育協会、学区体育振興会、スポ

ーツ少年団や総合型地域スポーツクラブ等と連携し、子どもたちが主体的

に運動に取り組む機会を充実します。 

    

    ○○○○幼児期幼児期幼児期幼児期かかかからのらのらのらの体体体体づくりのづくりのづくりのづくりの大切大切大切大切さをさをさをさを保保保保護者護者護者護者にににに啓発啓発啓発啓発するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、幼児期幼児期幼児期幼児期かかかからららら        

        のののの運運運運動動動動遊遊遊遊びのびのびのびの充実充実充実充実をめをめをめをめざざざざしますしますしますします。。。。    

    ○○○○小学校小学校小学校小学校におけるにおけるにおけるにおける「「「「１０１０１０１０分間運分間運分間運分間運動動動動」」」」をををを通通通通してしてしてして、、、、運運運運動動動動にににに親親親親しむしむしむしむ習習習習慣慣慣慣のののの確確確確立立立立とととと、、、、

主体的主体的主体的主体的にににに学学学学ぶぶぶぶことができることができることができることができる体育体育体育体育科科科科のののの授業授業授業授業づくりにづくりにづくりにづくりに努努努努めますめますめますめます。。。。    

    ○○○○中学校中学校中学校中学校運運運運動動動動部活動部活動部活動部活動のののの指導指導指導指導にににに、、、、学校学校学校学校がががが必要必要必要必要とするとするとするとする専門専門専門専門的的的的なななな技技技技術指導術指導術指導術指導にににに優優優優れたれたれたれた

地域地域地域地域のののの人人人人材材材材をををを活用活用活用活用しししし、、、、地域地域地域地域とととと連携連携連携連携したしたしたした部活動部活動部活動部活動をめをめをめをめざざざざしますしますしますします。。。。    

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策    ８８８８                                                                                                                                                                                                    

いじめやいじめやいじめやいじめや問題行動等問題行動等問題行動等問題行動等へのへのへのへの対応対応対応対応のののの強化強化強化強化    

            いじめや問題行動等の早期発見、早期対応を図るため、教職員と児童生

徒の信頼関係を築くとともに、家庭、学校、地域、関係機関との連携を強

化します。また、いじめや問題行動等を未然に防止するため、学校内外の

パトロールや相談体制の充実に向けて、相談員を配置するとともに、学校

の教育機能を効果的に発揮するため、「チーム学校」として、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカー、関係専門機関と連携した取組

を進めます。 
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    ○○○○児童児童児童児童会会会会・・・・生生生生徒徒徒徒会活動会活動会活動会活動をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの自治自治自治自治的的的的能能能能力力力力をををを高高高高めるめるめるめる教育教育教育教育活動活動活動活動をををを

支援支援支援支援しますしますしますします。。。。                                            

○○○○野洲市野洲市野洲市野洲市いいいいじじじじめめめめ防防防防止止止止基本基本基本基本方針方針方針方針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、関関関関係係係係機関機関機関機関とのとのとのとの連携連携連携連携のもとのもとのもとのもと組織組織組織組織的的的的にいにいにいにい

じじじじめめめめ問題問題問題問題のののの対応対応対応対応にににに当当当当たるとともにたるとともにたるとともにたるとともに、、、、そそそそのののの未然未然未然未然防防防防止止止止等等等等のののの啓発啓発啓発啓発にににに努努努努めますめますめますめます。。。。                                                                                    

    ○○○○子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健全育成健全育成健全育成健全育成にににに向向向向けけけけ、、、、家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域、、、、関関関関係係係係機関機関機関機関とととと連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組みみみみ

ますますますます。。。。    

    ○スクールカ○スクールカ○スクールカ○スクールカウウウウンンンンセセセセラーやスクールソーシャルワーカーをはラーやスクールソーシャルワーカーをはラーやスクールソーシャルワーカーをはラーやスクールソーシャルワーカーをはじじじじめめめめ、、、、専門専門専門専門機関機関機関機関

等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携のもとのもとのもとのもと、、、、家庭家庭家庭家庭をををを含含含含むむむむ子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの指導指導指導指導支援支援支援支援のののの充実充実充実充実をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策    ９９９９                                                                                                                                                                                                    

不登校不登校不登校不登校のののの子子子子どもやどもやどもやどもや保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの支援支援支援支援    

不登校や不登校傾向を示す子ども一人ひとりへのきめ細かな対応ができ

る校内の相談体制の充実を図るとともに、専門家や関係機関等と連携し実

態に応じた指導や支援を行います。また、児童生徒の理解に努め、温かな

人間関係づくりを進め、不登校を未然に防ぐ取組を推進します。 

    

    ○○○○オオオオアシスアシスアシスアシス相相相相談員談員談員談員やスクールカやスクールカやスクールカやスクールカウウウウンンンンセセセセラーラーラーラーをををを配置配置配置配置するなどするなどするなどするなど教育教育教育教育相相相相談体制談体制談体制談体制をををを整整整整

備備備備しししし、、、、組織組織組織組織的的的的にににに対応対応対応対応できるできるできるできる体制体制体制体制をををを確確確確立立立立しますしますしますします。。。。    

○ふれあい○ふれあい○ふれあい○ふれあい教育教育教育教育相相相相談談談談セセセセンンンンタタタターーーー等等等等、、、、関関関関係係係係機関機関機関機関とととと連携連携連携連携しししし、、、、保保保保護者相護者相護者相護者相談談談談にもにもにもにも応応応応じじじじなななな

がらがらがらがら、、、、個々個々個々個々のののの状況状況状況状況にににに応応応応じじじじたたたた未然未然未然未然防防防防止止止止やややや教室教室教室教室復帰復帰復帰復帰にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

○○○○関関関関係係係係機関機関機関機関のののの連携連携連携連携のもとのもとのもとのもと、、、、個々個々個々個々のののの状況状況状況状況にににに応応応応じじじじててててケケケケースースースース会会会会議議議議をもちながらをもちながらをもちながらをもちながら協働協働協働協働

したしたしたした対応対応対応対応をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

                                                                                                                                                    

    

    

２２２２．．．．確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力のののの育成育成育成育成    

施策施策施策施策１０１０１０１０                                                                                                                                                                                                    

確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力のののの向上向上向上向上とととと新新新新しいしいしいしい教育内容教育内容教育内容教育内容へのへのへのへの支援支援支援支援    

子どもたちの基礎的・基本的な学力の定着と向上をめざし、学力や学習

状況の把握を踏まえた「学力向上プラン」を策定し、組織的、計画的な実

践を進め確かな学力を育む取組を進めます。 

学ぶ姿勢や態度を身につける指導を大切にし、ペアやグループで学び合

う活動や自分の考えを伝え合う活動を取り入れた共同的な学びの場を工夫
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するなど、ＩＣＴの活用を含めた協働型・双方向型の学習の展開をめざ

す、保育や授業改善を推進します。 

郷土に伝わる文化や自然に学ぶ機会の充実に努め、地域の行事や活動に

主体的に参加する場を工夫し、地域社会の一員としての自覚を高める取組

を大切にします。 

    

○○○○各小各小各小各小・・・・中学校中学校中学校中学校がががが策定策定策定策定したしたしたした「「「「わわわわがががが校校校校のののの学力向学力向学力向学力向上上上上ププププランランランラン」」」」にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、全教員全教員全教員全教員

がががが指導方法指導方法指導方法指導方法のののの工夫工夫工夫工夫・・・・改善改善改善改善、、、、教教教教材材材材・・・・教具教具教具教具のののの開発開発開発開発、、、、ＩＣＩＣＩＣＩＣＴＴＴＴ機機機機器器器器をををを活用活用活用活用したしたしたした授業授業授業授業

をををを進進進進めめめめるとともにるとともにるとともにるとともに、、、、そそそそのののの検検検検証証証証サイサイサイサイクルのクルのクルのクルの標準標準標準標準化化化化をををを図図図図りりりり、、、、確確確確かかかかなななな学力向学力向学力向学力向上上上上のののの

取組取組取組取組をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

○○○○創造創造創造創造性性性性やややや課題課題課題課題解解解解決決決決力等力等力等力等をををを重視重視重視重視したアクティしたアクティしたアクティしたアクティブブブブ・ラーニン・ラーニン・ラーニン・ラーニンググググのののの視視視視点点点点をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ

たたたた授業改善授業改善授業改善授業改善とととと指導指導指導指導体制体制体制体制のののの充実充実充実充実にににに取取取取りりりり組組組組みみみみますますますます。。。。    

