基本方針 ４ 人を育み心豊かな暮らしができるまちづくり

基本施策１

学校教育

施策のめざす姿
●「豊かな心」を土台とした社会で生きていく力を身に付けた子どもが育っています。
●教育内容等の変化に対応した多様な学習活動が実施されています。
●教育施設の整備と地域との連携が進み、安全で快適な学校生活を送っています。

現状と課題
●情報化やグローバル化など、社会の変化が急激に進む中で、予測困難な社会で生きていく力の土
台となる、「豊かな心」を育成する必要があります。
●授業公開や交流会などを通じて、保育所・幼稚園・小学校・中学校の連携を進めていますが、学
力・体力の向上、人権教育の推進、途切れのない発達支援等を継続的・計画的・効果的に進める
ための体制づくりが必要です。
●教職員の資質・能力の向上を進めるために、本町教育委員会主催の研修会の実施、教育研究員
制度の活用等を行ってきましたが、ＩＣＴ教育、外国語教育、特別支援教育など様々な教育課題に
対応できる力をより一層育成していく必要があります。
●核家族化や共働き家庭の増加など、社会の変化や動向に伴う教育・保育に対するニーズを踏ま
え、よりよい幼稚園のあり方について検討する必要があります。
●園・学校施設へのエアコン設置や体育館照明の LED 化など、施設の整備・充実に取り組んできま
したが、中学校の建て替えをはじめとして、各施設の整備・充実をさらに進める必要があります。
●安全・安心な学校給食の提供に努めてきましたが、安定した人員の確保等を進めるために、給食
センターの民間委託や中学校給食のあり方など、検討を進める必要があります。

目標値
指

標

現状値
2020 年

目標値
2025 年

2030 年

79
「自分にはよいところがある」について
肯定的回答（％）
積算根拠：全児童・生徒向けのアンケート調査による
80
授業に対する満足度（％）

積算根拠：全国学力調査受験者対象のアンケート調査
による
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施策内容
① 「豊かな心」が培われる教育の充実
・「豊かな心」を土台とした社会で生きていく力の育成をめざし、未来を切り拓く資質・能力の育
成を図ります。
・一人ひとりを大切にする、きめ細かな指導・支援の充実を図ります。
・経済的理由で就学が困難な子どもが、平等に教育を受けられるように支援します。
【主な事業】
事業名
豊かな心を育成する事業
基礎学力充実講師配置事業
学力到達度検査・学級満足度調査
保幼小中連携推進事業
外国語教育指導事業
特別支援教育体制づくり推進事業
不登校支援事業
外国人児童生徒教育推進事業
就学支援事業

事業内容
読書活動の推進、法教育などを通して豊かな心の育成を
図ります。
きめ細かい学習指導を行うために、非常勤講師等を小中
学校へ配置します。
児童生徒の学力や生活実態を把握する調査を行い、系
統性のある指導を行います。
保幼小、小中の接続を意識した活動の充実を図ります。
外国語活動・教育の充実を図るために、外国人英語指導員
（ＡＬＴ）を配置します。
幼稚園・小中学校に支援員を配置します。
学校に行きにくい児童生徒の登校に向けた効果的な支援
を行うために、不登校支援員を配置します。
外国人児童生徒への日本語指導や学校生活への適応指
導を行います。
経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し
て、学用品や給食費等を助成します。

② 教師の学びを支える研修の充実
・学校・園の教育力の向上のため、教職員の学ぶ機会を保障します。
・「授業を開く・学級を開く」ことにより、保育・授業の改善を進めます。
【主な事業】
事業名

事業内容
学力向上アドバイザー等からの専門的な指導・助言を受け
ることにより、教員の授業力の向上を進めます。
幼稚園教諭及び保育士の資質向上を図るために、就学
前教育アドバイザーを配置します。
授業力向上や授業改善のために、授業研究を中心とした
研修を進めます。

