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第１章 洲本市教育振興基本計画について 

  

１ 計画策定の趣旨 

 

本市では、平成２７年度（2015）に平成３１年度（2019）までの５年間を計

画期間とする「洲本市教育振興基本計画」（以下「第１期計画」という。）を策

定し、「こころ豊かな人を育む教育・文化のまちづくり」を教育推進の基本理念 

に掲げ、教育の振興に取り組んできました。 

この間、学習指導要領や幼稚園教育要領の改訂が行われ、子どもたちが未来 

の社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成することが必要とされ、 

教育の果たす役割が今後、一層重要となっています。 

こうした中、第１期計画が令和元年度末に終了することから、計画の見直し 

を行い、令和２年度を計画初年度とする第２期洲本市教育振興基本計画（以下 

「本計画」という。）について定めるものです。 

本計画では、第１期計画の実施状況を振り返り、その成果や課題を明らかに 

するとともに、少子高齢化・人口減少の進行、あるいはグローバル化や高度情 

報社会の進展など、今後予想される教育を取り巻く社会の動向等を踏まえ、中 

長期的な視点に立って、今後５年間に取り組む洲本市の教育の基本目標と施策 

の体系について示すものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

  

本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、国の第３期教育振興 

基本計画及び第３期ひょうご教育創造プラン（兵庫県教育基本計画）を参酌し、

本市の実情に応じた教育を振興するための基本的な計画です。 

また、「新洲本市総合計画」における基本政策（まちづくりの柱）である 

「郷土愛の醸成と次代を担う人材の育成」や「洲本市総合戦略」と連携・補完

する教育分野における計画として位置づけています。 

 

ふるさと 
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[ 計画の関連図 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国）第３期教育振興基本計画 

[平成３０年度(2018)～令和４年度(2022)] 

（県）第３期ひょうご教育創造プラン 

〈兵庫県教育振興基本計画〉 

[平成３１年・令和元年度(2019)～令和５年度

(2023)] 

新洲本市総合計画 

[平成３０年度(2018)～令和９年度(2027)] 

洲本市教育大綱 
新洲本市総合戦略  

[令和２年度(2020)～令和４年度(2022)] 

第２期洲本市教育振興基本計画 

[令和２年度(2020)～令和６年度(2024)] 

教育行政方針（各年度ごとに作成） 
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３ 計画期間 

 

計画期間は、令和２年度（2020）から令和６年度（2024）までの５年間とし

ます。 

ただし、様々な状況の変化により、計画の見直しの必要が生じた場合におい

ては、国・県等の動向を見極めながら、適宜、見直しを行っていきます。 

 

 
 

 

 

 

４ 計画の対象 

 

本計画は、就学前教育、小中学校における学校教育と家庭や地域における社

会教育を原則として対象とします。また、高等学校などの教育関係機関と連携

を図りながら取り組む施策も計画の対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ３０ H31・R元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

第３期 教育振興基本計画（国）

第３期 ひょうご教育創造プラン

（兵庫県教育基本計画）

新洲本市総合計画

新洲本市総合戦略

第２期洲本市教育振興基本計画

洲本市総合戦略

第１期計画
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第２章 教育を取り巻く環境の変化 

 

１ 人口減少・少子高齢化の進行 

 

我が国の人口は、平成２０年（2008）の１億２，８０８万人をピークに減少

に転じており、平成３０年（2018）には１億２，６４４万人と約１％減少して

います。そのうち１５歳未満人口は１，５４２万人で、前年に比べ１７万８千

人の減少となり、人口割合は１２．２％で過去最低となっています。一方、６

５歳以上人口は３，５５７万８千人で、前年に比べ４２万６千人の増加となり、

人口割合は２８．１％と初めて２８％を超え、過去最高となっています。 

※総務省人口推計（各年１０月１日現在）による 

本市においても、人口減少と少子高齢化の進行は例外ではなく、国勢調査の結 

果では、昭和６０年(1985)の５万５千人から減少を続けており、平成２７年

(2015)では４万４千人と１９．６％減少しています。 

 

 
出典：国勢調査 

 

平成２７年度（2015）に作成した洲本市人口ビジョンによれば、本市の人口 

は、今後も減少傾向で推移し、２０６０年には１万９千人（趨勢人口）程度ま

で減少することが見込まれています。洲本市総合戦略において、雇用の創出に

よる人口流出の抑制や移住・定住の推進、子育て環境の充実、住みやすいまち

づくりへの取組を進めることで、２０６０年の２万７千人（戦略人口）程度に

維持することをめざしています。 

洲本市の人口推移 

すうせい 

1985     1990      1995     2000      2005     2010      2015 
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本市の人口を年代別に見ると、年少人口（１５歳未満）と生産年齢人口（１

５～６４歳）は減少を続け、これに対し、老年人口（６５歳以上）は増加を続

けています。平成２年以降は老年人口が年少人口を上回っており、少子高齢化

がより一層進行している状況となっています。今後見込まれる人口の減少や年

少人口及び生産年齢人口の低下は、社会保障制度や教育分野に大きく影響を与

えることが予想されます。 

 出典：国勢調査 

戦略人口 

出典：洲本市人口ビジョン 

すうせい 

※趨勢人口：国立社会保障・人口研究所の推計人口 
※戦略人口：市総合戦略を想定して見込まれる人口 

(人)

 

33343343

343 

65 歳以上 15 歳未満 15～64 歳 

第２章 
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本市の自然増減（出生・死亡）の過去５年間の推移をみると、各年度で死亡 

者が出生者数を上回っており、自然減が続いています。 

 

 
 

 

 

本市の社会増減（転入・転出）の過去５年間の推移をみると、各年度で転 

出者数が転入者数を上回っており、社会減が続いている状況です。 

 

 
 

 

 

出典：県統計課「兵庫県人口の動き」（各年 1月～12月） 

出典：県統計課「兵庫県人口の動き」（各年 1月～12月） 

△437

 

33343343

343 

△322

 

33343343

343 

△416

 

33343343

343 

△346

 

33343343

343 

△337

 

33343343

343 

△317

 

33343343

343 

△185

 

33343343

343 

△198

 

33343343

343 

△194

 

33343343

343 

△250

 

33343343

343 
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本市の市立学校園は、小学校が１３校、中学校が５校、幼稚園が２園あり、 

約３，０００人の子どもたちが就学、就園しています。少子化の進展に伴い、

児童・生徒・園児数は減少傾向が続いています。昭和５９年（1984）と比較す

ると、令和元年（2019）の児童数は４０．５％、生徒数は４４．６％、園児数

は１９．３％になっています。今後もこの傾向が続くものと考えられます。 

 

 

 

 

 国の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引（平成27 

年1月通知）」による学級数における学校規模を見ると、小学校では適正規模 

が２校で、多くの学校は小規模校、過小規模校に該当します。中学校も適正 

規模校が１校で、その他は小規模校になります。 

 

分類 過小規模校 小規模校 適正規模校 大規模校 過大規模校

学級数 1～5 6～11 12～18 19～30 31以上

1校 10校 2校

小学校

本市の小学校  

 

分類 過小規模校 小規模校 適正規模校 大規模校 過大規模校

学級数 1～2 3～11 12～18 19～30 31以上

4校 1校

中学校

本市の中学校  

出典：教育委員会調査（令和元年5月1日現在） 

 

出典：学校基本調査(各年度 5月 1日現在) 

1984  1989    1993  1998   2003   2008   2013  2018  2019 

 

 

    

    

 

第２章 



- 8 - 

 

それぞれの学校園ごとの推移は、下記の表のとおりです。どの学校園におい 

ても児童数・生徒数・園児数は減少傾向にあります。特に園児数の減少が大き

かった市立幼稚園は、平成３１年４月より５園から２園に再編を行っています。 

 

 

 

 

 

 

市立小学校児童数の推移 単位：人
S59 Ｈ元 Ｈ5 Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ25 Ｈ30 R元
1984 1989 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2019

洲本第一小学校 511 381 338 252 213 162 156 119 106
洲本第二小学校 568 428 301 239 187 207 203 183 166
洲本第三小学校 1177 992 838 687 616 572 488 455 447
加茂小学校 351 333 365 310 262 245 214 208 205
大野小学校 580 540 540 491 443 479 376 372 354
由良小学校 469 362 292 259 195 175 113 91 83
中川原小学校 162 154 149 97 74 53 38 58 58
安乎小学校 126 145 152 126 104 117 104 79 75
上灘小学校 12 9 9 - - - - - -
都志小学校 198 233 177 158 143 106 105 77 69
鮎原小学校 241 209 205 252 326 309 201 140 138
広石小学校 100 108 96 77 63 114 142 96 86
鳥飼小学校 185 196 161 121 89 115 98 102 95
堺小学校 75 56 62 76 80 74 50 50 48

合計 4,755 4,146 3,685 3,145 2,795 2,728 2,288 2,030 1,930
※上灘小学校は平成17年度に閉校

市立中学校生徒数の推移 単位：人
S59 Ｈ元 Ｈ5 Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ25 Ｈ30 R元
1984 1989 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2019

洲浜中学校 599 546 408 310 239 213 235 173 190
青雲中学校 865 897 819 757 641 559 579 497 494
由良中学校 263 204 191 153 116 80 70 44 46
中川原中学校 64 87 69 72 32 23 - - -
安乎中学校 79 69 68 74 74 39 55 33 37
五色中学校 399 391 420 354 320 325 349 277 246

合計 2,269 2,194 1,975 1,720 1,422 1,239 1,288 1,024 1,013
※中川原中学校は平成22年度に閉校

市立幼稚園児数の推移 単位：人
S59 Ｈ元 Ｈ5 Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ25 Ｈ30 R元
1984 1989 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2019

洲本幼稚園 70 59 45 38 55 56 36 53 62
第一幼稚園 65 71 38 42 30 33 13 - -
第三幼稚園 75 71 39 52 60 51 44 13 -
加茂幼稚園 72 70 41 46 38 40 22 10 -
大野幼稚園 116 108 87 86 122 74 32 26 15

合計 398 379 250 264 305 254 147 102 77
※第一幼稚園は平成27年度より休園、平成31年度から閉園
※第三幼稚園、加茂幼稚園は平成31年度から閉園

小学校名

中学校名

幼稚園名

出典：学校基本調査(各年度 5月 1日現在) 
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２ グローバル化の進展 

 

現代社会では、情報通信技術の目覚ましい進展、交通手段の発達による移動 

の容易化、市場の国際的な解放等により、人、物、情報の国際的移動が活性化

し、様々な分野で国境を越えた活動が活発に行われています。 

このことは、あらゆる分野において、誰もが世界において活躍できる可能性

が広がるとともに、地球的規模での競争が促進されることを意味しています。 

こうした状況のもと学校においても、小学生からの外国語学習を通して異文 

化に親しみ、国際理解を深めるコミュニケーション能力の向上をめざすととも

に、地域の自然や歴史、文化を子どもたちに教え、ふるさとを大切に思う心と

市民としての誇りと自信をもたせる教育が重要になっています。 

自国の文化を知り、地域を知り、世界を知る教育を推進し、豊かな国際感覚 

をもった人材を育成することが求められています。 

 

 

３ 高度情報化社会の進展 

 

インターネットを中心とする情報通信技術の進歩によって、時間や場所に捉 

われることなく、誰もが多様な知識や情報を瞬時に入手できるようになり、日

常生活の利便性は飛躍的に向上しました。得られた知識や情報の活用を通して、

自らの能力を大きく発揮する可能性を広げるとともに、学校教育において全く

新しい学習形態をもたらす可能性も秘めています。 

一方で人と人との関係、人と組織との関係、人と社会との関係を一変させ、

私たちの生活全般やコミュニケーションのあり方を大きく変えていくことや、

情報漏えい、有害情報の氾濫、ネットワーク犯罪など、情報化に伴う社会問題

も発生しています。 

 本市でも中学生では半数以上がスマートフォンを所持しており、情報機器を

使用する技能習得や情報を活用する能力を身に付けることに加えて、青少年の

育成に有害な影響をもたらす情報から子どもたちを守り、犯罪に巻き込まれる

ことのないよう情報教育の徹底を図ることが重要となっています。 

 

(％) 

出典：市教育委員会調査 

第２章 
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４ 地域コミュニティの希薄化 

 

核家族化の進行やひとり親家庭の増加による家族形態の変容、ライフスタイ 

ルの多様化に伴い、家庭や地域社会も大きく変化してきています。生活保護世

帯の増加に見られる貧困問題の深刻化や不安を抱え孤立する保護者の増加など

家庭の教育力の低下に加えて地域との結び付きや人間関係の希薄化により、地

域の教育力の低下が指摘されています。 

こうした中、生きる力の資質や能力を身につけていく基礎をつくるために適

切な家庭教育を受けることは全ての子供にとって重要であり、子育ての原点と

なる家庭において教育の基礎を形成した上で、地域とつながりながら家庭教育

の更なる充実を図っていく必要があります。 

そのために、地域社会の最小単位である家庭にまず目を向け、親同士、子ど 

も同士が地域でつながることが大切であり、地域全体につながりを広めること

で「地域の子どもは地域で育てる」という意識を持ち、地域のつながりを構築

していくことが求められています。 

 

 

５ 防災意識の高まり 

 

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの地震だけではなく、西日

本豪雨による災害など、これまで大きな被害をもたらす自然災害が数多く発生

しています。 

また３０年以内に発生する確率が７０％から８０％に引き上げられた南海ト

ラフ巨大地震に備え、かけがえのない生命を守るために減災への取組が進めら

れています。 

予想できないことが起きるのが災害であり、それに対処する知恵を育むこと 

が防災教育です。防災教育には、自ら、身を守る知恵をつけることだけでなく、

既成概念にとらわれずに物事を考える柔軟な思考能力を向上させる効果があり

ます。また、地域で日頃から、いざというときに備えて、人と人のつながりを

深め、地域防災力を高めていくことも重要です。 

予想を超える自然災害等の発生に際しても、自ら危険を予測し回避するため 

に、災害に関する基本的な知識を身に付け、習得した知識に基づいて的確に判

断し、迅速な行動を取ることができる「主体的に行動する態度」を育成し、自

然災害を乗り切る能力を持った人材の育成が求められています。 
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６ 教職員の多忙さ改善と教員の資質の向上 

 

文部科学省で実施された「教員勤務実態調査」においても、教員の長時間勤 

務の実態が結果として現れており、授業の増加、生徒指導や保護者対応、部活

動指導の対応など、教育現場が深刻な長時間労働に支えられている現状が報告

されています。 

また、多忙化の大きな要因とされている部活動指導についても、「運動部活 

動の在り方に関する総合的なガイドライン」が策定されるなど、国においては、

教職員の多忙化改善に向けた一定の方向性が示されているところです。 

学校の主役は子どもたちであるということを第一に考え、教職員がやりがい 

を持ちながら、子どもたちと触れ合うことができる時間を確保するために、学

校においても組織体制や業務内容を見直し、働き方改革の取組を進めることが

急務です。 

併せて、教職員が一人ひとりの子どもに丁寧に関わりながら、質の高い授業 

や個に応じた指導を行っていくため、資質の向上が求められています。 

 予測が困難な変化の激しい社会状況の中において、児童・生徒にとってより

良い学校教育活動を進めていくためには、全ての教職員の資質の向上が不可欠

です。そのため、教育課題を踏まえた研修を効果的に行いながら、質の高い教

育をめざして取り組む必要があります。 

 

