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１ 計画策定の趣旨 

稲敷市教育委員会では、平成 24 年に、教育基本法第 17 条第２項の規定に基づき、本市における教
育の振興のための施策に関する基本的な計画として、稲敷市教育振興基本計画（以下「第１期計画」
という。）を策定しました。 

第１期計画では、本市における教育の基本理念として、「郷⼟を愛し、未来に向かって、たくまし
く⽣きる⼦どもの育成」を掲げ、それを実現するための４つの培う⼒を設定し、３つの基本⽅向、５
つの柱を定めるとともに、基本理念を達成するための施策と具体的な取組を体系化して⽰しました。 

稲敷市教育委員会では、第１期計画の計画期間である平成 24 年度から平成 28 年度までの５年間、
この計画に基づき、「開かれた学校づくりの推進」、「幼児期の教育」、「確かな学⼒を育む教育」、「豊
かな⼼を育む教育」、「健やかな体を育む教育」、「⽣涯にわたって学び続けることができる環境づくり」
など、教育の振興のためのさまざまな取組を推進してきました。 

第２期稲敷市教育振興基本計画（以下「第２期計画」という。）では、第１期計画の成果や課題を
踏まえたうえで、国の第２期教育振興基本計画及び茨城県教育⼤綱並びに「いばらき教育プラン」を
参酌して策定しました。この計画は、稲敷市教育⼤綱に基づき、中⻑期的な視点に⽴って、平成 29
年度からの５年間にわたる本市の教育の基本理念、基本⽅針並びに施策及び取組の体系を⽰していま
す。 

第２期計画は令和３年度に計画期間の最終年度を迎えますが、市の上位計画である「第２次稲敷市
総合計画中期基本計画」と整合性を図るため、計画期間を２年間延⻑することになりました。 

教育振興基本計画の計画期間の延⻑にあたり、教育を取り巻く社会の変化等に対応するため、計画
内容を⾒直し、必要に応じて加除修正、各種データの更新、新規追加等の改訂を⾏うものです。 

２ 計画の策定・位置づけ 

第２期計画は、教育基本法第 17 条第２項の規定に基づき、平成 25 年に策定された国の第２期教育
振興基本計画及び平成 28 年に策定された茨城県教育⼤綱並びに「いばらき教育プラン」を参考にし、
地⽅⾃治体に策定が求められている本市の教育⼤綱に基づき、本市の教育基本計画として位置づける
ものであり、また、第２次稲敷市総合計画の部⾨別計画としてその整合性を確保し、本市における教
育計画として位置づけるものです。 

本改訂版においてもその位置づけは変わるものではありません。 

３ 計画期間 

本改訂版の計画期間は、令和４年度及び令和５年度の２年間とします。

第１章  計画の策定について 
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１ 策定にあたっての背景（教育を取り巻く社会の動向） 

ア 人口減少社会と学校の適正配置 
本市では、⼈⼝問題に対して対応策を講じて取り組んでいますが、平成７年から⼈⼝減少が続いて

おります。今後の出⽣率を⾒ても⼈⼝減少が早期に解消される⾒込みはなく、学校の適正規模を確保
できない状況にあります。 

このような状況の中、平成 22 年３⽉に策定された稲敷市学校再編実施計画を受けて、学校再編を
進めてまいりました。平成 25 年度にはあずま東⼩学校と新東⼩学校の２校が統合してあずま東⼩学
校、平成 26 年度には新利根地区の根本⼩学校・柴崎⼩学校・太⽥⼩学校の３校が統合して新利根⼩
学校、平成 28 年度には江⼾崎⼩学校・君賀⼩学校・鳩崎⼩学校の３校が統合して江⼾崎⼩学校に再
編されました。 

そして、平成 29 年度にはあずま東⼩学校とあずま南⼩学校の２校が統合してあずま東⼩学校とな
り、令和３年度には桜川地区の阿波⼩学校・浮島⼩学校・古渡⼩学校の３校が統合して桜川⼩学校と
なりました。令和３年４⽉時点で市内の⼩学校は８校、中学校は４校となりました。 

今後は、東地区の⼩学校の学校再編に向けて準備を進めてまいります。さらには、統合をしても本
市の⽬指す学校の適正規模を確保できない場合も予想されておりますので、児童⽣徒が適切な環境で
学校教育を受けることができるように新たな稲敷市学校再編計画を検討していく必要があります。 

 
イ 貧困問題と学校・家庭との連携 

本市では、教育の機会均等法の趣旨に則り、保護者の経済的負担を軽減するために、就学援助助成
事業を実施しています。しかし、経済状況や家庭環境等による教育格差という問題が指摘されており、
保健福祉部をはじめ、関係部局と連携していく必要があります。 

この貧困問題は、未来を担う⼦どもたちの⽣活にも影響を与え、親が貧困であると、⼦どもたちは
たくさんの我慢をさせられ、⾃信を失い、⾃⼰肯定感をもちにくく、将来への希望をもつことが難し
くなると⾔われます。 

そこで、未来に向かってたくましく⽣きるために、学校では、主体的に⾏動する⼒や、望ましい勤
労観・職業観を育む教育を推進していく必要があります。また、⾃分さえ良ければよいという⾵潮を
なくし、正義と責任、⾃他の敬愛や協⼒を重んじる態度なども養う必要があります。さらに、社会の
ルールやマナーを守る態度を育てることも⼤切です。 

これらの取組は学校だけでなく家庭と連携し、幼児期から義務教育にかけて、発達段階に応じた指
導をしていくことが⼤切です。特に、⽣涯にわたる⼈格形成の基礎となる乳幼児期の就学前教育の充
実や家庭教育の推進に取り組んでいく必要があります。 

 
ウ 郷土を愛する意識と魅力ある街づくり 

本市は、平成 26 年４⽉に⾸都圏中央連絡⾃動⾞道の稲敷東インターが開通し、さらに平成 27 年６
⽉には東関東⾃動⾞道路と接続され、千葉県や東京都へのアクセスが⼤変便利になりました。しかし、
少⼦化と就学・就職による転出などにより、市の⼈⼝は減少傾向が続いています。その中でも、若年
層が少なくなり、これまで伝統的に⾏われていた⾏事も関⼼が低くなり、地域のコミュニティが薄れ
てきていると⾔われています。地域のコミュニティを深めるためには、相⼿に対する思いやりの⼼を
育てるとともに、⾃分たちが住んでいる郷⼟を愛し、誇りをもつことが⼤切です。 

また、豊かな⾃然や歴史・⽂化、特⾊ある産業等がある「宝いっぱいのまち」です。未来を担う⼦
どもたち⼀⼈ひとりが郷⼟の特⾊や良さを認識し、⾃分たちとのかかわりを⼤切にしていく必要があ
ります。「稲敷市で⽣きる」「稲敷市を⼼のふるさととして⽣きる」⼈づくりを⽬指す教育をさらに推
進していくことが重要といえます。さらには、多くの⼈が本市を訪れ、住んでみたいなと思うような
魅⼒あるまちづくりを推進していく必要があります。  

第２章  基本的な考え方 
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エ グローバル化と情報化社会の進展 
世界は、グローバル化や情報通信技術の進展にともない、⼈・物・⾦・情報や⽂化・価値観が国境

を越えて流動化するなど、変化が激しく先⾏きが不透明な社会に移⾏していると⾔われています。世
界中の⼈々との交流がますます増えていく世の中にあって、⼈権感覚や異⽂化コミュニケーションが
重要となってきます。 

⼈権感覚としては、多様性を理解していじめなどが起きないようにするのはもちろん、固定的な性
別役割分担意識にとらわれない男⼥平等の意識も重要です。 

異⽂化コミュニケーションにおいては、英語⼒の向上が必要となっています。本市では、ＡＬＴ派
遣事業を導⼊するとともに、平成 27 年度から英語検定受検料補助事業を導⼊し、英語教育に⼒を⼊
れてまいりました。また、カナダのサーモンアーム市との姉妹都市交流も継続して⾏われております。
（※東町 平成２年より） 

今後、英語⼒向上のために教職員の資質・能⼒向上のための研修の充実を⼀層図っていく必要があ
ります。⼀⽅で、⽇本⼈として歴史や伝統⽂化を⼤切にする⼼や、学校教育の中ですべての教科の核
となる国語教育に⼒を⼊れていかなければなりません。 

情報化については、インターネット・携帯電話の普及をはじめ、経済・⽂化・⽣活のあらゆる場⾯
で進展し、その恩恵を享受しています。その⼀⽅で、有害情報や「ネット上のいじめ」など情報化へ
の対応が喫緊の課題になっています。学校教育においては、学⼒向上等のための⼀つの⼿法としてＩ
ＣＴ活⽤の授業が求められています。 

本市においても電⼦⿊板が各⼩中学校に配置され、情報教育の充実を図っているところです。今後
は、電⼦⿊板が各学校に複数配置されるなど教育環境を整備し、時代のニーズに応じた情報教育の推
進を図ることが必要となってきます。その場合に、情報⼿段を適切に活⽤する情報モラル教育も同時
に⾏っていかなければなりません。 

 
オ 地球規模での環境・エネルギー問題、防災への対応 

地球温暖化や⼤気汚染、野⽣⽣物の種の減少など、環境問題は地球規模の問題として国際社会にお
いて重要な課題となっています。また、平成 23 年の東⽇本⼤震災以来、原⼦⼒発電所の存在につい
ては多くの議論がなされていますが、エネルギー問題についても同様です。 

市内の⼩中学校においては、社会科、理科、⽣活科及び総合的な学習の時間において⾝近な環境を
素材にしながら環境教育を進めてまいりました。地球規模の問題で、すぐに解決できる問題ではあり
ませんが、環境について学ぶ学習を通して、児童⽣徒は豊かな⾃然を⼤切にしていこうとする⼼が育
つとともに、エネルギーの⼤切さについて考えることができるようになりました。今後も⽇常⽣活の
あらゆる場⾯を通じて環境について学び、その学習を実践につなげていくことができる児童⽣徒を育
成する必要があります。 

また、平成 23 年の東⽇本⼤震災から⾃然災害等に対する防災への意識が⾼まっています。平成 28
年には熊本地震・⿃取地震も発⽣し、⾸都圏周辺においてもいつ⼤地震が来ても不思議ではない状況
であると⾔われています。異常気象の影響から集中豪⾬への対応も本市においては、重要な課題とな
っております。 

このような状況の中、平成 28 年度からジュニア防災検定補助事業を開始しました。ジュニア防災
検定とは、⼦どもたちが防災と減災に深い関⼼をもち、意識を⾼め、⾃分で考え判断し⾏動できる防
災⼒を⾝に付けさせることを⽬的に⾏われるものです。今後も防災や減災についての理解が広がり、
家庭・地域との連携を深めた防災教育の充実が重要といえます。  
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２ 基本テーマ 

「郷⼟を愛し、未来に向かって、たくましく⽣き抜く⼒の育成」 

３ 基本目標 

本市の次世代を担う⼦どもたちに夢と希望を育み、⾃らの未来を拓いていく⼒、「⽣き抜く⼒」
を醸成するため、学校・家庭・地域のそれぞれが果たすべき役割を改めて⾒直すとともに、社会
全体で⼦どもたちを守り育てる体制を構築します。 

特に、⽣涯にわたる⼈格形成の基礎を培う乳幼児期において、家庭での⽣活習慣やしつけの徹
底などにより、⾃主性・⾃⽴性に富み、優しさや思いやりをもって、強くたくましく⽣き抜く⼦
どもを育てていきます。⼩中学校では、このうえに⽴って「確かな学⼒」「豊かな⼼」「健やかな
体」のバランスのとれた⼦どもたちの育成を図ります。 

また、市⺠が⼼の豊かさを実感し、潤いのある⽣活を送ることができるように、本市の⾃然環
境や⽂化遺産の継承と、⽣涯学習の充実を図ることができるように学習機会の充実に努めます。 
 

４ 施策の基本方針 

基本テーマ及び基本⽬標の実現に向け、次の２つの基本⽅針と４つの重点施策を掲げます。 
近年、⼈⼝減少・少⼦⾼齢化の進⾏、国際化・⾼度情報化の進展、個⼈の価値観やライフスタ

イルの多様化など、社会は加速度的に変化し、それにともなう教育課題も多く⾒られます。 
このような時代を乗り越えていくためには、想定外や未知の事象に対しても柔軟に対応し、未

来に向かってたくましく⽣き抜く⼒が必要となります。また、いつの時代においても、郷⼟に誇
りをもち、思いやりの⼼をもって他者と意思の疎通を図る⼒を培うことが⼤切です。 

そこで、学校・家庭・地域が連携し、社会全体で明⽇の稲敷を担う⼦どもたちを育てていきま
す。さらに、多様な学習ニーズに対応し、誰もが⽣涯にわたって楽しく学び続けることができる
環境をつくっていきます。 

 
明⽇の稲敷を担う⼦どもたちを育てます 
（１）総合的な⼦育て⽀援及び質の⾼い教育・保育の充実 
（２）家庭・地域との連携による義務教育の推進 
 
楽しく学び続ける環境をつくります 
（１）市⺠全体の⽣涯学習社会の構築 
（２）地域⽂化の活⽤と継承  

基本⽅針１ 

基本⽅針２ 
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５ 稲敷市の教育におけるグランドデザイン 

 
 
 
 

郷土を愛し、未来に向かって、たくましく生き抜く力の育成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

基本⽅針１ 
 明⽇の稲敷を担う⼦どもたちを育てます 
（１） 総合的な⼦育て⽀援及び質の⾼い 

教育・保育の充実 
 ・ゆりかごから⼦育て⽀援の充実を図り、 

“いなしきっ⼦”づくりの環境を整えます 
ア 総合的な⼦育て⽀援の充実 
イ 質の⾼い教育・保育の充実 

  ＜主な事業等＞ 
 
 
 
 
 
（２） 家庭・地域と連携した義務教育の推進 
 ・⼦どもたちの⽣き抜く⼒を養い、よりよい

未来を⾃ら切り拓く“いなしきっ⼦”を育て
ます 

 ア 確かな学⼒を⾝に付けた“いなしきっ⼦”
の育成 

 イ 豊かな⼼をもつ“いなしきっ⼦”の育成 
 ウ 健やかな体をもつ“いなしきっ⼦”の育成 
 エ 時代の変化や教育的ニーズに対応した教

育の推進 
 オ 質の⾼い教育環境の整備 
 カ 地域とともにある学校づくりの推進 
  ＜主な事業等＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本⽅針２ 
 楽しく学び続ける環境をつくります 
（１） 市⺠全体の⽣涯学習社会の構築 
 ・市⺠の⽣涯学習活動を⽀えます 
 ア ⽣涯にわたって学び続けることができる 

環境づくり 
 イ ⽣涯スポーツ・レクリエーションの推進 
  ＜主な事業等＞ 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 地域⽂化の継承と活⽤ 
 ・稲敷⽂化を継承し、創造する⼈を育てます 
 ア 地域「⽂化⼒」向上の推進 

＜主な事業等＞ 
 
 
 
 

・⼦育て⽀援事業 
・就学前教育の充実 
・幼保⼩中連携教育の推進 

・英語検定受検料補助事業 
・ジュニア防災検定受検料補助事業 
・ふるさと学習推進事業 
・特別⽀援教育⽀援員等配置事業 
・理科⽀援員配置事業 
・稲敷市授業スタイルの推進 

・公⺠館を核としたまちづくりの推進 
・いなしき⼤学 
・環境健全化啓発運動街頭キャンペーン 
・スポーツ・フェスティバル 
・スポーツ教室 

・⽂化財の普及対策と利活⽤事業 
・図書館サービス 
・歴史⺠俗資料館事業 
 

めざす子どもの姿“いなしきっ子”「強い賢い優しい子」 
たくましい子 自ら学ぶ子 思いやりのある子 

〇稲敷市授業スタイル 
 ①ユニバーサルデザインの 

視点からの授業づくり 
 ②課題解決型の学習の推進 
 ③体験学習の重視 
 

基本テーマ 



6 

 
基本方針１ 

明日の稲敷を担う子どもたちを育てます 

 

 

 

ア 総合的な子育て支援の充実 

 

 
近年、⼦どもたちを取り巻く環境は⼤きく変化しています。核家族化の進⾏や就労環境の変化、近

隣関係・地域コミュニティの希薄化などにより、⼦育て家庭が孤⽴化する状況も⾒受けられます。離
婚の増加によるひとり親家庭の増加や、⼥性の職場進出の増加による就労と家事・育児の両⽴困難な
ども顕在化しています。 

このように家庭のあり⽅が多様化しており、養育や教育機能の低下が懸念されている中、本市にお
いては、地域で⼦育てを⽀えるさまざまな取組を⾏っています。 

また、仕事と⽣活の両⽴を⽀援し、安⼼して⼦育てができるよう、親の就労実態に対応するための
延⻑保育、緊急時に児童を預かる⼀時保育、障害児保育、⼟曜⽇保育（終⽇）などの保育サービスの
充実を図ってきたところです。本市においては、⼈⼝問題に対して対応策を講じて取り組んでいます
が、平成７年からの⼈⼝減少が続いております。今後の出⽣率を⾒ても⼈⼝減少が早期に解消される
⾒込みはなく、学校の適正規模を確保できない状況にあります。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

（ア） 子育て支援 

現 状 

第３章  今後２年間で重点的に取り組む施策 

○教育・保育施設の提供 令和３年度：公立認定こども園２箇所、公立幼稚園３箇所、私立

認定こども園２箇所、私立保育所２箇所、小規模保育事業所１箇所、事業所内保育事業所

１箇所 

○子育て支援サイトの開設及び子育て支援コンシェルジュの配置 １名 

○子育て支援センターあいアイの開設：令和２年度延利用者数 2,425 人 

○ファミリーサポートセンターの運用：令和２年度登録者数 204 人 

○ひとり親家庭等相談業務：令和２年度 78 件 

○母子及び父子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業：令和２年度 ３人 

○延長保育を実施する認定こども園、保育所の確保：令和２年度 ８箇所 

○一時預かりを実施する幼稚園、認定こども園、保育所の確保：令和２年度 ９箇所 

総合的な子育て支援及び教育・保育の充実 (1) 
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⼈⼝及び⼦どもの数が減少している中、保育所等への申込件数（特に２歳以下の低年齢児）は増加

の⼀途をたどっており、そのニーズは、⼦育て世代を中⼼に確実に⾼まってきている状況です。 
⼀⽅、園児数が減少し続けている幼稚園では、施設の⽼朽化及び余裕教室の有効利⽤等、施設整備

に関する課題が⽣じてきております。 
このような市⺠のニーズを受け⽌め、適切に教育・保育施設を整備するため、今後は、そのあり⽅

を検討しなければなりません。 
 

 
認定こども園、幼稚園、保育所等の教育・保育施設の計画的な整備を図るとともに利⽤者のニーズ

に即した教育・保育サービスの提供により、幼児期の教育・保育の充実を図ります。 
また、地域⼦ども・⼦育て⽀援については、共働きの家庭だけでなく、すべての⼦育て家庭を⽀援

する事業として、利⽤者⽀援事業や地域⼦育て⽀援拠点事業等の⼦ども・⼦育て⽀援法に定める各種
事業の着実な実施に努めるとともに、ファミリーサポートセンター事業や保育所における地域交流事
業等、⼦どもと⼦育て家庭を⽀援する多様な事業を推進します。 

