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３ 教育・学習 

 

３-１ 生きる力を育む人づくり 

３-１-１ 学校教育の充実 

【現況と課題】 

少子高齢化、グローバル化、情報化など教育を取り巻く環境が急激に変化する中、複雑多様

̅��इ༄�ȅ�ଅ༅�����Ԇ��Ї༅�����Ԇ����༂�ą༄؇�Ԇ�Ԇଇ༅

求められています。 

����༂༂�̅��ȅ	�Ѕ��༂༂����ค༄؇�ଅ��༂̆�������Ԇ�Ԇ

ਈ�༂̅܆�ଅ༅��Ԇ�Їࠅ�Ԇ��ఆ�������� 

؆ค�Ȇ܆܆���༂�Ȇ�คค�༂��Ȇࠇ��������ଅ༂�ఈ��༂ԉ����

��༄�����༂��༂����Ԇ��	����������� 

そのためには地域の特性を生かした学習環境の整備・充実に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策目標】 

अ̅�༆�������इ༄�༅ई��༂��༂���������Ԇ�؇����༅��

ЇࠅԆ��ąଅ�ȅ��؆ค�Ȇ܆܆���༂�Ȇ��คค�༂���Ȇ���� 

 

３-１-１-１ 時代の変化に対応する教育 

【施策内容】 

І��༂ఈ����Ԇ��ଅഈ��अਈԆ��ąଅ�คЅ؆ค	�ࠆ�༂�คଅ܅���

の学びを支えるＩＣＴ※及び先端技術を効果的に活用した分かりやすい授業を進めることで、

�అ���Ԇ��؆ค�ଅ༅�����༅ई�ఈఈ��༂	���༆̅ࠅ��̅�����

育むことを目指します。また、学習支援者や介助員の配置、国際教室※における日本語指導、

インクルーシブ教育※�̆	�����ąਇ�༂༅༂༂����ąฆ�ଅࠆ༂ആ������

������؉�ค��ค��Їई��༅��इ༄�������༂���Їࠅ����؇

指します。  

 
※ＩＣＴ     ฏ�Information and Communication Technology༏ࠅ�	༄Ȇࠈ༏��ԇࠅ���	 

信に関連する科学技術の総称。 
※国際教室    ฏ༂܆ਈ̆అ�༅ई�ąਇ�༂༅�ଅ���༂܆ਈ��ȅ̆అଇ�༂���� 
※インクルーシブ教育ฏ؉܆���ć�������ਈ܆����ЅЇ؇�ĉĆ܅܅����؆	ଅഇ�ଅ�」 

ということ。 

254

174

253

144

244

344

444

H27 H28 H29 H34 H31

（人）

児童・生徒数の推移

井ノ口小学校 中村小学校 中井中学校

資料：教育課各年５月１日現在

14 

18 

19 

0

20

40

60

80

100

H27 H28 H29 H30 H31

（人）

こども園児数（第1号認定）の推移

３歳児 ４歳児 ５歳児

資料：福祉課各年５月１日現在

51



50 

３-１-１-２ 健やかな心身の育成 

【施策内容】 

ഇ༂	ԉ���	��༂�༂ȅ��Їई�ആ�����༂���ԅć�Ԉȇค༂؉༂��

の諸問題への取組により、こども園、小・中学校が連携して健康教育の充実を図ります。 

 

３-１-１-３ 教育環境の整備 

【施策内容】 

児童・生徒の安全確保や教育環境の向上を目指し、教育設備等の計画的な整備・充実や安全

でおいしい学校給食の提供など教育環境の質の向上を図ります。 

 

３-１-１-４ きめ細かな就学支援 

【施策内容】 

ഇฆ؇�Їԇ���అଅ؉�ąਇ�༂༅�༄ଈ��ଅ��̆ȅ�༂�����ąਇ�༂༅

の就学支援を図ります。また、教育支援センターの設置やスクールカウンセラー※の派遣によ

り児童・生徒の個性に応じた指導や相談体制の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※スクールカウンセラーฏଅࠅ̇ࠆ�༂���༄ଈ����༂����༂̆�༂�༂� 

