第 11 回総合教育会議
R3.1.20 開催資料
教育部教育総務課

令和３年度教育基本方針

資料２－②

体系別アクションプラン

Ⅰ 学校教育
◆ 確かな学力の向上と豊かな社会性の育成
１ 幼稚園教育
（１）基本的生活習慣の定着のための家庭や地域との連携強化
（２）社会性の育成を目指した心理的発達に応じた生活体験の充実
事業名等
事業概要
基本的生活習慣育成推 ○「あいさつ活動」の実施により自ら進んであいさつを
進事業
することを定着
○「はやね・はやおき・あさごはん」について家庭への
啓発を図り、家庭と連携して推進
○栽培や収穫など、活動を通した食に関する指導を充実
（３）課題を発見し、解決する能力を育てる豊かな遊びの創造
事業名等
事業概要
豊かな遊びの創造推進 ○知的好奇心と豊かな感性を育むため、園を取り巻く自
事業
然環境を生かした体験活動を実施
（４）認定こども園化に向けた保育所との連携強化及び小学校との交流学習の推進
事業名等
事業概要
幼保再編推進
○認定こども園化に向けて幼稚園と保育所の整備再編に
伴う交流活動を実施
（５）家庭及び関係機関との密接な連携の推進
事業名等
事業概要
特別支援教育総合推進 ○中学校区ごとに特別支援教育コーディネーター連絡会
事業
を開催し、情報共有や交流学習等を実施
（６）施設設備の整備
事業名等
幼稚園施設維持補修事
業

