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第４章・第１節 幼児教育

現況と課題■

女性の社会進出が進む中、家庭における養育機能が著しく変化し、子育て●

に対する親の不安が増大していることから、家庭や地域との連携を重視し

た子育てへの支援が求められています。

幼稚園、保育所、小学校等の連携を推進するため、教育機能の相互理解を●

深め、交流を促進する必要があります。

幼児が日常生活に必要な習慣を体得することや、ものごとの善し悪しを判●

断できるようにすることなどを重視した、豊かな心の育成を図るため、家

庭の教育力を強化し、相談体制を整備をする必要があります。

幼稚園教育の充実と教職員の育成のため、研修等への支援などが求められ●

ています。

基本的方向■

家庭と地域と幼稚園等の連携を重視するとともに、幼稚園、保育所、小学●

校等の連携を強めることにより、子育てを支援します。

心身ともに健やかな幼児を育成するため、自然や地域とのふれあい、高齢●

者や障害者との交流など多様な体験を重視した特色ある幼児教育を推進す

るとともに、障害児の幼稚園への入園を促進します。

私立幼稚園との連携を強化し、幼児教育の振興を促進します。また、幼稚●

園経営の健全化、教育条件の向上、教職員研修の充実、父母負担の軽減な

どを図るため、私立幼稚園への支援を充実します。

第４章 豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち
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施策の体系■

幼児教育 子育ての支援 幼稚園、保育所、学校の連携

家庭の教育力の強化

幼児教育の振興 特色ある幼児教育

障害児の入園促進

幼稚園運営への支援

主要施策■

１ 子育ての支援

幼稚園・小学校連絡協議会の運営などにより、幼稚園、保育所、小学校等●

の連携や交流を積極的に推進します。

家庭の教育力の強化や相談体制の整備を進めます。●

幼児教育を推進するため、幼稚園就園にかかる経済的負担の軽減を図りま●

す。

【主な計画事業】

◇子育て支援研修事業 ◇家庭教育相談

◇幼稚園就園奨励費補助

第４章 豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち
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２ 幼児教育の振興

自然体験学習や地域の高齢者・障害者との交流など、特色ある幼児教育を●

促進します。

障害児を受け入れている幼稚園に対する支援により、障害児の入園を促進●

地域の幼児教育センターとしての役割を担う幼稚園における教職員研修や●

教材整備を促進するとともに、幼稚園協会への支援を充実します。

【主な計画事業】

◇障害児入園補助 ◇幼稚園協会補助

◇幼稚園教職員研修・教材費補助

します。
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第４章・第２節 学校教育

現況と課題■

子どもたちの生きる力を育むためには、家庭、地域社会、学校の十分な連●

携のもとで、一人ひとりの能力や適性に応じた教育を展開することが求め

られています。

、 、 、●完全週５日制の導入によって 開かれた学校づくりをめざした家庭 地域

学校の連携が求められています。このため、余裕教室の整備活用を含め、

学校開放を積極的に進める必要があります。

児童・生徒がコンピュータに慣れ親しみ、情報化時代に対応した教育を受●

けられるよう、インターネットの整備などを進める必要があります。

ゆとりある教育を推進するため、学校施設の老朽化や児童・生徒の増加に●

対応し、計画的に教育環境を整備する必要があります。

創造力を育むゆとりある教育環境の中で、芸術・文化やスポーツの分野で●

優れた実績をあげる児童・生徒たちが育っています。今後もこうした能力

を育て、さらに伸ばしていく環境づくりが必要となっています。

各学校では、それぞれの地域に根ざした環境・福祉教育推進事業を展開し●

てきましたが、地域とともにある学校づくりをさらに進めるため、創意工

夫を生かした特色ある教育活動に取り組む必要があります。

自ら学び自ら考えることのできる資質や能力、そして問題解決や探求活動●

に主体的で創造的に取り組む態度を育てるため 「総合的な学習の時間」、

をより効果的に展開していく必要があります。

児童・生徒が健全な教養を身につけるため、学校図書室の充実が求められ●

ています。また、図書ボランティアの活用や地域への図書室の開放につい

て検討する必要があります。
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教員の研修の場は、教科を中心として多く設けられていますが、これから●

