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計画策定の目的・期間
「小美玉市教育振興基本計画」は，「教育基本法」に基づき総合的かつ計画的に教育施策を推進す
るための基本的な計画であり，本市の最上位計画である「小美玉市第２次総合計画」と整合を図りつ
つ，本市における教育の基本方針を定め，計画的かつ効率的な教育行政に資することを目的とします。
また，
「小美玉市教育振興基本計画」，
「小美玉市生涯学習推進計画」，
「小美玉市スポーツ推進計画」
の３つの計画は，連携し策定するものとします。
計画期間は，平成 30 年度から平成 39 年度までの 10 年間とし，途中（５年間）で見直しを図るも
のとします。

計画の位置付け
「小美玉市教育振興基本計画」は，
「教育振興基本計画（第２期・第３期）
」，
「いばらき教育プラン」
の内容を踏まえ，「小美玉市第２次総合計画」との整合を図り策定するものです。また，市長が策定
する「小美玉市教育大綱」とも整合を図ります。
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小美玉市
教育振興基本計画

基本理念と３つの視点
■小美玉市教育の基本理念■
小美玉市教育の基本理念■
夢と希望を抱き 自らの明日を切り拓く人づくり

豊かな恵みをもたらす大地と雄大な湖，空があるまち，それが小美玉市です。
市民が地域の絆のなかで生涯にわたって学び，生きがいをもって元気に暮らせるまちであるこ
とを願います。
そのためには，小美玉市の子供たちが，豊かな自然のなかで，生き生きと学び，心優しくおお
らかに，たくましく育つこと。そして，子供たち一人一人が，希望にあふれた未来を夢見ることが
できる教育が必要です。
教育は「人づくり」です。
小美玉市の子供たちが，学校教育，家庭教育，地域での学びを通して，自らの可能性を広げ，
未来を担う人材に育っていくための教育環境を整えます。小美玉市の豊かな「人・もの・こと」を
活用し，地域の伝統や文化を継承するとともに，世界に向かって自らの可能性を広げ，活躍できる
人材の育成を推進します。
また，小美玉市民が，学びや交流を通して，心豊かな生活を送れるよう，生涯にわたって学び
続けることができる生涯学習環境の充実や文化芸術に触れる機会の充実を図ります。さらに，市民
一人一人の健康の維持・増進を促すとともに，誰もが，いつでも・どこでも・いつまでもスポーツ
が楽しめる，すなわち，生涯にわたるスポーツライフの充実に努めます。
「ダイヤモンドシティ小美玉」の市民一人一人が光り輝くよう「夢と希望を抱き

自らの明日

を切り拓く人づくり」を推進します。

■小美玉市教育の 3 つの視点■
１ 夢と希望を抱き，自らの可能性を伸ばしていける子供の育成
夢と希望を抱き，自らの可能性を伸ばしていける子供の育成
一人一人の子供が，持ち前を生かして自分を磨き，変化する社会のなかでも自立して自
らの未来を切り拓いていける力を育みます。そのために，確かな学力，豊かな心，健やか
な体のバランスの取れた子供を育成します。

２ 誰もが安心して学べる教育環境の整備
誰もが安心して学べるようにするために，小美玉市の地域の特色や実態に合わせた教育
環境を整備し，教育内容を充実させます。

３ ライフステージに合わせた生涯学習環境の充実とスポーツ活動の推進
すべての市民が，スポーツやレクリエーション活動を通して健康を維持・増進し，生涯
にわたって学び続けることができる環境を充実させます。
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１

基本方針

＜基本方針１＞
基本方針１＞
子供たちの自主性・自立性を培い，自ら学び，たくましく社会を生き抜く力を育みます
●命を大切にする心や他者を思いやる心を育み，自らも地域社会の一員であることの自覚を促します。そ
のために，学校教育活動全体を通じて人権教育や道徳教育の充実に努めるとともに，命を大切にする教
育を推進します。また，ボランティア活動を通して多くの人との交流を図ります。
●学校体育の充実に努め，バランスの良い学校給食の提供や食育指導を実施し，児童生徒の健やかな体を
育成するとともに，学校保健と健康教育の充実により，心身の健康の保持増進を図ります。
●児童生徒の自主性・自立性を育成する教育や，人や自然との関わりを深める体験活動，夢や想像力を育
む読書活動を推進し，社会を生き抜く力を育成します。また，自らの身の安全を守るための危機管理能
力の育成に努めます。
●公立や私立の幼稚園，認定こども園，保育園との交流・連携を深め，幼児教育の充実を図ります。また，
幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るため，幼保小の連携を推進します。
●子供たちが地域で安全かつ安心に過ごせるよう，学校，家庭，地域や関係団体が連携し，次代を担う青
少年の健全育成に取り組みます。また，乳幼児期から小・中学校期まで切れ目のない家庭教育支援に取
り組み，家庭の教育力の向上を図ります。

＜基本方針２＞
基本方針２＞
確かな学力の定着を図るとともに活用する力を伸ばし，子供たち一人一人の可能性を広げます
●児童生徒一人一人に応じた学習指導に努め，言語活動の充実を図るとともに，
「課題を解決する
ために必要な思考力・判断力・表現力等」の育成や「学習意欲」の醸成により，確かな学力の定着を図
ります。
●国際教育や環境教育等の充実を図るとともに，主体的・対話的で深い学びの視点を踏まえた授業の改善
に努め，これからの時代に求められる資質・能力を児童生徒が身につけられるよう取り組みます。
●学校や地域の特色を生かしながら，各学年に応じたキャリア教育の充実を図り，児童生徒の勤労観や職
業観を育成します。
●社会の変化に対応したＩＣＴ環境の計画的な整備と，ＩＣＴを活用した協働的，双方向的な授業を展開
することで，児童生徒の情報活用能力を育成します。
●児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実を図るとともに，子供たちが「わかる・
できる」授業を目指すことで，障がいのある人とない人がともに学ぶインクルーシブ教育の充実を図り
ます。
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＜基本方針３
＜基本方針３＞
地域がもつ特色や実態に合わせたより良い学習環境をつくります
●児童生徒のより良い学習環境を目指し，学校の適正規模・適正配置を進めるとともに，義務教育９年間
を連続した教育課程としてとらえ，地域の実態に合わせた小中一貫教育の構築を目指します。
●研修の充実により，教職員の資質向上を図るとともに，学校の組織力の強化と教職員のサポート体制の
充実を図ります。
●学校施設の計画的な修繕を図るとともに，安心して学べる教育環境を整備します。また，学校と家庭，
地域，関係機関が連携し，交通安全対策や防犯・防災対策を強化することにより，児童生徒の安全の確
保に努めます。
●多様で複雑化する児童生徒の不安や悩みに対応する相談体制の充実を図り，いじめや不登校等の問題行
動の未然防止と早期対応に努め，サポート体制の充実を図ります。また，家庭の経済状況等の影響を受
けることなく，学習機会が確保されるよう努めます。
●地域に開かれた学校を目指し，学校教育の場に適した地域の人材の活用により，学校支援体制の充実・
強化を図ります。

