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は じ め に

沼津市教育委員会では、市民の皆様や教育関係者など多くの方々からご意見をいた

だきながら、平成 21 年１月に「沼津市教育基本構想」を策定いたしました。

この「沼津市教育基本構想」は、「これからの沼津の教育の方向、核となる考え方」

であり、「明日の社会を担う『夢ある人』づくり」を目的としています。

また、それを実現するために次の３つの目標を掲げました。

【目標１】 沼津の自然、文化、産業などを生涯学習に生かす

【目標２】 「ことば」を大切にした生涯学習で、知・徳・体を自ら磨く

【目標３】 市民協働で生涯学習の向上に取り組む

以来、沼津市の教育は、「沼津市教育基本構想」の理念の実現に努めてまいりまし

た。

この教育基本構想に示された理念の具現化を図るため、「沼津市教育基本構想実施

計画」を作成し、沼津市教育委員会が進める施策、事業などの方向付けを行うととも

に、各教育機関や教育委員会事務局各課の取り組みを充実させていくための柱となる

様々な施策を実施しております。

当初の教育基本構想策定から６年が経過いたしましたが、この間には、東日本大震

災を契機とする防災教育の取り組み強化や、子育て支援に関する法制度の改変などの

教育を取り巻く社会的な環境の変化がありました。本市においても、教職員研修セン

ターの設置、静浦小中一貫学校の開設、新市民体育館の建設構想など、沼津市の教育

にかかる大きな動きがありました。

しかし、教育の「場」は、家庭であり、学校・園であり、地域社会であることに変

わりはありません。この教育基本構想は、沼津市独自のものであり、法令などにより

義務付けられたものではありませんが、常に、今、何が課題なのか、どのように教育

を進めて行けば良いのかを明確にする必要があります。

そこで、平成 26 年度、約１年をかけて、現状の課題や各分野の施策の検証を行う

とともに、内容を見直し、「沼津市教育基本構想（改訂版）」を策定いたしました。

今後も、沼津市が確かな教育理念を持って、より一層、生涯学習全般にわたる諸施

策を展開していくことにより、市民の皆様が「夢ある人」として、志を持ち、豊かな

人生を過ごすことができますよう願っております。

最後になりますが、「沼津市教育基本構想（改訂版）」の策定に当たり、多くの皆様

から貴重なご意見をいただきましたことに、心よりお礼申し上げます。

平成 27 年３月

沼 津 市 教 育 委 員 会

教育長 工藤 達朗
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序

１ 策定の趣旨

社会情勢が激しく変動し、地方分権と規制緩和が本格的に進む中での教育行政に

おいては、地方の主体性をより発揮していくことがますます重要となってきていま

す。そこで沼津市では、隣接校選択制や言語教育推進事業、市立沼津高等学校にお

ける中高一貫教育や各学校における創意工夫を活かした取組を支援する事業など、

特色ある教育施策に取り組んでいます。

一方、国は平成 18 年 12 月に教育基本法を改正し、その中で地方公共団体の責

務を定め、また、教育行政の基本計画が地方公共団体においても必要であるとして

います※１。

このような情勢に鑑み、沼津市教育委員会では、これからの沼津の教育の方向

性を明確に示し、教育施策を総合的に進めていくための指針とするために、平成

21 年１月、「沼津市教育基本構想」を策定しました。本教育基本構想、そして実

施計画に基づき、毎年、評価、改善に努めることで、教育の多くの分野において、

効果を見ることができました。

しかし、策定より６年の間に、東日本大震災での大規模地震や巨大津波など、想

定をはるかに超える自然災害や、少子高齢化の一層の進展など、大きな課題に直面

しています。

そこで、これまでの検証を行い、さらに本市教育行政を着実に推進するため、「沼

津市教育基本構想（改訂版）」を策定することとしました。

２ 性格と位置付け

前述のように、国においては教育基本法が改正され、さらに平成 19 年６月の教

育関連３法※２ の改正、平成 20 年３月の新学習指導要領の告示など、現在、教育

は大きな変革期を迎えています。平成 25 年６月には、「第２期教育振興基本計画」

が策定されました。また、県においては「『有徳の人』づくりアクションプラン第

２期計画」※３ が進行中です。

沼津市教育基本構想は、このような国や県の教育関係法令や関係施策及び沼津市

の総合計画などを踏まえ、沼津市教育委員会が進める施策、事業などの方向付けを

するとともに、各教育機関及び教育委員会事務局各課の取組を充実させていくため

の指針とするものです。
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３ 構成

沼津市教育基本構想は、大きく２部の構成となっています。

第Ⅰ部では、教育を取り巻く現状と課題を踏まえ、心豊かで充実した生涯学習社

会を形成するための目的と、それを実現するための目標として沼津市の教育の目指

すべき方向について述べていきます。

  第Ⅱ部では、教育基本構想の目的を達成するために、第１章 家庭教育、第２章

幼児教育、第３章 学校教育、第４章 社会教育の各段階において、柱となる施策

の方向について述べていきます。

４ 実現に向けての取組

沼津市教育基本構想を策定し、今後の沼津市の教育行政の方向性を広く市民に示

すことにより、市民との協働を進めるとともに、その具現化を図るため、沼津市教

育基本構想実施計画を作成し、沼津市教育基本構想に基づく具体的な施策を実施し

ていきます。

※１ 教育基本法 第 16 条第 3 項「地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に

応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。」

同  第 17 条第 2 項「地方公共団体は、(略)その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における