は教育分野の研修だけではなく、民間研修などを通して、資質の向上を図

ることが求められています。

不登校児童・生徒への対策として、平成10年度(1998年度)に適応指導教室●

を開設し、効果を上げてきています。今後はさらに、学校復帰につながる

集団適応力や社会適応力を培う指導のあり方を研究するとともに、教育相

談員などによる相談体制を強化していく必要があります。

、 、●障害のある子どもたちは 特殊学級が開設されている小・中学校において

それぞれの障害の実態に沿った指導を受けていますが、さらに学習成果が

生きる力の糧となるよう、教材の研究などを進めていく必要があります。

食生活や食文化への正しい理解と健康を維持するため、学校給食が果たす●

べき食教育の充実が求められています。このため、自分の体に応じて主体

、 、的に食物を選択できる能力を育み 豊かでゆとりのある給食時間を過ごし

おいしく楽しんで食べることができるということを基本とした、新たな学

校給食への転換を図る必要があります。

中学校給食は、平成12年度(2000年度)から広葉中学校と緑陽中学校で開始●

しましたが、早期にすべての学校で給食が実施できるよう、計画的に整備

を進める必要があります。また、昭和49年(1974年)に開設された学校給食

センターは、老朽化が進み、調理スペースなどが狭いことから、施設の整

備が必要となっています。

基本的方向■

地域や学校の実態に応じ、家庭や地域社会との連携と交流を深め、開かれ●

た学校づくりを進めます。

生きる力を育み、自ら課題を見つけ、問題解決や探求活動に主体的、創造●

的に取り組む資質や能力を育てるため、総合的な学習の推進に対して支援

します。



- 117 -

第４章 豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち

教育施設の老朽化や児童・生徒の増減に対応して、施設の計画的な改善を●

進めます。

児童・生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ●

親しみ、積極的に活用できるよう、必要な教育機器の整備を進めます。

児童・生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実するため、学校●

図書の充実と図書司書の配置に努めます。また、地域に開かれた図書室づ

くりを進めます。

教職員の研修については、専門性を高める一方、社会的視野を養うための●

他の機関への研修、情報活用能力を高めるための研修などを取り入れ、充

実を図ります。

不登校児童・生徒が集団への適応力を養い、自ら学校生活を送ることがで●

きるよう、適応指導教室の体制を充実します。また、いじめや不登校など

の問題解決のため、心の教室相談員や教育相談員を配置するなど、教育相

談体制を充実します。

特殊教育の指導内容や指導方法を研究し、障害の状態に応じた適切な教育●

に努めます。

望ましい食習慣を身につけ健康を維持するための食教育と食指導の充実を●

図るとともに、ゆとりある楽しい給食時間を実現するため、食事環境の改

善に努めます。

効率的で合理的な給食の運営管理体制の整備を進め、安全性と内容の向上●

に努めます。また、すべての中学校で給食が実施されるよう、親子方式に

よる施設整備を進めます。
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施策の体系■

学校教育 開かれた学校づくり 余裕教室の活用等

地域の人材の活用

教育環境の整備 校舎等の整備

西部小学校の整備

教育内容の充実 総合的な学習の推進

学校図書の充実

教職員の研修

児童・生徒の健全育成 健康の増進

教育相談体制の充実

特殊教育の充実 交流教育等の推進

学校給食の充実 地元農産物の利用

交流給食の実施

給食施設の整備

高等学校教育等の振興 教育機会の充実
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主要施策■

１ 開かれた学校づくり

完全週５日制に対応し、学校開放や余裕教室の活用による市民の交流や生●

涯学習活動を促進します。

地域における多様な人材を活用し、幅広い教育活動を展開します。●

【主な計画事業】

◇地域人材活用事業 ◇学校施設開放事業

◇余裕教室活用事業 ◇学校評議員制度の導入

２ 教育環境の整備

校舎や体育館の増築や大規模改造、グラウンドの改修など教育環境の整備●

を計画的に進めます。

、 。●西地区のまちづくりと整合性を図りながら 西部小学校の整備を進めます

【主な計画事業】

◇校舎・屋体大規模改造事業 ◇校舎増改築事業

◇環境整備事業 ◇教員住宅整備事業

３ 教育内容の充実

芸術・文化やスポーツの分野で優れた活動を行う児童・生徒を顕彰、奨励●

するとともに、能力を伸ばす教育環境づくりに努めます。

各学校が創意工夫を生かして取り組む総合的な学習の推進に対し、特色あ●

る教育活動として支援します。

コンピュータ教室などを整備するとともに、教育用コンピュータやインタ●

ーネットの整備と活用を進めます。
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学習図書の充実と図書司書の配置に努めるとともに、読書ボランティアの●