 
主な施策 主な取組 

幼児期の教育・保育施設の

あり方の検討 

稲敷市公立幼児施設適正配置基本方針を踏まえた整備計画を策定し

ます。 

新利根幼稚園、みのり幼稚

園及びゆたか幼稚園の改

修・整備 

将来のあり方に即した形で整備します。 

地域型保育事業の実施 
認定こども園・保育所等の施設と連携を図りながら少人数の低年齢

児の保育を行います。 

障害児保育 
特別支援教育支援員や専門スタッフの配置及び専門機関と連携しな

がら、発達の遅れや障害のある児童の保育を行います。 

教育・保育施設や地域子ど

も・子育て支援事業等を円

滑に利用するための積極

的な支援 

子ども及びその保護者等、または妊娠している方が、教育・保育施

設や地域子ども・子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、情報提

供及び相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を実施しま

す。 

○こども支援課における相談・指導・育児支援 

○子育て関連施策の一元的管理・周知の徹底 

○子育て関連情報の提供 

○子育て情報総合サイトの運用 

○子育て支援コンシェルジュの運用 

保育所等入所児童の延長 

保育 

入所児童のうち延長保育が必要な児童について午後７時まで保育し

ます。 

 
  

今後の課題 

今後の方向性 
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主な施策 主な取組 

地域子育て支援の拠点の

促進 

子育て支援センターを拠点に０歳児～就園前までの子どもたちと

その保護者を対象に、交流の場の提供や子育てのサポート、育児不

安等についての相談業務（電話・面接・訪問）、子育てに関する情報

の提供、子育てサークル等の育成・支援を行います。 

保育所等での一時預かり

の促進 

家庭で子育て中の保護者が就労、通院、研修等で週１日から３日

程度の保育が必要な場合、あるいは病気や出産で入院する等、家庭

での保育が一時的に困難となった場合、さらに子育て家庭の手助け

のため、就学前の子どもを一時的に保育します。 

幼稚園児の一時預かりの 

促進 

午前７時 30 分から通常保育時間までの保育、または午後６時まで

の保護者が希望する時間帯で保育を行います。また、市内公立認定

こども園・幼稚園で長期休業期間中の預かり保育も実施します。 

病児保育の促進 

保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅

での保育が困難な場合に、病気の児童を一時的に保育するほか、保

育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行います。 

ファミリーサポートセン

ター事業の推進 

子育て支援センター「あいアイ」を拠点として、ファミリーサポ

ートセンターの開設を充実させ、既存の保育サービスでは対応しき

れない保育ニーズに応じ、女性の社会参加を促進するとともに、安

心して子どもを産み育てることができる環境づくりを目指します。

また、保育サービス、産後の保育サービス等を実施します。 

あそびの広場の開設 
親子で気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合いながら交流

する場として「あそびの広場」を開設します。 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

○子育て情報サイトでの情報の配信 

○子育て支援コンシェルジュの配置 

○延長保育、一時預かり及び病児保育事業の実施 

○子育て短期支援事業の促進 

○子育て支援センター事業の拡充 

○ファミリーサポートセンター事業の推進 

○あそびの広場の開設 
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共働き世帯等の「⼩１の壁」を打破するとともに、次代を担う⼈材を育成するため、すべての就学

児童が放課後等を安全・安⼼に過ごし、多様な体験・活動を⾏うことができるよう、放課後児童クラ
ブ及び放課後⼦ども教室を進めてきました。 

放課後⼦ども総合プランは、放課後児童クラブと放課後⼦ども教室を⼀体的に、あるいは連携して
実施するものです。 

 
 
 

 

 
 

 
放課後⼦ども総合プランの実施にあたって、放課後児童クラブは⼩学校の全学年を対象としていま

すが、放課後こども教室は、教室によって対象学年が異なり、すべての⼩学校で実施しているわけで
はありません。 

また、プログラムについてもクラブや教室で違う状況です。 
このようなことから、今後、放課後⼦どもプランを実施するうえで、対象年齢の同⼀化、及び共通

のプログラムを作成していくことが重要です。 
 

 
平成 29 年度から運営委員会を設置し、活動プログラムの企画・充実、安全管理の⽅策を検討し、

⼀体型、または連携型の実施に関する具体的な⽅策を検討します。 
また、放課後児童クラブ及び放課後⼦ども教室の共通のプログラムの充実を図ります。 
 
・学校での学びを深め広げる学習・補充学習 
・⽂化・芸術にふれあう活動、スポーツ活動 
・児童の興味・関⼼やニーズ、地域の資源等を踏まえた多様なプログラム 
・児童が主体となって企画したプログラム 
・児童によるボランティア活動 
 
連携型の場合、児童が共通プログラムに参加する際、安全に移動できるようボランティアを配置す

る等の対策を検討します。 
 

 

 
  

現 状 

今後の課題 

今後の方向性 

○放課後児童クラブ：令和２年度実施箇所数 13 箇所 

○放課後子ども教室：令和２年度実施箇所数 ８箇所 

○放課後児童クラブ 

○放課後子ども教室 

（イ） 放課後子ども総合プランの推進 
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イ 質の高い教育・保育の充実 

 

 
平成 27 度から開始された⼦ども・⼦育て⽀援新制度において、質の⾼い幼児期の学校教育・保育

の総合的な提供が⼤きな柱となっています。市内には、公⽴幼稚園が３か所、公⽴認定こども園が２
か所あり、いずれの園においても豊かな⾃然環境を⽣かして、幼児への環境構成の⼯夫と教職員との
かかわりの中で、「環境を通して⾏う教育」の充実を図ってきました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
幼児教育の改善・充実を図る中で、幼児期の教育については、市内公⽴の幼稚園、こども園のみな

らず、市内の私⽴保育園、こども園を含めたすべての幼児教育施設において、教育の質を確保するこ
とが必要です。また、それぞれの幼児教育施設においては、各園の特⾊と良さがありますが、幼稚園
教育要領等に⽰された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の共通理解とそれを意識した保育実
践が重要になってきます。 

また、教育・保育の内容等を含めて、保護者の多様なニーズに応え、幼児教育の充実を図るために、
幼児教育に必要な専⾨的知識・技術についての研修会を実施し、幼児教育の指導⼒向上を図る必要も
あります。 

さらに、特別な教育的⽀援が必要な⼦どもへの早期対応についても積極的な取組が重要です。 
  

現 状 

今後の課題 

（ア） 就学前教育の充実 

○教育委員会による公立幼稚園等への訪問指導 

○各園が課題をもって取り組んだ園内研修（令和３年度） 

認定こども園

えどさき 

・友達と関わる喜びや楽しさを味わうための環境構成や援助の在り方 

～一人ひとりの発達の姿を捉え、異年齢児との交流を通して～ 

新利根幼稚園 
・園行事への取り組みを通して笑顔でねらいに取り組める子どもを育てる

指導の工夫 

桜川こども園 
・友達との関わりを深め、考えたり工夫したりしながら遊びを進めるため

の環境構成や援助の在り方 

みのり幼稚園 
・幼児の言葉を育てるために 

～主体的・対話的な学びを通して～ 

ゆたか幼稚園 
・友達と一緒に楽しく遊びを進める中で、満足感や達成感を味わうための

環境構成や援助の在り方 

○令和３年度茨城県教育委員会主催の幼児教育に関する研修会への参加（公立５園、私立２園） 

○発達障害専門家派遣事業 

○公私連携協定の締結 
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就学前教育の柱として、市内の全幼児教育施設において、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

を意識した保育の推進を図ります。 
具体的には、幼児教育の特質である、遊びを通した総合的な指導の中で、⼩学校以降の学びにつな

がる「知識及び技能の基礎」、「思考⼒・判断⼒・表現⼒等の基礎」、「学びに向かう⼒、⼈間性等」の
資質・能⼒を５領域「健康」「⼈間関係」「環境」「⾔葉」「表現」において⼀体的に育んでいきます。 

また、公⽴の幼稚園、こども園等において、幼児教育の推進のための研修の機会を充実させ、幼児
教育担当者としての専⾨性の向上を図ります。 

 
主な施策 主な取組 

「幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿」を意識

した保育 

幼児一人ひとりの発達の特性に応じて、各種体験活動の充実を図るこ

とによって、集団の中での主体的な遊びを通して生きる力の基礎を培い

ます。また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識した保育

の充実を目指します。 

幼児教育施設間における

連携・協力の強化 

幼児教育の充実を図るため、私立の保育園、こども園との連携協力を

推進し、本市としての幼児教育の体制づくりに努めていきます。 

「個別の教育支援計画」

作成率の向上と内容の充

実及び活用 

「個別の教育支援計画」の意義について理解啓発を図り、幼児教育施

設における「個別の教育支援計画」の作成率の向上と活用を促進します。 

 
 

 

 

 

 

 
  

今後の方向性 

○市内の幼児教育施設における「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の育成実現 

○幼児教育と小学校教育の円滑な接続推進のための研修会の充実 

○発達障害専門家派遣事業の推進 
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近年、核家族化や地縁・⾎縁的つながりの希薄化により、家庭教育が困難な家庭が増加し、社会全
体による家庭教育⽀援の必要性が⾼まっています。 

本市では平成 23 年度から市内各園・⼩中学校に所属する園児、児童、⽣徒の保護者全員を対象と
して、教育委員会が主体となって家庭教育学級を開催してきました。この事業により家庭教育に関す
る事業内容の充実と学校の枠を超えた保護者同⼠の交流が図られてきました。また、幼稚園・こども
園、⼩・中学校で開催される家庭教育学級に対し、企画・⽴案の協⼒、情報の提供、補助⾦の⽀給な
ど、活動の⽀援にも取り組んでいます。 

また、令和元年度より、地域⼈材を活⽤した「家庭教育⽀援チーム」を核とし、主体的に家庭教育
について学ぶ機会の確保が難しい保護者への訪問等により⽀援をする、訪問型家庭教育⽀援事業を実
施しています。 

 
 

 

 

 

 
 

令和元年度「家庭の教育力の向上」に向けた各事業の実績数 

主 な 事 業 
実  績  数 

開 催 数 参加人数等 

子育て学習会 ７回 439 名 

担当者及び代表者説明会 １回 66 名 

家庭教育相談 年 17 回 相談件数 19 件 

小学校入学児童保護者対象子育て学習会 10 回 235 名 

家庭教育学級補助金事業 消耗品補助：５校・５園 

⼦育て学習会の参加者数の推移 

 

 

 
  

現 状 

○教育委員会主催家庭教育学級の開催 

○家庭教育相談（子育て悩み相談）の実施 

○小学校入学児童保護者対象子育て学習会の開催（市内全小学校） 

○稲敷市内公立幼稚園・こども園、小・中学校家庭教育学級への補助金事業 

〇訪問型家庭教育支援事業 

（イ） 家庭の教育力の向上 
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⼦育てに関⼼が低い保護者、⼦育てに不安や悩みをもつ孤⽴しがちな保護者、教育を学校や他⼈に

任せがちな保護者、仕事で忙しい保護者などに対して、家庭教育に関する学習機会や、情報の提供の
充実が求められています。 

また、幼児期から継続した家庭教育の重要性が増しているため、家庭教育⽀援資料等を活⽤しなが
ら、家庭教育⽀援の⼀層の充実を図っていく必要があります。 

家庭教育が家庭内だけでなく、地域が⼀体となり、⼦どもたちがさまざまな体験活動を通して、⾃
主性・⾃⽴性を養うことが求められています。 

 

 
規範意識や思いやりは、家庭教育を基礎として培われることから、保護者に乳幼児期からの⼦ども

との接し⽅や教育の仕⽅を⾝に付けていけるような学習機会を提供し、家庭での意識改⾰を図る施策
に取り組んでいきます。 
 

主な施策 主な取組 

家庭の教育力向上に向け

た取組 

市が主体となって、園・学校、地域のニーズに応じた学習プログラ

ムを作成し、子育て学習会や親同士の交流活動を通して、家庭教育の

重要性についての啓発や親の意識改革を図っていきます。 

就学時健康診断において県教育委員会発行の「家庭教育ブック」「子

育てアドバイスブック」等を活用しながら、親と子の良好な関係づく

り支援、子どもの各年代における育ってほしい具体的姿についての理

解を高める研修会を行います。 

子育て悩み相談の充実 
希望者を対象に公認心理師による悩み相談を行います。必要に応じ

て他課、関係機関との連携に努めます。 

社会教育関係団体との連

携による啓発活動 

県生涯学習施設や関係機関との連携により、各幼稚園・こども園、

小・中学校家庭教育学級の支援にあたります。 

家庭教育支援チームによ

る訪問型家庭教育支援 

問題を抱える保護者に対し、家庭訪問等により、直接、家庭に働き

かけと支援をします。 
 
 
 

 

 

 
 
  

今後の課題 

今後の方向性 

○家庭教育学級の推進 

○子育て悩み相談の開催 

○市内社会教育関係団体との連携による家庭教育講演会及び体験活動の開催 

○訪問型家庭教育支援事業の推進 
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幼児期の教育と⼩学校教育の接続に関して、幼児と児童の交流や教職員同⼠のそれぞれの施設の相

互参観及び研修を進めてきました。また、市内幼稚園・こども園と⼩学校低学年担当教諭との合同研
修会や幼稚園、こども園と同⼩学校区の連絡協議会も定期的に開催し、幼児期の教育と⼩学校教育の
円滑な接続に向けての取組を進めてきました。 

幼稚園、こども園においてはアプローチカリキュラムが作成され、⼩学校においてもスタートカリ
キュラムを作成し、円滑な接続を意識した取組となってきております。 

 
 
 

 

 
 
令和元年度 相互参観及び交流数（市内平均／年） 

幼稚園・こども園教職員の小中学校の授業参観

及び交流（小学校・中学校にて） 

（平均 5.2 回／年） 

小中学校教職員の幼稚園・こども園の保育参観及

び交流（幼稚園、こども園にて） 

（平均 3.3 回／年） 

主な内容 

（参観） 

・計画訪問における授業参観 

・１年生の授業参観・情報交換 

・１年生の授業「秋の自然にふれる」等 

（交流） 

・５年生（入学時の最高学年）との交流 

・体験入学（５歳児） 

・小学校の校庭で遊ぼう 

・小学校のプールで遊ぼう 

・なかよし集会（学校探検、秋パーティー） 

・中学校で中学３年生とどんぐり拾い 

・吹奏楽部コンサートを聴こう 

主な内容 

（参観） 

・計画訪問における保育参観 

・入学園児保育参観 

・就学に向けた幼小接続のための保育参観 

（交流） 

・じゃがいも掘り 

・中学３年生技術・家庭科保育実習 

合唱・自作おもちゃの披露、教室内外で 

遊ぶ 

・園児と秋を探そう 

 

 
公⽴の幼稚園・こども園、私⽴の保育園、こども園の幼児と同中学校区の⼩学校児童や教職員同⼠

の交流を密接にし、幼児期の教育と⼩学校教育の接続に関する合同研修会の内容の充実を図る必要が
あります。具体的には、教育課程における幼児期の教育と⼩学校教育の連続性を視野に⼊れた円滑な
接続推進のためのアプローチカリキュラムとスタートカリキュラムの⾒直しを協同で⾏うことが必
要です。 

また、幼児教育の改善・充実を図る中で、幼児期の教育についての市内幼児教育施設における教育
の質の向上を図ることが必要です。  

現 状 

今後の課題 

○中学校区こ幼保小中連絡会議の設置 

○こ幼小の教育施設間の交流 

（ウ） こ幼保小連携教育の推進 
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⼩学校のスタートカリキュラムと幼児教育施設のアプローチカリキュラムの中学校区における共

通実践に向けた⾒直しを図ります。 
市内幼児教育施設及び⼩学校に研修会参加を促し、教職員の相互交流を通して、学びの連続性を視

野に⼊れた幼児期の教育と⼩学校教育の円滑な接続に向けて、研修の充実を図ります。 
 

主な施策 主な取組 

幼児期教育と小学校教育

の接続推進 

市内幼児教育施設の横の連携を深めるとともに、各中学校区におけ

る、こ幼保小、中を含めた縦の連携を密にする取組を推進します。具

体的には、園内リーダーや保幼小接続コーディネーターを中心に、学

びの連続性を視野に入れた、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続

のための連携を強化し、具体的な課題解決に向けた取組の充実を図り

ます。 

合同研修会の充実 

幼児教育施設と小学校における幼児と児童の交流や、各教職員の交

流及び幼児教育に必要な専門的知識・技術についての研修会を実施し、

幼児教育の指導力向上を図ります。 

 
 
 

 

 

 
 
  

今後の方向性 

○幼児教育施設と小学校との交流（幼児・児童、教職員）の充実 

○幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続に向けた研修会の実施 
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ア 確かな学力を身に付けた“いなしきっ子”の育成 

 

 
児童⽣徒の基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図り、それらを活⽤して、⾃ら考え、判断

し、表現する⼒を育む指導を展開しています。児童⽣徒が主体的な学習態度を⾝に付け、解決する⼒
の育成など「確かな学⼒」の育成に努め、学習意欲の向上につなげる努⼒がなされています。 

本市の⼩中学校の教職員は、平成 25 年度より実施されている学⼒向上推進プロジェクト事業にお
ける授業⼒ブラッシュアップ研修に意欲的に参加し、先進的な授業実践の参観から課題解決的な学習
や⾔語活動を取り⼊れた学習展開を⾃校の実践に取り⼊れ、授業改善に努めています。 

また、「話し合い、伝え合う」を意識した指導により、児童⽣徒の「⾃分の考えを相⼿にしっかり
と伝えることができる」という能⼒を⾼めています。 

 
 

 

 
 
令和元年度全国学力・学習状況調査 

学級⽣活をよりよくするために、学級活動で話し合い、 
互いの意⾒のよさを⽣かして解決⽅法等を合意形成できるような指導を⾏っていますか 

 

 

 

 

 
 
 

学級の友達との間で話し合う活動を通じて、⾃分の考えを深めたり、 
広げたりすることができていると思いますか 

 

 
  

現 状 

(2) 家庭・地域と連携した義務教育の推進 

（ア） 主体的・対話的で深い学びの推進 

○教育委員会による小中学校訪問指導 

○学力向上推進プロジェクト事業の推進 
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新学習指導要領では、⼦どもたちが「何を知っているか」「知っていることを使ってどのように社

会・世界と関わり、よりよい⼈⽣を送るか」を重視し、知識・技能、思考⼒・判断⼒・表現⼒等、学
ぶ態度等に関わるもののすべてを総合的に育んでいくことを⽬指しています。 

そのためには、「主体的・対話的で深い学び」の実現を⽬指し、稲敷市授業スタイルの確⽴と、市
内の全⼩中学校の授業において学⼒向上につながる授業改善を図り、教職員の指導⼒を⾼めていきま
す。また、個に応じた指導を充実させることで、児童⽣徒の学習への興味・関⼼・意欲を⾼め、学⼒
の向上に努めていかねばなりません。 

 

 
稲敷市授業スタイルによる授業改善を柱に、市内全⼩中学校教職員の指導⼒を⾼めます。また、個

に応じた指導の充実を⼀層図ります。その成果を児童⽣徒の学習に対する興味・関⼼・意欲の⾼まり
と学⼒の向上につなげます。 

また、新学習指導要領の全⾯実施を受け、課題解決に向けた「主体的・対話的で深い学び」を実現
できるよう授業を改善し、児童⽣徒の学びの質を⾼められるように努めていきます。 

さらに、授業研究発表会等への教職員の積極的な参加を呼びかけ、⾝に付けた知識・技能を活⽤す
る場を充実させるとともに、「主体的・対話的で深い学び」を⽬指した授業実践を推進します。 

 
主な施策 主な取組 

教職員の指導力の向上 

教育委員会による学校訪問指導等を通して、稲敷市授業スタイルに

よる授業改善を図り、「主体的・対話的で深い学び」を実現できる学

習指導の工夫・改善と指導力の向上を図ります。 

個に応じた指導の充実 
少人数指導や習熟度別グループ学習、ティーム・ティーチングの指

導方法を積極的に取り入れ、個に応じた指導を充実させていきます。 

計画訪問の実施 
学習指導に関わる実践的な授業づくりの研修を進め、教職員の指導

力の向上を図ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

今後の課題 

今後の方向性 

○稲敷市授業スタイルの確立と共通実践の推進 

○計画訪問の実施 

＜稲敷市授業スタイル＞ 

ユニバーサルデザインの視点からの授業づくり 

課題解決型の学習の推進 

体験学習の重視 
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⼩中学校では、学⼒向上推進プロジェクト事業において基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得

