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【令和元年度 糸魚川市子ども一貫教育基本計画 見直し検討委員会 委員名簿】 

№ 所属及び役職等 氏 名 所属の部会・班会 

1 上越教育大学 教授 釜田  聡 委員長 統括 

2 能生小学校 校長 田原 早苗 豊かな心の育成 

3 糸魚川市地区公民館長 池原 栄一 豊かな心の育成 

4 糸魚川市ＰＴＡ連絡協議会 会長 笠井 勝也 豊かな心の育成 

5 青海小学校 校長 小野  聡 健やかな体の育成 

6 糸魚川東中学校 養護教諭 山﨑かおり 健やかな体の育成 

7 糸魚川東保育園 園長 岡澤 美香 健やかな体の育成 

8 大和川小学校 校長 松澤  隆  確かな学力の育成 

9 能生中学校 学力向上専門監 桑原 正博 確かな学力の育成 

10 糸魚川高等学校 校長 小林 浩人 確かな学力の育成 

11 糸魚川東中学校 校長 松縄 隆之 副委員長 キャリア教育 

12 糸魚川青年会議所 本間 寛道 キャリア教育 

13 糸魚川白嶺高等学校 校長 榊 厚志 キャリア教育 

14 糸魚川市理科教育センター 次長 江口  聡 ジオパーク学習 

15 海洋高等学校 校長 椎谷 一幸 ジオパーク学習 

16 西海小学校 教諭 川合 紀子 ジオパーク学習 

17 ひすいの里総合学校 校長 本間  勲  特別支援教育 

18 めだか園 園長代理 田中 麻美 特別支援教育 

19 ひすいの里総合学校 中学部教諭 霜野 孝充 特別支援教育 
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【教育委員会事務局委員】 

 ※ （ ）の商工観光課、企画定住課はオブザーバーで意見を聞く 

 分野別委員の人数（こども教育課指導主事除く） 

豊かな心の育成 １人     健やかな体の育成 ２人 

  確かな学力の育成 １人    キャリア教育の推進 ３人（オブザーバー含む） 

  ジオパーク学習の推進 １人  特別支援の推進 ２人 

 

 

№ 課名 係名 役職名 氏名 分野 

１ こども課 保育係 係長 白澤 裕之 特別支援 

２ こども課 親子健康係 保健専門員 飛彈野 郁 健やかな体 

３ こども課 管理係 主査 松澤 隆司 キャリア教育 

４ 生涯学習課 生涯学習係 課長補佐 磯貝 恭子 学力 

５ 文化振興課 博物館 館長 竹之内 耕 ジオパーク学習 

６ （商工観光課） （商工労政係） （係長） （山﨑和俊） キャリア教育 

７ （企画定住課） （人口減対策係） （係長） （田村公一） キャリア教育 

８ こども教育課   課長 泉   豊 全体 

９ こども教育課   参事 冨永 浩文 
全体・ジオパーク

学習 

10 こども教育課 こども教育係 係長 猪又  力 
豊かな心・健やか

な体 

11 こども教育課 こども教育係 指導主事 水澤  哲 
学力・キャリア教

育 

12 こども教育課 こども教育係 嘱託指導主事 野上 正和 特別支援 

13 こども教育課 こども教育係 嘱託指導主事 山本 綾子 健やかな体 

14 こども教育課 
教育相談セン

ター 
嘱託指導主事 高野 秀樹 豊かな心 

1 こども教育課 庶務係 課長補佐 松村 伸一  

2 こども教育課 庶務係 係長 川原 隆行  

3 こども教育課 庶務係 主任主事 石曽根あゆみ  
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糸魚川市子ども一貫教育基本計画見直し検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 糸魚川市子ども一貫教育基本計画（以下「計画」という。）を見直すため、糸魚川市子ど

も一貫教育基本計画見直し検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 計画の見直しに関すること。 

(2)  その他計画の見直しに必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。 

(1) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校及び高等学校の代表者 

(2) 大学教授その他の学識経験者 

(3) 教育に関し識見を有する者 

(4) 児童及び生徒の保護者 

(5) その他教育長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和２年３月 31日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、こども教育課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って

定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 
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【基本計画策定の趣旨】 