活用、図書室の地域への開放、図書館とのネットワークなどを進めます。

教職員の資質向上を図るため、教育研究会の活動を支援するとともに、石●

狩教育研修センター事業の充実、教育活動研修の強化などを促進します。

【主な計画事業】

◇青少年文化賞・文化奨励賞

◇ジュニアスポーツ賞・ジュニアスポーツ奨励賞

◇総合的な学習の推進 ◇コンピュータ整備事業

◇教材教具整備事業 ◇学校図書整備事業

４ 児童・生徒の健全育成

、 、 。●児童 生徒及び教職員の健康増進を図るため 各種検診事業を実施します

相談体制を充実するため、適応指導教室の開設、心の教室相談員の配置、●

教育相談員の配置などを実施します。

【主な計画事業】

（ 、 ） （ ）◇各種検診事業 予防接種 健康診断等 ◇教育相談 相談員の配置

◇適応指導教室・心の教室相談員充実事業

５ 特殊教育の充実

心身に障害を持つ児童・生徒の社会的自立を支援するため、福祉・医療機●

関との連携を強化するとともに、障害児と健常児との交流教育を推進しま

す。また、ＬＤ児などに関する調査研究を進めます。

特殊教育の充実を図るため、介助員を配置するとともに、必要に応じて特●

殊学級を開設します。

【主な計画事業】

◇ＬＤ児対策推進事業 ◇特殊教育就学奨励費援助事業

◇特殊教育振興事業（介助員の配置）
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６ 学校給食の充実

農業の生産流通部門との連携を進め、新鮮で安全な地元農産物をできるだ●

け給食の食材として献立に利用し、子どもたちが郷土の農産物について理

解を深めるよう努めます。

保健・福祉との連携を進め、地域の人たちとの交流給食などに取り組みま●

す。

食中毒の発生防止のため、老朽化が著しい施設設備を計画的に改善し、施●

設、食材、作業など総合的で適正な衛生管理体制を確立します。

すべての中学校で給食が実施できるよう、調理施設の整備を進めます。●

ランチルームの整備や献立の内容にふさわしい食器具の整備を進め、楽し●

くなごやかな雰囲気をつくり、ゆとりある学校給食を実現します。

【主な計画事業】

◇地域交流給食事業 ◇中学校給食施設整備事業

◇給食センター施設・設備の整備 ◇食器具の改善

◇食中毒予防対策

７ 高等学校教育等の振興

経済的な理由で修学が難しい生徒や学生などへの支援を行います。●

【主な計画事業】

◇奨学金及び高等学校等入学準備金支給事業
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第４章・第３節 社会教育

