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　令和元年5月14日

■部の構成

部　名 教育委員会

コミュニティ

地域・地域団体 子どもの安全安心な場づくり

【課題解決のための対応方針】

協働（市民・関係機関等との連携）

○地域と学校が連携・協働した学校づくりを推進する。
○外国語教育の充実を図る。
○学校施設の環境整備を進める。
○歴史文化遺産の保護継承活用及び美術品の展示活
用。
○スポーツ団体の支援とスポーツ施設の整備。

長谷川秀敏

【部のビジョン】 【部の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

教育長、事務局長含む、総職員数  115人
学校教育課　93人（正職員数　13人（うち育休代替臨時的職員1人）・再任用職員　2人・県職員2人・嘱託職員9人・臨
時職員67人）
社会教育課　20人（正職員　15人・再任用職員　2人・臨時職員　3人）

学校・地域の連携による取組みを進める。

放課後子ども教室に人材が活躍できるように連携を図る。

部長名

地域に開かれた学校づくりをする。

○家庭・地域・学校・行政が連携し、一体となって子ども
を育んでいる。
○児童生徒が、時代に即した教育内容による教育を受
けている。
○児童生徒が快適に安心して学校生活を送っている。
○市民や地域、ボランティアが積極的に地域活動に関
り、歴史的・文化的遺産の保存・継承・活用をしている。
○いつでも、誰もが気軽にスポーツに親しめる環境が
整っている。

■課題の認識

【解決すべき課題】

各学校・地域において地域学校協働活動を、地域や学校
の実情や特色に応じて、創意工夫をしながら進める。

ICT（情報通信技術）教育の強化による効率的な教育、ま
た子ども達の興味を引く教育を進める。

津島市公共施設等総合管理計画、津島市学校施設長寿
命化計画に基づき、必要な修繕及び余裕教室の有効活用
などの整備を進める。

文化庁や県などの意見を聞きながら、保護継承活用に向
けた取り組みを行う。

スポーツ団体の側面支援や財政の確保に努める。

学校を拠点とした地域との連携･協働により、子ども
を地域と一緒に育てていく必要がある。

基礎学力の向上が求められる中、子どもたちが楽し
く学び、学習の意欲を高める教育が求められる。

学校施設の環境整備・有効活用を図るなど、必要な
修繕等を計画的に行う必要がある。

歴史文化遺産の保護継承活用をする。

スポーツ団体の自立支援をする。



部方針書（令和元年度）

コード

431

411

412

422

#N/A

#N/A

施策目的

郷土の歴史・文化への関心が深まり、歴史的遺産
の保護・継承・活用を通じて、市民がまちに愛着と
誇りを感じています。

家庭・地域・学校が連携し、確かな学力を身につけ
たら心豊かな子どもが育っています。

家庭・地域・学校・行政の連携により、青少年が安
心して活動できる場・機会が充実し、いきいきと活
動しながら、心身ともに健やかに成長しています。

#N/A

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

6

7

5

#N/A

いつまでも安心してスポーツを楽しめる環境が整
い、子どもから高齢者まで誰もがスポーツライフを
楽しんでいます。

#N/A

#VALUE!

2

1 文化の継承と創造 社会教育課

社会教育課

健やかな青少年の育成 社会教育課

生涯学習環境の充実

生きる力を育む教育の充実 学校教育課

4

3

市民参画を通じ、魅力ある学習内容が提供される
など、生涯学習環境が充実し、市民が自主的に生
涯学習活動に取り組んでいます。

421

■方向性の設定

【重点方針】

○学校・地域・家庭が連携した教育力の向上を図る。
○公共施設等総合管理計画、学校施設長寿命化計画に基づき、学校施設の改修等教育環境の整備を図
る。
○外国人講師の受入れを行い、児童生徒への英会話の体験・理解の充実を図る。
○指定文化財を保護するため、保存に必要な修繕や保存活動の支援に努める。
○スポーツ団体の支援やスポーツに親しめる行事の支援を行う。

【施策一覧】

課名施策名
優先
順位

生涯スポーツ環境の充実 社会教育課

10

8

9
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学校・地域の連携による防災訓練（藤浪中学校区）、ふれあ
い運動会（南）、ふれあいフェスタ（神島田）など、地域と一体
となった取組みを進める。

コミュニティ 地域に根ざした開かれた学校づくりをす
る。

学校教育課　総職員数９３人
課長１人　学校指導担当兼指導主事、主幹２人
学校教育グループ８４人（正職員８人（うち育休代替臨時的任用職員1人）　再任用職員０人　嘱託職員９人
臨時職員６７人）
学校給食グループ６人（正職員４人　再任用職員２人）

課　名 学校教育課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

平成31年4月26日

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

○児童生徒が快適に安心して学校生活を送っている。
○家庭、地域、学校の協働により、一体となって子どもを
育てている。
○児童生徒が、時代に即した教育内容による教育を受
けている。
○児童生徒がバランスの取れた給食を残さず食べ、健
康的な生活を送っている。