小学校英語授業 
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３-１-２ 地域とともにある学校づくり 

【現況と課題】 

�І�̅���Ԇ�ആȅ	�܅܅���༅��༄ଈࠉ༄ข�༄܅܅�ࠆ�༂�คଅ܅���

展開するためには、地域と共にある開かれた園・学校づくりを推進する取組が求められてお

り、そのための有効な仕組みであるコミュニティ・スクール※の導入が課題となっています。 

І�̅༂��一体となって子どもたちの健全育成に取り組	�܅܅��ଅฅࠆԇ���ଅ܆

んでいますが、引き続き園・学校運営が保護者や地域に開かれ、評価される取組や地域ボラン

����̅༂ࠆ�܅܅������ଅ༇ਆ༄�̆༄̆�܅܅����Ԇ�༂�ആ༂܅���

学校づくりに努める必要があります。 

 

【施策目標】 

༄ଈ܅܅��༄ข�༂�ଅࠆ	ԅ�༂�������༂���Ȇ��ਈ܅܅�ࠉ����

解決することを目指します。 

 

 

【施策内容】 

Ԇ�अЅ༄���ฅࠅഇ�؇༂��������ആ༂��Ԇ�ആȅ�Ԇࠅ���ਇआ؇�

発信するとともに、学校評価の充実やコミュニティ・スクールの導入に向けた取組を推進し

ます。 

 

 

【施策内容】 

����������ആ༂�̅༂܅܅������������ĉ༇ࠆ�༂�คଅ܅���

学校運営を支援するとともに、自分の育った地域に愛着が持てるように郷土愛を育むため、

�ࠆ��ଅ	����܅܅�ଅ༇�ଅഈ��ଅฅࠅЇ܅�Ԇ�༂�ആ༂��༄ਉ܆�༂܅܅

くりを推進します。 

 

 

【施策内容】 

ଅ܆؇�	ଅഈ�ଅą�आ����ĉ༄ࠅ��������؇༄܅܅���������

��ąਇ�༂༅�༂ଅ�ആȅ�ど、学校・家庭・地域及び関係機関との連携を強化し、効果的

な児童・生徒の安全確保に努めます。  

 
※コミュニティ・スクールฏ学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、一緒に協働しながら子ど 

����ఈ��Ȇข�༂܅܅��������ଅࠆ�����	��คഇ�� 

３-１-２-１ 開かれた学校の推進 

３-１-２-２ 地域教育力の活用 

３-１-２-３ 児童・生徒の安全確保 



�� 

 

３-２ 学びあい・教えあいのなかまづくり 

３-２-１ 生涯学習の推進 

【現況と課題】 

༄ข�ଅ༇Ćଆ�इ༄̅ȅĆଈ�༂���จ���ਈ�༅༄�Ć܅܅���ąଅ��༂༂

を送るためには、多様なニーズに応じた学習機会やプログラムが求められており、生涯を通

じて学ぶことができる環境づくりをさらに進めていく必要があります。 

少子高齢化などにより地域コミュニティが希薄になり、地域での生涯学習の場が減少する

中܅܅��ଅ̅ࠆ�ആȅ�̆	�ԇข�༂ค؇�ആȅ༅༄	�����ȅ̆ࠅ��؇܆༄�

������ࠈଈ�Ȇ܇���༏܆จ�अआ�༂̆�༂ആଅ༇ആȅ�Ȇ܆���������

ク等）をまちづくりに生かせるシステムの構築が求められています。 

 

【施策目標】 

「中井町生涯学習基本ਈԇ܅�����ԇข༅̅ȅ����अआ�ଅ༇ਆ༄�̆༄�ȅ�

������ԇขЅ༂༅ଅ����Ԇ���仕組みづくりや自主活動などのための拠点の充

実に努めます。 

 