と活⽤する⼒の育成に向けての学校訪問指導を通して、教職員の指導⼒の向上に努めてきました。ま
た、少⼈数指導の導⼊や授業⼒ブラッシュアップ研修をうけた授業改善なども進めています。 

⼀⽅、⼩学校３年⽣〜６年⽣においては市独⾃の算数の⾃作テストを実施したり、⼩学校１年⽣〜
２年⽣においては国語・算数の学⼒診断のための全国標準テストを実施したりして、基礎的・基本的
な知識・技能の習得状況を把握してきました。 

理科においては、⼩学校⾼学年の理科授業の⽀援として理科⽀援員を配置するとともに、科学のお
もしろさを実感できる特別授業の実施をしています。中学校においては、科学の甲⼦園ジュニア茨城
県⼤会予選に市内全中学校⽣徒が参加し、県⼤会出場を⽬指しています。 

 
 
 

 

 

 

 

令和元年度全国学力・学習状況調査 

授業の内容はよくわかりますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現 状 

○教育委員による計画的な学校訪問指導 

○少人数指導、習熟度別学習指導の導入 

○市内算数科学力診断テスト作成及び実施、全国標準テストの実施 

○科学の甲子園ジュニア茨城県大会予選への市内全中学生の参加 

（イ） 基礎的・基本的な知識・技能の習得 

35.0%

35.8%

49.3%

39.1%

28.7%

32.1%

41.2%

39.5%

39.2%

38.8%

34.2%

38.4%

49.3%

50.5%

43.8%

45.4%

18.5%

19.7%

12.4%

18.0%

17.6%

15.1%

12.0%

11.6%

7.3%

5.7%

4.1%

4.5%

4.4%

2.3%

3.0%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中３数学（全国）

中３数学（市）

⼩６算数（全国）

⼩６算数（市）

中３国語（全国）

中３国語（市）

⼩６国語（全国）

⼩６国語（市）

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない
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全国学⼒・学習状況調査や県学⼒診断テストから明らかになっている各校の課題を分析し、学校全

体における授業改善をさらに図る必要があります。⼩中学校の国語の授業においては、全国平均に⽐
べ、授業理解がややよい傾向にありますが、算数・数学においては全国をやや下回っています。 

また、同教科で⽐較すると⼩学校に⽐べて中学校ほど授業理解に困難さを感じる⽣徒が増える傾向
にあります。教職員の学⼒向上に関する研修会や校内研修の積極的な取組を推進し、教職員の指導⼒
の向上を⼀層充実させ、わかる授業の充実を図ることも重要です。 

児童⽣徒の⽣涯にわたり学習する基盤が培われるように、基礎的な知識・技能の確実な定着とそれ
らを活⽤して課題を解決するために必要な思考⼒・判断⼒・表現⼒を育み、主体的に学習に取り組む
態度を養うことも⼤切です。 
 

 
学校訪問における指導の充実を図るとともに、各学校の校内研修体制を充実させ、教職員の指導⼒

の向上を図ります。また、授業発表会等へ積極的に参加して指導法についての研修を⾏い、稲敷市授
業スタイルの実践を深めるとともに、各学校の実態に応じた効果的な指導の確⽴を図ります。 

児童⽣徒⼀⼈ひとりの基礎的な知識・技能の確実な定着を図り、県学⼒診断テスト等の各種評価に
おいて学習の到達度を⼗分に把握し、⾃ら学ぶ意欲や態度を育成するため、ティーム・ティーチング
による少⼈数教育を推進し、個に応じたきめ細かな指導の⼯夫改善を⼀層進めていきます。 

また、理科⽀援員の配置をさらに広げ、理科教育の充実や読書活動の充実を図ります。さらに、「科
学の甲⼦園ジュニア」などの県の事業にも引き続き積極的に取り組み、成果を上げていきます。 

 
主な施策 主な取組 

学習指導法の工夫 
少人数指導や習熟度別グループ学習、ティーム・ティーチングの指

導方法を積極的に取り入れ、個に応じた指導を行っていきます。 

稲敷市算数科学力診断テ

ストの実施 

市が独自に作成し実施しているテストを今後も継続実施し、結果を

指導の改善や、補充指導に生かします。 

計画訪問の実施 
研究授業を通じて「主体的・対話的で深い学び」を目指した授業改

善を進め、教職員の指導力の向上を図ります。 

理科の学習指導の充実 
小学校に理科支援員を配置し、特に高学年の理科授業の充実と小学

校における科学の楽しさを実感する特別授業の充実を図ります。 
 
 

 

 

 
  

今後の課題 

今後の方向性 

○稲敷市算数科学力診断テストの作成と実施、及び小学校１年生～２年生の学力診断テ

ストの実施 

○計画訪問の実施 

○小学校への理科支援員配置と科学のおもしろさを実感できる特別授業の実施 

○市内全中学生の科学の甲子園ジュニア茨城県大会予選への参加 
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全国学⼒・学習状況調査によると、本市の児童⽣徒は、全国平均や県平均に⽐べて家庭学習の時間

が短い傾向があります。⼀⽅でテレビ・ゲーム・ネットに費やす時間が⻑い実態も明らかになってい
ます。市内⼩中学校においては、⽣活アンケート調査を実施し、現状を保護者に伝え、改善の協⼒を
仰ぐ取組を推進しています。また、家庭学習の⼿引きを作成し、家庭と連携した家庭学習の充実を図
っています。 

 
 

 

 

 

令和元年度全国学力・学習状況調査 

学校の授業時間以外に、普段１⽇どれくらいの時間、勉強しますか 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度までに家庭学習の取組として、学校では児童⽣徒に家庭での学習⽅法等を 
具体例を挙げながら教えるようにしましたか 

 

 

 

 

 

 

  

現 状 

○生活アンケート調査の実施 

○家庭学習の手引きの配付 

（ウ） 学習習慣の育成 

12.4%

8.7%

8.1%

9.9%

8.1%

7.4%

16.9%

16.3%

12.0%

25.6%

25.4%

23.7%

36.8%

44.5%

32.4%

34.5%

37.5%

30.1%

24.1%

24.9%

34.9%

17.2%

18.7%

26.4%

7.6%

4.8%

11.6%

8.4%

7.6%

8.4%

2.2%

0.8%

1.0%

4.4%

2.7%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国 ⼩６

県 ⼩６

稲敷市 ⼩６

全国 中３

県 中３

稲敷市 中３

３時間以上 ２時間〜３時間 １時間〜２時間
30分〜1時間 30分より少ない 全くしない

49.9%

61.6%

90.0%

38.9%

58.7%

100.0%

45.6%

36.6%

10.0%

53.2%

39.6%

4.4%

1.7%

7.8%

1.8%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国 ⼩６

県 ⼩６

稲敷市 ⼩６

全国 中３

県 中３

稲敷市 中３

よく⾏った どちらかといえば⾏った あまり⾏っていない 全く⾏っていない
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家庭におけるテレビ・ゲーム・ネットに費やす時間が本市の児童⽣徒は多い傾向にあり、家庭での

学習時間が短い傾向にあることから家庭との連携を図りながら改善する取組が必要です。 
家庭学習の⼿引きの有効活⽤できるように改善を図っていくことと、活⽤状況を把握する必要があ

ります。 
 

 
学⼒の向上に向けて、学習習慣の育成は重要です。規律ある学習態度と家庭学習の習慣化を柱に、

家庭との連携を図りながら、市内の学校全体で、学⼒向上を⽬指します。 
そのためには、望ましい⽣活習慣の形成が重要であり、授業において、すべての教職員がＰＤＣＡ

サイクルを⽣かし、⾃らの指導⼒を⾼めることも推進します。保護者、地域との連携を深め、市内の
児童⽣徒の学⼒向上にむけ、総合的に確かな学⼒を育む基盤づくりを⾏っていきます。 

 
主な施策 主な取組 

中学校区における規律あ

る学習態度の共通実践 

９年間の義務教育を通して共通して実践する規律ある学習態度の

育成を市内中学校エリアごとに図り、すべての児童生徒の規律ある学

習態度の育成に努めていきます。 

家庭学習の充実 家庭と連携しながら、望ましい学習習慣の育成を目指します。 

望ましい生活習慣の形成 
家庭と連携し、テレビ・ゲーム・ネットに費やす時間の軽減を図り、

家族団らん、望ましい生活習慣の充実を図ります。 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

今後の課題 

今後の方向性 

○家庭学習推進事業 



22 

イ 豊かな心をもつ“いなしきっ子”の育成 

 

 
本市では、これまでも道徳教育を推進していくことで、幼稚園・こども園、⼩学校、中学校を通し、

「豊かな⼼の育成」に努めてきました。特に、幼稚園・こども園については「規範意識の芽⽣えを培
うこと」、⼩学校においては「道徳的価値の形成を図る指導の徹底と⾃⼰の⽣き⽅についての指導」、
中学校においては「社会とのかかわりを踏まえ、⼈間としての⽣き⽅を⾒つめさせる指導」を重点と
して、道徳に関する校内研修の充実、こども園、幼稚園、⼩学校、中学校の連携の推進、マナーアッ
プ運動の推進等のさまざまな取組を⾏ってきました。 

国では、道徳教育の抜本的改善・充実を図るため、「特別の教科 道徳」（道徳科）として新たに位
置づける学習指導要領の⼀部改正（平成 27 年３⽉）を⾏い、検定教科書を導⼊し、問題解決型の学
習や体験的な学習を取り⼊れるなどの指導⽅法の⼯夫を通して、「考え、議論する」道徳科への質的
転換により児童⽣徒の道徳性を育むこととしています。 

 
 

 

 

 
 
令和元年度全国学力・学習状況調査 

⼈が困っているときは、進んで助けていますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⼩学校では、平成 30 年度から、中学校では、令和元年度から「特別の教科 道徳」が全⾯実施され

ました。「特別の教科 道徳」授業の充実や体験活動の実施及び授業の公開等を通して、家庭や地域社
会への広報活動を充実させ、学校、家庭、地域社会が連携し、道徳教育の充実を図っていくことが求
められています。 

現 状 

今後の課題 

（ア） 道徳教育の充実 

○道徳に関する校内研修、稲敷市道徳教育研修会の内容の充実 

○こども園・幼稚園、小学校、中学校の連携 

○家庭、地域社会との連携・協力による心の教育の推進 

○マナーアップ運動の実施 

40.4%

41.9%

39.4%

34.4%

38.0%

37.8%

47.5%

47.0%

45.8%

51.4%

49.7%

55.9%

10.6%

9.7%

12.7%

12.4%

10.9%

6.0%

1.5%

1.4%

2.1%

1.8%

1.4%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国 ⼩６

県 ⼩６

稲敷市 ⼩６

全国 中３

県 中３

稲敷市 中３

当てはまる どちらかといえば当てはまる
どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない
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本市の中学⽣は、県や全国に⽐べ、⼈が困っているときは、進んで助けていると感じている割合が
⾼い状況にありますが、⼩学校においては、その割合が低い傾向が⾒られます。今後、⼦どもたちに
命を尊ぶ⼼や他者への思いやり、規範意識や⾃主性など、豊かな⼈間性を育み、⼀⼈ひとりがその個
性を⽣かしつつ、互いを認め合い、⼈⽣をよりよく⽣きていくための基盤をつくるうえで、道徳教育
の充実がより⼀層求められています。 

 

 
学校の教育活動全体を通じて⾏う道徳教育の充実を図るとともに、「特別の教科 道徳」実施によ

る「考え、議論する道徳」への授業改善と、道徳教育の指導⼒を⾼めるため、教職員の研修等の充実
を図っていきます。 

 
主な施策 主な取組 

教職員の指導力の向上 
指導方法の工夫・改善及び評価についての研修を計画的に行い、指導

力を向上させる取組を推進します。 

こども園・幼稚園、小学

校、中学校の発達の段階

に応じた道徳教育の推進 

幼児期からの道徳性の育成を図るため、研修を通して園、学校の取組

への支援をするとともに、中学校区における異校種間の連携を推進しま

す。また、特別活動や総合的な学習の時間等における多様な実践活動や

体験活動を「特別の教科 道徳」の授業に活かす取組を推進します。 

家庭・地域社会との連

携・協力による心の教育

の推進 

「特別の教科 道徳」の趣旨を家庭・地域社会に周知し、学校、家庭、

地域社会がともに道徳教育について考える場の設定を促進します。 

「特別の教科 道徳」の授業公開やゲストティーチャーの活用などを

促進し、学校が家庭や地域社会と連携・協力し、道徳教育を推進します。 

小学校、中学校における

「特別の教科 道徳」の授

業の質の向上 

児童生徒の発達の段階や特性等を考慮しながら、指導のねらいに即し

て、問題解決的な学習や体験的な学習等を適切に取り入れ、授業の質を

向上させる取組を推進します。 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

今後の方向性 

○道徳教育の全体計画、年間指導計画の見直しと指導体制の整備 

○道徳に関する校内研修の充実 

○こども園・幼稚園、小学校、中学校の連携の推進 

○家庭、地域社会との連携・協力による心の教育の推進 

○道徳における情報モラル教育の実施 

○マナーアップ運動の実施 

○ボランティア等の体験活動の推進 
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学校における⼈権教育の取組については、国の「⼈権及び⼈権啓発の推進に関する法律」第３条に

基本理念の実現を図るための必要な取組が⽰されています。 
学校教育における⼈権尊重の理念は、「⾃分の⼤切さとともに他の⼤切さを認めること」です。児

童⽣徒が⾃分の⼤切さとともに他の⼈の⼤切さを認めることができるようになり、それがさまざまな
場⾯で具体的な態度や⾏動に現れ、⼈権が尊重される社会づくりに向けた⾏動につながるよう、指導
の充実が必要です。 

本市では、⼈権尊重の精神に⽴った学校づくりのために、学校教育全体で、⼈権教育の推進体制の
整備を進めてきました。また、児童⽣徒の⼈権感覚を育成するうえで、教職員⾃⾝が研修を通して、
⼈権感覚を⾼め、直接児童⽣徒の普段の指導に当たるうえでの指導⼒向上を図っています。 

 
 

 

 

 

 

 

令和元年度全国・学力学習状況調査 

いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思いますか 

 

 

 

 
  

現 状 

○人権に関する研修会への参加と各校での校内研修の実施 

○いじめの早期発見・早期対応、教育相談体制の構築 

○児童虐待の早期発見・早期対応と関係機関との連携 

○市人権推進室との連携 

○市主催の人権に関する研修会・講演会への参加 

（イ） 人権教育の充実 

85.0%

85.7%

79.3%

78.0%

80.3%

84.6%

12.2%

11.9%

15.8%

17.0%

15.6%

12.0%

2.0%

1.7%

4.9%

3.6%

3.2%

2.7%

0.8%

0.7%

0.0%

1.4%
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⼈間関係の希薄化やモラルの低下にともない、さまざまな⼈権に関する問題が起こっています。 
令和元年度の全国学⼒・学習状況調査結果を⾒ると、市内の⼩学⽣はいじめに対して、絶対にいけ

ないことという強い認識が県、全国の⼦どもに⽐べやや低い状況にあります。 
今後も、いじめをはじめとして児童⽣徒の⼈権感覚の育成を適切に図っていく必要があります。さ

らに、児童⽣徒に豊かな⼈権感覚や⼈権意識を醸成するためには、指導者である教職員の⼈権意識の
啓発と⼈権教育に関する指導⼒の向上を図っていく必要があります。あわせて、⼈権教育に関する保
護者への啓発活動も推進していく必要があります。 

また、⼦どもの頃から固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男⼥平等の意識をもち、仕事や家
庭を担える能⼒を育成していくことが求められます。 

 

 
⼈権尊重の視点に⽴った学校づくりのために、管理職に対しては、課題意識をもち教職員の指導に

当たるための研修を進め、学校教育全体で⼈権教育の推進体制の整備を進めます。 
教職員に対しては、児童⽣徒の⼈権感覚を育成するために、教職員⾃⾝が⼈権尊重の理念を理解す

るとともに、⼈権感覚・⼈権意識を⾼めるための研修や⼈権教育に関する指導⼒向上を⽬指す研修へ
の積極的参加を推進していきます。 

保護者に対しては、こども園・幼稚園、⼩学校、中学校における⼈権教育の取組を積極的に紹介す
る等、⼈権意識を⾼められるような啓発活動を進めます。 

また、学校内外での教育においては、多様性に配慮しながら、男⼥共同参画に関する理解促進を図
り、固定的な性別役割分担意識の解消に努めます。 

 
主な施策 主な取組 

人権教育の推進体制の整

備・充実 

人権教育の推進体制の整備のために、市人権教育推進組織図を作成

し、児童生徒や地域の実態を踏まえた、全体計画・推進計画・指導計

画の工夫・改善を促進し、教育内容の充実を図ります。 

教職員の指導力の向上 
学校教育全体で人権教育を推進し、人権尊重の精神があふれた環境

づくりを進めます。 
 
 
 

 

 

 
 
  

今後の課題 

今後の方向性 

○人権に関する指導力向上のための研修の推進 

○いじめの早期発見・早期対応、教育相談の体制構築 

○児童虐待の早期発見・早期対応と関係機関との連携 

○市人権推進室との連携 

○市主催の人権に関する研修会・講演会への参加 
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全国的な傾向として、少⼦化や情報化社会の進展により児童⽣徒を取り巻く社会環境が⼤きく変化

し、規範意識の低下や思いやりの⼼の⽋如が指摘されています。さらに、スマートフォンや携帯ゲー
ム機等の情報機器が急速に普及する中で、携帯電話及びインターネットの利⽤に起因する⻘少年の犯
罪や児童⽣徒の被害が増加しています。 

また、幼少期においてきまりを守る経験が乏しく、感情をコントロールする⼒やコミュニケーショ
ン能⼒が不⾜し、学校⽣活や社会⽣活への不適応を起こす児童⽣徒が増加しています。 

本市では、これらの問題を未然に防⽌するため、⽣徒指導訪問や学校⽣活⽀援員の配置等により⼦
どもの⾃⽴と社会の⼀員としての⾃覚を促す指導の充実に努めてきました。  

 
 
 

 

 

 

令和元年度 相互参観及び交流数（市内平均／年） 

 

令和元年度全国・学力学習状況調査 

学校のきまりを守っていますか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本市の⼩中学⽣は「学校のきまりを守っていますか」という問いに対し、⼩学⽣・中学⽣ともに県

や全国よりも「当てはまる」と回答する割合が低い傾向にあり、規範意識の向上が課題です。 
いじめや暴⼒⾏為等の問題⾏動に対しては、「稲敷市いじめ防⽌基本⽅針」を策定し、いじめの未

然防⽌、早期対応・早期発⾒に努めるとともに稲敷市学校⽣活⽀援員制度を導⼊し、⽣徒の落ち着い
た、秩序のある学校⽣活への⽀援を⾏ってきました。 

今後は、児童⽣徒の⾃⼰実現を図るために、学校・家庭・地域が連携を深め、幼少期から、きまり
や規則を守ることや思いやりの⼼をもつことなどについて、⼀⼈ひとりの特性や成⻑に応じて⾝に付
けられる取組が求められています。  

現 状 

今後の課題 

○適応指導教室の設置 

○スクールカウンセラーの配置 

○不登校対策協議会の開催 

○学校生活支援員の配置 

○マナーアップ運動の実施 

〇生徒指導訪問の実施 

○スクールソーシャルワーカーの配置 

（ウ） 生徒指導の充実 

46.7%

52.8%

45.8%

66.3%

69.2%

64.9%

45.7%

41.9%

45.8%

29.8%

27.7%

32.4%

6.6%
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7.0%

3.2%

2.5%

2.7%

1.0%

0.8%

1.4%

0.7%

0.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国 ⼩６

県 ⼩６

稲敷市 ⼩６

全国 中３

県 中３

稲敷市 中３
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⼦どもたちの問題⾏動の予防や解決にあたっては、児童⽣徒の抱える問題の背景にさまざまな要因