○○○○国際国際国際国際協会協会協会協会とのとのとのとの連携連携連携連携やややや地域地域地域地域等等等等のののの外外外外部部部部人人人人材材材材活用活用活用活用によるによるによるによる国際国際国際国際理解教育理解教育理解教育理解教育のののの推進推進推進推進やややや外外外外

国語国語国語国語活動等活動等活動等活動等のののの新新新新しいしいしいしい教育教育教育教育内容内容内容内容のののの充実充実充実充実をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○朝朝朝朝のののの会会会会やややや放課放課放課放課後後後後、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ等等等等のののの長長長長期期期期休業休業休業休業期間期間期間期間をををを利利利利用用用用しししし、、、、学習学習学習学習のののの補補補補充充充充やややや予予予予習習習習復復復復

習等習等習等習等のののの習習習習慣慣慣慣化化化化をををを図図図図るるるる取組取組取組取組をををを進進進進めめめめますますますます。。。。またまたまたまた、、、、基基基基礎礎礎礎的基本的的基本的的基本的的基本的なななな学力学力学力学力のののの定着定着定着定着をををを

めめめめざざざざしししし、、、、児童児童児童児童生生生生徒個々徒個々徒個々徒個々へのへのへのへの支援支援支援支援にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策１１１１１１１１                                                                                                                                                                                                    

教職員教職員教職員教職員のののの指導力指導力指導力指導力のののの向上向上向上向上    

教職員として、人間性や社会性、専門性など職務遂行に必要な資質・指

導力を向上させ、同僚性を発揮し学校の組織としての力を高める取組を推

進します。  

 子どもたちとともに学び、汗を流し、元気を出す教職員をめざし、子ど

ものよさを認め、引き出し、伸ばす教育の推進に努めます。 

    

○○○○就就就就学学学学前前前前かかかからららら小学校小学校小学校小学校、、、、中学校等中学校等中学校等中学校等のののの縦縦縦縦のののの連携連携連携連携をををを重視重視重視重視したしたしたした保育保育保育保育やややや授業授業授業授業のののの実践実践実践実践、、、、研研研研

究究究究をををを通通通通してしてしてして、、、、めめめめざざざざすべきすべきすべきすべき子子子子どものどものどものどもの姿姿姿姿をををを共有共有共有共有化化化化しししし生生生生きるきるきるきる力力力力のののの育成育成育成育成にににに努努努努めまめまめまめま

すすすす。。。。    

○○○○教育教育教育教育研究所研究所研究所研究所とととと連携連携連携連携したしたしたした教職員教職員教職員教職員研修研修研修研修のののの充実充実充実充実をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに教職員教職員教職員教職員のののの主体的主体的主体的主体的なななな

研究研究研究研究活動活動活動活動をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

○○○○自自自自らららら学学学学びびびび続続続続けけけけようとするようとするようとするようとする教職員教職員教職員教職員のののの育成育成育成育成とととと資質資質資質資質向向向向上上上上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、ＯＪＯＪＯＪＯＪＴＴＴＴのののの推推推推

進進進進やややや職職職職務務務務、、、、経験年数経験年数経験年数経験年数等等等等にににに応応応応じじじじたたたた効果効果効果効果的的的的なななな研修研修研修研修をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    
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施策施策施策施策１２１２１２１２                                                                                                                                                                                                    

道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育････人権教育人権教育人権教育人権教育のののの推進推進推進推進    

        教科となる道徳の授業づくりに取り組み、道徳性を育むとともに発達

段階に応じた体験活動を充実させ、他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。また、学校･園ではお互いの「いのち」

「人権」を大切にする人権教育の推進に努めます。 

    

○○○○子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが人人人人権権権権のののの意意意意義義義義やややや人人人人権問題権問題権問題権問題についてについてについてについて正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、自自自自

分分分分とととと他者他者他者他者のののの人人人人権権権権をともにをともにをともにをともに大切大切大切大切ににににしししし、、、、偏偏偏偏見見見見やややや差別差別差別差別をををを許許許許さないさないさないさない意識意識意識意識やややや人人人人権権権権をををを尊尊尊尊

重重重重するするするする実践的態度実践的態度実践的態度実践的態度をををを身身身身にににに付付付付けるためけるためけるためけるため、、、、教教教教材材材材のののの工夫工夫工夫工夫やややや指導方法指導方法指導方法指導方法等等等等についてについてについてについて実実実実

践践践践・・・・研究研究研究研究をををを行行行行いいいい、、、、授業改善授業改善授業改善授業改善にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

○○○○子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの豊豊豊豊かかかかなななな情操情操情操情操やややや規範意識規範意識規範意識規範意識、、、、自尊自尊自尊自尊感感感感情情情情、、、、社会性社会性社会性社会性、、、、思思思思いやるいやるいやるいやる心心心心などなどなどなど

をををを育育育育むためむためむためむため、、、、道徳道徳道徳道徳教育教育教育教育のののの充実充実充実充実ををををめめめめざざざざすとともにすとともにすとともにすとともに体体体体験験験験的的的的なななな活動活動活動活動のののの推進推進推進推進にににに努努努努めめめめ

ますますますます。。。。    

○○○○「「「「考考考考ええええ議論議論議論議論するするするする」」」」道徳道徳道徳道徳科科科科へのへのへのへの転換転換転換転換によりによりによりにより、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実践実践実践実践のののの成成成成果果果果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ

つつつつつつつつ、、、、授業改善授業改善授業改善授業改善にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

○○○○教職員教職員教職員教職員のののの人人人人権権権権意識意識意識意識のののの向向向向上上上上ととととココココンンンンププププラララライイイイアンスのアンスのアンスのアンスの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

                                                                                                                                                        

    

    

    

    

    

    

    

施策施策施策施策１１１１３３３３                                                                                                                                                                                                    

特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの推進推進推進推進    

特別な教育的支援を必要とする子どもたち一人ひとりの特性に応じたき

め細かな指導を進めることは、学校教育の重要な課題と捉え、特別支援教

育の指導改善を進めるとともに、指導体制の充実に努めます。 

そのために、引き続き教職員の研修体制の充実を図るとともに、個別の

指導計画に基づく適切な指導支援に努めます。 

また、特別支援教育を推進するための教員や支援員の配置に努めるとと

もに、インクルーシブ教育システム構築を視野に入れた取組を進めます。 
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    ○○○○特別特別特別特別支援支援支援支援教育教育教育教育ココココーーーーデデデディィィィネネネネーーーータタタターのーのーのーのササササポーポーポーポートトトト体制体制体制体制をををを整整整整ええええるとともにるとともにるとともにるとともに、、、、教職員教職員教職員教職員

がががが連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら、、、、特別特別特別特別なななな教育的教育的教育的教育的支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちへのへのへのへの支援支援支援支援やややや指指指指

導導導導のののの充実充実充実充実にににに努努努努めますめますめますめます。。。。                                                                                                                            

○○○○特別特別特別特別支援教育支援教育支援教育支援教育にににに関関関関するするするする専門専門専門専門家家家家チチチチームがームがームがームが全全全全てのてのてのての校校校校園園園園をををを計画的計画的計画的計画的にににに訪問訪問訪問訪問しししし、、、、具体具体具体具体

的的的的なななな支援支援支援支援のののの方策方策方策方策やややや支援体制支援体制支援体制支援体制についてについてについてについて指導助言指導助言指導助言指導助言をををを行行行行うううう取組取組取組取組をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

○○○○イイイインクルーシンクルーシンクルーシンクルーシブブブブ教育教育教育教育システムシステムシステムシステム構構構構築築築築にににに向向向向けたけたけたけた研究研究研究研究・・・・研修研修研修研修をををを進進進進めめめめ、、、、教職員教職員教職員教職員のののの資資資資

質質質質・・・・能能能能力力力力のののの向向向向上上上上とととと体制体制体制体制整備整備整備整備にににに努努努努めますめますめますめます。。。。                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策１１１１４４４４                                                                                                                                                                                                    

子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの推進推進推進推進    

学校と図書館との連携を深め、子どもたちの読書活動を推進し、学びの

質を高めるために、学校図書館の「読書センター」や「学習情報センタ

ー」としての機能強化を進めます。 

また、学校と図書館との連携を深めながら、司書教諭や教職員の図書館

教育にかかるスキルアップを図り、言葉を学び感性を磨く読書活動の推進

や図書館での学習指導の展開に取り組みます。 

        