 
出典：国際教員指導員環境調査 2018 

出典：文部科学省 Ｈ28教員勤務実態調査 

(時間) (時間) 
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７ 生涯を通じた学び意欲の高まり 

 

人生１００年時代を見据え、すべての人が生涯を通して自らの人生を設計し

活躍することができるよう、何歳になっても学び直しができる環境づくりが必

要となっています。 

市民の暮らしが多様化する中にあって、生涯にわたる学びに対する意欲はさ

らに向上しており、「いつでも、どこでも、だれでも」学習でき、必要な知識・

技術を習得するとともに、学習成果を地域づくりに結びつけることが求められ

ています。 

 また、地域の歴史とともに育まれてきた文化・芸術の推進については、その

活動支援と鑑賞機会を充実させる必要があります。 

 加えて、健康への関心が高まっており、ライフステージに応じたスポーツ機

会の充実や本市でも取り組んでいる将来を担う子どもたちのスポーツに対する

意識づけや育成基盤を整えていくことが大切です。 

 人口減が続いている中でも、地域の高齢者が知識や技能を子どもたちに伝え

る「すもとっ子ＭＡＮＡＢＩプロジェクト」での利活用などにより、公民館の

年間利用者数は増加しています。 

 

 

 

出典：市教育委員会調査 

 

(人) 

(人) 

出典：市教育委員会調査 
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８ 環境問題の深刻化 

 

世界規模での人口増加や経済成長による産業活動の拡大、生活水準の上昇は

エネルギー消費量の増大による地球温暖化、生態系の変化など地球規模での深

刻な環境問題を引き起こしています。また、化石燃料の大量消費により排出さ

れる二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの影響により、今後も化石燃料に

依存した社会が継続されると２１世紀末には日本の平均気温が約４度上昇する

予測も示されています。 

温暖化の進行による食に与える影響や、海水温の上昇による台風の大型化や

高潮、異常気象による集中豪雨など、私達の生活に広く影響を与えることも懸

念されています。 

海に面する本市においては、マイクロプラスチックをはじめとする海洋ごみ

による海の環境への悪影響も心配されます。 

 淡路島では、住民、企業、行政が一体となり、淡路島環境未来島構想を推進

しており、「持続する環境の島」をめざしています。本市においても、太陽光、

バイオマス、風力を利用した再生可能エネルギーの活用に取り組んでいます。 

 さらに、地球温暖化対策として市管理施設の温室効果ガスの排出削減やゴミ

減量化の取組に加えて、環境学習施設「エコひろば洲本」での環境学習講座の

開催や地元中学生が海岸漂着ゴミの清掃活動に参加しています。 

子どもたちが持続可能な社会を創造するために環境問題について正しい理解

を深め、責任をもって環境を守る行動がとれるようにすることが求められてお

り、地球環境や天然資源などの環境学習や郷土や地域の環境保護への取組を学

んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲成ケ島クリーン作戦 

第２章 



- 14 - 

 

第３章 洲本市の教育の現状と課題 

 

１ 第１期計画の検証 

 

第１期計画（平成２７年度～平成３１年度）では、「こころ豊かな人を育む教 

育・文化のまちづくり」を教育推進の基本理念に掲げ、それを踏まえた５つの

施策の方針の下に、４１の主要施策を設定し、様々な事業に取り組んできまし

た。 

 第１期計画の主な施策について、検証を行い、その効果と課題を整理します。 

 

施政の方針１ 学校教育の充実  

（１）学校教育活動の充実と特色ある教育の推進  

①知識基盤社会に対応する「確かな学力」の確立 

【主要施策の主な取組】 

●小学校の全ての学級に短焦点型プロジェクターと書画カメラを、全中学 

 校に大型電子黒板と書画カメラを設置し、授業に活用しています。 

●洲本市ＩＣＴ機器活用推進事業により市内の全小中学校を順に指定して 

授業研究会を実施し、その成果を各校で共有しています。 

●全国学力・学習状況調査をもとに、小中学校において、授業改善プラン 

  及び学力向上プランを作成するとともに、小学校４・５年生及び中学校 

  １・２年生を対象に、学力調査を実施し、教育指導の改善に努めています。 

●小中学校において特別支援学級に在籍する全児童・生徒に、タブレット 

 型ＰＣを配布し、それを有効活用するためのハンドブックを作成してい 

 ます。 

 

【施策の効果】 

 □ＩＣＴ機器を効果的に活用した授業改善により、授業理解の回答が改善す 

るとともに、テストにおいても基礎的な力が身に付いています。 

 □児童・生徒の学力や学習状況の把握・分析により、教育指導の充実や学習 

状況の改善が図られています。 

 □令和元年度における教科区分別平均正答率は、小学校は全国平均と同程度 

  （平均の±５ポイント以内）、中学校では英語は上回っており、各校にお 

  ける学力向上に向けた取組が一定の成果を挙げています。 

 □タブレット型ＰＣの導入が特別支援教育の支援の一助となっています。デ 

ジタルでなければできない個々の対応ができるようになっています。 
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 令和元年度全国学力・学習状況調査結果 

【小学校】 

 教科区分 国語 算数 

全国比 同程度 同程度 

【中学校】 

教科区分 国語 数学 英語 

全国比 同程度 同程度 上回る 

 

 

【課題】 

■小中学校での未導入教科のデジタル教科書の導入、ＩＣＴ機器を活用し 

た授業の実践支援、支援が必要な児童・生徒のための有効なアプリによ 

るＩＣＴ機器活用能力の向上に取り組む必要があります。 

■「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善や授業のユニバ 

ーサルデザイン化に加えて、授業改善のＰＤＣＡサイクルを確実に推進 

していく必要があります。 

■自校の課題に即したプランを作成し、検証サイクルを複数回行い、継続 

した取組を進める必要があります。 

■学校の教育内容、方法の改善だけでなく、「チーム学校」として家庭及 

び地域と連携した取組や保護者と連携した家庭学習の改善を推進す 

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和元年度全国学力・学習状況調査 

 

▲BIGPADを活用した授業 
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②自尊心、自立心、チャレンジ精神など「豊かな心」の育成 

【主要施策の主な取組】 

●小学校３年生において、田畑での植物栽培、里山・海辺での環境体験学 

習を実施、５年生において、４泊５日の宿泊体験学習を実施し、自然と 

の触れ合いや社会性を育んでいます。 

 ●中学校１年生において、県立芸術文化センター管弦楽団による青少年鑑 

  賞公演に参加、２年生において地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」 

に参加するなど、豊かな感性や生きる力の育成を図っています。 

 ●中学校において、生徒の自主的・自立的な活動として、部活動に参加し、 

仲間と共に活動目標達成に向けて、協力しながら粘り強く努力を続ける 

心の育成を図っています。 

 

【施策の効果】 

 □環境体験で自然と触れ合いながら命の営みやつながり、命を大切にする 

  心を育むことができています。宿泊体験学習では、集団での学びと連帯 

感、社会的自立へのステップとなっています。 

 □「トライやる・ウィーク」では、豊かな感性や創造性などを高めること 

  や他者と協力・協働して社会に参画する態度や自ら考え主体的に行動し、 

  問題を解決する能力の育成につながっています。 

 □活動目標達成のために努力を重ねることで、部活動でより上位の大会に出 

場できたり、素晴らしい作品を完成させたりするなど、大きな成果につ 

ながり、生徒の心の成長や技術の向上を図っています。 

 

【課題】 

■環境体験事業は事前事後指導を含め、教育課程上の位置づけを明確にし、 

系統的に計画・実施する必要があります。 

■自然をフィールドとした活動が持っている本質の一つは、空間的・時間 

的な非日常への解放であるため、子どもたちが心と体を自由に活動でき 

る環境が大切であり、その活動を通して、必要な能力や社会性を育む必 

要があります。 

■学校、家庭、地域の連携をより一層進めていく必要があります。 

■練習内容の工夫や練習の効率化を図るなど、活動内容の見直しを進める

必要があります。 

■生徒数の減少等により、部活動の数が維持できない状況となり、結果的

に進学先の学校に生徒が希望する部活動がないという問題があります。

部活動のあり方について検討を進める必要があります。 

第３章 



- 17 - 

 

③地域の特性を活かした「健やかな体」の育成 

【主要施策の主な取組】 

●小中学校での「新体力テスト」の結果から、児童・生徒の体力・運動力 

 に関する具体的な目標を定め、各校の実態にあった特色ある体力向上運 

 動を展開しています。 

●自ら進んで「健やかな体」を育み、運動習慣の定着を図るため、専門的 

な知識・指導力を有する体力アップサポーターを小学校に派遣し、体力 

向上に努めています。 

 

【施策の効果】 

□効果的に運動する意識を高めることができると同時に、体を動かす「楽 

しさ」を伝えることができています。 

□中学校の教諭や外部講師によるサポーター派遣により、専門的知識が随 

所に見られ、児童も進んで運動に取り組んでいます。小学校教諭（担任） 

の研修の良い機会となっています。 

 

 

 

 

 

【小学５年生】１週間の運動時間と体格調査

０分 1～59分 60～419分 420分～ ０分 1～59分 60～419分 420分～

全国 3.4% 3.8% 38.6% 54.2% 4.9% 8.3% 56.1% 30.7%

兵庫県 3.4% 3.9% 37.2% 55.4% 4.9% 8.9% 56.1% 30.1%

洲本市 4.2% 5.4% 33.7% 56.6% 5.6% 7.5% 41.0% 46.0%

男子 女子
区分

出典：平成 30年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査 

全国達成率％ 
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【課題】 

■部活動や社会体育などで運動に積極的に取り組む児童・生徒と、学校で 

 の体育の時間しか運動しないという運動習慣の二極化が進んでおり、改 

善に取り組む必要があります。 

■全国体力・運動能力・運動習慣等調査の分析を踏まえ、体力の下降傾向 

に歯止めをかけるために、児童・生徒が主体的・継続的に運動に取り組 

むための方策を推進する必要があります。 

 

 

 

 

【中学２年生】１週間の運動時間と体格調査

０分 1～59分 60～419分 420分～ ０分 1～59分 60～419分 420分～

全国 4.9% 1.6% 8.3% 85.2% 13.5% 5.9% 17.9% 62.7%

兵庫県 4.6% 1.5% 6.5% 87.4% 14.2% 6.2% 16.7% 63.0%

洲本市 2.5% 1.2% 10.6% 85.7% 14.3% 3.8% 17.6% 64.3%

区分
男子 女子

(点) (点) 

 

(点) 
(点) 

 

出典：Ｈ30年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査 

出典：平成 30年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査 
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④ともに生きる社会をめざす特別支援教育の充実 

【主要施策の主な取組】 

●スクールアシスタント・介助員の配置による指導補助や医療的ケアが必 

要な児童に対し、看護師を派遣するなど、支援教育の充実に努めていま 

す。 

●あわじ特別支援学校の特別支援コーディネーターによる教育相談を開催 

し、子どもの日頃の生活や学習、進路について支援の仕方を一緒に考え 

るなど、様々な情報の提供により教育の悩みの解消を図っています。 

 

【施策の効果】 

□小中学校においては、支援を要する児童・生徒の指導補助に日々取り組 

 み、よりきめ細かい指導が効果的に行われています。また、専門的な研 

修の実施によりスクールアシスタント・介助員の資質向上が図られてい 

ます。 

□教育相談により保護者や学校が相談できる窓口があることで、悩みが徐 

々に解決に向かっています。 

 

【課題】 

■特別な支援を要する児童・生徒が、特別支援学校より公立小中学校への 

 就学を希望する傾向にあり、複数のスクールアシスタント・介助員の配 

 置を図っていく必要があります。 

■医療的ケアについては、人材確保が課題となっています。 

■教育相談日が平日であるため、仕事で平日に相談を受けることができな 

い方への対応を検討する必要があります。 

 

 

 

出典：市教育委員会調査 各年４月１日現在 

第３章 



- 20 - 

 

⑤ふるさと意識の醸成とグローバル化に対応した教育の推進 

【主要施策の主な取組】 

●小学校１～６年生の生活科・社会科において施設見学による現地学習や 

  ふるさとを題材とした「社会科副読本」及び淡路県民局編纂「ふるさと 

  淡路島」を活用し、ふるさとを愛する心を育んでいます。 

●ＡＬＴ（外国語指導助手）を小中学校に３名ずつ招致し、外国語指導体 

  制の充実を図るとともに、幼稚園にも派遣し、国際理解教育の推進を図 

  っています。 

 

【施策の効果】 

□社会科見学により見聞を広げ、得た知識をもとにレポートなどにまとめ、 

授業で発表したり地域へ発信したりすることで、淡路島や洲本を愛する 

心情を育むとともに、ふるさと意識の醸成が図られています。 

□小学校においては、英語への関心が高い児童の割合が高くなっています。 

中学校においては、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や 

聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を養う 

ことができています。 

 

 

 

【課題】 

■国際社会で主体的に生きるため、日本の伝統文化の理解を深め、異なる 

文化や価値観を理解し、互いに尊重し合う態度を育てていく必要があり 

ます。 

■外国語（英語）教科化への移行措置のため、授業時間数が増加しており、 

ＡＬＴの活用方法を検討する必要があります。 

 

 

【中学校】

主な質問項目 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

その他
無回答

洲本市 50.0% 39.5% 8.1% 2.3% 0.0%
全国 21.9% 17.7% 3.7% 0.9% 55.7%
洲本市 13.4% 44.2% 36.6% 5.5% 0.3%
全国 8.1% 20.2% 13.9% 2.2% 55.7%
洲本市 50.9% 33.7% 12.8% 2.6% 0.0%
全国 20.3% 15.8% 6.3% 2.0% 55.7%
洲本市 19.5% 43.3% 30.5% 6.7% 0.0%
全国 9.5% 19.5% 13.0% 2.4% 55.7%
洲本市 22.7% 38.1% 31.4% 7.8% 0.0%
全国 10.6% 18.1% 12.6% 3.0% 55.7%

出典：平成30年度すもとっ子力だめし調査

身近な看板などに書いてある英単語や英文を読んでみよう
と思う

英作文をするときには、間違いをおそれずに書こうとしている

英語の文章は、音読するようにしている

英語で話しかけられたときに、相手の言うことを聞き取ろうと
している

間違いをおそれずに、英語で話そうとしている
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⑥児童生徒理解に基づく生徒指導 

【主要施策の主な取組】 

●スクールライフコーディネーターの配置や全中学校区にスクールソーシ 

ャルワーカーを配置し、問題事案に対し組織的に対応する体制を整え、 

学校、児童・生徒、家庭への支援の充実を図っています。 

●洲本市いじめ問題対策連絡協議会、洲本市いじめ問題対策推進チームを 

立ち上げ、本市におけるいじめの防止等対策の関係機関との連携やいじ 

めの防止等のための調査・研究等の対策をより実効的に推進しています。 

 

【施策の効果】 

□スクールライフコーディネーターやスクールソーシャルワーカーによる 

訪問や個別ケース会議により、迅速で適切な対応及び指導につながって 

います。 

□全てのいじめ事例について検討し、「対応内容、事後の取組」について、 

指導や提言を行うことで、早期発見・早期対応につなげています。 

 

 
 

 

【課題】 

■スクールソーシャルワーカーの、小学校での活用の工夫やスクールライ 

フコーディネーターとの十分な連携を推進する必要があります。 

  ■いじめ問題等を分析・検証し、効果的な助言を継続する必要があります。 

 

 

 

 

 