事業概要
○幼稚園施設の維持、修繕
・幼稚園遊具修繕ほか

（７）教職員の研修の充実
事業名等
事業概要
新任職員研修事業
○幼稚園教諭の新任職員研修会（新任者を派遣）
・新任職員研修会旅費
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２ 小・中学校教育
（１）成就感や達成感が得られる「分かる授業」を目指した学習指導の充実
事業名等
事業概要
教育支援センター運営 〇「登米市学習スタンダード」を活用した授業づくりを
事業
各小中学校に普及させるため、市内小中学校の中核教
員を教育支援センターの学力向上研究員に委嘱
〇教材・教具及び指導案等のデータベース化を推進
学力向上対策事業
○児童生徒の学力向上に向けた学力調査の検証改善サイ
クルの検討及び教職員の指導力向上のため、登米市学
習スタンダードの活用及び先進地視察研修、教育フォ
ーラムを実施
標準学力調査事業
○児童生徒の学力を把握し、学校における教師の授業力
の向上に資するため、学力調査を実施
外国語指導助手配置事 ○幼稚園、小学校、中学校における語学指導等の充実・
業
強化を図るため、外国語指導助手 13 名を配置
教育用コンピュータ更 ○児童生徒のわかる授業実現のため、デジタル教科書等
新事業
の更新や学校のＩＣＴの活用を継続的に推進するため
教育用コンピュータの更新の実施
（２）思いやりの心をもち、社会の一員としての生き方を培う道徳教育、情操教育、
人権教育の充実
事業名等
事業概要
いじめフォーラムの開 ○各小学校の代表者によるいじめに関するグループワー
催事業
クを行い、自主的ないじめ防止の取り組みを推進
（３）健康でたくましい児童・生徒を育成するための学校体育、保健安全教育の充
実
事業名等
事業概要
学校給食センター管理 ○学校給食の調理・提供と給食センターの管理運営
運営事業
・老朽化蒸気ボイラーユトリセット交換修繕、空調設備
室外機修繕（西部学校給食センター）
・高圧受電設備（キュービクル）ほか修繕、炊飯ライン
機器入替工事実施設計業務（北部学校給食センター）
・パススルー冷蔵庫入替更新（３台）
（東部津山学校給食
センター）
（４）より良い人間関係を構築するための生徒指導の充実
事業名等
事業概要
教育相談事業
○適応指導教室に各種の相談員を配置し、いじめなど児
童生徒に関わる相談等に対応
・教育相談（面談・電話相談）
・特別支援教育訪問相談
けやき教室運営事業
○けやき教室の運営により、不登校児童生徒の居場所づ
くり
子どもの心のケアハウ ○不登校児童生徒の居場所づくり、学習支援活動の実施
ス運営事業
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居心地のよい学級づく ○楽しく学べる学級づくりを実現するため、児童生徒
り支援事業
個々の学級満足度等を調査、分析
（５）小・中・高等学校を通じて夢や希望を育む志教育の推進
事業名等
事業概要
キャリアセミナー推進 ○中学生が将来に明るく豊かな希望が持てるよう、現役
事業
の職業人を招へいして講話を聴き、職業観を醸成
（６）保・幼・小・中及び特別支援学校や関係諸機関との連携強化による個々の教
育的ニーズに応じた特別支援教育の充実
事業名等
事業概要
特別支援教育総合推進 ○中学校区ごとに特別支援教育コーディネーター連絡会
事業
を実施し、情報共有及び交流学習等による連携強化
（７）児童・生徒の実情に応じた望ましい学習環境整備の推進
事業名等
事業概要
学校再編推進
○将来の小・中学校適正規模・適正配置の実現に向けて
の学校再編の推進（地域別学校再編実施計画の策定）
南方小学校改修・修繕 ○経年により劣化している地下重油タンク更新工事
事業
・屋外重油タンク設置工事
米岡小学校改修・修繕 ○経年により劣化している地下重油タンク修繕工事
事業
・地下重油タンクＦＲＰライニング施工工事
新田中学校改修・修繕 ○経年により劣化している外階段塗装修繕工事
事業
・外階段塗装修繕工事
小学校電話設備更新事 ○経年により劣化している電話設備を更新
業
・中津山小学校ほか電話設備更新工事
小学校施設維持補修事 ○小学校施設の機能維持に必要な修繕を実施
業
・米山東小学校屋内運動場床修繕
・横山小学校浄化槽修繕
・プールろ過装置修繕ほか
中学校施設維持補修事 ○中学校施設の機能維持に必要な修繕を実施
業
・津山中学校屋外スピーカー設置修繕
・プールろ過装置修繕ほか
教育施設電気設備改修 ○老朽化している教育施設の電気設備を改修
事業
・錦織小学校電気設備改修工事
・津山中学校電気設備改修工事
学校環境整備事業（支 ○学校敷地内の安全維持
障木伐採処理）
・石越小学校ほか支障木伐採処理業務
・佐沼中学校ほか支障木伐採処理業務
学校音楽支援事業
○学校の吹奏楽に必要な楽器を整備
・佐沼小学校（アルトサクソフォン他）ほか２校
・佐沼中学校（テナーサクソフォン他）ほか６校
特別支援教室等空調設 ○学校の特別支援教室等に空調設備（エアコン）を設置
備設置事業
・西郷小学校空調設備設置工事（１室）
・豊里中学校空調設備設置工事（１室）
・米山中学校空調設備設置工事（１室）
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（８）地域の教育力を生かすための地域や保護者との連携強化
事業名等
事業概要
コミュニティ・スクー ○地域の人材を活用し、地域の伝統芸能や地場産業を学
ル推進事業
ぶ機会を確保することにより、地域とともにある学校
づくりを推進
（９）教職員としての使命、責任の自覚及び豊かな人間性・社会性を培う各種研修
の充実
事業名等
事業概要
教育支援センター運営 ○登米市教職員の資質の向上を目的に、各種研修を実施
事業
・資質向上研修（Web サイト研修、ＣＳ研修等）
・研究発表会ほか
（10）安全安心な学校を目指した、地域一体で取り組む防災教育と教育環境の充実
事業名等
事業概要
学校防災教育の推進
〇市内に配置されている３名の安全担当主幹教諭を中心
に、各校の防災主任と連携を図り、各校の実態にあっ
た危機管理マニュアルの作成や地域と連携した避難訓
練・引渡し訓練を実施
コミュニティ・スクー ○学校運営協議会主導による地域関係機関・団体等及び
ル推進事業
ＰＴＡの連携による避難訓練等の防災教育の推進