教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」

※２ 教育関連３法 「学校教育法」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」「教育職員免許法及び教

育公務員特例法」のこと。教育基本法の改正に伴い、教育の目的・目標を見直すとともに学校と教育委員会

の組織及び運営体制などの充実、国と地方の教育行政の役割分担と責任の明確化、教員免許の更新制の

導入や指導が不適切な教員に対する人事管理の厳格化などが図られた。

※３ 平成２３年３月に策定された静岡県教育振興基本計画（現在は、平成２６年３月に策定された第２期計

画）。「有徳の人」は、①自らの資質、能力を伸長し、個人として自立した人、②多様な生き方や価値観を

認め、人との関わり合いを大切にする人、③社会の一員として、よりよい社会づくりに参画し、行動する人、

と示されている。

沼
津
市
総
合
計
画沼津市教育基本構想

実 施 計 画

国・県       沼津市教育委員会 沼津市

教
育
関
係
法
令

関
係
施
策
な
ど

沼 津 市 教 育

基 本 構 想
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第Ⅰ部

１ 教育課題

（１）社会の動勢

現代は、社会の構造的な変化により、あらゆる分野で新しい知識・情報・技術が

重要性を増す「知識基盤社会」※１ を迎えたと言われています。また、環境問題が

深刻化する中、将来の世代まで持続可能な発展※２ を遂げることができる社会の構

築が求められています。

さらに、少子・高齢社会における福祉の在り方、社会や経済の各分野での規制緩

和の進展、大規模地震や巨大津波に代表される私たちの想定や備えをはるかに超え

る自然災害への対応など、市民が参加、協力して対処しなければならない大きな課

題や、市民が自己責任を負うべき場面が増加しています。

一方、社会や経済のグローバル化が急速に進展していく中で、自分とは異なる文

化や歴史に立脚する人々と共存していくためにも、自らの国や地域の伝統・文化に

ついての理解を深め、尊重する態度を身に付けることが重要になっています。

変化の激しい社会の中では、困難に直面することも少なくないため、長寿社会に

おける長い生涯を見通した時、精神的なしなやかさやたくましさを身に付けながら、

自分自身を深めていくことが必要とされています。

※１ 平成 17 年の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」では、21 世紀は、いわゆる「知識基盤