出典：市スクールカウンセラー活動記録 

(件) (件) 
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⑦社会的自立に向けたキャリア形成の支援 

【主要施策の主な取組】 

●地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」を中学２年生で実施し、生徒のキ 

  ャリア発達を支援しています。 

●社会的自立に向けたキャリア形成を支援しています。 

 

【施策の効果】 

□中学２年生が地域の事業所で、主体性を尊重した様々な活動や体験をす 

ることで、豊かな感性や創造性などを高めることができています。 

□将来、直面するであろう様々な課題に対応しつつ、社会人・職業人とし 

 て自立していくことができるよう、しっかりとした勤労観・職業観を形 

成しています。 

 

 
 

【課題】 

 ■「トライやる・ウィーク」は学校、家庭、地域の連携を一層進めるとと 

  もに、１週間の活動期間だけでなく、継続して取り組む必要があります。 

 ■自分の意志と責任で主体的に進路を選択・決定し、それに向かって進ん 

でいく力（キャリアプランニング能力）の育成を推進していく必要があ 

ります。 

 

 

【小学校５年生を対象】

主な質問項目 対象 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

洲本市 30.9% 27.1% 25.6% 15.1%
全国 37.4% 30.6% 19.6% 11.4%

洲本市 66.2% 14.8% 11.7% 6.0%
全国 73.3% 13.5% 6.8% 5.4%

洲本市 32.2% 30.0% 20.2% 16.4%
全国 39.5% 28.5% 18.0% 13.1%

【中学校２年生を対象】

主な質問項目 対象 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

洲本市 13.0% 32.7% 32.7% 21.7%
全国 29.5% 31.3% 27.1% 11.6%

洲本市 51.4% 20.2% 15.3% 12.7%
全国 55.1% 20.9% 13.7% 9.8%

洲本市 22.0% 28.3% 32.7% 16.8%
全国 29.5% 31.1% 24.3% 14.6%

出典：平成30年度学習状況調査

出典：平成30年度学習状況調査

どんな職業や進路が自分に適しているのかを知っている

将来かなえてみたい夢がある

学校で学習したことが社会に出た時に役に立った話を家の
人から聞いたことがある

どんな職業や進路が自分に適しているのかを知っている

将来かなえてみたい夢がある

学校で学習したことが社会に出た時に役に立った話を家の
人から聞いたことがある
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⑧自然や地域の文化、人材を活かした特色ある教育の推進 

【主要施策の主な取組】 

●小学校３年生で、自然に対する畏敬の念をはじめ、命の営みやつながり、 

命の大切さを学ぶとともに、子どもたちに美しさに感動する豊かな心や 

ふるさと意識を育むため、自然に触れ合う体験型学習を実施しています。 

●各学校園が地域の特色を活かしたかがやきプロジェクト（魅力ある学校 

づくり推進事業）を実施し、魅力ある学校づくりに取り組んでいます。 

 

【施策の効果】 

□自然との触れ合いから命の営みやつながり、命を大切にする心が育まれ 

ています。 

□保護者や地域住民等に子どもたちの学びや成長、学校の方向性を情報発 

信することで、活動に参画を得ることができています。 

 

【課題】 

■環境体験事業について教育課程上の位置づけを明確にし、系統的に計画 

・実施する必要があります。 

■地域の自然に接する体験活動のための事前準備や協力者との調整、栽培 

については場所の確保や管理など、実施する環境の充実を図る必要があ 

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲自然学校 

 

▲環境体験事業 
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（２）学校組織力及び教職員の資質向上 

①洲本市教育センターでの研修の充実 

②校内研修体制の充実 

【主要施策の主な取組】 

●教職員の研修活動の拠点である洲本市教育センターの機能強化に努める 

とともに、毎年度、夏季研修講座や教育センターの活動報告を作成し、 

各学校・園、関係機関等に配布しています。 

●夏季休業中を中心に兵庫教育大学等から講師を招き、研修講座を開催し 

ています。また、教職員の大量退職に伴う世代交代期にあたり、教 

育技術の伝承という視点から市内小中学校の教員を講師とした講座の開 

設、さらに、次期学習指導要領に提示された「主体的・対話的で深い学 

び」に基づく授業改善実践例を紹介した講座なども行っています。 

 
【施策の効果】 

□研修講座は、受講者からの評価も高く、ニーズに基づいた研修講座を実 

 施することができています。受講者数も年々増え、研修内容もワークシ 

ョップ型を多く取り入れるなど活性化を図ることができています。 

□洲本市教育セミナーでは、本市における教育課題に沿った内容で実施し 

ており、テーマによっては保護者や社会体育指導者も参加して実施する 

ことができています。 

□管理職、主幹教諭、中堅教員を中心に学校マネジメントの意識を高め、 

学校組織力の強化を果たすことができています。 

【課題】 

■教職員のキャリアステージに応じた研修内容を設定し、系統的・継続的 

に教職員の資質能力の向上を図る必要があります。 

■教職員の働き方改革や夏季休業中の学校閉庁の取組から、研修講座の開 

催時期や講座数について工夫する必要があります。 

■学校組織力の強化に向け、管理職の若年化が進む中、学校経営に携わる 

者の継続的な資質能力の向上を図る必要があります。 

【夏季研修講座】

項目
年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

１４講座 １７講座 １７講座 １６講座 １１講座

１２名 １２名 １３名 １２名 ８名
のべ２６９名 のべ３８２名 のべ３９０名 のべ４３０名 のべ３６１名

小学校
のべ２３０名
実数１１５名

のべ３１１名
実数１４７名

のべ３１６名
実数１６０名

のべ３５４名
実数１５１名

のべ２８３名
実数１６３名

中学校
のべ３９名
実数３２名

のべ　６０名
実数　４５名

のべ　５９名
実数　５０名

のべ　６６名
実数　５０名

のべ　７８名
実数　６３名

幼稚園
のべ　１１名
実数　　９名

のべ　１５名
実数　１３名

のべ　１０名
実数　１０名
出典：市教育委員会調査

校
種
別
受
講
者
数

夏季講座数
自前講師数
受講者数
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（３）安全・安心な学習環境の整備  

①安全で豊かな教育環境の整備 

【主要施策の主な取組】 

●学校園施設内の基準外ブロック塀を撤去、改修しています。 

 小学校（６校１０箇所）、中学校（１校３箇所）、幼稚園（１園１箇所） 

●この５年間で次の大規模改造工事等を実施しています。 

 

【施策の効果】 

□空調機設置により、快適に学習できる教育環境を整えるとともに、災害 

に匹敵するレベルといわれる最近の猛暑から、熱中症など健康被害の防 

止につながります。 

 
 

  □大規模地震が発生した場合に、危険性があると認められる学校施設内ブ 

ロック塀の撤去、改修により、倒壊を未然に防止し、安全性の確保に努 

めています。 

 

【課題】 

■学校施設の老朽化が進む中、市の公共施設マネジメントの基本的考え方 

 に基づいて、学校施設の適正規模や適正配置なども視野に入れながら施 

設整備を行う必要があります。 

大規模改造工事等

年度 工事名 年度 工事名

平成27年度 由良小学校（屋内運動場）大規模改造工事 洲本第一小学校空調機設置工事

洲浜中学校空調機設置工事 加茂小学校空調機設置工事

青雲中学校空調機設置工事 由良小学校空調機設置工事

由良中学校空調機設置工事 中川原小学校空調機設置工事

安乎中学校空調機設置工事 安乎学校空調機設置工事

五色中学校空調機設置工事 都志小学校空調機設置工事

加茂小学校（校舎）エレベータ棟増築等工事                 広石小学校空調機設置工事

由良小学校屋外プール建設工事 堺小学校空調機設置工事

洲本第二小学校空調機設置工事 洲本幼稚園空調機設置工事

洲本第三小学校空調機設置工事 大野幼稚園空調機設置工事

大野小学校空調機設置工事

鮎原小学校空調機設置工事

鳥飼小学校空調機設置工事

令和元年度
（Ｈ30年繰越）

平成28年度
（Ｈ27年繰越）

平成29年度
（Ｈ28年繰越）

平成30年度
（Ｈ29年繰越）

出典：市教育委員会調査 

出典：市教育委員会調査 
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（４）安全・安心な通学路の確保 

①洲本市通学路安全推進協議会の開催 

②通学路合同点検の実施・対策の実施 

【主要施策の主な取組】 

●洲本市通学路安全推進協議会を年２回開催し、安全確保に向けた取組を 

協議しています。 

●小学校を２グループに分け、隔年で通学路の合同点検や対策を実施して 

います。 

 

【施策の効果】 

□通学路合同点検において、対策が必要とされた箇所の改善対策が実施さ 

れ、通学路の安全性を高めることができています。 

□通学路安全推進協議会を中心とした取組により、関係機関が通学路の状 

態を共有することで、緊急性の高いものを中心に早期の安全対策を講じ 

ることができています。 

 

 

【課題】 

■改善対策が必要として各校より要望が挙げられた箇所について、その全て 

に対応することは難しいのが現状です。要望を実現するために、関係機関 

との連携はもちろん、地域に理解を得て、同じ課題についてそれぞれの立 

場から要望していくなど、協働的に安全対策に取り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

(件) 

出典：市教育委員会調査 
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（５）家庭での教育力の向上  

①学校と家庭の連携 

【主要施策の主な取組】 

●ＰＴＡとの連携 

学校とＰＴＡが連携し、会員を対象に研修会等を実施しています。また、 

研修フォーラムや教育懇話会への参画を通して、学校と家庭の連携強化 

に努めています。 

●学校地域支援本部事業 

 学校の求めに応じて、地域住民等がボランティアとして参画し、教育活 

動を支援しています。 

 

   

【ボランティア登録・派遣者数】

登録数等 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

ボランティア登録数 44 76 84 102

ボランティア件数 59 103 107 102

派遣総数 188 310 408 452

活用校数 4 6 8 8

単位：人、校数

 

 

 

【施策の効果】 

□ＰＴＡの研修などを通して、保護者と学校関係者等が相互連携の必要性 

や家庭教育の充実について共通認識を深めることができています。 

□保護者や地域住民が学校における教育活動等に参加することで、学校と 

家庭や地域のつながりが強化され、家庭や地域の教育力の向上が図られ 

ています。 

 

【課題】 

■社会情勢の変化や家庭環境が多様化する中、家庭教育のあり方について 

継続的に研修を重ね、学校や家庭との連携を一層強化していく必要があ 

   ります。 

■家庭が果たす役割についての正しい情報提供のために、ＰＴＡ等での研 

 修の機会を通して、家庭の教育機能を高めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

出典：市教育委員会調査 
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（６）地域全体で子どもを育てる環境づくりの推進  

①地域ぐるみで子どもを育てる体制づくり 

【主要施策の主な取組】 

●各スポーツクラブ２１代表者で組織する連絡協議会で、情報交換を行い 

連携を図りながら、各地区の交流事業を推進しています。 

●少年少女スポーツクラブの活動を支援するため、指導者講習会等を開催 

し、資質の向上に努めています。 

●身近な小中学校体育施設の利用を通して、多世代が交流できる環境づく 

りに努めています。 

 

【施策の効果】 

□スポーツクラブ２１の活動を通して、世代間交流と地域コミュニティの 

醸成に寄与しています。 

□少年少女スポーツクラブの指導者の研修機会を設けることで、各クラブ 

間の連携と指導者資質の向上に寄与しています。 

 

【課題】 

■スポーツクラブ２１の活動を充実させることにより、地域の交流を促進 

 し、更なる地域コミュニティの活性化を図る必要があります。 

■少年少女スポーツクラブの活動を支援するため、指導者講習会だけでな 

く、保護者を対象とした講習会も取り入れ、指導者、保護者の知識や指 

導力の向上を図る必要があります。 

■身近にスポーツに親しむ機会を提供するため、学校体育施設の利用促進 

に努める必要があります。 
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（７）幼児教育の推進 

①幼児教育の充実 

②子育て支援の充実 

【主要施策の主な取組】 

●市立洲本幼稚園において３歳児単独保育を実施しています。 

●園外保育等、豊かな自然の中での保育活動を実施しています。 

●幼小連携を強化するため、アプローチカリキュラムを作成し、円滑な接 

 続を推進しています。 

●幼稚園児を対象にした体操プロジェクトを実施しています。 

 

【施策の効果】 

□自然の中での体験活動、様々な行事において幼児同士が共通の目的を見 

い出し、工夫したり協力したりする中で、未来を担う元気なすもとっ子 

が育っています。 

 

【課題】 

■「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた創意ある教育課程 

を編成し実施していく必要があります。 

■幼児期と児童期の円滑な接続を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲体操の取り組み 

 

▲おどりの練習 
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（８）学校給食の充実と食育の推進 

①学校給食の充実 

②食育の推進 

【主要施策の主な取組】 

●給食センターの効率的な運営に努めるとともに、安全安心でおいしい給 

 食の提供、食物アレルギーに関する事故防止、地産地消に関する食育の 

 取組など、学校給食の充実に取り組んでいます。 

 

【施策の効果】 

□フルドライシステムでのスムーズな運営とコンテナ消毒等により食中毒 

の発生防止に努めています。 

□「地産地消の日」の実施により、地元産物への理解を深め、生産者への 

感謝の気持ちを養っています。 

□幼稚園給食を月２回程度実施することで、食に関する正しい知識と望ま 

しい食習慣を身につけさせることができています。 

 

【課題】 

■一般的に給食調理場施設の耐用年数は２０～３０年、調理器具等の耐用 

 年数は１０～１５年とされており、これらの修繕を含む施設整備や光熱 

費など維持管理コストの増加が懸念されます。 

■児童・生徒数の減少に伴う食数の減少傾向が想定されることから、より 

 一層効率的な運営に努めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

出典：市教育委員会調査 

第３章 



- 31 - 

 

施策の方針２ 生涯学習の振興  

（１）学習内容の充実と学習の場の提供 

①学習ニーズに対応した講座・事業の企画、実施 

②生涯学習拠点施設の施設充実 

③様々な媒体を活用した学習情報の提供 

【主要施策の主な取組】 

●公民館等では、多様な学習ニーズに対応した講座や高齢者大学を開設し、 

市民の主体的な学習活動を支援しています。有識者による「すもとっ子 

ＭＡＮＡＢＩプロジェクト」を立ち上げ、主に小学生を対象に、学びや 

体験の機会を提供しています。 

●２ヵ所ある図書館の休館日を変更することにより、市民がいつでも利用 

できる環境を整えています。淡路文化史料館では、歴史講座、考古学講 

座や子どもを対象とした体験講座を開催しています。 

  ●イベント情報を広く提供するため、市のホームページに学習イベントカ 

レンダーを掲載するとともに、新たにフェイスブックを開設し、生涯学

習に関する情報提供に努めています。 

 

【施策の効果】 

●公民館での講座や高齢者大学等を通して、受講生の自己実現、生きがい 

 づくりや交友関係を築く機会となっています。 

●子どもたちに多様な学びを提供する「すもとっ子ＭＡＮＡＢＩプロジェ 

クト」は、応募が多く、新たな知識を習得する機会となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市教育委員会調査 