＜基本方針４＞
基本方針４＞
生涯にわたる市民の学びや文化芸術活動を目指した学習環境をつくります
●市民が生涯にわたり，いつでも自由に学習を行えるよう，学習の機会の充実を図るとともに，学習成果
を地域や社会のなかで発表・活用し，より充実した学習活動となるよう取り組みます。また，各種団体
間の連携・協働を支援するとともに，学習環境の整備に努めます。
●市民の人生をより豊かなものにするための読書活動を推進します。また，図書館サービスの充実を図ります。
●市民の文化芸術活動の充実に努めるとともに，文化芸術に触れる機会を提供します。また，文化財や地域
に根ざした伝統文化の保護・保存に努めるとともに，その積極的な活用により郷土への愛着を育みます。

＜基本方針５＞
基本方針５＞
生涯にわたる市民のスポーツ活動の活性化を目指したスポーツ環境をつくります
●幼児期から学童期，青年期の子供たちが心身ともに健やかに成長するよう，また，子供の運動・スポー
ツ活動が豊かなものとなるよう，その充実に総合的に取り組みます。
●若者や働く世代が気軽に参加できる施策の強化，高齢者が地域のなかで安全に健康づくりや運動・スポー
ツができる環境の充実，そして障がいがある人もない人も，すべての市民が参加できる環境の整備を図り
ます。
●スポーツ環境の充実を目指し，スポーツ団体活動の支援・充実を図るとともに，指導者やボランティア
の発掘・育成を目指した取組を強化します。また，総合型地域スポーツクラブの充実に取り組みます。
●市民が安全で快適にスポーツ活動を楽しめるよう施設の安全確保に努めるとともに，利用者の利便と質
の向上を目指した施設の整備・充実を図ります。
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施策の体系
＜基本方針 1＞ 子供たちの自主性・自立性を培い、自ら学び、たくましく社会を生き抜く力を育みます。
基本施策

基本方向

主な取組内容
●「特別の教科 道徳」（道徳科）の質の向上

①道徳教育の充実
命を大切にする ②命を大切にする教育の推進
１
心の育成
③人権教育の充実

●命を大切にする教育の充実 ●乳児を持つ親子との交流
●学校教育における人権教育の推進
●学校・家庭・地域社会が連携したボランティア活動の推進

④ボランティア活動の推進
①学校体育の充実
健やかな体の育
２
②食育指導と学校給食の充実
成
③学校保健と健康教育の充実

●体育・スポーツ活動の充実と体力の向上
●小・中学校の食育の推進と学校給食の充実
●食を通じた健康づくりの推進
●学校保健の充実

●健康教育の推進

①自主性・自立性を育成する教育の推進 ●多様な体験活動の推進
社会を生き抜く ②豊かな心と想像力を育む読書活動 ●学校図書館の「読書センター」及び「学習・情報センター」としての機能拡充
３
●読書活動の推進
力の育成
の推進
③危機管理能力の育成

●学校安全教育の充実

①幼児教育の充実

●幼稚園における｢道徳性の芽生え」を培う体験の充実
●園外活動の充実 ●幼児教育研修の充実 ●預かり保育の充実

②幼保小連携の推進

●幼児教育と小学校教育との円滑な接続
●幼児教育と小学校教育の連携の推進

就学前教育の充
４
実

①地域における青少年育成体制の整 ●青少年健全育成活動への支援
●家庭・地域の連携・協力体制の整備促進
備促進
５

次代を担う青少 ②青少年の体験活動の推進
年の健全育成
③青少年の居場所づくり

●社会体験活動の充実 ●地域活動への参加促進
●放課後子どもプランの推進 ●安全・安心な地域環境づくり

④家庭における教育力の向上

●家庭の教育力向上 ●幼稚園における支援 ●学校における支援

＜基本方針２
基本方針２＞
確かな学力の定着を図るとともに活用する力を伸ばし、子供たち一人一人の可能性を広げます。
基本施策

１

確かな学力の定
着

基本方向

主な取組内容

①基礎的・基本的な知識・技能の確 ●主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
●基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得
実な習得と活用する力の育成
●各教科の授業における言語活動の充実

②言語活動の充実

①新しい時代に必要となる資質・能
●「主体的･対話的で深い学び」の実現を目指す授業改善
新たなニーズに
力の育成
２ 対応した教育の
●環境教育の充実 ●国際教育の推進
推進
②特色ある教育の推進
●算数・数学，理科の授業の質の向上 ●郷土教育の充実
３

キャリア教育の
①系統的なキャリア教育の推進
充実

情報活用能力を
４ 育てる教育の充 ①ＩＣＴ教育の推進
実

●体験活動の充実

●地域の担い手の育成

●各小・中学校におけるＩＣＴ機器の整備・充実
●ＩＣＴ機器を活用した授業改善
●一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進

①特別支援教育の充実
●通常の学級における指導の充実 ●教育相談体制の充実
インクルーシブ
５
教育の充実
②ユニバーサルデザインによる教育
●授業のユニバーサルデザイン化 ●基礎的環境整備
の推進

▲幼稚園と小学校の連携による
交流

▲学校の授業風景

▲小川南小学校のイメージ図
（基本設計時点）
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▲文化財等資料展示

▲小美玉スポレクデー

小美玉市
教育振興基本計画
＜基本方針３
基本方針３＞ 地域がもつ特色や実態に合わせたより良い学習環境をつくります。
基本施策

基本方向

主な取組内容

小中一貫教育の ①地域の実態に合わせた小中一貫教 ●小中連携・小小連携の推進
育の推進
１ 推進と学校の適
正規模・適正配置 ②学校の適正規模・適正配置
●地域とともにある学校づくり
教職員の業務の ①教職員の資質能力の向上
●教職員の資質能力の向上
質を高めるため
２
の支援やサポー ②学校の組織力の強化と教職員サポ ●教職員の安全衛生管理 ●校務支援システムの充実
ート体制の充実
ト体制の充実
安全・安心で，地 ①教育施設整備の推進
３ 域とつながる教育
施設整備の推進 ②学校安全対策の推進
いじめや不登校 ①教育相談体制の充実・強化
等，児童生徒の
４
ためのサポート
②学習機会の確保
体制の充実
５

●学校環境の改善
●小美玉学校給食センターと玉里学校給食センターの統合
●学校安全対策の充実
●一人一人の悩みや不安に応じる教育相談・支援体制の確立
●学用品費等の経済的な援助 ●子供の居場所づくり事業の検討