 

【施策内容】 

地域における読書活動やスポーツ活動などの生涯学習活動を促進するとともに、自主活動

�Ȇ����༂ആଅ༇ࠅ��ąଅ�����ค༄؇�ଅ��༂̆��ԇข༅̅ȅ����

多様なニーズに応じた学習機会・学習環境の提供に努めます。 

 

 

【施策内容】 

༂ആЅ܆����ଅ༇ਆ༄�̆༄༅༂�����ąขउଇ����Ѕਇଈฅ�Ԇଅ���

出前講座※の充実を図ります。 

���༂�����ଅ༂Ѕค�अआ�༄ਉਆ༄�ąଅ܅܅������༂̅�܆༂�༅

て土曜学習事業の実施など、放課後の子どもの居場所づくりを推進します。 

 

 

【施策内容】 

地域の人材や資源の発掘・活用に努めるとともに、地域への情報提供や相談体制の充実、活

動場所の提供、物品貸出等の活動支援により、引き続き地域における主体的な学習活動を支

援します。 

���ଅ༇�Ȇ܆�������༂܅܅��	ฅ༂܅܅������������ആ༂��

る仕組みづくりに取り組みます。 

  

 
※出前講座ฏԇข�؉༄ଇ��ԇ�Ѕ�ԇ�̅ഇ�؆���༅༂ࠅ�����༄ࠅ��� 

３-２-１-２ 各種学級・講座の充実 

３-２-１-３ 学習支援体制の充実 

３-２-１-１ 生涯学習の場の確保 
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【施策内容】 

各種イベント・教室において、多世代が参加しやすい企画を提供するとともに、各種団体な

どの人材を生か��คആ̆�ࠅ�༄���ആȅ�༂̆������คค�ԇ܅܅��༄ข�

คആ�ଅฅ�༂���Ć༇�ആ����ആȅ�༄	���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３-２-１-４ 世代間交流の促進 

中井っ子全員集合 
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３-２-２ 生涯スポーツの推進 

【現況と課題】 

少子高齢化により子どもたちのスポーツへの関わりや地域でのスポーツ活動が減少傾向に

ある中���अ��༂�Ѕਇ����ആȅ�ԉ������̅ഇ��ฅ����༄༂���

のためにスポーツへの関心を高めてもらうことが必要です。 

���ԇข�अआ�����ଅ༅�����ଉ༂�����������ഇЅ܅܅܅��

������ਈ༂������ఆจ������आ���คആ�༈�ฅ���������

振興が求められていることから、「中井町スポーツ推進計画」に基づき各種事業を計画的に推

	��अ��༂�ई������������Їࠅ�ąଅ܅܅����ആ�̅�คആ༂༂・

関係人口の増加を促進する必要があります。 

 

【施策目標】 

༂Ȉԇ༂�؉܆���ć�ԉ����ਈ��ई�����������؆̅�����Ї

܅܅��	�������Ԇ��ąଅ�ȅ������ԇข�������༂ค؇�̅ȅࠅ

コミュニティの形成や健康の保持増進、地域活性化を促進します。 

 

 

【施策内容】 

スポーツを通じて多くの人がいつまでも心身ともに健やかな生活を送ることができるよう

スポーツ推進委員と連携し、誰もが気軽に参加できるスポーツ教室やスポーツイベントを継

続して開催します。また、身近な地域におけるスポーツの振興を図るため、地域活動振興員に

よる自治会活動やスポーツ協会の活動の支援を継続します。 

 

 

【施策内容】 

ਈ�������	�������คആ��������ਆ༄�ȅą�������ԇ

の特性を生かした特色あるスポーツイベントを開催し、スポーツを通じた仲間づくりを支援

するとともに関係人口の増加を図り、地域の活性化を促進します。 

 

 

