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議案第６号  

気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本目標に基づく平成 

３０年度重点施策等の策定について 

 別紙のとおり策定する。 

 

 

  平成３０年３月１４日提出 

 

 

 

気仙沼市教育委員会 

教育長 齋 藤 益 男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第２項の規定に

より，教育委員会の議決を必要とするためである。 
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（□○：学校教育　　■●：社会教育　　［国/県］：国/県の補助・委託等事業）

○基礎・基本の定着を図る「学力向上に向けた5つ
の提言［県］」等を踏まえた授業改善

○教育課程全体を通したカリキュラム・マネジメ
ント（教育目標・教育課程・教育評価）の確立

○主体的，対話的で深い学びに向けた授業の工
夫・改善

○全国学力・学習状況調査［国］

○学力向上学校サポートプログラム事業［県・
市］

○学習状況改善事業[市]

○小学校教科外国語等の移行期間実施，外国語指
導助手（ＡＬＴ）の増員と活用[市]

○●学び支援コーディネーター等配置事業［県］

○デジタル版小学校社会科副読本の効果的活用

○気仙沼ＥＳＤ／ＲＣＥ推進事業（ＥＳＤ円卓会
議・ユネスコスクール研修会等）

○ＥＳＤ/ユネスコスクールの実践（全小中学校・
2幼稚園・１高校），サスティナブルスクール指
定2校の実践

○各大学との連携協定による事業推進（宮城教育
大学，東京大学，東京海洋大学，東北大学，お
茶の水女子大学　等）

○海洋教育推進事業実践校（２園12校）・伝統文
化推進事業（2校）[市教委指定]

○海洋教育推進連絡会（市教委）

○海洋教育カリキュラム開発，教科を含めたクロ
スカリキュラムの開発

○全国海洋教育サミット参加・発表（東京大学海
洋教育促進研究センターとの連携）

○「第３回海洋教育こどもサミットin東北」開催
（共催：岩手県洋野町，東大海洋教育促進研究
セ，日本財団，笹川平和財団）

○幼保での「アプローチカリキュラム」と小学校
低学年での「スタートカリキュラム」の推進

○幼保小連携研修会・交流活動

○小中連携交流会の促進（交流会，授業研等）

○幼小中高，相互の連携による交流活動，活動発
表会等の交流促進

○教職員国際交流事業［国：ＥＳＤ・ＡＣＣＵ教
員交流（米国・韓国・中国）等］

○中高生のイノベーションプログラムとの連携

○中学生最先端科学体験研修（つくば：国際リニ
アコライダー推進協議会と連携）

○ＥＳＤサイエンスカフェの開催（気仙沼科学教
育協会，宮城教育大学との連携）

2 (1) □ ○道徳的心情及び実践力を高める道徳教育計画の
改善・指導

○市立小中音楽祭・図工美術作品展・書きぞめ展

　豊かな人間性
や社会性，健や
かな体の育成

　豊かな心の育成 　豊かな感性と情
操教育の充実

基本目標
平成３０年度

重点施策 主な事業内容等

　時代の要請に応
えた教育の推進

□ 　創造的復興教育
の充実

□学習指導の充実

(2) 　海洋教育，伝統
文化の尊重と国際
理解を育む教育等
の推進

□ 　学校経営（特色
ある教育課程）の
充実

気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本目標に基づく平成３０年度重点施策等について

1 　学ぶ力と自立
する力の育成

(1) 　基礎的な学力の
定着と活用する力
の伸長

(3) 　「幼保小」「小
中」「中高」「高
大」及び社会への
接続を重視した教
育の推進

□ 　学校経営（組織
的・有機的教育活
動）の充実

(4)
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（□○：学校教育　　■●：社会教育　　［国/県］：国/県の補助・委託等事業）