糸魚川市総合計画、糸魚川市教育大綱と連動し、「社会総ぐるみでの子どもを育む活動」、

「明日を担う人づくり」に取り組むための方針となる「子ども一貫教育方針」を定めた。そ

の上で、それを具体化した「子ども一貫教育基本計画」を策定した。 

基本計画は、子どもの自立のために、家庭、地域、園・学校などが、互いの役割を共通認

識し、連携しながら、子どもの発達段階に応じて、実践活動に取り組むための計画である。

「豊かな心の育成」「健やかなからだの育成」「確かな学力の育成」という 3 つの柱、「キャ

リア教育」「ジオパーク学習」「特別支援教育」という 3 つの重要な教育課題を設定し、それ

ぞれの一貫性と相互の関連性を十分考慮して計画を策定してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項 目 目指す方向（育てたい力や支援体制） 

３
つ
の
柱 

豊かな心 自己肯定感があり豊かな心と社会性をもつ子の育成 

健やかな体 生活スケジュールの自己管理力の育成 

確かな学力 主体的に学び続ける力の育成 

重
要
な 

教
育
活
動 

キャリア教育 自分に自信をもち、糸魚川への愛情愛着が高まる子の育成 

ジオパーク学習 体験,学習活動を通したふるさと糸魚川への愛着の形成 

特別支援教育 自立を目指した、とぎれない支援の推進 

 

 

 

 

 

 

          即する 

 

連動する      参考にし、取り入れる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸魚川市総合計画 
～翠の交流都市 さわやか すこやか 輝きのまち～ 

 

 

 

 

 

 

 

子ども一貫教育方針 健康いといがわ 21 
食育推進計画 

歯科保健計画 

ささえあいプラン 
（障害者計画・障害者福祉計画） 

いといがわ男女共同参画プラン 

子ども一貫教育基本計画 

（平成 28年度～平成 35年度） 

第３次親子保健計画 

子ども・子育て支援事業計画 

生涯学習推進計画 

子ども読書活動推進計画 

糸魚川市教育大綱 
教育振興基本計画(国・県) 

３つの柱と３つの重要な教育活動の関係 

特
別
支
援
教
育 

3つの柱、重要な教育活動の目指す方向性 
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＜ 三者の連携・協力 ＞    ＜ 発達段階に応じた指導・支援 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改定の趣旨】 

 現行の第Ⅱ期基本計画は、前期（平成 28～令和元年度）、後期（令和２～５年度）に分け

られる。前期は、平成 26 年度に基本方針改定、同 27 年度に基本計画改定を経て実施され

ている。令和元年度は基本計画部分改定の年となる。平成 30 年度の現状調査アンケートの

結果及び社会の今日的な要請をもとに計画の見直しを図るものである。ここでの見直しは、

計画の大筋を継承しつつ、より実効性のあるものに修正を加えようとするものである。 

 

平成 21年度 平成 22年度 平成 23～平成 27年度 

子ども一貫 

教育方針策定 

子ども一貫教育 

基本計画策定 

中学校区単位での取組 

家庭  園・学校  地域 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28～令和元年度 令和２～令和５年度 

子ども一貫 

教育方針策定 
子ども一貫教育 

基本計画策定 
前期取組 

家庭  園・学校  地域 
後期取組 

 平成 30年アンケート実施 

令和元年計画の改善・修正 

令和４年アンケート 

令和５年計画見直し 

 

 

【見直し検討委員会の目的】 

 基本計画の見直しのため、検討委員会設置要綱を制定し、同委員会を設置する。基本計画

改定の趣旨の基づき、実態に基づき見直し作業を行う。幼稚園、保育園から高校までの多様

な校種、職種からの代表、学識経験者及び保護者等から委員を選出する。３つの柱推進部会、

３つの重要な教育活動推進班会に分かれ、現状を多面的にとらえ、多角的な考察を基に前期

計画を見直し、５年先の糸魚川の子育て、人づくりを見据え、今後４年間実施する後期計画

を策定する。 

 

 

 

さらに連携・協働を進め、自立に向けた支援策を具体化する必要性の高まり 
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【子ども一貫教育基本計画改定の日程（見直しの流れ）】 

□基本計画の構成領域（前期内容構成） 

 柱となる領域   領域を支える重要な教育活動 

徳 豊かな心の育成  キャリア教育 

体 健やかな体の育成 ジオパーク学習 

知 確かな学力の育成 特別支援教育 

□領域、教育活動ごとの課題 （～7 月 19 日） 

 

 

  

 

 

 

□領域、教育活動ごとの目標と基本的な考え方、取組の方向、指導の重点（～19 日） 

 

 

 

□具体的な計画の内容 

 