単位：人

平成29年度 平成30年度

囲碁 7 5
将棋 19 18
オセロ 10 19

小学生 33 31
小学生 59 40
小学生 44 ―

小学生・保護者 58 88
未就学児・小学生・保護者 ― 314

小学生 ― 43
小学生 ― 12
小学生 ― 33
小学生 ― 61
小学生 ― 22
小学生 ― 60

230 746

水ロケット大会

子ども竹飯ごう＆料理教室

子どもかな書道教室

子どもロボット・プログラミング教室

計

子ども絵画教室

子どもおもちゃ工作教室

親子で夏の天体観測

300人の昆虫大捜査線

子ども科学教室

子ども昆虫コンテスト

教室名 対象
延参加人数

子ども囲碁・将棋教室＆オセロ教室 小学生

子ども陶芸教室
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●各施設の修繕や運営面の改善を行うことで、利用者の学習や読書環境が 

整い、利便性の向上が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

■公民館では、新たに子どもや若年層を対象とした講座を開講し、世代間 

交流のある施設づくりに努める必要があります。また、施設の一部で建 

物や設備の老朽化が進んでいるため、施設のあり方について調査・研究 

する必要があります。 

■図書館では、市民に必要な資料を提供できるよう、利用者のニーズの把 

握に努め、蔵書の充実を図る必要があります。 

■学習機会のきっかけづくりのため、より適切な媒体を活用し、情報を広 

く発信していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市教育委員会調査 

単位：冊
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

洲本図書館 222,031 223,221 224,446 242,747
五色図書館 112,623 108,636 108,910 109,832

計 334,654 331,857 333,356 352,579

図書館貸出冊数

貸出冊数

単位：人
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

洲本図書館 57,864 61,534 61,248 63,926
五色図書館 21,424 20,979 21,163 20,479

計 79,288 82,513 82,411 84,405

図書館貸出者数

貸出者数

 

▲MANABIプロジェクト（竹飯ごう＆料理教室） 

▲MANABIプロジェクト（子ども陶芸教室） 
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（２）学習成果を活用する仕組みづくり 

①生涯学習指導者の育成 

②学習成果を活用する場と人材情報の提供、充実 

【主要施策の主な取組】 

●社会教育関係団体の活動を支援することにより、公民館を利用しやすい 

 環境づくりに努めています。また、各種活動団体が学習成果を発表でき 

 る場づくりに努めています。 

  ●「すもとっ子ＭＡＮＡＢＩプロジェクト」では、高齢者等が培った技能 

や知識を、講師として子どもたちに還元する取組を推進しています。 

 

【施策の効果】 

□日頃の活動の成果を発表する場を提供することにより、自主サークル等 

の育成や活性化が図られ、各種サークル間のつながりも生まれています。 

□図書館まつりは、市民中心の実行委員会が主体となって運営されており、 

この活動を通して生涯学習に係わる人材が育成されています。 

□高齢者が子どもたちに伝える講師を務めることで、新たな生きがいの創 

出と世代間交流が図られています。 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

■公民館講座など、受講生が講座終了後も研鑽を重ね、学習の成果が地域 

に還元されるようなシステムを構築する必要があります。 

■人と人、人と地域をつなぐことができるリーダー育成に努めていく必要 

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内　容 講　師
子ども科学教室 地区公民館長
子ども陶芸教室 高齢者生きがい教室受講生
子ども昆虫コンテスト 地区公民館長など
子どもかな書道教室 かなサークル会員

出典：市教育委員会調査 
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施策の方針３ 青少年の健全育成  

（１）家庭・地域・学校・行政の連携 

①地域一体となった青少年の健全育成と意識啓発 

②ＰＴＡを核とした各種研修会の開催、充実 

【主要施策の主な取組】 

●主に小学校４年生から中学生を対象に、集団活動（自然体験）等を通し 

た青少年リーダーの養成や、「放課後子ども教室」では、各地区の実情に 

応じて随時増設しています。また、「すもとっ子∞塾」では、将来に向け 

ての夢や希望をつかむきっかけを提供しています。 

●「学校地域支援本部事業」の推進、市ＰＴＡ連合会の研修フォーラムや 

各単位ＰＴＡで実施する学習会など、家庭・学校・行政の協働による事 

業を推進しています。 

 

【施策の効果】 

□すもとっ子野外活動教室では、活動を通してリーダーとなる人材が着実 

 に育っています。 

□放課後子ども教室では、教室の拡充により学習や体験、交流活動の機会 

 を提供することができています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□すもとっ子∞塾では、子どもたちが大学生などから新たな知恵を習得す 

ることで、将来に向かって歩むきっかけづくりとなっています。 

 

 

 

 

□学校地域支援本部事業を通して地域と学校がより身近になり、子どもと 

地域の間に新たなつながりが生まれています。 

 

単位：人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

平成30年度 子ども教室すいち - - - 26
平成25年度 子ども教室すさん 40 32 45 68
平成27年度 子ども教室かも 15 30 39 42
平成25年度 子ども教室なかがわら 28 32 41 48
平成19年度 子ども教室つし 50 48 56 59
平成19年度 子ども教室ひろいし 51 40 56 61
平成19年度 子ども教室とりかい 53 60 64 60
平成19年度 子ども教室さかい 53 31 39 47

290 273 340 411計

開設年度 教室名
登録人数

出典：市教育委員会調査 

出典：市教育委員会調査 

単位：講座、人
参加者数等 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

講座数 5 5 6 5
延参加者数 221 208 108 420
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□子どもの教育に関する諸課題について学ぶＰＴＡ研修会等を通して、子ど 

もの健やかな成長を支える意識を高めることができています。 

 

【課題】 

■青少年の自立への意欲を高めるため、関係団体と連携を図り、リーダー 

 養成のための体験活動等を継続的に提供していく必要があります。 

■子どもの放課後等の対応については、家庭・学校・地域と連携を図り、そ 

れぞれの教育力を活かした事業を推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲放課後子ども教室 

 

▲すもとっ子∞塾 
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（２）家庭、地域の教育力の向上 

①子育て学習センター、ＰＴＡを核とした家庭教育の充実 

②青少年の健全育成のための地域、市民組織の育成、支援 

【主要施策の主な取組】 

●市内２ヵ所で開設する子育て学習センターでは、開設日を増やすなど、 

 利用しやすい環境づくりに努めています。また、ＰＴＡ活動を支援する 

とともに、研修会など事業の支援を通して、会員相互の資質向上を図っ 

ています。 

●地域の子ども会の活性化を図り、地域で子どもを育む気運を高めるため、 

新たな活動助成事業や備品貸与事業などに取り組んでいます。 

 

【施策の効果】 

□子育て学習センターの機能を拡充したことで、子育て中の保護者が気軽 

に相談や交流をする機会を提供することができています。 

 

 

 

 

□ＰＴＡ活動を通して、保護者が子どもの心身の健全育成に向けた学びを 

深め、家庭教育の充実と啓発を図ることができています。 

□地域の子ども会の活性化の取組を推進することで、新たな交流が生まれ、 

地域における教育支援活動の再構築につながっています。 

 

【課題】 

■子育て学習センターでは、利用者のニーズを把握しながら、休日に開設 

するなど、更なる機能の充実を検討する必要があります。 

■男性の子育てへの関わりを促進し、男女が協同して子育てに係わる意識 

の高揚を図る必要があります。 

■家庭の教育力を向上するために、引き続きＰＴＡ活動等を通して、保護 

者の学習機会の確保に努める必要があります。 

■子ども会などの事業を通して、子どもが地域社会に見守られながら育つ 

ことができる環境を再生していく必要があります。 

 

 

 

 

単位：人
利用人数 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

洲本子育て学習センター 12,101 11,594 12,406 19,811
五色すこやか子育てセンター 12,821 13,135 10,068 12,646

計 24,922 24,729 22,474 32,457
出典：市教育委員会調査 

第３章 



- 37 - 

 

施策の方針４ 地域文化の振興  

（１）地域の歴史、伝統、文化の継承と理解の促進 

①郷土への愛着を育む機会の充実 

②郷土芸能保存団体への支援と人材育成の推進 

【主要施策の主な取組】 

●淡路文化史料館では、常設展示だけではなく、特集展示や淡路島の歴史 

 ・文化を学ぶ講座や子どもたちを対象にした体験講座を実施しています。 

●モデル地区を選定し、地域の歴史文化遺産を活用したまち歩きイベント 

 を実施しています。 

●淡路だんじり唄コンクールや淡路島民俗芸能フェスティバルの開催支援、 

伝統文化親子教室実施団体への助成支援を行い、子どもたちが郷土芸能 

に興味をもてる環境づくりに努めています。 

 

【施策の効果】 

□淡路文化史料館で所蔵する歴史資料の展示など、資料の有効活用を図り 

ながら郷土の歴史・文化を今に伝えています。 

□淡路文化史料館内での講座だけでなく、野外講座や小学生を対象にした 

 体験講座を実施することで、ふるさとを愛する人づくりに努めています。 

□歴史文化資産を活用したウォーキングイベントを開催することにより、 

郷土の魅力を再発見する契機となっています。 

□郷土芸能の練習の場や発表の場を提供することで、郷土芸能の保存継承 

が図られています。 

 

【課題】 

■関心のある展示や講座テーマを選定するとともに、広報活動を推進して 

いく必要があります。 

■淡路文化史料館については、施設が老朽化しているため、今後のあり方 

について方針を定める必要があります。 

■伝統芸能活動団体に対しては、次代を担う若い世代の育成支援を行うと 

ともに、若者が伝統文化に触れる機会を拡充していく必要があります。 
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（２）歴史文化遺産の保存、活用と郷土偉人の顕彰機会の充実 

①歴史文化遺産の保存と活用の促進 

②郷土偉人の顕彰機会の充実 

【主要施策の主な取組】 

●国史跡洲本城跡では、石垣修復や樹木伐採などの継続した整備事業に加 

 えて、小学生を対象とした石垣積体験を実施しています。国名勝旧益習 

 館庭園では、土・日・祝日の通年開園や秋の紅葉の時期にライトアッ 

プを実施しています。 

●歴史文化遺産保存事業として、平成２８年度に太子堂（上内膳）、炬口城

跡（炬口）を市文化財に指定し、平成３０年度に旧益習館庭園が国名勝 

に指定されました。 

●まち歩きなど、貴重な歴史文化遺産を再認識していただくため、歴史文 

化遺産を活用した事業を推進しています。 

●郷土の偉人を顕彰する活動団体の取組を支援しています。また、新たに 

北前船寄港地船首集落として日本遺産に追加認定されました。 

 

【施策の効果】 

□続日本１００名城に認定された国史跡洲本城跡、淡路島の庭園で初の国 

指定名勝を受けた旧益習館庭園など、市の魅力創出につながるものと期 

待されています。 

□歴史文化遺産を指定という形で価値づけることにより、文化財を活かし 

た地域の活動が、地域住民主体で行われはじめています。 

□まち歩きについては、地域ボランティアの協力により、参加者と地域住 

民がつながる機会にもなっています。 

    
 

【課題】 

■市内には、埋もれた貴重な歴史文化遺産が多くあります。これらを掘り 

起こし、地域の象徴として再認識できる取組が必要です。 

■まち歩きについては、各地域にも広げ、「人と人」から「地域と地域」へ 

とつなぎ、市全体の活性化につながるような取組が必要です。 

 

 

まち歩き事業 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
令和元年度

（予定）
実施個所数 1個所 1個所 2個所 5個所 5個所
実施回数 1回 12回 7回 5回 5回
参加人数 37人 28人 51人 99人 ―

出典：市教育委員会調査
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（３）芸術、文化団体の育成、支援と鑑賞機会の充実 

①自主活動グループの育成、支援 

②芸術、文化鑑賞機会の充実 

【主要施策の主な取組】 

●加盟文化団体を総括する洲本市文化協会の活動を支援することで、市民 

の文化意識の向上を図っています。 

●洲本市文化体育館自主事業により、世界的指揮者である佐渡裕氏が芸術 

監督を務めるＰＡＣオーケストラやＮＨＫ交響楽団など、魅力ある芸術 

イベントを誘致し、鑑賞機会の充実に努めています。 

●伝統と歴史ある淡路島唯一の公募展である洲本市美術展を開催し、鑑賞 

機会の創出と芸術文化の振興に努めています。 

 

【施策の効果】 

□洲本市文化協会は、団体独自の事業を展開するなど、自主的な活動が定 

 着しています。 

□ふれあいの祭典では、県内文化団体と協働実施することで、県内の団体 

 間の交流促進とともに、市内での芸術・文化の普及が進んでいます。 

□洲本市文化体育館自主事業では、幅広い分野で芸術・文化に親しむ機会 

を提供することにより、愛好者による交流人口の増加に寄与しています。 

 

 

 

 

□洲本市美術展は、日頃の芸術・文化活動の成果を発表する場となってお 

 り、芸術家をめざす人たちの登竜門になっています。 

 

【課題】 

■洲本市文化協会の構成員の高齢化が課題となっており、若年層の参画機 

 会の拡充に努める必要があります。 

■広域で連携して実施する事業を積極的に活用することにより、芸術鑑賞 

機会の拡充を図る必要があります。 

■洲本市美術展は、出展者の高齢化により出品数が減少傾向にあり、若年 

 層の出品数を増やす仕掛けづくりが必要です。 

 

 

 

単位：人
利用人数 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

洲本市文化体育館 277,822 280,937 275,520 271,881

出典：市教育委員会調査 
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施策の方針５ 生涯スポーツの振興  

（１）スポーツ団体組織の育成、支援 

①各種スポーツ団体の育成、支援 

【主要施策の主な取組】 

●洲本市スポーツ推進委員による出前講座などを通して、ニュースポーツ 

 の普及啓発に努めています。 

●少年少女スポーツクラブ指導者を対象とした講習会を定期的に開催し指 

導力の向上に努めています。 

 

【施策の効果】 

○洲本市体育協会に新たな協会が加盟するなど、自主的・主体的に活動す 

る団体が増加傾向にあります。 

○少年少女スポーツクラブの指導者を対象とした講習会を継続して開催す 

ることで、指導者の資質向上と指導者間の連携ができています。 

 

【課題】 

■各種スポーツ団体が自主的・主体的に活動できるよう支援するとともに、 

組織力を高め、活性化するよう支援していく必要があります。 

■子どもたちの現状と課題に応じた指導者講習会や保護者を対象とした講 

習会等を拡充していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ニュースポーツ（アジャタ） 

 

▲ニュースポーツ（スラックライン） 
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（２）スポーツ活動への参加促進 

①各種スポーツイベントの充実 

②地域の実情に応じたスポーツ振興の推進 

③スポーツを通して交流あるまちづくりの推進 

④アスリートネットワークプロジェクトの推進 

【主要施策の主な取組】 

●既存のスポーツ大会に他団体の事業を取り入れるなどの工夫や全国から 

参加があるスポーツイベントでは、近隣市との連携や若者のアイデアを 

取り入れながら事業を拡充しています。 

●ワールドマスターズゲームズ２０２１関西のオープン競技で、ウォーキ 

 ングでの参画が決定したため、受入体制を整えています。 

●トップアスリートによるスポーツ教室やトレーニングのスペシャリスト 

を小学校や幼稚園へ派遣し、運動能力の向上を図っています。 

 

【施策の効果】 

□既存のスポーツ大会の参加者が固定化しつつあるため、他事業を取り入 

 れるなどの工夫を凝らすことにより、マンネリ化が解消しつつあります。 

 

 
 

□全国から参加があるスポーツイベントについては、淡路島の観光を兼ね 

 たスポーツイベントとして定着し、観光振興につながっています。 

□アスリートネットワークプロジェクトを通して、子どもたちにスポーツ 

 の楽しさを伝えることができています。 

 

 

 

 

