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３  教育　人間力・挑戦する心・地域愛を育むまち

現状・課題

(1) 教育環境を整え，子どもの生きる力を育みます。

① 教育環境の充実

・グローバル化や情報化，少子高齢化など社会の急激な変化に伴い，高度化・複雑化する
　諸課題への対応する力が必要となっています。
・21 世紀を生き抜く力を育成するため，これからの学校は，基礎的・基本的な知識・技能
　の習得に加え，思考力・判断力・表現力等の育成や学習意欲の向上，多様な人間関係を
　結んでいく力・習慣の形成等を重視する必要があります。
・東日本大震災の影響は大きく，現在も子どもたちの生活や学習環境には様々な障害や制
　約が残っています。子どもたちの豊かな学びと育ちを支えるためには，より良い教育環
　境を整えていくとともに，震災の経験を生かし，被災地だからこそできる教育活動を工
　夫していく必要があります。
・変化の激しい時代を切り拓き，震災復興を果たしていくためには，子どもたちに知 ･徳
･体の調和の取れた「生きる力」を身に付けさせていくなど，人材育成を進めていく必要
　があります。
・全国学力学習状況調査の本市結果を見ると，子どもたちの基本的な生活習慣は良好な状
　況が続いていますが，震災後，日常的に運動する機会が減り，テレビ視聴やスマートフォ
　ン，ゲーム機等の利用時間が増加するなど，健康や体力・運動能力の向上を考えた生活
　習慣の見直しが必要です。
・学習面においては，国語，算数 ･数学の平均正答率で震災後，一部に低下が見られまし
　たが，平成 29 年度の結果では，家庭学習の時間が増加し，平均正答率が向上傾向にあ
　ります。一方で中学校の数学については，一層の改善が必要です。
・学力向上を図るために，生活習慣や学習環境を整え，子どもたちの学習意欲や自己有用
　感を高めていくことが求められます。その上で，主体的な学びを促すための指導法の工
　夫改善を積み重ね，それらを徹底・継続していくことが必要です。
・震災復興を通して，人の役に立とうとする使命感を持った子どもが多く，いじめや暴力
　などの問題行動が少ない環境を保っていますが，不登校の児童生徒は増加傾向にあり，
　心のケアや個々に応じた指導体制を今後さらに手厚くしていく必要があります。
・震災の影響下で質の高い教育を進めるためには，学ぶ土台としての幼児教育を重視し，
　幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校の連携や接続をさらに進めるなど，市全体で子
　どもの発達と学びの連続性を踏まえた教育が必要です。
・学校施設・設備の一部については，老朽化が進んでいることから改修等の整備が必要です。
　また，学校におけるインターネットの通信環境やＩＣＴ※１活用機器の整備促進が課題と
　なっています。
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施策の方向性

　子どもたちの知 ･徳 ･体の調和の取れた「生きる力」を育むために，子どもの発達と学
びの連続性を踏まえた教育環境を整え，家庭・地域との協働による学習習慣，生活習慣の
形成に努めます。

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

指標項目 目標設定の考え方目標 2020（H32）現状 2017(H29)

全国学力学習状況調査
の平均正答率
（全国比）
小学校：国語，算数
中学校：国語，数学
※知識に関するＡ問題
※活用に関するＢ問題

小学校 6年生
　国語Ａ　 100
　国語Ｂ　 103 
　算数Ａ　　99
　算数Ｂ　　98
中学校 3年生
　国語Ａ　　98
　国語Ｂ　  100
　数学Ａ　　94
　数学Ｂ　　94

小学校 6年生
　国語Ａ　105
　国語Ｂ　105 
　算数Ａ　105
　算数Ｂ　105
中学校 3年生
　国語Ａ　105
　国語Ｂ　105
　数学Ａ　105
　数学Ｂ　105

全国平均正答率を100とみ
たときの割合で比較して，
すべての項目で100を上回る

● 『気仙沼市教育大網』に基づく「気仙沼市教育重点施策」

資料：気仙沼市教育委員会



100

基
本
施
策 

＝ 
教
育

3

・保護者は，子どもたちのよりよい育ちと学びに向けて，家庭学習の定着を促すほか，ゲー
　ム機・スマートフォン等の適切な使用や健康の維持・増進について助言し，生活習慣
　の改善に努めます。
・学校以外での子どもたちの多様な学び方に対応できる受け皿づくりに協力します。
・多くの大人が，成人教育や子育てに係る各種研修会等の学びの場へ積極的に参加し，
　子どもたちの健全育成に活かします。

市民

行政

・日頃の声掛けやあいさつなどを通じ，子どもたちを見守り，人や自然との関わりを大
　切にする地域コミュニティの醸成に努めます。
・ふるさと気仙沼への誇りと広い視野を持った人材育成に向け，地元の豊かな自然や産
　業，伝統文化等を活用した地域協働教育活動等を学校と連携しながら推進します。