が関係しているため、今後は、家庭や関係機関と連携して、幼児期から⼀貫性をもった指導体制を整
備することが必要です。 

こども園・幼稚園、保育所、⼩学校、中学校の連携を深め、学校における指導体制の充実に努め、
児童⽣徒が⽇々の⽣活において、⾃⼰有⽤感を⾼める授業づくりや望ましい集団づくりを推進すると
ともに、互いに思いやる⼼を⼤切にした⼼の教育を充実させ、いじめや暴⼒⾏為の未然防⽌に努めま
す。また、⾃⼰指導能⼒を育成する教育活動の展開を図ります。 

 
主な施策 主な取組 

教職員の指導力向上と生

徒指導体制の確立 

学校の方針や指導の基準を明確にした生徒指導体制を整備し、家庭や

関係機関等と連携した支援を積極的に行うことにより組織的な対応を

推進し、問題行動等の未然防止と解消に努めます。 

いじめ等、問題行動の未

然防止の取組の充実と推

進 

いじめ等の問題行動を未然に防止するために、児童生徒が互いに認め

合い、励まし合う授業づくりを推進するとともに、Ｑ－Ｕ調査を活用し

た集団づくりと学級経営の充実を推進します。 

児童会・生徒会を中心としたいじめの未然防止や携帯電話・スマート

フォンの正しい利用についての話し合いやフォーラム等の活動を推進

します。 

児童生徒の自律と社会性

の育成 

学校・家庭・地域が連携し、幼児期からの規範意識の醸成と基本的生

活習慣の定着を図るための取組を充実させます。 

あいさつ運動やマナーアップ運動を通して、児童生徒に社会のルール

やマナーの意識と必要性を喚起し、モラルの高揚を図ります。 

関係機関等とのネットワ

ークの強化 

学校は、児童生徒の抱える問題ごとに、警察・児童相談所・市社会福

祉課・市こども支援課・市健康増進課等の関係機関・団体等との情報を

共有し、必要な場合にはケース会議を開催するなど連携した対応や支援

を行い、児童生徒が安心して教育を受けられる環境づくりに努めます。 
 
 
 

 

 
  

今後の方向性 

○市いじめ問題対策連絡協議会の開催と中学校区を単位としたこども園、幼稚園、 

小学校、中学校の連携 

○教職員の指導力の向上（児童生徒の実態に応じた個への対応力の向上） 

○生徒指導に係る研修会の開催（不登校対策研修会、生徒指導主事研修会） 

○携帯電話・スマートフォンの利用に関する家庭でのルールづくりの推進 

○マナーアップ運動の実施 

○学校生活支援員制度の活用 



28 

 

 
児童⽣徒にとっての学級とは、学校⽣活の基盤であり、学級担任は担当する学級の責任者として当

該学級の適切な経営にあたる役割を担っています。学校教育の⼤きな役割である学習指導は、その学
級を単位として展開されるものであり、学級における児童⽣徒の⼈間関係や担任との関係は学⼒と密
接なつながりがあると考えられます。 

市内の学校では、年度当初に学年・学級経営⽅針と学校改善プランを作成し、児童⽣徒の実態に応
じた学年・学級経営や学⼒向上を⽬指した施策に取り組んでいます。また、年間２回のＱ−Ｕ調査を
実施し、児童⽣徒の学校⽣活における満⾜度や学級の居⼼地の良さを把握し、学級経営に活かしてき
ました。これらの実践に対して、教育委員の学校訪問や担当者との⾯談を通して、学年・学級経営の
状況を把握し、指導助⾔を⾏っています。 

 
 
 
 

 

 

 
 

令和２年度市内Ｑ-Ｕ調査による学校⽣活満⾜群の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
学年・学級経営の充実は、児童⽣徒の学⼒向上に向けて、学習意欲を⾼めることや学習規律を確実

に⾝に付けさせること、学習習慣の確⽴等の推進のためにも必要です。 
令和２年度に実施したＱ−Ｕ調査の結果では、市内の⼩中学校ともに、学校⽣活満⾜群がすべての

学年で全国平均を⼤きく上回っています。今後も、学年・学級経営における「⽬的をもって活動する
集団づくり」のために、児童⽣徒の実態を客観的に把握し、学校における研修体制を充実させ、教職
員の学級経営⼒の向上を図っていく必要があります。  

現 状 

今後の課題 

○学年・学級経営案及び学校改善プランの作成 

○Ｑ－Ｕ調査の実施による児童生徒の学校生活満足度の分析と学級経営への活用 

○学年・学級経営に係る教職員研修の実施 

（エ） 学年・学級経営の充実 
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学年・学級経営の充実に期待することは、「⽬的をもって活動する集団づくり」を通して、児童⽣

徒の望ましい⼈間関係を築き、⾃主的実践的な態度を育てることと、主体的に学ぶ学習環境を形成す
ることによって学⼒の向上を図ることです。 

そのために、児童⽣徒の実態を客観的に把握できるＱ−Ｕ調査の実施・分析を今後も継続し、学年・
学級経営の質を⾼めていきます。また、組織的に学年・学級経営の質を⾼めるための校内研修体制を
充実させ、児童⽣徒の望ましい集団づくりを進め、教職員の学級経営⼒の向上を図ります。 

これらの教育活動を推進することにより、すべての教職員がＰＤＣＡサイクルを⽣かし、学年・学
級経営や教科経営の充実を図ることで、本市の児童⽣徒が⾃⼰有⽤感をもち、確かな学⼒を育む基盤
をつくっていきます。 

 
主な施策 主な取組 

学年・学級経営に係る研

修の実施 

市教育研究会において、学力向上と学年・学級経営との関連につい

て協議し、学力の基盤となる学級経営について研修を深めます。各学

校において、研修体制の充実を図り、学年・学級経営力の向上を図り

ます。 

児童生徒の実態把握に関

する調査・分析 

児童生徒が所属する学年・学級の実態や学習に対する意識と学力の

関係等を調査・分析し、児童生徒の学力向上に役立てます。 

特別活動における学級活

動、児童会・生徒会活動

の充実 

多様な学級活動を計画的に進める中で、望ましい集団づくりに努め、

児童生徒の自主的で、自治的な活動の充実を図ります。 

 
 
 

 

 
  

今後の方向性 

○市教育研究会学級経営部会における学年・学級経営に係る研修の実施 

○児童生徒の実態調査に関する調査（Ｑ－Ｕ調査）の実施と分析結果の活用 
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ウ 健やかな体をもつ“いなしきっ子”の育成 

 

 
児童⽣徒の体⼒向上に向けて、⼩中学校とも体⼒アップ推進プランを作成して取り組んできました。

⼩学校では、体育の授業ばかりでなく、業間運動や異学年での交流活動を⼯夫してきました。中学校
では、体⼒テストの結果を⽣かした保健体育科の授業や体育的⾏事の⼯夫、運動部活動の充実を通し
て、健やかな体の育成に努めてきました。 

その結果、本市における体⼒⽔準は、⼩中学校とも全国平均を上回り、県平均レベルにあります。 
また、中学校の運動部活動においては、安全指導の徹底に努めるとともに、外部指導者の協⼒を得な
がら、⽣徒の指導・⽀援を⾏ってきました。 

 
 

 

 

 
〈本市児童生徒の体力テストの結果〉 

・総合評価段階別人数の割合の推移 ※（Ａ＋Ｂ）の割合 

 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

市小学校 54.6 52.8 53.2 50.2 53.9 50.7 ― 

県小学校 53.3 53.0 54.5 55.9 56.0 52.8 ― 

全国小学校 38.1 38.3 39.7 40.7 41.4 39.4  

市中学校 52.2 60.2 61.4 65.4 59.9 61.4 ― 

県中学校 59.7 60.1 60.8 61.8 62.1 59.5 ― 

全国中学校 44.8 45.9 47.2 47.9 49.5 47.7  

※R2…新型コロナウイルス感染症の影響により未実施。 

  文部科学省が示す基準に従って、年齢と項目別の 

記録に応じて点数化し、８項目の点数の合計により 

Ａ～Ｅの段階で示す。ＡとＢは、総合評価で上位２ 

ランクのことである。 

 
  

現 状 

（ア） 学校体育の充実 

○子どもの体力向上支援事業の推進 

○運動部活動外部指導者派遣支援事業の導入 
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本市の児童⽣徒の実態を体⼒テストで⾒てみると、総合評価段階別⼈数の（Ａ＋Ｂ）の割合は、県

平均レベルであるものの⼩学校においては、スクールバス等を利⽤して通学する児童の割合が増え、
体⼒低下が⼼配されます。また、放課後や⼟・⽇の過ごし⽅をみても、体を動かす運動や遊びをする
機会が少ない児童⽣徒が⾒られます。そこで、学校⽣活の中で運動をする機会の充実を図るとともに、
家庭と連携した運動の実践化を図っていくことが必要です。 

 

 
⽣涯にわたって運動に親しむ資質や能⼒を育成するとともに、児童⽣徒の体⼒の向上を図ることが

求められています。そこで、児童⽣徒の実態を⼗分に把握したうえで、「体づくり運動」を中⼼とし
た体育学習の充実と、業間運動や体育的⾏事の充実を⽬指します。 

また、学校⽣活を豊かにし、⽣徒のニーズに合わせた魅⼒ある運動部活動となるように推進します。 
さらに、各学校における体⼒づくり推進委員会を充実させ、学校・家庭・地域が⼀体となった体⼒づ
くりの実践を図っていきます。 

 
主な施策 主な取組 

体育学習の充実 

体育の授業では、児童生徒の実態を十分に把握したうえで、学習の

ねらいを明確にし、「できること、わかること、かかわること（中学校

では、多様にかかわること）」をバランスよく組み込み、基礎的・基本

的な内容の確実な定着を図る指導に取り組みます。 

学校の特色を生かした体

育・スポーツ活動の充実 

運動・スポーツの習慣化が図れるように体育の授業はもとより、業

間運動、体育的行事など学校教育活動全体を通して、日常的に体を動

かす機会をつくり、その充実を図ります。 

運動部活動の推進 

スポーツの楽しさや喜びを味わい、学校生活を豊かにする運動部活

動の充実を図るため、指導者の資質能力向上や外部指導者の導入等に

より、魅力ある運動部活動となるよう推進します。 

家庭・地域との連携 
学校・家庭・地域が一体となって体力づくりが実践できるように体

力づくり推進委員会の充実と、家庭への啓発活動を行います。 

教職員の指導力の向上 
研修会の実施や学校体育指導資料（茨城県教育委員会）等の積極的

な活用を通して、指導力の向上に努め、授業改善や充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

今後の課題 

今後の方向性 

○体育学習の充実（学校体育指導資料の積極的な活用、体力テストのデータ分析を 

活用した授業の工夫） 

○子どもの体力向上支援事業の推進（県事業：体力アップ推進プラン、体育授業サポータ

ー派遣事業、体育授業アドバイザー派遣事業、スポーツチャレンジ） 

○運動部活動外部指導者派遣支援事業の促進（県事業） 

○体力づくり推進委員会の充実 

○学校体育実技指導者講習会（県事業）、茨城県教育研修センター講習等を活用した、校

内における教職員の指導力向上、市体育実技講習会 
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ａ 学校保健・学校安全の充実 

 
性に関する問題や薬物乱⽤に関する問題は、低年齢化しています。そこで、保健学習や保健指導で

は、担任教諭と養護教諭とのティーム・ティーチングによる授業を展開し、正しい知識や態度の習得
に取り組んできました。 

また、学校保健委員会を活性化させたり、外部講師による薬物乱⽤防⽌教室や性に関する講演会を
実施したりすることにより、⼦どもの健康上の課題となることについて家庭・地域と連携を図りなが
ら解決に取り組んできました。 

また、学校安全については、交通安全教室や不審者対応避難訓練など関係機関と連携を図りながら
安全教育に取り組んできました。 

 
 

 

 

 

 

〈令和２年度の指導状況〉 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
児童⽣徒の健康課題については、伝染病、う⻭、視⼒低下、肥満などに関する指導をはじめ、薬物

乱⽤防⽌や性に関する指導などの取組をしてきましたが、今後も継続して、より充実した指導に努め
ていくことが⼤切です。 

また、アレルギー疾患等の⾝体疾患を有する児童⽣徒が増加していることに対しても適切に対応し
ていく必要があります。健康課題は体に関することばかりでなく、メンタルヘルスに係る「友達や家
族などの⼈間関係」「不登校・保健室登校・ひきこもり等」「発達障害等の集団⽣活等への不適応」「い
じめ」「性」「不眠」等の課題があり、多様化しています。これらの課題にも関係機関と連携しながら
適切に対応していく必要があります。 

さらに、⾃他の⽣命尊重を基盤とした安全能⼒の育成を図るための学校安全教育を充実していく必
要があります。  

現 状 

今後の課題 

○養護教諭と連携を図った保健学習・保健指導・健康相談の推進 

○薬物乱用防止教室の推進 

○性に関する講演会の推進 

○学校保健委員会の推進 

○交通安全教室や不審者対応避難訓練の実施 

（イ） 学校健康教育の充実 

・養護教諭による保健学習の状況     小学校 10 校 平均：２時間 

中学校 ４校 平均：３時間 

・養護教諭による保健指導の状況     小学校 10 校 平均：４時間 

中学校 ４校 平均：３時間 

・外部講師による薬物乱用防止教室の実施 小学校 ６校、中学校３校 

・外部講師による性に関する講演会の実施 小学校 ７校、中学校２校 

・学校保健委員会の開催         小学校 10 校、中学校４校 

※外部講師による講演会等や学校保健委員会の実施は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、実施予定も含んだ結果。 
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健康教育は、児童⽣徒の発達段階等に応じて、正しい⽣活習慣や⼼の健康、性に関する指導、薬物

乱⽤防⽌、⽣活習慣病、⽣活安全などについて、知識と実践⼒を⾝に付けるために⾏います。 
本市では、⼩中学校９年間を通して、発達段階や地域の実態に応じ、さまざまな健康課題に対応で

きるよう指導⽅法の⼯夫・改善に努めます。さらには、幼稚園・こども園とも連携を図り、中学校区
で共通した取組を実践し、児童⽣徒の「健やかな⼼と体」の育成に努めていきます。 

さらに、児童⽣徒の発達段階に応じて、地域や関係機関とも連携を図りながら安全教育を計画的に
進めていきます。 

 
主な施策 主な取組 

学校保健の充実 

児童生徒に学校保健に関する知識の習得と規範意識の向上を図るた

め、飲酒・喫煙・薬物乱用防止教育及び性に関する指導の充実を図りま

す。また、児童生徒の実態に応じてがん教育や自殺予防教育を推進しま

す。 

学校保健委員会の活性化 

学校における健康に関する課題を協議し、学校と家庭、地域、関係機

関との連携により、各学校の児童生徒の健康に関する課題の解決に向け

た活動の活性化を推進します。 

学校安全の充実 

安全な生活に必要な知識や能力の育成を目指し、家庭、地域、関係機

関との連携により、交通安全教室やＡＥＤ及び心肺蘇生法に関する指導

等の充実を図ります。 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

今後の方向性 

○薬物乱用防止教室の実施 

○性に関する講演会の実施 

○がん教育の実施 

○養護教諭と連携を図った保健学習・保健指導・健康相談の充実 

○家庭と連携した健康教育の推進 

○学校保健委員会の充実 

○交通安全教室の実施 

○ＡＥＤ及び心肺蘇生法に関する指導の実施 

〇よい歯の表彰への推薦 

〇学校薬剤師との連携 
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ｂ 食育の推進 
 
 

近年、偏った栄養摂取、朝⾷⽋⾷など⾷⽣活の乱れや肥満・痩⾝傾向など、⼦どもたちの健康を取
り巻く問題が深刻化しています。特に、朝⾷⽋⾷は、健康への影響ばかりでなく、学⼒においても相
関関係があると⾔われています。 

本市では、栄養教諭が３名配置され、⾷に関する指導と学校給⾷の管理を⾏ってきました。特に、
⾷に関する指導は、児童⽣徒の⾷⽣活の改善のために、給⾷の時間をはじめ、学級活動、総合的な学
習の時間など児童⽣徒と直接触れ合いながら指導に当たってきました。 

また、地域の⾷材を学校給⾷に活⽤したり、親⼦料理教室の開催や料理コンテストに応募したりし
て、⾷材の地産地消の推進にも取り組んでいます。 

 
 

 

 

 

 
 
令和元年度全国学力・学習状況調査           平成 27 年度と令和元年度の比較 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
児童⽣徒の朝⾷摂取率を⾒ると、朝⾷を毎⽇⾷べているのは約 90％です。しかし、主⾷・主菜・

副菜・汁物がそろった朝⾷を摂取して登校している児童⽣徒の割合はかなり低い状況にあります。知
識として⾷の⼤切さや朝⾷摂取の仕⽅は学んでいるものの、実際の⽣活には反映されていない⾯が⾒
られます。 

また、アレルギーをもつ児童⽣徒が増加傾向にあり、除去⾷などの対応も重要であり、家庭との連
携を強化しながら⾷に関する指導を充実していく必要があります。 

さらに、「⾷品ロス」の問題が話題にあげられ、その対応について問われています。 
  

現 状 

○栄養教諭による食に関する指導 

○つくろう料理コンテストへの参加の奨励 

○給食主任会の開催 

今後の課題 
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児童⽣徒が望ましい⾷習慣を⾝に付けていくために、給⾷の時間をはじめ、各教科、学級活動、総

合的な学習の時間など学校教育活動全体の中で、⾷に関する指導の充実と⾃然の恵みに感謝する⼼を
育てていきます。 

また、「⽣き抜く⼒」の重要な⼀つである⾷育について、学校・家庭・地域が連携した取組を実践
していきます。 

 
主な施策 主な取組 

栄養教諭による食育指導

の充実 
食の指導に関する年間計画を作成し、意図的・計画的に実施します。 

望ましい食習慣の形成と

食の自己管理能力を育成

する指導の実践 

児童生徒が望ましい食習慣を身に付けていくため、全体計画・年間

計画に基づき栄養教諭や学校栄養職員、養護教諭等との連携・協力に

よる食に関する指導を実践し、正しい知識に基づいて自ら食を選択す

る自己管理能力を育成します。 

栄養教諭及び学校栄養職

員の資質向上と食に関す

る指導の充実 

栄養教諭等に対する研修の充実を図り、コーディネーターとしての

機能をさらに強化し、学校、家庭、地域が連携して食育の推進を図り

ます。 

食材の地産地消の推進 

親子料理教室の開催や、料理コンテストの応募を通して、地元の食

材を使った料理を体験したり、学校給食で食材のおいしさを実感した

りするなど、地域の農産物に対する関心を高めます。 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

今後の方向性 

○給食主任研修会の充実 

○栄養教諭・学校栄養職員等研修会等への参加 

○学校給食優良学校等表彰に関する応募の推進 

〇親子料理コンテストの開催 

〇料理コンテストへの応募 
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エ 時代の変化や教育的ニーズに対応した教育の推進 

 

 
児童⽣徒の社会的・職業的⾃⽴に向け、体験活動の充実を図り、他⼈とのかかわりや思いやり、社

会のルール等、⼀⼈ひとりの⾃⽴に向けた基礎となる能⼒や態度を養ってきました。各学校において
は、キャリア教育の推進に向けた校内体制の充実が図られ、⼩学校では職場⾒学、中学校では職場体
験学習と、発達の段階に応じた指導が定着してきています。 

 
 
 

 

 

 

令和元年度全国学力・学習状況調査 

将来の夢や⽬標をもっていますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
児童⽣徒が⾃⼰の将来に夢や希望を抱き、その実現をめざしていくには職業⽣活に必要な基礎的知

識や技術・技能の習得への関⼼、望ましい勤労観、職業観の育成がますます必要となってきます。そ
のためには、⼯夫を凝らした教育課程の編成とその運⽤、指導⼒の向上と発達段階に応じた体系的・
系統的なキャリア教育の実践が必要です。 
  

