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１ 計画策定の趣旨 

本市は，「ひたちなか市総合計画」に基づき，各種事業を着実に実施してまいりました。平成２３

年度には，「ひたちなか市第２次総合計画後期基本計画」を策定し，目指す都市像として「豊かな産

業といきいきとした暮らしが広がる 世界とふれあう自立協働都市」を掲げ，さまざまな施策を展

開しております。 

教育の分野におきましては，「豊かな人間性を育み個性がきらめくまちづくり」をスローガンに掲

げ，確かな学力と社会性を育む学校教育の充実，市民の各世代にわたる学びの意欲に応える生涯学

習の充実に努めてきたところです。 

平成２３年度より，学校教育の充実のための施策が，具体性をもって展開されていくことを願っ

て，毎年「３つのキーワード」を掲げ，子どもたちの“学ぶ意欲”が表情に現れている学校，“感動

と笑顔”がひろがる学校を目指し，全力で取り組んでまいりました。 

 また，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は，本市の学校施設にも甚大な被害をもた

らしましたが，震災後５年が経過しようとする今日，被災した校舎や教育施設の復旧が完了し，学

校施設の耐震化※などが進む中で，子どもたちは，落ち着いた環境のもとで充実感あふれる学校生活

を送っております。 

今後は，本市の教職員が積み上げてきた教育の成果の上に立って，子どもの学力の向上，いじめ※

や不登校※の問題，小中連携の推進や小中一貫教育学校※の実現，教職員の質の向上など，さまざま

な教育課題に果敢に取り組んでいく必要があります。 

こうした現状認識に立ち，学校教育に関連する各種事業を計画的，体系的に推進していくため，

ここに，本市教育の新たな取り組みの方向性を示す「ひたちなか市学校教育振興基本計画」を策定

するものです。 

 

２ 学校教育振興基本計画策定の基本的な考え方 

（１） 社会情勢の変化と国，県の動向 

少子高齢化，グローバル化，高度情報化，地方分権の進展など，現代社会は，新たな課題を抱

えながら急速に変化しております。世界情勢も刻々と変化しており，国際社会において，日本が

どのような役割を果たしていくべきかが問われております。 

国内においては，産業の空洞化や，雇用環境の変容，人口減少に伴う地域格差の拡大，地球規

模の課題への対応など，大きな課題に直面しており，経済の再生のみならず，持続可能な社会の

構築に向けての取り組みを，より一層進展させていかなければならない状況下にあります。 

こうした社会情勢にあって，平成２５年度に国が策定した第２期教育振興基本計画においては，

この危機的な状況を乗り越えるためには，単に経済成長のみを追求するのではなく，成熟社会に

適合した新たな社会モデルを構築していくことが求められており，教育こそが人々の個性・能力

を伸ばし人生を豊かにするとともに，社会全体の今後の一層の発展を実現する基盤であることを

示しています。 

また，県においては，平成２３年度に策定した県教育振興基本計画「いばらき教育プラン」で，

「一人一人が輝く教育立県をめざして」を基本テーマに掲げ，その基本テーマに迫るため「社会

全体での教育力の向上」「未来に羽ばたく力を育てる教育の充実」「豊かな心と健やかな体の育成」



2 
 

「生涯にわたって学べる環境づくり」「質の高い教育環境整備」の５つの柱を立て，施策を講じて

います。 

本市においては，国や県の教育の動向を踏まえながら，教育の実態に応じた「学校教育振興基

本計画」を策定し，将来を担う心身ともにたくましい幼児・児童・生徒の育成を図ってまいりま

す。 

 

（２） 本市の状況と教育の取組 

わが国の教育は，さまざまな課題や問題を抱えています。ひたちなか市の学校教育を推進して

いくための「学校教育振興基本計画」を策定するにあたって，社会の動きや教育を取り巻く客観

的な状況や環境を整理しておく必要があります。 

  今後の急速な社会の変化に伴い，ひたちなか市が直面するであろう課題を整理しますと，およ

そ次のようになります。 

 

● 新教育委員会制度のもとでの教育 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が平成２７年４月施行さ

れました。この制度は，新しい教育委員会制度として，教育行政における責任体制の明確化を図

るとともに，教育委員会の審議の活性化，迅速な危機管理体制の構築，地域の民意を代表する市

長との連携の強化等を目的に施行されるものです。 

  その中で，地方公共団体において，首長が主宰する「総合教育会議※」の設置や，教育の進むべ

き方向を示す「大綱」の策定等が新たに制度化され，本市においても，平成２７年度に第１回総

合教育会議を開催し，教育行政の方向性を示す「ひたちなか市教育の大綱」を審議，採択し，今

後はこの大綱に基づきさまざまな教育施策が展開されることとなりました。 

  現代社会は，少子高齢化，人と人とのつながりの希薄化，国際化，高度情報化などが進行し，

わが国の教育もさまざまな課題や問題を抱えています。こうした状況のもとで，本市においても

教育の課題や問題を明確にし，市の実態に即した教育を実現させていかなければなりません。教

育委員会の果たすべき役割はますます重要になってきています。教育委員による会議の充実を図

るとともに，積極的に幼稚園・小中学校との懇談，教育施設訪問，先進地視察訪問等を行い，教

育委員会の審議および活動の活性化を図ります。 

また，市民各層の幅広い分野からのご意見・ご要望を踏まえながら，本市の豊かな自然，優れ

た産業・技術，高い地域力などの発展可能性を生かした教育への期待も高まってきています。 

新しい教育委員会制度のもとで，教育委員会，学校，家庭，地域社会がより一層連携を深め，

一体となって，“知性と豊かな人間性を備えた 心身ともにたくましい子どもを育成してまいりま

す。 

 

● 少子高齢化の進行 

    少子高齢化の波は，本市にも押し寄せてきています。児童生徒数の変化を年次ごとに比較して

みると，他市町村に比べ，減少の幅は小さいものの，間違いなく少子化の影響を受けていること

が読みとれます。さらに，本市の状況をつぶさに観察してみると，地域によって違いがあること
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に気付きます。 

    このまま減少が続くことになれば，１学年１学級が常態化するとともに，複式学級※も存在する

ことになります。地理的な課題がない中で，児童生徒数の格差が拡大することは，好ましい傾向

ではないとの考えから，平成２４年２月に「ひたちなか市小中学校適正規模・適正配置基本方針※」

を定めたところです。 

  少子化が進行すると，人間関係の広がりに教育上の課題が生じ，小さな集団から大きな集団に

移行する時に，その生活環境の変化についていけないようなことが危惧されています。きめ細かな

指導の恩恵に浴する反面，大きな集団の中で，物怖じせずに主体的に行動する力や，自己を表現す

る力などに課題が生じることが懸念されています。 

  こうした状況を踏まえ，適正な学校規模として１学年２学級以上の規模を確保していくことが，

教育的見地から見た場合には大事であるとの考えに立ち，今後，小中学校の適正規模・適正配置の

基本方針に基づき，保護者や地域の方々，市民の皆様から理解を得られるよう努力をしてまいりま

す。 

 

● 人的つながりの希薄化 

経済の高度成長期から核家族化の傾向が見られるようになり，家族の単位が縮小していく動き

が顕在化しました。この結果，地域社会との関係が徐々に薄れ，人と人との直接的な関わりが少

なくなってきています。 

このため，子どもが社会性を身に付ける過程において異変が生じ，他者との交わりを絶ったり，

現実と仮想世界の区別がつかない事態が進行するようになりました。自分以外の人間には関心を

持たなくなり，自分のことにしか興味を覚えない自己中心的な人間が育っていくことへの懸念が

生じています。 

子どもだけではなく，大人も自分の都合や利益を優先するようになり，社会全体がつながりを

求めない社会へと変化し，孤立する傾向がますます進行しています。 

現在の学校に目を向けると，小さな困難が乗り越えられずに，不登校の状態になる児童生徒や，

友達との関係が良好ではないことを理由に不登校の状態になる児童生徒が増加しています。社会

の中で生きていくためには，他者との関係を良好に保つことが重要ですが，他者の行為や言動で

傷つく児童生徒や，他者との関わりを面倒だと感じている児童生徒が増加しているのが現状です。

本市では，こうした児童生徒を精神面で支えたり，悩みの相談に応じたりするため，学校との連

携を図りながら施策を強化してきました。 

今後，学校生活においては，幼児・児童・生徒の実態に応じた，きめ細かな指導面での配慮を

より充実させていくとともに，つまずいたり，いじめに遭ったりした際の相談体制の充実が急務

となっています。同時に，社会の中で “生きていく力” を，教育の現場でどのようにして育ん

でいくかが，大きな課題となっています。 
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● グローバル化と高度情報化の進展 

  世界の中で，日本はどう行動していくのか，が問われています。好むと好まざるにかかわらず，

経済や人間の国際間の交流や移動が進んでおり，グローバリゼーション※が，一層進むことは間違

いありません。こうした動きに，どう教育を連動させていけばよいのか，大きな課題となってい

ます。 

日本語をしっかりと学ぶ環境を整えるとともに，これまで以上に，英語教育の在り方について

考えていく必要があります。すでに，国においては，英語教育の在り方が検討されていますので，

その動きを注視してまいります。 

日本や世界で活躍できる人間を育成するためには，地域に学び，地域の良さを体得しているこ

とが鍵になります。 課題に直面した時に，思考の基になるのは，育った環境にあります。しっか

りと人としての「生きる力」を，学校，家庭，地域の教育で身に付けていなければなりません。

学校や家庭や地域が，将来を担う子どもたちに，よい環境を提供しているかが問われているので

す。こうした意味からも，学校，家庭，地域の連携は，ますます重要な課題になっています。 

  また，ここ数年の間に，情報取得の方法が急激に変わりつつあります。携帯電話が普及し，そ

の携帯電話もスマートフォンに形を変えて，幼児・児童・生徒までもが 1 台ずつ所持する時代に

なってきています。パソコンの機能を備えた携帯電話で，多くの有用な情報を得られる反面，イ

ンターネット上の掲示板等を利用したいじめを受けたり，犯罪を誘発する危険を生じさせたりす

る事態も発生しています。 

  さらに，高度なＩＣＴ※機器の開発や教育用ソフトの開発が進み，高度化された情報機器の活用

が急速に進んでいます。世界がネットでつながる社会が到来しており，本市においても幼児・児

童・生徒の情報リテラシー※の向上を図っていかなければなりません。情報モラル教育※をより一

層充実させるとともに，時代に即したＩＣＴ環境の整備を図ることが重要な課題となっています。 

 

● 学力の向上と心の教育の充実 
  学校教育において「学力の向上」が課題になっています。学力の向上を目指す際には，学習指

導要領※や幼稚園教育要領※に示された内容を踏まえ，基礎的・基本的な事項がしっかりと身に付

くように指導していくことが基本です。この指導の積み上げによって、知性や人間性，社会性，

たくましい身体が培われていきます。 

  本市の教育においては，従来から，基礎的・基本的な事項の習得にあたって，発達段階に即し

た体験的な学習活動を位置づけ，自分の体と感性を通して理解する学習を大切にしてきました。 

近年，豊かな自然が失われてきていると同時に，子どもたちが群れ遊ぶ姿も少なくなってきて

います。人や自然とふれあいながら，人としての感性を育むことが大切ですが，自然環境の減少，

少子化の波，核家族化が進行するなかでは，ますます自然とのかかわりから生まれる感性や人と

のかかわりよって育まれる社会性が低下していくことが懸念されています。 

  こうした社会の変化を踏まえ，これからの教育を見据えたときには，基礎的・基本的な事項の

習得に向けての学習に力点を置くとともに，体験的な学習や操作・作業的な学習を取り入れなが

ら，学ぶ喜びが生まれ，実感を伴って理解する“学びの場”を充実させていくことが大切である

と考えています。教科の学習や学校行事などで，充実感や成就感を伴って学校生活が送れるよう
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に努めながら，学校全体に“感動や笑顔”がひろがっていくようにしていかなければなりません。