現況と課題■

生涯学習に対する市民意識がますます多様化している中、あらゆる機会を●

利用し、いつでも主体的に学習活動ができる体制の整備と充実が求められ

ています。このため、生涯学習推進体制の整備と充実に向けた生涯学習基

本計画を策定する必要があります。

生涯学習活動を充実するためには、領域別指導者の発掘や養成を図る中か●

ら、生涯学習推進アドバイザーを中心とした地域ごとの生涯学習推進体制

の充実など学習環境の整備に努める必要があります。

高齢化、国際化、情報化などの社会環境の変化に伴い、市民の学習ニーズ●

は多様化、高度化しています。今後は、大学などと連携して、新たな学習

プログラムの開発研究に努め、多様な学習機会を提供していく必要があり

ます。

市内唯一の大学である道都大学のもつ機能や英知が、市民の生涯学習など●

に生かされています。さらに地域の活性化を図るため、今後も生涯学習や

まちづくりなど様々な分野で連携を深めていく必要があります。

市民の主体的な学習活動の支援体制を整備・充実するため、市内で活動し●

、 。ている関係団体やサークルを把握し 情報の提供に努める必要があります

また、マルチメディア等を活用して、新たな学習内容の研究や開発に努め

る必要があります。

青少年の自然体験・学習活動については、チャレンジジュニアスクール、●

子どもフェスティバル等の事業、心身障害児の学校外活動を促進するウイ

ークエンドサークル事業などを通して機会の提供に努めてきました。今後

は、関係機関や団体と連携し、地域を巻き込んだ具体的な展開が求められ

ています。

高齢社会を迎え、高齢者が自ら積極的に学習活動に取り組むことができる●

よう、生きがいづくりとしての学習機会を確保するとともに、世代間交流

事業など地域コミュニティ形成に向けた事業展開が必要となっています。
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社会や家庭環境の変化に伴う家庭の教育力の充実を図るため、子育てセミ●

ナー、家庭教育フォーラムなどの事業を通し、課題解決に取り組んできま

した。今後は、関係機関や団体と連携を図り、家庭教育の学習機会の確保

に努めるとともに、安心して子育てに取り組むことのできる環境や体制の

整備が求められています。

社会教育活動の拠点である中央公民館や地区公民館は、市民の学習意欲に●

応えるため、今後も施設の整備と運営の充実に努めるほか、地域の課題に

応じた領域別講座など多彩な学習機会の提供と時代に応じたプログラムの

研究開発に努める必要があります。

平成10年(1998年)10月にオープンした図書館は、市内の図書館活動の核と●

して、また、生涯学習の拠点施設として、大きな役割を果たすことが期待

されています。今後は、市民、市民団体、地域、学校などとの連携をより

深め、知的ネットワークの中心施設としての機能を充実する必要がありま

す。

青少年をとりまく問題や課題に対応するため、青少年地域活性化センター●

を設置して、家庭、地域、学校の連携による青少年の健全育成を図ってき

ました。今後も、関係機関・団体との相互理解を深め、心の教育や体験的

な学習活動機会を充実し、環境の整備に努める必要があります。

基本的方向■

生涯学習推進体制の体系化を図り、市民が主体的に取り組む学習活動を支●

援します。

社会教育関連施設がもつ教育機能の広域的ネットワーク化を推進します。●

社会変化に伴う課題を解決するための学習機会を充実します。●

高等学校、大学、専修学校などとの連携を強化し、地域の活性化を図りま●

す。

身近な学習拠点としての公民館活動の拡充を図ります。●
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読書を楽しみ、学び合う市民意識を醸成します。また、市民とのパートナ●

ーシップを深め、読書ネットワークを形成することにより、生涯学習を推

進します。

。●青少年をとりまく を拡充します環境の変化に対応した青少年センター活動

施策の体系■

社会教育 生涯学習推進体制の体系化 生涯学習基本計画の策定

施設の充実とネットワーク化 余裕教室の活用等

フレンドリーセンターの運営

学習機会の充実 子どもセンターの運営

家庭の教育力の向上

高齢者の学習機会の充実

地域に開かれた教育

公民館活動の充実 地域の学習機会の拡充

読書活動の充実 市民との連携

講座内容の充実

読書ネットワークの形成

青少年の健全育成 青少年センター活動の充実
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主要施策■

１ 生涯学習推進体制の体系化

生涯学習推進体制の体系化に向けて、市民や関係団体等の参画により、生●

涯学習基本計画を策定し、ネットワークを構築します。

各地域での生涯学習を推進するため、新しいメディアを活用した学習情報●

の収集・提供サービスや相談体制を充実します。

青少年等が社会の変化に対応し、たくましく生きる力を育むため、生涯学●

習振興基金を活用し、文化・芸術、スポーツ、地域活動などの幅広い学習

活動を支援します。

【主な計画事業】

◇生涯学習基本計画の策定 ◇生涯学習ボランティアの養成

◇生涯学習フェスティバルの開催 ◇人材育成・活用事業

◇インターネットを活用した情報の収集・提供

◇生涯学習振興基金活用事業

２ 施設の充実とネットワーク化

学校の余裕教室や特別教室を活用した主体的な学習活動を展開するため、●

体制を整備します。

主体的な学習活動を支援するため、生涯学習施設の機能を充実し、ネット●

ワークの形成による情報の収集や提供を推進します。

障害者の学習活動を支援するため、フレンドリーセンターの運営を充実し●

ます。

【主な計画事業】

◇地域住民学校開放事業 ◇フレンドリーセンターの運営
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３ 学習機会の充実