現 状 

今後の課題 

（ア） キャリア教育の充実 

○職場体験学習（中学校）、職場見学学習（小学校）の実施 

○協力事業所数（令和元年度） 中学校：延べ 79 事業所、小学校：延べ 158 事業所 
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技術⾰新の進展や経済・産業の変化や構造転換などが急速に進む中で、学校教育を終えた後も、新

たな知識や技術・技能を⾝に付け、⽣涯にわたって⾃⼰の職業⽣活をたくましく切り拓いていこうと
する意欲や態度、⽬的意識などを培うことが重要になってきます。 

これから直⾯するさまざまな課題に柔軟かつたくましく対応し、⾃⽴へとつながるように、⼀⼈ひ
とりに必要とされる能⼒を育成するため、発達段階に応じた体系的・系統的なキャリア教育の実践と
学校・地域・社会との連携強化を図ります。 

 
主な施策 主な取組 

小中学校におけるキャリ

ア発達を促す体験活動の

充実 

小中学校における、自然体験活動や職場体験学習の充実を図り、社会

の変化に十分に耐えうる社会人としての基礎的資質や能力の育成に努

めます。 

勤労観、職業観や自らの

生き方を系統的に育成す

る教育の充実 

一人ひとりがそれぞれの個性、持ち味を最大限に発揮しながら自立し

ていくために必要な能力や態度を育成するため、指導計画や指導資料の

作成により体系的・系統的な指導の充実を図ります。 

学校・家庭・地域の連携

の強化 

学校が家庭や地元企業等と協力して、児童生徒が他人とのかかわりや

思いやり、社会のルール等を学ぶ機会の充実を図ります。 
 
 

 

 

 

 
  

今後の方向性 

○職場体験活動の推進と「TRIAL HANDBOOK」の活用 

○キャリア教育における優良学校及び推進連携等の実践 
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市内すべての公⽴幼稚園、こども園、⼩中学校にＡＬＴを配置し、幼児期から英語に親しめる環境

を整えています。中学校では稲敷市教育研究会が中⼼となって⾏っている英語プレゼンテーションフ
ォーラムにより、コミュニケーション能⼒の基礎を養っています。また、実⽤英語技能検定の検定料
を補助し、英語検定受験機会の拡充や英語⼒の向上を図っています。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
グローバル化に対応した教育環境づくりとして、新学習指導要領の全⾯実施に伴い⼩学校３・４年

⽣からの外国語活動の開始と、⼩学校５・６年⽣における英語の教科化への対応が必要です。また、
中学校では、互いの考えや気持ちなどを英語で伝え合う対話的な⾔語活動を重視した授業の充実を図
らなければなりません。 

さらに、中学校の英語の授業をすべてオールイングリッシュで⾏うことを基本とすることとして、
⽣徒の着実な英語⼒の向上と教職員の指導⼒の向上が⼤切になってきます。英語検定の受験機会の拡
充と合格率の上昇による英語⼒の向上も課題です。 
  

現 状 

今後の課題 

○全公立幼稚園、こども園、全小中学校へのＡＬＴの導入（令和２年度 市内に９名配置） 

○市英語プレゼンテーションフォーラムの開催 

○令和２年度実用英語技能検定・検定料 補助申請者数 合計延べ 236 名（受験者数 

延べ 333 名） 

（イ） 国際教育の充実 

＜延べ受験者数内訳＞ 

準１級  １名 

２級  ７名  

準２級  37 名 

３級  107 名（内１名は小学生） 

４級  113 名（内 20 名は小学生） 

５級  68 名（内 18 名は小学生） 
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⼩学校における英語の教科化に向けて、研修の機会を設け、⼩学校教職員の指導⼒向上を図ってい

きます。中学校においても、⽣徒の着実な英語⼒向上とそれを⽀える中学校教職員の指導⼒向上を図
ります。 

特に、中学校においては、コミュニケーションを⾏う⾔語活動を⼀層重視し、⽣徒の「聞く」「話
す」「読む」「書く」の４技能の確実な獲得に向けた指導を充実させ、英語検定の受験率を増やし、同
時に合格率を上昇させます。 

 
主な施策 主な取組 

国際社会で活躍できる人

材育成の推進 

小学校においては、英語教材の内容に即したデジタル教材や茨城県独

自で作成した英語教材の活用を通して、児童が英語の音や基礎的な会話

表現に慣れ親しむ外国語活動の授業の充実を図ります。 

中学校においては、英語を「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能

を活用して実際のコミュニケーションを行う言語活動を一層重視し、英

語力の向上を目指します。 

ＡＬＴ配置事業 
外国語教育の充実を図るため、ＡＬＴを幼稚園・こども園や小学校、

中学校に派遣し、幼児期から英語に親しめる環境を整えます。 

実用英語技能検定の検定

料補助事業 

英語検定受験機会の拡充や英語力の向上を図るため、市内小中学校に

在学する児童生徒または、市内に住所を有し、かつ市外の小中学校に在

学する児童生徒に、実用英語技能検定の検定料を１人につき２回／年ま

で（再受験可）補助します。 
 
 
 

 

 

 
 
  

今後の方向性 

○全公立幼稚園・こども園、小中学校におけるＡＬＴの配置及び適正活用 

○姉妹都市交流（カナダのサーモンアーム市）事業への参加 

○実用英語技能検定の検定料補助事業の実施 
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本市では、幼児児童⽣徒の⽣命・⾝体を守るため、各園、⼩中学校において、安全な登降園、登下

校のために各種機関との連携を図り、⾮常事態に備えた避難訓練等の実施などさまざまな取組を⾏っ
ています。また、平成 27 年度は⾼⽥⼩学校をモデル校として、平成 28 年度からは市内すべての⼩学
校５年⽣を対象として、⼩学⽣の防災⼒の育成を⽬指し、ジュニア防災検定の受検を推進してきまし
た。これらの取組を通して、幼児児童⽣徒が⾃他の命の⼤切さを実感できるように努めてきました。 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
学校においては、東⽇本⼤震災の教訓をもとに防災教育の充実を図り、学校と地域とが連携した避

難訓練等の実施を積極的に⾏ってきました。今後も、市内の他機関との連携を深め、より地域に根ざ
した防災教育の推進が必要です。 

また、防災教育の推進にあたっては、「⾃分の命は⾃分で守る」ことができる児童⽣徒の育成も不
可⽋です。市内各地域の災害リスクに応じて、災害時において⾃分の命を守るためには、普段からど
のように備え、どのように⾏動することがよいか、⾃分事として考え、具体的に取り組んでいくこと
ができるような、実践的な防災教育が必要です。 
  

令和２年度における防災関係実施内容（予定していたが中止したものも含む） 実施校 

地域と連携した避難訓練（地震）の実施回数 12 

地域と連携した避難訓練（火災）の実施回数 ６ 

地域と連携した避難訓練（不審者）の実施回数 11 

地域と連携した避難訓練（水害、土砂災害）の実施回数 ４ 

現 状 

今後の課題 

○学校と地域が連携した避難訓練の実施（火災、地震、不審者等） 

○ジュニア防災検定の実施（平成 27 年度 高田小、平成 28 年度～ 全小学校） 

（ウ） 防災教育の充実 

令和２年度 小中学校における地域と連携した避難訓練の実施状況 

○ 小中学校における避難訓練の連携機関 

ＰＴＡ、区長会、消防署、消防団、警察署、学校評議員、民生委員、110 番の家 

スクールガード・リーダー、スクールサポーター 

※防災連絡会議における連携先も含む 
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児童⽣徒に「⾃分の命は⾃分で守る」という⾃助、地域の⽅々とともに助け合う共助、そして、他

者のために⾏動できる公助の⼼を育くんでいく必要があります。より実効性のある防災教育を推進す
るために、関係機関、地域との連携を深めるとともに、災害についての正しい理解と、解決すべき問
題に対応できる判断⼒や実践⼒を⾝に付けさせる防災教育の充実を図ります。 

 
主な施策 主な取組 

本市防災計画に基づく、

安心安全な園、小中学校

づくりと防災教育の充実 

安心で安全な居場所としての園、小中学校となるように危機管理マニ

ュアルの見直しを図り、物的・人的環境の整備を行い、幼児児童生徒の

発達段階を踏まえた心の教育を含めた防災教育の充実を図ります。 

ジュニア防災検定受検推

進事業 

市内すべての小学校５年生の、防災検定の合格とともに、災害時や災

害に備え、適切に判断し、行動できる児童の育成を目指します。 

 
 
 

 

 
  

今後の方向性 

○地域と連携した防災教育の推進 

○ジュニア防災検定受検推進事業の推進 

○学校における交通安全、防犯対策の強化 

○通学路の安全対策の強化 
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本市においては、郷⼟に関する学習で活⽤できるように、社会科における副読本「わたしたちの稲

敷」を作成し、⾝近な地域の学習をはじめ、⽣活科や総合的な学習の時間などで、「本市に⽣まれて
きてよかった」、「住んでよかった」と実感できるような指導に取り組んできました。 

本市の児童⽣徒は、県の⼩中学⽣に⽐べ、地域⾏事への参加率がやや低い状況があります。今住ん
でいる地域の歴史や伝統・⾃然についての関⼼を⾼める必要があります。 

 
 
 
 
 

 

 

 
令和元年度全国学力・学習状況調査 

住んでいる地域の⾏事に参加していますか 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
本市では、「いなしきに住みたくなっちゃうプラン」を策定し、本市の良さを全⾯的にＰＲしてい

るところです。今後、児童⽣徒が、「稲敷市に⽣まれてきてよかった」、「ずっと住んでいたい」とい
う実感をもち、郷⼟の歴史と⽂化の継承者として、本市の発展に貢献できるよう取り組んでいく必要
があります。 
  

現 状 

今後の課題 

○社会科副読本の作成と各学校での活用 

○生活科、社会科、総合的な学習の時間における地域学習 

○いばらきっ子郷土検定への参加 

○ふるさと学習推進事業 

（エ） 郷土教育の充実 

37.2%

36.5%

34.2%

20.6%

22.5%

21.0%

30.8%

32.6%

31.7%

29.3%

32.4%

29.7%

18.6%

18.6%

20.1%

26.3%

26.4%

26.1%

13.4%

12.3%

14.0%

23.8%

18.7%

23.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国 ⼩６

県 ⼩６

稲敷市 ⼩６

全国 中３

県 中３

稲敷市 中３

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない
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本市の魅⼒ある伝統や⽂化、特⾊ある産業の良さなどを、児童⽣徒の発達段階に応じて取り上げ、

郷⼟の良さを⼈に語れるようにするとともに、郷⼟に対する関⼼を⾼めます。これらの郷⼟に関する
学習を「ふるさと学習推進事業」として、積極的に推進します。 

さらに、郷⼟に誇りや愛着をもつことができるように、地域の情報を収集し、「教材化」したり、
それらを活⽤した体験活動や探究的な活動を充実させる取組を進め、まとめたものを発信し、豊かな
表現⼒等を育成していきます。 

 
主な施策 主な取組 

郷土への関心を高める取

組の充実と推進（ふるさ

と学習推進事業） 

郷土に誇りや愛着をもつことができるよう、受け継がれてきた伝統や

文化、産業の良さを体験的に理解できる取組を充実させ、児童生徒が新

聞を作ったりＨＰの記事を作ったりすることで、発信する機会の充実に

継続して取り組みます。 

地域の伝統的、文化的行

事への積極的な参加の促

進 

市内の各地域で継承されている伝統的な行事や文化的行事に対する

積極的な参加を促進します。また、市文化祭に、児童生徒の作品を出品

し、郷土に関する関心を高めます。 

 
 
 

 

 
  

今後の方向性 

○ふるさと学習推進事業の推進 

○稲敷たから音頭の奨励 

○市文化祭への参加 

○輝く郷土の先人たちの新聞づくりとＨＰによる地域自慢の発信 

○いばらきっ子郷土検定市大会の実施 

○歴史民俗資料の活用 
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児童⽣徒の情報活⽤能⼒を育成するために、学習指導要領に基づき、発達段階に応じた体系的な学

習活動を展開し、児童⽣徒の情報活⽤能⼒を育成していくとともに、情報モラル教育の充実を図って
います。また、全⼩中学校への１⼈１台端末（Chromebook）の配付が完了し、教職員が授業におい
て、効果的にＩＣＴを活⽤し、教科の⽬標を達成する指導⽅法・指導体制の⼯夫を積極的に⾏ってい
ます。 

 
 

 

 

 
 

調査項目 平均回数 実施校数 

情報モラルに関する授業の実施回数／年 2.5 14 

授業におけるパソコンの利用（調べ学習等）回数／年 60.0 14 

授業や校務へのＩＣＴ活用に関する教職員の研修の機会 回数／年 4.5 14 

ホームページの更新回数（月におよそ何回か） 8.1 14 

（令和２年度教育活動に関する調査より ※稲敷市内10小学校４中学校） 

 
児童⽣徒の「確かな学⼒」を育成し、「創造性を育む学び」（ＧＩＧＡスクール構想）を実現する

ためにも、協働型・双⽅型の授業⾰新が求められており、教職員のＩＣＴ環境活⽤⼒を向上させるこ
とも必要です。さらに、今後ますます情報化社会が進展していきます。⼩学校低学年も視野に⼊れた
情報モラル教育を計画的に実施していくことが必要です。 
 

 
将来を⾒通して、⼩学校からの情報⼿段を適切かつ主体的、実践的に活⽤することで児童⽣徒の情

報活⽤能⼒を育みます。今あるＩＣＴ機器に加え、１⼈１台端末の配付が完了したことから、今後は、
ＩＣＴを活⽤した授業により、よりわかる授業、より楽しい授業の展開を図るとともに、「個別最適
な学び」と「協働的な学び」を⼀体的に充実させるための授業改善を推進していきます。 

同時に、情報社会で適正な活動を⾏うための基になる考え⽅と態度を養う情報モラル教育の充実も
必須です。具体的には、情報がネットワークを介して瞬時に世界中に伝達され、予想しない影響を与
えてしまうことや、対⾯のコミュニケーションでは考えられないような誤解を⽣じる可能性のある情
報社会の特性を理解し、情報化に潜む影の部分に対応し、適正な活動ができる考え⽅や態度の育成が
必要となっています。 
  

現 状 

今後の課題 

今後の方向性 

○ＩＣＴ環境（１人１台端末を含む）や教育用デジタルコンテンツ（いばスタ）の有効活用 

○情報モラル教育の充実 

（オ） 情報活用能力を育てる教育の充実 
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主な施策 主な取組 

ＩＣＴ環境整備の充実 

全小中学校の全学級配置された電子黒板と全児童生徒へ配付された

１人１台端末、すべての教職員が電子黒板等の新たなＩＣＴ機器を有

効活用し、ＩＣＴを活用した授業の展開を目指します。 

学校・家庭における情報

モラル教育の充実 

家庭と連携した情報モラル教育を充実させ、児童生徒における情報

モラルに関する知識の理解と新たな問題に直面した場合の適切な判断

や行動ができる能力を身に付けさせる教育を推進します。 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文部科学省ＨＰより 

  

○ＩＣＴ機器（１人１台端末含む）の活用に関する情報共有 

○情報モラルに関する研修会の実施 
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地球温暖化や環境問題など、さまざまな地球規模の問題が指摘され、環境に対する知識や考え⽅ば

かりでなく、環境に対して⾃ら考え、⾏動できる⼈材の育成が求められています。 
本市では、環境教育については、各⼩中学校が「総合的な学習の時間」や「理科」や「社会科」の

学習、⽬標や内容を位置づけて取り組んできました。また、理数教育については、理科⽀援員配置事
業の実施により、児童の観察・実験に関する技能の向上を図ってきました。 

 
 
 
 

 

 
平成 27 年度全国学力・学習状況調査 

理科の勉強は⼤切だと思いますか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
霞ヶ浦をはじめとする⾃然に囲まれた本市の豊かな環境を維持しつつ、持続可能な発展ができる社

会を構築するためには、環境教育をはじめとして、そのために必要となる知識や判断⼒、思考⼒の基
盤である理数教育を充実させていくことも課題です。 

市内の児童⽣徒の実態として、⼩学校では県や全国に⽐べ「理科の勉強は⼤切である」と考えてい
る児童が多いのに対して、中学校では県や全国に⽐べ、その割合が低い状況があります。⼩学校で伸
ばした理科への興味・関⼼や理科の必要感を、中学校でも環境教育等に発展させ、より充実させてい
くことが求められています。  

現 状 

今後の課題 

○理科支援員配置事業 

○市学力向上研修会（算数数学、理科担当教職員対象） 

（カ） 環境教育、理数教育の充実 

59.7%

67.9%

75.3%

32.9%

34.8%

28.4%

27.2%

23.3%

19.2%

36.5%

38.4%

38.1%

9.9%

6.8%

4.2%

21.7%

19.9%

21.9%

3.1%

1.8%

1.0%

8.6%

6.7%

11.3%

0.1%

0.2%

0.3%

0.3%

0.2%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国 ⼩学⽣

県 ⼩学⽣

稲敷市 ⼩学⽣

全国 中学⽣

県 中学⽣

稲敷市 中学⽣

当てはまる どちらかといえば当てはまる
どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない
無回答
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学校や地域においてＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の視点に⽴ったより効果的で、質の⾼

い環境教育を実践し、持続可能な社会の担い⼿として主体的に⾏動できる⼈材の育成を⽬指します。
そのために、指導に当たる教職員の資質向上が重要であり、環境教育や理数教育に関する情報提供を
通して、環境教育と理数教育の充実を図ります。 

 
主な施策 主な取組 

身近な自然や地域の環境

を活用した自然体験活動

の推進 

体験を通して環境についての学びを深めるため、茨城県環境科学セ

ンター等の関係機関と連携を図り、自然体験活動の充実を図ります。 

環境教育に関する研修の

充実 

ＥＳＤの視点を取り入れた実践的な環境教育の研修の実施など、環

境異境等に関する教職員の指導力向上を図り、環境教育の充実に努め

ます。 

 
 

 

 
  

今後の方向性 

○理科支援員配置事業の充実 

○市学力向上研修会（算数数学、理科対象）の充実 

○環境教育に関する研修の機会の充実 

○自然体験活動の充実 
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市内の⼩中学校に在籍する特別な配慮を要する児童⽣徒⼀⼈ひとりがもつ、教育的ニーズに対応す

るために、本市では、特別⽀援教育⽀援員は特別⽀援学級に在籍している児童⽣徒の⾃⽴につながる
⽀援、学校教育⽀援員は担任の補助として児童⽣徒の学習⽀援に取り組んできました。 

この特別⽀援教育⽀援員及び学校教育⽀援員を対象に、年度初めと夏季休業期間に特別⽀援教育に
係る研修会を実施してきました。⼼理相談員は巡回相談等を⽬的とした派遣事業を進めてきました。
このように、特別⽀援教育を市の重点施策の⼀つとして充実を図ってきました。また、通常の学級に
も配慮を要する児童⽣徒が在籍していることから、各校において、特別⽀援教育の視点を活⽤したユ
ニバーサルデザインの授業づくりを推進してきました。 

 
 
 
 

 

 

 
 
令和２年度市内小中学校の特別支援関係の状況 

特別支援教育支援員・学校教育支援員の 

１園、１校あたりの配置数 

市幼稚園・こども園 市平均 2.8 人、県平均 2.0 人 

小中学校      市平均 3.3 人、県平均 2.3 人 

支援学級在籍児童生徒の個別の指導計画、 

教育支援計画の作成状況 

個別の指導計画   小 100％、中 100％ 

個別の教育支援計画 小 100％、中 100％ 

通常学級に在籍する配慮を要する児童生徒

の個別指導計画、教育支援計画の作成状況 

個別の指導計画   小中  23％ 

個別の教育支援計画 小中  23％ 

（令和２年度集合指導訪問資料より）

 