学力向上推進事業
就学前教育支援事業
教職員研修事業

③ 園・学校施設の整備・充実
・教育内容の変化に対応した施設の確保及び老朽化した施設の整備を図ります。
【主な事業】
事業名
ＩＣＴ環境整備事業
中学校整備事業

給食センター運営業務の民間委託

事業内容
ＩＣＴを学習の手段として活用していく力の育成を図るため
に、ＩＣＴ環境の整備・充実を図ります。
中学校の施設・設備の老朽化が進んでいます。生徒が安
心安全に学習できる教育環境を整えるため建て替えを進め
ていきます。
安定した学校給食の提供のため、調理業務の効率性を高
め、緊急時に調理員の人員配置が豊富な民間業者への委
託に向けて調査・研究を行い、民間委託を進めます。

■関連計画
川越町教育基本方針

川越町子ども・子育て支援事業計画
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基本方針 ４ 人を育み心豊かな暮らしができるまちづくり

基本施策２

生涯学習

施策のめざす姿
●住民が気軽に様々な学びやスポーツに触れることができ、また、地域のなかで学び教え合うこ
とで生涯にわたって生きがいや意欲を持続させ、豊かな心を土台とした様々な活動が活発に展
開されています。

現状と課題
●中央公民館を拠点に、一般講座のほか子ども教室や 60 歳以上を対象とした蛍雪学園といった幅
広い世代に向け、多様なニーズに応じた講座を実施しています。今後もさらに魅力ある生涯学習
の機会を提供するとともに、講座や教室に必要な講師の確保・育成が求められます。
●あいあいセンター図書室は閲覧場所が狭く蔵書を保管するスペースが不足していることから、蔵書
スペースの確保や環境の改善、きめ細やかなサービスを提供するなど図書室としての機能をさらに
充実する取り組みが必要です。
●次世代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、青少年育成町民会議が三世代ふれあい
活動、子ども 110 番の家等の取り組みを行っていますが、地域とのつながりが希薄化しているた
め、さらなる世代間交流の活性化と、新たな担い手の育成が求められます。
●地域における青少年の健全育成や子どもの活動と交流機会の提供を目的とし、子ども会やスポー
ツ少年団といった青少年を育成する団体の活動支援を行っています。今後も活動内容の PR 等に
より会員・団員数の確保に取り組むとともに、指導者の育成等、活動促進のための支援を行う必要
があります。
●体育協会によるスポーツ大会においては、大会数の減少や参加者の固定化が進んでいるため、新
たな参加者を創出するメニューの提案や参加しやすくする仕組みづくりが必要です。
●運動が苦手な小学生を対象としたスポーツ教室を開催するなど、今後もスポーツの楽しさを感じる
ことのできる取り組みを継続するとともに、それぞれのレベルにあった教室や新たな種目のスポーツ
教室を開催し、子どもの頃からスポーツに親しむ機会をつくっていく必要があります。
●文化活動の推進に向け、あいあいホールでは自主公演事業を年間６回開催し、住民が文化・芸術
にふれる機会を提供しています。しかし、公演内容によっては入場者が少ない時もあり、より多くの
方に来場してもらえるよう公演内容の工夫が必要です。
●町の歴史を後世に伝える資料や情報の収集を進めていますが、世代交代による資料の散逸や伝
承者の高齢化により記憶の風化が進むことが考えられ、資料等の収集を急ぐ必要があります。
●各施設の老朽化が進んでいる中で、住民の学びやスポーツ活動の拠点として、今後も安全で快適
に利用できる環境を整えていくため、設備更新や施設改修による長寿命化、バリアフリー化等の対
策について計画的に進めていく必要があります。
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目標値

指

標

現状値
2020 年

目標値
2025 年

2030 年

80
90
100
生涯学習講座定員に対する定員
達成率（％）
積算根拠：目標値 100％に向けて等分した。
図書貸出冊数（冊）
（うち住民の貸出冊数）
青少年育成活動参加者数（人）