社会（knowledge-based society）」の時代であると指摘している。「知識基盤社会」とは、「新しい知識・情報・

技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す社会」で

あると定義している。

特質としては、たとえば、①知識には国境がなく、グローバル化が一層進む、②知識は日進月歩であり、

競争と技術革新が絶え間なく生まれる、③幅広い知識と柔軟な思考力に基づく判断が一層重要になる、④

性別や年齢を問わず参画することが促進される、などを挙げている。

※２ 将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような発展を指す。環境の保全、経済

の開発、社会の発展を調和の下に進めていくことを目指す。（2004 年、国連総会で「持続可能な発展のた

めには、教育が極めて重要な役割を担う」との認識のもとに、2005年から始まる10 年間を「国連持続可能な

開発のための教育の 10 年」とすることが全会一致で決議された。）

１ 教育課題
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（２）家庭・地域社会の変化に対する課題

地域社会は、家庭における子どものしつけや自然体験を補完し、子どもに居場所

を提供してきました。地域住民の目は、地域の子どもたちにやさしく、時に厳しく

注がれ、大人同士もまた、地域の伝統や文化を学び継いできたものでした。

子どもたちは異年齢の集団で遊ぶ中で、自分を主張したり相手の言い分を聞いた

りしながらコミュニケーション能力を身に付けていきました。また、家族や親戚、

近所の人の生と死を身近に体験し、命の大切さを我がこととして実感したものです。

地域の人から声を掛けられ、時には叱られながら、子どもたちは善悪を覚え、人と

のかかわり方を身に付けていきました。

ところが都市化や核家族化の進行といった社会やライフスタイルの変容を背景

に、地域社会と各家庭のかかわりが弱まり、子どもたちも地域社会とはしだいに疎

遠になってきています。こうした変容とともに、家庭や地域社会の教育力が低下し、

子どもに関することについては学校が担うことが多くなっている傾向が指摘され

ています。

さらに、仕事で忙しい家庭や、悩みを抱え孤立しがちな家庭など、様々な課題を

抱えた家庭も多くなってきており、それぞれの家庭が置かれている状況を踏まえた

家庭教育支援も求められています。

改正された教育基本法には、「家庭は、子の教育について第一義的責任を有する」

と明示されています。また、「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育に

おけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努める」

としています。家庭や地域社会の教育力の向上は、大きな課題となっています。

第Ⅰ部
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（３）学校教育に求められている課題

変化の激しい社会を生きる子どもたちにとって、多くの人の協力のもと、自立的

に生きるために必要とされる力が「生きる力」※１ です。平成 20 年に改訂された

学習指導要領によって明確に示された基本理念は、これまで重視してきた「生きる

力」の育成であるとされています。この「生きる力」の考え方や必要性について、

学校関係者・保護者・社会との間に今まで以上に十分な共通理解が必要です。さら

に学校教育にあっては、「生きる力」をはぐくむために、「確かな学力」とともに、

「豊かな人間性」や「健康・体力」を伸ばしていく教育が求められています。

また、平成 25 年に策定された第２期教育振興基本計画においては、「今正に我

が国に求められているもの、それは、自立・協働・創造に向けた一人一人の主体的

な学びである」と理念が示されています。

一方、学習の動機や興味・関心の大もとは、子ども時代の体験にあります。しか

し、都市化が進み、自然に触れる場が少なくなってきたことや、習い事などで子ど

もにとって自由な時間が減ってきたこと、少子化によって同年代の子どもたちと外

で遊ぶ機会が少なくなってきたことなどを背景として、子どもたちの体験不足が深

刻になっています。

知的好奇心の源泉でもあるこのような体験が不足し、学習意欲や学習習慣に課題

がみられる現代の子どもたちに対して、学校では体験活動を多く取り入れるように

なってきました。体験をとおして、学習意欲や知識の活用力、コミュニケーション

能力の向上を図っていく学習が求められています。

また、いじめ問題への対応、携帯端末の急速な普及による情報モラル教育の充実、

交通事故や防災などの安全教育は、早急な取組が求められています。さらに、環境

教育・福祉教育・キャリア教育など、社会の変化に対応する教育についても、その

必要性が求められています。

※１ 平成 23 年４月に保護者向けに配付された「生きる力」パンフレットでは、「生きる力」を次のように説明して

いる。

〇 基礎・基本を確実に身に付け、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、より

よく問題を解決する資質や能力

〇 自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心

〇 たくましく生きるための健康や体力 など

１ 教育課題
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２ 目的

「明日の社会を担う『夢ある人』づくり」

社会の変化が激しい現代、一人一人が心豊かで充実した生活を実現できるよう、だ

れもが生涯にわたって学び、その成果を生かし、夢や希望を持って社会貢献や新たな

挑戦のできる仕組みづくりを社会全体で進める必要があります。

このような生涯学習社会を形成するために、沼津の良さを生かしながら、ことばを

大切にして豊かな感性・確かな知性・健やかな心身を自ら身に付けることや、人と人

が互いに学び合うことなどをとおして、大きな志やビジョンを持つ、そんな「夢ある

人」が、沼津市に育つことを目指していきます。

第Ⅰ部
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３ 三つの目標

（１）沼津の自然※１、文化※２、産業※３ などを生涯学習に生かす

生涯学習では、グローバル化が一層進展する社会にあって、自分とは異なる文化

や歴史に立脚する人々と共存し、多様性を受容することや、自国や地域の伝統や文

化について理解を深めることも重要な視点です。

また、大自然との共存、そして調和を理解して、

共に歩んでいくことも求められています。

沼津は、文化の薫り高く、自然と産業がバランス

よく調和しているまちです。この沼津の特色を知り、

研究することで、自分の住んでいるこの郷土沼津を

誇りに思えるように生涯学習を推進していきます。

※１ 狩野川、牛臥・島郷海岸、千本松原、香貫山など、河川や海岸、林地や里山などの豊かな自然と温暖な

気候に恵まれている。さらには、世界文化遺産に登録された富士山と、駿河湾、箱根、伊豆半島が市街地

の景観を織りなすという、都市と自然の表情がバランスよく調和したまちである。

※２ 白隠禅師※４ ・ 江原素六翁※５ といった偉人や、若山牧水・芹沢光治良・井上靖などの文人ゆかりの地

であり、水泳の五輪メダリストをはじめ、多くのスポーツ関係の人材も輩出している。

※３ 明治元年には沼津兵学校が置かれるなど、教育における近代化の先がけの地であるとともに、高い技術

を持った高等教育機関や企業がある。また、みかんやお茶などの農産物、あじのひらきなどの水産物など、

全国に誇る「ものづくり」の技術がある。さらに、地理的にも首都圏に比較的近く、東海道の交通の要衝に位

置しており、江戸時代より城下町、宿場町として栄えてきた。１９５４（昭和２９）年には、本通りに防火建築で

全国初のアーケード街がつくられるなど、商都沼津の顔も伝統的に持ち続けている。

※４ 臨済宗中興の祖と称される江戸中期の禅僧。駿河国原宿（現在の沼津市原）にあった長沢家の三男とし

て生まれた。曹洞宗・黄檗宗と比較して衰退していた臨済宗を復興させ、「駿河には過ぎたるものが二つあり、

富士のお山に原の白隠」と歌われた。臨済宗十四派は全て白隠を中興としているため、白隠の著した「坐禅

和讃」を坐禅の折に読誦する。現在、墓は原の松蔭寺にあって、県指定史跡となり、彼の描いた禅画も多数

保存されている。

※５ 明治元年、静岡藩の軍事掛りであった江原素六は、フランス軍制による近代的な陸軍将校の育成のため

に沼津兵学校を設けた。付属の小学校とともに、ここに我が国近代教育の第一歩が示された。初代頭取（学

校長）には、当代一の啓蒙学者といわれた西周が招かれ、その水準は当時の最高をいくもので、全国から優

秀な人材が沼津に集まった。沼津兵学校は、明治５年に東京に移されたが、その付属小学校は市立第一小

学校の前身となり、現在に至っている。

３ 三つの目標
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（２）「ことば」を大切にした生涯学習で、知・徳・体を自ら磨く