子どもセンターの運営などにより青少年学習の情報提供体制を充実すると●

ともに、完全週５日制に対応した学習機会を拡充します。

家庭の教育力向上のため関係機関と連携し、学習機会の拡充を図るととも●

に、子育てを支援する環境と体制を整備します。また、北海道と連携し、

「道民家庭の日」の啓発・普及を進めます。

高齢社会に対応し、高齢者の学習機会を拡充するとともに、世代間交流事●

業を推進します。

道都大学が取り組む市民公開講座などを支援し、地域に開かれた教育を促●

進するとともに、大学のもつ人材や英知をまちづくりに生かすため、道都

大学との連携を深めていきます。

【主な計画事業】

◇子どもセンターの運営 ◇青少年の自然体験学習

◇子育てガイドブックの作成、地区の子育てセミナーの充実

◇リカレント教育などの促進 ◇道都大学市民公開講座等への支援

４ 公民館活動の充実

地域の実態や課題に応じ、個性を生かした学習機会を拡充します。●

、 。●次代を見すえた学習活動を促進し 市民参加による公民館運営を進めます

【主な計画事業】

◇ふれあい学びの場（公民館まつり、子どもまつり）

◇主体的な学習団体への支援（マイプラン講座）

５ 読書活動の充実

図書館フィールドネットの拡充など、市民団体、企業、各機関と連携した●

普及事業を展開するとともに、インターネットによる蔵書公開や青少年読

、 。書普及ボランティアの育成など 学校を含む関係機関との連携を進めます
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図書館機能を生かし、講座内容を充実します。●

市民の図書館活動を全国的に発信し、読書のまち・北広島市というイメー●

ジを定着させます。

全市的な読書普及ネットワークを形成するとともに、図書館機能の広域活●

用を進めます。

図書ボランティアや点訳活動など、図書館運営への市民参画を積極的に進●

めます。

【主な計画事業】

◇公共図書館研究の定期発行 ◇地区図書室機能の拡充と体制整備

◇読書まつり等への支援 ◇図書館機能を活用したリカレント講座

◇移動図書館車の運行 ◇マルチメディア活用推進事業の振興

６ 青少年の健全育成

青少年の健全育成を促進するため、青少年センター活動を通じて、家庭、●

地域、学校の連携を強化し、地域の教育力を向上する体制を充実します。

青少年の健全育成に関する情報収集・提供システムを構築します。●

【主な計画事業】

◇青少年センター事業の推進（声かけ運動の奨励）

◇青少年健全育成事業（健全育成大会、青少年善行賞）
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第４章・第４節 芸術と文化

現況と課題■

芸術文化ホールの開設に伴い、市民の芸術文化活動への関心は高まりをみ●

せています。このため、市民が主体的に取り組む活動を支援する体制を整

備すると同時に、個性的で質の高い芸術文化の創造が求められています。

ＪＲ北広島駅周辺施設である芸術文化ホール、図書館、エルフィンパーク●

が有機的なネットワークを形成することはもとより、広域行政の視点から

近隣自治体と共催で文化事業を企画実施するなど、効率的な展開を進める

体制づくりが求められています。

郷土の自然や歴史・伝統を受け継いでいくために、市文化財保護審議会を●

はじめ、個人や民間の関係団体などとの幅広い協力と連携により、郷土の

文化遺産等を適切に収集・保存し、伝えていく必要があります。

指定文化財や埋蔵文化財等をはじめ、市内外の郷土に関する貴重な資料を●

調査研究し、収集保存することが急務となっており、伝承普及活動ができ

る総合的な施設の整備が求められています。また、国指定史跡「旧島松駅

逓所」の計画的な改修とともに、その周辺一帯を学習機能をもつ施設とし

て整備していく必要があります。

基本的方向■

市民の芸術文化活動を振興するとともに、個性豊かな地域文化の創造に努●

めます。

文化振興方策に基づき、地域を基盤とする芸術文化活動を支援します。●

広域的なネットワークによる芸術文化活動を展開します。●

芸術文化活動に主体的に取り組んでいる市民団体やサークルなどを支援し●

ます。
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市民等とのパートナーシップにより、芸術文化ホールの運営を進めます。●