75,000
（50,000）

80,000
（55,000）

85,000
（60,000）

積算根拠：年間 1000 冊の貸出増をめざす。
1,800

1,950

2,100

積算根拠：年間 30 人の増加をめざす。

27
30
33
スポーツ・レクリエーションイベント、
大会等の開催数（回）
積算根拠：スポ推 7＋4、体協 20＋2 の増をめざす。
自主事業のチケット販売率（％）

75

85

100

積算根拠：目標値 100％に向けて等分した。

施策内容
① 生涯学習の充実
・住民の生涯学習ニーズを適切に把握しながら、子どもから高齢者まで幅広い住民を対象に多
様な講座を提供し、より多くの人が様々な学習活動にいきいきと取り組むことのできる環境づ
くりを進めていきます。
・学習成果を活かす場（発表の場、受講者が指導者として活動する場）を提供し、住民の活動
意欲を高め、住民の自主的な学習活動を支援します。
・住民が生涯学び続けたいと感じる学びの場を提供するため、利用者のニーズに応じた生涯学
習施設の計画的な整備を進めます。
【主な事業】
事業名
生涯学習講座開設事業

事業内容
幅広い年齢層を対象に各種講座を開設します。

② 図書室の機能の充実
・家読（うちどく：家庭で読書をする習慣）や読書週間等の周知啓発を通して、幅広い年齢層の
方に読書や学びのきっかけづくりを進めるとともに、蔵書の充実と利用者一人ひとりに合わせ
たきめ細やかな図書館サービスの提供に努めます。
・図書室のホームページやメール配信サービスといった情報発信ツールの活用に加えて、図書
室だより等を作成し、住民の図書室利用の促進をめざします。
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・あいあいセンター図書室が中心となり、町内の学校や幼稚園、保育所、児童館で子どもの読
書活動を支える職員、読み聞かせボランティア団体との意見交換や情報共有の場を設け、
連携した取り組みや合同研修会など共催企画の実施に努めます。
【主な事業】
事業名
図書室蔵書充実事業
図書室機能充実事業

事業内容
幅広い年齢層の方が読書や学びの機会を得られるよう、
図書を購入し、蔵書の更新・充実を図ります。
県立図書館や他自治体図書館との連携による本の取り寄
せや、インターネットによる蔵書の横断検索システムを活用
し、より幅広い分野の図書にふれる機会を提供します。

③ 青少年健全育成の推進
・地域全体で青少年を育む機運の醸成を図るため、最重要コミュニケーションツール「あいさつ・
声かけ」の励行や、地域・家庭が果たすべき役割について啓発し、青少年の豊かな人間性を
培う環境づくりを促進します。
・様々な人との体験や交流ができる機会を通して青少年の健全育成を促進するため、青少年
育成団体の活動を支援します。また、青少年育成指導員を中心とした関係機関等と相互に
連携を図り、「川越町安全なまちづくり指針」にもとづく協働の取り組みを促進します。
【主な事業】
事業名
家庭教育支援事業

地域活動支援事業
子ども会活動支援事業
スポーツ少年団活動支援事業

事業内容
地域全体で家庭教育を支え、青少年の健全育成を図るた
め、青少年育成町民会議による家庭教育講演会の開催を
支援します。
地域における三世代間のふれあい活動、青少年を犯罪や
非行から守る活動（子ども 110 番の家活動・補導パトロール）
など、青少年育成町民会議の活動を支援します。
子どもたちが地域で様々な体験や交流が行えるよう活動
助成を行います。
活動場所の提供等の各単位団の支援を行うとともに、指
導者の育成や活動助成を行います。