○学校施設の環境整備を進める。
○地域と学校が連携・協働した学校づくりを推進する。
○安全な通学路の確保を図る。
○安全でおいしい給食を提供し、アレルギー除去食による
対応を行う。
○いじめ、不登校数を減らし、相談助言指導を行う。
○各種委員会の情報提供を行う。
○外国語教育の充実を図る。
○学校施設の有効利用を図る。
○効率的な行政運営を行う。

■課題の認識

水野　浩利

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

■課の構成

津島市公共施設等総合管理計画、津島市学校施設長寿命
化計画に基づき、必要な修繕及び余裕教室の有効活用な
どの整備を進める。

各学校・地域において地域学校協働活動を、地域や学校の
実情や特色に応じて、創意工夫をしながら進める。

地元の食材を給食に使用して、地産地消、食育を進める。
給食の食べ残しを減らす工夫に取組む。

健康教育カリキュラムを作成し、子どものころから丈夫な身
体づくりをする。各学校の体育主任者と体力状況調査結果
の分析と課題解決の検討を図る。

ICT（情報通信技術）教育の強化による効率的な教育、また
子ども達の興味を引く教育を進める。

学校施設の環境整備・有効活用を図るなど、必要な
修繕等を計画的に行う必要がある。

学校を拠点とした地域との連携･協働により、子ども
を地域と一緒に育てていく必要がある。

食育から、児童、生徒には、地元の農業、食料の生
産・流通・消費・残菜について学ぶ機会が必要であ
る。

児童生徒の体力は多くの項目で以前より低く、また、
運動する子と運動をしない子の二極化がみられる。

基礎学力の向上が求められる中、子どもたちが楽し
く学び、学習の意欲を高める教育が求められる。



課方針書（令和元年度）

■方向性の設定

【重点方針】

○生きる力を育む、特色ある教育を推進する。
○公共施設等総合管理計画、学校施設長寿命化計画に基づき、学校施設の改修等教育環境の整備を図
る。
○学校・地域・家庭が連携した教育力の向上を図る。
○食育を通じ予防健康教育を行い生活習慣病や正しい生活習慣への理解を深める。
○単独調理校及び共同調理場にて、アレルギー除去食の提供を行う。
○調理場業務のあり方を見直し改善を図る（単独調理校の整理、食べ残し量を減らす等）。
○総合的な子どもの基礎体力向上を図る。
○不登校などの教育相談・指導の充実を図る。
○外国人講師の受入れを行い、児童生徒への英会話の体験・理解の充実を図る。
○給食費未納額の解消に向けて、学校、児童手当担当課と連携して、取り組む。
○国際交流事業を推進する。
○私立高等学校の保護者負担軽減を図るため、授業料補助を実施する。
○中学校区において、小中学校と地域住民の協働による防災訓練を実施する。

【事務事業一覧】

事業概要

公共施設等総合管理計画、学校施設長寿命化計画に
基づき、学校施設の長寿命化改修等を実施し、教育環
境の整備を図る。

施策コード

4113

事務事業名
優先
順位

1 学校施設長寿命化事業

2 コミュニティ・スクール事業

3 学校給食調理場事業

子どもの頃から基礎体力を向上し、健康な身体を維持し
ていくよう取り組む。

心理的・情緒的要因により、不登校状態にある児童生
徒及びその保護者を対象として、相談・助言・指導を行
い学校復帰を支援する。学校と連携して生徒の調査を
細かく行う。

県内の領事館を通じた、国際理解教育のなかで、国際
文化の交流を深めていく。異国の文化に触れる機会をも
つことにより、国際感覚を醸成していく。

私立高校の保護者負担の軽減をはかり、家庭環境に関
わらず、誰もが学校を選べるよう私立高校授業料補助
を実施する。

4111

4113

学校と地域の連携・協働を行うため、学校と地域住民・
保護者が、一緒になって学校運営に取り組む仕組みづ
くりを進める。

①学校給食への関心を高めるため、献立コンクールを
開催し、献立に採用する。また家庭で一緒に考え、会話
のきっかけにする。
②アレルギーを持つ児童生徒へ、除去食を提供する（単
独は複数種、共同は乳・卵）。アレルギーの研修実施に
取組む。
③単独調理校の整理について取り組む。
④給食の食べ残しを減らす工夫に取り組む。

33238 防災教育事業

・中学校区（藤浪中学区）において、小中学校と地域住
民の協働による防災訓練に取組む。
・各学校において、家庭防災の日の周知を行い、日頃か
ら防災意識を高める取組みを行う。

4111

4112

国際交流事業

7 私立高校授業料補助事業

4111

2313

6

4 総合的な基礎体力向上事業

5 適応指導教室事業
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放課後子ども教室の運営に、地域で活動している人材が活
躍できるように連携を図る。