地域・
事業者

・学力先進地の取組に学び，子どもたちの学ぶ力を高めます。
・主体的な学習を支える「聴く力」などの望ましい学習習慣の形成に努め，基礎的，基
　本的な学習内容の定着を図ります。
・子どもたちが自ら進んで学習し，仲間と深く考えながら課題を解決する力を養えるよ
　う，体験的な学習や問題解決的な場面を用意し，話しやすい学級の雰囲気づくりに努
　め，自分の考えや意見を発表し，意見交流のできる授業を推進します。
・学習状況改善事業の指定校研究を支援し，指導法の工夫改善のほか，子どもたちの生
　活習慣や学習習慣の改善に関する研究成果を，市内小中学校で共有します。
・気仙沼の恵み豊かな自然・風土，培ってきた歴史・伝統文化・産業などの多様な素材
　や人材を効果的に活用するとともに，ふるさと気仙沼の魅力や課題について他と関わ
　り合いながら学び，考える学習を推進します。
・特別支援教育支援員を活用した児童生徒個々のニーズに応じたきめ細やかな学習支援
　や特別支援学校との連携を密にした丁寧な就学相談を通して，インクルーシブ教育※２
　の推進に努めます。
・グローバル化やＩＣＴの進展など，時代の要請に応えた教育活動を充実させるととも
　に，交流体験や市民活動への参加等を通して社会の担い手として資質能力を高めます。

・震災の影響が依然として残っていることから，不安や悩み，心身の不調を抱える子ど
　もたちのケアを重視するともに，懇談を重ね保護者の不安軽減に努めます。
・多様な立場，職業の方々に学んだり，交流したりすることを通して，人々の思いや願い，
　生き様などを知る機会を大切にします。
・県の「志教育支援事業」などを活用し，夢や希望，高い志を持った子どもたちを育む
　とともに，平成 30 年度スタートとなる教科道徳の時間の指導の充実を図ります。
・音楽祭，図工美術作品展，書きぞめ展等を開催することにより，個々の表現力を磨く
　ほか，子ども芸術劇場等を通して，豊かな感性と情操を養います。

学ぶ力と自立する力の育成

豊かな心の育成

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

・運動不足や睡眠不足などの生活習慣の改善を図り，肥満傾向やむし歯罹患率などの減
　少に努めるとともに，検診結果に基づいた早期治療を勧めます。
・校庭や公園を含めた戸外での運動遊びを奨励するなど，子どもたちの体力・運動能力
　向上に向け，スポーツや運動遊びの習慣化を図ります。
・2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催等を契機に，子どもたちの運動意欲
　の向上と運動機会の拡大を図るとともに，より高いレベルを目指す児童生徒の育成に
　努めます。

・平成 28 年度より文部科学省から３か年の指定を受けた「幼児教育推進体制構築事業」
　によって，市内の幼児教育施設（幼稚園・保育所・こども園）の相互理解と指導者の
　資質向上を図り，市全体の幼児教育の充実を進めていきます。
・市教育研究員制度での幼児教育の研究や，宮城教育大学やお茶の水女子大学との連携
　協定による教員研修を通して，学ぶ土台としての幼児教育の重要性を広く共有し，幼
　保小連携による学びの連続性や円滑な接続を進めます。
・幼稚園や保育所から高校までの成長や学びの連続性を重視し，相互連携による子ども
　たちの交流活動を促進します。

・「義務教育環境整備計画」との整合性を保ちながら，老朽化した学校施設を整備し，
　子どもたちの学校生活における安全性と利便性を確保します。
・教員のＩＣＴを活用した指導力の向上とともに，教科指導におけるＩＣＴの活用を推
　進するため電子黒板やタブレット等の導入を進めます。

・いじめの未然防止の基本は，子どもたち一人一人が安心して生活を送ることができる
　ようにすることであり，相手を共感的に理解しようとする態度や互いの人格を尊重し
　ようとする態度を養います。
・ねたみや嫉妬など，いじめにつながりやすい感情を減らすために，すべての子どもた
　ちが「認められている」「満たされている」という思いをもてるよう，教職員のみならず，
　家庭，地域の協力の下で工夫して指導していきます。
・各学校で策定している「学校いじめ防止基本方針」に基づき，定期的なアンケート調
　査やチェックシートの活用により，問題行動の早期発見・早期対応に努めます。
・いじめ問題対策連絡協議会を定期的に開催し，学校・教育委員会・ＰＴＡ・児童相談所・
　青少年育成関係機関等が連携しながら情報の共有と相談体制の充実，学びの機会の創
　出等に努め，組織的に対応します。
・震災後の心のケアを充実させるために平成 28 年５月に開設した「気仙沼子どもの心
　のケアハウス」の活動を充実させ，スクールソーシャルワーカー※３による各学校の
　不登校対応への支援，学習サポーターによる学習サポートをさらに進めるとともに，
　適応指導教室「けやき教室」との連携によるサポートを行います。
・ＳＮＳ※４を利用したいじめや悪質サイト等への接続による危険回避のため，情報モ
　ラル研修を参観日等に開催するなど，親子による研修の機会を設けます。

健やかな体の育成

幼児教育の充実と学びの連続性

学校教育施設の整備

いじめ・不登校・問題行動への取組の充実
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行政 ・少子化が進行する中，地域のニーズを踏まえた魅力ある高校づくりのため，宮城県教
　育庁とも連携し，本市における高校の在り方を検討する組織を設立します。

魅力ある高校づくりの検討　　　　

※１ＩＣＴ　　　　　

※２インクルーシブ教育

※３スクールソーシャルワーカー　　

※４ＳＮＳ

Information and Communication Technology の略で，「情報通信技
術」と訳され，IT(Information Technology) とほぼ同義の意味を持
ちますが，コンピューター関連の技術をＩＴ，コンピューター技術
の活用に着目する場合をＩＣＴと，区別して用いる場合もあります。