平成 28 年４⽉１⽇に障害者差別解消法が施⾏され、幼稚園・こども園、⼩中学校においては、障
がいのある幼児児童⽣徒⼀⼈ひとりがもつ、教育的ニーズに応じた「個別の指導計画」及び「個別の
教育⽀援計画」を活⽤し、関係機関が連携を図り、必要に応じて専⾨家の指導・助⾔を受けながら適
切な⽀援を⾏っていくことが求められています。 

市内の⼩中学校では、特別⽀援学級在籍児童⽣徒の「個別の指導計画」及び「個別の教育⽀援計画」
の作成率は 100％となっていますが、通常学級に在籍する特別な配慮を要する児童⽣徒に対する「個
別の指導計画」の作成は今後の課題です。 

また、教職員⼀⼈ひとりが特別⽀援教育に関する深い⾒識をもち、通常学級の担任であっても多様
化する幼児児童⽣徒に対応できるような、確かな⼒量を⾝に付けることが重要です。 

また、保護者の悩みや不安解消を図っていくために、市としての相談体制を充させていく必要があ
ります。  

現 状 

今後の課題 

○市特別支援教育研修会 

○市特別支援教育支援員派遣事業 

○幼稚園・こども園、小中学校における巡回相談 

○心理相談員派遣事業 

（キ） 特別支援教育の推進 
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幼児児童⽣徒⼀⼈ひとりの教育的ニーズに応じた⾃⽴活動や、⽣活単元学習の指導に関する教職員

の専⾨性向上や通常学級における教職員の対応⼒とユニバーサルデザインの授業づくりを意識した
指導⼒向上に努めます。 

また、通常学級に在籍する特別な配慮を要する児童⽣徒に対する「個別の指導計画」の作成に取り
組むことと、幼児児童⽣徒の障害の状態や特性など、⼀⼈ひとりの実態に応じた教育課程の編成や指
導内容の充実に努めます。 

 
主な施策 主な取組 

幼児児童生徒の障がいの

多様化に応じた教育の充

実 

障がいの状況や特性に応じた教育課程の編成、指導計画の工夫によ

り、幼児児童生徒の障がいの多様化に応じた教育の充実を図ります。 

自立活動と生活単元学習

に関する指導力の向上 

幼児児童生徒一人ひとりの的確な実態把握、指導目標・内容の明確

化、指導後の評価等について、教職員の専門性向上を図るため、県が

取り組んでいる専門家との連携した研修を積極的に活用します。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 

○特別支援教育研修会の充実 

○個別の指導計画と個別の教育支援計画の作成と活用 

※通常学級に在籍する配慮を要する児童生徒を含む。 

○市特別支援教育支援員派遣事業の推進 

○幼稚園・こども園、小中学校における巡回相談の充実 

○心理相談員派遣事業の拡充 
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オ 質の高い教育環境の整備 

 

 
児童⽣徒が適切な環境で学校教育を受けるためには、学校の適正規模を確保する必要があります。

本市では少⼦化の影響から児童⽣徒数の減少がみられ、複式学級の編成が⾒込まれる学校もあり、市
内⼩学校８校のうちほとんどが単学級の学校となっています。 

児童数の推移を⾒ても、昭和 33 年の 7,115 ⼈をピークに徐々に減少し、令和３年５⽉現在では、
1,443 ⼈と５分の１程度となり、市内⼩学校のうち、児童数 300 ⼈以上の⼩学校は１校のみとなって
います。学級の状況では、６学年すべて２クラス以上の学校は１校のみで、ほとんどが⼩規模校とい
う状況です。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
本市では、学校は児童⽣徒の社会性を育成し、互いに切磋琢磨する場として、⼀定規模が必要だと

考えています。しかしながら市内⼩学校においては、学校の⼩規模化が進み１学年１学級が維持でき
ず、複式学級を有する学校が⾒込まれ、学校の適正配置とともに複式学級発⽣の回避が緊急の課題と
なっています。 

また、⼩学校の児童数減少にともない、中学校の⽣徒数減少も顕著となってきており令和３年度現
在、桜川中学校は全学年単学級の中学校となっています。 
  

現 状 

今後の課題 

（ア） 学校の適正規模・適正配置の推進（公立学校の適正配置の促進） 

○平成 25 年４月複式学級解消のため計画を前倒して新東小学校とあずま東小学校を再編統合

し、あずま東小学校とする 

○平成 26 年４月新利根地区の３小学校（太田・柴崎・根本）を統合し、新利根小学校として

新設する 

○平成 28 年４月江戸崎地区の３小学校（江戸崎・君賀・鳩崎）を江戸崎小学校として統合す

る 

○平成 29 年４月あずま南小学校とあずま東小学校を再編統合し、あずま東小学校とする 

○令和３年４月桜川地区３小学校（古渡・浮島・阿波）を統合し、桜川小学校として新設する 
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児童⽣徒の減少が進む中で、学習環境の充実、学校の活性化、指導の充実、教育⽔準の維持向上を

図る観点から、学校の適正規模を確保し、複式学級の発⽣の回避・解消について、速やかに着⼿して
いきます。 

 
主な施策 主な取組 

適正配置の推進 

国の学級編制基準や児童数、学校を取り巻く社会情勢の変化などを

的確に捉え計画的に適正配置を推進します。より良い教育環境の充実

を図る観点から、小学校における複式学級の発生の回避を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

今後の方向性 

○適正配置事業の推進 

○小学校における複式学級発生の回避 
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令和３年４⽉１⽇現在において、⼩中学校 12 校は、必⽤な耐震性能を有しています。しかし、中

学校においては、⽐較的新しい施設が多いなか、⼩学校においては⽼朽化している施設も多く⾒受け
られ、安全・安⼼な教育環境を確保するためには、早急な対策が必要となっています。 

また、きれいな学校施設を⽬指して、児童⽣徒の清掃活動では出来ない部分を専⾨の業者に委託し
整備するなど、環境整備に努めています。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
多様な学習内容や形態に対応した施設環境の整備、防災対策、バリアフリー化、普通教室やトイレ

等の学習⽣活空間の快適化、環境負荷低減等への配慮が求められる。 
 

 
学校施設は、児童⽣徒が１⽇の⼤半を過ごす学習・⽣活の場であり、安全で快適な学校施設の整備

に努めるとともに、これまでの対症療法的な⽅法から予防保全的な⽅法へ転換し、その機能や設備を
常に良好な状態に保ち、⻑寿命化を図り、学校施設の使⽤年数の向上を⽬指します。 

 
主な施策 主な取組 

安全で快適な施設整備の

推進 

「稲敷市学校施設長寿命化計画」に基づき、個別施設毎の長寿命化

を図り、安全で快適な施設整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 
  

現 状 

今後の課題 

今後の方向性 

○令和２年度に、中学校１校の屋内運動場の耐震補強工事を実施し、市内小中学校 12 校のうち、

校舎 21 棟、屋内運動場 11 棟の耐震化を完了。耐震診断率（２次診断）は、100.0％、耐震化

率は、100.0％ 

○防火シャッターの安全対策整備 

○業者委託により、校舎のルーフドレイン清掃、体育館の高所部窓清掃など実施 

○耐震補強工事の実施 

○長寿命化、大規模改修工事の実施 

（イ） 安全・安心できれいな学校施設づくり 
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ａ ＩＣＴ教育環境の充実 

 
急速に進展している⾼度情報化への対応する能⼒を養うため、ＩＣＴ機器などの設備の充実に努め、

児童⽣徒の情報活⽤能⼒の向上と情報モラル教育の充実を図っています。  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
タブレット端末、電⼦⿊板など、ＩＣＴ機器を活⽤し効果的に学習を⾏うことができる環境整備が

求められています。 
 

 
情報教育など児童⽣徒の学習環境を向上させるため機器の充実を図ります。 
 

主な施策 主な取組 

情報モラル教育の充実 
インターネット犯罪や有害サイトなどに関する知識の習得及び情報

モラルの向上を図ります。 

学校のＩＣＴ環境整備の

推進 

ＩＣＴ機器の更新及び教育情報ネットワークの再構築を進めるとと

もに、教職員の授業の実践力の向上を図ります。 

校務支援システムの活用

の推進 

小中学校の指導要録等の電子化により、教職員の公務の低減化を図り

ます。 

 
 
 

 
  

現 状 

今後の課題 

今後の方向性 

○ＩＣＴ機器の更新 

○教育情報ネットワークの再構築 

（ウ） 社会の変化及びニーズに対応した教育環境づくり 

○児童生徒１人１台タブレット端末貸与の実施 

○普通教室及び特別教室への電子黒板配備 

○統合型校務支援システムの導入 

○校内に無線ＬＡＮ環境の整備 

○ＩＣＴ支援員の配置 
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ｂ 危機管理体制の確立 

 
市では、幼稚園・こども園・⼩中学校における⼦どもたちの安全確保を図るため、園・学校・家庭・

地域が連携して安全教育・安全管理を⾏なってきました。⽕災や地震等を想定した防災訓練では、地
域と連携した取組を進めています。 

また、スクールガード・リーダーが、登下校時に巡回パトロールを計画的に⾏ったり、各学校で実
施される避難訓練で指導するなど、⼦どもたちや教職員に対して危機管理の意識を⾼めています。 

さらに、「ＰＴＡ緊急情報配信システム」を導⼊し、不審者情報を速やかに学校や保護者への発信
体制が整ったことで、⼦どもたちの安全確保に効果がありました。 

⼀⽅、感染症については、「学校⽋席者情報収集システム」（学校⽋席者サーベイランス）において
感染症の情報をリアルタイムに把握し、迅速な対応に努めています。また、⾷物アレルギー疾患を有
する児童⽣徒についても、緊急時に対応できるよう学校・給⾷センターが対象者の情報を把握し、事
故防⽌に努めています。 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
学校や学区等における事件・事故の発⽣に備え、不審者情報等の早期把握等を考慮し、安全教育・

安全管理のさらなる充実を図る必要があります。 
また、さまざまな災害に対応した防災マニュアル等の作成や災害時の役割分担について、教職員の

共通理解が必要です。今後は、地域との連携による防災への取組の充実をさらに図る必要があります。 
さらに、感染症やアレルギー疾患等に関する研修会を定期的に実施し、教職員等の知識向上や緊急

時の対応⽅法の把握など共通理解を図る必要があります。 
  

現 状 

今後の課題 

○幼稚園・こども園・小中学校の登下校時のパトロール及び防犯教室等へのスクールガー

ド・リーダーの派遣。スクールサポーター（稲敷警察署）と連携し、活動を実施 

○ＰＴＡ緊急情報配信システムの導入 

○防災用ヘルメットの常備 

○「稲敷市通学路交通安全プログラム」を策定。プログラムに基づき、通学路の安全確保を

図る 

○「学校欠席者情報収集システム」（学校欠席者サーベイランス）による情報の共有化 

○「稲敷市食物アレルギー対応マニュアル」の作成 

○防犯カメラの増設 

○通学路安全マップの作成 

○子どもを守る 110 番の家の設置（令和２年度 870 件） 

○市内不審者情報の共有（令和２年度 13 件） 

○危機管理マニュアルの作成 
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学校における⼦どもたちの安全確保を図るため、地域や外部の機関と連携しながら安全教育・安全

管理を進めていきます。 
また、学校で作成した危機管理マニュアルの定期的な⾒直しを⾏い、全教職員の共通理解のうえ、

安全管理の強化を進めつつ、地域との連携による防災教育を継続して取り組んでいきます。 
感染症については、「学校⽋席者情報収集システム」において感染症の情報をいち早く把握し、迅

速かつ適切な対応に努めます。また、⾷物アレルギー疾患を有する児童⽣徒については、緊急時に備
え、⽇頃から情報の共有化を図るとともに、感染症やアレルギー疾患等に関する研修会を定期的に実
施し、感染症やアレルギー疾患等に関する教職員の資質の向上に努めます。 

 
主な施策 主な取組 

学校危機管理体制の整備 
各学校の危機管理マニュアルの定期的な見直しとともに、全職員が

共通理解をし、必要に応じた訓練の実施を推進します。 

計画的、継続的な安全教育・

安全管理の実践 

安全管理に関する学校への訪問指導等による、教職員の資質や指導

力向上を図り、学校における安全教育・安全管理を充実させます。 

地域との連携による学校の

防犯体制の整備 

スクールガード・リーダー活動のさらなる充実を推進します。 

不審者情報を学校・警察等の地域関係機関と共有し、児童生徒等に

関わる事件・事故の未然防止に努めます。 

子どもを守る 110 番の家の現状にあった見直しを実施します。 

学校安全対策における緊急

情報の提供 

ＰＴＡ緊急情報配信システムを活用し、学校の安全対策として、緊

急・重大な事故等が発生した場合、学校から保護者へ正確で迅速な情

報を伝達できるよう、さらなる有効活用を推進します。 

小中学校通学路の安全対策 
「稲敷市通学路交通安全プログラム」に基づき、関係機関と対応を

検討しながら、通学路の改善・充実に努めます。 

小中学校遠距離通学に係る

通学路の安全確保 

学校統合にともない、遠距離通学となる児童生徒の公共交通及びス

クールバス利用による登下校の安全確保を図ります。 

自転車通学の児童生徒に通学用ヘルメットの補助を実施します。 

感染症の予防対策 

「学校欠席者情報収集システム」を活用し、情報を共有します。「幼

稚園・こども園・小中学校における新型コロナウイルス感染症に関す

る衛生管理マニュアル」に基づき、感染症の予防及び、感染拡大の防

止に努めます。 

「稲敷市食物アレルギー対

応マニュアル」の活用の推進 

「稲敷市食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、緊急時、迅速

かつ適切に対応できるよう事故防止の体制づくりに努めます。 

 
 

  

今後の方向性 
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ｃ 就学援助費助成事業 

 
経済的理由によって就学困難と認められる⼩中学校の児童⽣徒の保護者に、学⽤品費・修学旅⾏

費・学校給⾷費・医療費等の⼀部を助成することにより、義務教育の円滑な実施に努めています。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
今後は援助費の種類についても、国・県・近隣市町村の動向を注視し拡⼤に向け検討していく必要

があります。 
 

 
教育の機会均等法の趣旨にのっとり、児童⽣徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学援助費

助成事業は今後も継続していきます。 
 
 

 

 
  

現 状 

今後の課題 

今後の方向性 

○学校安全担当者研修会の実施 

○スクールガード・リーダーの活動推進 

○「稲敷市通学路交通安全プログラム」に基づく通学路の安全確保 

○遠距離通学に係る公共交通及びスクールバス利用による安全確保 

○感染症の予防対策の推進 

○「稲敷市食物アレルギー対応マニュアル」の活用の推進 

○生活保護停止・廃止、市民税の非課税・減免、児童扶養手当の支給等に該当する保護者に

ついては、世帯収入の調査なしで認定できるなど申請手続きの軽減 

○国の基準に合わせた援助金額の見直し 

○就学援助費助成事業の実施 
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ｄ 学校図書館の充実 

 
児童⽣徒の読書活動を推進するため、市の各⼩中学校に学校図書館司書を配置しています。学校図

書館司書は、学校図書館を児童⽣徒が親しみやすく利⽤しやすい環境に整えるとともに、児童⽣徒の
読書に関する指導助⾔を⾏っています。 

学校図書館司書の配置された学校においては、環境が整備されつつあり、児童⽣徒の読書意欲を⾼
めています。県の「みんなにすすめたい⼀冊の本推進事業」にも各学校で取組を進めています。 

 
 

 

 

 
 

平成 28 年度 令和２年度 

12 校配置 14 校配置 

江戸崎地区４校 

新利根地区２校 

桜川地区 ３校 

東地区  ３校 

江戸崎地区４校 

新利根地区２校 

桜川地区 ４校 

東地区  ４校 

 

 
市⽴図書館との電⼦図書の相互利⽤。 
 

 
学校図書館司書の配置により、児童⽣徒の読書活動が活性化され学校図書館の有効活⽤を図ること

が期待されることから、継続して推進していきます。 
 

 

 

 
 
 
 
  

現 状 

今後の課題 

今後の方向性 

○全小中学校へ学校図書館司書配置 

○みんなにすすめたい一冊の本推進事業への積極的な取組 

○学校図書館司書配置事業の推進 

○学校図書館への新聞配置 

○蔵書冊数の増加及び更新 

○「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」に係る読書の奨励 
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新学習指導要領の全⾯実施にともない、「社会に開かれた教育課程」の実現や、「主体的・対話的で

深い学び」の実現を⽬指した「アクティブ・ラーニング」の視点を取り⼊れた授業改善が求められて
います。 

また、インターネットや携帯電話・スマートフォン等の急速な普及にともなう新たな課題への対応
も求められています。 

本市においては、児童⽣徒の「確かな学⼒」「豊かな⼼」「健やかな体」を育成するために、教育委
員による学校訪問や研修会等を開催し、教職員の資質向上に努めてきました。また、学校の役割が多
様化・⾼度化する中で、児童⽣徒や保護者、地域の声に柔軟に対応できるように研修等も重ねてきま
した。 

 
 

 

 

 
市教育センターの利用状況 

 研修会・会議数 利用人数 

Ｈ28 118 回 1,907 人 

Ｈ29 120 回 2,322 人 

Ｈ30 188 回 2,101 人 

Ｒ１ 206 回 2,812 人 

Ｒ２ 206 回 2,086 人 

 

 
今後、ますます変化の激しくなることが予想され、社会を⽣き抜く⼦どもたちに必要な資質・能⼒

を育成していくために、教職員の資質向上に⼀層⼒を⼊れていく必要があります。 
今後、ベテラン教職員の⼒を活⽤して、若⼿教職員の指導⼒の向上を図るとともにミドルリーダー

を育成し、学校全体で教職員の指導⼒を⾼めていく必要があります。そのために、市教育センターを
教職員研修の場としてより効果的に活⽤していけるよう、充実を図っていく必要があります。 

また、コンプライアンス意識の⾼揚を図っていくために、教職員⼀⼈ひとりの⼼にしみいる研修の
実施と、学校⾃らがよりよい職場環境づくりに⼀層取り組む必要があります。 

さらに、学校教育は、教職員と児童⽣徒との⼈格的な触れ合いを通じて⾏われるため、教職員が⼼
⾝ともに健康で教育に携わることが重要です。教職員は、業務改善に努めるとともに、在校時間が⻑
くならないようにして、⼼⾝の健康管理に努めていきます。  

現 状 

今後の課題 

○市特別研修講座の開催 

○教育委員会による若手教職員２、３年次訪問指導の実施 

○市教育センターの開設 

（エ） 信頼・尊敬される教職員の養成 
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近年、学校に対する家庭や地域からのニーズが多様化していることから、教職員⼀⼈ひとりに対し

ては、これまで以上に⾼い⾃覚と責任、専⾨性が求められています。そのために、教職員のライフス
テージに応じた研修を充実させ、教職員の資質能⼒が向上していくよう、その体制強化が必要です。 

平成 28 年５⽉に市教育センターが開設されたことにともない、市教育センターを本市の教育に関
する研修の拠点として、若⼿教職員の育成をはじめとして、教職員全体の資質向上を図っていける研
修機関として積極的に活⽤します。 

 
主な施策 主な取組 

若手教職員の研修の充実 

これまでに取り組んできた勤務２・３年次の若手職員を対象とした

教育委員会による訪問指導研修の内容を充実させ、さらなる指導力向

上に努めます。また、新規採用教職員に対する指導についても、実践

的指導力や使命感を養うとともに、幅広い知見を得させるため、その

育成に努めます。 

ユニバーサルデザインの

視点からの授業づくり 

すべての児童生徒にとって「わかる・できる」授業を展開できるよ

うに、ユニバーサルデザインの視点による授業づくりを推進します。

そのための教職員研修を充実していきます。 

ライフステージに即した

研修の充実 

教育センターを活用し、教職員のライフステージに即した研修を企

画・実践し、学校外で研修する機会を積極的に活用するよう促します。 

教職員同士が日常的に学

び合うことができる体制

づくり 

特別研修講座として、市内の教職員が、学校の枠を超えて学級経営

や授業づくりについて学び合う自主的な研修を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

今後の方向性 

○若手教職員２、３年次訪問の実施 

○市教育センターを活用した各種講座の開催 

○特別研修講座（学級経営、授業づくり）の開催 
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カ 地域とともにある学校づくりの推進 