かけがえのない命を大切にする教育や，思いやりの心，感謝の心を育む教育など，人として生き

ていく上での心の耕しに重点をあてた施策もさらに充実させていかなければなりません。豊かな

人間関係を築いていくための基礎となるコミュニケーション能力の育成も課題となります。 

  さらに，学校生活においても，家庭生活においても，地域社会においても，それぞれの場で，

心の居場所が確保されていることが大切です。家庭生活においても，家族の一員として存在が認

められ，温かな環境のもとで心の居場所が確保されていなければなりません。地域社会において

も，子どもたちの活躍の場，地域の一員としての役割が存在していることは極めて大事なことで

す。こうした認識の上に立ち，学校・家庭・地域社会が連携を深めながら，協働して将来を担う

子どもたちを育んでいきたいと考えています。 

 

● 小中連携・小中一貫教育の推進 

  本市は，学校規模の格差が，他市町村に比べ極端に大きい現状があります。この格差は，子ど

もたちが集団の中で多様な考え方に触れ，認め合い，協力し合い，切磋琢磨することを通して一

人一人の資質や能力の向上を図る，という観点から見ると課題があり，学校規模の適正化に向け

ての動きを進めていかなければなりません。 

特に，小規模の学校では，複式学級※も存在し始めています。社会性の育成の観点からも，切磋

琢磨の場を用意し，多少の困難が目の前に立ちはだかっても，乗り越えることができるたくまし

さを育成していくことが大きな課題になっています。 

また，教育の現場では，小学校から中学校への進学後に生徒指導上の課題を持つ生徒や不登校※

の生徒が増加する「中 1ギャップ※」と言われる現象が起きており，こうした課題を乗り越えるた

めに，小中連携のための施策を展開しながら，解決への道を探っているところです。 

現在の学校制度においては，小学校と中学校は，それぞれの学習指導要領※のもとで指導が展開

されており，教員の免許制度や学校運営についても，小中学校それぞれの学校形態に対応した形

で制度化されたり，運営されたりしている現状にあります。 

しかし，近年，子どもの成長が早まっていることや，生徒指導上の課題を解決していくために，

９年間で児童生徒を育てるという観点に立つ学校（小中一貫教育※）への模索がなされるようにな

りました。平成２６年１２月には，中央教育審議会※より，小中一貫教育の制度化について答申が

なされ，平成２７年６月には小中一貫校を制度化する改正学校教育法が成立し，その中で一貫校

の名称は「義務教育学校」とされ，平成２８年４月から同制度が施行されることとなりました。 

本市においても，現在の教育制度のもとで，小学校と中学校との連携を模索しながら課題を整

理し，小中一貫教育学校（仮称）の実現を目指す方向で検討を始めたところです。 
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（３） 計画の推進期間 

  地方公共団体は，教育基本法第 17条第 2項に基づき，教育の振興のための施策に関する基本的

な計画を定めるよう努めなければならないと規定されています。これを受け，計画の範囲は教育

委員会所管に係る分野とします。 

  本計画は，本市の教育が目指すべき方向性を明らかにするとともに，具体的な取り組みを示す

ものであり，ひたちなか市第３次総合計画前期計画（平成２８年度～平成３２年度）との整合性

を図り，その個別プランと位置づけます。また，計画の推進期間は，変化の激しい社会情勢を踏

まえ，平成２７年度を初年度とし，平成３２年度までの６年間とします。 

 

 

 ■ 国，県及び本市における計画期間 

Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 

       

 

（４） 地域や民間事業者など各種団体との連携 

  本市はこれまで，ティーム・ティーチング※による学習支援を担うスマイルスタディ・サポータ

ー，理科の授業を支援するサイエンス・サポーター，高い専門技術を有する部活動外部指導者，

さらには学校・家庭・地域社会との連携に重要な役割を占める学校評議員など，教育現場の各方

面で役割を担う，社会人や学生，民間事業者ほかさまざまな団体等との連携により，学校教育の

充実を図ってきました。今後も，こうした地域や関係機関・団体の活力を積極的に取り入れ，拡

充していくことで，より一層社会全体で本市教育の推進を図っていきます。 

 

教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）抜粋 

第 17 条 政府は，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，基本的

な計画を定め，これを国会に報告するとともに，公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は，前項の計画を参酌し，その地域の実情に応じ，当該地方公共団体におけ

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

（国）第２期教育振興基本計画 

（県）いばらき教育プラン 

市第２次総合計画後期計画 市第３次総合計画前期基本計画（予定） 

ひたちなか市学校教育振興基本計画 

（県）新「いばらき教育プラン」（予定） 
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（５）学校教育基本方針と目標達成するための具体的な取り組み 

  本市では，これまで本市教育の方向性を示す「ひたちなか市教育の目標」を定め，本市が取り

組むべき目標として５つの教育目標を掲げ，その実現に取り組んできました。今回の学校教育振

興基本計画の策定にあたって，その趣旨に相応しい内容に改め，新たな「ひたちなか市教育の目

標」として次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

これらの教育目標を達成するために，必要な各事業を教育推進の施策として位置づけ，次に掲

げる６つの施策ごとさまざまな分野で計画的に事業を進めます。また，教育推進の施策に掲げた

それぞれの事業のなかで特に重点的に取り組む事業を重点推進事業として位置づけ，効果的かつ

着実な推進を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《目指す子ども像》 

「知性と豊かな人間性を備えた 心身ともにたくましい子ども」 

ひたちなか市教育の目標 

○ ひとりひとりの能力を開発し，豊かな人間性をつちかいます 

○ じょうぶな身体をつくり，たくましい心を養います 

○ 家庭や地域と力をあわせ，豊かな心を育みます 

○ ふるさとを愛し，協力しあう心を育てます 

○ 世界に視野を広げ，国際人としての自覚を高めます 

 

       学校教育振興のためのスローガン 

「夢・感動・笑顔がひろがる 教育のまち ひたちなか」 

 

 

教育推進の施策 

確かな学力を育む教育の充実 

健やかな体の育成と命を守るための教育の充実 

郷土愛に満ちた国際人の育成 

質の高い教育環境の整備・充実 

豊かな人間性を育む教育の充実 

時代の変化に対応した学校の創造 
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１ 社会を生き抜く力の養成
～多様で変化の激しい社会の中で人の自立と協
働を図るための主体的・能動的な力～

２ 未来への飛躍を実現する人材の養成
～変化や新たな価値を主導・創造し，社会の各
分野を牽引していく人材～

３ 学びのセーフティネットの構築
～誰もがアクセスできる多様な学習機会を～

４ 絆づくりと活力あるコミュ二ティの形成
～社会が人を育み，人が社会をつくる好循環～

○少子高齢化の進展

○グローバル化の進展

○雇用環境の変容

○地域社会，家庭の変容

○格差の再生産・固定化

○豊かさの変容

第２期教育振興基本計画を策定

（計画期間）平成２５年度～平成２９年度

創造・自立・協働

○自立・協働を通じて更なる

新たな価値を創造していくこ

とができる生涯学習社会

○一人一人が多様な個性 ・

能力を伸ばし,充実した人生

を主体的に切り開いていくこ

とのできる生涯学習社会

○個人や社会の多様性を

尊重し，それぞれの強みを

活かしてともに支えあい，

高めあい，社会に参画する

ことのできる生涯学習社会

教育行政の４つの基本的方向

社会情勢の危機的な状況

東日本大震災により
一層の混在化・加速化

今後の社会の方向性

○地域的な偏りはあるが，少
子高齢化の進行により，児童
生徒数も減少傾向にある。

○核家族化の進行，地域社会
との関係の変化により，人的つ
ながりの希薄化，孤立化の傾
向も見られる。

○グローバル化と高度情報化
の進展により，英語教育や，情
報リテラシー，情報モラル教育
のあり方が問われている。

○発達段階に即した体験的な
学習活動の充実と学力の向上，
心の教育の充実が求められて
いる。

○中１ギャップをはじめ学習指
導や生徒指導上の課題を乗り
越えるための小中連携のあり
方が問われている。

ひたちなか市の状況

学校教育振興基本計画の
策定に向けて

○本市教育の理念，本市教育
の目標，取り組むべき施策の
明確化

○さまざまな教育課題を明ら
かにし，その課題の解決に向
けた施策を計画的に推進

○課題への対応や事業成果
を検証し，より効果的な施策を
展開

ひ

た

ち

な

か

市

学

校

教

育

振

興

計

画

の

策

定

学校教育振興基本計画策定のフロー

１ 社会全体での教育力の向上
～未来を担う子どもたちに，社会の一員として
自立できるための力を育てることや，生きる力
を育むため～

２ 未来に羽ばたく力を育てる教育の充実
～新学習指導要領等の内容を踏まえ，将来
の夢や目標に向かって努力する力を育てる
ため～

３ 豊かな心と健やかな体の育成
～豊かな心を育み，健やかな体を育成する
ため～

４ 生涯にわたって学べる環境づくり
～いつでもどこでも学べる機会を充実させる
とともに，学んだことを社会づくりに活かせる
生涯学習社会実現のため社会が人を育み，
人が社会をつくる好循環～

５ 質の高い教育環境整備

～安心・安全な教育環境の実現と教育の機会

を保障するため～

教育行政の５つの基本的方向

国の動向

県の動向

茨城県教育振興基本計画
「いばらき教育プラン」を策定

（計画期間）平成２３年度～平成２７年度

〇確かな学力を育む教育の充実

〇豊かな人間性を育む教育の充実

〇健やかな体の育成と命を守るための

教育の充実

〇郷土愛に満ちた国際人の育成

〇時代の変化に対応した学校の創造

〇質の高い教育環境の整備・充実

教育推進の施策

ひ

た

ち

な

か

市

教

育

の

大

綱



 

第２章 各論 

～教育施策の推進～ 

 

 

 

 

 

中学校体育祭の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　　　　　
　　　　

　　1　施策の体系と重点推進事業

　　（１）基本方針と教育推進の施策の体系

9

≪目指す子ども像≫

「知性と豊かな人間性を備えた

心身ともにたくましい子ども」

ひたちなか市教育の目標

○ひとりひとりの能力を開発

し，豊かな人間性をつちかい

ます。

○じょうぶな身体をつくり，たく

ましい心を養います。

○心のかようあたたかな家庭
と地域づくりをめざします。

○ふるさとを愛し，協力しあう
心を育てます。

○世界に視野を広げ，国際人
としての自覚を高めます。

学校教育振興のためのスローガン

「夢・感動・笑顔がひろがる

教育のまち ひたちなか」

ひたちなか市学校教育振興基本計画 【推進期間 平成２７年度～平成３２年度】

基本方針 教育推進の施策

３ 健やかな体の育成と命を守るための
教育の充実
～いきいき・すこやかプロジェクト～

４ 郷土愛に満ちた国際人の育成
～ふるさと発信プロジェクト～

（２）わかる喜びを生み出す
教職員研修

（１）健やかな身体の育成

（１）地域・郷土教材の
開発と活用

（１）幼・小・中の連携と
教育の充実

２ 豊かな人間性を育む教育の充実
～生きる喜びプロジェクト～

（１）笑顔がひろがる学校
づくり

（２）ふるさとの歴史を学ぶ
ための取組と文化財
の活用

５ 時代の変化に対応した学校の創造
～学校創造プロジェクト～

（１）わかる・楽しい授業
づくり

６ 質の高い教育環境の整備・充実
～学びの環境充実プロジェクト～

（１）教育施設の整備

（５）学校・家庭・地域社会
との連携推進

１ 確かな学力を育む教育の充実
～わかる喜びプロジェクト～

（２）生きる喜びを生み出す
豊かな心の育成

（３）学ぶ環境への経済的
な支援

（２）生き抜く力の育成

（３）命を守るための力の
育成

（４）安心安全な居場所
づくり

（３）真の国際人の育成

（２）小中学校の適正規模
・適正配置と小中一貫
教育の推進

（２）教育用備品等の整備
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（２）重点推進事業 

 本計画では，「ひたちなか市教育の目標」を達成に向け，効果的かつ着実な推進を図るため，本

計画の教育推進の施策を構成する８２事業のうち，特に子どもたちの学習意欲の向上や心身の健や

かな育成に期待されるもの，学校施設の耐震化など緊急性の高いものを基本施策ごとに抽出し，重

点推進事業として位置づけます。 

 平成２７年度から平成３２年度までの６年間は，以下の２６の事業を重点推進事業として取り組

み，本市教育の充実に向け効果的に事業を推進していきます。 

 