障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に学ぶことを
いいます。

社会福祉に関する専門的知識を有する者で，学校における不登校や
問題行動の背景にある家庭の要因などの分析，改善に向け，家庭や
関係機関をつないで支援に当たる専門職です。教職員やスクールカ
ウンセラーと連携して活動します。School Social Worker を略して
ＳＳＷと表記することもあります。

Social Networking Serviceの略で，友人・知人間のコミュニケーショ
ンを円滑にしたり，趣味や嗜好，居住地域，出身校といった共通点
やつながりを通じて，新たな人間関係を構築する場を提供する会員
制のオンラインサービスで，ＷＥＢサイトや専用のスマートフォン
アプリなどで閲覧・利用することができます。
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現状・課題

② 義務教育環境の整備

・昭和 50 年度以降における本市の児童・生徒数の推移を見ると，小学校は昭和 54 年度の
　9,445 人，中学校は昭和 57 年度の 4,815 人をピークに減少が続いています。
・平成 29 年５月１日現在の本市の児童・生徒数は，小学校は 2,582 人，中学校は 1,616 人
　となっており，市が人口減少対策を講じたとしても，長期にわたり児童・生徒の増加は
　見込めない状況にあります。
・小中学校とも著しい児童・生徒数の減少により，学校の小規模化が進み，学力の維持向
　上や社会性の育成，学校の活力等が課題となっています。
・これら将来的な児童・生徒数の減少をにらみ，平成 25 年６月に義務教育環境整備計画
　を策定しました。
・同計画では，策定から 10 年間の学校規模・配置の適正化に向け，第一段階では小規模
　化に伴う課題を緊急に解決する，第二段階で複式学級の解消と規模の小さい中学校の課
　題解決，第三段階で学校規模・配置の適正化を一層進めることとしています。
・平成 28 年 5 月には，今後の児童数の推移，震災後のコミュニティの変化，復興の状況
　などを踏まえ，計画の見直しを行いましたが，計画策定時と比較して大きな変化はみら
　れませんでした。

施策の方向性

　子どもが集団の中で豊かな社会性と協調性を育み，多様な考えに触れながら主体的・協
働的・探究的に学び合うことができる適正な学校規模を目指します。

● 児童生徒数の推移予想（平成 29年 5月 1日現在の住民登録による）

資料：気仙沼市教育委員会
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行政

・義務教育環境の整備について，地域懇談会を通じ，地域の理解を深めます。
・地域懇談会の内容は，懇談会に出席できなかった方を含め，様々な手法により，地域
　の方々への周知を図っていきます。
・全保護者を対象とした説明会を開催し，多くの御意見を伺いながら，保護者の不安解
　消に努めます。
・既に統合した学校の保護者による，今後の統合予定校保護者への体験談披露などの機
　会を設け，改善すべき点は改善し，保護者の統合への理解を深めます。
・中学校運動部の連合チームなど，児童・生徒による交流を拡大し，協働や連携の気運
　醸成に努めます。
・統合を計画している小中学校は，地域に根差した身近な公共施設として，これまでも
　地域づくりに大きく貢献してきたことから，統合による地域衰退等の不安解消と地域
　コミュニティの維持・向上に努めます。
・旧小中学校跡施設の利活用については，市立学校等跡施設利活用検討委員会等で市民
　や地域，有識者等の意見を聞きながら，利活用事業者の公募なども視野に入れ，検討
　していきます。

・子どもたちを広く見守り育みます。

・学校統合後において，各々の旧学区はもとより，新しい学区全体で子どもたちを育み
　見守ります。

市民

地域・
事業者

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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現状・課題

③ 地域の特色を生かしたＥＳＤの推進

・現在，地球温暖化などの気候変動を始め，環境問題，貧困，人権など，地球規模の深刻
　な問題が起きており，私たちの生活もその影響を受けています。人間を含めた地球上の
　生物が，遠い未来までその営みを続けていくことができる「持続可能な社会」への転換
　が求められています。
・ＥＳＤ※１（持続可能な開発のための教育）は，持続可能性に関わる課題を身近な地域や
　暮らしの中に見いだし，自分事としてとらえ，解決につながる新たな価値観や行動を生
　み出していこうとする教育活動で，持続可能な社会づくりの担い手を育む教育の在り方です。
・本市は，平成 17 年に国連からＥＳＤを推進する重要な地域拠点※２として指定を受ける
　など，ＥＳＤを積極的に推進し，国内外にその実践を発信しています。平成 29 年現在，
　全ての市立小 ･中学校と，２市立幼稚園，２市内公立高等学校が，ユネスコスクールに
　加盟して実践しています。
・このようなＥＳＤの理念の下，各学校や地域の特色を生かした指導計画を作成し，環境
　教育や食育，海洋教育，減災・防災教育，伝統文化などの学習内容を設定して実践して
　いますが，東日本大震災により，活動を支える人々や地域，フィールドそのものが失わ
　れたところもあります。
・震災の影響は，甚大かつ長期にわたるものであることから，地域の特色や実情に合わせて，
　各学校のカリキュラムや連携の在り方について見直しを進めていく必要があります。
・平成 27 年に国連が提唱し推進しているＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ：持続可能な
　開発のための目標）※３は，世界規模で急速に浸透しています。産業やまちづくりなど教
　育分野以外の取組との連携をさらに進め，このような動きと連動する必要があります。
・教育活動全体で，ＳＤＧｓの考え方や社会での取組に学ぶ機会を用意するとともに，各
　学校で行われているＥＳＤの取組を積極的に発信し，社会参画や市民の理解につなげて
　いく必要があります。