○○○○野洲市子野洲市子野洲市子野洲市子どもどもどもども読書読書読書読書活動推進計画活動推進計画活動推進計画活動推進計画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの発発発発達段階達段階達段階達段階にににに応応応応じじじじ

てててて、、、、読書読書読書読書活動活動活動活動のののの基基基基礎礎礎礎づくりづくりづくりづくりかかかからららら、、、、情報情報情報情報をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解しししし、、、、他他他他のののの情報情報情報情報とととと結結結結びつびつびつびつ

けてけてけてけて自分自分自分自分なりのなりのなりのなりの考考考考えをまとめられるえをまとめられるえをまとめられるえをまとめられる能能能能力力力力をををを育育育育むむむむ取組取組取組取組をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

○○○○学校学校学校学校とととと図図図図書館書館書館書館とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図りりりり、、、、学校図学校図学校図学校図書館書館書館書館のののの充実充実充実充実のためののためののためののための支援支援支援支援をををを行行行行いまいまいまいま        

すすすす。。。。またまたまたまた、、、、司書司書司書司書教諭教諭教諭教諭をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする教職員教職員教職員教職員のののの研修研修研修研修のののの場場場場をををを工夫工夫工夫工夫しししし、、、、ススススキキキキルアルアルアルア

ップップップップにににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、学校図学校図学校図学校図書書書書ボボボボランティアランティアランティアランティアともともともとも協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら図図図図書館書館書館書館教教教教

育育育育のののの充実充実充実充実にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

    ○○○○学校図学校図学校図学校図書館及書館及書館及書館及びびびび幼稚園絵幼稚園絵幼稚園絵幼稚園絵本室本室本室本室とととと図図図図書館書館書館書館のののの情報情報情報情報ネットネットネットネットワークワークワークワーク化化化化についてはについてはについてはについては、、、、

将来将来将来将来あるべきあるべきあるべきあるべき運運運運用用用用のののの形形形形態態態態をををを検検検検討討討討しますしますしますします。。。。                                                                
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３３３３．．．．特色特色特色特色あるあるあるある学校経営学校経営学校経営学校経営    

施策施策施策施策１１１１５５５５                                                                                                                                                                                                    

学校学校学校学校でのでのでのでの創意創意創意創意とととと工夫工夫工夫工夫をををを活活活活かしたかしたかしたかした特色特色特色特色あるあるあるある教育活動教育活動教育活動教育活動のののの推進推進推進推進    

子どもたちが元気に生き生きと学ぶ学校を築くためには、現下の教育課

題に対応するだけでなく、各学校が教職員の創意と工夫を生かした特色あ

る教育活動を積極的に展開することが大切です。 

平成２１年度から本市独自の取り組みとして、「元気な学校づくり事

業」を実施していますが、その継続と一層の拡充に努めます。また、地域

の教育力を活かすため、地域全体で学校を支援する「学校応援団事業」を

継続実施し、学校支援活動の拡大と充実を図ります。 

保・幼、小・中学校が連携し、子どものよりよい成長を目指し、一貫し

た教育の推進に努めます。 

    

○○○○各校各校各校各校のののの特色特色特色特色あるあるあるある取組取組取組取組をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、「「「「元気元気元気元気なななな学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業」」」」のののの拡拡拡拡充充充充をををを

進進進進めますめますめますめます。。。。またまたまたまた、、、、各校各校各校各校園園園園のののの特色特色特色特色あるあるあるある取組取組取組取組をををを交流交流交流交流するするするする場場場場やややや広広広広くくくく市市市市民民民民にににに伝伝伝伝えるえるえるえる

場場場場をををを工夫工夫工夫工夫ししししますますますます。。。。    

○○○○「「「「学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業」」」」のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる充実充実充実充実をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが地域行地域行地域行地域行

事事事事やややや地域地域地域地域でのでのでのでのボボボボランティアランティアランティアランティア活動等活動等活動等活動等にににに主体的主体的主体的主体的にににに参加参加参加参加するするするする場場場場をををを大切大切大切大切にしますにしますにしますにします。。。。    

○○○○中学校中学校中学校中学校区区区区ごごごごとのとのとのとの保保保保・・・・幼幼幼幼、、、、小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のののの連携連携連携連携をををを大切大切大切大切にするとともににするとともににするとともににするとともに、、、、めめめめざざざざすすすす

子子子子どもどもどもども像像像像をををを共有共有共有共有しししし、、、、系統系統系統系統的的的的なななな教育活動教育活動教育活動教育活動をををを進進進進めるめるめるめる施設施設施設施設分離型分離型分離型分離型のののの一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育のののの展展展展

開開開開をめをめをめをめざざざざしますしますしますします。。。。        

                                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

施策施策施策施策１１１１６６６６                                                                                                                                                                                                        

子子子子どものどものどものどもの居場所居場所居場所居場所づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

子どもたちが、いつでも安心して遊ぶことができるよう、地域やコミュ

ニティセンターと連携して地域子ども教室の充実を図ります。また、文

化・スポーツだけでなく科学や伝統芸能、音楽活動などのさまざまな体験

活動や地域住民との交流が図れるようなキャンプ等の事業に対する支援を

行います。 
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    ○○○○地域人地域人地域人地域人材材材材をををを活用活用活用活用しししし、、、、自然自然自然自然とふれあうとふれあうとふれあうとふれあう活動活動活動活動のののの推進推進推進推進をををを図図図図りますりますりますります。。。。        

○アドベン○アドベン○アドベン○アドベンチチチチャーャーャーャーキキキキャンャンャンャンププププ等等等等をををを実施実施実施実施しししし、、、、自然自然自然自然体体体体験験験験、、、、社会体社会体社会体社会体験験験験をををを行行行行いいいい、、、、交流交流交流交流活活活活    

動動動動をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

○○○○地域地域地域地域ややややコミコミコミコミュニティュニティュニティュニティセセセセンンンンタタタターーーーとととと連携連携連携連携しししし、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子子子子どものどものどものどもの活動活動活動活動場所場所場所場所やややや    

機会機会機会機会づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行いますいますいますいます。。。。                                                                                                        

                                                                                                                                                    

    

    

施策施策施策施策１７１７１７１７                                                                                                                                                                                                    

幼保一元化幼保一元化幼保一元化幼保一元化のののの推進推進推進推進    

多様化する保護者の教育・保育ニーズに応えるため、幼稚園では預かり

保育を継続します。また、民間保育所と競合しないように配慮しつつ、地

域の事情に則した幼保一元化を推進するため、公立保育所と幼稚園を併設

する「こども園」の整備を進めるとともに、待機児童の解消に努めます。 

さらに、より質の高い保育・教育の提供を行うため、野洲市乳幼児保育

振興計画に基づき実施している公立保育園と幼稚園の統一カリキュラムの

一層の充実を図り、公立保育園でも幼稚園でも同じ保育・教育のもとで

「人権を大切にする心と、生きる力の基礎の育成」に努めるとともに、園

の運営においても検証・評価を行い改善するシステムの充実を図ります。 

    

    ○○○○（（（（仮称仮称仮称仮称））））三上三上三上三上こどもこどもこどもこども園整備園整備園整備園整備をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、今後今後今後今後のののの待待待待機機機機児童児童児童児童のののの状況状況状況状況をををを見見見見

定定定定めながらめながらめながらめながら（（（（仮称仮称仮称仮称））））野洲野洲野洲野洲第第第第２２２２こどもこどもこどもこども園園園園のののの整備整備整備整備についてについてについてについて検検検検討討討討しますしますしますします。。。。    

    ○○○○保育保育保育保育ニーニーニーニーズズズズやややや事事事事情情情情にににに応応応応じじじじたたたた各施設各施設各施設各施設のののの定定定定員員員員のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    ○○○○幼稚園及幼稚園及幼稚園及幼稚園及びびびび保育保育保育保育所所所所におけるにおけるにおけるにおける３３３３歳以上児歳以上児歳以上児歳以上児のののの保育料保育料保育料保育料（（（（利利利利用用用用者負担額者負担額者負担額者負担額））））についてについてについてについて

国国国国のののの動向動向動向動向をををを注視注視注視注視しながらしながらしながらしながら保育時保育時保育時保育時間間間間、、、、園児年齢園児年齢園児年齢園児年齢等等等等をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、格差格差格差格差がががが生生生生じじじじないないないない

ようようようよう統統統統一料一料一料一料金金金金のののの検検検検討討討討をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

○より○より○より○より充実充実充実充実したしたしたした保育保育保育保育カリカリカリカリキキキキュラムとなるようュラムとなるようュラムとなるようュラムとなるよう継続継続継続継続してしてしてして検検検検討討討討をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

