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基本施策３ 人を育む、心豊かなまち 
 

１．教育・生涯学習・スポーツ・青少年 

１－１．幼稚園教育・学校教育の充実 

目的と方針 

一体的教育の取り組みを通して、発達や学びの連続性を踏まえた幼稚園教育

の充実に努めます。 

児童・生徒一人ひとりに「生きる力」が身につくよう、教職員研修の充実・

推進に努めるとともに、それぞれの学校での特色ある教育活動を支援します。 

学校教育施設・設備の整備・充実を図るとともに、学校での防災対策と犯罪

防止体制を強化し、安心で安全な学校づくりを推進します。 

また、地域に開かれた学校環境を整備します。 

さらに、最新の情報機器を使って学習できる体制整備と合わせ、学校間での

情報共有や情報交換が安心してできるようネットワーク化を図ります。 

 

現状と課題 

本町ではこれまで、幼・保・小・中が連携して教育を進めてきており、国際

化、情報化や環境教育等の社会変化に対応した教育内容の充実、子どもの安全

対策、教育環境の整備を積極的に進め、老朽化している小・中学校施設につい

ては耐震補強工事が完了し、幼稚園舎についても応急耐震化工事を実施しまし

た（耐震化率 100％）。 

しかし、子どもたちが、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力等「生きる

力」を身につけ、「知・徳・体」の調和のとれた未来を担う人材として、心身

ともに健やかに成長していくことができる教育環境づくりが強く求められて

いるほか、学校内への不審者の侵入による児童・生徒への被害や登下校中の児

童・生徒への暴行等の事件報道がある中、安心・安全を基盤とする信頼される

学校づくりをどのように進めていくかが課題となっています。 

また、少子化や核家族化が進む中、基本的な生活習慣を養う幼児教育の一層

の充実が求められているほか、これからの変化の激しい社会の中で生きぬいて

いくための生きる力の育成を重視した教育内容の一層の充実が課題となって

います。 



第３部 基本計画 基本施策３ 人を育む、心豊かなまち 

 94 

このため、快適で安心・安全な環境づくりに努めるとともに、生きる力を身

につけさせる主体的かつ特色ある教育活動の推進、心の問題への対応、特別支

援教育の充実、安全対策の強化、学校給食体制の充実等、総合的な取り組みを

一体的に進めていくことが必要です。 

また、障がい者用トイレやスロープ等、バリアフリー化された学校づくりが

求められており、けがや障がいがある児童・生徒が適切な教育が受けられるよ

う、さらに、地域住民が活用する場としても、学校のバリアフリー化を推進し

ていくことが必要です。 

なお、幼稚園については、園舎の老朽化、教職員の減少等により、園舎の改

築・運営体制の改善が課題となっています。 

また、町内中学生の約１/３が西地区在住となっているため、西地区への中

学校整備が課題となっています。 

 

主要施策 

（１）学校教育の充実 

基礎的・基本的な学力の向上と個性や創造性を伸ばすことを基本に、個に

応じた指導方法の工夫改善に努めながら、国際化、情報化や環境教育等、時

代の変化に対応した教育内容の充実を図ります。 

また、児童・生徒の健康管理体制や児童・生徒に対する相談体制の充実等、

学校と家族・地域社会との相互理解を深めながら、心身ともに健全な児童・

生徒の育成に努めます。 

さらに、幼・保・小・中の連携により、より行き届いた教育の充実を図り

ます。 

 

（２）特別支援教育の推進 

関係機関との連携のもと、各学校の施設整備や教員配置のほか、支援員・

介助員等の配置を検討するなど、特別支援教育の充実を図るとともに、適切

な就学相談・指導に努めます。 

 

（３）心の問題への対応 

いじめや不登校等の心の問題に対し、カウンセラー等の配置に努めるとと

もに、家庭や地域と一体となった指導体制づくりを進めます。 
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（４）教職員研修の充実・推進 

教職員の資質向上のため、教職員自らが研究と修養に励む主体的研修に取

り組むことができる体制づくりに努めます。 

 

（５）子どもの安全の確保 

子どもの安全確保のため、啓発活動の推進とともに、保護者や学校、地域

の連携による見守り活動の推進を図ります。 

 

（６）学校教育施設・設備の整備・充実 

学校教育施設・設備の整備・充実を図るほか、施設の改修等に合わせてバ

リアフリー化を進めます。 

また、幼児教育環境の向上（適正化）を図るため、幼稚園の再編を進めま

す。 

さらに、生徒数に見合ったバランスのとれた中学校の配置とするため、西

地区への中学校整備を検討します。 

 