 

基本施策 重点推進事業 担当課 

基本施策１  

確かな学力を育む教育の充実 

～わかる喜びプロジェクト～ 

学力向上推進事業 指導課 

研究推進校事業 指導課 

スマイルスタディ・サポート事業 指導課 

英語コミュニケーション能力育成事業 指導課 

わくわくサイエンス・サポート事業 指導課 

基本施策２  

豊かな人間性を育む教育の充実 

～生きる喜びプロジェクト～ 

笑顔プロジェクトの推進 指導課 

仕事や職場の楽しさ発見事業 指導課 

不登校対策支援事業 指導課 

いじめ防止対策の推進 指導課 

道徳教育調査研究事業 指導課 

読み聞かせ活動事業 図書館 

基本施策３  

健やかな体の育成と命を守るための

教育の充実 

～いきいき・すこやかプロジェクト～ 

体力アップ推進事業 指導課，学務課 

洋上学習事業 青少年課 

自然体験キャンプ 青少年課 

地域で支える生徒指導推進事業 指導課 

学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業） 青少年課 

基本施策４  

郷土愛に満ちた国際人の育成 

～ふるさと発信プロジェクト～ 

地域・郷土教材開発事業 指導課 

虎塚古墳公開事業 教委総務課文化財室 

ふるさと考古学講座事業 教委総務課文化財室 

基本施策５ 

時代の変化に対応した学校の創造 

～学校創造プロジェクト～ 

開かれた学校づくり推進事業 指導課 

小中学校の適正規模・適正配置 学務課，指導課 

小中一貫教育推進事業 学務課，指導課， 

施設整備課 

基本施策６ 

質の高い教育環境の整備・充実 

～学びの環境充実プロジェクト～ 

学校施設整備事業（学校耐震化の推進） 施設整備課 

給食施設整備事業 施設整備課，学務課 

学校教育用備品の整備 学務課 

教育用ＩＣＴ機器の整備 学務課 
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２ 施策の展開 

基本施策１ 確かな学力を育む教育の充実 

～わかる喜びプロジェクト～ 
 

 ◇社会を生き抜くために必要な学力が，しっかりと身に付くようにします 
  

 

 

 

 

 

 

これからの「知識基盤社会※」の時代を子どもたちが主体的，創造的に生きていくためには，基礎的

な学力ととともに，自ら学び，考え，判断し，行動や表現ができる力を育成していく必要があります。 

この力を育成するためには，自ら学び，考える時間を十分に確保するとともに，体験的な学習活動や

作業的な学習活動を適切に位置付け，実感を伴って理解することを心がけていく必要があります。五感 

を伴って理解することが，学ぶ意欲を培い，単なる知識偏重への流れを阻止し，生き抜く力を育成する

ことにつながるからです。 

 こうした力を子どもたちに育成するためには，教職員の力量と資質の向上が課題となります。人間を

育てていくという原点に立ち戻り，真摯に研究や研修に取り組む体制を整備してまいります。 

 

（１） わかる・楽しい授業づくり 

児童生徒の学力を向上させるためには，日常的にわかる・楽しい授業が展開されていることが大切 

です。学ぶ意欲を高めながら，確かな学力が身に付くように努めます。 

また，心が安定した状態で，他人の意見に耳を傾けることのできる学級の雰囲気を作り出す努力を

重ねることが大切です。 

さらに，地域の専門的な知識や技術を持った人材を活用し，授業の質を高めていくことも，社会を

生き抜いていくための学力を保障することにつながります。 

多くの関係機関との連携を深めながら，学校教育のさらなる充実を図るため，以下の事業に取り組

みます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

1 学力向上推進事業 

 

教職員の指導力向上を支援するた

め，学力向上研修会や学力向上講

演会などの研修を実施する。 

研修協力校

（２校）を核

とした研修

の実施 

研修協力校

を核とした

研修継続 

指導課 

重点推進事業 

〇 基礎・基本を確実に習得させるとともに，自ら学び，考え，判断し，行動できる力 

の育成を目指した授業を展開します。 

 〇 体験的な学習や作業的な学習を適切に位置づけ，実感を伴って理解することを大切 

にした授業を展開します。 

 〇 教職員の指導力と資質の向上を図るため，教科や職務に関する研修を充実します。 
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  ●学力向上研修会 

自作の問題を作成し，各小学校で

結果を分析し，学習指導法や授業力

の向上に活用する。 

●学力向上講演会 

 優れた授業実践や今日的な教育課

題を研究している講師を招聘して教

育講演会を開催し，教職員の資質向

上に努める。 

   

2 研究推進校事業 

 

小中学校を対象に研究推進校を指

定し，学校全体で先進的な研究を進

めていく。 

●研究推進校の指定 

 学習指導にかかる今日的な課題

を取り上げ，学校全体の取り組みに

よって，解決に向けた研究を進め

る。 

●研究発表会の開催 

 研究の実践と成果や課題につい

て，授業公開並びに研究報告を行

い，成果等を市内外に広く発信す

る。 

ICT 機器を活

用した学習指

導の研究 

（小学校１校，

中学校１校） 

研究推進校

事業の継続 

指導課 

3 スマイルスタディ・サポ

ート事業 

 

市独自の非常勤講師「スマイルスタ

ディ・サポーター」を小中学校に配置

し，学習指導等の支援を行う。 

●学級担任や教科担任と協力して

授業を行うティーム・ティーチング※

や学級を２つに分けて行う少人数指

導等を通して，一人一人に目を向け

たきめ細かな学習指導を行う。 

●小学校の教科担任制の推進や，

研究推進校のサポート体制の充実

を図る。 

スマイルスタ

ディ・サポー

ター 

10 名配置 

スマイルスタ

ディ・サポー

ター 

10 名配置 

指導課 

4 英語コミュニケーション

能力育成事業 

 

●英語指導助手配置事業 

英語を母語とする外国人の英語指

導助手を小中学校に配置し，英語

教育の推進に取り組む。 

 

英語指導 

助手を 

小中学校に 

１３名配置 

 

英語指導 

助手を 

小中学校に 

２０名配置 

 

指導課 

重点推進事業 

重点推進事業 

重点推進事業 
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●英語インタラクティブフォーラムの

実施 

英語で自分の思いや考えを伝え合う

機会を設ける。 

毎年実施 

全中学校参加 

（対象２～３年） 

中学１年生に

まで拡大 

5 コミュニティゲスト※活用

事業 

 

教育活動全般に，学校外の社会人

の教育力を積極的に取り入れ，多様

な学習活動に資するため，市立幼

稚園，小中学校にコミュニティゲスト

※を派遣する。 

幼稚園 90 回 

小学校 480 回 

中学校 180 回 

幼稚園 90 回 

小学校 480 回 

中学校 180 回 

指導課 

6 わくわくサイエンス・サポ

ート事業 

 

小学校の理科授業の充実を図り，

児童の科学や環境に関する興味・

関心を高める。 

●科学に関して専門性の高い社会

人や学生をサイエンス・サポーター

として学校に派遣し，理科の観察や

実験の支援を行う。 

●科学技術に専門的な知識・技能を

有する講師を派遣し，普段の理科授

業ではなかなか行うことのできない

実験や観察学習を行う。 

サイエンス・

サポーター

全小学校に

配置 

（２０名） 

 

サイエンス・

サポーター

全小学校に

配置 

 

指導課 

7 原子力・エネルギー教育

支援事業 

原子力やエネルギーの学習につい

て，児童生徒が興味・関心をもち，

観察・実験などの体験ができるよう

に教材を整備し，原子力やエネルギ

ーについて基礎的な知識の理解を

図る。 

実施 

（中学校の

教材購入，

年次計画と

して実施） 

継続 指導課 

8 授業力向上推進事業 

（計画訪問） 

学校経営の状況を把握し，教育課

程※，学習指導，生徒指導，その他

学校の課題解決に役立つよう指導

助言や研究協議を行う。 

全幼稚園，

小中学校へ

年１回の 

訪問指導 

全幼稚園，

小中学校へ

年１回の 

訪問指導 

指導課 

9 校内研究支援事業 

（要請訪問） 

各学校（幼稚園）の学習指導，生徒

指導等の課題に対し，学校からの要

請に応じて，指導主事が当該学校を

訪問して指導助言や研究協議を行

う。 

小中学校の

要請に応じて

実施 

小中学校の

要請に応じて

実施 

指導課 

 

 

 

重点推進事業 
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（２） わかる喜びを生み出す教職員研修 

 教職員の資質や指導力を向上させることが，学ぶ意欲を高め，わかる喜びを生み出します。教職員

の一層の資質の向上，指導力の向上を図るため，以下の事業に取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

10 幼稚園教職員研修事業 幼稚園教職員の資質向上のた

め，指導主事※による市立幼稚

園への計画訪問を実施し，保育

参観等を通して教育課程※，課

題等についての助言指導を行

う。 

計画訪問 

年１回 

教職員研修 

年２回 

公開保育 

計画訪問 

年１回 

教職員研修 

年２回 

公開保育 

指導課 

11 教育課題調査研究事業 幼稚園や小中学校単独では対

応が難しいさまざまな教育課題

に対応するため，専門研究員に

よる調査研究事業や，教育研究

発表会の実施などを行う。 

専門研究員に

よる調査研究 

２つの課題設

定２年間の継

続研究 

状況に応じた

適切な課題 

設定を行う。 

指導課 

12 教職員研修事業 教職員の一層の資質向上を図る

ため，研修事業を推進し，その充

実を図る。 

14 講座実施 学習指導要

領の改訂等

教育現場の

状況に応じた

研修の実施 

指導課 

 

☆主な関連事業 

事業名 主催団体又は実施機関 

市教育研究会夏季研究協議会 市教育研究会 

幼稚園公開保育 市立幼稚園教育研究会 
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基本施策２ 豊かな人間性を育む教育の充実 

～生きる喜びプロジェクト～   

 

◇夢・感動・笑顔が生まれる学校をつくります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校の関係者が一体となり，“感動や笑顔”がひろがる学びの場を実現することは，わかる喜びや

生きる喜びを生み出し，将来への夢や希望を育むことにつながります。 

地域社会においても，人や自然，芸術や文化，産業等との豊かなかかわりを通して，自己有用感を

高め，生きる喜びを実感できるようにすることが大切です。 

また，学校での生活に悩みや不安を抱える子どもや，特別な配慮を必要とする子どもを支える事業

を充実させていくこと，さらには経済的理由などにより就学困難な児童生徒のために経済的な支援を

行うことも，生きる喜びにつながります。 

このような取り組みにより，生きる喜びが生まれる学校をつくります。 

 

（１）笑顔がひろがる学校づくり 

児童会や生徒会の自治的な活動を推進し，いじめのない明るい学校づくりを推進するとともに，

不登校など悩みや不安を抱える児童生徒のケアに取り組みます。 

また，教育におけるさまざまな相談に応じる体制を整えるとともに，特別な配慮を要する幼児・

児童生徒への支援環境を整え，笑顔がひろがる学校をつくります。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

13 笑顔プロジェクトの推進 

 