○より○より○より○より質質質質のののの高高高高いいいい保育保育保育保育・・・・教育教育教育教育がががが提供提供提供提供できるようできるようできるようできるよう、、、、統統統統一一一一したしたしたした園評価園評価園評価園評価（（（（自己評価自己評価自己評価自己評価・・・・

関関関関係者評価係者評価係者評価係者評価））））をををを実施実施実施実施しししし、、、、必要必要必要必要なななな改善改善改善改善にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    
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施策施策施策施策１８１８１８１８                                                                                                                                                                                                    

教育水準教育水準教育水準教育水準のののの向上向上向上向上とととと地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた教育教育教育教育のののの振興振興振興振興    

多様化する家庭、学校、地域のニーズに応えるため、教育委員会の機能

の充実と強化が課題となっており、学校訪問をはじめ、地域の住民や子ど

もたちとの意見交換会や交流会を開催しながら、地域の実情を把握したう

えで、それぞれの特色ある教育の振興に取り組みます。 

 

    ○○○○教育教育教育教育委委委委員会員会員会員会がががが学校学校学校学校をををを訪問訪問訪問訪問するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、多多多多くのくのくのくの市市市市民民民民、、、、地域地域地域地域のののの教育関教育関教育関教育関係者係者係者係者、、、、

教育教育教育教育委委委委員会員会員会員会がががが意見意見意見意見交換交換交換交換するするするする場場場場をををを設設設設けますけますけますけます。。。。                                                

○○○○学校学校学校学校評議評議評議評議員会等員会等員会等員会等をををを活用活用活用活用しししし、、、、地域地域地域地域とともにあるとともにあるとともにあるとともにある学校学校学校学校づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業のののの充実充実充実充実にににに努努努努めますめますめますめます。。。。                                

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策１９１９１９１９                                                                                                                                                                                                        

開開開開かれたかれたかれたかれた教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、教育施策教育施策教育施策教育施策のののの点検評価点検評価点検評価点検評価とととと情報情報情報情報のののの発信発信発信発信    

現在、１１月１日を「野洲市教育の日」と定めていますが、その普及と   

  啓発を進め、市民とともに子どもを育むまちづくりを推進します。 

   また、教育施策の実施状況について点検と評価を実施し、改善と充実に

努めます。さらに、情報発信に積極的に取り組み、市民から信頼される教

育行政の推進を図ります。 

    

    ○○○○「「「「野洲市教育野洲市教育野洲市教育野洲市教育のののの日日日日」」」」事業事業事業事業でのフォーラムでのフォーラムでのフォーラムでのフォーラム等等等等をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

○○○○外外外外部部部部評価委評価委評価委評価委員員員員によるによるによるによる教育行教育行教育行教育行政政政政のののの評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、教育行教育行教育行教育行政政政政のののの推進推進推進推進をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○ホホホホームームームームペペペペーーーージジジジをををを活用活用活用活用ししししてててて情報情報情報情報をををを発発発発信信信信しますしますしますします。。。。                                                        
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施策施策施策施策２０２０２０２０                                                                                                                                                                                                    

教育課題教育課題教育課題教育課題をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握しししし、、、、議論議論議論議論するするするする総合総合総合総合教育会議教育会議教育会議教育会議のののの開催開催開催開催    

今後、ますます複雑多岐になる教育制度について、それぞれテーマを設

けながら、教育委員会と市長が一体となって、議論と検討を行います。 

    

○○○○市市市市がががが取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき課題課題課題課題やややや施施施施策策策策についてについてについてについて、、、、市長市長市長市長とととと教育教育教育教育委委委委員会員会員会員会がががが議論議論議論議論とととと検検検検討討討討をををを

行行行行いいいい、、、、ホホホホームームームームペペペペーーーージジジジでででで公表公表公表公表しますしますしますします。。。。                                                                
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Ⅲ・だれでもどこでもⅢ・だれでもどこでもⅢ・だれでもどこでもⅢ・だれでもどこでも学学学学びあうびあうびあうびあう環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しますしますしますします。。。。    

        ～～～～生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習・・・・生涯生涯生涯生涯スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの観点観点観点観点からからからから～～～～    

    

    １１１１．．．．生涯生涯生涯生涯にわたるにわたるにわたるにわたる主体的主体的主体的主体的なななな学習学習学習学習のののの支援支援支援支援    

施策施策施策施策２１２１２１２１                                                                                                                                                                                                    

人権教育人権教育人権教育人権教育のののの推進推進推進推進とととと人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重するまちづくりするまちづくりするまちづくりするまちづくり    

地域社会においては地区別懇談会をはじめさまざまな研修が実施されて

おり市民の人権意識は高まってきています。 

しかしながら、命を軽んじる虐待やインターネットでの誹謗中傷などが

大きな社会問題となっています。 

こうした現実の背景には予断や偏見からくる差別意識が払拭し切れてい

ないことや社会の中にある格差からくる不安定な社会状況が人と人のつな

がりをより希薄にし、人権が尊重されない状況をつくりだしているものと

考えられます。 

これらの実態をなくすために、社会教育のあらゆる機会を通じて、人権

の尊重をめざしより一層人権教育を積極的に推進します。 

    

    ○○○○市市市市民民民民がががが人人人人権権権権のののの大切大切大切大切ささささについてについてについてについて一一一一層層層層理解理解理解理解しししし、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる人人人人権問題権問題権問題権問題をををを自分自身自分自身自分自身自分自身のののの

課題課題課題課題とととと考考考考ええええ、、、、人人人人権権権権のののの尊重尊重尊重尊重をををを確確確確立立立立するためにするためにするためにするために学習学習学習学習することができるようにすることができるようにすることができるようにすることができるように地地地地

域域域域やややや団体団体団体団体におけるにおけるにおけるにおける人人人人権権権権教育教育教育教育のののの一一一一層層層層のののの充実充実充実充実をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

    ○○○○地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市民民民民がががが自自自自主的主的主的主的にににに人人人人権権権権にににに関関関関するするするする啓発啓発啓発啓発にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ人人人人権権権権啓発推進啓発推進啓発推進啓発推進

協協協協議議議議会会会会のののの支援支援支援支援をををを行行行行いいいい、、、、ともにともにともにともに連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら人人人人権尊重権尊重権尊重権尊重のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに取取取取りりりり組組組組

みみみみますますますます。。。。    

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策２２２２２２２２                                                                                                                                                                                                    

生涯学習機会生涯学習機会生涯学習機会生涯学習機会のののの充実充実充実充実    

        市内では多くの市民が、サークル活動や各種講座に参加し、自らを磨き

ながら生涯学習活動に取り組んでいます。 

  これからの生涯学習は学んだことをボランティア活動等を通じて地域で

活かすことが重要です。また、サークル間での発表等を通じて自らがより

良い学びを追求するなどの自立した活動が求められます。そのための支援

としてコミュニティセンターと連携を図り、学習機会の充実と成果を活か

す場の提供に努めます。 
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    ○○○○市市市市民民民民へのへのへのへの学習学習学習学習のののの機会機会機会機会をををを提供提供提供提供するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ササササークルークルークルークル活動活動活動活動やややや各種講座各種講座各種講座各種講座のののの啓啓啓啓

発発発発・・・・普及普及普及普及をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて活活活活躍躍躍躍するするするする推進員推進員推進員推進員のののの意見意見意見意見交換交換交換交換会等会等会等会等研修研修研修研修会会会会のののの充実充実充実充実をををを図図図図りますりますりますります。。。。                                                                    

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策２３２３２３２３                                                                                                                                                                                                    

生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会へのへのへのへの環境整備環境整備環境整備環境整備    

市民の多様なニーズに対応するため、世代別に対応する学習講座の開設

や高校や大学での公開講座の情報提供をはじめ生涯学習に関する情報を提

供し、活動についての相談窓口等の充実を図ります。 

 

    

    ○○○○社会教育社会教育社会教育社会教育関連関連関連関連諸諸諸諸事業事業事業事業（（（（講座講座講座講座やややや教室教室教室教室））））のののの開催開催開催開催状況状況状況状況ややややそそそそのののの場場場場にににに招招招招へいへいへいへいしてしてしてしているいるいるいる

講講講講師師師師にににに関関関関するするするする情報情報情報情報ををををコミコミコミコミュニティュニティュニティュニティセセセセンンンンタタタターーーーやややや各団体各団体各団体各団体にににに情報提供情報提供情報提供情報提供しししし啓発啓発啓発啓発しましましましま