市民団体等とのネットワークづくり及び連携事業等の開催

団体の自立支援を行う。

地域・地域
団体

子どもの安全安心な場づくり

地域・地域
団体

文化財・遺産・美術品を活用したまちづくり

地域・地域
団体

組織の自立した運営及び活動

■課の構成

職員数20人
課長１人
生涯学習グループ8人（正職員8人）
スポーツ振興グループ4人（正職員3人、臨時職員1人）
生涯学習センターグループ7人（正職員3人、再任用職員2人、臨時職員2人）

課　名 社会教育課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

　令和元年5月14日

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

○家庭・地域・学校・行政が連携し、一体となって子ども
を育んでいる。
○いつでも、誰もが気軽にスポーツに親しめる環境が
整っている。
○市民や地域、ボランティアが積極的に地域活動に関
り、歴史的・文化的遺産の保存・継承・活用をしている。
○様々な媒体を活用した情報発信を行っている。
○施設の効率的運営と施設利用者の満足度が得られて
いる。

○地域の活動団体やコミュニティ団体の協力による安全・安
心な子どもの活動拠点の設置
○地域、ボランティア、市民活動団体等とのネットワークによ
る伝統文化・文化財を活用したまちづくり
○スポーツ団体の支援とスポーツ施設の整備
○歴史文化遺産の保護継承活用及び美術品の展示活用
○生涯学習情報・生涯スポーツ情報の発信

■課題の認識

横井さつき

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

個別施設計画を策定し、計画的に整備資金の確保に努め、
安全安心な施設利用の提供に努める。

歴史文化遺産の保護継承活用をする。

社会教育施設の老朽化の対応

スポーツ団体の自立支援をする。

場所の検討や全児童に対応できるような人材の確保に努め
る。

他自治体や関係機関との連携し、文化遺産を学ぶ機会を設
ける。

堀田家住宅を活用した事業を企画し、観覧者増加に資す
る。

利用率などの検証を図り、利用促進の広報を行うなど利用
率向上に努める。

堀田家住宅及び氷室家住居の保存活用計画を策定、計画
を推進する。

スポーツ団体の側面支援や財政の確保に努める。

関係機関の意見を聞きながら、市民、団体との協働による
保護継承活用に向けた取り組みを行う。

放課後に子どもが安心して過ごす場を確保するこ
と。

文化遺産の保存継承についての理解を深め、意識
啓発を行う。

堀田家住宅の利用者数の増加

生涯学習センターの利用率向上を図る。

文化財建造物を適正に保護する。



課方針書（令和元年度）

施策コード

4312

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

○郷土の歴史的資源をまちづくりに活用するため、歴史的風致維持向上計画を策定する。
○生涯学習センターの利用促進を図る。生涯学習センターの大ホール閉鎖及び指定管理者制度導入につ
いて検討する。
○安全・安心な子ども教室としての受け入れ体制の整備に努める。
○公共施設等適正配置計画に基づき、所管施設の個別施設計画を策定する。
○中央公民館解体に向けて準備を行う。
○文化財施設の保存活用計画策定に向けて検討を進める。
○指定文化財を保護するため、保存に必要な修繕や保存活動の支援に努める。
○郷土の歴史的遺産等の情報発信を行う。
○スポーツ団体の支援やスポーツに親しめる行事の支援を行う。

【事務事業一覧】

事業概要

4211

4121

1 歴史的風致維持向上計画の策定

2 生涯学習センター利用促進事業

3 放課後子ども教室事業

個別施設計画を策定し、施設の修繕を計画的に行う。
利用率の向上に向けて検討をする。大ホールの閉鎖及
び指定管理者制度導入について検討を行う。

放課後における子どもの安全かつ安心な活動の場を設
け、地域の参画を得て子どもたち自主性・社会性・創造
性を育む。活動場所や指導員の確保に努める。

本市の歴史的資源を活かしたまちづくりを進めるため、
「津島市歴史的風致維持向上計画」を策定する。

1211

4211

堀田家住宅及び氷室作太夫家住居
の活用及び整備事業

7
スポーツ団体の支援やスポーツの振
興事業

4313

4221

6

4
公共施設等総合管理計画の推進事
業

5 生涯学習環境の整備・充実

公共施設等適正配置計画の方針に基づき、令和元年度
中に個別施設計画を策定する。

・生涯学習情報の提供、市民の学習ニーズを把握し、公
民館事業、生涯学習事業の充実を図る。
・中央公民館の建物の解体準備

市民や民間団体、地域団体、文化団体による堀田家住
宅を活用したイベントの実施をする。文化財建造物の保
存活用計画を策定する。

地域におけるスポーツの振興を図るため、スポーツ協
会・スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブの団体
運営及び活動を支援する。

10 文化・芸術活動の充実・支援

9 山車蔵修景整備事業

43118 文化財の保存・継承・活用事業

4311

4314

・指定文化財保護のため、必要な修繕及び保存活動の
支援をする。
・市域の文化財等の掘り起し、保存・活用に努める。

市民の文化・芸術活動の発表の機会を提供する。子ど
もたちに本物の芸術文化に触れる機会を提供する。

国の社会資本整備総合交付金を活用して、山車蔵等の
修景整備を行う。