小中学校の児童会活動や生徒会

活動を充実させ，学校に笑顔がひ

ろがる活動を推進する。 

●児童会・生徒会による取組 

 各学校において，児童生徒がい

じめの未然防止について，創意工

夫を生かした自治的な活動を推進

する。 

 

全小中学校 

実施 

全小中学校 

実施 

指導課 

〇 豊かな人間性を育むため，“感動や笑顔”がひろがる教育実践に取り組み，生きる 

喜びを実感しながら学校生活が送れるようにします。 

 〇 いじめ，不登校など生徒指導上の課題に取り組み，子どもひとりひとりの“心の 

居場所”の確保に努めます。 

 〇 家庭やＰＴＡ，子ども会，自治会などと連携し，行事や集団活動を通して，協力す

る心や思いやりの心を育みます。 

 

重点推進事業 
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  ●学校間や地域との交流活動の

推進 

 各学校の取り組みを他校や地域

に紹介したり，意見交流会を行っ

たりして，笑顔が広がる活動を校

内外へ発信する。 

   

14 仕事や職場の楽しさ発見

事業 

 

発達段階に応じたキャリア教育※と

して，幼稚園の農家訪問，小学校

職場訪問・職場見学事業，中学校

職場体験学習を実施する。 

●幼稚園の農家訪問 

 農家の協力を得て，イチゴ狩りや

サツマイモほりの体験を通して，収

穫の喜びに触れさせる。 

●小学校職場訪問・職場見学事業 

 生活科や社会科などで扱う職場

を見学し，発達段階に応じて働くこ

との意義を理解できるようにする。 

●中学校職場体験学習の充実 

 全生徒が実際の職場で働く体験

を通して，自分の将来や生き方に

ついて考えることができるようにす

る。 

各幼稚園，各

小中学校の

計画により 

全校（園）で 

実施 

各幼稚園，各

小中学校の

計画により 

全校（園）で 

実施 

指導課 

15 不登校対策支援事業 

 

悩みや不安を抱え登校しぶりや不

登校※になっている児童生徒に対

し，適応指導教室※への通級，心

の教室相談員※，心のサポーター

※，絆サポーター※による相談対応

を行い，登校に向けた支援を行う。 

●教育相談員※の配置と適応指導

教室の運営 

 教育研究所※の電話や来所によ

る相談対応を行うとともに，適応指

導教室の適切な運営に努める。 

●相談体制の整備・充実 

 教育研究所に専門的な知見のあ

るカウンセラーを配置し，児童生徒

や保護者，学校への助言を行う。 

実施 継続 指導課 

重点推進事業 

重点推進事業 
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16 いじめ防止対策の推進 

 

教育委員会をはじめ，関係機関や

地域が連携して学校の組織的な

対応を支援し，児童生徒が安心し

て学校生活をおくることができるよ

うにする。 

●いじめ防止対策推進法※に基づ

く取組 

 いじめ防止対策推進法に基づく

「いじめ問題対策連絡協議会※」を

設置し，学校におけるいじめ問題

への対処，いじめ防止対策に関す

る助言，支援を行う。 

●教職員の学校経営力の向上を

目指す研修 

 市独自に学級経営や人間関係

づくりに関する研修を実施し，いじ

めの未然防止や早期発見するた

めの力量向上を図る。 

 

連絡協議会

の設置 

連絡協議会 

年２回実施 

指導課 

17 幼児教育相談指導事業 市立幼稚園及び教育研究所※にお

いて，保護者を対象に保育に関す

ることや家庭教育についての教育

相談を行う。 

 

教育研究所 

電話相談の

随時実施 

教育研究所 

電話相談の

随時実施 

指導課 

18 教育相談活動事業 いじめ※や不登校※など悩みや不

安を抱える幼児・児童・生徒や，そ

の保護者，教職員を支援するた

め，教育研究所※において電話や

面談による教育相談を行う。 

教育相談員※ 

4 名，心の教室 

相談員※4 名， 

カウンセリング 

アドバイザー※ 

2 名配置 

教育相談員※ 

6 名，心の教室 

相談員※4 名， 

カウンセリング 

アドバイザー※ 

2 名配置 

指導課 

19 特別な支援を必要とする

幼児のための教育支援 

障害のある幼児や外国籍の幼児

など特別な支援を必要とする場合

の教育支援を充実するため，介助

員の配置等を行う。 

幼稚園介助員  

２０名配置 

幼稚園介助員 

を必要に応じて

配置 

教委総務課 

20 学校介助員配置事業 小中学校において，児童生徒の障

害の程度や発達段階に応じて適

切な支援が行えるよう，学校介助

員を配置する。 

学校の状況

に応じて 

35 名配置 

 

学校の状況

に応じて 

適切に配置 

 

指導課 

重点推進事業 
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21 教育支援事業 就学前・就学中の児童を適切な就

学につなげるため，教育支援委員

会※を開催し，就学児の審査，判

定を行うとともに，その保護者と面

接し，学校生活のあり方について

助言指導を行う。 

教育支援 

委員会 

年６回開催 

教育支援 

委員会 

年６回開催 

指導課 

22 学校管理訪問事業 市内小中学校の管理運営の状況

を把握し，教職員の資質向上や，

人事上の課題の解決に努める。 

実施 継続 (教育担当参

事) 

23 学校管理運営研修事業 教職員の不祥事防止に取り組むコ

ンプライアンス※推進体制を整備

し，定期的に研修を行うとともに，

チェックリストに基づいた巡視，点

検評価を行い，不祥事防止対策の

強化を図る。 

実施 全小中学校に

おけるコンプラ

イアンス推進体

制の整備とそ

の充実 

(教育担当参

事) 
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（２） 生きる喜びを生み出す豊かな心の育成 

これからの教育においては，生きる喜びを実感できる時間を創り出すことが求められています。自己存在 

感や自己有用感を感じ取れる教育の場が，豊かな心を育むことにつながるからです。かけがえのない命を

大切に思う心を培うことで，充実感を伴う学校生活を送ることができるよう，命の教育実践の開発に努めま

す。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

24 道徳教育調査研究事業 児童生徒の道徳性や郷土愛を育

み，豊かな人間性を培うため，市

独自の道徳郷土資料集「ひたちな

か」を作成し，各学校の道徳教育

の充実を図る。 

●道徳郷土資料の作成 

 郷土にかかわりのある人物や事

象を取り上げた郷土資料を作成

し，郷土愛を育む。 

●道徳の教科化に向けた対応 

 教科化に向けて，各学校の取り

組みが円滑に進むよう，研修会の

実施や教材の充実に努める。 

道徳郷土 

資料集 

「ひたちなか」

の作成 

（～２８年度） 

全小中学校 

で活用 

指導課 

25 命の教育支援事業 学校訪問等を通して，命を大切に

する心を育む教育活動を支援し，

自己有用感が高まるよう助言・指

導を行う。 

実施 継続 指導課 

26 学校図書館支援事業 小中学校における読書の時間や

教科学習等の教育活動を支援す

るため，図書館で所蔵する資料を

貸与するとともに，教職員やボラン

ティアを対象に図書及び図書室運

営の研修を開催する。 

小学校への

貸出 ９回 

（試行的に

実施） 

 

小・中学校

への貸出 

年７０回 

研修会 

 年２回 

図書館 

27 読み聞かせ活動事業 

 

子どもが本に親しみ，読書の楽し

さを知るために，絵本や紙芝居の

読み聞かせ活動を推進し，子ども

の健全育成と読書意欲の向上を

図る。 

●おはなし会の開催 

図書館，コミュニティセンター※で

おはなし会

年 199 回 

開催 

おはなし会

年 220 回 

開催 

図書館 

重点推進事業 

重点推進事業 
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の定例おはなし会の開催のほか

に，カーテンシアターや人形劇によ

るおたのしみ会，ぬいぐるみのお

泊り会など，内容を工夫したおは

なし会を開催する。 

●学校への読み聞かせ資料の貸

出し 

図書館所蔵の大型絵本・紙芝

居，パネルシアター等の資料を学

校での読み聞かせ用に貸出し，読

み聞かせ活動を支援する。 

●読み聞かせボランティアの育成 

読み聞かせボランティアを対象

に研修会を行い，読み聞かせ技術

の向上と，読み聞かせグループ間

の交流を深め連携を図る。 

28 子ども向け講座事業 図書館において，子どもを対象とし

た科学実験講座やクラフト教室，

手作り絵本教室等を開催し，図書

館の利用拡大と子ども読書活動の

推進を図る。 

講座 

年 30 回開催 

講座 

年40回開催 

図書館 

29 子ども読書の日※記念事

業 

こどもの読書週間※（4 月 23 日～ 

5 月 12 日）にちなみ，おはなし会，

科学あそびなど子どもを対象とし

た行事や図書を袋に入れて貸出

す「わくわくバック」などの取り組み

をとおして子ども読書活動の推進

を図る。 

講座等 

年 5 回開催 

わくわくバッ

ク貸出 

各館 50 袋 

講座等 

年 7 回開催 

わくわくバッ

ク貸出 

各館 50 袋 

図書館 

 

☆主な関連事業 

事業名 主催団体又は実施機関 

小中学校音楽会 市教育研究会 

市芸術鑑賞会 ひたちなか市 
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（３） 学びの環境への経済的な支援 

幼稚園就園児から児童生徒，学生に至るまでさまざまな年齢層に応じた学びの環境への経済的支援とし

て，私立幼稚園の就園にかかる保育料の助成，経済的理由により就学困難な児童生徒のための就学奨励

事業，経済的理由により修学が困難な生徒・学生のための奨学資金貸与事業を推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

30 私立幼稚園の就園にかか

る保育料の助成 

所得の状況に応じて保育料の減

免を行っている私立幼稚園に対

し，就園奨励補助金※を交付する

とともに，私立幼稚園に就園する

4，5 歳児の保護者に対し，市立

幼稚園の保育料との差額を縮小

するため，保育料の一部を助成

する。（施設型給付費※を受ける

幼稚園を除く。） 

実施 継続 学務課 

31 就学奨励事業 経済的理由により，就学困難な

児童生徒の保護者に対し，給食

費や学用品費などの一部を援助

する。 

実施 継続 学務課 

32 奨学資金貸与事業の実

施 

教育の機会均等，有為な人材の

育成につなげるため，経済的理

由により修学が困難な生徒・学

生に対し，学資を貸与する。 

新規貸付者数 

高校 1 人 

大学 6 人 

必要に応じ

た資金貸付 

教委総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

基本施策３ 健やかな体の育成と命を守るための教育の充実 

～いきいき・すこやかプロジェクト～ 
 

◇健やかな体づくりと命を守るための教育を推進します 
 

 

 

 

 

子どもたちは，家族の愛情に包まれて育ち，地域社会で多くの出会いや，さまざまな経験を積むこと

で，感謝の気持ちや，仲間との連帯感，規範意識，勤労観・職業観など，豊かな人間性や「生きる力」

を身に付けることができます。また，そのためには，安全安心な環境のもと，チャレンジする心，健や

かな身体をもち，生き生きと活動できるような取り組みが必要です。 

 発達段階に応じて，自然体験や職業体験，社会奉仕体験等の体験活動を充実させるとともに，体力づ

くりや学校給食の充実，地域と連携した安全安心な居場所づくり等に努めます。 

 また，地震や津波などの自然災害などさまざまな危険に対し，向き合っていく態度や必要な知識等を

身に付けさせるとともに，かけがえのない命を守るための教育をより一層推進します。 

 

（１） 健やかな体の育成 

健やかでたくましい体の育成を図るため，体力向上への取り組みや部活動への支援，安心安全で栄養

バランスに優れた給食の提供，学校保健安全計画に基づいた健康診断の実施などに取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

33 体力アップ推進事業 

 

 

 