すすすす。。。。                                

○○○○生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習巡回研修巡回研修巡回研修巡回研修やややや出前出前出前出前講座等講座等講座等講座等をををを充実充実充実充実しししし、、、、各各各各自治自治自治自治会会会会、、、、各団体各団体各団体各団体にににに情報情報情報情報提供提供提供提供

しししし、、、、啓発啓発啓発啓発しますしますしますします。。。。        

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策２４２４２４２４                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習アドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーの育成育成育成育成とととと活用活用活用活用    

生涯学習活動を進めていくうえで、欠かせないのは学習ボランティアの

存在です。現在、市ではいろいろな分野の生涯学習アドバイザーを登録し

ていただき、自治会や各団体へ指導や育成に活動してもらっています。 

  生涯学習アドバイザーのネットワーク化を図りながら、生涯学習活動の

活性化に努めます。 

    

    ○○○○市市市市民民民民によるによるによるによる生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの推進推進推進推進をめをめをめをめざざざざすとともにすとともにすとともにすとともに、、、、講座講座講座講座メメメメニュニュニュニュ

ーのーのーのーの内容内容内容内容等等等等のののの充実充実充実充実をををを図図図図りりりり生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。                                            
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施策施策施策施策２５２５２５２５                                                                                                                                                                                                    

図書館図書館図書館図書館のののの充実充実充実充実    

図書館は、市民の学習する権利、知る権利、読書の自由を保障する機関 

  であり、必要な資料と情報を市民に提供することを基本的な目的としてい 

ます。 

 新鮮で魅力ある資料を収集するとともに、図書館間の資料の相互貸借も

利用し、調査相談等への対応を的確に行い、多様化、高度化する市民のニ

ーズに応えるよう努めます。市民の潜在的な要望や将来予想される要望も

考慮し、また、郷土資料や行政資料等、野洲市として保存するべき資料に

も留意して資料の収集、提供を行います。これらを達成するため、司書の

資質向上にも努めます。 

    

○○○○一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの市市市市民民民民がががが抱抱抱抱えるえるえるえる切実切実切実切実なななな情報情報情報情報ニーニーニーニーズズズズにににに、、、、的確的確的確的確にににに応応応応えることがえることがえることがえることがでででで

きるきるきるきるだだだだけのけのけのけの幅幅幅幅とととと深深深深みをもったみをもったみをもったみをもった蔵書蔵書蔵書蔵書のののの構構構構築築築築にににに努努努努めますめますめますめます。。。。そそそそのためにのためにのためにのために新鮮新鮮新鮮新鮮なななな

資資資資料料料料・・・・情報情報情報情報をををを幅広幅広幅広幅広くくくく速速速速ややややかかかかにににに収集収集収集収集するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、将来将来将来将来のののの市市市市民民民民がががが必要必要必要必要とすとすとすとす

るであるであるであるであろろろろうううう資資資資料料料料をををを適切適切適切適切にににに収集収集収集収集しししし保保保保存存存存していきますしていきますしていきますしていきます。。。。またまたまたまた、、、、レフレフレフレファァァァレンスレンスレンスレンス

（（（（参考調参考調参考調参考調査査査査））））業業業業務務務務やややや他他他他図図図図書館書館書館書館とのとのとのとの相相相相互貸借互貸借互貸借互貸借をををを実施実施実施実施することによりすることによりすることによりすることにより、、、、市市市市民民民民

がががが必要必要必要必要とするとするとするとする資資資資料料料料・・・・情報情報情報情報をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ確実確実確実確実にににに提供提供提供提供できるようできるようできるようできるよう努努努努めますめますめますめます。。。。    

○○○○関関関関係係係係各部各部各部各部署署署署やややや学校学校学校学校、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、保育保育保育保育園園園園等等等等とととと連携連携連携連携してしてしてして子子子子どものどものどものどもの読書読書読書読書活動活動活動活動のののの推推推推

進進進進をををを図図図図りますりますりますります。。。。そそそそのためのためのためのため、、、、図図図図書館書館書館書館でのおはなしでのおはなしでのおはなしでのおはなし会等会等会等会等のののの他他他他にににに、、、、学校学校学校学校でのでのでのでのブブブブ

ッッッッククククトトトトークークークーク、、、、クラスクラスクラスクラス等等等等へのへのへのへの団体団体団体団体貸貸貸貸出出出出、、、、図図図図書館書館書館書館かかかからららら遠遠遠遠いいいい小中学校小中学校小中学校小中学校へへへへ定期定期定期定期的的的的

にににに配本配本配本配本者者者者をををを運運運運行行行行してしてしてして個個個個人人人人貸貸貸貸出出出出をするをするをするをするササササーーーービビビビスススス、、、、乳乳乳乳幼児幼児幼児幼児健健健健診診診診時時時時のののの啓発事啓発事啓発事啓発事

業業業業、、、、保健保健保健保健セセセセンンンンタタタターのーのーのーの育育育育児児児児ササササロロロロンやンやンやンや児童館児童館児童館児童館等等等等でのおはなしでのおはなしでのおはなしでのおはなし会会会会、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、保保保保

育育育育園園園園でのでのでのでの読読読読みみみみ聞聞聞聞かかかかせせせせ用用用用絵絵絵絵本本本本セットセットセットセットのののの貸貸貸貸出出出出などなどなどなど、、、、各種各種各種各種のののの事業事業事業事業にににに取取取取りりりり組組組組みみみみまままま

すすすす。。。。    

○○○○図図図図書館書館書館書館のののの利利利利用用用用にににに困難困難困難困難をををを抱抱抱抱えるえるえるえる高高高高齢者齢者齢者齢者やややや障障障障がいがいがいがい者者者者等等等等へのへのへのへのササササーーーービビビビスにもスにもスにもスにも留留留留意意意意

しししし、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが必要必要必要必要なななな資資資資料料料料をををを入手入手入手入手できるようできるようできるようできるよう努努努努めますめますめますめます。。。。    

                                                                                                                                                        

    

施策施策施策施策２６２６２６２６                                                                                                                                                                                                    

社会教育社会教育社会教育社会教育・・・・社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設のののの整備整備整備整備（（（（改修改修改修改修））））とととと構想構想構想構想のののの検討検討検討検討    

文化ホール３館をはじめとする社会教育施設や総合体育館等の社会体育

施設については、開館後年数の経つ施設が多いため、利用者のニーズを把

握したうえで計画的な改修計画を策定し、親しみやすく利用しやすい施設
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をめざし、施設整備（改修）に取り組みます。また、既存施設の活用を図

る生涯学習センター・市民ギャラリー構想や新たに市民運動施設等を検討

します。 

    

    ○○○○国民国民国民国民体育大会体育大会体育大会体育大会((((第第第第 79797979回回回回滋賀滋賀滋賀滋賀国国国国体体体体))))にににに向向向向けけけけ社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設整備整備整備整備をををを行行行行いいいい、、、、併併併併せせせせてててて

市市市市民民民民のののの求求求求めるスポーツめるスポーツめるスポーツめるスポーツ施設施設施設施設のののの充実充実充実充実をををを図図図図りますりますりますります。。。。                                                                                                    

○○○○生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習セセセセンンンンタタタター・ー・ー・ー・市市市市民民民民ギギギギャラリーャラリーャラリーャラリー構構構構想想想想やややや新新新新たなたなたなたな市市市市民運民運民運民運動施設等動施設等動施設等動施設等をををを検検検検討討討討しししし    

ますますますます。。。。                                                                                                                            

                                                                                                                                                        

    

    

    

２２２２．．．．生涯生涯生涯生涯スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの振興振興振興振興    

施策施策施策施策２７２７２７２７                                                                                                                                                                                                    

生涯生涯生涯生涯スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの充実充実充実充実    

スポーツや運動に親しむことは、健康で快適な日々を送る原動力となり

ます。多くの市民に汗を流すことの爽快感を感じてもらえるよう、生涯ス

ポーツセミナーの巡回開催やニュースポーツの普及に取り組みます。 

  また、各種スポーツ大会の開催や指導者育成会、講習会を開催し、市民

のスポーツ参加の拡充を図ります。 

  市体育協会やスポー少年団、学区体育振興会、総合型地域スポーツクラ

ブの活動への支援を行い、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも、気

軽にスポーツを楽しむ地域づくりを推進します。 

  また、社会体育（スポーツ）施設が実施するスポーツ教室等を充実しま

す。 

    