資料：文部科学省「ESDの概念図」を基に学校教育課が作成
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施策の方向性

　子どもたちが，積極的に地域に学び，その良さを見い出し，持続可能な社会の担い手と
して必要な力を身に付けていくことを目指します。

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 目標設定の考え方現状 2017(H29) 目標 2020（H32）

難しいことでも失敗を恐
れず挑戦すると答える児
童生徒の割合（％）

自分にはよいところがあ
ると答える児童生徒の割
合（％）

地域や社会をよくするた
めに何をなすべきか考え
ると答える児童生徒の割
合（％）

全国学力学習状況調査の
結果から，5年後（H34）
に 100％を目指す

全国学力学習状況調査の
結果から，5年後（H34）
に 100％を目指す

全国学力学習状況調査の
結果から，5年後（H34）
に 100％を目指す

小学校6年生　 77.4
中学校3年生　 72.1

小学校 6年生   41.1
中学校 3年生   45.2

小学校 6年生   76.3
中学校 3年生   67.8

小学校 6年生　85.0
中学校 3年生　85.0

小学校 6年生　85.0
中学校 3年生　85.0

小学校 6年生　75.0
中学校 3年生　75.0

行政

・環境に配慮した暮らしや環境の良さを生かした生活を考え，持続可能なまちづくりに
　努めます。
・保護者は，ＥＳＤの理念の下で各学校が実践している教育活動を理解し，協力や参画
　に努めます。

・地域や事業所，子育て支援関連団体，ＰＴＡ・卒業生等は，ＥＳＤの推進に積極的に
　協力します。
・事業所は，持続可能な社会への貢献ができるよう，業務の見直しやＣＳＲ（社会貢献，
　企業が市民として果たすべき責任）を進めます。

市民

地域・
事業者

・ＥＳＤの理念を教育の基盤として位置付け，推進します。
・市内すべての小中学校と２つの幼稚園，２つの公立高校が加盟しているユネスコスクー
　ルの実践を更に見直し，持続可能で発展的な学びの場，交流の場を推進します。
・地域にある研究機関や団体，公民館や美術館，図書館等の社会教育施設等との連携を
　さらに進め，地域に根差した広がりのある学習を作っていきます。
・小 ･中学校や幼稚園での実践について，教員の研究発表や子どもたち自身の実践発表
　によって国内外に広く紹介するとともに，視察の受入れや研究者の交流に対しても積
　極的に対応していきます。

・ＥＳＤ推進の鍵を握るマルチステークホルダーである大学等の研究機関や地域の関係
　機関・団体とのつながりを深めます。

ESDの推進

ESD推進体制の充実

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

・市内の幼稚園や保育所等をはじめ，市民の方々にも会議に参加していただき，気仙沼
　ＥＳＤの輪を広げていきます。
・気仙沼ＥＳＤ／ＲＣＥ推進委員会等の支援組織・団体とともに進めていきます。
・「持続可能」という視点をもって，環境，産業，歴史・文化等，関係する部署，機関・
　団体と連携を進め，国連が提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発のための目標）の達成
　に向けた取組を市域全体に広めていきます。

※１ＥＳＤ　　　　　

※２ＥＳＤを推進する重要
　 な地域拠点

※３ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）

ＥＳＤ　Education for Sustainable Development の略で「持続可能
な開発のための教育」と訳されています。ＥＳＤの視点に立った学
習指導では「持続可能な社会づくりに関わる課題を見い出し，それ
らを解決するために必要な能力や態度を身に付ける」ことを目標と
しています。
国立教育政策研究所では，課題を見い出すためには意識や構えが必
要であり，「課題を見い出すための視点」として次の 6つを提示し
ています。

１ 多様性 ２ 相互性 ３ 有限性 ４ 公平性 ５ 連携性 ６ 責任性

　また，ＥＳＤの視点に立った学習指導で重視する能力・態度の例
を「身に付けたい力」として次の７つを提示しています。

１ 批判的に考える力 ２ 未来像を予測して計画を立てる力 
３ 多面的，総合的に考える力 ４ コミュニケーションを行う力 
５ 他者と協力する態度 ６ つながりを尊重する態度 
７ 進んで参加する態度

（Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable 
Development: ＲＣＥ）　地方や地域のコミュニティで ＥＳＤ を広
めるための，既存の公的，非公的教育機関のネットワーク。気仙沼
市を含む仙台広域圏ＲＣＥは，１大学（宮城教育大学）３地域（仙
台市，大崎市，気仙沼市）の連合です。

Sustainable Development Goals の略で「持続可能な開発のための
目標」と訳されています。2015 年 9 月の国連サミットで採択され
た「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された
2016 年から 2030 年までの国際目標です。持続可能な世界を実現す
るための 17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の
誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓ってい
ます。ＳＤＧｓは発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユ
ニバーサル（普遍的）なものであり，日本としても積極的に取り組
んでいます。
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現状・課題