地域に開かれた
①地域の学校支援体制の充実・強化 ●学校教育の充実や地域の教育力の向上
学校の推進

＜基本方針４
基本方針４＞ 生涯にわたる市民の学びや文化芸術活動を目指した学習環境をつくります。
基本施策

基本方向
①生涯学習活動の推進

②学習機会の充実
生涯学習社会の
１
③学習成果の活用
実現
④各種団体の活動支援と指導者の育成
⑤学習環境の整備・充実

主な取組内容
●生涯学習活動への意識醸成
●自主講座など市民主体の学習活動の支援 ●生涯学習情報の提供
●ライフステージに応じた学習機会の提供
●時代のニーズに応じた学習機会の提供
●学習成果を地域で生かせる機会の創出 ●学習成果の発表機会の支援
●各種団体の連絡体制の構築及び強化

●指導者の発掘及び育成

●施設・設備の充実 ●施設の利用促進
●市内外の学習情報の収集と発信

①読書活動の推進
知識の醸成と価
２ 値創造の場の充
②図書館サービスの充実
実

●大人の読書活動の推進

●子供の読書活動の推進

①文化芸術活動の充実
文化芸術の創
３
②文化財の保護と史・資料館の充実
造・発信
③市民の文化芸術に触れる機会の充実

●文化芸術活動の充実 ●歴史・文化関係団体の支援

●図書資料やレファレンスサービスの充実
●図書館等のボランティアの発掘・育成
●資料の適切な整理・保管・保存 ●施設機能や設備の整備

●文化財等の適正な保存・管理 ●展示内容・館外活動の充実
●調査成果の公表及び活用 ●地域文化・伝統の継承
●文化芸術に触れる機会の提供 ●文化ホール事業の充実（３館）

＜基本方針５
基本方針５＞ 生涯にわたる市民のスポーツ活動の活性化を目指したスポーツ環境をつくります。
基本施策

子供のスポーツ
１
機会の充実

基本方向

主な取組内容

①幼児期における運動・スポーツ機 ●幼児期から体を動かす機会づくり
●子供が主体的に取り組む仕組みづくり
会の充実
②子供を取り巻くスポーツ環境の充実

●多様なスポーツに取り組める環境づくり（スポーツのきっかけづくり）
●子供の視点で安全なスポーツ環境の整備

①若者・働く世代に対する運動・ス ●若者・働く世代に対する運動・スポーツの推進
●イベント・スポーツ大会への参加促進
ポーツの推進
２

生涯スポーツ活 ②高齢者に対する運動・スポーツの推進
動の推進
③障がい者に対する運動・スポーツ
の推進
④スポーツ活動情報等の提供

●高齢者の健康づくりの推進（保健・介護との連携）
●イベント・スポーツ大会への参加促進
●障がい者のスポーツ参加機会の推進
●障がい者スポーツに対する理解・啓発
●イベント・教室等の情報提供の拡充 ●活動促進のためのＰＲの工夫

①スポーツ活動を支援する体制の整 ●スポーツ団体の育成・支援 ●スポーツ団体等指導者の育成・確保
●スポーツを支えるボランティアの養成
備
●総合型地域スポーツクラブの育成・支援
３

スポーツ環境の
②特色あるスポーツ施策の推進
充実
③多様なスポーツ交流の推進

４

スポーツ施設の
①スポーツ施設環境の充実
充実

●競技スポーツの支援 ●スポーツ優秀選手等の顕彰
●新たな地域スポーツの創造
●トップアスリートに触れる機会の充実
●スポーツ大会・イベントの推進 ●スポーツツーリズム等の推進
●スポーツ施設の安全確保 ●スポーツ施設の整備・充実
●施設のバリアフリー化の推進 ●施設予約システムの活用
●スポーツ施設への交通アクセス向上

※基本方針４は小美玉市生涯学習推進計画，基本方針５は小美玉市スポーツ推進計画の内容となっています。
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２

計画策定の目的・期間
「小美玉市生涯学習推進計画」は，生涯学習の振興を図り推進体制を整備するための基本的な計画
であり，「小美玉市第２次総合計画」と整合を図りつつ，本市の生涯学習を計画的・体系的に推進す
ることを目的とします。
また，
「小美玉市教育振興基本計画」，
「小美玉市生涯学習推進計画」，
「小美玉市スポーツ推進計画」
の３つの計画は，連携し策定するものとします。
計画期間は，平成 30 年度から平成 39 年度までの 10 年間としますが，社会情勢等により適宜，必
要に応じた見直しを図るものとします。

計画の位置付け
「小美玉市生涯学習推進計画」は，
「教育振興基本計画（第２期・第３期）」，
「第５次茨城県生涯学
習推進計画」の内容を踏まえ，
「小美玉市第２次総合計画」との整合を図り策定するものです。
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小美玉市
生涯学習推進計画
生涯学習の現状

青少年の健全育成について

生涯学習全般について
■生涯学び続けることは必要だと思うか
生涯学び続けることは必要だと思うか

■地域の子どもが主体となる活動に参加しているか

■家庭教育学級
家庭教育学級参加者数
学級参加者数の推移
参加者数の推移
■これまで学んだ知識や技能をどのようなこと
に役立てたいか（トップ３）

図書館について

文化芸術について

■どのくらいの頻度で図書館等を利用するか

■市の伝統文化・民俗・文化財について
市の伝統文化・民俗・文化財について

■各図書館（室）
各図書館（室）蔵書数の推移
室）蔵書数の推移

■３館大ホール稼働率の平均値
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２

基本理念

「教育基本法」第３条では，生涯学習の理念として，「国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊
かな人生を送ることができるよう，その生涯にわたって，あらゆる機会に，あらゆる場所において
学習することができ，その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならな
い。」と規定しています。
小美玉市民の状況を見ると，学ぶ意欲は高い状況にありますが，仕事や塾などで忙しい，きっか
けがつかめないなどの理由により，実際には，学習が行えていない状況にあります。
これら市民の学習意欲を満たすためにも，学習の機会の充実や学習の場を整えるなど，学習に係
る様々な要因について，質を高めていく必要があります。
これにより，市民が自由に学習を行い，仲間とともに，成果を生かせるようになることが理想で
す。このような社会を築いていくために，生涯学習の理念を以下のように示します。

■基本理念■

市民に寄り添う，市民がふれあう，市民の心が豊かになる 生涯学習
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小美玉市
生涯学習推進計画
基本方針
＜基本方針 1＞ 生涯学習社会の実現
市民が生涯にわたって，いつでも自由に学ぶことができるよう，生涯学習社会の実現を目指します。
そのため，生涯学習活動への意識醸成や市民が主体となって取り組む生涯学習活動を支援するととも
に，市民のライフステージ＊1や時代のニーズに柔軟に対応した学習機会の提供・充実，さらには，学習
成果を自分自身や地域に生かすための機会の充実に努めます。
また，市民の学習活動を円滑に進めていくため，各種団体やサークルの活動支援及び指導者の発掘・
育成に努めるとともに，学習にふさわしい環境を創出するため，学習に関する情報の提供や施設・設備
の充実など学習環境の整備・充実を図ります。