④ 生涯スポーツの推進
・住民の健康増進や生涯スポーツの推進のため、幅広い年代の方がスポーツに親しみ、参加
者同士が親睦を深め、地域に根差したスポーツ活動へと進展を図ります。
・町内の生涯スポーツの推進を図るため、各種スポーツ関連団体の活動を支援するとともに、
スポーツ推進委員による実技指導や団体間の連絡調整機能等、役割の向上に努めます。
・新たにスポーツに親しみ、家族がふれあう機会や場を確保し、多くの住民がスポーツを楽しむ
習慣ができるように、施設無料開放を実施している「家庭の日」を周知し、利用を促進しま
す。
・各種スポーツ推進のため、研修会や講習会を通じて、スポーツ指導者の育成を図ります。
・老朽化が進む運動施設や設備の適切な維持管理、更新を行い、利用者の安全と利便性の
向上を図ります。
【主な事業】
事業名
スポーツ教室事業

体育協会活動支援事業

事業内容
小学生や大人を対象としたスポーツ教室、プロ選手による
スポーツ教室等を開催し、住民の健康増進とスポーツの振
興を図ります。
住民がスポーツを通じて親睦と融和、また健康増進と競
技力向上を図ることを目的に様々な大会を開催できるよう支
援します。
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ニュースポーツ等イベント実施事業

スポーツ指導者育成・充実事業
総合運動施設環境充実事業

子どもからお年寄りまで気軽に参加できるニュースポーツ・
レクリエーションの各種イベントや大会などをスポーツ推進委
員と協働して開催します。
各種スポーツ推進のため、スポーツ推進委員をはじめ、ス
ポーツ指導者の育成・掘り起こしを行います。あわせて、指導
者の技術向上のため各種機関や団体等が実施する研修会
や講習会を活用できるよう、情報提供や支援を行います。
運動環境の充実によるスポーツ振興を図ります。

⑤ 文化活動の推進
・音楽や演劇等を公演するあいあいホール自主公演事業の企画内容を充実し、一流芸術・文
化にふれる機会を提供します。
・町の社会教育・スポーツ施設で活動している愛好会やサークルなどの文化団体が活動の成
果を発表できる場を提供するとともに、新たな趣味や活動を始めたい住民と団体のつなぎ役
として団体情報を発信し、文化活動の継続・拡大を支援します。
・住民が多様な文化・芸術にふれる生涯学習拠点として活用していくために、あいあいセンター
の計画的な維持・修繕を進めます。
【主な事業】
事業名
あいあいホール自主公演事業
文化発表会事業
あいあいホール大規模改修事業

事業内容
音楽や演劇等を公演し、様々なジャンルの芸術・文化に
ふれる機会を提供します。
町の社会教育・スポーツ施設で活動している愛好会やサ
ークルなどの文化団体が活動の成果を発表する場を提供し
ます。
あいあいホール内の天井等落下防止対策などの大規模
改修を行います。

⑥ 文化財の保存・活用の推進
・町の歴史を伝える貴重な資料の散逸を防ぐため収集に努めます。また、地域の文化財を掘り
起こすための調査を行うとともに、伊勢湾台風など記憶を風化させないためにインタビュー等
で記録化を進め、講座や展示の実施、報告書等で住民に周知する取り組みを推進します。
・町指定文化財を後世へ伝えていくための保護・助成等を継続します。
・寄贈を受けた地域の文化財を保存・継承し、展示等により住民が貴重な資料にふれられる機
会を提供します。
【主な事業】
事業名
郷土資料収集事業
郷土史調査及び教育・普及事業
文化財保存伝承事業

事業内容
町の歴史を伝える資料の収集を行います。
町の歴史の調査研究・記録化を進め、報告書等の刊行や
関連展示・講座等を実施します。
地区が所有する町指定文化財の保存・伝承を支援しま
す。

■関連計画
川越町教育基本方針

川越町子ども読書活動推進計画

川越町安全なまちづくり指針

川越町公共施設個別施設計画
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川越町スポーツ振興計画

基本方針 ４ 人を育み心豊かな暮らしができるまちづくり

基本施策３

人権尊重・共生

施策のめざす姿
●性別や年齢、障害の有無、国籍・文化的背景、性的指向・性自認などの多様性が受け入れられ、
誰もが希望を持って日々自分らしく生き、個性と能力を十分に発揮できる社会になっています。