 

 
今⽇、地域社会のつながり・⽀え合い等の希薄化は顕著に進⾏しており、地域教育⼒の低下や家庭

教育の⽀援等がクローズアップされるなど、⽇常⽣活のさまざまな場⾯において、これまで当然と考
えられていた物の⾒⽅や考え⽅が劇的に変化してきています。 

これらにともない、学校が抱える課題も複雑化・困難化しています。そのような中、「社会に開か
れた教育課程」を柱とする学習指導要領が改訂され、チームとしての学校経営、教職員の資質能⼒向

上など、昨今の学校教育を巡る改⾰の
⽅向性や地⽅創⽣の動向を受けて、学
校と地域の連携・協働が重要視されて
きています。 

本市においては、このような状況を
踏まえ、厳しい時代を⽣き抜く⼒の育
成、地域から信頼される学校づくり、
社会的な教育基盤の構築を⽬指した
取組をはじめています。 

学校教育について、⼤⼈同⼠が「ど
のような⼦どもに育てたいのか」「何
をどの様に実現させていくのか」など
という⽬標やビジョンを共有し、学校

と地域がパートナー関係を確⽴させて、相互に連携・協働した「地域とともにある学校」づくりを、
地域総ぐるみの体制で実践していこうとしています。 

そこで、この教育⽅針を実現させていくため、これまでの「開かれた学校」からさらに⼀歩踏み出
した、「地域とともにある学校」への転換を強⼒に推進しているところです。 

具体的には、⽬標達成の有効なツールである、学校運営協議会を置く学校（以下、コミュニティ・
スクール」という。）の導⼊を進め、社会に開かれた教育課程の充実を重点施策として位置づけ、令
和４年度から段階的に導⼊していき、令和６年度を⽬途として、市内すべての⼩中学校で導⼊・実践
していく⽅針を⽰しました。 

これまでも、本市の各学校においては、学校評議員制度等を活⽤しながら、地域の意⾒を積極的に
⽣かし、学校運営に反映させる取組を推進していますが、今後は、さらに開かれた学校づくりに取り
組んでいくこととなります。 

つまり、学校と地域がこれまで以上に相互理解を図り、家庭や地域の意向をより反映した学校運営
が求められることから、学校と保護者・地域が⽬標や課題を共有し、地域の環境や⼈材などの資源を
活⽤した、特⾊ある学校づくりが必要となってきます。 
  

現 状 

（ア） 学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）導入の推進 
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そのためにも、基盤となってくるコミュニティ・スクールの導⼊が必須であると捉え、体制の構築
や円滑な運営、⽅向性等を導き出し、地域への位置づけを推進しています。 

現在、市内の桜川中学校においてコミュニティ・スクール設置に向けた準備が進められており、令和
４年度の設置を⽬指しています。設置後はその実践活動に学び、モデルとしながら、令和６年度を⽬
途に全⼩中学校へコミュニティ・スクールの導⼊に取り組んでいきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
⼦どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・多様

化しており、それらの課題解決や未来を担う⼦どもたちの豊かな
成⻑を育んでいくためには、社会総がかりでの教育を実現してい
くことが不可⽋です。 

この教育を実現するうえで、これまでの「開かれた学校」から
さらに⼀歩踏み出し、「地域とともにある学校」へと転換してい
くことが、今、求められています。 

そのためには、学校と地域の双⽅で連携・協働を推進していく
といった、組織的・継続的な仕組みを構築していく必要があり、
地域におけるさまざまな⼈材や団体等をつなぎ、コーディネイトしていく⼈材を確保し、適正に配置
していくことが重要となってきます。 

総合調整や事務局機能等を担う⼈材として、コーディネーターの機能強化を図り、学校運営協議会
制度（コミュニティ・スクール）の役割や機能が円滑に果たせるよう、持続可能な環境を整えていく
ことが必要となってきます。その⼈材養成・育成と適正な⼈員配置が課題といえます。 

また、令和４年度から、桜川中学校において、先⾏的にコミュニティ・スクールを導⼊していきま
すが、今後は、令和６年度を⽬途に市内全域の⼩中学校において「地域とともにある学校」づくりを
推進していくことから、地域の教育⼒向上が鍵となってきます。 

さらに、地域の広範な⼈材を活⽤し、地域特⾊を⽣かした教育活動と課題の解決を図っていくため
にも、学校周辺で活発な⽣涯学習・社会教育活動が展開されていると、それらを有効活⽤していくこ
とで、本事業がより円滑に推進していきます。⽣涯学習・社会教育活動と緊密な連携・協⼒が必要で
す。 

この取組は、市内の各学校に、コミュニティ・スクールを導⼊することがゴールではなく、継続性
をもち、地域の実情に応じ、地域に根差した取組となるよう推進していくことが重要です。 

今後の課題 

○稲敷市小中学校コミュニティ・スクール導入等検討委員会・ワーキングチーム会議の設置

（ビジョンや推進目標の協議・条例、規則（案）の作成・組織づくりの検討協議・導入に

向けた各種研修の開催・推進事項の協議等を実施） 

○学校での、さまざまな課題を抱えていることを受けて、家庭・地域が連携協力し、未来を

担う子どもたちを健やかに育んでいく環境づくりの推進 

○授業時における授業補助、部活動の指導補助、学校行事支援、学校環境整備、登下校の

見守り等、地域人材を活用した活動について、試行的な取り組み 
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学校・家庭・地域が連携・協働する中で、未来を担う⼈材を育成し、⾃⽴した地域社会の基盤構築

を図りつつ「地域とともにある学校」づくりを進めていくため、保護者や地域住⺠等から構成される
コミュニティ・スクールを、令和４年度から桜川中学校において、先⾏導⼊し、その後、令和６年度
を⽬途に市内⼩中学校において、地域や学校の実情、地域の特⾊に応じて順次取り組んでいくことと
しています。 

本制度は、家庭・地域が学校の取組を後押しし、学校運
営や学校経営を⽀え・強化する仕組みであることから、地
域住⺠等の意⾒も踏まえたうえで合意形成が図れ、地域住
⺠等の当事者意識や参画意識を⾼めることにつながってい
きます。 

また、コミュニティ・スクールの機能を活⽤していくこ
とで、地域の⽬標も共有でき、学校では、特⾊ある教育課
程を再編し、地域の⼈的・物的資源等を活⽤した教育活動
を展開していくことができます。 

今後は、本制度を推進していく中で、ＰＤＣＡサイクル
に基づいた点検・評価や⾒直し等を⾏いつつ、効果的・効率的な事業展開を推進していきます。そし
て、これらの活動を継続性あるものとして、学校運営の在り⽅、学校そのものを⾒直していくツール
の⼀つとしていきます。 

そのためにも、教育委員会や教職員、学校運営協議会の委員だけではなく、社会総がかりで教育に
かかわり、誰もが地域における教育の担い⼿であるといった地域⾵⼟づくりを⽬指している、本制度
の原点についてスムーズな浸透が図れるよう、重点的に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

今後の方向性 

〇学校・家庭・地域が育てたい子ども像、目指すべき教育のビジョンを共有し、目標の実

現に向けて協働する「地域とともにある学校づくり」への転換 

〇地域に開かれた特色ある学校づくりの推進 

〇家庭・地域・学校の協働による教育活動の充実 

〇幅広い層の地域住民、団体などが参画するネットワークの形成とこれを生かした学校教

育活動の推進 

〇地域の人的・物的資源を活用した学びの充実 

〇家庭や学校とともに地域社会が連携・協働していく中で、子どもたちに関わることによ

る、地域の教育力向上、「地域で子どもを育てる」という意識向上の推進 

〇ＰＴＡ活動の充実・強化 

〇地域づくり活動団体等との連携・協力 

〇児童生徒が関わるボランティア活動の充実を図り、積極的に地域と関わるなど、持続 

可能な地域人材の養成・育成・強化 

〇コミュニティ・スクールの仕組みを生かした、組織マネジメントの推進 

〇市民・関係機関等への戦略的な広報・啓発の充実・強化 

 



63 

基本方針２ 

楽しく学び続ける環境をつくります 

 

 

 

ア 生涯にわたって学び続けることができる環境づくり 

 

 
市⺠⼀⼈ひとりが⽣涯にわたって主体的に学び、⼼豊かな⼈⽣を送ることができるよう、あらゆる

機会にあらゆる場所において、ライフステージに応じた魅⼒ある学習プログラムの編成（各種教養講
座、教室等）や今⽇的な課題に取り組む学習活動など、多種多様なメニューの提供に努めています。 

また、市⺠がこの学習過程で得たことを、まちづくりへと⽣かしていける社会⾵⼟の再構築にも取
り組んでいます。⽣涯学習活動をしていく中で、地域を⽀え活躍する市⺠が増え、まちづくりに参画
する市⺠や各種団体等が地域コミュニティの活性化に関わっていくことで、郷⼟を愛する⼼の深まり
などが、地域で少しずつつ根付きつつあります。 

 
 

 

 

 

 

 

＜令和元年度実績数＞ 

講座名 講座数 開催数 参加者 

生涯学習講座 ５講座 ８回 108人 

いなしき子ども大学 １講座 ４回 37人 

いなしき大学 １講座 ６回 387人 

公民館講座 

江戸崎中央公民館 ９講座 55回 629人 

新利根公民館 ８講座 36回 456人 

桜川公民館 ８講座 44回 422人 

あずま生涯学習センター ９講座 50回 633人 

大人の社会科見学 ４講座 ４回 133人 

イナシキッズ ７講座 ７回 151人 

現 状 

（ア） 生涯学習による「まちづくり」の推進 

〇公民館を核としたまちづくり      ○イナシキッズ（小学生対象の各種教室） 

○生涯学習講座・教室          ○学習団体の育成 

○いなしき子ども大学          ○芸術文化団体の育成 

○いなしき大学（高齢者大学）      ○文化祭 

○公民館講座              ○成人教育 

○大人の社会科見学           〇家庭教育 

市民全体の生涯学習社会の構築 (1) 



64 

 
多くの市⺠が⽣涯学習活動へ積極的に取り組んでいくためには、多様化、⾼度化する⼈々の学習需

要を的確に把握し、それを集約・分析しながら、多様で質の⾼い学習機会を適切に提供すること、ま
た、参加者同⼠をスムーズに結び付けていくため、必要な情報提供が⼤切です。 

さらに、学習活動の成果が適切に評価・活⽤されるよう、コーディネート機能を充実させ、市⺠の
主体的な学習活動を促進し、その成果が社会で発揮される⽣涯学習社会を実現していくことが求めら
れています。 

 

 
本格的な⼈⼝減少社会の到来、急速な⾼齢化の進展、情報化、価値観の変化・多様化などの社会状

況にあって、市⺠が⽣涯を通して⽣き⽣きと学ぶことができるよう、市⺠との協働による⽣涯学習に
よるまちづくりを推進していきます。 

そのためにも、市⺠の多様な学習ニーズに応えながら、ライフステージごとの学習機会を提供して
いくとともに、今⽇的課題に対応できる学習活動を展開していくなど、できる限り多くの学習情報を
提供していくことに努め、市⺠の学びたいと思う意欲を保証していきます。 

そして、魅⼒ある学習活動を展開することで、市⺠の主体的な参加を促進させ、その学習成果を⽣
かした「まちづくり」活動へとつながる環境整備に努めていきます。 

また、本市においては、地域の教育⼒を活かし、学校と地域が⼀体となって、⼦どもたちの成⻑を
⽀えていく学校づくりを重要施策の⼀つとして掲げ、その実現を図っていくツールとして、コミュニ
ティ・スクール導⼊の⽅針が⽰されています。 
コミュニティ・スクールは、学校と地域住⺠等が⼒を合わせて学校の運営に取り組むことが可能と

なるもので、「地域とともにある学校」へ転換を図っていくための、有効な仕組みとして推進してい
くものです。 

これにより、学校では「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、地域との連携・協働を⼀層進め
ていくことが重要となってくる⼀⽅、地域においても、学校と連携・協働してより多くの地域住⺠等
が、⼦どもたちの成⻑を⽀える活動に参画できる基盤
を整備していくことが必要となってきます。 
そこで、⽣涯学習・社会教育サイドからは、コミュ

ニティ・スクールを⽀えていくといった観点からも、
個⼈の学びや活動を通じ⼈づくり、地域づくり、学校
づくりに還元していく取組が重要となってきます。地
域全体で⼦どもたちを育てていく活動システムを確
⽴させ、本制度の円滑な推進を重点的に取り組んでい
きます。 
そのためにも、公⺠館等に集う⽣涯学習グループや

社会教育関係団体等との連携を図りつつ、⽣涯学習・
社会教育の分野から、学校を核とした協働による地域
づくりとして、地域の将来を担う⼈材の育成、⾃⽴した地域社会の構築を⽬指していきます。 

今後の課題 

今後の方向性 
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主な施策 主な取組 

市民の生涯学習活動の支援 

市民の生涯学習活動を支援していくため、市民の多様なニーズや

期待に対応したさまざまな講座・教室の開設と内容の充実を図りま

す。 

公民館を核としたまちづく

りの推進 

公民館の基本的な役割「つどう」「まなぶ」「むすぶ」を強化させ、

市民に親しまれる公民館、さらには、生活課題や地域的課題等を解

決していくための「よりどころ」となる公民館運営を目指し、生涯

学習・社会教育の拠点、地域コミュニティの拠点として、｢まちづ

くり」をリードする地域が支える公民館運営に努めます。 

文化事業の支援 
各種文化事業、文化交流活動、講座・同好会の作品展示発表会な

どを支援・推進します。 

稲敷文化を創造する人を育

てる仕組みの整備 

本市の未来を担う将来への夢にあふれた青少年の育成を目指し、

青少年が育つ家庭、学校、そして地域が手をつなぎ、協力体制をつ

くりながら大人と青少年とが参加する地域ぐるみの取組を進めま

す。 

幅広い生涯学習指導者の募

集 

（いなしきリーダーバンク） 

市民講師型生涯学習講座「いなしき・るーむ」の充実を図り、幅

広い指導者を求め、さまざまな講座を実施します。 

 

 

 

 

 
  

○生涯学習講座・教室          〇公民館を核としたまちづくり 

○いなしき子ども大学          ○いなしき大学（高齢者大学） 

○公民館講座              ○大人の社会科見学 

○イナシキッズ（小学生対象の各種教室） ○いなしきリーダーバンク 

〇家庭教育支援 
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全国的な傾向として、社会の変化とともに児童⽣徒の⽣活環境が変化し、規範意識の低下や社会性

の不⾜が指摘されており、いじめ、不登校、暴⼒⾏為などをはじめ、地域における喫煙・飲酒・深夜
徘徊など、問題⾏動は多岐多様化しています。 

さらに、携帯電話、インターネットなどの情報通信機器の進展により、⼦どもたちの⾏動範囲は広
がり、それにともなってトラブルも発⽣し社会的問題となってきています。 

本市では、こういった問題への対応として、⻘少年育成稲敷市⺠会議と緊密な連携を図り、地域ぐ
るみで⻘少年の健全育成に努めています。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
近年、⼦どもの減少や社会情勢の変化などにより、⼦ども同⼠の触れ合いやかかわり合いが薄れて

きており、情報等の氾濫も相まって、⻘少年を取り巻く環境は急激に変化しています。 
また、⻘少年によって引き起こされる、犯罪の凶悪化やインターネットを介した事件なども多発し

てきており、今までにない複雑化した犯罪が発⽣してきています。 
⼦どもの健全な成⻑を育んでいくためには、地域社会・家庭・学校が、それぞれの役割と責任を⾃

覚しながら、連携・協⼒していくことが重要です。そのためにも、⽀援のネットワークを広げ、地域
コミュニティの連携･協⼒のもと、保護者・教職員・地域の⼤⼈が⼒を合わせ、⼦どもの健全育成や
安全・安⼼の確保に関わり、地域ぐるみで⼦どもを育てる体制を整えていくことが⼤切です。 

 

 
⻘少年が抱える問題の背景には、さまざまな要因が関係しています。⼦どもたちに関わる問題⾏動

の予防や解決にあたっては、中⼼的な活動団体である「⻘少年育成稲敷市⺠会議」の⽀援を強化して
いくとともに、緊密な連携のもと取り組んでいく必要があります。そのためにも、⼀貫性をもった活
動体制を整えていきます。 

また、⼦どもの健全な成⻑を育んでいくためには、地域社会の良さを地域の⼤⼈が⼦どもたちに伝
えていくことも⼤切です。地域において、献⾝的な活動を展開されている、多くの団体や個⼈がある
ことから、その⽀援に努めていきます。 

⼀⽅、現在の⻘少年には、他者の⽴場を理解していくことや、社会における⼀員としての認識が不
⾜しているなど、⾃⼰抑制⼒の低下といった傾向がみられるといわれています。 

その⼀因としては、⻘少年が家庭や地域社会全般において、多様な⼈々との交流や他者との共同体
験を⾏う機会が少なくなっていることなどが挙げられています。 
  

現 状 

今後の課題 

今後の方向性 

○規範意識の高揚や社会性の育成 

○マナーアップ運動の実施（市内小中学校における登校時のあいさつ運動） 

○インターネット安全利用促進における青少年相談員の研修の開催 

〇「青少年の健全育成に協力する店」登録活動 

〇夏まつり巡視運動 

（イ） 青少年対策の充実 
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こうした状況を踏まえると、地域社会において、⻘少年に多様な⼈々との交流や多様な活動を体験
できる場を豊富に提供していったり、⻘少年の健全育成を主な⽬的として⾏われる⻘少年育成活動だ
けではなく、地域におけるさまざまな活動を活発化させたりしていく必要があります。⼤⼈⾃⾝が積
極的に参加し、継続できる地域活動に発展させていくことが必要です。 

そのため、現在の社会環境にふさわしい、⻘少年の健全育成を推進していく環境づくりとして、家
庭・学校・地域住⺠・企業・⺠間団体・その他関係機関が緊密に連携していくことが重要です。その
推進体制として、「地域コミュニティ」が、地域主導で形成されていくことを⽬指し、⽀援に努めて
いきます。 
 

主な施策 主な取組 

環境健全化啓発運動街頭キ

ャンペーン 

環境健全化を目的とした、啓発運動の一環として「茨城県青少年

健全育成条例」（青少年の深夜外出に関する啓発）の啓発品及び子

どもを悪質なインターネット情報から守るフィルタリングの啓発

チラシを配布することで、市民に広く呼びかけ青少年の見守りへの

協力を呼びかけます。 

夏まつり巡視運動 

多数の人が一度に会する夏まつりにて、巡視運動を行う事で地域

との連携を深めつつ、更なる防犯と青少年の健全育成を促進しま

す。また、教職員やＰＴＡ、スクールガード・リーダー等の他団体

と合同巡回を行います。 

「青少年の健全育成に協力

する店」登録活動及び継続協

力依頼 

青少年の健全育成に向け、コンビニエンスストアや深夜営業を行

う飲食店等、青少年に関係の深い店舗の協力を得て、有害な影響か

ら青少年を守る事を目的とした啓発活動を今後も行います。 

あいさつ運動 
学校と合同で、登校時における子どもたちの積極的なあいさつ促

進運動を行います。 

家庭や地域における青少年

の育成運動の推進 

青少年健全育成運動の活発な展開を図り、市内の支部組織などを

確立・強化するとともに、家庭・地域・行政が効果的な連携を推進

します。 

 
 

 

 

 
  