各個人が豊かな人生を過ごしていくためには、家庭教育から、学校教育、社会教

育という一連の学習をとおし、豊かな感性、確かな知性、健やかな心身を主体的に

身に付けることが必要です。

そのためには、生涯にわたって「ことば」を大切にした学習を継続し、自分で考

え、自分の言葉で「話す」「書く」など、自分の言葉で表現できるようにしながら、

人と人とのつながりを深めるとともに、その成果が適切に評価・活用される機会を

設けることにより、学習活動が促進し定着する生涯学習を推進していきます。

（３）市民協働で生涯学習の向上に取り組む

都市化や核家族化が進むにつれて地域という概念が弱くなってくると、地域に住

む家庭同士のかかわりが薄れ、地域の子どもに対する教育力はしだいに低下してい

きました。地域に支えられていた家庭も、その教育力が弱くなりつつあります。地

域住民との交流が少なくなったため、子どもたちにとっては、近所に住む人も、時

として「知らない大人」になってしまうこともあります。

しかし最近、「地域の子どもは地域で育てる」という機運が再び高まってきてい

ます。コミュニティ活動が積極的に行われている地域もあり、総合的な学習の時間

などの授業への支援や職場体験の受け入れなどをきっかけに、地域と学校との連携

が進んでいるところもあります。

地域・家庭・学校（園）・行政などがその責務を果たしながら連携し、市民協働

の視点から地域住民が総がかりで子どもたちを育てていくとともに、大人同士も地

域の活動をとおして学んでいくという生涯学習を推進していきます。

第Ⅰ部
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第Ⅱ部

第１章 家庭教育

家庭教育は、すべての教育の原点です。

家族のふれ合いの時間を確保し、愛情をそそぐ中で、基本的なしつけを行う

とともに睡眠時間の確保や食生活の改善といった生活習慣を確立することは、

「生きる力」の基盤といえます。家庭教育の果たす役割は大変大きく、そして

尊いものです。また、家庭や地域において、大人や異年齢の子ども、自然との

かかわりを体験することも「生きる力」を育てるために大変重要です。

しかし、核家族化や都市化の進行といった社会環境の変化及びライフスタイ

ルの多様化とともに、子どもの「生きる力」を育てる家庭や地域の教育力が低

下していると指摘されています。

家庭や地域でも教育力を高め、家庭がよりよい子育てをしていくためには、

地域と家庭をつなぎ、社会全体で子育てを支援する仕組みを作り、子育ての知

恵を学んだり、悩みを相談し合ったりできるような仲間づくりが必要です。

また、家庭での生活や遊びの中で、本や電子メディアと適切にかかわってい

くことが大切です。

子育てのしやすい沼津のまちを目指し、地域社会全体で環境を整備していく

ことが必要です。

第１章 家庭教育
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１ 家庭教育を充実させる

（１）家庭の役割

家庭は、子どもたちの健やかな成長の基盤であり、すべての教育の原点です。家

庭は、常に子どもの心の拠り所となるものです。子どもは、乳幼児期からの親子の

愛情による絆で結ばれた家族とのふれ合いを通じて成長します。また、基本的な生

活習慣・生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対する思いやりや善悪

の判断などの基本的倫理観、自立心や自制心、社会的なマナーなどを身に付ける上

で重要な役割を担うものです。

〇 子どもたちが抱え、直面する様々な心身の健康課題に適切に対処し、解決し

ていくためには、単に個人の課題としてとらえるだけでなく、家庭、地域、幼

稚園・保育所(園)・認定こども園、学校の連携の下に組織的に支援することが

大切です。

（２）「認める」「ほめる」ことが自尊感情をはぐくむ

物事を認知し、言葉を獲得して感性を磨き、情緒を安定させていく過程にある子

どもにとっては、特に、自分が必要とされているという実感を持てるようにするこ

とが大切です。子どもの自尊感情や人格形成の基礎をはぐくむためには、保護者が

愛情をそそぐ中で、様々なことを教えていくことが必要です。何よりも、家庭での

日常的なかかわりの中で、子どもを認め、ほめることで、自尊感情、幸福感が感じ

られるようになり、人間関係の形成や心身の発達が豊かにはぐくまれていきます。

特に、子どもの「努力」をほめることは、子ども自らが次へ挑戦していこうという

意欲につながります。

（３）基本的な生活態度や習慣の確立

「ありがとう」「ごめんなさい」を素直に言うことができたり、相手の目を見て

話を聞いたりする生活態度は、家庭でのかかわりの中ではぐくまれます。

また、健全な食生活※１ や十分な睡眠、背筋を伸ばすことや適度な運動などとい

った生活習慣は「生きる力」の基盤です。近年、子どもたちに偏った栄養摂取や朝

食欠食、肥満傾向などの増大が見られ、食生活を含めた生活習慣全般の乱れが、生

活習慣病を引き起こす一因であることが