事業名等 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

市民スポーツ大会 512 514 431 469

レク・スポーツフェスティバルすもと 275 143 98 151

洲本市スポーツクラブ21交流大会 418 389 449 400

あわじ島スポーツフェスティバル 799 753 867 961

スポーツ未来島構想事業（あそばんか・ウォーキング） ― ― 105 370

単位：人

事業名等 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
キッズドリームチャレンジ 319 253 864 453
すもとっ子体操教室 190 194 167
大阪ガス陸上競技部等による陸上教室 60 80 50 24
ゆめ授業・すもとっ子走育プロジェクト（小学校訪問型） 66 64 75 90
ゆめ授業・すもとっ子体操プロジェクト（幼稚園訪問型） ― ― 85

単位：人

出典：市教育委員会調査 

出典：市教育委員会調査 
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【課題】 

■新たなスポーツ愛好者の確保や他市と連携して実施するスポーツイベン 

トで、本市を軸に淡路島全体の活性化につなげていく必要があります。 

■アスリートネットワークプロジェクトは、子どもたちの現状と課題を把 

握しながら、ニーズに応じたメニューを提供していく必要があります。 

■ワールドマスターズゲームズ２０２１関西の開催に向け、ウォーキング 

の普及、啓発と協会組織の育成に努めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

▲すもとっ子走育プロジェクト ▲キッズドリームスポーツチャレンジ 

▲すもとっ子体操プロジェクト ▲すもとっ子体操プロジェクト 

第３章 



- 43 - 

 

（３）スポーツ施設の整備、管理運営の充実 

①スポーツ施設の配置と管理運営方針の検討 

②利用者のニーズに応じたサービスの提供 

【主要施策の主な取組】 

●施設の特性を活かした自主事業の開催により、利用者の増加に努めてい 

 ます。 

●関係機関と連携を図り、長期利用が期待できる合宿利用や全国大会レベ 

ルの大会を誘致し、地域への経済効果の波及に努めています。 

●施設利用の利便性を向上させるために、施設整備に努めるとともに、老 

朽化が進む施設については、今後のあり方について検討を進めています。 

 

【施策の効果】 

□それぞれの施設の規模や機能など、特色を活かしながら利用者ニーズに 

 応じた施設サービスを提供することができています。 

 

【課題】 

■特色ある自主事業の更なる充実を図り、集客力の向上に一層取り組む必 

 要があります。 

■一部の施設では、老朽化に伴う修繕が恒常化、大規模化しており、市の 

 公共施設マネジメントの基本的考え方を踏まえ、施設の存続や廃止等の 

今後の施設のあり方を見直す必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲洲本市文化体育館 

▲アスパ五色 
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第４章 洲本のめざす教育の姿 

 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

国においては、人生１００年時代を迎え、全ての人が豊かな人生を生き抜く 

ために、必要な力を身に付け、活躍できるようにする上で、教育の果たす役割

は大きいとし、教育を通して生涯にわたる一人ひとりの可能性とチャンスを最

大化することを教育政策の中心に据えて取り組むこととしています。 

 これらを踏まえ、本市では、先行きが不透明で変化が激しい時代に、洲本の

子どもたちが夢や志を実現するのは教育であるとの信念のもと、ふるさと洲本

を愛し、自らが主体的に未来を切り拓く力を身に付ける教育を推進するととも

に、時代に翻弄されることのない、確かな人づくりが大切であると考えていま

す。 

 本市の教育がめざす人間像と培うべき力を具現化するために、平成３０年６

月に策定した洲本市総合計画の基本政策（まちづくりの柱）に基づいて、本計

画においてめざすべき本市の教育の基本理念を上記のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

郷土
ふるさと

愛の醸成と次代を担う人材の育成 
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２ 本市の教育がめざす人間像と培うべき力  

 

 基本理念「郷土
ふ る さ と

愛の醸成と次代を担う人材の育成」に基づき、本市の「めざ

す人間像」と「培う力（力・態度・心）」を次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 知・徳・体の調和がとれ、人生１００年を通じて自己を磨き続ける人 

 

２ ふるさとを愛し、自然や社会とのつながりを大切に未来を切り拓く人 

 

３ 困難や逆境を乗り越え、共生の心を持ち自立して生き抜く力を持つ人 

 

 

１ 主体的に心身の健康や知識と教養を身に付け、真理を求めようとする 

 

２ 生涯にわたって個性や資質能力を磨き続ける 

 

３ 夢や志をもってコミュニケーションを図り、自らの未来を切り拓く 

 

４ 生命を尊び、災害に屈せず自然を大切にし、わが国ふるさとひょうご 

洲本を愛する 

 

５ 伝統と文化を尊重し、思いやりや寛容の心をもって多様な人々と共生 

し、国際社会に貢献する 

 

めざす人間像 

培うべき力（力・態度・心） 
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第５章 施策の体系 

１ 体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

郷土愛の醸成と次代を担う人材の育成 

【めざす人間像】 

１ 知・徳・体の調和がとれ、人生１００年を通じて自己を磨き続 

ける人 

２ ふるさとを愛し、自然や社会とのつながりを大切に未来を切り 

拓く人 

３ 困難や逆境を乗り越え、共生の心を持ち自立して生き抜く力を 

持つ人 

 

【培うべき力】（力・態度・心） 

１ 主体的に心身の健康や知識と教養を身に付け、真理を求めようとする 

２ 生涯にわたって個性や資質能力を磨き続ける 

３ 夢や志をもってコミュニケーションを図り、自らの未来を切り拓く 

４ 生命を尊び、災害に屈せず自然を大切にし、わが国ふるさとひょうご洲 

本を愛する 

５ 伝統と文化を尊重し、思いやりや寛容の心をもって多様な人々と共生し、 

国際社会に貢献する 

学校教育の充実 

地域文化の振興 

生涯学習の振興 青少年の健全育成 

生涯スポーツの振興 

 

 

学 校 

家 庭 地 域 
連携・協力 

【施策の方針】 

 

行 政 

ふるさと 
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２ 計画体系表 

 

基本理念 郷土
ふるさと

愛の醸成と次代を担う人材の育成

施策の方針 主要施策 主な取組

①基礎基本を重視した「確かな学力」の確立

②体験活動を核とした「豊かな心」の育成

③豊かなスポーツライフを継続する「健やかな体」の育成

④連続性のあるインクルーシブ教育の充実

⑤ふるさと意識の醸成とグローバル化に対応した教育の推進

⑥児童生徒理解に基づく心の通い合う生徒指導の充実

⑦社会的自立に向けたキャリア形成の推進

⑧地域の自然や文化、人材を活かした特色ある教育の推進

①小学校と連携した幼児教育の充実

②家庭・地域と連携した子育て支援の充実

①キャリアステージに応じた研修の充実

②働き方改革の推進と持続可能な校内研修体制の充実

①家庭教育の充実

②学校と家庭の連携推進

（５）地域全体で子どもを育てる環境づく
      りの推進

①積極的な情報発信と地域ぐるみで子どもを育てる体制整備

①安全で快適な学習環境づくり

②学校施設の適切な維持管理の推進

①通学路安全推進体制の充実

②通学路合同点検の実施・PDCAサイクルに基づく対策効果の実施

①学校給食の充実

②学校教育活動全体で取り組む食育の推進

①多種多様な講座や教室等の充実

②若年層の交流機会の推進

①社会教育施設の利用促進

②様々な媒体を活用した学習情報の提供

①生涯学習指導者の育成・支援

②学習の成果を活かす場の提供と人材育成

①PTAを核とした各種研修会の開催、充実

②地域住民の参画機会の促進

①子育て世帯に対する支援対策の推進

②地域で活動する指導者の育成・支援

①子どもたちを対象とした交流・体験活動の充実

②未来を担う青少年リーダーの育成・支援

①郷土への愛着を育む学習機会の充実

②郷土芸能保存団体への支援と後継者育成の推進

①歴史文化遺産の保存と活用したまちづくりの推進

②歴史文化遺産を後世に伝える人材育成

（３）郷土の偉人の顕彰 ①郷土の偉人を顕彰する活動団体への支援

①自主グループの育成と活動支援

②社会教育施設を活用した芸術鑑賞機会の推進

①各種スポーツ団体組織の強化と活性化

②スポーツ指導者を対象とした講習会等の充実

①スポーツ施設の利便性の向上

②各スポーツ施設の特色を活かした利用促進

①地域で取り組むスポーツ環境の充実

②交流あるスポーツイベントの充実

③アスリートネットワークプロジェクトの推進

①広域的スポーツイベントの充実

②「する・みる・ささえる」生涯スポーツの振興

４　地域文化の振興

（１）地域の歴史、伝統、文化の継承と
     理解の促進

（２）歴史文化遺産の保存と活用

（４）芸術・文化団体の育成・支援と鑑賞
     機会の充実

５　生涯スポーツの振興

（１）組織の育成・支援

（２）施設の整備・管理運営の充実

（３）スポーツ活動への参加促進

（４）スポーツによるまちづくりの推進

２　生涯学習の振興

（１）学習内容の充実

（２）学習の場の提供と体制づくり

（３）学習成果を活用する仕組みづくり

３　青少年の健全育成

（１）家庭・地域・学校・行政の連携

（２）家庭・地域の教育力の向上

（３）交流・体験活動の充実

１　学校教育の充実

（１）学校教育活動の充実と特色ある教
     育の推進

（２）幼児教育の推進

（３）学校組織力及び教職員の資質向上

（４）家庭での教育力の向上

（６）安全で快適な学習環境の整備

（７）安全・安心な通学路の確保

（８）学校給食の充実と食育の推進
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第６章 施策の展開 

 

洲本の教育の基本理念を実現するため、施策の方針に基づき、以下の主要施 

策に取り組みます。 

 

 

 

生きる力を支える「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の知・徳・体

をバランスよく育成し、郷土を愛し、自らが主体的に未来を切り拓く力を身に

付けることができる教育を推進します。 

 

 
 子どもたちが自立して活動していくためには、十分な知識・技能、これを基

盤として自ら解決策を導く思考力・判断力・表現力等の育成、主体的に学びに

向かう力・人間性等を身に付けることが重要です。また、キャリア教育、イン

クルーシブ教育の構築を図る特別支援教育を含め、総合的に生きる力を育むこ

とが必要です。 

 小規模（少人数）での良さを活かし、きめ細かい指導を進めるとともに、多

くの人と交流できる機会を創出することによって、多様な価値観に触れ、人と

つながる教育を進めます。 

 

【主な取組】 

１）基礎基本を重視した「確かな学力」の確立 

 ①「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 

   ・「全国学力・学習状況調査」や「すもとっ子力だめし」の結果から、児 

    童生徒の学習状況等を分析し、課題に対応した指導法の工夫改善を行 

い、授業の質の向上を図ります。 

  ②国際理解を深める教育の推進 

・「英語が話せるすもとっ子」の育成に向け、ＡＬＴ（外国語指導助手） 

 を活用した本市の英語教育・外国語活動をさらに発展させ推進します。 

  ③正確に読み解き対話する「ことばの力」の育成 

   ・各教科等において「考えを深める」「発表する」「書く」等の言語活 

    動を充実させ、児童・生徒の思考力、判断力、表現力等を高めます。 

• 学校教育の充実

• （１）学校教育活動の充実と特色ある教育の推進
施政の
方針１
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④Society5.0の社会で基盤となる情報活用能力の育成 

   ・これからの社会で求められる基礎的汎用能力として「情報活用能力」 

    をとらえ、発達段階に応じたプログラミング教育の充実を重点として、 

    情報社会に主体的に対応できる情報活用能力（情報モラルを含む）の 

    育成に取り組みます。 

・コンピュータや情報通信ネットワーク等を適切に活用した学習活動の 

 充実を図るため、教職員のＩＣＴ利活用に特化した研修体制を構築し、 

指導力向上をめざすとともに情報専門員の整備を図ります。 

⑤一人ひとりの能力や適性に対応する個別最適化された学びの推進 

   ・個別のコンピュータ端末を使用し、ＡＩ型ドリル教材や学習支援ツ 

ールを使った自主学習と学び合いを深め、個々の課題にあった基礎学 

力の定着を図ります。 

 

２）体験活動を核とした「豊かな心」の育成 

  ①郷土の自然を活かした「環境体験活動」 

   ・小学校３年生を対象に、教育課程上の位置づけを明確にしながら、地 

    域の里山、田畑、水辺などで自然と触れ合う体験を通して、豊かな情 

操の育成を図っていきます。 

   ・地球温暖化や海洋ゴミの問題などに着目し、地球規模の環境問題から 

身近な自然環境を大切に思う心情を育んでいきます。 

  ②子どもたちが参画する「自然学校」 

 ・小学校５年生を対象に、豊かな自然の中での長期宿泊体験活動を通し 

て子どもたちがプログラムに参画することで、主体性や社会性、自立心 

の育成を図っていきます。 

  ③本物に触れる「わくわくオーケストラ」 

・中学校１年生を対象に、本格的な交響楽団の演奏に親しむ機会を設け、 

音楽を愛好する心情を育て、豊かな情操や感性の育成を図っていきま 

す。 

  ④地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」 

・中学校２年生を対象に、地域や自然の中で、生徒の主体性を尊重した 

 様々な体験活動を通して、豊かな感性や創造性などを自ら高めること 

ができるよう、学校・家庭・地域が連携しながら支援します。また、 

他者と協力・協働して社会に参画する態度や自ら考え、主体的に行動 

し問題を解決する能力等を育成していきます。 

⑤ゆとりある中学校部活動 

・中学校において、「洲本市中学校部活動ガイドライン」に基づき、生徒 
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の自主的・自立的な活動を促進し、体力や技術の向上だけでなく、マ 

ナーやルールを守ることの重要性、協力することや互いに支え合い高 

め合うことの大切さについて学ぶなど、心の育成を図っていきます。 

   ・部活動の在り方等の課題について、ガイドラインに基づく会議と学校 

の両方が相談して検討していきます。 

⑥工夫する力・人とつながる心の育成 

・「教育の原点を考える日」を設定するなど、便利な時代に便利でない取   

 組を行うことで、考える力、思いやりの心や寛容の心を育て、多様な人々 

と共生する力を育成していきます。 

  ⑦体験に基づいた防災教育 

・様々な自然災害から自らの生命を守るため、正しい知識や技能を身に 

 付け、主体的に判断し行動する力を育成していきます。 

 ・生命に対する畏敬の念や助け合い、ボランティア精神等共生の心を育 

  み、人間としての在り方や生き方を考えさせる防災教育を推進してい 

きます。 

 ・定期的に危機管理マニュアルや危機管理体制の見直しを図り、ＰＤＣ 

  Ａサイクルを機能させることで、現実に即した防災訓練、防災教育を 

実施していきます。 

 

３）豊かなスポーツライフを継続する「健やかな体」の育成 

  ①主体的に体力向上を図る運動習慣づくり 

・運動やスポーツに対する興味関心を高めるために、「する・みる・支え 

 る・知る」の観点から、バランスよく体育における資質・能力を育て 

るための学習課程の工夫と充実を図る授業改善を進めます。 

   ・「新体力テスト」を実施し、各校ごとの体力や運動能力の現状を把握・ 

    分析することで課題を明らかにし、ＰＤＣＡサイクルに基づいて「一 

校一運動」の取組の充実を図ります。 

・「ひょうご運動プログラム」等を活用し、個々の課題や興味に合わせた 

運動メニューの作成を推進し、学校と家庭が連携することで、子ども 

たちに運動習慣の定着を図ります。 

 ②発達段階に合わせた多様な運動習慣づくり 

   ・幼児期から中学校までを見通した運動習慣の育成をめざし、校園間の   

    連携を図ります。「ひょうご体力アップサポーター事業」の活用、上部 

    校種からの訪問授業（中学校から小学校、小学校から幼稚園・保育所）、 

「運動遊び」と「体育」の実践共有と校園間の共通理解を図ります。 

 ・外部スポーツ団体等と連携し、ニュースポーツや障害者スポーツの意 
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義や楽しさを知り、それぞれのスポーツの特性や価値に触れることで、 