＜基本方針 2＞ 知識の醸成と価値創造の場の充実
一人一人の市民が人生をより豊かなものとするため，より多くの市民が読書に親しむための取組や蔵
書の充実を図るとともに，人格形成の重要な時期である幼児期からの読書活動をボランティアと連携し
ながら積極的に推進します。
市民が利用しやすい図書館を目指し，図書資料やレファレンスサービス＊2の充実に努めるとともに，
図書館等のボランティアの発掘・育成，さらには，貴重な郷土資料などをはじめ，所蔵する資料の適切
な整理・保管・保存，ユニバーサルデザイン＊3に配慮した施設機能や設備の向上など，図書サービスの
充実を図ります。

＜基本方針 3＞ 次代を担う青少年の健全育成
「地域の子どもは地域で守る」という理念に基づき，青少年健全育成活動の支援や家庭・地域の連携・
協力を進めるなど，地域における青少年育成体制の整備促進を図るとともに，社会体験や自然体験など
青少年の体験活動を推進します。
児童生徒の放課後の居場所づくりや，地域における交流活動を通した地域環境づくりなど，青少年の
居場所づくりに努めるとともに，保護者が学ぶ機会の提供により家庭における教育力の向上に努めます。

＜基本方針 4＞ 文化芸術の創造・発信
市民の地域に対する愛着や創造力を育みながら，市民と小美玉市が協働で取り組む文化芸術活動の充
実を図るとともに，活動を支える歴史・文化団体への支援に努めます。
地域にとってかけがえのない財産である文化財等の適正な保存・管理に努めるとともに，史・資料館
の展示内容や館外活動の充実，埋蔵文化財の公開など調査成果の公表及び活用を図ります。
「小美玉市まるごと文化ホール計画＊4」の理念に基づき，市民の創造性豊かな文化芸術活動を支援する
とともに，様々な機会を通して市民の文化芸術に触れる機会の充実を図ります。

＊1 ライフステージ：入学，卒業，就職，結婚，子どもの誕生，子どもの独立，退職など人生の節目ごとに段階に分けること。
＊2 レファレンスサービス：職員が様々な資料を使って，調べ物の手伝いを行うこと。事実関係や文献探し等の質問に対して，図書館の資料を使って答え
たり，回答の含まれる情報源を提示・紹介すること。
＊3 ユニバーサルデザイン：年齢や障がいの有無にかかわらず，すべての人にとって使いやすいように設計・デザインすること。
＊4 小美玉市まるごと文化ホール計画：小美玉市の文化ホール 3 館を拠点に，まち全体の元気をどんなふうにつくっていくか。そして 10 年後に向けて
いかに伸ばしていくかを考えた計画。
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２

施策の体系

基本方針

基本施策

基本方向
①生涯学習活動への意識醸成

１ 生涯学習活動の推進

②自主講座など市民主体の学習活動の支援
③生涯学習情報の提供
①ライフステージに応じた学習機会の提供

２ 学習機会の充実
②時代のニーズに応じた学習機会の提供

1.
生涯学習社会の実現
①学習成果を地域で生かせる機会の創出
３ 学習成果の活用
②学習成果の発表機会の支援
４ 各種団体の活動支援と
指導者の育成

①各種団体の連絡体制の構築及び強化
②指導者の発掘及び育成
①施設・設備の充実

５ 学習環境の整備・充実

②施設の利用促進
③市内外の学習情報の収集と発信
①大人の読書活動の推進

１ 読書活動の推進

2.
知識の醸成と
価値創造の場の充実

②子どもの読書活動の推進
①図書資料やレファレンスサービスの充実
②図書館等のボランティアの発掘・育成
２ 図書館サービスの充実
③資料の適切な整理・保管・保存
④施設機能や設備の整備
1 地域における青少年育成
体制の整備促進

3.
次代を担う
青少年の健全育成

①青少年健全育成活動への支援
②家庭・地域の連携・協力体制の整備促進
①社会体験活動の充実

2 青少年の体験活動の推進
②地域活動への参加促進
①放課後子どもプランの推進
3 青少年の居場所づくり
②安全・安心な地域環境づくり
4 家庭における教育力の向上 ①家庭の教育力向上
①文化芸術活動の充実
1 文化芸術活動の充実
②歴史・文化関係団体の支援
①文化財等の適正な保存・管理

4.
文化芸術の創造・発信
2 文化財の保護と史・資料館
の充実

②展示内容・館外活動の充実
③調査成果の公表及び活用
④地域文化・伝統の継承

３ 市民の文化芸術に触れる
機会の充実

①文化芸術に触れる機会の提供
②文化ホール事業の充実（３館）
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生涯学習推進計画
小美玉市
生涯学習推進計画

施策の方針
●市民の生涯学習活動を支援するために，生涯学習関連施設や機関等と情報を共有し，市民への提供に
努めます。
●社会教育主事などの専門職員の確保，資質の向上を図るとともに，ボランティアや市民活動とのネット
ワーク化を進め，地域における人材の育成を図ります。生涯学習推進体制の機能の充実に努めます。
▲ふれあい事業（自然観察教室）

●市民が必要とする「いろいろな」学習機会に触れることができるよう，市民のライフスタイルやニー
ズを把握し，各種講座・研修など学習機会の充実を図り，市民自らの意識を高め，市民同士が相互に
学びあえる環境を提供することを目指します。
●市民が生涯学習で得た知識や技能を展示会等で発表したり，ボランティア活動や市民活動に生かすな
ど，地域における課題の解決やまちづくりに生かせる機会を創出します。
▲作品展

●各種機関・団体と連携を図り，多様化する課題を把握・整理するとともに，情報を共有し課題解決に
向けて取り組みます。
●学習の成果を生かした活動などを支援する指導者を発掘・育成していきます。
●市民のニーズに沿った施設の整備・施設利用のあり方等について検討し，活動しやすい環境の充実に
努めます。
●施設までの移動手段の利便性，市民が必要とする学習情報をよりわかりやすく総合的に提供する体制
の整備に努めるなど，各種学習環境の整備を進めます。

▲図書館児童コーナー

●市民がより豊かな知識を享受することができるよう，それぞれのステージに応じた本に親しむ機会を
提供します。

●ボランティアによる活動を支援するとともに，人材の発掘及び育成に取り組みます。
●市民の学習意欲を支援する施設として，市民のニーズに応えた蔵書・サービスを提供するため，提供
できる図書の拡充に努めるとともに，資料の適切な管理・収集を行います。
●市民の学習意欲に応える相談やアドバイスの充実や，ユニバーサルデザイン等に配慮した施設・設備
の整備を行います。