◆ 学校と家庭・地域が連携した、地域とともにある学校づくりの推進
（１）家庭・地域・学校・市の協働体制の構築と、一体となったより良い教育の実
現
事業名等
事業概要
コミュニティ・スクー ○学校運営協議会主導による学校での地域住民等の幅広
ル推進事業
い参画の促進や協働の充実を図るために具体的取組を
推進
（２）地域や保護者等の参画促進や関係諸機関・団体との連携・協働の促進
（３）学校・地域教育力向上対策事業の地区コーディネーターとの連携強化
事業名等
事業概要
コミュニティ・スクー ○学校支援ボランティアの登録推進と地域住民が学校を
ル推進事業
支援するシステムの構築
（４）地域関係者、学校関係者等に対する積極的な情報発信を通した普及・啓発
事業名等
事業概要
ホームページ管理
○登米市立小中学校ホームページ開設用サーバー機の設
置及び管理により、学校の情報を効果的に発信
（５）学校運営の充実を図る学校評価の工夫
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Ⅱ 社会教育
◆ 心豊かな生活に向けた生涯学習の充実
１ 市民の学習機会の提供と学習する場の充実
（１）社会の変化に伴う生活課題、地域課題への対応
事業名等
事業概要
指定管理者による公民 ○地域ニーズや特色を活かした社会教育事業を展開する
館事業の展開
ため、公民館等への事業費を指定管理料に含めて支援
（２）社会教育施設の整備と充実
事業名等
事業概要
指定管理者による施設 ○指定管理者による市内社会教育施設の管理運営
管理
中田生涯学習センター ○施設の維持管理のため、非常用発電設備及び空調設備
改修・修繕事業
の改修
２ 学びの成果を生かせる活動への支援
（１）学習の多様化、高度化への対応
事業名等
事業概要
社会教育主事資格者養 ○地域ニーズを反映した特色ある社会教育事業を実施す
成事業
るため、公民館職員等の社会教育主事養成講座の受講
を支援
奨学金貸付事業
○経済的理由から就学困難な高校生以上の生徒･学生に
対して奨学金貸付により修学を支援
・電算処理委託関係経費
・基金繰出金
（２）学びの成果を地域に生かすための支援
事業名等
事業概要
生涯学習子育てサポー ○公民館等事業受講者の子どもたちを一時保育し、安心
ト事業
して講座受講が出来るよう、子育てサポーター養成講
座修了者で事業参加登録者を派遣

３ 子どもの創造性と自主性を育む地域教育力の向上
（１）「学社連携、学社融合」事業の推進
事業名等
事業概要
学校・地域教育力向上 ○地域ぐるみで子どもたちを育成する体制として、学校、
対策事業
家庭、地域の連携による協働教育を推進
（２）学校・家庭・地域の連携強化
事業名等
事業概要
放課後子ども教室
○放課後の子どもたちの安心・安全な居場所づくりのた
め、地域住民の協力を得ながら学校施設を活用して実
施
〇教室本来の開設時間や地域の実情に合わせた開催回数
等の検討を行い、持続可能な事業として実施
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◆ 地域に密着したスポーツ活動の推進
１ 生涯にわたるスポーツ活動の推進
（１）子どもの体力・運動能力向上及びスポーツをする機会の充実
事業名等
事業概要
総合型地域スポーツク ○地域や学校へのスポーツ活動支援に向けた総合型地域
ラブとの連携
スポーツクラブとの連携
（２）市民の健康・体力づくりの意識向上と習慣づくり
事業名等
事業概要
ラジオ体操、ふるさと ○ラジオ体操等のスポーツ事業をはじめ、総合型地域ス
スポーツ祭、スポーツ
ポーツクラブと連携した健康スポーツ教室を実施
まつり、健康スポーツ
教室の開催
（３）健康寿命延伸のためのスポーツの推進
事業名等
事業概要
健康推進担当課等との ○子どもから高齢者までの健康・体力づくりをより効果
連携
的に進めるため、健康推進担当課等と連携して推進

２ スポーツを身近に楽しめる地域スポーツ活動の充実
（１）スポーツ関係団体の活動への支援
事業名等
事業概要
体育協会支援
○本市におけるスポーツを振興し、市民の体力向上及び
健康増進を図る市体協の活動を支援
スポーツ少年団支援