運動に対する意欲の向上をめざします。 

４）連続性のあるインクルーシブ教育の充実 

  ①スクールアシスタント・介助員の配置 

   ・特別な支援を必要とする児童・生徒及びその児童・生徒が在籍する学 

級にスクールアシスタント・介助員を配置し、学級担任、教科担任と 

連携しながら、個に応じた支援を推進していきます。 

  ②医療的ケア（看護師派遣）の実施 

・児童・生徒の健康状態の把握に基づいて、快適な環境の下で学習を継 

 続していくために必要な医療的ケアを行うことにより、児童・生徒の 

健康を維持するとともに、社会的自立の力を育んでいきます。 

③すもと教育相談の実施 

・専門の知識を有する人材を相談員として招聘し、保護者等や学校から 

 の相談に対し、適切な助言等をすることで、課題解決のための支援を 

図っていきます。 

  ④洲本市スクールアシスタント・介助員等研修会の開催 

   ・各校に配置されているスクールアシスタント・介助員等を対象に、児 

童・生徒の実態に応じた効果的な指導・支援が円滑に行われるよう専 

門的な研修を実施し、学校教育における指導補助員の資質向上を図っ 

ていきます。 

 

５）ふるさと意識の醸成とグローバル化に対応した教育の推進 

①ふるさと学習の実施 

   ・小学生を対象とした、社会科副読本「ふるさと淡路島」や「わたした 

    ちのまち洲本」を作成し、授業の中で活用することで、ふるさと洲本 

の魅力に触れていきます。また、洲本市内の公共施設や史跡を訪れる 

機会をつくり郷土について学ぶ中で、淡路島や洲本を愛する心情を育 

むとともに、ふるさと意識の醸成を図っていきます。 

  ②ＡＬＴ（外国語指導助手）招致 

   ・ネイティブスピーカーとしてＡＬＴ（外国語指導助手）を６人招致（小 

学校３人、中学校３人）している事業を発展させ、言語や文化に対す 

る理解を深めるとともに、実践的コミュニケーション能力の基礎を育 

んでいきます。 

 

６）児童生徒理解に基づく心の通い合う生徒指導の充実 

 ①組織的・専門的な生徒指導体制の構築 
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   ・教育委員会内にスクールライフコーディネーターを、そして全中学校 

区にスクールソーシャルワーカーを配置し、問題事案に対し組織的に 

対応し、学校、児童・生徒、家庭への支援を充実させます。 

 ・洲本市いじめ問題対策連絡協議会、洲本市いじめ問題対策推進チーム 

  を通して、本市におけるいじめ防止等に関係する機関及び団体と連携 

するとともに、調査研究等を行い、より実効的な対策を推進していき 

ます。 

・学校だけで解決困難な問題行動に対しては、学校支援チームや警察、 

 スクールカウンセラー、福祉・医療機関等と積極的な行動連携を適切 

に行います。 

②「いじめを許さない学級、学年、学校・園づくり」の推進 

   ・各学校・園は、いじめ防止基本方針に基づき、「いじめ対応チーム」等 

を中心に組織的に対応します。また、いじめアンケートや教育相談の 

実施等により、いじめの積極的認知に努めるとともに、スクールカウ 

ンセラーによる相談体制を充実させます。 

・各学校・園は、「いじめ対応マニュアル」を活用した研修を実施すると 

 ともに、未然防止、早期発見、早期対応における組織的な対応に努め 

ます。また、積極的に情報を発信し、家庭・地域と緊密な連携に努め 

ます。 

  ③不登校児童・生徒への支援 

   ・児童・生徒理解、教育支援シートを活用した組織的・計画的な支援の 

    充実を図ります。また、魅力ある学校づくりをめざし、いじめ等の問 

    題行動を許さない学校、児童・生徒の学習状況に応じた指導・支援に 

    より学業のつまずきによる不登校を未然に防止します。 

   ・組織的な支援体制を整え、予兆の対応を含めた早期支援を重視すると 

    ともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携 

し、教員とは異なる視点からのアセスメントを活用します。 

   ・不登校児童・生徒に対して、個々の状態に応じた指導を行う適応教室 

（ぴゅーぱる）を提供するなど、教育の機会を確保します。 

④積極的な関わりから児童・生徒とつながる取組 

   ・普段、児童・生徒と積極的に関わることで、児童・生徒の心の状態や 

    抱えている課題を、相談できるような取組を推進します。 

  ⑤ＰＴＡとの連携 

   ・いじめ等の問題行動、スマートフォン等に関する家庭でのルールづく 

    りや使用マナーの徹底、食育による生活習慣の育成等について、定期 

的な情報提供や意見交換を行うなど、ＰＴＡが実施する活動との連携 
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を図っていきます。 

 

７）社会的自立に向けたキャリア形成の推進 

 ①継続的な取組 

  ・キャリアノートやキャリア教育指導資料等を積極的に活用し、発達段 

   階に応じた継続的な指導を、家庭や地域と連携しながら取り組んでい 

きます。 

  ②主体的な進路選択の支援 

   ・中学校では、生徒・保護者に対し、オープンハイスクール等への参加 

    促進や積極的な情報提供を行います。また、保護者との連携のもと、 

個に応じたガイダンス機能を充実させることで、生徒の主体的な進路 

選択を支援していきます。 

  ③社会に触れる機会の充実 

   ・保護者や地域の人々、関係機関と連携しながら、自然体験、社会体験、 

就業体験、ものづくり体験等、多様な体験活動や地域を支える産業に 

目を向ける機会を設け、人や社会との関わりを認識できるようにして 

いきます。 

・各教科や児童会・生徒会活動、学校行事などにおいて、社会の一員と 

    しての自覚や社会参画への意欲・態度を育んでいきます。 

 

８）地域の自然や文化、人材を活かした特色ある教育の推進 

 ①地域の特性を踏まえた環境教育の推進 

・地域の人材・施設等を活用し、自然や風土を活かした学習素材をもと 

 に環境体験事業などの体験活動に取り組みます。 

・再生可能エネルギーやバイオマス産業など持続可能な社会をめざす洲 

 本市の取組について理解を深め、より良い環境を創造するために主体 

的に行動しようとする実践的態度の育成を図ります。 

②地域の歴史、文化を知りふるさとの良さを発信できる人づくり 

  ・日本遺産「国生みの島・淡路」、城下町洲本、郷土の偉人等、地域の歴 

   史文化について見学や体験活動を通して体感的に学ぶことで、ふるさ 

とに誇りを持ち、その良さを広く伝えていける児童・生徒を育成してい 

きます。 

③豊かな環境を活かしたフィールドワーク 

   ・市内にある豊かな自然や風土を活かした学習素材をもとに、地域の人 

    材や施設等を活用し、環境体験学習や防災学習、福祉学習など、特色 

のある取組を進めます。 
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 幼稚園の特性を活かしながら小学校との連携を進めます。また、進む少子化

傾向や保護者の就労による保育ニーズの多様化などを勘案して、保育所・認定

こども園との連携を進めます。 

 

【主な取組】 

１）小学校と連携した幼児教育の充実 

  ①アプローチカリキュラム、スタートカリキュラムの作成 

  ・幼少連携を強化するため、幼稚園でアプローチカリキュラム、小学校 

でスタートカリキュラムを作成し、円滑な接続をめざしていきます。 

②自然の中での体験活動 

   ・ふるさとの自然の中での体験活動や遊びなど、幼児同士の交流やふれ 

    あいを通して、豊かな心情や自ら物事に取り組もうとする意欲、健全 

な生活を営むために必要な態度、基本的な生活習慣を育んでいきます。 

 

２）家庭・地域と連携した子育て支援の充実 

  ①幼児教育の充実 

   ・市立幼稚園交流事業として、園児、保護者が淡路島まつりに参加し、 

    子どもたちの地域を愛する心を育むとともに、親子が触れ合う機会を 

つくります。 

   ・合同校外学習（海あそび）を実施することにより、他の市立幼稚園児 

    との交流を深め、社会性を身につけることができるように取り組みま 

す。また、保育所、認定こども園等と交流することで、つながりの輪 

を広げます。 

・地域の老人クラブ等と交流することにより、昔遊びや餅つき体験など 

 伝承していくべき郷土の伝統を学び、郷土愛を育みます。  

  ②子育て支援の充実 

   ・保護者への情報提供、保護者同士の交流の機会を提供し、子育て支援 

    活動の充実に努めます。 

   ・保育需要の高まりなどを注視しつつ、他の部署との連携を図り、子ど 

    もたちがより豊かに育つ環境づくりを促進していきます。 

 

 

 

• 学校教育の充実

• （２）幼児教育の推進

施政の
方針１

第６章 



- 55 - 

 

 
キャリアステージに応じて教職員の資質向上を図るため、教職員が主体的に 

研修に取り組めるよう、洲本市教育センターでの研修を充実させるとともに、

校内研修体制づくりの充実を図ります。 

併せて、限られた時間の中で子どもに向き合う時間を十分に確保するため、

ワーク・ライフ・バランスに配慮しながら、持続可能な指導体制づくりを図り、

働き方改革を推進します。 

 

【主な取組】 

１）キャリアステージに応じた研修の充実 

 ①教職員研修コーディネーターの配置 

 ・教職員の研修活動の企画や円滑な実施、校内研修での講師紹介や情報 

提供を積極的に行います。 

・毎年度、夏季研修講座の報告、教育センター活動報告を作成し、各学 

校・園、関係機関に配布し連携を図ります。 

 ②教職員の研修拠点である洲本市教育センターの機能強化 

・教職員の専門性と実践的指導力の向上を目的として、大学や県立教育 

研修所等と連携して講師を招聘し、また、若手教員への指導技術の伝 

承のためベテラン教員を講師として、夏季研修講座を１０講座程度実 

施します。 

・市内幼稚園、小・中学校の全教職員を対象として、今日的教育課題へ 

の対応力や資質能力の向上をめざして、洲本市教育セミナーを開催し 

ます。 

 ③「兵庫県教員・管理職資質向上指標」等を活かした研修の実施 

・子どもたちの多様な学びを支えるため、教職員のキャリアステージに 

応じた体系的な研修計画を「兵庫県教員・管理職資質向上指標」に基 

づいて作成し、実施を図ります。 

・幼稚園教員を対象とした、「洲本市幼稚園教員資質向上指標」を作成し 

 キャリアステージに応じた研修を実施します。 

・新規採用教職員や県外転入教員を対象として、実践的な指導力の向上 

をめざした初任者研修を実施します。 

・中堅教員や主幹教諭を対象にミドルリーダー研修を実施し、経験年数 

や職務に応じて必要な資質能力の向上に努めます。 

・管理職後継者の育成を図るため教育実務研修会を実施し、学校マネジ 

• 学校教育の充実

• （３）学校組織力及び教職員の資質向上

施政の
方針１
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    メントの意識を高め、学校組織力の強化に努めます。 

 

２）働き方改革の推進と持続可能な校内研修体制の充実 

①働き方改革の推進と学校組織力の強化 

・教職員の勤務時間管理を適切に実施しながら、健康管理の徹底と意識 

改革を推進し、教師が自らの人間性や創造性を高め、子どもに対して 

より効果的な教育活動を行うことができる体制づくりの推進に努めま 

す。 

・教職員の勤務実態を見直し、学校給食費の公会計化の導入等、業務の 

役割分担の明確化、適正化を図り、教員が本来専心すべき教育活動の 

充実に取り組みます。 

・「洲本市中学校部活動ガイドライン」に基づく適切な部活動運営に取り 

組み、「学校業務改善推進会議」を通して市内における業務改善に係る 

取組の共通理解を図ることで、教職員の長時間勤務を改善するとと 

もに、市内全体の働き方改革の推進を高めます。 

②持続可能な校内研修体制の充実 

・働き方改革を実現することで、職能開発活動の活性化を図り、継続的、 

発展的な校内研修体制の充実に取り組みます。 

・主幹教諭、中堅教員、ミドルリーダーを核とした自発的、持続的な校 

内研修体制の構築を推進し、学校組織力の向上を図ります。 

・教員の大量退職、大量採用が進む中で、校内ＯＪＴの活性化により、 

若手教員の育成、教職員の資質向上を強化し、世代交代を堅実に進め 

ていきます。 

③先進事例の積極的活用 

・ＧＰＨ５０（県先進事例とりまとめ）の事例を積極的に活用し、児童 

生徒と向き合う時間を確保するとともに、すべての教職員が心身とも 

に健康でワーク・ライフ・バランスのとれた充実した生活が送れるよ 

う勤務時間の適正化に取り組みます。 
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すべての教育の出発点である家庭教育の向上を図るため、ＰＴＡ等の社会教

育団体と協働した取組を推進することにより、家庭の教育力の向上に努めます。 

 

【主な取組】 

１）家庭教育の充実 

  ①ＰＴＡ等との協働による家庭教育の推進 

   ・ＰＴＡ等が保護者を対象に実施する研修会やパンフレットの活用等を

通して、家庭の教育力の向上に努めます。 

   ・保護者が、ＰＴＡ活動に関心を高め、積極的に参加するＰＴＡ活動を

推進するため、事業のあり方について調査・研究に努めます。 

  ②教育委員会と学校からの情報提供 

   ・家庭教育に関する様々な情報を、こどもあんしんネットのＨＰや印刷

物等で発信し、家庭教育の充実に努めます。 

  ③学校・園と家庭の連携 

   ・家庭での生活のあり方が子どもの成長に大きく影響することから、子 

どもの変化に気を配り、家庭との情報交換を密にするとともに必要に 

応じて教育相談機関等との連携を図ります。 

  

２）学校と家庭の連携推進   

 ①スポーツを通した学校と家庭の連携 

   ・少年少女スポーツクラブ指導者講習会に、学校関係者や保護者が参画

できる機会を設けることにより、学校と家庭が共通理解のもと、子ど

もを支援する体制を整えます。 

 ②地域ぐるみの活動の充実 

   ・ＰＴＡ活動を支援することにより、地域の子育てや子どもの安全・安

心の確保等、地域ぐるみの教育支援活動を積極的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

• 学校教育の充実

• （４）家庭での教育力の向上

施政の
方針１

第６章 
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学校と社会教育分野が連携を図り、各種事業の効率的・効果的な情報発信を

通して、子どもたちに参加と学習意欲を高め、地域の方々と交流できる場づく

りに努めます。 

また、学校と地域の関わりをさらに強化して、地域ぐるみで子どもを育む環

境づくりに努めます。 

 