○青少年相談員資質向上の為の研修会の参加  ○街頭啓発キャンペーンの実施 

○市内小中学校における登校時のあいさつ運動 ○家庭教育支援の充実 
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イ 生涯スポーツ・レクリエーションの推進 

 
本市においては、すべての市⺠が⽣涯を通じて、「いつでも、どこでも、誰でも」親しめるスポー

ツ活動に参加できるよう、スポーツ推進の⽅針を定め、スポーツの⽇常化を推進に努めています。 
現在、本市のスポーツ関連団体は、各地域において体育活動を担ってきた稲敷市スポーツ協会（18

競技 62 団体）、稲敷市スポーツ少年団（16 競技 34 団体）があります。 
現在、各団体の協⼒や地域の⼈材育成を図りながら、スポーツ推進委員を中⼼として、地域⽣涯ス

ポーツに向けた活動を推進しています。 
また、市⺠のスポーツ活動の場となる本市のスポーツ施設は、４地区の運動公園内に 16 施設とそ

の他に３施設があります。しかし、⽼朽化した体育館等の施設もあり、市⺠が安⼼してスポーツを楽
しむために、計画的な維持・補修を進めています。 

 
 
 

 

 
 

（令和元年度） 

スポーツ教室、大会等名 開催数 延べ参加者数 

トランポリン体験教室 ４回 38 人 

パラ・スポーツ体験教室 ４回 27 人 

プール教室 ４回 75 人 

バウンドテニス教室 ５回 69 人 

ソフトバレーボール大会 １回 96 人 

スポーツ・フェスティバル １回 (H29 年度)2,872 人 

市民ゴルフ大会 １回 228 人 

スキー教室  Ａ班：桜川地区・東地区 

       Ｂ班：江戸崎・新利根地区 
２回 (H30 年度) 261 人 

スポ少駅伝・オープンマラソン大会 １回 296 人 

    合  計 23 回 3,962 人 
 

 
社会体育施設の⽼朽化等が顕著になり修繕箇所が増え、各施設の⻑期的、段階的な改修⼯事を⾏う

必要があります。 
社会体育イベント、スポーツ教室等を通してスポーツへの興味をもつこと、さらに各種スポーツを

はじめる動機づくりとなるよう内容の充実を図る必要があります。 
スポーツ・フェスティバルやスポーツ教室の参加者が増加していくよう、スポーツ・レクリエーシ

ョンの種⽬の検討改善を推進しています。 
また、利⽤度向上のために広報・啓発活動を推進し、体育施設の予約システムの公開に向けた諸問

題を解決します。  

現 状 

今後の課題 

○生涯スポーツ施設の維持管理 

○利用度向上と広報活動 

○生涯スポーツ・レクリエ－ションの推進 
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スポーツに対する市⺠の関⼼を⾼め、⼼⾝ともに健康で活⼒ある⽣活が形成されるようスポーツ環

境の整備を進め、障がいの有無にかかわらず誰もがスポーツを楽しめる環境づくりを⽬指します。 
全市的なスポーツ・フェスティバルや各種スポーツ⼤会を開催するとともに、多様なスポーツ教室

等の開催や指導者の育成に努めます。 
また、体育施設の適正な維持管理を進めるとともに、学校体育施設など公共施設の有効活⽤に努め

ます。さらに、施設利⽤の利便性の向上を図るための予約システムの構築や各種情報の発信など広
報・啓発活動に努めます。 

⼀⽅、いきいき茨城ゆめ国体 2019 や東京オリンピック・パラリンピックを契機に、市⺠のスポー
ツに対する意識や関⼼が⾼まりつつあります。⽣涯スポーツの普及・振興をなお⼀層推進するととも
に、地域交流を促進し、新たな活⼒と賑わいの創出を図ります。 

 
主な施策 主な取組 

スポーツ・フェスティバ

ル及び各種スポーツ大会

の実施 

市民誰もが楽しく参加できるスポーツ・フェスティバルを開催する

とともに、日頃の活動成果を活かす機会として、各種スポーツ大会を

開催します。 

各種スポーツ教室及びス

ポーツ研修会の実施 

市民が気軽に生涯スポーツを楽しむことができるよう、幅広い世代

に対応した各種スポーツ教室やスポーツ研修会などを実施します。 

学校体育施設や市内の公

共施設等の活用 

スポーツ活動の活発化にともない、休祭日や夜間などにおいて施設

の不足が予測されるため、学校体育施設、公民館施設等を有効に活用

します。 

スポーツ施設の利便性 

向上 

スポーツ施設利用の利便性の向上と公平性の確保を図るため、イン

ターネットによる施設利用情報の公開、そして施設予約方法の簡素化

をします。 

スポーツ情報の拡充 
市民の多様なスポーツニーズに対応するため、広報紙やホームペー

ジなどの情報媒体を通してスポーツ情報の拡充に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 

○生涯スポーツ・レクリエ－ションの推進 

○生涯スポーツ施設の整備及び維持管理 

○利用度向上と広報・啓発活動 
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ア 地域「文化力」向上の推進 

 
 

 
⽂化財は、⻑い歴史の中で⽣まれ、育まれ、今⽇まで守り伝えられてきた、貴重な国⺠的な財産で

す。本市には、貴重な⽂化財として、未指定も含め多数存在しています。 
このような中、特に重要なものについては、滅失やき損などを防ぐために国・県・市による指定を

⾏い、保存・活⽤に努めています。 
現在、市内には、95 件の指定⽂化財があります。その内訳は、国指定３件、国登録３件、国選択

１件、県指定 18 件、市指定 70 件となっています。この他、本市の歴史を語るうえで⽋かすことがで
きない各種資料も集成・整理されており、⼤変有意義な成果であるといえます。 

また、地域の歴史・伝統・⽂化を地域の創造や魅⼒づくりに⽣かしていくため、地域資源・観光資
源としての活⽤にも取り組みはじめています。 

さらに、⼟地に埋蔵されている⽂化財（周知の埋蔵
⽂化財包蔵地）についても、⽂献に記録されない歴史
を現在に伝えるものとして、豊かな歴史・⽂化を物語
る市⺠の共有財産であるため、こうした埋蔵⽂化財に
ついては、遺跡の発掘調査等を通じて初めて価値が明
らかになる特性から、開発等により遺跡の損壊を回避
していくため、事業者等への指導に努めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
今もなお、多くの有形・無形の⽂化財に触れることができるのは、先⼈の不断の努⼒による恩恵で

あり、地域の⼀員として、これらの⽂化財を確実に次世代へと継承していくことが責務です。 
また、これらの⽂化財は、本市の歴史・⽂化を知るに留まらず、全国各地域の歴史・⽂化をも認識

することができ、魅⼒あふれる地域づくりの礎となり、地域の絆や地域コミュニティの活性化にも寄
与していくといえます。  

現 状 

今後の課題 

（ア） 文化財保護の推進と利活用 

○埋蔵文化財の取扱いに関する事務 

○文化財保存事業 

○文化財の普及対策と利活用事業 

地域文化の継承と活用 (2) 

国指定重要⽂化財 平井家住宅 
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しかし、近年、地域の社会情勢は⼤きく変化しています。進展する⽂化、経済等のグローバリゼー
ション化や過疎化、少⼦⾼齢化の進展などにより、地域社会の衰退が強く指摘されています。 

⽂化財は、⼈々が⽇常⽣活の中で守り、継承してきた貴重な財産・資源ですが、現在、その継承基
盤となるコミュニティ⾃体が脆弱化している中にあって、地域⽂化におる多様性の維持・発展が脅か
されつつあります。 

このような厳しい状況の中にあって、これまで価値付けが明確でなかった、未指定の⽂化財も対象
に含めた取組の充実や、⽂化財継承の担い⼿確保を進め、社会全体で⽀えていく体制づくり等が急務
といえます。 

 

 
本市には、地域の⾵⼟や⽣活、時代背景、交流等を通じて育まれ、多くの⼈々とかかわりながら⽣

み出され、現在まで守り伝えられてきた、多くの⽂化財が存在しています。 
⽂化財の現状把握や地域住⺠の⽂化財保護活動への⽀援を⾏い、⽂化財を安定的に保護し、後世に

継承していく必要があるため、地域の歴史・伝統・⽂化を地域の⽂化創造や魅⼒づくりに活かすとと
もに、地域資源・観光資源として活⽤していきます。 

また、⼟地に埋蔵されている⽂化財については、遺跡の発掘調査等を通じて、初めて価値が明らか
になるものであることから、新規発⾒を含め積極的な保存措置等に努めていきます。 

さらに、⽂化財を通じて地域住⺠がふるさとへの理解を深め、⽂化財継承の担い⼿としてさまざま
な活動へ主体的に参画することができるよう、⽂化
財と地域社会の維持発展に努めていきます。 

加えて、今後は、⽂化財の保存と活⽤の好循環を
創り上げていく視点が重要です。すなわち、⽂化財
を核とした取組を進め、それにより⽣まれてくる社
会的・経済的な価値を地域の維持発展に役⽴て、⽂
化財の保存や新たな⽂化の創⽣へとつなげていき
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

今後の方向性 

 
 
 
     PHOTO／横利根閘門 

 

○市内文化財の調査と利活用 

○文化財保存活用地域計画の策定 
○埋蔵文化財の取扱いに関する事務 

国指定重要⽂化財 横利根根閘⾨ 
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主な施策 主な取組 

埋蔵文化財の保護と開発

事業との円滑な調整、事務

の効率化 

市内には、現在、旧石器時代の生活の痕跡や縄文時代～中・近世の

遺跡（集落跡・古墳・城館跡等）が 378 所確認されており、埋蔵文化

財包蔵地として一般に広く周知されています。 

年間を通して、個人住宅の建設や太陽光発電施設の設置など、開発

行為にともなう埋蔵文化財の所在の有無の照会や届出等が多数あり、

事務量や現地調査等の業務量が増加傾向にあります。 

埋蔵文化財包蔵地カードや包蔵地マップ等の整備、ＧＩＳ化を図

り、開発事業との調整や事務の効率化に努めていきます。 

国指定・国選択・国登録文

化財、県指定・市指定文化

財等の補助事業の推進 

市内には、国指定重要文化財（建造物）の平井家住宅や横利根閘門、

国指定史跡の広畑貝塚、国選択無形民俗文化財のあんば囃子や国登録

文化財（建造物）の旧植竹庄兵衛家住宅（洋館・和漢・土蔵）があり

ます。 

また、県指定文化財が 17 件［有形文化財 14 件（建造物４、絵画１

件、彫刻５件、工芸品２件、書籍１件、古文書１件）、民俗文化財１

件、史跡２件］、市指定文化財が 70 件あります。 

これらの貴重な文化財（文化遺産）を恒久的に保護・保存し、次世 

代に引き継いでいくために、日常の維持・管理や修理等に対する補助

事業を積極的に活用していきます。 

文化財保存活用地域計画

の策定 

「文化財保存活用地域計画」は、文化財保護法に位置づけられた市

町村における文化財の保存と活用に関する法定計画であり、市内の文

化財の保存と活用に取り組んでいくための、目標や具体的な取組の内

容を記載した基本的なアクションプランです。文化財を適切に保存・

活用し、次世代へ継承を図っていくためには、将来の文化を担う若い

世代のニーズに沿った施策を展開していく必要があります。各地域に

あるさまざまな文化財を総合的に調査・把握し、地域に所在する文化

財とその周辺環境を一体のものとすることで、文化財が市民に親しま

れる存在となるよう、文化財保存活用地域計画の策定を目指します。 

  

 

 

 

 

 

 

江⼾崎⼯業団地発掘現場 逢善寺本堂 
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郷⼟の歴史や⽂化に触れる⾝近な場所である歴史⺠俗資料館においては、次世代に稲敷市の歴史・

⽂化を継承するため、郷⼟に根ざした常設展⽰や企画展の開催、調査研究活動等の充実・推進を通し
て利活⽤の促進に努めています。 

これまでの成果としては、平成 26 年３⽉に収蔵庫が建設されました。貴重な郷⼟資料の受け⼊れ
が可能になり、質の⾼い企画展⽰や調査研究に反映させて、序々にではありますが、進捗しつつあり
ます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⾃分たちの住む郷⼟に誇りをもち、次世代に稲敷の歴史・⽂化遺産を継承していくとともに、新た

な⽂化を創造していくために、より地域に密着した展⽰を⼼がけていく必要があります。 
稲敷市の資料館として、全市的なわかりやすく、質の⾼い展⽰にしていくため、展⽰のリニューアル
化が、今後の⼤きな課題となっています。 

また、市内の学校と連携して郷⼟教育学習の⽀援を図るとともに、市⺠ニーズの⾼い親しみをもっ
てもらえるような展⽰、広報等をしていく必要があります。  

現 状 

今後の課題 

○郷土資料等の調査研究整理作業を反映させ、市民の関心の高い企画展の開催 

○歴史講座の開設や小中学校の見学受け入れ等による稲敷文化学習支援事業の充実 

○郷土資料調査委員会による調査や研究成果の公表による普及活動の充実 

○郷土資料のデータベース化の充実 

○稲敷市歴史民俗資料館展示リニューアルの推進と利活用 

（イ） 歴史民俗資料館活動の充実と利活用 

8,145 8,143

6,727

10,148

0
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歴史⺠俗資料館は、郷⼟の歴史や⽂化を通して幅広い学習意欲や知的好奇⼼に応える⽣涯学習の中

核施設として位置づけられていることから、関係機関と連携しながら多様化する市⺠ニーズに応えて
いきます。 

特に展⽰や広報活動の⼯夫などに積極的に取り組み、その利活⽤の促進に⼀層努めていきます。 
 

主な施策 主な取組 

郷土資料等を活用し魅力あ

る企画展示の充実による入

館者の増加 

稲敷市の歴史・文化・郷土資料等を企画展示に反映させて、質の

高い魅力ある企画展示を行います。稲敷市の文化・歴史遺産をより

普及させて、来館者数の増加を図ります。目標年間入館者数は 9,000

人を目指します。 

教育普及の連携強化と郷土

資料収集及び保存活動の充

実 

学校との連携強化を図り、小学生の見学、勾玉づくり教室等の歴

史講座を開設したり、児童生徒の職場体験等の総合的な学習の時間

や学校行事などにおける充実を図ります。 

また、美術工芸品、古文書や民俗資料等の貴重な寄贈・寄託資料

を保存し、次世代に引き継ぐべく保存活動の充実を図っていきま

す。 

郷土資料等調査研究の成果

の刊行や歴史・文化遺産の継

承 

の普及・保存活動の充実 

稲敷市郷土資料調査委員会を中心として、市内に残る貴重な民

俗・考古・伝承・寺院等の調査研究を充実させて、その成果を報告

書の刊行や企画展示に反映し、文化・歴史遺産の普及活動や保存活

動の充実を図っていきます。 

稲敷市文化の学習支援と教

育普及活動の充実 

市民ニーズの高い市内の史跡めぐり、古文書講座等の各種歴史・

民俗の講座開設等による教育普及活動の強化と充実を図ります。目

標参加人数は年間 300 人を目指します。 

収蔵資料のデータベース化

の充実・活用と促進 

収蔵資料のデータベース化を促進するとともに、インターネット

などを活用した情報の公開・活用を促進します。 

 
 

 

 

 
  

今後の方向性 

〇郷土資料等を生かした魅力ある企画展の開催や展示内容の充実 

〇収蔵資料のデータベース化やインターネットによる公開に向けた準備 

〇小学生の見学や中学生の体験学習等の学習支援の充実 
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図書館は、市⺠すべてに学習する機会を保障し、「いつでも」「多くの資料を」「誰にでも」提供し、

気軽に利⽤される図書館を⽬指しています。本（資料）と利⽤者を結び付けることが⼤きな役割で、
サービスの柱です。利⽤者のニーズに速やかに対応できるよう、資料の充実や読書活動の⽀援を推進
してきました。また、開館 28 年を経過し傷んできた施設・設備については、その都度部分的な改修
を⾏ってきました。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

実績（図書館及び公民館） 

年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 ２年度 

資料所蔵数（点） 172,998 163,351 159,058 145,618 161,456 164,339 

貸出点数（点） 116,590 113,985 116,230 126,087 120,691 100,933 

貸出者数（人） 30,046 29,875 26,699 25,129 23,420 17,467 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により減少。 

 
近年、幼児・児童⽣徒の利⽤者は減少傾向にあり、⾼齢者層の利⽤は逆に⼤幅な増加をみています。

利⽤者ニーズの観点から選書を再考し、蔵書構成や図書館運営に反映させる必要性があります。⼀⽅
で、利⽤状況全体として、児童書の利⽤⽐率は上昇しています。団体貸出による学校等との連携の成
果と捉え、学校図書館との連携を密に⾏い児童⽣徒の読書活動の推進を図ります。 

図書館の施設⾯では、開館 28 年の経過と震災等による劣化が⽬⽴つが、安⼼・安全に留意し、予
防保全を含め計画的な修繕を実施し⻑寿命化を図ります。なお、館内での読書スペース確保が課題と
なっており、書庫の増築に合わせての館内リニューアルも検討していきます。  

（ウ） 図書館活動の充実 

現 状 

今後の課題 

○資料の収集整備          ○相互貸借、図書館情報ネットワークの推進 

○インターネット閲覧環境の提供   ○図書館ネットワーク及び搬送体制の整備 

○レファレンス・サービスの充実   ○読書団体、読み聞かせボランティアの支援 

○広報活動の強化          ○館内設備の充実 

○団体貸出・学校支援の推進     ○資料予約の簡便化 
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利⽤者が求める資料を迅速に提供できるよう、メール予約やホームページの情報発信を推進します。
学校図書館と連携し、図書館を効率的に利⽤するための説明会や研修講座を実施し、児童⽣徒の読書
活動を推進します。夏休み期間中の教室やイベント等の開催、館内滞在者の快適な空間づくりにより
図書館サービスの充実を図ります。 

現在、電⼦図書館整備事業を推進しています。来館をしなくても読書が出来る環境を整えます。 
 

主な施策 主な取組 

利用者ニーズにあった蔵書

構成の見直し 

来館者カウンターを設置したことにで、約３倍の来館者が館内滞

在利用へとシフトされました。現在、高齢者の利用が増加していま

すが、各年代層が求める図書資料を的確に捉えた資料収集を行い、

社会情勢にも配慮した新しい資料を揃えて提供できるよう、資料や

棚構成の見直しを図ります。 

県立図書館との連携 

県の図書館情報ネットワークによる相互貸借、それにともなう配

送体制を維持していきます。県立図書館と連携し、講座開催や市

民・ボランティアへの情報提供を行います。 

読書活動の支援 

図書館情報の提供や団体貸出を行う等、学校・放課後児童クラ

ブ・各種団体との連携を強化し、読書活動の支援を行います。また、

研修講座や図書館利用方法の説明会を実施します。 

書庫の増設 

迅速な資料貸出及び有効活用、郷土資料専用保管場所の確保、増

加する館内滞在者の快適な読書スペース確保のため、書庫の増設を

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今後の方向性 

○利用者ニーズにあった蔵書構成（子育て・健康・介護関連図書、朗読ＣＤ、大活字本、

大型絵本） 

○読書活動の支援（学校への団体貸出による支援、人材育成講座） 

○図書館サービス（設備の更新、レファレンス能力の向上、予約、リクエスト） 

○電子図書館（電子書籍の充実） 

○広報活動（新刊・新着情報の発信、図書館通信の学校等への配付） 

○書庫の増設（学校支援用図書・郷土資料保管場所、資料移設による館内読書スペース
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稲敷市のシンボルマークは「地球」、
「稲」、「豊かな実り」をイメージし
たデザインです。緑は多くの実りを
もたらす⼤地を象徴しています。右
上がりに傾斜をつけた⽩い四つの半
円は、稲敷市の発展、未来への上昇
と、合併する四つの町村を稲穂の形
状で表しています。上部の⻘は明る
い町づくりをイメージした空の⾊を
表すと同時に、⽔に恵まれた⼟地で
ある新市の特徴を表現しています。 
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