○スポーツ○スポーツ○スポーツ○スポーツ推進推進推進推進委委委委員協員協員協員協議議議議会会会会やややや体育協会体育協会体育協会体育協会、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ少少少少年年年年団団団団、、、、学学学学区区区区体育体育体育体育振興振興振興振興会会会会、、、、    

総合総合総合総合型型型型地域地域地域地域スポーツクラスポーツクラスポーツクラスポーツクラブブブブ等等等等よりよりよりより各種大会各種大会各種大会各種大会のののの開催開催開催開催とニュースポーツのとニュースポーツのとニュースポーツのとニュースポーツの普及普及普及普及    

をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○総合総合総合総合型型型型地域地域地域地域スポーツクラスポーツクラスポーツクラスポーツクラブブブブをををを支援支援支援支援しししし、、、、障障障障がいがいがいがい児児児児・・・・者者者者のスポーツののスポーツののスポーツののスポーツの普及普及普及普及啓発啓発啓発啓発    

をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

    ○○○○「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ推進計画推進計画推進計画推進計画」」」」のののの具具具具現現現現化化化化にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    
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施策施策施策施策２８２８２８２８                                                                                                                                                                                                    

競技競技競技競技スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの振興振興振興振興    

市の体育協会に加盟している競技スポーツ団体をはじめ、競技スポーツ

に関係する団体等のさらなる振興のため、大学や関係機関と連携して実技

講習会や競技に関する研修会の開催に取り組みます。 

野洲市を代表する選手やチームが全国大会等で活躍することは、市民の

誇りや連帯感を醸し出すもので、活力ある地域づくりへ繋がるため、市民

とともに競技スポーツを楽しみ、夢を与えるようなアスリートの育成や支

援を推進します。 

   また、総合体育館を活用して、各種大会等の招致に努め、活力と感動あ

ふれる場づくりを推進します。 

    

    ○○○○市体育協会市体育協会市体育協会市体育協会のののの加加加加盟盟盟盟団体団体団体団体をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、競技競技競技競技スポーツにスポーツにスポーツにスポーツに関関関関係係係係するするするする団体団体団体団体のののの育成育成育成育成とととと支支支支    

援援援援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。                                                                                

○○○○各種大会等各種大会等各種大会等各種大会等をををを招致招致招致招致しししし、、、、夢夢夢夢とととと感動感動感動感動がががが実感実感実感実感できるできるできるできる大会等大会等大会等大会等のののの開催開催開催開催をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

                                                                                                                                                        

        

    

    

    

    

    

    

３３３３．．．．文化文化文化文化・・・・歴史資源歴史資源歴史資源歴史資源のののの保存保存保存保存・・・・活用活用活用活用    

施策施策施策施策２９２９２９２９                                                                                                                                                                                                    

文化財文化財文化財文化財のののの保護保護保護保護とととと活用活用活用活用    

本市の自然や歴史的・文化的遺産を大切にしながら、地域と協働して文

化財の保護と活用を進めます。 

大岩山出土の銅鐸をはじめ、大岩山古墳群等の貴重な文化財を後世に伝

えられるよう保存・整備を図りながら歴史民俗博物館での展覧会等を通じ

て、市民への啓発に努めます。また、学校での体験学習や地域での生涯学

習講座などで保護と活用について啓発を進めます。 

   埋蔵文化財収蔵施設の整備を図り、保存・活用を推進します。 
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 ○○○○所有者所有者所有者所有者やややや地域地域地域地域のののの人人人人たちがたちがたちがたちが中中中中心心心心となったとなったとなったとなった指定指定指定指定文文文文化化化化財財財財のののの適切適切適切適切なななな維持管理維持管理維持管理維持管理をををを図図図図りりりり

ますますますます。。。。                                                                                                                            

○○○○地域地域地域地域文文文文化化化化財財財財のののの調調調調査査査査・・・・記録作記録作記録作記録作成成成成をををを進進進進めめめめ、、、、地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史のののの紹介紹介紹介紹介やややや、、、、文文文文化化化化財財財財のののの保保保保

存存存存・・・・活用活用活用活用をををを図図図図りますりますりますります。。。。                                                                                                

○○○○東東東東アアアアジジジジアやアやアやアや日本全体日本全体日本全体日本全体のののの視視視視点点点点でででで、、、、地域地域地域地域をををを見見見見つめなおすつめなおすつめなおすつめなおす文文文文化化化化財財財財講座講座講座講座をををを開催開催開催開催しましましましま

すすすす。。。。                                                                                                                                

○○○○身身身身近近近近なななな文文文文化化化化財財財財にににに触触触触れるフィールドワークやれるフィールドワークやれるフィールドワークやれるフィールドワークや、、、、地域地域地域地域にににに即即即即したしたしたした出前出前出前出前講座講座講座講座のののの開催開催開催開催

などなどなどなど、、、、祖先祖先祖先祖先がががが培培培培ってきたってきたってきたってきた地域地域地域地域文文文文化化化化をををを学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会をををを増増増増やしますやしますやしますやします。。。。                            

○○○○地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史やややや文文文文化化化化をををを、、、、時時時時節節節節にふさにふさにふさにふさわわわわしいテーマによりしいテーマによりしいテーマによりしいテーマにより、、、、わかわかわかわかりやすくりやすくりやすくりやすく紹紹紹紹

介介介介するするするする展展展展覧覧覧覧会会会会をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。                                                                                                 

                                                                                                                                                  

 

施策施策施策施策３０３０３０３０                                                                                                                                                                                                    

地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史とととと文化文化文化文化のののの継承継承継承継承    

地域に伝わる文化財や民俗文化を、地域で守り継承していくことは、ふ

るさとを愛する感情と郷土の文化を誇りに感ずる意識を醸成するもので

す。地域のおとなも子どもも一緒になって参加する地域に根ざした歴史学

習として、現地見学会「まちかど博物館」や講座等の開催と支援を行いま

す。 

    

○○○○地域地域地域地域のののの文文文文化化化化やややや歴史歴史歴史歴史をををを学学学学ぶぶぶぶ講座講座講座講座のののの開設開設開設開設とととと支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

○○○○開催開催開催開催方法方法方法方法をををを検検検検討討討討しながらしながらしながらしながら地域地域地域地域のののの文文文文化化化化やややや伝統伝統伝統伝統にふれるにふれるにふれるにふれる「「「「まちまちまちまちかかかかどどどど博博博博物物物物館館館館」」」」をををを

開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

                                                                                                                                                        

    

    

施策施策施策施策３１３１３１３１                                                                                                                                                                                                    

博物館博物館博物館博物館・・・・図書館等図書館等図書館等図書館等をををを活用活用活用活用したしたしたした学習活動学習活動学習活動学習活動のののの推進推進推進推進    

本市の社会教育施設として、中心的な役割を果たしている歴史民俗博物

館や図書館等の社会教育施設を情報の発信源や生涯学習の拠点として、学

習環境の整備と学習活動内容の充実を図ります。 

また、体験活動の充実や講師派遣などの活動に取り組み、学校と連携し

て子どもの学習活動を支援します。 
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○○○○博博博博物物物物館館館館・・・・図図図図書館書館書館書館等等等等のののの学習環境学習環境学習環境学習環境のののの整備整備整備整備とととと充実充実充実充実をををを図図図図りますりますりますります。。。。                                    

○○○○博博博博物物物物館館館館・・・・図図図図書館書館書館書館等等等等をををを活用活用活用活用したしたしたした学習会等学習会等学習会等学習会等をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。                                        

○○○○各種体各種体各種体各種体験験験験活動活動活動活動のののの開催開催開催開催やややや「「「「出出出出かかかかけるけるけるける講座講座講座講座」」」」をををを充実充実充実充実しますしますしますします。。。。                                    

                                                                                                                                                    

    

施策施策施策施策３２３２３２３２                                                                                                                                                                                                    

文化文化文化文化・・・・芸術活動芸術活動芸術活動芸術活動のののの支援支援支援支援    

市文化協会に加盟されている多くの市民や、余暇を活用して文化・芸術

活動に取り組んでおられる市民の活動への支援を行い、公共スペースの提

供により身近な場所での活動を支援し、情報提供に努めます。 

また、多くの市民が交流し、豊かな新しい文化を創造していけるよう文

化・芸術活動の発表の場や鑑賞の機会を充実します。 

文化ホール３館では、地域の演奏者の育成、地域の音楽関係者との協働

などにより、演奏会の開催などで文化の向上と芸術の振興を推進します。

また、文化芸術の振興に関する基本的な方針を確かめながら、文化ホール

３館の活用の仕方を探ります。 

限られた財源の中で、将来へ施設が持続（維持）できるよう整備（改

修）計画を立案します。 

地域の人々が伝える日本の伝統文化や芸術等を、学校教育に取り入れ、

次代を担う子どもたちが興味や関心をもつ機会づくりに努めます。 

    