【主な取組】 

１）積極的な情報発信と地域ぐるみで子どもを育てる体制整備 

 ①効率的・効果的な情報発信 

  ・学校、社会教育分野が連携を図り、子どもたちに係わる事業を情報誌 

   としてまとめ、地域にも広く発信できる体制を整えます。 

  ・ＳＮＳ等のＩＣＴの活用を通して情報発信できる環境づくりに努めま 

す。  

②学校と地域ボランティアの連携 

   ・学校と連携した学校支援地域本部事業を拡充することにより、地域の

方々の学校教育活動への参加をさらに促進し、地域で子どもを育む環

境づくりに努めます。 

  ③地域人材との連携 

   ・地域に居住しているお年寄りも含め、専門的な知識に長けた方に講師

として学校教育に参画いただく環境づくりに努めます。 

  ④スポーツ活動による世代間交流 

   ・各小学校を拠点に活動するスポーツクラブ２１の活動に、子どもたち

の参画機会を拡充することにより、世代間交流からつながり、地域で

育て支え合う環境づくりに努めます。 

  ⑤社会教育団体活動による世代間交流 

   ・地域の子ども会活動の支援策を充実することにより、子どもたちを地

域で守り育てていく気運の醸成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

• 学校教育の充実

• （５）地域全体で子どもを育てる環境づくりの推進

施政の
方針１

第６章 



- 59 - 

 

 
学校施設は、子どもたちが学習する場であるとともに、一日の大半を過ごす 

大切な生活の場です。子どもたちが安全で快適に学び、安心して過ごすことが

できるよう学習環境の整備を進めていきます。 

 

【主な取組】 

１）安全で快適な学習環境づくり 

  ①学校施設の老朽化対策の推進 

   ・学校施設の老朽化の状況や今後の児童・生徒数の推移を踏まえ、市の 

    公共施設マネジメントの考え方に基づき、長期的なビジョンのもと学 

    校施設整備を図っていきます。 

   ・学校施設をこれまで以上に長期間の使用が可能となる、長寿命化改修 

の取組を検討していきます。 

  ②学校施設の機能向上 

   ・誰もが共に学べるインクルーシブ教育を推進するため、エレベーター 

未整備校に設置や段差解消などのバリアフリー化を進めていきます。 

   ・学校トイレの洋式化について、各学校の状況に応じて整備を進めてい 

きます。 

  ③ＩＣＴ教育環境整備の推進 

   ・学校教育の情報化の推進に関する法律の施行により、国が定める学校 

教育情報化推進計画を踏まえ、児童・生徒の情報活用能力や学力向上 

につなげるため、１人１台の学習用端末と高速大容量の通信ネットワ 

ークを一体的に整備するＧＩＧＡスクール構想を推進し、ＩＣＴ機器 

を効果的に活用した分かりやすく、特色ある授業を行うために必要な 

環境整備を進めていきます。 

  

 ２）学校施設の適切な維持管理の推進 

  ①学校施設の維持管理と営繕 

   ・学校施設を適正に維持管理するために、定期的な保守点検や日常的な 

保守管理により、安全な学校環境を維持していきます。 

   ・全ての学校で、月に一度「安全点検の日」を設け、施設や遊具など点 

検項目を定めて、教職員による安全点検を実施します。 

   ・点検結果に基づき、緊急性の高いものから維持補修工事を実施し、施 

設の適切な管理に努めます。 

• 学校教育の充実

• （６）安全で快適な学習環境の整備

施政の
方針１

第６章 
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  ②学校・園規模の適正化・適正配置 

   ・園児数や児童・生徒数の減少が進む中で、教育水準の維持向上の観点 

    や子どもたちにとってより良い教育環境を整えるため、学校・園規模 

    の適正化と適正配置に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲エレベーター設置 

▲トイレ洋式化 

▲学校ＩＣＴ環境整備 
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子どもたちが、安心して安全に通学できるよう、関係機関が連携体制を強化

し、洲本市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検を実施します。また、

必要に応じて防犯上の点検も実施し、通学路の安全確保に取り組みます。 

 

【主な取組】 

１）通学路安全推進体制の充実 

  ①洲本市通学路安全推進協議会の開催 

   ・年２回洲本市通学路安全推進協議会を開催することにより、関係機関 

と連携し、通学路の危険箇所について情報共有を図り、実効的な安全 

対策が行えるよう努めます。 

②学校における登下校見守り体制の構築 

・保護者をはじめ、地域防犯グループ、地区交通安全協会、町内会等の 

協力を得て、登下校時の付き添い、立ち番活動等、地域での登下校見 

守り体制の構築を図ります。 

 

２）通学路合同点検の実施・ＰＤＣＡサイクルに基づく対策効果の実施 

 ①通学路合同点検の実施 

   ・定期的に合同点検を行うことにより、通学路の危険個所を把握し、関 

係機関がそれぞれの安全対策を早期に図るよう努めます。 

・校園間での連携や課題共有を進め、園児、児童、生徒が安心して通学 

 ならびに日常的に利用できる通学路の整備を図ります。 

②アンケート調査による効果の検証とＨＰを活用した情報提供 

・通学路の安全対策実施後に、学校、保護者、地域を対象にアンケート 

調査を行い、対策の認知度ならびに対策による効果を検証します。 

・実施された対策については洲本市ＨＰに掲載し、学校関係者だけでな 

く地域住民にも危険箇所の共有や通学路の安全向上の意識を促し、協 

働的に安全対策に取り組む体制づくりを図ります。 

 

 

 

 

 

 

• 学校教育の充実

• （７）安全で安心な通学路の確保

施政の
方針１

第６章 
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食を取り巻く環境の変化により食生活の乱れや栄養の偏りが増加し、食への

理解や感謝の念の希薄化、伝統的食文化の喪失などの様々な問題が生じていま

す。このことから、学校給食を通して食に関する指導を効果的に進めていきま

す。 

 

【主な取組】 

１）学校給食の充実 

  ①食育の充実と地産地消 

   ・成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスの

とれた豊かな給食を提供することにより、健康の増進、体位の向上を

図ることはもちろんのこと、自分自身の食習慣を意識できる機会をつ

くります。 

・地産地消の日を月に２回実施し、これらのことを給食だよりや、給食 

時の放送などで発信することにより、地元産物への理解を深める機会 

をつくります。 

・月２回程度の幼稚園給食を実施することで、食事マナーや、健康的な 

食習慣を幼少のときから身につける基盤とします。 

 

２）学校教育活動全体で取り組む食育の推進 

①家庭や関係機関と連携した食育 

   ・給食参観や給食を通じて、自分自身や子どもが食べたらいい適量をつ   

かむことができる機会や、楽しく食べるためのルールや雰囲気づくり 

を行います。また、環境や命のつながりを感じ取ることを目的に、自 

分たちで栽培した食材の活用などに取り組みます。 

・学校内だけの活動にとどまらず、家庭、保育所、幼稚園、地域、生産 

者、事業者など、食に関わるあらゆる関係機関・団体などと連携を図 

っていきます。 

 

 

 

 

 

 

• 学校教育の充実

• （８）学校給食の充実と食育の推進

施政の
方針１

第６章 
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 人生１００年時代を見据え、何歳になっても学び続けられる環境を整えるた

め、子どもから大人まで幅広い市民が参加できる公民館講座の充実やその学習

成果を地域に還元する仕組みづくりを推進します。 

生涯学習の拠点施設である公民館や図書館など施設の学習環境を整え、市民

に親しまれる学習の場の提供に努めます。 

 

 
公民館をはじめとした生涯学習拠点施設を中核に、学習ニーズに応じた学習

内容の充実を図り、市民の生涯学習への自主的な参加を促します。 

 また、若年層など多様な世代への学習機会の提供を通して、交流の場の拡充

に努めます。 

 

【主な取組】 

１）多種多様な講座や教室等の充実 

  ①公民館講座の実施 

・市民の多様化した学習ニーズに対応した講座を開催し、市民一人ひと 

りが自分に合った学習を選択できる環境を整えます。 

   ・子どもや若年層、勤労者等の公民館への関心と参加を促すため、対象

者の特性に合わせた講座を企画するとともに、休日にも学ぶことがで

きる環境づくりに努めます。 

・地域の活性化を図るため、郷土理解や地域の課題について考え、解決 

するための講座等を取り入れます。 

②高齢者の学びの支援 

・高齢者が生きがいを持ち、健康的な生涯を送ることができるよう、高 

 齢者大学などの様々な学習機会を提供し、学びから交流の輪の拡充に 

努めます。 

・高齢者の持つ技能・技術・専門的知識を子どもたちに伝える学習プロ 

グラムを設け、世代間交流を促進します。 

  ③壮年期、中年期の学びの支援 

・壮、中年期層を対象に、地域回帰に向けた講座などを開設し、地域社 

会の中でより幅広い活動ができる人材育成に努めます。 

 

• 生涯学習の振興

• （１）学習内容の充実

施政の
方針２

生涯学習の振興 施政の方針２ 

第６章 
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２）若年層の交流機会の推進 

①若年層の交流機会の創出 

    ・若年層の交流機会と情報収集ができる機会を設け、若者の視点と活

力を取り入れた事業を推進します。 

   ・新成人による成人式の主体的な運営支援を通して、若者の自立や責 

任感を醸成するとともに、社会貢献事業などに関心を持つ若年層を育

成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲続おやじプロジェクト（料理体験教室） 

 

▲続おやじプロジェクト（釣り体験教室） 

第６章 
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市民がいつでも学習できる環境づくりを推進するため、公民館、図書館、淡

路文化史料館などの社会教育施設が中核となり、情報の提供、学習の機会と場

の提供などを積極的に行います。 

 

【主な取組】 

１）社会教育施設の利用促進 

  ①魅力ある施設の充実 

   ・公民館においては、交流を深める拠点としての役割を強化するため、

友人、仲間同士でも気軽に集うことができる環境づくりに努めます。 

   ・魅力ある図書館づくりのため、多様化、高度化したニーズに対応した

新鮮な書架の提供に努めるとともに、子どもに親しまれる図書館運営

に努め、子どもの読書活動がより活発になるよう取組を推進します。 

   ・各施設の運営について審議する各種協議会等の意見を反映させるとと

もに、各施設の事業について提案・参画できる場づくりに努めます。 

   ・淡路文化史料館においては、魅力ある企画展の開催や各種講座、体験

学習の実施など、学習機会の拡充に努めます。 

  ②施設の適切な維持管理の推進 

   ・身近な生涯学習施設が安全に安心して利用できるよう維持管理に努め

るとともに、老朽化した施設については、今後のあり方について調査・

研究に努めます。 

 

２）様々な媒体を活用した学習情報の提供 

  ① 紙媒体による情報提供の充実 

   ・情報提供の中心となる募集チラシ等について、より効果的、効率的な

発信に努めます。 

   ・公民館事業や自主グループ等の情報を提供する「公民館だより」など

を発行し、学習の輪をさらに拡充します。 

  ②ＩＣＴを活かした情報提供の充実 

   ・市ホームページ、ケーブルテレビ、ＳＮＳ等のＩＣＴを効果的に活用

し、市民が情報収集、選択、活用しやすい環境づくりに努めます。 

   ・情報を広く発信するため、高齢者を対象に、ＩＣＴについて学ぶ機会

づくりに努めます。 

 

• 生涯学習の振興

• （２）学習の場の提供と体制づくり

施政の
方針２

第６章 
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生涯学習は、個人の生活を豊かにすることはもとより、その成果が地域に生

かされることにより、地域づくりへとつながります。多様な知識や技能を持ち、

学びを深めた人たちの学習成果が地域へ還元される仕組みづくりを推進すると

ともに、学習支援活動のできる人材や自主サークルの育成を支援します。 

 

【主な取組】 

１）生涯学習指導者の育成・支援 

  ①人材・自主サークルの育成 

   ・各種講座や教室を通してさらに学ぶ意欲を高めた方が、生涯学習指導

者として活躍できるよう、指導者養成講座を開設します。 

   ・公民館講座等を受講した方々が、交流と仲間づくりから学習意欲をさ

らに高め、自主的・主体的なサークルへ発展するよう支援します。 

 

２）学習の成果を活かす場の提供と人材育成 

  ①学習成果の発表機会の支援 

   ・市民の自主的な活動を活性化させるため、公民館まつりや図書館市民

まつりなどを活用して、学習成果の発表の機会を提供していきます。 

  ②指導者の発掘・育成と情報提供の仕組みづくり 

   ・学習した成果を地域社会へ活かしていくための人材を発掘・育成し、

その情報を提供していく仕組みを構築するとともに、公民館を拠点と

して学びを深めた人材を次の指導者として登録する仕組みをつくりま

す。 

③高齢者の社会参加の促進 

   ・高齢者が培ってきた知識や経験を活かし、自らが講師やボランティア

として活躍できる機会を提供することにより、高齢者の新たな社会参

画を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

• 生涯学習の振興

• （３）学習成果を活用する仕組みづくり

施政の
方針２

第６章 
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青少年の健全育成のために、家庭・地域・学校・行政が一体となり相互に連

携を深めながら健全育成活動の充実を図るとともに、ＰＴＡが集い、つながり、

学ぶ活動を支援することにより家庭の教育力の向上をめざします。 

また、子育て学習センターの充実や放課後の居場所づくりなど、地域の中で

子どもたちが心豊かに健やかに育まれる環境づくりを推進します。 

 

 
将来を担う子どもたちの成長を支えるため、家庭・地域・学校・行政がそれ

ぞれの役割の認識を深め、連携を図りながら、地域全体で子どもを守り育てる

意識を高めていきます。 

 

【主な取組】 

１）ＰＴＡを核とした各種研修会の開催、充実 

  ①ＰＴＡ研修会等の実施 

   ・子どもたちを取り巻く多様な教育課題について、家庭・地域・学校・

行政が一体となって協議し、課題解決につながる内容の研修会を開催

し、連携を強化していきます。 

 

２）地域住民の参画機会の促進 

  ①学校支援地域本部事業の推進 

   ・学校の教育活動をより充実させるため、地域の人材を学校支援ボラン

ティアとして活用し、地域ぐるみで学校を支援する取組を推進します。 

   ・学校と地域が連携するために地域住民・関係団体とのネットワーク化

を図り、地域人材バンクを整えます。 

   ・地域住民の学校への理解促進に取り組み、学校の活動を応援してもら

える関係づくりに努めます。 

  ②放課後子ども教室事業の推進 

   ・放課後に子どもたちが様々な学習や体験、スポーツ、文化活動を通し

て、異年齢交流を図るとともに、高学年が低学年の児童を見守り、支

え合う関係づくりに努めます。 

   ・教室の運営等に地域住民の幅広い参画を促し、多くの方々との交流と

つながりから、地域への愛着や誇りを育むふるさと教育を推進します。 

• 青少年の健全育成

• （１）家庭・地域・学校・行政の連携

施政の
方針３

青少年の健全育成 施政の方針３ 

第６章 
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   ・家庭や学校、地域と連携を図り、各地域の実情を踏まえ、子どもたち 

    にとってより効果の高い放課後のあり方について検討します。 

  ③子育て経験者を活用した事業の推進 

   ・子育て学習センターのさらなる充実のため、子育て経験者など地域の

人材を活かした活動を推進することにより、生まれた時から、地域全

体で子どもを育む気運づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲洲本子育て学習センター事業 

▲五色すこやか子育てセンター事業 

第６章 
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保護者の子育てについての学びや考える機会、悩み事への相談体制の充実を図 

り、家庭の教育力の向上に努めます。また、青少年の健全育成に関わる団体等

の育成を支援し、「地域の子どもは地域で守り・育てる」環境を推進します。 

 