 

      ○素案作成        ～19 日（金） 庁内委員 

○第１回見直し検討会    25日（木） 

○修正        ～８月 １日（木） （参事集約 有識者意見聴取） 

○第２回庁内検討会     19 日（月） 

○第２回見直し検討会    9月２日又は３日で調整中 

○修正           9 月中旬 

○定例教育委員会      9 月下旬   意見聴取 

○地域の声を聞く会     10 月上旬（市コミュニティスクール研修会） 

○修正 

○総務文教常任委員会    10 月中旬 

○修正 

○第３回庁内検討会     10 月下旬   

○パブリックコメント    12 月初旬  出された意見の反映 

○第４回庁内委員会     12 月初旬   

○総務文教常任委員会    12 月中旬 

○第３回見直し検討会    １月中旬  必要に応じ修正 

○定例教育委員会      １月下旬   計画案の承認 

 

内容の構成は変えずに、重点的な見直しを行い、充実を図る。 

 

保護者、地域住民、職員アンケートによる課題の明確化 

柱となる領域・重要な教育活動に関る評価をもとにした課題の明確化 

今日的な教育的ニーズ、教育課題の明確化 

 

今後４年間で力を注ぐべきことは何かを明確にする。 
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【子ども一貫教育現状調査を受けた課題】      H30.12 実施 一貫教育評価の実施 

◆ 対象 保護者       回答 H30 263/301        H28  285/316 

     地域住民（一般）  回答     87/150              68/150 

     地域住民（関係者） 回答    149/182            134/168 

 学校職員      回答    291/308 790/941 84％    280/310 計 767/944 81％ 

□ 保護者 

・子ども一貫教育への認知度がやや低下（48.3％ ↓2%）している。 

・あいさつ等しつけ面への意識(91.3%)、個性の理解や尊重(94.7%)は、高い状況で推移している。 

・子育てにかかわり、将来の自立への支援(45.6%↑5%)、ジオパーク学習への理解(51.4%↑5%)

などの意識は高まってきているが、高いとは言えない。 

・子育てへの不安(39.5%)、ストレス（29.0%）や学習面への心配（44.5%）、将来への不安(49.0%)

などを抱えている。 

□ 地域住民（一般） 

・子ども一貫教育の認知度はアップ(34.4% ↑3％)しているが、全体的にまだ低い。 

・あいさつ運動への協力(20.6%)、行事等地域活動への参加（17.2%）は消極的である。 

・学校、家庭、地域の連携方法がわからない（57.4%）と感じている。 

□ 地域住民（関係者） 

・子ども一貫教育の認知度がアップ(85.9%↑5%)している。 

・地域の子どもたちへのかかわり（77.2%↑4%）がよくなってきている。 

・様々な活動への参加、協力、貢献意欲が高い（73.8%）。 

・学校、家庭、地域の連携に対する必要性、切実感が高い(91.9%)。 

□ 学校職員 

・子ども一貫教育への認知度がさらに向上し、高水準を維持（86.6％）している。 

・あいさつ(93.8%)、規範意識の高揚(93.2%)、いじめ根絶・人権尊重(93.8%)、生活リズムの定着

(75.9%)等への意識、取組状況が充実してきている。 

・アウトメディア(66.7%)、家庭学習習慣作り（47.5%）、キャリア教育(61.1%)、ジオパークの活

用(50.9%)、特別支援教育(66.1%)等への取組については、十分とは感じていない。 

・地域連携への必要感を感じている（92.4％）が、新しい連携の取組が難しく(67.6%)、多忙感を

感じている。(67.4%) 

■ 基本計画見直しに向けた留意事項 

◎一般地域住民、保護者の基本計画に対する認知度を上げる。情報発信、啓発の工夫が必要。 

◎関係住民から一般住民へネットワークを広げ、関心、協力・協働意欲を高める。 

◎学校運営協議会や地域学校協働活動等の手段を活用した地域協働による一貫教育を推進する。 

◎ジオパーク学習、キャリア教育など、地域の人財、施設等をさらに活用して、教育力の向上、

内容の充実を図るとともに、学校職員の多忙感を解消する。 

◎今日的課題、時代のニーズ対応した取組を盛り込む。（例：いじめ・不登校、陰山メソッドによ

る基礎学力の向上、アウトメディア、高校を核とした人材育成、新学習指導要領に基づく教育

の改善、地域に根差したスポーツ・文化振興、乳幼児教育の充実） 