幼稚園，小中学校の教育活動を

通し，体力の向上を図るため，幼

稚園における外遊びの奨励や，

小中学校における体力アップ推

進計画の作成と実践，体力テス

トの効果的な活用に取り組む。 

●外遊びの奨励 

 子どもたちが運動を好きになる

よう，屋外で身体を動かす時間

を確保して，外遊びを奨励する。 

●体力アップ推進計画の作成と

実践 

 小中学校では，それぞれ学校

の実態に応じた体力アップ計画

を策定して，体力向上に努める。 

各校の推進

計 画 に よ り

実施・評価 

改善策作成 

各校の推進

計 画 に よ り

実施・評価 

改善策作成 

指導課 

学務課 

〇 自然体験やスポーツなどに親しむ機会を充実させ，たくましい体を養います。 

〇 自然災害やさまざまな危険からかけがえのない命を守るための教育を推進します。 

 

重点推進事業 
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  ●体力テストの効果的な活用 

 毎年，体力テストを実施し，子

ども一人一人の体力向上に役立

てたり，学校の体力アップ推進計

画に反映させたりする。 

   

34 部活動外部指導者支援

事業 

教育的意義を踏まえた指導のも

とに，たくましい心と体を持った

児童生徒を育成するため，小中

学校の部活動において専門的技

術指導にあたる，地域の優秀な

指導者を派遣する。 

43 名配置 

 

学校の実情

に応じて適

切に配置 

指導課 

35 学校保健・安全推進事業 学校保健安全計画※に基づく児

童生徒の安全確保や交通安全

教育，事故防止対策を行うととも

に，通学路における危険箇所の

把握及び対策に取り組む。  

実施 継続 学務課 

36 学校給食の充実 

 

児童生徒に安心安全で栄養バラ

ンスに優れた給食を提供すると

ともに，郷土食※や行事食※など

バラエティに富んだ献立により地

産地消※の推進，食育※の推進

を図る。 

実施 継続 学務課 

 

☆主な関連事業 

事業名 主催団体又は実施機関 

小中学校陸上記録会 市教育研究会 

中学校体育大会 市中学校体育連盟 

勝田全国マラソン大会 勝田全国マラソン大会実行委員会 

三浜駅伝競走大会 三浜駅伝競走大会実行委員会 

市子連マラソン大会 市子ども会育成連合会 

市子連球技大会 市子ども会育成連合会 

市子連相撲大会 市子ども会育成連合会 

市子連綱引き大会 市子ども会育成連合会 

調理講習会，衛生講習会 市学校給食会 

学校保健に関する講演会 市学校保健会 
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（２） 生き抜く力の育成 

子どもたちが発達段階に応じて，生き抜く力の基礎を築いていくため，学校や年齢の異なった児童同 

士の交流や共同生活，体験学習を行うことに努めます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

37 洋上学習事業 

 

 

 

 

市内小学校６年生を対象に，フ

ェリー船内及び北海道におい

て，異なる学校の仲間たちと４

泊５日の共同生活を行う。北海

道の自然や文化にふれる体験 

活動や，自分たちで計画を立

て，行動するグループ散策など

を通して，豊かな人間性や社会

性を育む。 

参加児童 

216 名 

継続 

（参加児童 

216 名） 

青少年課 

38 自然体験キャンプ 

 

 

 

 

市内小学校５・６年生を対象

に，常陸太田市の県立里美野外

活動センターにおいて2泊 3日

の共同生活を経て，竹食器作り

やオリエンテーリング，食事作

り等を通して豊かな人間性を

育み，忍耐力，自立心，自然や

物を大切にする心を培う体験

学習を実施する。 

参加児童

120 名 

継続 

（参加児童 

100 名） 

青少年課 

39 青少年仕事体験事業 市内の特色ある仕事や，市内で

は体験することができない仕事

について，他市町村や市内事業

所等の協力のもと，市内小学校

５・６年生を対象に，仕事体験事

業※を行う。 

参加児童 

100 名 

（海浜鉄道体験

60 名，笠間市

での林業窯業

体験 40 名） 

継続 

（参加児童 

100 名） 

青少年課 

40 青少年団体育成事業 子ども会育成連合会，高校生

会，ボーイスカウトなど市内の青

少年健全育成に寄与する団体を

育成するため，運営費等の支援

を行う。 

補助団体  

5 団体 

継続 青少年課 

 

 

 

重点推進事業 

重点推進事業 
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（３） 命を守るための力の育成 

自然災害やさまざまな危険から身を守るための力の育成は，東日本大震災以来，教育現場において

強く求められています。地震や津波などの自然災害，火災，原子力事故，交通事故などの危険に対し，

自分の身は自分で守るという意識を高めていくことは，かけがえのない命を守ることにつながります。

計画的に指導の場を確保し，命を守るための教育をより一層推進します。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

41 地域で支える生徒指導推

進事業 

 

子どもたちの健全育成のため

に，学校・家庭・地域が連携して

生徒指導にかかるさまざまな取

り組みを行う。 

●児童生徒の安全確保 

 登下校時の立哨指導や見守り

活動，安全マップの活用等を通し

て，子どもたちの安全確保に努

める。 

●地域に広げる笑顔プロジェクト 

 あいさつ運動やクリーン作戦を

学校と保護者や地域が協力して

行い，地域に笑顔がひろがる取

り組みを推進する。 

●防犯体制の整備 

 防犯パトロールや祭りの巡視な

ど，地域で子どもたちを見守る活

動を推進する。 

中学校区毎

事業展開 

市連絡協議

会の開催 

継続 指導課 

42 子どもを守る 110 番の家

推進事業 

児童生徒の安全確保のため，子

ども 110 番の家※協力家庭等と

の連携のもと，中学区ごとに学

校周辺危険箇所マップの見直

し，防犯パトロール，あいさつ運

動などを実施する。 

１１０番の家 

１，８２７軒 

継続 指導課 

 

43 防災教育支援事業 学校，地域・家庭，行政が連携し

た防災教育の取り組みを実施す

ることで，学校の防災力を強化

する。 

●全小中学校に学校防災連絡

会議を設置し，引き渡し訓練を伴

全小中学校

実施 

継続 指導課 

学務課 

重点推進事業 
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う避難訓練等を実施。 

●県や市の防災教育発表会や

防災講演会に教職員や保護者

等が参加。 

●各学校が市と連携して，総合

防災訓練に参加。 

44 学校保健・安全推進事業 （再掲 35） ― ― 学務課 

 

☆主な関連事業 

事業名 主催団体又は実施機関 

市総合防災訓練 ひたちなか市，市自治会連合会ほか 

市消防出初式 ひたちなか市，ひたちなか市消防団ほか 

春の交通安全運動 ひたちなか警察署，ひたちなか市ほか 

夏の交通事故防止県民運動 ひたちなか警察署，茨城県ほか 

秋の交通安全運動 ひたちなか警察署，ひたちなか市ほか 

年末の交通事故防止県民運動 ひたちなか警察署，茨城県ほか 

幼稚園，小中学校における交通安全教育 ひたちなか市 
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（４） 安全安心な居場所づくり 

放課後等に，子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため，小学校区ごとに設置する

公立学童クラブの運営や，民間学童クラブへの支援を行います。このほか，小学校や地域の自治会等

と連携による放課後子ども教室，児童生徒の健全育成のため，地域で支える生徒指導推進事業などに

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

45 学童クラブ事業（放課後

児童健全育成事業） 

 

 

就労等により保護者が昼間家

庭にいない児童を対象に，放

課後における児童の安全安心

の確保と健全な育成を図る。 

●公立学童クラブの運営 

 小学校の余裕教室※等を活用

し，児童数に応じた指導員を配

置，運営する。 

●民間学童クラブへの支援 

 市内民間学童クラブに対し，運

営費等の支援を行う。 

設置箇所 

公立 20 

（29 クラブ） 

民間 10 

設置箇所 

公立 20  

（32 クラブ） 

民間 10 

青少年課 

46 放課後子ども教室事業 小学生児童を対象に，小学校や

自治会，おやじの会※等の協力

により，放課後等において遊びを

通じた子どもの居場所を提供す

る。 

設置箇所 

小学校 4 校 

設置箇所 

小学校 6 校 

青少年課 

47 地域で支える生徒指導推

進事業 

（再掲 41） ― ― 指導課 

48 子どもを守る 110 番の家

推進事業 

（再掲 42） ― 

 

― 

 

指導課 

重点推進事業 



28 
 

（５） 学校・家庭・地域との連携推進 

幼稚園及び小中学校が保護者や地域との連携を強化し，社会全体で教育力を高めていくため，市立幼稚 

園を拠点とした地域との交流，子育て支援等を行うとともに，本市の教育に寄与する事業として教育振興大

会を開催し，学校における特色ある活動等を広く市民に発信していきます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

49 地域社会と連携した幼児

教育の推進 

 

市立幼稚園において，人とのか

かわり方を養う機会を設けるた

め，地域でのレクリエーション，

農作業体験等を行い，地域社会

との交流を推進する。 

サツマイモ等の

収穫，いちご狩

り，ほしいも※

づくり見学ほか 

継続 教委総務課 

50 保護者への子育て支援の

実施 

市立幼稚園において，未就園児

の保護者を含めた子育て相談を

行うとともに，園行事を通じて，

保護者との交流を促進する。 

子育て相談， 

授業参観，夏

祭り，親子遠足

等の実施 

継続 教委総務課 

51 幼稚園関係者評価の実

施 

保護者のニーズを把握し，幼稚

園運営及び幼児教育の向上に

役立てるため，アンケートにより

幼稚園関係者を実施し，運営改

善に取り組む。 

幼稚園評価

アンケート

の実施 

継続 教委総務課 

52 教育振興大会の実施 本市の教育に寄与する事業とし

て，教育振興大会を開催し，小

中学校において優れた成績等を

収めた児童生徒，教職員等の表

彰，児童生徒による学校活動の

紹介など行う。 

2 月 19 日開催

表彰 153 件 

教育研究論文

発表，学校活

動紹介等実施 

継続 教委総務課 

53 学校体育施設開放事業

の実施 

より多くの市民が，より身近な場

所でスポーツをはじ め地域活

動，文化活動が行えるよう，学校

運営上支障のない範囲におい

て，各小中学校の体育施設を一

般に開放する。 

全小中学校

において 

実施 

継続 教委総務課 

54 PTA連絡協議会の運営支

援 

小中学校 PTA 及び市立幼稚園 

PTA の育成を図るとともに，望ま

しい PTA のあり方を求めながら，

各単位 PTA 活動を促進するた

め，運営費等の支援を行う。 

補助団体  

2 団体 

継続 教委総務課 
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55 社会教育委員の会議運

営 

社会教育委員は，社会教育法第

１５条に規定された委員である。

定例会以外に，円滑な社会教育

事務運営のために，社会教育に

関し教育委員会に助言し，又は

その諮問に応ずるための会議を

行う。 

社会教育委

員の会議 

年 ４回 

社会教育委

員の会議 

年 ４回 

青少年課 

 

☆主な関連事業 

事業名 主催又は実施機関 

青少年育成指導者研修会 コミュニティ組織連絡協議会 

市ＰＴＡ指導者研修会 市ＰＴＡ連絡協議会 

教育講演会 市ＰＴＡ連絡協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

基本施策４ 郷土愛に満ちた国際人の育成 

～ふるさと発信プロジェクト～ 
 

◇郷土愛を育み，ふるさとのよさを発信できる国際人を育成します 

 

 

 

 

 

市内には歴史的価値の高い文化財が多数存在しており，これらの文化財を保護するとともに，郷土の

歴史を学び文化財への関心を高めることが，郷土愛の醸成につながると考えています。 

 地域の歴史や，自然，産業など，ふるさと“ひたちなか”の素晴らしさを発見できる教材を開発する

とともに，文化財の保護とその活用を図ります。 

 

（１） 地域・郷土教材の開発と活用 

地域の優れた素材を教材化し，さまざまな教科等で活用することにより，郷土愛が育まれることを願い，

以下の事業に取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

56 地域・郷土教材開発事業 

 

 

 

 

 

 