（７）教育機器の整備 

児童・生徒用パソコン等については、年次的に更新していくとともに、小

学校普通教室の校内ＬＡＮについても計画的に整備していきます。 

また、教職員用パソコンについては、保健室・図書室等への整備も含め、

一人一台体制をとるとともに、ネット犯罪から情報を守るための情報管理、

セキュリティ徹底、ネットワーク化を推進していきます。 

 

（８）学校給食の充実 

学校給食の充実・施設の整備に努めるとともに、地産地消や食育の視点に

立った取り組みを進めます。 
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成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

児童の長期欠席率（小学校） ％ － 
  

生徒の長期欠席率（中学校） ％ － 
  

町の小・中学校等の教育環

境（教育内容、施設等）に

ついての満足度 

％ 22.5 

  

教育用コンピューター１台

当たりの児童・生徒数 
人 7.5 

 
5.6 

地元産品を取り入れた給食

の実施回数 
回 － 

  

 

協働の指針 
 

住 民 
・児童・生徒・保護者は、学校施設の維持管理に協力しま

す。 

地域・団体・事業者 

・学校と連携し、通学路をはじめとする地域の防犯、交通

安全活動を行います。 

・地域一体となって児童・生徒の安全対策を進めます。 

 

 

 

 あいさつ運動 
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１－２．生涯学習の推進 

目的と方針 

子どもから高齢者まで、生涯にわたって自らを高め、豊かな人生を送れるよ

う、学校教育との連携を図りながら、主体的に学ぶ生涯学習の充実に努めます。 

 

現状と課題 

少子高齢化や情報化の進展、教育水準の向上や自由時間の増大等を背景とし

て、心の豊かさや自分らしさの発見等、豊かな生活を送るために、幼児期から

高齢期までの生涯を通じて学習を行うことができる社会の実現が求められて

います。 

本町ではこれまで、学習情報の提供や広報・啓発活動の推進、社会教育団体

の育成、指導者の確保等に努めてきました。 

カルスタすぎとや公民館では、住民の多様な学習要求に応え、各種講座等の

開催や学習活動の場の提供を行い主体的に活動できるよう支援してきました。 

図書館では、幅広い年齢層の学習活動を支援するための蔵書整備や公民館図

書室と連携を図り、利用者が満足できるサービスを提供してきました。 

しかし、少子高齢化・国際化・情報化の一層の進展、環境や安心・安全への

意識の高まり等、社会・経済情勢の急速な変化に伴い、生涯の各期における学

習課題がますます多様化・高度化してきています。これに対応し、すべての住

民が自発的意志に基づいて学習活動を行い、その成果が適切に評価され、地域

社会の発展に活かされるまちづくりの一環としての学習環境づくりが求めら

れています。 

このため、公民館等の社会教育関連施設のハード・ソフト両面の充実に努め

るとともに、住民の学習ニーズを常に把握しながら、生涯学習事業の推進や関

係団体の育成等を行い、総合的な学習環境づくりを進めていくことが必要です。 

 

主要施策 

（１）社会教育関連施設の充実 

生涯学習活動の拠点となるカルスタすぎとや公民館等の施設の充実とと

もに、利用者ニーズに応じた運用を検討するなど、施設の有効活用を図りま

す。 
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（２）図書館の充実 

子どもから高齢者まで幅広い年齢の様々な社会教育活動を支援するため、

利用者のニーズや社会情勢に沿った蔵書整備と利用しやすい図書館づくり

を行います。 

 

（３）生涯学習事業の推進 

常に各世代の学習ニーズの的確な把握に努め、カルスタすぎとや公民館に

おいては、民間との協働による講座・活動を中心とした生涯学習事業の推進

を図ります。 

また、広報紙や町ホームページをはじめ、多様な情報提供の充実を図りま

す。 

 

（４）指導者の育成と団体等の活動支援 

様々な分野における指導者やボランティアの育成・確保に努めるとともに、

生涯学習活動への支援、各種の社会教育団体、学習団体・グループの育成・

支援に努め、自主的な生涯学習活動を促進します。 

 

（５）学習成果の活用 

住民の学習活動を支援し、学習の成果をまちづくり・人づくりに活かす生

涯学習社会の実現のために、学習の成果を活用する場の確保を図ります。 

 

（６）郷土愛を育む、テーマ豊かな歴史講座の開催 

住民の郷土への愛着を高める歴史講座を開催し、生涯を通じて心豊かな生

活が送れるよう、郷土の情報提供に努めます。 
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成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

「カルスタすぎと」利用者

数 
人 302,238 317,000 332,000 

生涯学習関連の講座・教室

等の参加者数 
人 6,000 6,200 6,400 

生涯学習ボランティア登録

者数 
人 117 140 160 

生涯学習リーダーバンク登

録者数 
人 30 40 50 

図書館の住民一人当たり貸

し出し冊数 
冊 5.1 6.1 6.6 

町の生涯学習活動・文化活

動に関する取り組み（各種

講座・教室の実施、学習施

設の整備・充実等）につい

ての満足度 

％ 21.0 25.0 30.0 

 