○スポーツ少年団相互の連絡調整を図り、心身ともに健
全な少年を育成する市スポーツ少年団の活動を支援
総合型地域スポーツク ○誰もがいつでも気軽にスポーツを楽しむことが出来る
ラブ支援
総合型地域スポーツクラブの活動を支援
（２）スポーツ推進委員活動への支援
事業名等
事業概要
スポーツ推進委員の活 ○スポーツ活動のコーディネーターとして、スポーツ推
動支援
進のための事業の運営及び実施に係る連絡調整並びに
スポーツの実技指導、助言を行う活動を支援

（３）地域スポーツ活動への支援
事業名等
事業概要
社会体育振興員の活動 ○市民運動会やふるさとスポーツ祭などの地域スポーツ
支援
の推進を図るため、社会体育振興員の活動を支援
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３ 競技力向上に向けたスポーツ指導者の支援と育成
（１）スポーツ指導者の支援と育成
事業名等
事業概要
体育協会及びスポーツ ○市体育協会、市スポーツ少年団と連携して指導者の確
少年団支援
保とスポーツ団体指導者のスキルアップを推進
（２）競技力向上に向けたスポーツ活動への支援
事業名等
事業概要
教育文化振興補助金
○県、東北地区、国の代表として各種大会等に参加する
個人または団体を支援
東京 2020 オリンピッ ○東京オリンピック・パラリンピックの１年延期に伴い、
ク・パラリンピック事
改めて開催機運を高めながら、ポーランドボートチー
前合宿支援等事業
ムがメダルを獲得できるよう、新型コロナウイルス感
染症防止対策を徹底し、事前合宿の受入支援と競技終
了後の交流を創出する。

４ スポーツ活動を支援する環境づくり
（１）市内スポーツイベントの開催
事業名等
事業概要
社会体育事業の開催
○健康づくりや競技力の向上、交流人口の拡大を図るた
め、各種社会体育事業を開催
（２）市民のニーズに応じた活動支援
事業名等
事業概要
スポーツ競技会開催支 ○競技スポーツの推進を図るため、スポーツ競技会を開
援事業補助
催する社会体育団体に対し、各種大会の開催を支援
（３）活動の拠点となるスポーツ施設の整備と充実
事業名等
事業概要
指定管理者による施設 ○指定管理者による市内社会体育施設の管理運営
管理
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◆ 文化が息づくまちの創造
１ 文化財の保護・保存の充実
（１）文化財の調査・研究の推進
事業名等
事業概要
指定・登録文化財等調 ○仙台市博物館、東北歴史博物館等から専門職員を招き
査事業
各施設の収蔵品等を調査
埋蔵文化財包蔵地確認 ○市内の埋蔵文化財包蔵地開発行為時の試掘調査を実施
調査事業
（２）文化財の保護・保存の充実と施設整備の推進
事業名等
事業概要
歴史資料館維持修繕事 ○歴史資料館施設の修繕を実施
業
文化財標柱修繕事業
○文化財標柱の計画的な修繕を実施

（３）民俗文化財等の保存と継承への支援
事業名等
事業概要
文化財保護補助金事業 〇保存団体の支援
・国、県指定文化財（無形民俗文化財・無形文化財等保
護団体）
１団体 40 千円×８団体
・市指定文化財（無形民俗文化財・無形文化財等保護団
体）
１団体×20 千円×30 団体
地域伝承文化振興事業 〇地域伝承文化振興方策に基づいた地域伝承文化の保
存・伝承、情報発信等のための事業
・人材育成事業
・地域伝承文化に触れる機会の提供
・情報発信事業
・関係団体との連携

２ 文化・芸術を創造するための環境の整備
（１）文化・芸術の鑑賞機会の充実
事業名等
事業概要
宮城県芸術文化活動事 〇みやぎ文化育成支援事業
業
・青少年劇場小公演（市内小学生対象）２会場
・巡回小劇場（市内中学校対象）１会場
（２）文化・芸術振興の拠点となる施設の適切な管理運営
事業名等
事業概要
文化施設指定管理事業 高倉勝子美術館指定管理委託

■この体系別アクションプランについては、２月定期議会での当初予算の議決をも
って、確定となります。
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