
3-1豊かな感性をもつ幼児の育成 



施策の目的 

乳幼児 

対象 

基本的な生活
習慣を身につ
ける 

意図 



✔就学前の５歳児時点では、ほぼ全員が幼稚園・保育
園に通っている。 

✔小学校入学時点で着替え、排泄、食事などの身の回
りのことがほぼ自分でできる状況。 
 
✔幼稚園に関しては、園児が全体的に減尐傾向。 

✔公立幼稚園の園児は、民間よりも減尐傾向。 

✔幼保一元化など公立幼稚園のあり方を検討する必要
がある。 
 
✔防災計画、防災訓練を見直し防災体制の強化を図る
必要がある。 

✔安全な保育環境の確保を図る必要がある。 

現状と課題 



✔生活習慣を身につけるために、保護者へ
の情報提供・情報交換の機会の充実を図る。 

 

✔幼稚園・保育園と小学校との連携を強化
し、円滑な学校教育へと結びつける。 

 

✔幼保一元化を検討して行く。 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

基本的な生活習慣が身に付いてい
ると思う、小学校１年生の割合 

％ 98.8 99.0  



3-2生きる力を育む学校教育
の充実 



施策の目的 

市内小中学校
の児童・生徒 

対象 

学力が定着化し、 

心身ともに成長する
（知・徳（心）・体にす
ぐれる） 

意図 



 

✔基礎学力・基礎体力は、概ね国や県と同様な水準。 

✔自ら学ぶ力と、知識・技能を活用し課題を解決していく
力を育成していく必要がある。 
 
✔問題行動は、近隣市町と比べて尐ない状況。しかし、
近年、件数・人数ともに増加傾向。 

✔学校生活に対する充実感や自己肯定感を高め、心の
安定を図る必要がある。 
 
✔今後も、教師や支援員等の人的配置を進めとともに、
教師の指導力を高めることが必要。 
 
✔老朽設備の更新や教材・備品など学校の学習環境の
充実が必要。 

 

現状と課題 



✔教員の人的配置や資質向上を図る。 

 

✔学ぶ環境づくり（老朽設備の更新や教材・
備品の整備）を進める。 

 

✔効果的な学校教育を進めるために地域と
の連携を進める。 

施策の方針 



成果指標 
後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

知～授業内容を理解する小・中学
生の割合 

％ （82） 85 

徳（心）～自己肯定感をもつ小・中
学生の割合 

％ （76） 80 

徳（心）～学校生活に充実感をも
つ小・中学生の割合 

％ （87） 90 

体～一定以上の基礎体力のある
小学生の割合（男女別） 

％ 男77.2 女79.4 男82  女82 

体～一定以上の基礎体力のある
中学生の割合（男女別） 

％ 男82.4 女90.4 男85  女93 

○平成２５年度より成果指標を上記のように変更する。理由は、一部の児童・生徒の数値によ
り指標を示したものであったためである。変更した「知」及び「徳」の３項目の現状値は県の平均
値であるため（ ）にしてある。平成２５年度から焼津市の現状値も調査し、平成30年度の目標
値を目指したい。 



3-3生きる力を伸ばす社会教育
の充実 



施策の目的 

市民 

対象 

・社会生活が充実
する 

・家庭の教育力が
向上する 

意図 



✔公民館活動は、活発的な活動が行われている
状況。 
 

✔家庭教育支援は、当事者の学びと、それを支え
る地域、関係者との連携、子育て支援施策などと
も連携して、事業を実施していく必要がある。 
 

✔公民館活動に関しては、講座参加者の固定化。
身につけた知識を広げられるような循環が必要。 

✔防災・減災に役立つ学習活動など地域課題の
解決に繋がる事業へシフトしていく必要がある。 
 

現状と課題 



✔青尐年を取り巻く環境は、インターネットなどの
安全利用の問題対応が求められている。 
 

✔図書館は、人口の減尐や高齢化の進展が予想
される中、公民館図書室を含めた図書館ネット
ワークの構築が求められている。 
 

✔天文科学館が整備されている中、子どもから大
人まで学習する機会づくりが求められている。 
 

現状と課題 



 

✔社会教育については、市民が身につけた知識
をまちづくりに繋げるような循環をつくるとともに、
学びの成果を社会に波及できるようにする。 
 
✔家庭教育については、市民が家庭教育支援に
かかわれるよう展開する。 
 
✔天文科学・自然科学の分野において、誰でも
学べる場と機会を提供する。 
 
✔第２次子ども読書活動推進計画に基づき読書
活動を推進する。 

 