④ 英語教育の推進

・学習指導要領の改訂により，平成 32 年度から小学校高学年の外国語活動が中学年に移
　行し，高学年では教科としての英語がスタートします。平成30～31年度は移行期として，
　高学年英語が 50 時間，中学年外国語活動が 15 時間設定され，指導の在り方について研
　究実践を行います。
・中学校英語においても，英語力の向上が求められ，小・中・高の指導の連続性や積上げ
　が期待されています。
・本市では，主力産業である漁業を中心に諸外国との関わりがあり，市内在住の外国人も
　少なくありませんが，一般市民が英語を必要としたり，触れたりする機会は多くありません。
・経済のグローバル化や，東日本大震災で失った販路を海外に見いだす動きが本市経済界
　に湧き起こっていること，さらには 2020 年東京オリンピック・パラリンピック，ラグビー
　ワールドカップ 2019，国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の誘致を契機に海外からの観
　光客（インバウンド）や居住者の増加が予想され，国際語としての英語習得が課題となっ
　ています。

施策の方向性

・子どもたちが，英語や海外の人々に親しみ，英語力を高めることのできる環境を整え，
　積極的に英語を活用し，立場や文化の異なる人々と協働する力を育てます。
・英語力を高めることを通して，経済のグローバル化や国際理解，多文化理解につながる
　地域人材を育成します。

● 外国語教育の抜本的強化のイメージ

出典：文部科学省「小学校の新学習指導要領に対応した新教材説明会」資料から　平成 29 年 9 月

※CEFR：欧州評議会 (Council of Europe) が示す，外国語の学習や教授等のためのヨーロッパ共通参照枠を言う。英検との対照は日本
　英語検定協会が公表するデータによる。
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主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 目標設定の考え方現状 2017(H29) 目標 2020（H32）

外国へ留学したり，国際
的な仕事に就いたりして
みたいと答える児童生徒
の割合（％）

友達の前で自信をもって
自分の考えを発表するこ
とができると答える児童
生徒の割合（％）

全国学力学習状況調査の
結果から，５年後（H34）
に 80％を超えることを
目指す

全国学力学習状況調査の
結果から，５年後（H34）
に 80％を超えることを
目指す

小学校 6年生　27.0
中学校 3年生　27.1

小学校 6年生　48.7
中学校 3年生　47.9

小学校 6年生　60.0
中学校 3年生　60.0

小学校 6年生　60.0
中学校 3年生　60.0

行政

・国内外からの移住者を含めた多様な人々との交流を積極的に行い，国際理解や相互理
　解に基づいた厚みのある文化の醸成に努めます。

・子どもたちの興味・関心を高めるために，他国の文化や習慣等に触れる機会を設けます。
・事業所は，経営者と従業員の英語力向上をサポートします。

市民

地域・
事業者

・市内在住外国人や来訪者のためのサポートをさらに充実させるとともに，学校や一般
　市民との接点となる国際交流の機会提供に努めます。

・ＡＬＴを活用し，市内小学校の児童がより英語を身近に感じ，英語の学習や外国語活
　動に積極的に取り組むことができるようにします。
・教職員の英語指導力向上のための研修会のほか，社会人向けの研修会等ビジネス英語
　の研修講師にＡＬＴを派遣し，英語を学ぶ機会の提供を促進します。

・児童生徒向けの英語学習会や国際交流会を行い，英語に親しむ機会を増やします。
・子どもたちの海外研修の機会を設けます。

・ＡＬＴの学校での効果的な配置や運用についての企画・調整を担当するとともに，Ａ
　ＬＴを活用した社会人や企業向けの研修会をコーディネートします。

・平成 30 ～ 31 年度の移行期間中の先行実施の進め方，平成 32 年度以降の本格実施に
　向けた指導方法や指導教材の活用について研究し，市内の学校に成果を普及します。
・小学校英語の指導に係る研修会の充実を図ります。
・高等学校と連携した，中学校における英語力の向上のための方策を検討します。
・学校外の英語に親しむ環境づくりについて，多方面の関係者との連携の下で協議し，
　具体的な仕組みづくりを検討します。

小さな国際大使館の充実

ALT（英語指導助手）の充実

児童生徒の英語力向上

英語教育コーディネーターの配置

英語教育の研究推進

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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現状・課題

(2) 人生 100 年時代を見据え，生涯学ぶことができ，スポーツ・文化活動に親しめるまち

　  にします。

① 生涯学習の推進

・少子高齢化，核家族化等により住民同士の連帯感や地域活動への参加意識が希薄になり，
　家庭や地域の教育力の低下が指摘されています。また，サークル活動の減少や各種社会
　教育事業に参加する人の高齢化が進んでいます。
・社会構造やライフスタイルの変化に伴い，学習ニーズが多様化しています。
・公民館における各種講座や研修等の社会教育事業への参加者は，平成 24 年度からほぼ
　横ばいで推移しています。
・公民館は，地域住民の学習拠点施設であると同時に，まちづくりの活動拠点としての機
　能を求められていますが，一部施設の老朽化が課題となっています。
・気仙沼図書館が災害復旧により新築され，以前の 1.5 倍の床面積と児童館の併設により，
　多様なサービスの提供が可能になるとともに，中央館である同館の復旧により気仙沼市
　図書館３館の連携による資料収集・提供の協力体制強化と，地域や地元企業等との協働
　企画の実施など，新たなサービス向上に向けた取組が必要となっています。
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● 公民館における社会教育事業に参加した市民