▲ブックスタート

●次代を担う青少年が，心身ともにたくましく成長できるまちを目指し家庭，地域，学校や関係団体が
連携し地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組みます。
▲七つの祝い式典

●学校や家庭，地域社会と連携し，子どもの成長過程における社会体験などの体験活動を推進します。
●青少年の地域の行事やイベントへの参加を促進し，地域の人々との触れあいを通して地域社会の一員
としての自覚を促します。
●児童が放課後等を安全に安心して活動できる場所を提供します。
●子どもたちが地域の人々と交流し見守られながら，安全・安心に過ごせる環境づくりを推進します。
▲ジュニアリーダー研修会

●家庭・地域と連携し，子どもたちの人や物，出来事との豊かな関わりを計画的に推進します。
●音楽や演劇など文化芸術活動の活性化，地域性を生かした小美玉らしい文化芸術の創造・発信します。
●ボランティアなどの協力を得ながら文化財や無形民俗文化財などを適切に保存・活用し，地域の歴
史・文化を継承していきます。

●市指定文化財等の保存・修理等を推進するとともに，周知や情報発信などにより活用を図ります。
●開発事業等にともなう埋蔵文化財行政については，｢把握・周知｣，｢調整｣，｢保存｣，｢活用｣を重視し
た保護体制を整備します。
●調査・研究の成果を反映した展示会や市民のニーズに即した教育普及事業を推進します。
●郷土芸能や無形民俗文化財，地域の伝統行事を保存・継承します。

▲立延の盆綱

●文化ホール 3 館が特徴を生かした自主事業を展開するとともに，子どもたちを対象とした各種事業
を推進していきます。
●文化芸術に対して無関心な層にも受け入れられるように，多様な企画の創出や広報の充実を図ります。
▲歴史探訪講座
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３

計画策定の目的・期間
「小美玉市スポーツ推進計画」は，平成 23 年に「スポーツ振興法」を全部改正し，制定された「ス
ポーツ基本法」に基づいた計画であり，「小美玉市第２次総合計画」と整合を図りつつ，本市のスポ
ーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とします。
また，
「小美玉市教育振興基本計画」，
「小美玉市生涯学習推進計画」，
「小美玉市スポーツ推進計画」
の３つの計画は，連携し策定するものとします。
計画期間は，平成 30 年度から平成 39 年度までの 10 年間としますが，社会情勢等により適宜，必
要に応じた見直しを図るものとします。

計画の位置付け
「小美玉市スポーツ推進計画」は，「スポーツ基本計画」，「茨城県スポーツ推進計画」の内容を踏
まえ，
「小美玉市第２次総合計画」との整合を図り策定するものです。
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小美玉市
スポーツ推進計画

生涯学習推進計画
運動・スポーツの現状

子どものスポーツ活動について

生涯スポーツ活動について

■スポーツをするのは
スポーツをするのは好きか
をするのは好きか（児童生徒）

■現在運動や
現在運動やスポーツ
運動やスポーツをしているか（全体）
スポーツをしているか（全体）

■平成28
平成28 年度Ｔスコア※による男女別体力テスト
の結果（小美玉市平均値・県平均値比較）

■現在行っているスポーツ（トップ３）

※Ｔスコア：県平均値を 50 としたときの，各学校平均値の偏差値

スポーツ施設について

スポーツ環境について

■平成 28 年度主要スポーツ施設利用者数
年度主要スポーツ施設利用者数

■市主催のスポーツ大会
市主催のスポーツ大会（
のスポーツ大会（イベント）等
イベント）等について

■総合型地域スポーツクラブ会員数
（平成 25 年度開設：現在１クラブ）

※農村環境改善センターは
プール・多目的ホール利用者のみの合計
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３

基本理念と６つの視点

『スポーツは，世界共通の人類の文化である』
これは，「スポーツ基本法」の前文の冒頭の文章です。
また，
「スポーツ基本法」では，
「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは，全ての人々
の権利」であり，「日常的にスポーツに親しみ，スポーツを楽しみ，又はスポーツを支える活動に
参画することのできる機会が確保」されるべきとしています。
小美玉市の市民は，運動やスポーツをどう受け止めているでしょうか。
本市のスポーツをめぐる現状を見ると，スポーツが好きな市民，スポーツをやりたい市民はたく
さんいるのに，実際に取り組んでいる人は少ないという状況です。
また，子どものスポーツをめぐる現状を見ると，スポーツが好きな子どもは７割近くいるのに，
自分が運動不足だと思っている子どもが５割近くいるという状況です。
子どもから大人まですべての市民が運動・スポーツをもっと好きになり，興味があるスポーツに
気軽に取り組めるように，また，スポーツを通した交流が地域の活力につながるように，
「スポー
ツ基本法」の基本理念を踏まえながら，本市の「スポーツ推進計画」の基本理念を以下のように示
します。

■6 つの視点■
◇生涯にわたり，いつでも，どこでもスポーツを楽しもう！
◇学校，スポーツ団体，家庭及び地域の活動を連携させよう！
◇スポーツを通して，地域や世代間の交流を進めよう！
◇市民のスポーツによる健康づくりと安全なスポーツ環境をつくろう！
◇障がい者がスポーツに取り組むために必要な配慮や啓発を進めよう！
◇スポーツに対する市民の幅広い理解の醸成と支援に努めよう！

■基本理念■

スポーツで創ろう 元気なまち
～誰もが，いつでも・どこでも・いつまでも！
生涯にわたるスポーツライフの実現～
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小美玉市
スポーツ推進計画

生涯学習推進計画
基本方針

＜基本方針１＞ 子どものスポーツ機会の充実
幼児期から学童期，青年期の子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう，また，子どもの運動・
スポーツ活動が豊かなものとなるよう，子どもの体育・スポーツ活動の充実に総合的に取り組みます。
そのため，学校における運動・スポーツを中心としながら，幼児期から学童期まで，子どもの年齢や
学年に合わせた体育・スポーツ活動の充実を目指します。
また，子どもたちが楽しく安全にスポーツができるよう，子どもを取り巻くスポーツ環境の充実を目指
すとともに，より多くのスポーツにチャレンジできる場と機会を提供します。