施策の方針 



成果指標 
後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

子どもが年齢に応じた感受性を身に
つけていると思う保護者の割合 

％ 80.3 88 

学習活動に取り組んでいる市民の
割合 

％ 28.3 32 

学習活動に取り組んでいる市民の
中で学んだ成果を活用している市民
の割合 

％ 84.4 90 

学習活動に取り組んでいる市民の
中で学んだ成果を社会のために活
用している市民の割合 

％ 31.5 41 



3-4芸術文化の振興と伝統文化
の継承 



施策の目的 

市民 

対象 

・芸術文化に親しみ、
豊かな心を持つ 

・伝統文化を継承し、
郷土愛を醸成する 

意図 



✔文化講座参加者が高齢化。若い人が文化活動
に取り組める環境が必要。 
 

✔焼津・大井川両文化会館が実施する事業数及
び収益率は高い。 

✔芸術文化の振興を図るためには、鑑賞型事業
だけでなく普及型事業や市民参加型事業を積極
的に実施していく必要がある。 

✔両文化会館の地域性や施設規模の特性を生
かし効果的で特徴をもった自主文化催事事業の
企画・運営が求められている。 

 

現状と課題 



✔伝統文化を継承する活動をしている団体が、
積極的に保護・継承に取り組めるように継続して
支援する必要がある。 

✔伝統文化を通して、古きよき焼津を伝える取り
組みを継続して行う必要がある。 

✔東日本大震災を受けて、文化財の保護、保存
の在り方が課題。 

 

現状と課題 



✔若い人が芸術文化活動に取り組める環
境整備について検討・実施し、現状の水準
を保つ。 

 

✔伝統文化の継承については、現状の水
準を保ちつつ、新たに花沢地区の文化的景
観の保存に積極的に努める。 

 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

日頃から芸術文化に親しんでい
る市民の割合 

％ 13.6 17 

伝統文化を継承する活動をして
いる市民の数 

人 829 830 

市・県・国指定文化財数 件 59 60 



3-5焼津らしい平和教育の推進 



施策の目的 

市民、国民、
世界の人々 

対象 

核兵器の廃絶を
希求し、平和を
愛する心を持つ 

意図 



✔第五福竜丸事件のことを、知らない人が多くい
る。(特に若い世代や、焼津に転入してきた市民) 

✔学校教育や社会教育の機会を通じて「焼津らし
い平和教育」をより広く実践していく必要がある。 
 

✔第五福竜丸事件発生当時のことを直接知って
いる市民の年齢が60歳を越してきている。 

✔事件の風化が懸念される。当時の状況を記
録・保存するとともに保存・展示場所を検討する
必要がある。 

 

現状と課題 



✔学校教育や社会教育の機会を通じて「焼津らしい
平和教育」をより広く実践。特に、若い世代が学習す
る機会を増やす。 
 
✔第五福竜丸事件の風化が懸念されるため、当時
の状況を記録・保存する。 
 
✔ 「核や平和を考える学習活動やイベントに参加し
た市民の割合」及び「国内外に対する核兵器の廃絶
と平和に関する焼津からの発信件数」については、
後期計画期間中も引き続き、現状の維持を目指す。 
 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

第五福竜丸事件を知っている市民
の割合 

％ 81.3 88 

核や平和を考える学習活動やイベ
ントに参加した市民の割合 

％ 6.7 8 

核兵器の廃絶と平和に関する国内
外への焼津からの発信件数 

件 11 15 



3-6スポーツ・レクリエーション 

活動の振興 



施策の目的 

市民 

対象 

運動習慣を身に
つけ体力を維持
向上させる 

意図 



 

✔市民のスポーツ実施率は低下。市民が多く、スポーツ
に取り組むきっかけや動機付けが必要。 
 
✔スポーツを行えない人に対して、手軽にスポーツに取
り組むきっかけづくりを行う必要がある。 
 
✔身近な場所で、気軽にスポーツに取り組めるよう、
ニュースポーツなどの普及やイベントの充実を図る必要
がある。 
 
✔スポーツ施設は、老朽化や設備の耐用年数経過等に
より、計画的な改修・修繕を行っていく必要がある。 
 
✔東日本大震災を踏まえて、スポーツ施設の災害時の
利用がますます必要となっている。 

 

現状と課題 



 

✔気軽にスポーツに取り組むきっかけづくりを行う。 
 
✔スポーツをとおして、健康や体力の維持向上、異年
齢・世代間・親子間の交流、地域の連帯感の高揚による
子どもの健全育成や地域コミュニティづくりに結びつける。 
 
✔市民が安全で良好な環境の中でスポーツ活動を実施
できるよう、災害時の利用も視野に入れた複合的なス
ポーツ施設の改修・修繕を計画的に行う。 
 
✔ 「スポーツ・レクリエーションの実施率」の向上をはか
る。「体育協会加盟人数」の減尐を極力食い止める。 
 
✔東日本大震災を踏まえ、災害時の安全な利用のため
のスポーツ施設の非構造部材の耐震対策を進める。 

 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

スポーツ・レクリエーションの実施率 ％ 35.8 41 

体育協会加盟人数（延べ） 人 12,103 11,000 