地域の優れた教育素材を学習活

動に効果的に活用して，地域の

よさを気付かせ，郷土愛を育む。 

●道徳郷土資料の作成 

 郷土にかかわりのある人物や

事象を取り上げた郷土資料を作

成し，郷土愛を育てる。 

●社会科資料集「ひたちなか」の

活用 

 小学校，中学校，それぞれの

発達段階に応じて，郷土の歴史

や特色を学べる資料集の活用を

図る。 

●郷土資料デジタルコンテンツ※

の開発 

 小中学校の学習指導に効果的

に活用できるデジタルコンテンツ

の開発に取り組む。 

 

中学校社会

科資料集の

改訂 

道徳郷土資

料作成着手 

社会科資料

集 ３ 年 ご と

の改訂作業

継続 

開発教材の

管理活用 

指導課 

〇 郷土の豊かな自然や優れた産業，歴史の学習を通して，ふるさとを愛する心を育 

みます。 

〇 国際人としての自覚を高め，世界で活躍する人材を育てます。 

重点推進事業 
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（２） ふるさとの歴史を学ぶための取り組みと文化財の活用 

市内にある虎塚古墳※をはじめとする貴重な文化財を良好な状態で保護保存し，その活用を図るとと 

もに，児童生徒が郷土の歴史に関心をもち，理解を深めるため，以下の事業に取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

57 虎塚古墳公開事業 

 

 

 

 

 

本市が誇る文化財である国指定

史跡・虎塚古墳※の彩色壁画の

一般公開を毎年春と秋に実施

し，文化財への関心を高めるとと

もに保護意識の高揚を図る。 

●虎塚古墳の活用 

虎塚古墳の彩色壁画の一般公

開を，毎年，春と秋に，それぞれ 

１０日以内の日程で実施する。 

●虎塚古墳の保護 

随時，専門家による点検や保護

対策を行い，保護・保存に万全を

期す。 

 

観覧者数

2,338 人 

（H26 年春・

秋公開） 

観覧者数

2,500 人 

教委総務課 

文化財室 

58 武田氏館運営事業 甲斐武田氏発祥の地※の顕彰を

進めるとともに，中世の武士の館

を再現した武田氏館において，

関連資料の展示を行う。 

 

入館者数

2,997 人 

入館者数

3,100 人 

教委総務課 

文化財室 

59 歴史資料展示公開事業 

 

民具・文書などの歴史資料や出

土遺物を活用し，市の歴史や風

土・風俗を市民にわかりやすく紹

介する新たな展示を行う。展示

場所は市民が足を運びやすい場

所を設定する。 

 

実施に向け

検討 

実施 教委総務課 

文化財室 

60 文化財保護保存事業 市内の貴重な文化財を良好な状

態で後世へ伝えるため，虎塚古

墳石室の通年監視をはじめ調査

や状況把握を行い，計画的に保

護対策を講じる。 

 

温湿度の通年

計測，史跡保

存対策委員会

による点検調

査 4 回実施 

継続 教委総務課 

文化財室 

重点推進事業 
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61 埋蔵文化財展示公開事

業 

埋蔵文化財調査センター※にお

いて，市内の遺跡やその出土遺

物，発掘調査の成果等をわかり

やすく市民に紹介し，郷土理解と

ともに郷土愛の醸成を図る。 

企画展 7 回， 

公開講座 4 回

開催，小学校

社会科見学 

10 回受入 

継続 教委総務課 

文化財室 

62 ふるさと考古学講座事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒が歴史や文化に直接

触れる機会をつくることで，地域

や歴史に対する関心を高め，郷

土への理解を深める。 

●ふるさと考古学講座の実施 

考古学の専門家の指導のも

と，土器づくりや遺跡での遺物採

集，古代の生活体験など，全１２

講座にわたりさまざまな活動を通

して楽しく考古学を学ぶ。 

●保護者の参加 

児童生徒とともに保護者が参

加できる日程を設け，親子等が

ふれあいながら，郷土について

の理解を深める。 

計 12 回講座

開催， 

受講生 21 名 

継続 教委総務課 

文化財室 

63 考古学出前授業事業 

 

専門職員が小中学校に出向き，

児童生徒に土器などの実物を見

て触れてもらいながら考古学を

わかりやすく解説することで，歴

史への関心を高める。 

小学校２校に

おいて実施

（歴史講座，

勾玉づくり 

実施） 

継続 教委総務課 

文化財室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点推進事業 
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（３） 真の国際人の育成 

ふるさとの豊かな自然や産業を理解するとともに，伝統的な文化や芸術に触れることを通して，よさを

世界に向けて発信することができる真の国際人を育成することは，市の発展を支える大きな力となりま

す。ふるさとのよさを世界に発信するための言語力を育成するための事業に力を注ぎます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

64 仕事や職場の楽しさ発見

事業 

（再掲 14） ― ― 指導課 

65 地域・郷土教材開発事業 （再掲 56） ― ― 指導課 

66 英語コミュニケーション能

力育成事業 

（再掲 4） ― ― 指導課 

 

☆主な関連事業 

事業名 主催団体又は実施機関 

少年の主張大会 コミュニティ組織連絡協議会 

文集「ひたちなか」編集事業 市教育研究会 

子ども伝統文化フェスティバル 子ども伝統文化フェスティバル実行委員会 

市子連郷土かるたとり大会 市子ども会育成連合会 

環境四季時計「春祭り」，「夏祭り」，「秋祭り」， 

「冬祭り」環境シンポジウム 

ひたちなか市，ひたちなか市の環境を良くする会 

環境学習推進事業 

ひたちなか市環境学習副読本配布 

ひたちなか市 

英語インタラクティブフォーラム 市教育研究会 
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基本施策５ 時代の変化に対応した学校の創造 

～学校創造プロジェクト～ 
 

◇幼・小・中の滑らかな接続・連携を促進するとともに，小中一貫教育の導入を検討します 

 

 

 

 

 

 

幼稚園と小学校，小学校と中学校の滑らかな接続を促し，小１プロブレム※や中１ギャップ※等の未然

防止や小中学校９年間を見通した指導の充実を目指して，さまざまな取り組みを行っていますが，特別

な教育的配慮を要する幼児・児童・生徒への支援や規範意識の低下等，解決すべき課題は少なくありま

せん。 

 これからも，生徒指導や学習指導双方の視点から，幼・小・中の滑らかな連携・接続を促し，学校の

適正規模・適正配置※を推進するとともに，新しい学校教育のあり方として，小中９年間を一貫した教

育目標の下で行う小中一貫教育※について検討を重ねていきます。  

 

（１） 幼・小・中の連携と教育の充実 

就学（園）前の幼児や小中学校の児童生徒の生活や学習の状況に応じて，適切な教育が受けること 

ができるよう，必要に応じて保護者との面接相談を行うとともに，幼・小・中の連携を強化するため，以 

下の事業に取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

67 開かれた学校づくり推進

事業 

 

地域と連携した教育活動の充実

を図り，開かれた学校づくりを推

進する。 

●学校ホームページや学校だよ

り等を活用して，学校からの積極

的な情報提供に努める。 

●小中学校に学校評議員会※を

設置し，教育活動に関する保護

者や地域住民の意見や意向を

把握し，学校運営に反映させる。 

各校の計画

により開催 

継続 指導課 

68 幼稚園教育・小学校教育

の連携 

 

幼稚園教育において，小学校以

降の教育活動へスムーズに移行

できるよう，基本的生活習慣，生

実施 継続 教委総務課 

〇 幼児教育と小学校，小学校と中学校の連携を積極的に推進し，さまざまな教育課題

の解決に努めます。 

〇 小・中学校の適正規模・適正配置に努めるとともに，小中一貫教育の導入を検討し

ます。 

重点推進事業 
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活規律や学習に対する態度を身

につけるため，市立幼稚園・小学

校が開催する行事への参加交

流を促進し，より一層の連携に

努める。 

 

 

（２）小中学校の適正規模・適正配置と小中一貫教育の推進 

小規模校が立地する地区の保護者や地域の方々と，児童生徒にとって望ましい教育環境のあり方につい 

て意見交換を行うとともに，学校・地域の現状を適切に把握しながら，適正規模・適正配置に取り組みます。 

また，小学校と中学校との連携を図りながら課題を整理し，９年間の一貫した教育を行う小中一貫教育に

ついて検討を重ねていきます。 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

69 小中学校の適正規模・適

正配置 

 

小中学校の再編整備を検討し，

よりよい教育環境の整備に努め

る。 

●小中学校の適正規模・適正配

置 

「市立学校適正規模・適正配

置基本方針※」に基づき，地域の

地理的条件・歴史的な成り立ち

による生活圏や通学距離への配

慮などを踏まえ，小中学校の再

編整備を検討する。 

該当地域への 

アンケート調査

等の実施 

適正規模･適正

配置に向けた

取り組みの 

継続 

学務課 

70 小中一貫教育推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

学校の統廃合のあり方として，小

中学校の９年間を一貫した教育

目標の下で行う小中一貫教育の

導入に取り組む。 

●小中一貫教育学校の教育理

念 

 ９年間の義務教育における系

統的，継続的な学びを通して，豊

かな感性と知性を育み，自立し

た一人の人間として，力強く生き

ていくための総合的な力を身に

付けた児童生徒を育成する。 

検討 小中一貫教育

学校の設置 

（平磯・磯崎・ 

阿字ヶ浦地区 

統合校の開校） 

 

学務課 

指導課 

施設整備課 

 

重点推進事業 

重点推進事業 
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基本施策６ 質の高い教育環境の整備・充実 

～学びの環境充実プロジェクト～ 
 

◇学校施設の耐震化を推進するとともに，質の高い教育環境の整備・充実に努めます 

 

 

 

 

 

学校施設は，児童生徒の学習・生活の拠点であるとともに，地域においても災害時の避難場所や防災

活動の拠点となっており，老朽化した学校施設の維持管理が課題となっています。また，高度情報化の

進展を受け，安全で快適な環境のもと，児童生徒の学習意欲の向上，学校における管理運営・事務の効

率化のための教育環境の整備が求められています。 

このため，学校施設等の耐震化※を計画的に進めていくとともに，教育用ＩＣＴ機器※の整備など学び

の場にふさわしい教育環境の充実に努めます。 

 

（１） 教育施設の整備 

   学校施設は，児童生徒の学習・生活の拠点であるとともに，地域においても災害時の避難場所や災

害活動の拠点となっていることから，計画的に耐震化を進めていくとともに，老朽化した施設の改修等

を行い，安全で快適な教育環境の整備に取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

71 幼稚園施設整備事業 

 

市立幼稚園施設の計画的な維持

管理・改修により，安全で快適な

教育環境の整備を図る。 

実施 継続 施設整備課 

72 幼稚園施設整備事業（耐

震化※） 

 

市立幼稚園のうち耐震性が充分

確保できていない施設について，

計画的な耐震化事業を進める。 

進捗率 

28.6％ 

進捗率 

100％ 

施設整備課 

73 学校施設整備事業（学校

耐震化の推進） 

 

小中学校のうち耐震性が充分確

保されていない施設について，計

画的な耐震化事業を進める。 

進捗率

68.0％ 

進捗率

100％ 

施設整備課 

74 小学校施設整備改修事

業 

小学校施設の計画的な維持管理・

改修により，安全で快適な教育環

境の整備を図る。 

実施 継続 施設整備課 

75 中学校施設整備改修事

業 

中学校施設の計画的な維持管理・

改修により，安全で快適な教育環

境の整備を図る。 

実施 継続 施設整備課 

〇 学校施設の耐震化と環境の整備を図り，安全・安心な教育環境のもとで学校生活が

送れるようにします。 

〇 教育効果の高い教材やＩＣＴ機器等の整備を進め，授業の質の向上に努めます。 

重点推進事業 
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76 給食施設整備事業 

 