基本目標
平成３０年度

重点施策 主な事業内容等

気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本目標に基づく平成３０年度重点施策等について

○中学生代表者会議（中学生ESDサミット）

○みやぎ志教育支援事業［県］

○規範意識を高めるための家庭・学校・地域等と
の連携強化

○外遊びの奨励（縄跳び・持久走等）

○市立小学校体育祭・水泳大会

○中学校総合体育大会［中体連：地区・県］

○運動部活動指導者支援事業

○本吉地方学校保健会

○市中央給食センター等による食育栄養教室

○アレルギー対策研修会

○市いじめ問題対策連絡協議会等

○いじめ問題を考えるフォーラム［県］

○●青少年育成支援センター（適応指導教室，青
少年相談室）運営

○●青少年育成支援センター運営協議会

●街頭指導の充実

○登校支援相談員配置事業

○スクールカウンセラー等配置事業［県］

○スクールソーシャルワーカー活用委託事業
［県］

○こどもの心のケアハウス運営事業［県］

○心のケア研修会［県］

○教育支援委員会による就学支援と就学相談会

○個別の教育支援計画・指導計画の作成と活用

○特別支援教育推進委員会・特別支援教育コー
ディネーター連絡協議会

○特別支援教育支援員の適正配置と活用

○特別支援教育支援員研修会（宮城教育大学との
連携によるサテライト研修等）

○居住地交流事業（支援学校と連携）

○市立小中特別支援学級合同交流学習

○特別支援教育共同実習所

○社会福祉施設訪問・ボランティア体験活動

○人権に関する啓発（作文・ポスター等）

○日本語指導担当教員［県］・指導補助者（市）
の適正配置と活用

○日本語教室（小さな国際大使館主催）の活用

□ 　教職員研修・研
究活動の充実

○研究指定校事業（学力向上・学習状況改善・海
洋教育・伝統文化・志教育等）

○市教育研究員制度

○地域理解研修会（新規転入者）

(2) 　外国人児童生徒
への日本語指導の
充実

4 　信頼に裏打ち
された魅力ある
教育環境づくり

(1) 　教職員の資質と
指導力の向上

□ 　教職員の健康管
理と事故防止

(2) 　健やかな体の育
成

□ 　健康増進と体力
の向上

(3) 　いじめ・不登
校・問題行動等へ
の取組の充実

□ 　積極的な生徒指
導の推進

3 　特別なニーズ
に対応した教育
の推進

(1) 　特別支援教育と
福祉教育の充実

□ 　特別支援教育の
充実
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（□○：学校教育　　■●：社会教育　　［国/県］：国/県の補助・委託等事業）