【主な取組】 

１）子育て世帯に対する支援対策の推進 

  ①子育て学習センターの運営の充実 

   ・子育て家庭がいつでも気軽に相談できる体制を整えるため、センター

の休日開設など、必要に応じて機能の拡充に努めます。 

   ・男性の子育て参画意識の向上を図るため、親子で参加できる体験型学

習や子育ての楽しさが体験できる講座の充実に努めます。 

  ②ＰＴＡ活動の促進 

   ・ＰＴＡ活動を通して、家庭教育に関する情報交換や研修ができる機会

を拡充することにより、家庭・地域・学校・行政が一体となった    

子育て世代の支援対策を強化します。 

 

２）地域で活動する指導者の育成・支援 

  ①地域の子ども会の活性化 

   ・子ども会連絡協議会と連携し、活動の推進役である地域の子ども会の

指導者や育成者の資質向上を図るための研修会を開催します。 

   ・地域の子ども会の活性化のため、活動経費の一部補助やレクリエーシ

ョン備品の貸与事業を取り入れながら人材育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 青少年の健全育成

• （２）家庭・地域の教育力の向上

施政の
方針３

第６章 
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青少年に様々な体験活動や人との関わりの場を提供することで、社会を生き抜 

く力や思いやりの心を育むとともに、社会の一員としての豊かな人間性や社会

性を身につける活動を推進します。 

 

【主な取組】 

１）子どもたちを対象とした交流・体験活動の充実 

  ①すもとっ子ＭＡＮＡＢＩプロジェクトの実施 

   ・小学生等の知的好奇心や豊かな心を育てるため、専門家や地域の高齢

者等が講師となり、培った知識や技能を子どもたちへ伝え、交流する

学習プログラムを提供します。 

  ②すもとっ子∞塾の実施 

   ・主に中学生を対象に将来への目標づくりのきっかけを提供するため、

大学生や広い分野の有識者から、知恵や経験、生き方などを学ぶ場の

充実に努めます。 

 

２）未来を担う青少年リーダーの育成・支援 

 ①青少年リーダーの育成 

   ・未来を担う人づくりに資するため、洲本市野外活動協会と連携し、集

団活動や自然体験等を通して、異年齢交流と青少年リーダーの育成を

図ります。 

   ・ふるさとを愛する地域活動のリーダーを育成するため、青少年を対象

とした学習会や研修会を実施します。 

  ②青少年の社会参加の推進 

   ・青少年のボランティア活動や社会参加活動を促進するため、各種事業

において青少年が活躍できる場の確保に努めます。 

   ・市内の高等学校と連携し、高校生がボランティアとして社会教育事業

に参画できる機会を設けることにより、高校生のリーダー育成に努め

ます。 

 

 

 

 

 

• 青少年の健全育成

• （３）交流・体験活動の充実

施政の
方針３

第６章 
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伝統文化の継承に向け、地域に根差した文化活動・文化団体への支援や歴史文 

化を学ぶ体験講座の開催により、郷土への愛着心を育む機会を充実します。 

 貴重な地域資源である歴史文化遺産について、保存・継承するとともに、地 

域を活性化するため、観光資源として活用します。 

また、身近に質の高い芸術に触れることができる機会を提供することにより、 

市民生活に心の豊かさと潤いをもたらし、文化・芸術に対する市民意識の高揚

を図ります。 

 

 
本市には、先人から受け継がれてきた歴史・伝統・文化が多く存在します。そ 

うした郷土の良さに触れる機会を充実させることにより、郷土への愛着心を育

みながら地域文化の活性化に努めます。 

  

【主な取組】 

１）郷土への愛着を育む学習機会の充実 

  ①淡路文化史料館の展示の充実 

   ・誰もが気軽に淡路島の歴史や文化に触れられるよう展示の充実を図る

とともに、老朽化している史料館の今後のあり方について調査、研究

に努めます。 

  ②各種講座の開催 

   ・淡路島の歴史・文化を学ぶ講座や子ども向けの体験教室など、関心の

高いテーマを選定するとともに、内容にも工夫を凝らし、参加しやす

い学習環境づくりに努めます。 

 

２）郷土芸能保存団体への支援と後継者育成の推進 

 ①だんじり唄等郷土芸能の継承保存 

   ・伝統芸能を保存継承していくための練習の場を確保するとともに、発

表の場を提供します。 

  ②淡路島民俗芸能フェスティバルの開催支援 

   ・島内三市の交流事業である当フェスティバルの開催を支援し、発表の

場を提供するとともに、島内郷土芸能保存団体同士の交流を推進しま

す。 

• 地域文化の振興

• （１）地域の歴史・伝統・文化の継承と理解の促進

施政の
方針４

地域文化の振興 施政の方針４ 

第６章 
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  ③伝統文化に触れる機会の提供 

・文化庁が補助する「伝統文化親子教室事業」の活用により、次代を担 

う若い世代の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲淡路文化史料館 

 銅鏡・銅鐸手づくり体験 

 

▲だんじり唄の発表 

第６章 
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歴史文化遺産には、長い年月を経て埋没してしまっているものが多くあります。 

これらを、地域のかけがえのない財産として伝え、地域の活性化に活用できる

よう努めます。 

 

【主な取組】 

１）歴史文化遺産の保存と、それを活用したまちづくりの推進 

  ①国指定文化財整備の推進 

   ・洲本城跡については、石垣修復に係る長期ビジョンとともに、短・中

期的計画を定めた整備基本計画を新たに策定し、これに基づき整備を

進めます。 

   ・旧益習館庭園については、保存、活用、整備に向けての基本方針を示

す保存活用計画を策定し、庭園だけでなくその周辺環境を総体として

捉え、継続的・計画的に保存・活用に取り組みます。 

  ②歴史文化遺産の保存 

   ・市内の貴重な歴史文化遺産のさらなる調査を実施し、新たな文化財指

定をめざすとともに、地域の方々が地元の歴史文化遺産に触れる機会

の充実に努めます。 

  ③歴史文化遺産の活用 

   ・本市の魅力ある歴史文化遺産を活用したまち歩きや日本遺産関連事業

を推進し、市全体の活性化につながるよう取り組みます。 

 

２）歴史文化遺産を後世に伝える人材育成 

  ①歴史文化遺産活用の担い手育成 

   ・歴史文化遺産に関心を持ち、次世代へ伝える意欲のある方を対象とし

た歴史ボランティア養成講座の開設に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 地域文化の振興

• （２）歴史文化遺産の保存と活用

施政の
方針４

第６章 
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高田屋嘉兵衛翁をはじめとする郷土の偉人を、各種イベントなどを通してさら 

に顕彰し、郷土の誇りとして次世代へ継承していきます。 

 

【主な取組】 

１）郷土の偉人を顕彰する活動団体への支援 

  ①高田屋嘉兵衛翁の顕彰 

   ・高田屋嘉兵翁顕彰会が行う顕彰活動を継続的に支援します。また、日

本遺産「北前船寄港地・船主集落」の構成要素である嘉兵衛翁の足跡

を広く発信するとともに、観光資源としての取組を推進します。 

  ②三島徳七博士の顕彰 

   ・三島徳七博士・良績博士父子を顕彰する三島博士顕彰会の活動を支援

するとともに、次世代に楽しみながら郷土の偉人について学ぶことの

できる取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 地域文化の振興

• （３）郷土の偉人の顕彰

施政の
方針４

 

 

 

▲科学のふしぎ三島教室 

▲科学のふしぎ三島教室 

▲高田屋嘉兵翁顕彰会活動 
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文化団体の自主的な活動を積極的に支援するとともに、洲本市文化体育館等 

の社会教育施設を拠点に、芸術・文化活動の成果発表や、鑑賞の機会を充実し、

文化の薫り高いまちづくりをめざします。 

 

【主な取組】 

１）自主グループの育成と活動支援 

  ①文化活動団体への活動支援 

   ・洲本市文化協会の自主的活動を支援するとともに、子どもたちが芸術・

文化活動に参加できる機会を拡充します。 

 

２）社会教育施設を活用した芸術鑑賞機会の推進 

  ①芸術・文化鑑賞機会の充実 

   ・洲本市文化体育館自主事業等において、市民ニーズに応じた魅力ある

イベントを企画・運営し、芸術・文化に親しむ機会の充実に努めます。 

  ②芸術・文化活動の成果発表の機会の提供 

   ・伝統と歴史ある洲本市美術展や、図書館まつり、公民館まつりなどを

通して、日頃の芸術・文化活動の成果が発表できる機会づくりに努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 地域文化の振興

• （４）芸術・文化団体の育成・支援と鑑賞機会の充実

施政の
方針４

 

▲洲本中央公民館まつり 

 

▲洲本図書館市民まつり 

第６章 
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新たにスポーツを愛好する方を増やす取組や各種スポーツ団体の育成支援に 

より、気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりを促進します。 

 また、淡路島の魅力を活かす特色あるスポーツ交流イベントやワールドマス 

ターズゲームズ２０２１関西への参画によりスポーツ交流人口の拡大とスポー 

ツによるまちづくりを推進します。 

 さらに、アスリートネットワークプロジェクトによるトップアスリートとの 

交流を通して子どもたちの体力の向上と社会に適応する人づくりに努めます。 

 

 
洲本市体育協会をはじめとする各種スポーツ関係団体の自主的・主体的な運営 

支援と新たな種目団体組織の育成に取り組みます。 

 

【主な取組】 

１）各種スポーツ団体組織の強化と活性化 

  ①洲本市体育協会組織の円滑な運営支援 

   ・洲本市体育協会加盟団体の活動支援の強化と研修会等の充実を図ると

ともに、新たに加盟を希望する団体組織の育成を支援していきます。 

  ②スポーツ推進団体の自主運営組織の活性化 

   ・スポーツクラブ２１の活動にスポーツ推進委員の参画を促し、それぞ

れの地域に応じたスポーツ振興と組織の活性化に努めます。 

 

２）スポーツ指導者を対象とした講習会等の充実 

  ①少年少女スポーツクラブ指導者講習会の充実 

   ・指導者の資質向上と指導者間の連携を図るため、少年少女スポーツク

ラブ指導者を対象とした講習会を定期的に開催します。 

  ②保護者を対象とした講習会の開催 

   ・ＰＴＡ等関係団体と連携し、保護者からニーズの高い食育等の講習会

を開催し、スポーツに関する家庭の教育力の向上に努めます。 

 

 

 

 

• 生涯スポーツの振興

• （１）組織の育成・支援

施政の
方針５

生涯スポーツの振興 施政の方針５ 

第６章 
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各施設の管理・運営の検証や市内スポーツ施設間の連携から、より効率的な管 

理・運営と利用者のニーズに適応したサービスを提供します。 

 また、大学生のスポーツ合宿や全国大会レベルの誘致等、利用率の向上に努

めます。 

 

【主な取組】 

１）スポーツ施設の利便性の向上 

  ①スポーツ施設間の連携 

   ・各施設の連携を密に図るとともに、旅行会社等に積極的にＰＲするこ

とにより、合宿等の長期利用者の獲得に努めます。 

  ②利便性向上のための施設整備 

   ・一部施設では、経年劣化に伴う修繕が恒常化、大規模化しており、市

の公共施設マネジメントの基本的な考え方を踏まえ、施設のあり方に

ついて調査・研究に努めます。 

 

２）各スポーツ施設の特色を活かした利用促進 

  ①特色ある自主事業による利用促進 

   ・各施設の特性を活かした自主事業については、内容を検証しながら、

さらなる充実を図り、集客力の向上に努めます。 

  ②各施設の魅力発信による利用促進 

   ・利便性の向上に努めるとともに、各施設の魅力をＳＮＳ等により発信

し、全国から広く利用のある施設づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 生涯スポーツの振興

• （２）施設の整備・管理運営の充実

施政の
方針５

第６章 
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初心者でも参加できる教室や体験型イベントを取り入れることにより、新規ス 

ポーツ愛好者増に努めるとともに、子どもたちに色々なスポーツが体験できる

機会の拡充に努めます。 

 

【主な取組】 

１）地域で取り組むスポーツ環境の充実 

①洲本市スポーツクラブ２１交流大会の開催 

   ・子どもから高齢者まで世代間交流のある大会をめざし、地域コミュニ

ティの醸成と各スポーツクラブ間の交流を推進します。 

②各スポーツ団体協働による地域スポーツ環境の整備 

   ・スポーツクラブ２１とスポーツ推進委員会等が協働することにより、

各地域でニュースポーツ等が体験できる環境づくりに努めます。 

 

２）交流あるスポーツイベントの充実 

  ①市民スポーツ大会、レク・スポーツフェスティバル等の開催 

   ・事業毎に内容を検証し、日頃の練習の成果が発表できる機会として充

実させるとともに、健康・体力づくり、そして交流のある場づくりに

努めます。 

 

３）アスリートネットワークプロジェクトの推進 

  ①キッズドリームスポーツチャレンジinすもとの実施 

   ・事業を検証し、保護者や子どもたちの現状と課題を把握しながら、ニ

ーズに応じたメニューの提供に努めます。 

  ②夢授業・すもとっ子走育プロジェクトの実施 

   ・学校の授業に取り入れ、専門家を継続的に派遣することにより、子ど

もたち個々の運動能力の向上に努めます。 

  ③すもとっ子体操プロジェクトの実施 

   ・幼児期から楽しく体を動かすことができる機会を提供し、スポーツに

興味と関心を抱く子どもたちの拡充に努めます。 

 

 

 

 

• 生涯スポーツの振興

• （３）スポーツ活動への参加促進

施政の
方針５

第６章 
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全国から参加できる本市独自のスポーツイベントを開催することにより、本市 

のＰＲはもとより、地域経済の活性化とスポーツ交流人口の拡大を図ります。

また、島内三市で協働する事業を推進し、本市のみならず淡路島全体の活性化

に努めます。 

 

【主な取組】 

１）広域的スポーツイベントの充実 

  ①島内三市協働事業の充実 

   ・島内三市での協働事業を推進するため、各市スポーツ関係者による協

議会を設立し、事業の企画・立案に努めます。 

   ・本市が取り組む「あわじ島スポーツフェスティバル」を島内三市の協

働開催に拡充し、淡路島全体の活性化につなげていきます。 

    

２）「する・みる・ささえる」生涯スポーツの振興 

  ①「ワールドマスターズゲームズ2021関西」ウォーキング大会の開催 

   ・淡路島の豊かな自然、食、観光資源等を活かしたウォーキング大会を

開催することにより、淡路島の魅力を世界に発信するとともに、    

交流人口の拡大に努めます。 

   ・スポーツを通して本市の活力を創出するため、各種関係団体等との係

わりからつながりを強化し、市民総参画による「する・みる・ささえ

る」生涯スポーツ振興に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 生涯スポーツの振興

• （４）スポーツによるまちづくりの推進

施政の
方針５

第６章 
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第７章 計画の推進に向けて 

 

１ 計画の推進 

 

 本計画を推進するためには、教育委員会が中心となり、学校、保護者、市民

が、それぞれが担う役割と責任を自覚し、相互に連携、協力して取り組むこと

が必要です。 

 市長と教育委員会で構成する総合教育会議において協議・調整を行うととも

に、関係部局と連携しながら本市がめざす教育の姿と教育政策の方向性を共有

し、施策の推進に取り組んでいきます。 

 

 

２ 計画の進行管理 

  

 本計画の各施策を効果的かつ確実に推進するためには、進捗状況や効果等の

進行管理を行う必要があります。そのため、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第２６条の規定に基づき「教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価」を実施し、進行管理を行います。 

 また、その結果について市議会に報告書を提出するとともに市ホームページ

に公表いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定

により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条

第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する

報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければなら

ない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し

学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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終 
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