協働の指針 
 

住 民 
・学びを通じて自己実現を目指し、その学んだ成果をまち

づくりに活かします。 

地域・団体・事業者 
・学び合う仲間づくりに努めます。 

・地域の課題解決に取り組みます。 

 

図書館まつり 
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１－３．生涯スポーツの振興 

目的と方針 

すべての住民がそれぞれの体力や年齢に応じたスポーツ活動を行える環境

づくりを支援します。 

 

現状と課題 

スポーツは、健康づくりや体力の向上に役立つだけでなく、人々の親睦や交

流を深め、豊かな地域社会を育むものとして、大きな役割を担っています。 

本町ではこれまで、国体記念運動広場を含む、町内９箇所の社会体育施設や

学校体育施設を開放し、より多くの人が利用しやすい環境整備に努め、住民の

スポーツ・レクリエーション活動の場として有効に利用されています。 

近年、健康・体力づくりに対する関心がますます高まる中、住民のスポーツ

ニーズは増大・多様化の傾向にあり、生涯にわたって誰もが、それぞれの体力

や年齢、技術、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポー

ツに親しむことができる環境づくりが一層求められています。 

 

主要施策 

（１）スポーツ施設の整備・充実・有効活用 

既存の社会体育施設等について、老朽化の状況や利用ニーズに即した整

備・充実を計画的に進めていくとともに、住民との協働による管理運営体制

の整備、施設の有効活用に努めます。 

 

（２）多様なスポーツ活動の普及促進 

スポーツの必要性や重要性に関する広報・啓発活動を推進するとともに、

様々なスポーツ情報の収集・提供に努め、住民のスポーツへの関心や健康管

理意識を高めていきます。 

また、スポーツと健康づくりの連携・一体化の視点に立ち、健康づくりプ

ログラムの企画・実施を図ります。 

 

（３）スポーツ団体、指導者の育成 

体育協会をはじめ、各種スポーツ団体・クラブの育成・支援に努めるとと

もに、地域と一体となった指導者やボランティアの育成・確保を進め、住民

の自主的なスポーツ活動の一層の活発化を促します。 
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また、誰もが参加できるスポーツ活動の場として、総合型地域スポーツク

ラブの充実を図ります。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

体育施設利用者数 人 449,528 495,000 545,000 

体育協会加盟団体数 団体 20 20 20 

スポーツ教室参加者数 人 308 330 360 

スポーツ指導者数 人 189 200 220 

日常的に（週１回以上）ス

ポーツ活動をしている人の

割合 

％ 34.0 45 55 

 

協働の指針 
 

住 民 
・日頃からスポーツやレクリエーションを自ら実践し、健

康づくりに役立てます。 

地域・団体・事業者 
・地域のコミュニケーションを図り、スポーツやレクリエ

ーションを実践します。 

 

 

 
グラウンドゴルフ大会 
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１－４．青少年の健全育成 

目的と方針 

青少年の健全育成を目指し、関係機関、家庭等が一体となって取り組む体制

を確立し、青少年のまちづくり活動等への参画促進や青少年団体の育成・支援

を推進します。また、みんなで青少年を守り育てる社会環境の整備を図ります。 

 

現状と課題 

社会・経済情勢の急速な変化に伴い、青少年を取り巻く環境は大きく変化し、

家庭と地域社会の教育機能の低下や学校教育への依存傾向が全国的にみられ

ます。また、いじめ・不登校・無気力等が生じているとともに、体験活動の場

の不足、異年齢の集団における活動の不足等が指摘され、青少年をめぐる様々

な問題が表面化しています。 

本町ではこれまで、青少年健全育成連絡協議会を構成する団体を中心にして、

地域の教育力を結集し、放課後や週末における様々な体験活動や地域住民との

交流活動を支援してきました。 

また、非行対策・環境浄化活動・街頭パトロール活動等、青少年の非行防止

を積極的に推進してきました。 

今後も、青少年健全育成連絡協議会で掲げる基本理念「子どもがのびのび育

つまち、みんなだいじなすぎとの子」及び基本方針「家庭でしつけ、学校で教

え、地域で育てる」を推進していくとともに、青少年が安全で安心して活動で

きるよう支援体制を整備し、各種の健全育成活動を推進していくことが必要で

す。 

 

主要施策 

（１）青少年団体の活動促進 

各種青少年団体・グループ活動への支援を充実するとともに、活動への参

加を促進します。 

また、青少年育成推進員・子どもにやさしい街づくり推進会議委員・青少

年相談員等の関係機関・団体と連携強化に努めます。 

 