【施策内容】 

ą܅Ԇਈ�ଅࠆԆਈ܅܅��༄ข�����ആȅࠅ��	ଆ�ഇ̆ଇЇ�	ԅ�ȅ���

����ฅ܅؇คȅ༂�ąଅ������������ਈ��ఆจ������̅ȅ���

ഇЅ܅܅܅��������ਈ༂�Ѕ��༂̆�	���� 

 

  

３-２-２-１ 生涯スポーツの振興 

３-２-２-２ スポーツを通じた交流 

３-２-２-３ スポーツ環境の整備・充実 
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３-２-３ 青少年の健全育成 

【現況と課題】 

Ȇఅฅ༂̆�̆అ��Ȇਆ܆��ȅ�؇̆�����������Ȇఅฅ̆అЅ܇��Ѕਆ

関との連携体制の強化が求められています。 

���Ȇఅฅ༂༂�ਇआ؇�इ༄؇༂༂������ଅฅ܅܅������Ѕคคԉ�ԇ

คคԉ��คആ�ਆ༄�Ȇఅฅ�अआ�༄ਉଅ༇�༄	�����༅ई�Їࠅ����༅ई

です。 

�༂؉༂ଅଇ�Ȇఅฅ܉��Ȇఅฅ̆అЅ�ค༂���Ȇఅฅ�คആคआ܅܅ԇ���Ѕ܆ 

ーダーの育成などに取り組んでいますが、少子化に伴い地域組織が縮小する中、活動機会の

ȅĆ༂अ�Ȇఅฅആȅ�༂̆��༂ࠇ�܆༄�ਈࠉ�������� 

 

【施策目標】 

ଅࠆ�ଅฅ܅܅���	І������༅�ഇ�Ȇఅฅ�इ༄̅ȅ̅�༄ਉଅ༇�ਆ༄�

提供に努める܅܅��������Ȇఅฅ��ą�Ȇ�༄	���� 

 

 

【施策内容】 

༂ଅ༂�ଅఈ���Ȇఅฅ����คആคआ�คଅ༂�ଅఈ���ฅ܅คആആค༄ਉ��

���ଇ�ആȅ�	܅܅����అ܆�Ȇ�������Ȇ�������ԉ༄༄�Ȇ

అฅ�ą�Ȇആȅ��༂̆�ȅ���� 

 

 

【施策内容】 

คଅ༂������ആȅ܅�ą༄आ�༂ଅ���	���इ༄ఈ̇�इ༄̅ȅ����Ї

ई�ആ��ਆ༄�̆༄܅܅��इ༄�༂Ѕ����༂ई�उ�����Ȇఅฅ�इ༄̅ȅ�

促進します。 

 

 

【施策内容】 

Ȇఅฅ�Ȇ���いや※Ȇఅฅ̆అЅ���अԉ������ഇഇଅԆ�������Ȇఅ

ฅԅ̅ࠉଈ༄ଇ�	��関係機関との連携を強化しながら、地域環境浄化や啓発活動の推進

 ����	༂؉༂ଅଇ�༄܉���

 

 

  

 
※ขఅฅ�Ȇ����ฏ܅܅����ขఅฅ��ą�Ȇ�����༂ఈ��ขఅฅ��Ȇࠅ�������� 

講演会などを開催するもの。 

３-２-３-１ 地域ぐるみでの青少年の育成活動 

３-２-３-２ 青少年の社会参加活動 

３-２-３-３ 青少年の非行防止対策 



�� 

 

３-３ 文化を育むまちづくり 

３-３-１ 文化のまちづくり 

【現況と課題】 

小・中学生に芸術や文̅�̆��ਆ༄�̆༄�ഇഇ��������Ȉ�คค�Ćࠇ��

きȅ	���������༂ఈ��ขఅฅ��Ȇ�ȅ������ 

ԇข༂̅इ�ąขउ�����継続的に活動成果の発表の場を提供することにより、文化

Ȉࠈആȅ�̆Ȉ�������ЅਇԆଅ�ଈฅ�ԉ�����ԇข���༂̅ആȅ�༄	

しています。 

ԇą��ഇ༏༏༏������༄ଇ༅���Ѕਇ�༂̅ആȅ༅༂������༅�༈ฅ�

少子高齢化に伴う会員の減少や活動の縮小化などの課題があります。 

 

