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子どもたちの挑戦を人が支えます！

特集

～ここがすごい！やいづの教育～
その１

級

全学

①小１サポーター

校

中学

②心の教室相談員

小１

36 人

22 人

全小

54 人

■全小中学校に配置

■全小中学校に配置（規模に応じて複数）

小 1 サポーターは、小学１年
生の学校生活をサポートしていま
す。小学１年生の全学級に１人ず
つ配置して、子どもたちが充実し
た学校生活を送れるよう支援して
います。

子どもが自分の思いを気軽に話
し、安心して学校生活を送ること
ができるように相談員を全小中学
校 22 校に配置し、子どもたちの
心のサポートをしています。

子どもの学校生活や、学習活動
を支える支援員を全小中学校 22
校に配置しています。学校の規模
に応じて複数人配置し、子どもを
サポートをしています。

⑤外国人児童生徒支援員

者

⑥ステップアップ教室

52 人

員

指導

■希望する小学３年生に放課後学習支援

■教員のニーズに合わせた研修を開催

日本語の習得や学習への参加、
友達づくりなどに不安を抱える外
国籍の子どもへ、資格を持った支
援員が日本語指導を行ったり、母
語が話せる支援員が悩みごとの相
談にのったりします。

ステップアップ教室は、希望す
る小学３年生に、退職教員などの
学習ボランティアが学習をサポー
トしています。また、夏休みに小
学６年生と中学１年生に対してサ
マーステップアップ教室を実施し
ています。

社会の変化に伴う課題へ対応するために教員のニーズに合わ
せた研修を開催しています。
ギ
ガ
「GIGA スクール構想」に対応した研修
h
h生徒指導研修
hベテラン指導員による若手教員への指導
h教員を目指す学生や社会人を支援する「みらいアカデミー」
の開催

その２

学校が快適

快適エアコン

室に
全教
完備

一人１台タブレット PC など

■エアコン完備 100％

■ GIGA スクール構想の実現

近年の猛暑を災害と捉え、他市
町に先駆けいち早く、市内の小中
学校の普通教室、特別教室の
642 室にエアコンの設置が完了
しました。

文部科学省が進める「GIGA
スクール構想」に伴い、一人 1
台タブレットパソコンの導入と高
速大容量の通信ネットワーク（校
ラ
ン
内無線 LAN）を整備し、教育の
ICT 化を進めています。

ぴかぴかトイレ

校
小学 完了
年
低学

そのほか

■トイレの洋式化

■机や椅子などの更新

学校の和式トイレを洋式トイレ
に改修しています。現在、小学校
低学年のトイレの改修が完了しま
した。小学校高学年、中学校のト
イレの洋式化も進めています。

机・椅子の更新や、教室内のロ
ッカー、壁などの改修を順次行っ
ています。
h机・椅子の更新（小学２年～中
学３年生が完了）
hロッカー改修
h内装改修

童・
全児 配備
に
生徒

■全小学校の外国語の全授業に配置
■中学校の英語の授業で巡回指導

これまでの支援のさらなる充実を図ります。
問合先 家庭・子ども支援課「あゆみ」
K625-8159 N626-2188

すごいんです！ここが

その３

子ども、家庭を支える

h不登校で困っている家庭への支援
h子どもに関わる経済的な問題を抱える家庭への支援
h学校生活に関わるさまざまな不安を抱える家庭への支援

学校 Q ＆ A

数
べ人
加延
参
研修

人
325

「焼津市教育大綱」が
新しくなりました
「焼津市教育大綱」は、今年度から５年間の本市の教育、学術および
文化の振興に関する総合的な施策の根本となる方針を定めたものです。
これからの時代を生き抜き、輝いていくためには、自分自身を知り、
世の中の多くのことに興味や関心をもって積極的に挑戦する姿勢が大切
です。そしてその挑戦の過程で生じる困難やつまずき・失敗がとても大
切な経験となります。
真の強さや優しさを身に付け、人から愛され信頼される愛しい人へと
成長します。この「優しく、強く、愛しい人」を理念に、
「みんなで笑
顔を育むまち『やいづ』
」を目指します。

子育て、子どもの教育で

「かわいい子には旅をさせよ」
の精神を大切にします！

他市町では廃校や合併する学校がある
と聞きますが、焼津市にはそのような
学校はありますか？

焼津市には、10 年後も１学級 10 人未満や複式学級（２学年
で１学級）となるなどの学校がないため、現在、統廃合は検討
しておりません。

中学に入学したら柔道をやりたいと思
っているのですが、ぼくが進学する中
学校には柔道部がありません。

現在、みなさんのニーズに応じた活動の場の確保を目的に、部
活動の見直しをしています。来年度には、地域部活動という新
たな取り組みで「焼津市中学校柔道部」が新設される予定です。

保護者

児童
■認知症に関する電話相談 時間 午前９時～11時30分（不在時は留守番電話にて対応） 相談・問合先 焼津市認知症家族会めぐみの会相談窓口 K090-7613-5840
■子育て相談 日時 月～金曜日（祝休日を除く） 午前９時～午後５時 相談・問合先 児童家庭支援センターはるかぜ K656-3456
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子

▲ GIGA スクール研修「タブレット PC 活用」 ▲みらいアカデミー「教職の魅力」グループ協議

■家庭・子ども支援課「あゆみ」を新設
これまでの学校教育課家庭・子ども支援室が、今年度から「家庭・子ども
支援課『あゆみ』
」となりました。
家庭・子ども支援課「あゆみ」では、学校に登校できない子どもの家庭に
職員が訪問し、相談や学習支援を継続的に行います。
また、さまざまな「困り感」から学校生活に不安を感
じている家庭の相談にのりながら、ケースに応じた情報
提供や支援を行います。

育
と教
々
中
着
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境
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④外国人授業助手（ALT） 15 人

⑦学び続ける教員

83 人

子どもたちが学校生活を快適に送れるよう、さまざま
な環境を整備しています。
問合先 教育総務課「ひかり」 K625-8156 N626-2188

校

中学

全小

外国語教育の充実を図るため、
外国籍の ALT を全小学校 13 校
の外国語の全授業に配置していま
す。また、中学校の英語の授業で
巡回指導をしています。

■日本語指導が必要な子どもへのサポート

すごいんです！ここが

相談室

校

中学

③特別支援員

全小

■小学１年生全学級に配置

登録

本市では、今年４月１日に改定された「焼津市教育大綱」を基に「みんな
で笑顔を育むまち『やいづ』
」を目指しています。
「優しく、強く、愛しい人」
を理念に、子どもたちの挑戦を人が支えます。
今回、本市の「すごい」支援体制を３つ紹介するとともに、改定された
「焼津市教育大綱」と、よくある質問の一部を紹介します。

子どもたちが「学校が楽しい
い」と思えるよう、多くの人たちが学校生活を支えています。次で紹介するものの他、学校司書やカウンセラーなども子どもの成長を支えており、他市町にはない
充実した体制をとっています。
問合先 h ①～④…学校教育課
課「きぼう」 K625-8160 N626-2188 h ⑤～⑦…教育センター「みらい」 K631-4811

学校が楽しい

すごいんです！ここが

❿

相談室

市職員

先生

■税理士会の無料税務相談（要予約） 日時 月・水・金曜日（祝休日を除く） 午後１時30分～４時 予約受付日 月～金曜日（祝休日を除く） 会場 焼津商工会議
所会館２階 予約・問合先 税理士会事務局 K628-2250