（２）青少年のまちづくりへの参画促進 

町の各種まちづくり活動等への参画やイベント、ボランティア活動、伝統

芸能の継承活動等への自主・自発的な参加を促進します。 
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また、放課後や週末における体験活動、ボランティア活動、世代間交流、

地域間交流等、青少年が様々な体験ができる機会の提供に努めます。 

 

（３）育成環境の整備 

青少年団体・関係機関等との連携により、有害図書・広告の排除、街頭指

導等、地域ぐるみによる社会環境の浄化をより一層進めます。 

また、青少年の問題行動を早期に発見し、適切な指導・助言により問題行

動の防止に努めます。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

ジュニアリーダー研修者数 人 45 50 55 

青少年街頭パトロール回数 回 100 110 120 

子ども会指導者の養成数 人 225 230 235 

 

協働の指針 
 

住 民 

・児童・生徒は、心豊かに、自ら学び、たくましく生きま

す。 

・家庭・保護者は、家庭における基本的な生活習慣・躾を

身に付けさせます。 

地域・団体・事業者 ・地域・ＰＴＡは、地域における児童・生徒の健全育成を

支援します。 

 

元気な子どもたち 
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２．文化・芸術 

２－１．多様な文化・芸術活動の支援 

目的と方針 

住民主体の文化・芸術活動を支援するとともに、史跡の保存・整備や無形民

俗文化財の伝承に努め、これらの総合的な活用を推進します。 

 

現状と課題 

人々の価値観がますます多様化する中で、人生に愉しみと潤いをもたらすも

のとしての文化活動に、一層の関心が寄せられています。 

本町は、早い時期に人が定住した地域であり、貴重な歴史遺産を多数有する

町です。これらの歴史や文化は、本町の特性の中でも誇るべきものであり、未

来へ継承する遺産であるとともに、地域活性化につなげる交流資源としても活

用していくことが必要です。また、文化財は、住民の郷土に対する理解と関心

を高めるとともに、本町の歴史や文化、風土を内外に発信する上で大きな役割

を担っていることから、本町ではこれまで、有形・無形の貴重な文化財の調査

等を進めてきました。 

また、国や県と連携し、貴重な町有財産である文化財を後世に伝えるため、

町の区域内の文化財について、重要なものを指定文化財とし、適正な保護に努

めてきました。 

文化・芸術は、地域の個性や独自性を生み出すとともに、地域活性化と密接

な結びつきがあることから、今後とも、各種文化・芸術団体の自主的な文化・

芸術活動を一層促進していくとともに、文化・芸術の鑑賞機会や発表機会の充

実等に努め、文化の香り高いまちづくりを進めていくことが必要です。 

また、適切な調査や保存・活用等に努め、より多くの人々が本町の歴史や文

化に親しめる場や機会を増やしていくことが必要です。 

 

主要施策 

（１）文化・芸術団体、指導者の育成 

各種文化・芸術団体の育成・支援に努めるとともに、指導者やボランティ

アの育成・確保を図り、住民の自主的な文化・芸術活動の一層の活発化を促

します。 
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（２）文化・芸術イベント等の充実 

地域の特色を活かした文化祭、講演会や展覧会の開催等、魅力ある文化・

芸術行事の企画・開催を住民との協働のもとに進め、既存施設を活用した多

様な文化・芸術を鑑賞する機会と活動成果を発表する機会の充実に努めます。 

 

（３）文化財の保存 

指定文化財の適正な保護に努めるとともに、その他の文化財や埋蔵文化財

についても計画的な調査を推進します。 

また、民俗芸能等の無形文化財についても、保存団体の育成・支援、後継

者の確保を図り、積極的に保存・伝承に努めます。 

 

（４）文化財の活用 

文化財の活用については、地域文化の理解を深めるため、啓発活動の実施

や講座、展示の開催等を通じて、文化財に対する住民への意識の向上を図り

ます。 

また、文化財を通じた情報発信と交流活動での活用を図ります。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

文化祭参加者数 人 5,500 5,700 6,000 

文化活動団体登録数 団体 163 170 180 

伝統芸能保存団体数 団体 2 2 2 
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協働の指針 
 

住 民 

・住民自ら、文化・芸術に興味を持ち、文化・芸術活動を

行います。 

・文化財を大切にし、保存・伝承活動に参加します。 

・住民自ら、歴史・伝統・文化財の保護・保存に努めます。 

地域・団体・事業者 

・地域における文化活動の振興に努めます。 

・地域における芸術・文化活動の振興、地域間の文化交流

に努めます。 

・地域の文化財は、地域で維持管理に努めます。 

 

 

 

大塚神楽 