懸念されています。

〇 家庭において、あいさつやお手伝

いの大切さ、善悪やルール、基本的

な生活態度や習慣の確立を、乳幼児

期に身に付けることは重要であり、

よい習慣や態度は、生涯にわたる財

産となります。

第Ⅱ部



11

（４）本に親しむ

子どもが最初に出会う遊びの一つが絵本であると言われています。保護者が読み

聞かせをしたり、一緒に本を読んだりすることによって、子どもは読書習慣を確立

していきます。本を通じて子どもたちは「ことば」を学び、想像力や感受性を豊か

にします。家庭においては、本に親しみ読書の楽しさを子どもに実感させることが

必要です。

〇 市立図書館をはじめ、各地区センター内の図書コーナーでは、幅広いジャン

ルの図書を用意するなど、家庭での読書習慣の確立を支援します。

（５）電子メディア※２ とのかかわり

電子メディアの発達により、私たちが取得できる情報は飛躍的に拡大し、日常生

活の中での利便性は計り知れないものがあります。

一方、子どもたちは外で遊ぶことが少なくなり、家の中でテレビを見たり、イン

ターネット上のゲームなどで遊んだりする時間が増えています。その結果、人との

かかわり合いが減少し、コミュニケーション能力の低下を招いています。電子メデ

ィアと長時間接していると、子どもたちの学習や精神面に影響が出るという報告※３

もあります。

〇 家庭では、状況に応じて子どもたちが電子メディアと接する時間を制限する

など、約束を決めることが必要です。また、子どもの健やかな育成のために、

よりよい電子メディアとのかかわり方について、メディア・リテラシー教育※４

を推進していくことが大切です。

〇 保護者においては、電子メディアとの適切なかかわり方を知り、子どもの手

本になれるようにすることが大切です。

〇 行政と地域社会は連携し、保護者が電子メディアとの正しいかかわり方につ

いて理解する機会の充実を図ることが大切です。

※１ 平成 26 年３月、沼津市は、「第２次食育推進計画」を策定し、それに基づき指導を行っている。

※２ ここでは、テレビ・パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどを電子メディアという。

※３ 幼児期に電子メディアの接触をコントロールした子どもは、していない子どもと比べて、学習時間や就寝

時間が良好で、対人関係において共感的傾向があり、痛みや命への共感性が高く攻撃性が低いという傾向

がある。「子どものメディア接触と心身の発達に関わる調査・研究」〈ＮＰＯ子どもとメディア第５次調査（2005

年度）文部科学省委託事業〉

※４ メディア・リテラシー教育とは、情報が流通するメディア(媒体)を使いこなす能力を育成する教育のこと。メ

ディアを流れる情報を読み解き、取捨選択して活用し、メディアの特性や利用方法を理解し、適切な手段で

自分の考えを他者に伝達する能力を育成する教育が必要とされている。

第１章 家庭教育
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２ 家庭教育を支援する

（１）子育てネットワークの充実

核家族化など家族のあり方が変わり、子育ての「知恵」が世代間で伝わりにくく

なっています。また、兄弟姉妹や隣近所の同世代の子どもとの遊びをとおした交流

体験を、子ども時代にあまり経験しなくなってきています。

また、悩みを抱える子育て中の保護者の支援や育児の向上のためには、保護者の

精神的な支えとなるような子育てネットワークを充実させていく必要があります。

しかし、少子化・都市化が進んだ現代では、居住する地域に子育ての仲間が少な

く、自然発生的な支援ネットワークの構築が難しいという現状があります。

〇 これから親になろうとする人には、行政や地域が、出産に関する正しい知識

や、祖父母などから伝えられてきた子育ての「知恵」を伝えたり、子育てを体

験したりする機会を設けていくことが大切です。

〇 未就学児とその保護者の交流の場として、幼稚園・保育所(園)・認定こども

園が園庭開放を行ったり、子育て支援サークルや子育て支援センターが連携し

たりして、子育てに不安を持つ親を支援する機会の充実を図ることが大切です。

〇 保護者による子どもへのかかわり方が心配な家庭に対しては、行政・地域・

関係機関などが連携し、支援や指導を行います。

（２）保護者による活動の充実

幼稚園・保育所(園)・認定こども園・学校と家庭・地域社会を結ぶ保護者の活動

への期待はますます高まっています。

しかし、父親の参加を得ることが難しい状況や、女性の社会進出を背景として活

動の展開や充実が困難な場合もあります。

〇 幼稚園・保育所(園)・認定こども

園・学校では、保護者が参加しやす

い子育てに関する講座を計画するな

どの環境作りに努めることが大切で

す。

〇 子どもとその保護者が地域の行事

などに積極的に参加することで、地

域住民とのネットワークを築いてい

くことが大切です。

第Ⅱ部