【施策目標】 

各種団体等の支援や人材育成を含めた環境整備、文化活動の発表の場の提供、広報紙やＳ

༏༏�����अคค�Ѕࠅ��؇༄������ԇขą༄�༂̅ആȅ�༄	���� 

 

 

【施策内容】 

༂̅ആȅ༄ࠅ���؇༄�ആȅࠅ��Ȇą�̅ȅคആ�ਆ༄�Ȇ༂���༂̆�ȅ��

とともに、団体が継続的に活動を続けることができるよう指導者や継承者の育成に努めます。 

 

 

【施策内容】 

文化活動のすそ野を広げるため、学校における文化講演会や芸術鑑賞会等を通じて芸術に

ई��ਆ༄�̆༄�������༂̅इ�ąขउ���������༂ごろの文化活動の成

 �������ਆ༄�ԇข��̅����ԉࠈ؇�܆

 

  

３-３-１-１ 地域文化活動の支援 

３-３-１-２ 発表・鑑賞機会の拡充 
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３-３-２ 文化の継承と保存活用 

【現況と課題】 

�ଆ̅༂̅ఈฆ�؇̆�༄ଅ�ആ༂܅܅���༇��؆ई	�ఈฆ�༂���༂̅คആ܅܅

������ଉ༂��ԇȇ༂܅܅�༅Ȇ�������༅ई������ 

少子高齢化や核家族化により地域コミュニティの形成が希薄になり、世代間の郷土文化の

継承が難しくなっており、大きな課題となっています。 

そのため地域や文化団体への活動支援などにより、指導者・継承者の育成・確保を図るとと

���ଅࠆԆ��༂ആଅ༇ࠅ����आ��ਆ༄�	��༂̅ఈ�༄��ą؇༂�ԇą�ଅ

在する文化資源や郷土文化を継承し、文化活動を振興していくことが求められています。 

 

【施策目標】 

�	���༄̆ࠅ����ਈ̉༄ଅ��ఈԆࠅ���ଆ̅�༂̅ఈฆ�ą؇༂�ąਈଈ܅܅

て、郷土に対する関心を高め、文化のまちづくりにつなげます。 

 

 

【施策内容】 

���ଆ̅�༂̅ఈฆ�̆�ഈ���ഇഇ؇�༂������ആȅ༄��༂̆܅�܅܅

を図ります。また、健康づくりを兼ねた文化財ウォーキング※の実施や学校教育との連携によ

る郷土文化に親しめる取組などにより、文化資源の活用や郷土文化の継承を図ります。 

 

 

【施策内容】 

	༂ఈԆउ�̅Ԉȇਈࠇ�܆ਇ�ԆЇ�ȅ��ఈԆउ�ąԉ�	��ԇ�༂̅ఈ�༄��ฅ

めるとともに、収蔵物の新たな公開手段や歴史資源の活用方法についても検討します。 

また、ԇą�ଅ̅��܅༂؆��ଆ̅ఈԆ�ԆЇ�ईਈ�	ȅ�༄ଅ���	༂༂̅�ଆ

史財産として後世へ継承するために引き続き町史編纂※を図ります。 

 

  

 
※文化財ウォーキングฏԇଆଅ༂̅ఈ�	ഈ���༂ଅ����ԇą�ଆ���คआ� 
※編纂

へんさん

       ฏआ܆��Ԇ�؉��؆ȇ�ąଅ�������� 

３-３-２-１ 郷土文化の継承 

３-３-２-２ 文化財の保存 