＜基本方針２＞ 生涯スポーツ活動の推進
小美玉市の市民が生涯にわたって，運動・スポーツ活動に気軽に取り組むことができるよう，市民のライフ
ステージ＊1に対応した施策を推進します。
特に，参加率が低い若者や働く世代が気軽に参加できるような施策の強化を図るとともに，ユニバーサルデ
ザイン＊2に配慮しながら，高齢者や障がい者が安全に健康づくりやイベント・スポーツ大会に参加できる環境
の充実を目指します。
さらに，市民がスポーツをもっと好きになるよう，スポーツに対する意識醸成に努めるとともに，小美玉
市のスポーツイベントやスポーツ施設に関する情報が市民に届くよう，運動・スポーツ普及のためのＰＲ・啓
発の強化を図ります。

＜基本方針３＞ スポーツ環境の充実
小美玉市のスポーツ環境の充実を目指し，スポーツ団体活動の支援・充実を図るとともに，スポーツ団体等
指導者の発掘・育成，ボランティアの発掘・育成を目指した取組を強化します。
また，小美玉市のスポーツ活動の拠点となる総合型地域スポーツクラブ＊3の充実に取り組むとともに小美玉
市特有の取組である競技スポーツ・トップアスリート＊4の支援や，市内の優秀選手等の顕彰を行います。
さらに，小美玉市の地域性を生かした新たな地域スポーツの充実を目指すとともに市内のスポーツ資源を活用
し，実施可能なスポーツ大会・イベント，合宿等の誘致や，トップアスリートとふれあう機会を充実させるなど，
様々なスポーツ交流を図ります。

＜基本方針４＞ スポーツ施設の充実
市民が安心して運動・スポーツ活動を行えるよう，施設の点検整備などスポーツ施設の安全確保に努めると
ともに，利用者の利便及び質の向上を目指した施設の整備・充実を図ります。
また，小美玉市における質の高いスポーツ活動を実現するため，スポーツ施設の整備を長期的な視点で検討
します。
さらに，誰もが利用しやすいスポーツ施設を目指し，施設のバリアフリー化や施設予約システムの充実に努
めるとともに，スポーツ施設への交通アクセスの向上を目指します。

施策の体系
＊1 ライフステージ：入学，卒業，就職，結婚，子どもの誕生，子どもの独立，退職など人生の節目ごとに段階に分けること。
＊2 ユニバーサルデザイン：年齢や障がいの有無にかかわらず，すべての人にとって使いやすいように設計・デザインすること。
＊3 総合型地域スポーツクラブ：地域の人々に年齢，興味・関心，技術・技能レベル等に応じた様々なスポーツ機会を提供する，多種目，多世代，多志向
のスポーツクラブ。市内には小美玉スポーツクラブが設立。（平成 29 年度現在）
＊4 トップアスリート：世界選手権大会等において好成績を収めているアスリートや，中央競技団体の強化選手など。
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基本方針

基本施策

基本方向

１ 幼児期における運動・スポーツ
１．
子どもの
スポーツ
機会の充実

機会の充実

①幼児期から体を動かす機会づくり
②子どもが主体的に取り組む仕組みづくり
①児童生徒の心身の健康づくり

２ 学校体育・スポーツ活動の充実

②体力・運動能力の向上
③運動部活動の充実

３ 子どもを取り巻くスポーツ環境の
充実

①多様なスポーツに取り組める環境づくり
②子どもの視点で安全なスポーツ環境の整備
①若者・働く世代に対する運動・スポーツの推

１ 若者・働く世代に対する運動・
進

スポーツの推進
２．
生涯
スポーツ
活動の推進

②イベント・スポーツ大会への参加促進
①高齢者の健康づくりの推進

２ 高齢者に対する運動・
スポーツの推進

②イベント・スポーツ大会への参加促進
①障がい者のスポーツ参加機会の推進

３ 障がい者に対する運動・
スポーツの推進

②障がい者スポーツに対する理解・啓発
①イベント・教室等の情報提供の拡充

４ スポーツ活動情報等の提供
②活動促進のためのＰＲの工夫
①スポーツ団体の育成・支援
②スポーツ団体等指導者の育成・確保

１ スポーツ活動を支援する体制の整備
③スポーツを支えるボランティアの養成

３．
スポーツ
環境の充実

④総合型地域スポーツクラブの育成・支援
①競技スポーツの支援
②スポーツ優秀選手等の顕彰

２ 特色あるスポーツ施策の推進

③新たな地域スポーツの創造

３ 多様なスポーツ交流の推進

①トップアスリートに触れる機会の充実
②スポーツ大会・イベントの推進
③スポーツツーリズム等の推進
①スポーツ施設の安全確保

４．
スポーツ
施設の充実

１ スポーツ施設環境の充実
②スポーツ施設の整備・充実
①施設のバリアフリー化の推進
②施設予約システムの活用

２ スポーツ施設の利用度向上
③スポーツ施設への交通アクセス向上
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４

小美玉市
スポーツ推進計画

生涯学習推進計画

施策の
施策の方針
●幼児期からの継続的なスポーツ活動の推進など，子どもを取り巻くスポーツ環境の充実に
努めます。
▲プレ・すぽ～つ教室

●生涯にわたる豊かなスポーツライフ及び健康の保持増進の基礎を培う学校体育・スポーツ
活動の充実に努めます。

●総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団などの地域におけるスポーツ活動を支援し，
▲夢の教室

子どもたちが気軽に様々な運動・スポーツを体験できる環境の整備・充実に努めます。

●健康・体力の保持増進，運動やスポーツを日常的に取り組める環境の構築及び若者・働く世
代などそれぞれのライフステージに対応した施策の充実に努めます。

●高齢者の活動機会の増加や健康・体力の保持につながるよう，各種スポーツ活動等への支援
▲総合型地域スポーツクラブ

に努めるとともに，健診受診者への適切な保健指導を行い，生活習慣病の予防等に努めます。

●障がい者スポーツに対する理解・啓発を深めていくとともに，障がいがある人もない人も誰
もがスポーツに親しみ，楽しめるよう，環境の整備・充実を図ります。

●市民が生涯にわたり，運動やスポーツ活動に気軽に取り組むことができるよう，イベント・
教室等の情報を適切な媒体で積極的に発信していきます。

▲高齢者のスポーツ活動

●市民が日常的・継続的に運動・スポーツが行えるよう，スポーツ環境の充実を目指し，ス
ポーツ団体の支援・充実を図ります。
▲障がい者スポーツレクリエーション教室

●競技スポーツの支援に努めるとともに，地域性を生かした新たな地域スポーツの充実，ス
ポーツ交流を図ります。

▲小美玉スポレクデー

●市内のスポーツ資源を活用し，実施可能なスポーツ大会，イベントやスポーツ合宿などを
誘致し，スポーツ交流の推進に努めます。

●市民が安心して運動・スポーツ活動を行えるよう，施設の点検整備などスポーツ施設の安
全確保に努めるとともに，利用者の利便を図るための施設・設備の充実を図ります。
▲玉里運動公園