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第２章 幼児教育

幼児期における教育においては、自然や高齢者及び地域の同年代の子どもと

の交流の減少、ゲームなどの室内の一人遊びによる集団遊びの喪失などの問題

点が指摘されています。このようなことから幼稚園・保育所(園)・認定こども

園においては、幼児の主体的な体験活動が、計画的な教育環境の中で行なわれ

ることが重要です。また、災害や交通事故などから、子どもの命を守るととも

に、命の大切さについて教えていくことが必要です。

さらに、子どもたちにとって、幼稚園・保育所(園)・認定こども園において

培われるコミュニケーション能力やルールやマナーを守ろうとする態度は、小

学校以降の生活や学習の基盤となります。子どもの生活の発達や連続性を考え、

幼稚園・保育所(園)・認定子ども園・学校においては、連携や相互理解を図る

ことが大切です。

第２章 幼児教育
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１ 幼児教育を充実させる

（１）遊び、学びの充実

子どもは、友達との遊びや学びをとおして、好奇心や探求心を高め、思考力の芽

生えを培っています。特に幼児期においては、幼児一人一人の興味や関心を生かし

つつ、友達とともに試したり工夫したりして、遊びや学びをとおして社会性や協調

性などを培い、自ら考える力を身に付けていきます。

〇 「子ども・子育て支援新制度」※１ に基づいて、幼児期の教育や保育、地域

の子育て支援の質の向上などを進めていくことが求められています。

〇 幼稚園・保育所(園)・認定こども園においては、施設設備や教材準備など、

計画的に構成された教育環境の下で、幼児の主体的な遊び、学びを十分確保す

ることが必要です。

（２）自然や幅広い世代、地域とのふれ合い

幼児期の子どもたちが、自然や幅広い世代とかかわることは、豊かな感情、好奇

心、思考力、表現力、社会的規範、運動能力といった、学齢期につながる力をはぐ

くんでいくために重要です。

しかし、子どもたちには、自然とふれ合って遊んだり、地域の高齢者をはじめ

幅広い世代と交流したりするなどの、直接的、具体的な体験が不足してきていま

す。また、家庭でこうした体験やかかわりを確保することは、困難になりつつあ

ります。

〇 幼稚園・保育所(園)・認定こども園では、積極的に幼児の心を揺り動かすよ

うな豊かな生活体験や自然体験、異年齢交流の機会、地域とのつながりの場を

設けることが必要です。

〇 行政機関は、社会全体で幼児期の健やかな成長を支援できるよう、幼稚園

・保育所(園)・認定こども園と地域、社会をつないでいくことが必要です。

（３）読書習慣の確立

  幼稚園・保育所(園)・認定こども園では、子どもの年齢に応じて、日常的に読み

聞かせや紙芝居が行われています。子どもたちは、教師や保育士が読む絵本や紙芝

居から豊かな「ことば」を心の中に取り込み、自らの感性や想像力を磨いていき

ます。

〇 幼稚園・保育所(園)・認定こども園においては、読書に親しむ機会や読書環

境の充実を図ることが必要です。また、親子で読書することを推奨するなど、

家庭に「読書の大切さ」を啓発することが大切です。

第Ⅱ部
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（４）相手の考えを受け止め、自分の思いを表現する態度の育成

  主体的に人とかかわりながら、相手の考えを受け止めるためには、関心を持っ

て聞こうとする態度を育てることが必要です。幼児期にこの態度を育てることは、

いじめの起こらない集団づくりにもつながります。

また、自分の思いをうまく表現するためには、幼児の主体的な遊びや学びを十

分確保し、心を揺り動かした思いを大人や友達などに伝える喜びを体験させるこ

とが大切です。

〇 幼稚園・保育所(園)・認定こども園においては、幼児自らが思いを主体的

に表現する機会の充実を図ることが必要です。また、「親子のコミュニケー

ションのあり方」について、家庭に啓発することが大切です※２。

〇 「自分がされていやなことは、

人にしない」ことなどを、幼稚

園・保育所(園)・認定こども園

が家庭と連携して幼児に教えて

いくことは、自己を肯定すると

ともに、他者を受容するあたた

かい心をはぐくむことにつなが

ります。また、いじめを許さな

い集団づくりのためにも大切で

す。

（５）命を守る教育の推進

  幼稚園・保育所(園)・認定こども園においては、災害、交通事故、不審者など

に対応する「命を守る」教育の充実が課題となっています。在園時はもちろん、

登園時、帰宅時なども含め、園や地域の実情に合わせて、幼児の安全を守るため

の対策や安全教育をしていくことが重要です。また、施設・設備などにおける安

全対策や保護者・地域との連携の強化をしていくことが大切です。

※１ 「子ども・子育て支援新制度」：平成 24 年８月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一