小中学校の給食室（勝田地区）や

学校給食センター（那珂湊地区）の

老朽化対策を行うとともに，安心な

給食を提供するため，調理場のド

ライシステム※化への切り替え及び

給食室へのエアコンの設置を改修

時期に合わせて行う。 

進捗率 

15.7％ 

進捗率

63.2％ 

施設整備課 

学務課 

 

 

（２） 教育用備品等の整備 

安全で快適な教育環境のもと，児童生徒の学習意欲の向上，学校における管理運営の円滑化，事務の 

効率化を図るため，ＩＣＴ教育※の推進や教育用ネットワーク機器の整備など，質の高い教育用備品等の整

備に取り組みます。 

 

№ 事業名 事業概要 現況値 

（H26） 

目標指標 

（H32） 

担当課 

77 幼稚園備品の整備 市立幼稚園の老朽化した備品や

幼児教育に必要な教材及び教具

を整備し，幼稚園における教育環

境の充実を図る。 

実施 継続 学務課 

78 学校管理用備品の整備 小中学校の管理運営に必要な備

品を整備する。 

実施 継続 学務課 

79 学校教育用備品の整備 学校教育用備品を整備し，教育環

境の充実を図る。 

●学習指導要領※に基づいた教材

備品の整備 

４年ごとに改訂される学習指導

要領※に基づいて，新たに必要と

なる教材備品を整備する。 

●既存備品の買い替え整備 

老朽化した備品や破損した備品

の買い替えを適時に行い，教育環

境の維持を図る。 

実施 継続 学務課 

重点推進事業 

重点推進事業 
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80 教育用 ICT 機器※の整備 

 

 

教育用ＩＣＴ機器の整備・充実を図

る。 

●パソコン教室のコンピュータの

更新 

 小中学校のパソコン教室に導入

しているコンピュータについて，ソ

フトウェアのバージョンの更新や，

メーカーのサポート期間を考慮し

ながら適切に更新する。 

●電子黒板※，タブレット型パソコ

ン※等の整備 

ICT 機器を活用した教育の効果

と有効性を検証しながら，電子黒

板やタブレット型パソコンを整備す

る。 

実施 継続 学務課 

81 校務支援用 ICT 機器の整

備 

小中学校における校務用パソコン

の適切な管理運営を図るととも

に，校務支援システム※の導入を

検討し，教職員の業務の効率化を

図る。 

実施 継続 学務課 

82 教育用ネットワーク機器

の整備 

教育用コンピュータや校務用コン

ピュータを活用するための根幹で

ある「市教育ネットワーク」と「教育

用センターサーバー群※」の持続

的かつ安定的な運用を図るととも

に， ICT 機器の活用による教育環

境を整備するため，校内 LAN※を

整備する。 

実施 継続 学務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点推進事業 



 

第３章 計画の推進 

 

 

 

 

 

 

人形劇を楽しむ幼稚園児 
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１ 学校教育振興基本計画の推進 

 本計画に掲げられた施策を推進していくにあたっては，教育委員会事務局，幼稚園，小

中学校，各教育施設が一丸となってこれに取り組みます。 

また，教育委員会が総合調整を図りながら，庁内における関係部署との連携，市民をは

じめ関係機関・団体，事業所等との協働により，各分野における様々な事業の効果的かつ

着実な推進を図ります。 

 

２ 進捗状況の点検・評価及び計画の見直し 

 本計画の効果的かつ着実な推進を図るため，毎年度，各事業について進行管理を行いま

す。特に，重点推進事業に位置づけた事業については，達成状況の点検・評価を実施する

とともに，社会経済情勢の変化など，適宜，新たな課題に適切に対応できるよう，施策な

どの検討を進め，必要に応じ計画の見直しを行います。 

また，社会全体で教育に取り組むことができるよう，本計画書を広く市民に周知すると

ともに，毎年度進捗状況について公表することに努めます。 

 

 

ひたちなか市学校教育振興計画 

【推進期間 平成 27 年度～平成 32 年度】 

教育推進の施策 

〇確かな学力を育む教育の充実 

〇豊かな人間性を育む教育の充実 

〇健やかな体の育成と命を守るための教育の充実 

〇郷土愛に満ちた国際人の育成 

〇時代の変化に対応した学校の創造 

〇質の高い教育環境の整備・充実 

進捗状況の点検・評価 

毎年度，計画の進捗状況について，点検・評価

を行う。 

事業の推進 

見直し 



 

 

  



 

第４章 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虎塚古墳石室壁画 
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１ ひたちなか市教育の大綱 

 
 ひたちなか市の教育は，那珂台地にひろがる豊かな自然と優れた産業・技術，歴

史的遺産や名勝に囲まれた風土の中で育まれ，熱意ある教職員と保護者，地域の人々

の支援によって発展の歴史を刻んでまいりました。 
今日，その豊かな自然環境と人的資源，先人が築き上げてきた恵みを享受しなが

ら，日本のトップランナー都市を目指し，新しい時代の教育を切り拓く時を迎えて

おります。 
こうした節目の時期に，教育の目標や教育施策の根本となる方針を定めることは，

本市教育の進むべき方向を明らかにし，教育施策への理解をより一層深める意義を

持つものであります。 
これまで積み上げてきた教育の輝かしい成果と今日的な課題を踏まえつつ，国の

第２期教育振興基本計画の基本方針や茨城県教育基本計画を参酌し，本市の教育の

目標と基本施策を次のように定めます。 

  

 
 上記の教育の目標を達成するために，次に掲げる６つの基本施策を掲げ，本市の

教育行政を推進してまいります。 
大綱に示された基本施策は，ひたちなか市学校教育振興基本計画（平成２７年度

～平成３２年度）において具現化を図り，市民と協働しながら本市教育の目標の実

現を目指してまいります。 

 

 

《目指す子ども像》 

「知性と豊かな人間性を備えた 心身ともにたくましい子ども」 

ひたちなか市教育の目標 

○ ひとりひとりの能力を開発し，豊かな人間性をつちかいます 

○ じょうぶな身体をつくり，たくましい心を養います 

○ 家庭や地域と力をあわせ，豊かな心を育みます 

○ ふるさとを愛し，協力しあう心を育てます 

○ 世界に視野を広げ，国際人としての自覚を高めます 

 

       学校教育振興のためのスローガン 

「夢・感動・笑顔がひろがる 教育のまち ひたちなか」 
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１ 確かな学力を育む教育の充実 

〇 基礎・基本を確実に習得させるとともに，自ら学び，考え，判断し，行動で

きる力の育成を目指した授業を展開します。 
 〇 体験的な学習や作業的な学習を適切に位置づけ，実感を伴って理解すること

を大切にした授業を展開します。 
 〇 教職員の指導力と資質の向上を図るため，教科や職務に関する研修を充実し

ます。 

 

２ 豊かな人間性を育む教育の充実 

 〇 豊かな人間性を育むため，“感動や笑顔”がひろがる教育実践に取り組み，生

きる喜びを実感しながら学校生活が送れるようにします。 
 〇 いじめ，不登校など生徒指導上の課題に取り組み，子どもひとりひとりの 
“心の居場所”の確保に努めます。 

 〇 家庭やＰＴＡ，子ども会，自治会などと連携し，行事や集団活動を通して，

協力する心や思いやりの心を育みます。 

   

３ 健やかな体の育成と命を守るための教育の充実 

〇 自然体験やスポーツなどに親しむ機会を充実させ，たくましい体を養います。 
〇 自然災害や様々な危険からかけがえのない命を守るための教育を推進します。 

 

４ 郷土愛に満ちた国際人の育成 

 〇 郷土の豊かな自然や優れた産業，歴史の学習を通して，ふるさとを愛する心

を育みます。 
〇 国際人としての自覚を高め，世界で活躍する人材を育てます。 

 

５ 時代の変化に対応した学校の創造 

〇 幼児教育と小学校，小学校と中学校の連携を積極的に推進し，様々な教育課題

の解決に努めます。 
〇 小・中学校の適正規模・適正配置に努めるとともに，小中一貫教育の導入を検

討します。 
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６ 質の高い教育環境の整備・充実  

〇 学校施設の耐震化と環境の整備を図り，安全・安心な教育環境のもとで学校

生活が送れるようにします。 
〇 教育効果の高い教材やＩＣＴ機器等の整備を進め，授業の質の向上に努めます。 

  
 

平成２７年１０月６日制定 
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２  用語解説 

 

行 用語等 意味 ページ 

あ ＩＣＴ教育 情報通信技術（ＩＣＴ：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ and Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの略）の利用，活用方法を教育の一環として取り

入れた教育，またはＩＣＴを駆使した教育のこと。 

4，37 

 いじめ 当該児童生徒が一定の人間関係のある者から，心理的・物理

的な攻撃を受けたことにより，精神的な苦痛を感じているもの

とする。なお，起こった場所は，学校の内外を問わない。 

1，15，17 

 いじめ防止対策推進法 平成 25 年 6 月制定。国，地方公共団体及び各主体による「い

じめの防止等のための対策に関する基本的な方針」の策定，

学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策，重大事態へ

の対処等について定めている。 

17 

 いじめ問題対策連絡協議

会 

いじめ防止対策推進法において，「地方公共団体は，関係機

関等の連絡を図るため，学校，教育委員会，児童相談所，法

務局，警察その他の関係者により構成される「いじめ問題対

策連絡協議会」を置くことができる」とされており，本市におい

ては，「ひたちなか市いじめ防止基本方針」のなかでそれを設

置することにより，各学校のいじめ防止等の対策を支援するこ

とを定めている。 

17 

 おやじの会 小中学生の父親を中心とした PTA 活動またはそれに準じた活

動のための地域組織。小学校区あるいは中学校区単位で組

織され，小中学生の父親のほか，学校 OB，教職員や PTA 会

員等が参加している例もみられる。 

27 

か 甲斐武田氏発祥の地 市内武田。武田地区は，戦国大名武田信玄で知られる甲斐

武田氏の発祥の地とされており，中世の武士の館を再現した

武田氏館において関連資料の展示を行っている。 

31 

 カウンセリングアドバイザ

ー 

本市において，教育研究所に２名配置しており，臨床心理士

の資格を持つ。いじめや不登校などについて不安や悩みがあ

る児童生徒や保護者，教職員に対して専門的な見地から助言

を行い，早期対応・早期解決に努めている。 

17 

 学習指導要領 小中学校をはじめ各学校で指導する教科などの目標，内容な

どの中核的事項をまとめたもの。 

4，5，37 

 学校保健安全計画 学校保健安全法に基づく計画。同法により，「学校において

は，児童生徒等及び職員の健康診断，環境衛生検査，児童

生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画

23 
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を策定し，これを実施しなければならない」と規定されている。 

 学校評議員 地域の方々の意見を聞き，開かれた学校づくりを進めるため，

校長の求めに応じて学校運営に関し意見を述べる者のこと。 

34 

 絆サポーター 本市において，教育研究所に２名配置し，不登校児童生徒減

少のために設定したモデル校に派遣している。不登校児童生

徒に対して，絆サポーターが相談室を利用した再登校支援及

び再発予防に向けての支援，家庭訪問等を行っている。 

16 

 キャリア教育 望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に

付けるとともに，自己の個性を理解し，主体的に進路を選択す

る能力・態度を育てる教育。端的には，児童生徒一人一人の

勤労観・職業観を育てる教育のことを意味する。 

16 

 教育課程 学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児

童生徒の心身の発達に応じ，授業時数との関連において総

合的に組織した各学校の教育計画のこと。 

13，14 

 教育研究所 市内東石川一丁目。個性豊かな児童生徒を育成し，本市の学

校教育の伸展のため，学校教育に関する調査研究及び研究

成果の普及，教職員の研修，教育に関する相談及び助言を

行うことを主な目的とする。 

16，17 

 

 