●誰もが利用しやすいスポーツ施設を目指し，施設のバリアフリー化の促進や施設利用シス
テムの向上に努めるとともに，スポーツ施設への交通アクセスの向上を図ります。

▲小川海洋センター

教育振興基本計画の指標
19

考え方・根拠

H28 実績

H34 目標

自尊感情の状況

「自分にはよいところがあると思う」児童・生徒の
割合の向上を目指す

小 79.4％
中 65.6％

小 85.0％
中 70.0％

赤ちゃんふれあい体験事業の参加者数

各会場の受入数の上限を目標値に，参加者増を目指
す

69 人

79 人

人権教育に関する校内研修会の実施回数

学校教育における教員の人権意識を高めるため，実
施回数の増を目指す

１回

３回

ボランティア活動への参加状況

ボランティアに参加したことがある児童生徒の割
合の増を目指す

体力テストにおける段階別総合評価

段階別総合評価がＡ＋Ｂの児童生徒の割合の増を
目指す

小 62.8％
中 68.1％
小 59.1％
中 60.1％

小 65.0％
中 70.0％
小 65.0％
中 65.0％

55％

56％

2.4 項目

３項目

100％

100％

０％

100％

指標名
基本方針１

学校司書の配置状況

食に関する理解，関心を高めるため，地場産品の割
合の増を目指す
歯と口の健康のために実施する事業項目の増を目
指す
自然教室を通して自立心が養われた学校の割合の
維持を目指す
学校司書が配置されている学校の割合の増を目指
す

家庭や地域と連携した防災訓練の実施
率

家庭との引き渡し訓練や防災訓練を実施した学校
の割合の維持を目指す

100％

100％

集団遊びの年間計画の作成率

公立幼稚園で集団遊びの年間計画を作成している園
の割合の維持を目指す

100％

100％

幼保小のステップ値

連携から接続へのステップアップを目指す

ステップ２

ステップ３

「青少年の健全育成に協力する店」の登録
件数

「青少年の健全育成に協力する店」の登録件数の増
を目指す

25 件

30 件

子ども議会の実施数

議会活動の一部を体験する子ども議会開催回数の
維持を目指す

１回

維持

市内及び特別巡回パトロールの実施回
数

市内巡回パトロール，特別巡回パトロール実施回数
の増を目指す

24 回

26 回

家庭教育学級の実施率

家庭教育学級を実施する市内の保育園，幼稚園，小
学校の増を目指す

93.5％

96.8％

学力診断のためのテストの平均正答率

学力診断のためのテスト４教科（小６）の平均正答
率の増を目指す
学力診断のためのテスト５教科（中３）の平均正答
率の増を目指す

小 71.1％
中 60.4％

小 73.0％
中 63.0％

言語活動の充実に向けた取組状況

言語活動に学校全体で取り組んでいる学校の割合の小
は増，中は維持を目指す

小 91.6％
中 100％

小 100％
中 100％

校内研修の実施回数

校内研修を年３回以上実施している学校の割合の
維持を目指す

100％

100％

国際的な活動を志す児童生徒の割合

留学や国際的な仕事に就いてみたりしたい児童生
徒の割合の増を目指す

小 28.7％
中 27.7％

小 35.0％
中 35.0％

職場体験の実施状況

３日以上職場体験に参加した中学校２年生の割合
の増を目指す

91.0％

100％

ＩＣＴ機器を活用した授業の時間数

ＩＣＴ機器を活用した授業時間数の増を目指す

３時間／週

10 時間／週

個別の指導計画及び個別の教育支援計
画の作成率

特別支援教育において個別の指導計画・教育支援計画
の作成率の増を目指す

72.7％

100％

「授業内容が分かる」児童生徒の割合

国語，算数・数学の授業の内容が分かる児童生徒の
割合の増を目指す

小 82.9％
中 71.6％

小 85.0％
中 73.0％

学校給食で使用する地場産品の割合
歯と口の健康に関する事業の実施状況
自然教室のアンケート結果

基本方針２
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指標・重点取組

「目指す姿」の実現のため「指標」を定めました。ここではその目標値を示しています。

指標名

考え方・根拠

H28 実績

H34 目標

小中連携・小小連携に係る事業や研修
会の実施状況
小学校の適正規模校の割合

学校統合に係る連携事業や研修会を開催している
中学校区の増を目指す
「小中学校規模配置適正化計画」に基づき，学校
規模の適正化を目指す

１中学校区
（玉里）
41.7％
（12 校中５校）

４中学校区
（全中学校）
66.7％
（９校中６校）

学校課題に即した校内研修の実施

年間１回以上実施する学校の割合の増を目指す

75％

100％

教職員に対するストレスチェックの実施
回数

教職員のストレスチェックによる職場改善の定期
的実施を目指す

未実施

１回

０％

100％

１回

１回

小 0.48％
中 3.36％

小 0.2％
中 2.8％

２回

３回

225 名

250 名

基本方針３

就学援助に関する周知の頻度

学校施設ごとに長寿命化計画を作成することを目
指す
学路合同点検と通学路危険箇所の解消に向けた検
討会議の継続を目指す
生徒指導上の諸問題に関する調査結果での出現率
の減を目指す
進級時に資料配布などを行うなど，周知回数の増
を目指す