    ○○○○美美美美術術術術展展展展覧覧覧覧会会会会やややや文文文文化化化化芸芸芸芸術術術術祭祭祭祭等等等等のののの文文文文化化化化・・・・芸芸芸芸術術術術活動活動活動活動のののの支援支援支援支援をををを継続継続継続継続、、、、音楽音楽音楽音楽のあるまのあるまのあるまのあるま

ちづくりちづくりちづくりちづくり事業事業事業事業やややや北村北村北村北村季季季季吟顕彰記念俳句吟顕彰記念俳句吟顕彰記念俳句吟顕彰記念俳句会会会会をををを開催開催開催開催しししし、、、、継続継続継続継続してしてしてして支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

○○○○親親親親しみやすいクラシしみやすいクラシしみやすいクラシしみやすいクラシッッッッククククココココンンンンササササーーーートトトトなどをなどをなどをなどを共共共共催催催催でででで誘誘誘誘致致致致しししし、、、、鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞のののの機会機会機会機会をををを提提提提

供供供供するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ピピピピアアアアノノノノ演奏演奏演奏演奏会会会会やややや音楽音楽音楽音楽会会会会をををを開催開催開催開催しししし、、、、音楽音楽音楽音楽活動活動活動活動のののの支援支援支援支援とととと充実充実充実充実

をををを図図図図りますりますりますります。。。。                                                                        

○○○○文文文文化化化化芸芸芸芸術術術術のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針をををを明明明明ららららかかかかにしにしにしにし、、、、施設施設施設施設整備整備整備整備計画計画計画計画のののの立立立立案案案案

をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。                                                                                                            

○○○○子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが質質質質のののの高高高高いいいい文文文文化化化化芸芸芸芸術術術術にににに触触触触れれれれるるるる機会機会機会機会をををを提供提供提供提供しししし、、、、豊豊豊豊かかかかなななな心心心心やややや感感感感受受受受性性性性

をををを育育育育むことにむことにむことにむことに努努努努めますめますめますめます。。。。                                                                                                                        
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むすびむすびむすびむすび    本計画本計画本計画本計画のののの推進推進推進推進のためにのためにのためにのために    

   本計画本計画本計画本計画のののの効効効効果的果的果的果的なななな推進推進推進推進のためにのためにのためにのために、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域、、、、企企企企業業業業、、、、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ・・・・市市市市民民民民

団体等団体等団体等団体等のののの方々方々方々方々のののの理解理解理解理解とととと協協協協力力力力がががが不不不不可可可可欠欠欠欠ですですですです。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、各施各施各施各施策策策策のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況

をををを点点点点検検検検・・・・評評評評価価価価しししし、、、、そのそのそのその結結結結果果果果をををを市市市市民民民民のみなさのみなさのみなさのみなさんんんんにににに公表公表公表公表しながらしながらしながらしながら、、、、情報情報情報情報をををを共共共共有有有有

しししし、、、、よりよりよりより良良良良いいいい施施施施策策策策にににに活活活活かしてかしてかしてかしていいいいきますきますきますきます。。。。    

またまたまたまた、、、、各施各施各施各施策策策策のののの推進推進推進推進にかかるにかかるにかかるにかかる成果成果成果成果をををを確認確認確認確認するするするするためためためためにににに、、、、子子子子どものどものどものどもの生活生活生活生活やややや学習学習学習学習

等等等等にににに関関関関するするするする実実実実態態態態やややや意識調査意識調査意識調査意識調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、各施各施各施各施策策策策のののの改善改善改善改善にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

あわあわあわあわせせせせてててて、、、、計画計画計画計画期期期期間間間間のののの平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度のののの中間年中間年中間年中間年であるであるであるである平成平成平成平成

３３３３００００年度年度年度年度においてにおいてにおいてにおいて計画計画計画計画のののの見見見見直直直直しをしをしをしを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

本計画本計画本計画本計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念でありますでありますでありますであります「「「「愛愛愛愛とととと輝輝輝輝きのあるきのあるきのあるきのある教育教育教育教育のまち・のまち・のまち・のまち・野洲野洲野洲野洲」」」」～～～～一一一一人人人人

ひひひひとりがとりがとりがとりが大切大切大切大切にされにされにされにされおとおとおとおとなもなもなもなも子子子子どももどももどももどもも学学学学びびびびあうあうあうあうひひひひとづくり・まちづくりとづくり・まちづくりとづくり・まちづくりとづくり・まちづくり～～～～、、、、

のののの具現具現具現具現化化化化をめざすにはをめざすにはをめざすにはをめざすには、、、、市市市市、、、、市教育市教育市教育市教育委委委委員員員員会会会会、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域、、、、企企企企業業業業、、、、ＮＮＮＮＰＰＰＰ

ＯＯＯＯ・・・・市市市市民民民民団体等団体等団体等団体等がががが連携連携連携連携しししし、、、、協協協協力力力力しながらしながらしながらしながら様々様々様々様々なななな教育教育教育教育課題課題課題課題のののの解解解解決決決決にににに向向向向かってかってかってかって行行行行

くことがくことがくことがくことが不不不不可可可可欠欠欠欠であるとであるとであるとであると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。ごごごご理解理解理解理解ととととごごごご協協協協力力力力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



- 67 - 
 

                                                資資資資        料料料料    

用語解説用語解説用語解説用語解説    

    

ああああ    

        いいいいじじじじめめめめ防防防防止止止止対対対対策策策策推進推進推進推進法法法法    

                － いじめへの対応と防止について、学校や行政等の責務を規定 

している。 

    

栄養栄養栄養栄養教教教教諭諭諭諭    

            － 児童・生徒への食に関する指導、学校給食の管理などを行う

教諭。 

    

栄養栄養栄養栄養職員職員職員職員    

            － 学校給食法において、学校給食の栄養に関する専門的事項に

つかさどる職員。 

 

おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会    

            － 図書や絵本を読み聞かせる場。 

 

音音音音楽楽楽楽のあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくり    

                － 市民活動センターホールにて、演奏会を開催し、身近に音楽

に触れる機会を提供し、音楽のあるまちづくりを推進してい

る。(毎月開催) 

    

        アクアクアクアクテテテティブ・ラーィブ・ラーィブ・ラーィブ・ラーニニニニンンンンググググ    

                － 教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の

能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法。 

 

アドアドアドアドベベベベンンンンチャチャチャチャーーーーキキキキャャャャンプンプンプンプ    

                － 子どもたちが、自然体験等することにより、生きる力を育て

る事業。 
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インクルーインクルーインクルーインクルーシシシシブブブブ教育教育教育教育    

             － 障がいの有無によらず、誰もが地域の学校で学べる教育。 

    

オオオオアアアアシシシシスススス相相相相談談談談員員員員    

                － 小学校および中学校に在籍する児童および生徒が抱えるさま

ざまな悩みや不安、ストレスを適正に解消するための相談

員。 

    

ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ    

                － 情報や通信に関する科学技術の総称。 

 

ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ    

             － 非営利団体。 

 

かかかか    

改改改改正正正正教育基本教育基本教育基本教育基本法法法法    

                － 平成１８年１２月２２日に公布・施行された新しい教育基本 

法。 

    

学童学童学童学童保保保保育育育育所所所所    

                － 保護者の保育に欠ける児童の安全、保護者の安心を提供する

場であるとともに、学齢期の児童が自立するための成長支

援・健全育成を実践する場。 

 

学校学校学校学校・・・・園園園園評評評評議議議議員員員員    

                － 地域住民の学校・園運営への参画の仕組みを制度的に位置付 

けたもの。 

    

学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業学校応援団事業    

                － 地域住民の協力のもと、ボランティアによる様々な学校支援

活動を通して学校を応援していただく事業。 
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学校教育支援員学校教育支援員学校教育支援員学校教育支援員    

                － 室の移動補助等学校における日常生活動作の介助を行った

り、発達障がいの児童生徒に対し、学習活動上のサポートを

行ったりする支援員。 

 

    

北村季北村季北村季北村季吟吟吟吟顕彰記顕彰記顕彰記顕彰記念事業念事業念事業念事業    

            － 野洲市ゆかりの北村季吟の隠れた善行や功績などをたたえて

広く世間に知らせ、俳句会を開催する記念事業。 

 