基本目標
平成３０年度

重点施策 主な事業内容等

気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本目標に基づく平成３０年度重点施策等について

○理科教育拠点校事業（宮教大連携）

○小学校英語・英語科研修会（宮教大附属連携）

○教員免許状更新講習（宮教大サテライト研修）

○市教育研究会（市校長会）

○コンプライアンス研修会（市校長会）

○学校事務共同実施推進協議会

■ 　青少年育成支援
体制の拡充

○●地域人材活用：学び支援コーディネーター等
配置事業［県］

■ 　青少年育成支援
体制の拡充

●ジュニア・リーダー研修［県：上級・中級］
（市：初級）

●ジュニア・リーダー支援組織の育成

●少年・青年指導者研修会

○統合に係る地域懇談会等

○統合準備会・閉校式・開校式

□ ○市立学校通学区域審議会

○スクールバス運行計画策定

○学校施設跡利活用検討委員会

□ ■施設・設備の整
備促進

○
○

学校施設・設備改修事業
社会教育施設・設備改修事業

□ 　教材備品の充実 ●公民館災害復旧等事業［国］

●社会体育施設の復旧・整備

○教育用コンピュータ等情報環境整備

5 ○幼児教育推進体制構築事業［国・市］

○幼児教育コｰディネーターによる幼児教育施設訪
問調査，連携事業［市］

○幼保小連携研修会の開催［市］

○宮城教育大学，お茶の水女子大学との連携を生
かした指導助言体制の確保

○国公立幼稚園・子ども園　南三陸支部研究会の
充実

●家庭教育学級

●就学期・思春期子育て講座

●子育てほっとサロン

●家庭教育大会・青少年健全育成推進大会

●文集「燈火」の発刊

●ふるさと学習

●協働教育プラットフォーム事業（地域学校協働
活動推進事業）［県］

(4) □ ○安全担当主幹教諭研修・会議

○幼稚園・小･中学校防災主任研修会

○地区防災教育推進委員会

　家庭・学校・地
域との連携

　防災教育・安全
教育

(4) 　教育施設の整備
推進

(1) 　幼児教育の充実

(3) 　協働教育の推進
による地域づくり

　コミュニティと
連携・協働した防
災教育の推進

□ 　幼児教育の充実

(2) 　家庭教育への支
援

■ 　家庭教育の充実

■

(3) 　学校規模の適正
化の推進

　幼児教育の充
実と家庭・学
校・地域が協働
して子どもを育
てる環境づくり

□ 　学校事務共同実
施の推進

□ 　義務教育環境整
備計画の推進

学校施設跡の利活
用

(2) 　地域人材の育成
と活用

■ 　地域指導者の養
成と活用
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（□○：学校教育　　■●：社会教育　　［国/県］：国/県の補助・委託等事業）

基本目標
平成３０年度

重点施策 主な事業内容等

気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本目標に基づく平成３０年度重点施策等について

○「防災学習シート」等を活用した防災学習

○通学路安全対策推進会議・通学路の安全点検

○市防災フォーラム開催

●防災キャンプ

6 ●生涯学習推進計画の策定

●本部会議・幹事会議・推進員会議

■ 　学習意欲の醸成 ●生涯学習推進協議会

●社会教育委員会議

●マナビィ応援課

●放送大学の普及支援・大学開放講座

●公民館運営方針の作成

●公民館長会議

●職員・嘱託員研修

●指定管理者との連携強化

●ホームページ活用による情報提供

●各種講座・教室の開催

●新図書館運営方針の作成

●図書館協議会

●図書館利用者懇談会

●子ども読書活動推進計画（第2次）策定

●講座・展示会の開催

●蔵書の充実と整理・登録作業の推進

■ 　生涯スポーツ環
境の整備

●市スポーツ推進計画の策定

●平成30年度国民体育大会東北ブロック大会兼第
45回東北総合体育大会卓球競技

●スポーツ推進審議会・推進委員会議

●スポーツ指導者の育成・活用

●スポーツ教室・安全講習会

●総合型地域スポーツクラブ育成支援

●地域連携モデル事業

●学校施設開放事業

●体育協会・スポーツ少年団等の活動支援

●スポーツ顕彰の実施

●気仙沼つばきマラソン大会

●体力テスト・体育の日行事等

●指定管理者との連携強化

(5) 文化財パトロール・文化財調査・資料整備■ 　文化財保護体制
の整備充実

●

　地域の発展に
つながる生涯学
習・社会教育の
推進

　文化遺産の保
護・継承

■ 　スポーツ団体の
育成と連携

■ 　社会体育施設の
効果的な活用と整
備・充実

■ 　図書館運営の充
実と利用の拡大

(4) 　地域をつくるス
ポーツ活動の推進

■ 　スポーツの日常
化と自主的活動の
奨励

　教育機関・団体
等とのネットワー
クの構築

(2) 　公民館運営の充
実と活動の推進

■ 　公民館運営の充
実と活動の推進

(1) 　生涯学習の体制
整備と充実

■

(3) 　図書館のサービ
スの充実と読書活
動の推進
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（□○：学校教育　　■●：社会教育　　［国/県］：国/県の補助・委託等事業）

基本目標
平成３０年度

重点施策 主な事業内容等

気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本目標に基づく平成３０年度重点施策等について

●文化財保護強調月間

●文化財防火デー

●埋蔵文化財保護・調査

●文化財の保護・活用

●文化遺産総合活用推進事業［国］

●文化財標柱説明板等整備

●十八鳴浜・九九鳴き浜の保全

●無形民俗文化財等の活動支援

●被災ミュージアム資料整理保全事業［国］

●地域のジオ環境（歴史・文化）を学ぶ事業

■ 　文化芸術活動の
促進

●文化芸術による子供の育成事業［国］

●子ども芸術劇場

●青少年劇場小公演・巡回小劇場・地方音楽会
［県］

●文化協会等の活動支援・市民文化祭

●市民会館文化振興事業

●はまなすホール自主事業

●芸術鑑賞事業

■ 　文化財の保存・
活用の促進

(6) 　文化芸術の振
興・創造

■ 　文化施設の効果
的な運営
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