学校支援ボランティアの登録者数

学校支援ボランティアの年間登録者数の増を目指
す

学校施設の長寿命化計画の策定率
通学路合同点検の実施回数
不登校児童生徒（30
不登校児童生徒（30 日以上欠席）の
出現率

基本方針 4
自主講座団体数

市民自らが行う自主講座団体数増を目指す

153 団体

160 団体

市民講座［定期］の講座数

市民と行政が行う市民講座数の増を目指す

33 講座

41 講座

人材バンクの登録者数

学習成果の活用・活躍の場としての人材バンク登
録者数の増を目指す

34 名

37 名

指導者の育成（会議開催回数）

公民館施設利用者会議等の実施数の増を目指す

２回

４回

公共バス（循環バス）の利用者数

公共バス（循環バス）の利用者数の増を目指す

図書館講座
郷土資料のデジタル化数

市民の読書活動を推進する図書館を利用した講座
の実施を目指す
映像等で市民に公開するための郷土資料のデジタ
ル化を目指す

市内循環20,244 人 市内循環22,000 人
地域循環2,704 人 地域循環3,500 人

－

３講座

－

10 点

398 人

450 人

市内３館の委員会や文化ボランティ
アなどの住民参画者数

住民参加・住民参画者数の増を目指す

特別展・企画展等の開催数

地域の伝統文化の継承のための特別展・企画展等の開
催回数の維持を目指す

３回

維持

各サポーターの住民参画者数

文化ホール（３館）の活動をサポートする住民参
画者数の増を目指す

212 人

230 人

5,783 人

6,400 人

８種目

９種目

基本方針 5

スポーツ少年団活動支援

未就学児を対象とするプレ・すぽ～つ教室の延べ
参加者数の増を目指す
スポーツ少年団の活動を支援し，団として活動す
る種目数の増を目指す

若者世代を対象としたスポーツ教室

若者世代を対象にしたスポーツ教室・イベントの
開催を目指す

－

２回

健康づくりを目的とした教室の参加
者数（延べ）

高齢者大学で実施している健康づくりを目的とした教
室の参加者数の増を目指す

482 人

500 人

小美玉スポレクデーの参加者数

小美玉スポレクデーの参加者数の増を目指す

4,378 人

5,900 人

お友達登録者数（累計）

ＬＩＮＥアカウントのお友達登録者数の増を目指す

1,832 人

3,000 人

体育協会加盟団体会員数

情報媒体を用いて積極的にＰＲをし，会員数の維
持継続を目指す

3,150 人

維持継続

スポーツ優秀選手・団体表彰数

全国レベルで活躍する市民を支援。表彰選手数，
団体数の増を目指す

団体９団体
個人 26 人

団体12 団体
個人30 人

トップアスリートスポーツ教室の開
催数

トップアスリートを招聘したスポーツ教室の開催
数増加を目指す

４回

５回

スポ—ツ施設利用者数（年間延べ）

施設・設備の充実を図り，利用者数の増を目指す

173,900 人

207,600 人

プレ・すぽ～つ教室参加者数
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４
－これから重点的に行う取組と実現のための指標を定めました－

生涯学習推進計画の重点取組

重点取組

指標

現況

市民講座等の内容充実

５年後

10 年後

充実を図る

自主講座団体育成

自主講座団体数

153 団体

160 団体

170 団体

高齢者大学

参加者数

1,425 人

1,530 人

1,560 人

市民講座［定期］

講座数

33 講座

41 講座

47 講座

人材バンクの登録

登録者数

34 名

37 名

40 名

生涯学習活動関連機関・団体等との連絡体制の構築・強化

強化を図る

施設・設備の充実

充実を図る

指導者の育成

会議開催回数

２回

４回

６回

図書館講座

講座数

－

３講座

６講座

おはなし会

参加者数

601 人

700 人

800 人

ブックスタート

参加者数

363 人

380 人

400 人

レファレンスサービス

レファレンス数

1,107 件

2,000 件

2,500 件

ブックスタートボランティアの育成

ボランティアの人数

26 人

30 人

40 人

読み聞かせ講座

ボランティアの人数

40 人

50 人

60 人

郷土資料のデジタル化

公開資料数

－

10 点

50 点

図書館（室）の施設の整備

充実を図る

七つの祝い式典

充実を図る

家庭・地域の連携・協力体制の整備促進

充実を図る

子ども議会

実施数

１回

維持継続

維持継続

市内及び特別巡回パトロール

実施回数

24 回

26 回

28 回

家庭教育学級の実施

実施率

93.5%

96.8%

100.0%

文化芸術活動の推進体制

住民参画者数

398 人

450 人

470 人

音楽を楽しむ事業の推進

実演家と舞台人数

28 人

30 人

35 人

市民文化祭事業

市民文化祭参加者数

6,731 人

6,900 人

7,000 人

収蔵施設の確保

充実を図る

常設展示リニューアル事業
常設展示リニューアル事業

リニューアルを図る

出土品展の開催

開催数

１回

維持継続

維持継続

鑑賞事業

３館の入館者，利用者数

195,460 人

220,000 人

225,000 人

創造事業

実行委員会登録者数

152 人

170 人

200 人

育成事業

創作団体数

３団体

４団体

５団体

コスモスプロジェクト

入館者，利用者数

1,703 人

1,900 人

2,100 人

実施回数

54 回

維持継続

維持継続

入場者数

1,279 人

1,300 人

1,400 人

学校芸術鑑賞事業・
学校アクティビティ事業
マタニティ・コンサート事業，
おやこ DE 事業
文化ホール・サポーター事業

各サポーターの住民参画者数

212 人

230 人

250 人

小美玉市まるごと文化ホール計画
推進事業

稼働率の平均値

78.8%

79.0%

79.2%
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指標・重点取組
－これから重点的に行う取組と実現のための指標を定めました－

スポーツ推進計画の重点取組

重点取組
重点取組

指標

現況

５年後

10 年後

5,783 人

6,400 人

7,000 人

12 校

全校

全校

（児童）59.1％
（生徒）60.1％

（児童）65.0％
（生徒）65.0％

（児童）70.0％
（生徒）70.0％

プレ・すぽ～つ教室

教室参加者（延べ）

夢先生派遣事業

夢の教室開催校数

体力の向上

体力テストの総合評価が上位
（Ａ＋Ｂ）の児童生徒の割合

総合型地域スポーツクラブ活動支援

スポーツ教室の実施会場数

７か所

10 か所

16 か所

スポーツ少年団活動支援

スポーツ少年団の種目数

８種目

９種目

10 種目

若者世代を対象としたスポーツ教室

教室の開催数

－

２回

４回

働く世代を対象としたスポーツ教室

教室の開催数

５回

８回

12 回

若者世代を対象とした各種イベントの
開催

成人の週１回以上の運動・スポ
ーツ実施率

35.7％

48.0％

56.0％

働く世代を対象とした各種イベントの
働く 世代を対象とした各種イベントの
開催

成人の週１回以上の運動・スポ
ーツ実施率

35.7％

48.0％

56.0％

高齢者大学

健康づくりを目的とした教室の
参加者数（延べ）

482 人

500 人

600 人

障がい者スポーツ体験イベント

小美玉スポレクデー参加者数

4,378 人

5,900 人

7,500 人

ＬＩＮＥを利用した情報発信

お友達登録者数（累計）

1,832 人

3,000 人

5,000 人

転入者へＬＩＮＥ勧誘チラシの配布

充実を図る

体育協会支援

体育協会加盟団体会員数

3,150 人

維持継続

維持継続

スポーツ少年団支援

スポーツ少年団団員数

485 人

維持継続

維持継続

総合型地域スポーツクラブの利用促進

市内における総合型地域スポー
ツクラブ会員の割合

0.62％

1.0％

1.5％

スポーツ優秀選手・優秀団体表彰

スポーツ優秀選手・団体表彰数

（団体）９団体
（個人）26 人

（団体）12 団体
（個人）30 人

（団体）15 団体
（個人）40 人

トップアスリートスポーツ教室

教室の開催数

４回

５回

８回

スポーツ・レクリエーション・イベント
等の開催

小美玉スポレクデー参加者数

4,378 人

5,900 人

7,500 人

施設改修計画（長寿命化計画）の策定

策定する

スポーツ施設等の設備更新・整備

充実を図る
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