文化財を大切に守る心を培うとともに、ふるさと意識の高揚を図るため、●

学習機会の充実と市民参加による事業を推進します。

文化遺産の継承を図るため、郷土の歴史資料や伝統的遺産の保存・活用を●

進めるとともに、市民が身近に郷土文化財などにふれることができるよう

な環境の整備に努めます。

施策の体系■

芸術と文化 芸術文化活動の振興 地域の活動の振興

文化活動の支援

芸術文化の創造と発信 発表と創作の機会の充実

多彩な鑑賞機会の提供

学習機会と相談体制の充実

広域的なネットワーク

市民等とのパートナーシップ 市民団体等との連携

学校や企業等との連携

歴史・文化の継承 郷土文化の伝承と普及

文化財の保護と活用
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主要施策■

１ 芸術文化活動の振興

地域の芸術文化活動を振興するため、企業や民間による文化活動と地域貢●

献活動（メセナ）を生かした事業を展開します。

基金を活用し、市民や関係団体の主体的な芸術文化活動を支援します。●

【主な計画事業】

◇メセナ事業との共催 ◇文化活動の奨励事業（文化賞表彰など）

◇市民の芸術文化振興事業への支援

２ 芸術文化の創造と発信

市民の芸術文化活動の発表と創作の機会を充実します。●

市民に親しまれる多彩な芸術文化の鑑賞機会を提供します。●

芸術文化に関する学習機会や相談体制を充実するため、各種カルチャー講●

座の開設や、公民館・図書館との連携による芸術文化事業を展開します。

全国的、全道的なネットワークを活用して鑑賞機会の情報を収集・発信す●

るとともに、近隣自治体との事業連携を推進します。

【主な計画事業】

◇近隣自治体との連携による広域事業

◇若手演奏家育成のための音楽会 ◇芸術鑑賞・展示会

◇市民の主体的な創作活動への支援

◇各地域を核とした芸術文化活動への支援
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３ 市民等とのパートナーシップ

市民や芸術関係団体等とのパートナーシップにより、芸術文化ホール運営●

委員会や企画委員会の機能と事業内容を充実します。また、運営を支える

ボランティアスタッフの研修機会の確保と主体的な芸術文化活動への支援

を進めます。

学校や企業などとのパートナーシップによる芸術文化活動を展開します。●

【主な計画事業】

◇学校・ＰＴＡとの連携による芸術文化事業の共催

◇芸術文化関係団体への支援 ◇ボランティアの養成と支援

４ 歴史・文化の継承

郷土の歴史や風土に根ざした普及事業を展開し、自主的活動への支援を進●

めます。

郷土芸能、伝承事業に対する支援を進めます。●

郷土の歴史、民俗、地誌、自然、学術資料の調査研究と資料の収集保存に●

努めます。また、市指定文化財の指定について調査し、保存に努めます。

体験学習と保存の機能をもつ郷土資料館や史跡公園の整備計画を策定しま●

す。

平成18年(2006年)の市制施行10周年に向けて、市史の編集と発刊に取り組●

みます。

【主な計画事業】

◇郷土資料館・史跡公園の整備計画の策定 ◇埋蔵文化財等の調査

◇郷土資料集成（収集・編集・発行） ◇市史の編集・発刊
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第４章・第５節 スポーツとレクリエーション