※公民館における講座，学級，研修会などに参加した市民の延べ人数
※ 2009（平成 21）年度以前は合併前の市町の合算値

資料：気仙沼市教育委員会
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施策の方向性

　人生 100 年時代を見据え，いつでも，どこでも，誰でも自由に学び，学んだ成果を活か
すことができる「生涯学習社会」の実現を目指します。

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 目標設定の考え方現状 2016(H28) 目標 2020（H32）

公民館における社会教育
事業に参加した市民

人口減少や施設の復旧見
通しを勘案し，震災前の
９割程度を目指す

26,290 人 35,000 人

行政

・学びの場に積極的に参加するよう努めます。
・学校以外の学びの場に，子どもを積極的に参加させるよう努めます。

・地域・事業者は，生涯学習の取組に協力します。
・事業者は，従業員の生涯学習機会の確保に協力します。
・地域・事業者は一体となって「気仙沼の宝」である子どもたちの成長を支えるため，
　協働による教育活動に参画します。
・地域・事業者は相互に連携し，子どもの成長を社会全体で支えていく仕組みづくりを
　進めます。

市民

地域・
事業者

・人生 100 年時代を見据え，生涯にわたって学ぶ機会が提供されるよう，市民意向調査
　を反映した生涯学習推進計画を策定し，生涯学習の体制整備と充実を図ります。

・地域課題及び地域住民や各種団体の多様化する学習ニーズを把握しつつ，社会教育，
　家庭教育，その他様々な場や機会における学習の充実・環境整備に取り組むとともに，
　公民館運営の充実と活動の推進に努めます。
・地域住民の学習及び活動の拠点として，多様化する地域のニーズに応えられるよう，
　公民館の多機能化・まちづくりセンター化について地域とともに検討し，指定管理者
　制度の導入を推進します。
・公民館等の社会教育施設や地域の社会教育資源等を活用し，家庭・地域・学校・行政
　が協働して子どもを育てる学びの場づくりを推進することにより，地域全体で子ども
　を育てる意識の定着を図ります。
・災害復旧を行う鹿折公民館は平成30年9月までに，また，気仙沼中央公民館はプロポー
　ザル方式により設計者を選定し，まちづくりセンター化※１を視野に入れ，地域の方々
　とともに具体的な設計を進めながら，平成 32年度内にそれぞれ供用を開始できるよ
　う整備を進めます。
・築50年以上が経過している新月公民館については，平成32年度内の供用開始を目指し，
　平成 30年度から地域の方々と意見交換を行いながら移転新築事業に着手します。他
　の公民館の老朽・狭隘対策等については，新月公民館の完成以降，順次進めていきます。

生涯学習の体制整備と充実

公民館運営の充実と活動の推進

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

・「人と本と，未来へ世界へ」つながる新しい時代の図書館を目指し，生涯学習社会に
　おける中心的な役割を果たすため，あらゆる世代の誰もが利用しやすく，市民の自発
　的な学習を支援する開かれた図書館づくりに努めます。
・自主的な読書活動や情報提供を推進するとともに，新たな市民ニーズの掘り起こしを
　図るため，関係機関と連携し，図書資料の充実やＰＲに努めます。
・地域やスポンサー企業等との連携や，複合施設の特性を活かした多様な企画の展開を
　行い，新たな図書館利用者層の拡大に努めます。

・ジュニアリーダーの育成・活動支援に努め，地域活動への参加意識を高めます。
・ジュニアリーダーの活動を広く周知し，ジュニアリーダーに対する理解度・認知度を
　高め，更なる活動機会の創出と，登録者の増加を図ります。
・地域に存在する海や山，農業資源などと，歴史・文化・人材を活用して，市民活動団
　体等との協働による青少年の体験活動や交流事業を進めるとともに，子どもたちの地
　域活動参加の機会づくりに努めます。

・地域や学校，福祉関係機関等とのつながりの中で家庭教育が行われるよう，「子育てほっ
　とサロン」や「子育て講座」など親子の育ちを応援する仕組みを充実させるとともに，
　青少年育成協議会との共催による「家庭教育大会」の継続開催や市民活動団体・子育
　てグループとの協働による家庭教育を支援します。

・高齢者が学びを通して家庭や地域で豊かに暮らすことを目指し，高齢者の生きがいづ
　くりに関係機関等と一体となって，相互に連携しながら取り組みます。

図書館運営の充実と利用の拡大

青少年教育の充実

家庭教育への支援

高齢者教育の充実

※１まちづくりセンター化 生涯学習の拠点である公民館の機能に地域づくりの拠点としての機能を加
えて生涯学習と地域づくりを一体化し，地域の特性を活かしながら地域が
主体的に運営する施設にすることをいいます。
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現状・課題