部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備などに関

する法律」の子ども・子育て関連３法に基づく制度。平成 27 年４月より施行。

※２ 「おやこんぼ」：静岡県私立幼稚園振興協会による「親子」＋「コンボ」という意味の造語。「親子のふれあ

いが何よりも大切であること」をねらいとして、毎月 15 日にテレビを消して、親子のコミュニケーションの時間

を推奨するなど、様々な働きかけを行っている。

第２章 幼児教育
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２ 幼児教育をつなぐ

（１）幼稚園・保育所(園)・認定こども園※１ の連携

幼稚園・保育所(園)・認定こども園 は、その対象や目的は異なりますが、幼児期

の教育が子どもたちの生涯にわたる人格形成の基礎を培うという点においては、い

ずれも同様に重要な役割を果たしています。また、これらの施設は、地域における

幼児教育・子育てのセンター的な役割も求められています。

それぞれの良さを生かし、子どもの生活や発達の連続性を踏まえ、教育・保育を

一体的にとらえた、幼稚園・保育所(園)・認定こども園 の連携を進めていくことが

必要です。そのために、今後さらに行政、関係機関などとも連携を図っていくこと

が重要です。

（２）幼稚園・保育所(園)・認定こども園と小学校の連携

幼稚園・保育所(園)・認定こども園から小学校への移行期は、人との関係や周囲

の環境が大きく変化します。子どもたちは、戸惑いや不安、期待、緊張の中で新し

い学校生活を送ることになります。近年、小学校入学後、学校生活になかなか適応

できず、様々な問題を抱えてしまう小学１年生※２ が増えてきました。そのため、

幼稚園・保育所(園)・認定こども園と小学校が、子どもたちの交流活動などを含め

た連携を充実させていくことが必要です。

〇 幼稚園・保育所(園)・認定こども園と小学校においては、指導者の連携を充

実させ、子どもが健やかに育つための指導や環境の充実を図ることが大切で

す。

〇 幼児がスムーズに就学することをめざし、幼稚園・保育所(園)・認定こども

園・小学校での連携を図るための機関が必要です※３。

第Ⅱ部
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（３）心身の発達につまずきのある子の支援

心身の発達につまずきのある子どもが健やかに成長するためには、つまずきを早

期に発見し、早期療育※４ を行うことが重要です。しかし、それを阻む要素として、

子どもにあるつまずきが、心身に問題があるのか、養育環境などによるものなのか

の見極めが難しいことがあります。また、子どもの成長とともにかかわる機関など

が移行するため、支援が円滑に継続しないことがあります。

このため、すべての子どもが、安心した気持ちで小学校生活をスタートできると

ともに、一人一人に対しての支援が連続していくよう、幼稚園・保育所(園)・認定

こども園での教育相談体制や行政及び関係機関との連携を充実させていくことが

必要です。

〇 乳幼児期を含め、早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、保護者

に十分な情報を提供することが必要です。また、幼稚園・保育所(園)・認定こ

ども園においては、子どもに必要な支援について、保護者や関係機関と共通理

解を深めることが大切です。

※１ 文部科学省と厚生労働省では、幼保の連携促進のための施策に取り組んでおり、幼稚園と保育所（園）

の機能を一元化した「認定こども園」の設置も始まっている。

※２ 「小一プロブレム」：幼児が、小学校へ入学後、新しい環境での生活や集団での学習にうまく対応でき

ず不登校などの問題行動に発展すること。

※３ 「幼保小連携協議会」において、よりよい幼保小連携のあり方などを協議している。取組の一つとして、家

庭で大切な生活習慣を７つの合言葉「沼津っ子幸せの愛言葉」にまとめ、幼保小に推奨している。（①早ね、

早起き、朝ごはん②月に１回ノーテレビ③本は友だち、心のえいよう④おはよう、ごめんね、ありがとう⑤つづ

けよう、家でのしごと「お手伝い」⑥かたづけ上手で、気持ちよく⑦聞くときは、おへそをむけて、顔を見て）

※４ 「療育」：医療・治療の「療」と、養育・保育の「育」を合体させた造語。障害のある子どもには、医学的治療

だけでなく、教育その他の支援により、子どもの能力や可能性を伸ばしていく必要がある。

第２章 幼児教育

愛言葉戦隊 沼津っ子レンジャー
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第３章 学校教育

変化の激しいこれからの時代、学校教育に求められているのは、子どもたち

に「生きる力」をはぐくむことです。子どもたちが等しく、よりよく生きてい

くための基礎・基本を身に付け、自ら課題を見付け、自ら学ぶこと、心身とも

に健やかに育つこと、多様で変化の激しい社会の中で個人の自立と協働を図る

ための主体的・能動的な力を養成することを目指します。そのために、高い資

質能力を備えた教師が、自信を持って指導に当たり、子どもたちが主体となる

教育活動を実践します。

また、災害・事故などから子どもの命を守る安全教育の充実や、相手を尊重

する態度などをはぐくむ心の教育の推進を目指します。

さらに、保護者や地域も加わって、学校が自主的・自律的に、生き生きと活

力ある活動を展開する、そのような姿を目指します。

沼津市の未来を担う子どもたちには、郷土沼津に対する誇りや愛着、そして、

将来に対する様々な夢を持たせたいものです。その夢に挑戦する機会をたくさ

ん用意して、一人一人の子どもたちが自分の存在を感じ取り、自信を持って、

その可能性を広げることができるような教育を目指します。

第Ⅱ部
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１ 学校の自主･自律を支援する