現状と課題
●人権問題や人権課題に対する正しい理解と認識を深めるため、引き続き人権擁護委員や法務局
など各関係団体との連携を深め、啓発活動を行うとともに、身近で安心して相談できる人権相談
窓口の認知度向上に向け、広報や啓発活動などで周知を進める必要があります。また、人権に関
する意識を高めるため、住民を対象に人権学習会を行っていますが、一層多様化する人権問題
について正しい理解と認識を深めるため、今後も計画的かつ継続的に魅力ある学習会を開催し、
差別や障壁のない地域社会づくりを推進していく必要があります。
●男女共同参画社会の推進に向け、住民向けの講座の開催やアイリスかわごえと協働で各種啓発
活動を行うとともに、アイリスかわごえ、アイリスあさひ、朝日町との共催による三重県内男女共同
参画連携映画祭の開催など広域での啓発活動にも取り組んでおり、少しずつ住民への男女共同
参画意識が広がっています。全国的に女性の社会進出が進んでいますが、町においても審議会な
どの意思決定や指導的立場においても、女性の登用・参画を進める必要があります。
●ジェンダー学習として、町立幼稚園と保育所で園児向けの講座を開設し、子ども達にも性別等に関
わらず、社会で活躍できる能力が育つ環境づくりを進めています。
●外国人が安心して生活できるよう、ごみの収集日程表の外国語版の作成や災害情報等メールの
多言語対応を進めています。また、外国人児童一人ひとりの状況を把握し、就学時には、保育所
等との情報共有を図るとともに、就学後は補助員等により学習支援など切れ目のない支援を行っ
ています。今後も外国人が増加していくことから、地域社会から孤立することなく必要な支援や情
報提供が受けられる地域づくりに取り組む必要があります。

目標値
指

標

人権学習会参加者の満足度（％）

現状値
2020 年

目標値
2025 年

2030 年

80
積算根拠：参加者対象のアンケート調査による。
25

28

33

本町の各種委員会における女性委員 積算根拠：
の割合（％）
平成 31 年４月現在の女性委員数 35 人に各審議会１
名増（12 人）を目標として算出。総数 142 人
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施策内容
① 人権に関する取り組みの推進
・相談窓口を開設し、人権に関する様々な相談に応じるとともに関係機関との連携を図ります。
・人権問題や人権課題に対する正しい理解と認識を深めるため、関係機関や関係団体と連携
し、人権啓発を推進します。
・川越町人権尊重条例に基づき、広報活動や人権学習等を通じて差別や障壁のない地域社
会づくりに向けた取り組みを推進します。
【主な事業】
事業名
人権相談事業
人権啓発活動
人権学習事業

事業内容
毎月１回人権相談を開催し、人権に関する様々な相談に
応じます。
人権週間や町行事等に合わせて、啓発活動を行います。
住民対象に人権学習会を開催します。

② 男女共同参画社会の推進
・川越町男女共同参画推進計画に基づき、住民への啓発活動や活動団体の支援、講座の開
催などを進めるとともに、町の各種委員会において、積極的に女性委員の登用を図り、性別
にとらわれない誰もが活躍できる社会づくりを進めます。
【主な事業】
事業名
男女共同参画推進事業

事業内容
男女共同参画社会の実現にむけて、活動団体の支援や
住民への啓発活動を行うとともに、関係機関と連携し、民間
企業等への働きかけを行います。

③ 多文化共生社会の推進
・国籍に関係なく安心して生活でき、地域の構成員として協力し、地域社会に参画できる環境
づくりを進めます。
【主な事業】
事業名
多文化共生事業
行政情報多言語化推進事業

事業内容
多文化共生の実現にむけて、多様な文化や価値観への
理解が深まるよう啓発活動等を行います。
ごみ収集日程表など生活に必要な情報の外国語版対応
を進めます。

■関連計画
川越町教育基本方針

川越町男女共同参画推進計画
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