現況と課題■

近年、余暇時間の増大に伴い、心のゆとりや豊かさなど生活の質の向上を●

求める意識が高まってきています。このため、各年代のニーズに応じた各

種のスポーツ教室やレクリエーション活動等の開催を通じて、市民の主体

的な参加を促進し、健康・体力づくりの機会を拡充する必要があります。

大会出場費の助成、団体活動費の補助、スポーツ賞の表彰などに活用して●

いるスポーツ振興基金について、効果的な基金運営のあり方を検討する必

要があります。

自主的なスポーツ・レクリエーション活動を振興するため、今後も各分野●

の指導者や審判員の養成を図る必要があります。

少子化や高齢化などの社会環境の変化に伴い、スポーツ団体への加入者の●

減少やグループのリーダー不足による活動の停滞が見受けられます。この

ため、今後も、団体の主体的な活動を助長しながら、市民の健康づくりを

実践する団体の育成・支援を図る必要があります。

余暇時間の増大に伴い、市民のスポーツ・レクリエーション活動を促進す●

るため、施設の開館日の拡大など利用しやすい運営体制を拡充するととも

に、市民のニ－ズを取り入れながら施設整備を進める必要があります。

高齢者が健康で生きがいのある人生を築くため、日常的なスポーツ・レク●

リエーション活動を支援する施設の整備や種目の開発普及などに努める必

要があります。

スポーツなどを通じて、子どもの心の発達を支援することが重要になって●

きていることから、自然体験学習を取り入れたレクリエーション活動や親

子スポーツ教室を、家庭、地域、スポーツ施設や団体、行政などの連携の

もとで実施することが求められています。
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基本的方向■

市民が生涯を通じて心身ともに健康で活動できるよう、スポーツ・レクリ●

エーション活動の振興に努めます。

地域スポーツ・レクリエーション活動における関係機関・団体等との連携●

強化と育成に努めます。

地域住民が身近で快適にスポーツ・レクリエーションを楽しめる施設整備●

を進めます。

施策の体系■

スポーツと 生涯スポーツ・レクリエ ニュースポーツの開発等
レクリエーション ーション活動の振興

高齢者・障害者の活動促進

個性的事業の推進

自転車道等の活用

スポーツ団体等の支援

指導者の養成・活用

地域スポーツ・レクリエ コミュニティづくり
ーション活動の振興

特色ある活動の推進

施設の整備と運営 学校開放の拡大

総合運動公園の整備

施設の機能充実
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主要施策■

１ 生涯スポーツ・レクリエーション活動の振興

ニュースポーツの開発、スポーツ・レクリエーション活動等のプログラム●

の開発、初心者向け事業の充実を図ります。

高齢者の趣味やニーズにあった健康増進及び自発的サークル活動を促進す●

るとともに、障害者のスポーツ・レクリエーション教室の充実と、健常者

との共同参画事業を推進します。

健康・体力づくりや多様化するニーズに対応し、スポーツフェスティバル●

などの個性的事業を推進します。

自転車道をはじめ各種施設を活用したスポーツ・レクリエーション活動を●

推進します。

体育協会やスポーツ少年団等への支援などにより組織の育成・強化を図り●

ます。

専門的指導者の養成や活用を図ります。●

【主な計画事業】

◇各種スポーツ教室 ◇高齢者・障害者スポーツ教室

◇スポーツフェスティバル ◇自転車道の活用

◇団体補助事業等の充実 ◇指導者・審判講習会の開催
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２ 地域スポーツ・レクリエーション活動の振興

スポーツやレクリエーションを通して、地域のコミニュティづくりを促進●

します。

各地区の地域性や特性にあったスポーツ・レクリエーション活動を、学校●

や関係団体と連携して普及し、推進します。

【主な計画事業】

◇地域スポーツ教室 ◇体育指導委員の活用

３ 施設の整備と運営

市民の日常的なスポーツ・レクリエーション活動を支援するため、市民ニ●

ーズにあわせ、学校開放の拡大を進めます。

住民プールの簡易温水化を進めます。●

市民ニーズや機能面などに十分配慮しながら、総合運動公園計画の再構築●

と施設整備に努めます。また、キャンプ場をはじめスポーツ・レクリエー

ション施設の整備・改善を進めます。

スポーツ施設に情報コーナーを設置し、健康相談などのサービス機能を向●

上させます。また、トレーニング・体力づくり事業を定期的に実施するこ

とにより、効果的かつ安全にスポーツができる環境づくりを進めます。

【主な計画事業】

◇学校開放事業の拡大 ◇住民プール簡易温水化事業

◇総合運動公園の整備 ◇キャンプ場の整備
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