② スポーツの振興

・地域住民が主体となる総合型地域スポーツクラブが一部の地域で創設され，活動が活発
　化していますが，地域スポーツを育てる体制づくりと支援が求められています。
・体育協会加盟団体をはじめ，スポーツ少年団等により，少年期から競技スポーツの指導・
　育成が行われるとともに，各種スポーツ教室や競技大会等が年間を通して開催されてい
　ますが，一層の普及・振興のため，指導者の育成とスポーツ団体への支援や連携が必要
　となっています。
・震災の影響により市内の屋外施設は仮設住宅用地となるなど，使用できない期間が長期
　化したため，早期の復旧や老朽箇所の修繕が急務となっています。
・市内の屋内施設は，震災後，復旧工事を行った気仙沼市総合体育館のほか，気仙沼市本
　吉総合体育館，気仙沼市唐桑体育館や，学校施設（学校跡施設も含む）の利活用も行わ
　れていますが，施設の計画的な維持・修繕が必要となっています。
・専用設備が必要となる競技種目については，専用施設の整備が求められています。
・平成 29 年度に開催された全国高等学校総合体育大会（インターハイ）では，気仙沼市
　総合体育館がフェンシング競技の開催会場となり，市全体で更なる選手育成の機運が高
　まっています。

施策の方向性

　市民一人一人が様々な形でスポーツ活動を楽しみ，健康で明るく活力に満ちた生活を送
る「市民総スポーツ社会」の実現を目指します。

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 目標設定の考え方現状 2016(H28) 目標 2020（H32）

気仙沼市スポーツ施設の
利用件数

人口減少や施設の復旧見
通しを勘案し，震災前の
９割程度を目指す

2,952 件 4,500 件

● 気仙沼市スポーツ施設の利用件数

資料：気仙沼市教育委員会
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行政

・日常的に運動やスポーツに親しみ，健康づくりに努めます。

・スポーツ大会や運動会などを開催し，スポーツを通じて交流を図り，地域コミュニティ
　の活性化に努めます。
・総合型スポーツクラブや学校施設開放事業の活用により，地域住民のスポーツやレク
　リエーション活動の推進に努めます。
・事業者は，職場での軽運動やスポーツ活動の機会を創出し，働く世代の健康づくりを
　推進します。

市民

地域・
事業者

・市民ニーズを反映したスポーツ推進計画を策定し，生涯スポーツ環境の整備を推進し
　ます。
・スポーツ活動のコーディネーターとして，スポーツ推進委員の活用と資質の向上のた
　めの研修を実施します。
・クラブ活動や部活動を通じ，子どもたちがスポーツの楽しさを実感できるよう努めます。
・高齢者が生き生きと活力のある生活を送れるよう，スポーツ活動機会の創出と交流の
　推進に努めます。

・スポーツ教室やスポーツイベント等の開催を推進し，スポーツの楽しさを伝える機会
　の提供に努めます。
・総合型地域スポーツクラブとの連携や学校施設開放事業の推進により，市民のスポー
　ツ活動の日常化を図ります。
・障害者スポーツへの理解や関心を深めるため，「観る」，「聞く」，「支える」など様々な
　形で関わることができるよう，スポーツ教室やスポーツイベント等の開催を推進します。
・地域や市民活動団体等とより緊密に連携し，子どもたちが「スポーツ」の概念にとら
　われず，遊びの中で体を動かすことが日常化するよう活動を推進します。

・スポーツ少年団の活動支援によりスポーツの基礎をしっかり固め，高校・大学で活躍
　できる選手の育成基盤の整備を図ります。
・スポーツ指導者の養成・資質向上を図るため，スポーツ団体と連携し，講習会等を行
　います。
・スポーツ顕彰を実施し，優秀な成績を収めた選手や団体に対し表彰を行うことにより，
　競技スポーツの普及・振興に努めます。
・大会開催実績のあるフェンシング，空手道，卓球，剣道，柔道などを中心にスポーツ
　団体等と連携し，県大会・全国大会等の誘致に努め，競技スポーツの普及・振興とと
　もに，交流人口の拡大と地域の活性化を図ります。
・フェンシング競技については，本市の実績と特色あるスポーツとして，競技団体など
　と連携し，専用の練習場の整備や指導者の確保，スポーツ少年団の拡大を支援します。

生涯スポーツ環境の整備

スポーツの日常化と自主活動の奨励

スポーツ団体の育成と連携

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

・気仙沼市運動施設の在り方検討委員会からの提言書を踏まえ，本市のスポーツ施設ニー
　ズに適切に対応します。
・震災の影響により使用できなくなった屋外運動施設の早期復旧と，必要とされる競技
　施設の整備を図ります。
・財政状況や人口推移を考慮し，学校施設も含めた既存施設の運用と計画的な整備・改
　修に努めます。
・施設整備に当たっては，市民や関係団体と意見交換を行い，利用者ニーズに対応した
　機能を持つ施設とし，市民や関係団体による自主的，主体的な運営を目指します。