        教育教育教育教育振興振興振興振興基本計画基本計画基本計画基本計画    

                － 教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講

ずべき施策その他必要な事項についての計画。 

 

        教育教育教育教育大大大大綱綱綱綱    

             － 教育の目標や施策の根本的な方針。 

 

業間業間業間業間運動運動運動運動    

             － 子どもたちの体力アップをねらいとして、休み時間に行う運      

      動 

    

こどもこどもこどもこども園園園園    

                － 幼稚園および保育所等における小学校就学前の子どもに対す

る保育及び教育の一体的な提供を行う施設。 

    

        子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援新制新制新制新制度度度度    

             － 子育てを社会保障分野の一つに位置付け、保育所や幼稚園・

保育所一体型の認定こども園の拡充、保育を利用できる要件

の拡大、小規模保育の導入などが行われる。保育の利用には

実施主体である区市町村に申請して支給認定を受ける必要が

あり、認定されれば原則として全員が利用できる。 

    

グログログログローーーーババババルルルル    

                － 世界的な規模 
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ゲゲゲゲストストストストテテテティーィーィーィーチャチャチャチャ――――    

                － 指導者として特別に学校に招いた一般の人々。 

 

        ココココミュニテミュニテミュニテミュニティィィィセセセセンターンターンターンター    

                － 地域の市民活動の拠点として、各種集会や催し、グループ活

動などに利用できる施設。 

 

ささささ    

市市市市民民民民ギギギギャャャャララララリリリリーーーー    

            － 文化施設。 

    

    

        守山守山守山守山野洲野洲野洲野洲少少少少年年年年セセセセンターンターンターンター    

                － 守山野洲少年センター(あすくる守山野洲)は、青少年の相談 

活動、街頭補導等を守山警察署や関係団体と連携し、青少年

健全育成に取り組んで 

いる組織。 

 

青少青少青少青少年育成市年育成市年育成市年育成市民会議民会議民会議民会議    

                － 地域社会における青少年育成活動を支援し広げていくための 

組織。 

    

全全全全国国国国学力学力学力学力・・・・学習状況調査学習状況調査学習状況調査学習状況調査    

            － 全国的に子供たちの学力状況を把握する調査。 

 

全全全全国国国国体力体力体力体力運動運動運動運動能力調査能力調査能力調査能力調査    

                － 日本全国の小学５年生、中学２年生全員を対象として行われ

るスポーツテスト。 

 

全全全全身身身身持持持持久久久久力力力力    

                － 全身的作業を維持するために必要な、筋肉が一定以上の負荷

に長時間耐える能力。 
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総総総総合合合合型型型型地域地域地域地域ススススポポポポーーーーツツツツクラブクラブクラブクラブ    

            － 人々が、身近な地域でスポーツに親しむことのできるスポー 

ツクラブ 

    

        総総総総合合合合教育教育教育教育会議会議会議会議        

                － 各都道府県・市町村に設置される会議体。首長と教育委員会

により構成され、地域における教育行政の指針となる大綱を

策定する。 

    

シシシシャャャャトルラントルラントルラントルラン    

                － 小中学校で毎年行われている新体力テスト。 

 

スクールスクールスクールスクールカカカカウンウンウンウンセセセセラーラーラーラー    

                － 教育機関において心理相談業務に従事する心理職、専門家、

及び当該の任に就く者のこと。 

    

スクールスクールスクールスクールガガガガードードードード        

            － あらかじめ各小学校に登録した地域住民が、学校内を巡回し

たり、通学路などの巡回パトロールや危険個所の監視などを

行ったりする学校安全ボランティア。 

    

        ススススポポポポーーーーツツツツ推進計画推進計画推進計画推進計画        

                － スポーツ基本法の理念を具体化し、今後のスポーツ施策の具

体的な方向性を示すもの。 

 

ススススリリリリータッータッータッータッチチチチボボボボールールールール        

            － バトミントンコートを使用して、スポンジボールをラケット

で打ち合うバレーボールのようなスポーツで、必ず３回タッ

チして相手コートに返す競技。 

 

ストック・ウストック・ウストック・ウストック・ウオオオオーーーーキキキキンンンンググググ        

            － 歩行用ストック（ポール）を使うウォーキング。 
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たたたた    

地域教育地域教育地域教育地域教育協議会協議会協議会協議会        

            － 地域全体で学校を支えることができるよう、学校と地域との

連携体制を構築し、地域住民による積極的な学校支援の取り

組みを促進する組織。 

    

地域子地域子地域子地域子どもどもどもども教教教教室室室室        

            － すべての家庭の子が放課後や休日を安全に過ごす遊び場とし

て、コミュニティーセンターや小学校の空き教室などを利用

して活動する教室 

    

出出出出前前前前講座講座講座講座        

            － 教育委員会や首長部局の・施設の職員等が講師となり学習者

の申し込みに応じて、その都度、学習者の希望する時間に学

習者の確保した学習場所へ出向き、所掌事務に関する内容等

の講義を行うこと。 

    

特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育        

            － 障がいのある幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握

し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克

服するため、適切な指導及び必要な支援を行う。 

   （文部科学省ホームページより引用） 

 

                チチチチーーーームムムム学校学校学校学校    

                        － ・教員を中心に、多様な専門性を持つスタッフを学校に配置

し、学校の教育力・組織力を向上。 

        ・校長のリーダーシップの下、教職員や様々な専門スタッフ

がチームとして適切に役割分担。 

        ・これにより、教員は授業など子供への指導に一層専念。 

                  （文部科学省ホームページより引用） 

 

デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書        

            － コンピューターやネットワーク、アプリケーションソフトウ

エアなどのあらゆるデジタル技術を使って実現される学習教

材。 
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なななな    

ニュニュニュニュースースースースポポポポーーーーツツツツババババイイイイキキキキンンンンググググ        

         － 誰でも気軽に楽しめるレクリェーションスポーツ。 

 

    

ネネネネググググレクトレクトレクトレクト        

            － 無視すること  ないがしろにすること。 

    

はははは    

文文文文化化化化ホホホホール３ール３ール３ール３館館館館        

            － 野洲文化ホール・野洲文化小劇場・さざなみホール。 

    

パブパブパブパブリリリリックコックコックコックコメメメメントントントント        

            － 公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しよう

とするときに、広く公に意見・情報・改善案などを求める手

続き。 

    

フィールドフィールドフィールドフィールドワワワワークークークーク        

            － 野外など現地での実態に即した調査・研究。 

 

ブックスタートブックスタートブックスタートブックスタート        

            － 自治体が行う０歳児検診などで、絵本を開く楽しい体験とと

もに、赤ちゃんに絵本を手渡す活動。 

 

ブックトークブックトークブックトークブックトーク        

            － 図書館、学校において子どもたちを聞き手の対象として図書

館司書、学校の司書教諭、民間の図書ボランティアなどによ

り行われる読み聞かせや、テーマに沿った図書の紹介を行

う。 

    

ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクル    

            － 事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑

に進める手法の一つ。  計画 → 実行 → 評価 → 

改善 
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やややや    

幼保幼保幼保幼保一元化一元化一元化一元化    

                － 幼稚園と保育所を一元化し、教育水準の均等化とサービスの

効率化をめざす政策。 
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野洲市教育振興基本計画（第２期） 策定経過 

 

≪野洲市教育振興基本計画策定委員会 開催経過≫ 

 ●第１回野洲市教育振興基本計画策定委員会 

  開 催 日 ： 平成２７年１２月３日（木） 

  審議内容 ： １．委員長・副委員長の選出について 

         ２．「野洲市教育振興基本計画（第２期）素案」につ 

いて 

 

 ●第２回野洲市教育振興基本計画策定委員会 

  開 催 日 ： 平成２８年１月７日（木） 

  審議内容 ： １．第１回策定委員会での各委員の発言内容の要旨に

ついて 

２．第１回策定委員会での各委員からのご質問・御要

望への回答について 

 

 

 

 

≪野洲市教育振興基本計画策定委員会 委員名簿≫ 

 委 員 長   武 井 哲 郎   びわこ成蹊スポーツ大学助教 

 副委員長      山 本 博 一   スポーツ推進委員協議会長 

 委  員   松 山 真 智 夫   三上小学校長 

        浦 谷 昌 章   野洲北中学校長 

        窪 田 明 仁   北野小学校ＰＴＡ会長 

        吉 田 守 男   中主中学校ＰＴＡ会長 

        玉 川 喜 代 子   学識経験者 

        東 郷 恵 子   社会教育委員副会長 

      