教育支援委員会 特別な教育的支援を必要とする幼児・児童・生徒に対し，一人

一人のニーズに応じて適切な就学やその後の一貫した支援

について相談に応じたり，助言を行ったりする機関。 

18 

教育相談員 本市において，教育研究所に６名配置しており，幼児や小・中

学生，保護者，教職員からの相談（いじめや不登校，学校生

活など）に対応している。また，市教育研究所内に開設の適応

指導教室「いちょう広場」に通所する児童生徒の学校復帰に

向けての支援も行っている。 

16，17 

 教育用ＩＣＴ機器 「ＩＣＴ」とは，Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ and Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ

ｇｙ（情報通信技術）の略。教育用ＩＣＴ機器としての具体例とし

ては，コンピュータ教室，各普通教室及び特別教室等に整備

する教育用コンピュータ，学習用ソフトウェアや周辺機器，教

員が校務処理に使用する校務用コンピュータ，校務用ソフトウ

ェアや周辺機器のほか，校内ＬＡＮやインターネット接続といっ

たネットワーク環境の整備などが挙げられる。 

36，38 

 教育用センターサーバー

群 

市内小中学校のインターネット接続，電子メールの送受信，ホ

ームページの公開及び教職員間と教育委員会との情報共有

のため，市庁舎内に設置するサーバー群。 

 

38 
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 行事食 季節折々の伝統行事などの際にいただく料理や，特別な行事

の時の華やいだ食事のこと。 

23 

 郷土食 その地域に根付いた産物を使い，その地域独自の調理方法

で作られ，地域で広く伝承されている地域固有の料理。 

23 

 グローバリゼーション 社会的あるいは経済的な関連が，旧来の国家や地域などの

境界を越えて地球規模に拡大して，さまざまな変化を引き起こ

す現象のこと。グローバル化ともいう。 

4 

 校内ＬＡＮ 校内に分散配置されているサーバーやパソコンなどを結ぶネ

ットワークシステムのこと。 

38 

 校務支援システム 児童生徒の学籍管理，出欠簿の記録，成績処理などの学校

業務を効率化させるためのコンピュータシステム。 

38 

 心の教室相談員 本市において，教育研究所に４名配置し，市内小中学校に派

遣している。いじめや不登校，学校生活などについて不安や

悩みがある児童生徒や保護者に対して，心の教室相談員が

学校内の相談室などで相談に応じている。 

16，17 

 心のサポーター 本市において，大学で心理学を専攻している学生を「心のサ

ポーター」として教育研究所に４名配置している。引きこもり傾

向や長期欠席傾向にある児童生徒に対して，状況の改善に

向けて支援するため，心のサポーターが学校と連携して家庭

訪問等を行っている。 

16 

 子ども読書の日 広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるととも

に，子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるために，

平成 13 年 12 月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」

が制定され，その中で 4 月 23 日が「子ども読書の日」と定めら

れている。 

20 

 こどもの読書週間 “子ども達にもっと本を” “子ども達にもっと本を読む場所を”と

の願いから， 5 月 5 日の「こどもの日」を中心とした２週間（5

月 1 日～5 月 14 日）として昭和 34 年より開始されたが，子ど

もの読書への関心の高まりを受けて，平成 12 年より 4 月 23

日（世界本の日）～5 月 12 日に期間が延長され，現在に至っ

ている。 

20 

 子ども 110 番の家 

 

子どもたちが学校の登下校や公園などで痴漢や変質者など

から事件に巻き込まれそうになったときに子どもを安全に保護

し，学校や警察等への通報に協力いただいている商店・民家・

事業所等のこと。 

25 

 コミュニティゲスト 

 

地域のさまざまな人たちを指導者として特別に幼稚園や小中

学校に招く制度。 

13 
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コミュニティセンター 地域コミュニティ活動の中核となり，地域活動，文化活動やス

ポーツ活動などに市民が自主的に活用する場。本市において

は，旧公民館など 10 館が地域移管によりコミュニティセンター

と改称され，学習の場及び各種講座や教室などの社会教育

事業を定期的に開催している。 

19 

 コンプライアンス 「法令遵守」と直訳される。本来のコンプライアンスは，組織が

健全で適正な活動を行うためには，法遵守はもちろん規程や

ルールによりリスクマネジメントを行い，模範的行動から理想

的な行動へつなげることを意味する。 

18 

さ 仕事体験事業 本市では，青少年仕事体験交流事業として，小学５・６年生を

対象に実施。平成２６年度はひたちなか海浜鉄道での体験及

び，笠間市での林業・窯業体験を行っている。 

24 

 施設型給付費 平成 24 年 8 月に成立（平成 27 年 4 月施行）した，子ども・子

育て関連３法に基づく制度の一つで，保育所・幼稚園・認定こ

ども園に対する財政措置。従来の財政措置では，保育所・幼

稚園・認定こども園に対し，異なる財源のもと個別の給付費と

して施設への経費や保護者への助成金が支給されていた

が，この制度では「施設型給付費」という共通の給付に一本化

された。 

21 

 指導主事 教育委員会事務局に置かれる専門職員。教職員に対して専

門的な助言と指導を与えることなどを任務とする。 

14 

 就園奨励補助金 市内に住んでいる 3 歳・4 歳児を，私立幼稚園に就園させてい

る保護者に対して，保育料の負担を軽減するため，市民税の

税額に応じて奨励費を支給する制度。 

21 

 小１プロブレム 小学校に入学した児童が，入学後しばらく経過してもなお入学

直後の落ち着かない振る舞いを解消できず，授業が成り立た

ない状況が継続すること。 

34 

 小中一貫教育学校 小中一貫教育とは，初等教育（一般の小学校で行われている

教育）と前期中等教育（一般の中学校で行われている教育）

の過程を調整し，一貫性を持たせた体系的な教育方式のこと

であり，またこれを行っている学校を指す。 

1，5，34，35 

 小中学校適正規模・適正

配置基本方針 

平成２４年２月にひたちなか市教育委員会が策定した基本方

針で，小中学校の適正な規模や配置について考え方や方策

を示したもの。 

3，35 

 情報モラル教育 インターネットでの誹謗中傷やいじめ・犯罪や違法・有害情報

などの問題が発生している現状や，情報社会に積極的に参画

する態度を育てることの重要性を背景に，学習指導要領の総

4 
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則において，情報モラルを身に付けるよう指導することが明示

されている。 

 情報リテラシー 情報（information）と識字（literacy）を合わせた言葉で，情報を

自己の目的に適合するように使用できる能力のことであり，

「情報活動能力」，「情報活用力」，「情報を使いこなす力」とも

表現される。 

4 

 食育 食育基本法では，「食育」を「生きるうえでの基本であって，知

育，徳育及び体育の基礎となるべきもの」とし，さまざまな経験

を通して「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し，健

全な食生活を実現することができる，としている。 

23 

 総合教育会議 平成２６年６月に制定された改正地方教育行政法※により地

方公共団体に設置が義務づけられ，首長と教育委員会により

構成される。会議は首長が招集し，大綱の策定や首長・教育

委員会両部局の協議調整の場として位置づけられている。 

2 

た 耐震化 昭和 56 年以前の建物について，耐震性能を判定する耐震診

断を行い，必要な耐震補強工事や建替えを行うこと。 

1，36 

 タブレット型パソコン 平板状の外形を備え，タッチパネル式などの表示／入力部を

持った携帯可能なパソコンのこと。 

38 

 地産地消 「地域生産地域消費」「地元生産地元消費」などの略。その地

域で作られた農作物・水産物を，その地域で消費すること。ま

た，その考え方や運動。 

23 

 知識基盤社会 一般に，知識が社会・経済の発展を駆動する基本的な要素と

なる社会を指す。類義語として，知識社会，知識重視社会，知

識主導社会などがある。 

11 

 地方教育行政法 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の略。平成２６

年６月の一部改正によって，教育委員会制度の改正，地方公

共団体の長による総合教育会議の設置，大綱の策定などが

規定された。 

47 

 中１ギャップ 小学校から中学校に進学したときに，学習内容や生活リズム

の変化に馴染むことができず，いじめが増加したり不登校にな

ったりする現象。 

5，34 

 中央教育審議会 文部科学省に置かれている審議会であり，次の事務をつかさ

どっている。 

１ 文部科学大臣の諮問に応じて，教育の振興及び生涯学習

の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の

育成に関する重要事項，スポーツの振興に関する重要事

項を調査審議し，文部科学大臣に意見を述べること。 

5 
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２ 文部科学大臣の諮問に応じて，生涯学習に係る機会の整

備に関する重要事項を調査審議し，文部科学大臣又は関

係行政機関の長に意見を述べること。 

３ 法律や政令により，中央教育審議会の権限に属せられた

事項を処理すること。 

 ティーム・ティーチング 授業場面において，２人以上の教職員が連携・協力を通して１

人ひとりの子ども及び集団の指導の展開を図り，責任をもつ

指導方法及びその形態のこと。 

6，12 

 適応指導教室 不登校児童生徒の学校復帰への支援を行うため，教育研究

所内に開設しており，ひたちなか市の木にちなんで「いちょう

広場」と呼んでいる。同教室では，集団への適応力を養う活動

や，教育相談員による個別相談での心理的な支援などを行っ

ている。 

16 

 適正規模・適正配置 適正規模とは，学校の学級数や１学級の児童生徒数の適正

な規模をいう。適正配置とは，通学区域等を考慮するなど，学

校の適正な配置をいう。 

（国の基準）小学校：12～18 学級を標準（1 学級 40 人） 

       通学距離が概ね４km 以内 

       中学校：12～18 学級を標準（1 学級 40 人） 

       通学距離が概ね 6km 以内 

34，35 

 デジタルコンテンツ コンテンツとは，真に価値のある，または目的とされる中身の 

ことを指し，具体的には，映画や音楽・小説など「文章・音声・ 

映像がデジタルデータによって表現される創作物」のことを意

味する。 

30 

 電子黒板 電子情報ボードともいう。パソコン上の画像をディスプレイに映 

し出し，ディスプレイ上で直接画像を操作し，文字や絵を書き 

込んだり，文字や画像を移動したり，拡大・縮小，保存等がで 

きる機器。 

38 

 ドライシステム 調理場において，床からの跳ね水の混入による食材の細菌

汚染や高温多湿な環境下での細菌増殖を抑えるために，調

理場の床に水やお湯を流さず，乾いた状態で使用するよう工

夫された施設。衛生管理面の向上や作業環境の改善を図る

目的で導入されている。 

37 

 虎塚古墳 市内中根。７世紀初頭に築造された前方後円墳であり，後円

部に位置する横穴式石室には，幾何学文と武器や武具が描

かれた壁画が良好な状態で保存されている。 

 

31 
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は 複式学級 ２つ以上の学年（年齢）をひとまとめにした学級（クラス），学級

編成を指し，特に初等教育・中等教育に関して用いられる用

語。 

2，5 

 不登校 何らかの心理的，情緒的，身体的あるいは社会的要因・背景

により，登校しないあるいはしたくともできない状況にあるた

め，年間 30 日以上欠席した児童生徒のうち，病気や経済的な

理由による児童生徒を除いた者。 

1，3，5，16，

17， 

 ほしいも サツマイモを蒸して乾燥させた食品で，正式名は「甘藷蒸切

干」だが，「乾燥芋」などと呼ばれることもある。県別の生産高

としては，茨城県，とくにひたちなか市及び東海村が圧倒的な

シェアを誇っている。 

28 

ま 埋蔵文化財調査センター 市内中根。市内の埋蔵文化財の調査・研究や資料の収蔵を

行うほか，市内出土の考古資料の展示，考古学関連講座・講

演会などを開催している。 

32 

や 余裕教室 小中学校において，少子化による児童生徒数の減少などの理

由により，学校教育活動の場として使われなくなった教室のこ

と。 

27 

 幼稚園教育要領 文部科学省が告示する幼稚園における教育課程の基準のこ

とであり，幼稚園または認定こども園で実際に教えられる内容

とその詳細について学校教育法施行規則の規定を根拠に定

めている。 

4 
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