社会体育施設の効果的な活用と整備・充実　
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現状・課題

③ 文化芸術の振興と地域文化の継承

・気仙沼には，豊かな自然と長い歴史の中で育まれた海と山の独特な文化があります。有
　形・無形の貴重な文化遺産が多く点在し，人々によって守り伝えられてきましたが，時
　代の変化とともに，維持・継承が困難になっているものがあり，その保全と公開活用が
　必要となっています。
・少子高齢化などの進展により，民俗芸能の後継者養成や会員の確保が難しくなっており，
　時代の流れに対応した持続的な伝承活動の在り方が求められています。
・復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査により，貴重な出土品の発見や成果があり，その
　保存管理や公開活用が必要となっています。
・東日本大震災の影響により，国指定天然記念物「十八鳴浜及び九九鳴き浜」の地形環境
　の変化が進行しており，効果的な保全策の検討が必要となっています。
・市民の文化芸術の創造や鑑賞の場として，市民会館やはまなすホールなど様々な施設が
　利用されていますが，施設の老朽化とともにデジタル化に対応した音響照明設備の更新
　など，時代に対応した環境整備が必要となっています。
・市民会館やはまなすホールの利用者数（文化芸術事業としての利用）は，震災後，支援
　イベント等により３万人を超えたものの，人口減少や駐車場の確保の問題等により，平
　成 28 年度は２万４千人を割っています。
・文化協会をはじめ，サークルや個人で美術，音楽，舞踊，演劇，文芸，写真，生活文化
　など多様な文化芸術活動を行っています。また，優れた文化芸術に触れる機会の充実や，
　市民団体の企画運営によるコンサートや展覧会など様々なイベントが行われるなど，市
　民の文化芸術に対する関心や期待が高まっており，市民の多様なニーズに対応した文化
　芸術の振興の在り方が求められています。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

201620152014201320122011201020092008
(H28)(H27)(H26)(H25)(H24)(H23)(H22)(H21)(H20)

23,952

28,876

24,010

30,86430,650

7,075

34,19333,71033,448

● 市民会館等における文化芸術事業に参加した市民

※市民会館及びはまなすホールの合算値 資料：気仙沼市
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施策の方向性

　郷土の文化遺産を保護・継承するとともに，市民の文化芸術活動を推進し，文化の香り
高いまちを目指します。　

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 目標設定の考え方現状 2016(H28) 目標 2020（H32）

市民会館等で文化芸術事
業に参加した市民の人数

人口減少や周辺施設（駐
車場等）の復旧見通しを
勘案し，震災前の９割程
度を目指す

23,952 人 31,000 人

行政

・身近にある貴重な文化遺産を知り，その価値を再認識し，次世代に守り受け継ぐよう
　努めます。
・自主的に様々な文化芸術を鑑賞し , 文化芸術活動の担い手として参加・創造し，継承
　することに努めます。

・文化遺産を保護・継承するとともに，魅力ある観光資源として活用し，まちづくりや
　地域活性化に役立てます。
・民俗芸能の後継者育成や会員確保に努めるとともに，積極的に発表や情報発信を行い
　ます。
・市民が親しめる文化芸術イベントの企画運営や，アートによるまちづくりなど，地域
　の文化力※１の向上に努めます。

市民

地域・
事業者

・文化遺産を次世代に確実に継承するため，適切な保護・整備を行うとともに，観光コ
　ンテンツとして，地域の魅力アップに資するための公開やイベントの開催など，多様
　な事業を展開し，その情報発信に取り組みます。
・廃校施設の利活用などを視野に保存展示施設の整備や，大学や博物館，リアス・アーク
　美術館等と連携し，貴重な資料の情報共有を図り，学習や展示公開の機会を提供します。
・市民や観光客に気仙沼の歴史文化を広めるため，情報発信や学ぶ機会の充実を図ると
　ともに，けせんぬま学講座の開催等を通して，歴史文化を伝えていく人材の育成に取
　り組みます。
・埋蔵文化財発掘調査で出土した遺物の整理・研究を進め，地域の貴重な埋蔵文化財と
　して公開・活用を推進します。
・国指定天然記念物「十八鳴浜及び九九鳴き浜」の保全を図るため，専門家等と連携し，
　その保全や活用策を検討するとともに，ＥＳＤの観点から鳴砂や化石を活用したジオ
　環境の学習機会の提供や情報発信に取り組みます。

文化財の保存・活用の推進

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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・子ども芸術劇場や音楽コンサート，美術や写真などアート作品の鑑賞やワークショッ
　プなど，市民のニーズに合った優れた文化芸術に親しむ機会の拡充を図り，その情報
　発信に取り組みます。
・市民や観光客が学び親しむことができるよう，歴史的な建物や空き店舗などを活用し，
　アート作品の展示や創作の場にするなど，アートによるまちづくりを市民とともに推
　進します。
・市民や文化芸術団体による自主的，主体的な運営や活動を促進し，創造性ある市民の
　文化力の向上に努めます。

・文化芸術活動の拠点となる市民会館やはまなすホールの施設設備については，計画的
　な整備充実に努め，市民が利用しやすいよう施設運営の効果的な改善に取り組みます。
・市民と協働により企画運営する市民会館文化振興事業，はまなすホールの自主事業の
　充実を図り，子どもから大人まで各世代が文化芸術に親しめる機会の提供に努めます。
・文化施設や公民館等の整備に当たっては，先進事例を調査研究するとともに，文化芸
　術活動を行っている団体等に計画段階から参画いただき，それぞれの部門における必
　要機能やトレンドを可能な限り盛り込むよう努めます。

文化芸術活動の促進

文化施設の効果的な運営

※１文化力 文化が持つ「人々に元気を与え地域社会を活性化させて，魅力ある社会づくりを推進する力」