（１）がんばる学校を応援する

現在、各学校においては、子どもたちの実態や地域の実情を把握した上で、作成

した自校の学校経営計画（グランドデザイン）をもとに、子どもたちの現状や可能

性に目を向けた、特色ある学校づくりを進めています。今後、さらに学校が、地域

の実情やニーズに対応した教育活動を行い、保護者や地域の方々に直接説明責任を

果たしていくためには、学校裁量を拡大し、自主的・自律的に学校運営が行えるよ

うにしていくことが大切です。

そして、多面的な学校評価システムによる適切な学校評価をもとに、地域や関係

機関との連携を図る中で、学校が自ら教育活動を改善していくことができるように

社会全体で支援していくことが必要です。

（２）教師の資質能力の向上

教師に必要な資質・能力として、教職に対する強い情熱、教育の専門家としての

確かな力量、さらに総合的な人間力が求められています。また、教育を取り巻く環

境が大きく変化する中で、市民の学校教育に対する様々な期待に応えるためには、

子どもたちや保護者はもとより、広く社会から尊敬され、信頼される質の高い教師

になるよう、教師一人一人が努力することが大切です。

〇 各学校においては、目指す方向に向かい、全教職員が協働して取り組むこと

が大切です。また、校内における研修の充実や授業力向上のためには、職員間

のコミュニケーションとともに、教師が常に自己研鑽に努めるような環境整備

が必要です。

〇 教職員研修センター※１ では、教職員の経験や年齢、課題などに応じた体系

的な研修をとおして、子どもとともに学び続けようとする教職員育成のための

支援をしています。また、教科、課題研修など、自主的に教師が集い、研修す

る場ともなっていま

す。今後も、沼津市

ならではの教員研修

計画に沿って、教師

一人一人の資質能力

の向上に努めること

が必要です。

第３章 学校教育
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（３）教師が子どもと向き合える環境の整備

「生きる力」をはぐくむためには、教師が子どもたちとふれ合う時間が大切です。

また、どのような教科書・教材を用い、ＩＣＴ環境※２ なども利用して、いかに効

果的・効率的に指導できるかといったことが重要です。

毎日の授業の中で、子どもたちの成長を感じるとともに、基礎的・基本的な知識

・技能の定着と思考力・判断力・表現力などの育成を図っていくに当たっては、こ

れまで以上に「一人一人の子どもと向き合う」ことに専念できるような環境整備が

必要です。

〇 教職員・支援員などの適切な配置、地域全体で学校を支援する体制の構築は、

教師が専門職として教育活動に専念し、子どもたちの学びを充実したものにす

るために必要です。

〇 多忙化しているともいわれる学校及び教師を支えるために、設備、教科書・

教材、先進的なＩＣＴ環境の整備などを充実させていくことが大切です。

※１ 「明日の社会を担う『夢ある人』づくり」の実現に向けて、沼津市の子どもに質の高い教育を提供していく

ため、教職員の専門職としての研修を充実させ、資質向上を図ることを目的として、平成23年４月に設置。

※２ ＩＣＴ(Information and Communication Technology) 情報通信コミュニケーション技術。広義には、情報コ

ミュニケーション技術として、情報技術分野の基礎から応用技術まで意味し、コンピュータなど情報機器を操

作する技術だけでなく、得られた情報の活用の仕方まで含まれる。

第Ⅱ部
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２ 独自の取組を推進する

（１）「沼津市ならでは」の取組

変化の激しいこれからの時代、子どもたちの実態と、学校・保護者・地域からの

要望を的確にとらえ、大きな志やビジョンを持つ「夢ある人」が育つよう、沼津市

ならではの教育の充実に取り組んでいくことを目指します。各学校の特色ある学校

づくりを支援するとともに、全国に誇ることができる教育改革に積極的に取り組み

ます。

〇 市立沼津高等学校に中等部を設置した併設型の中高一貫教育を行っていま

す。６年間を見通した系統的・継続的指導の中で、豊かな心と創造力に満ちた

生徒の育成を目指します。今後も、進路・部活動などに成果があらわれるよう

推進します。

〇 静浦地区に施設一体型の小中一貫学校を設置し、小中一貫教育を行っていま

す。9 年間の連続性のもと、大きな志をもち、挑戦し続ける人づくりを目指し

た教育活動を推進します。

〇 小中学生の通学距離の矛盾を解消することを主な目的として、隣接校選択制

を導入しています。子どもたちの登下校時の安全確保を、より一層目指します。

〇 文部科学省の教育課程特例校の認定を受け、子どもたちの言語活動を豊かに

する「言語科」を設置しています。「英語の時間」「読解の時間」を小学校１

年生より９年間実施し、言語能力の向上を目指した教育の充実を推進します。

〇 沼津市の教職員の資質能力の向上を図る場として、教職員研修センターを設

立しています。教職員自らが課題解決のために主体的に研修できるよう、「沼

津市教職員研修計画」に基づき支援します。

〇 すべての子どもに確かな学力を保証することを目指した事業を積極的に行

います。

【高校体験授業の様子】（沼津市立高等学校・中等部）

第３章 学校教育
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（２）小中連携及び小中一貫教育の推進

中学校に入学したあと、学習内容の違いや教科担任制、部活動などにとまどい、

不安を解消できないまま不登校などに陥ってしまう中学１年生の存在※１ が大きな

教育課題となっています。小学校と中学校がそれぞれの校種の特徴を大切にしなが

ら、地域や子どもの実態に応じた連携を、さらに推進していくことが求められてい

ます。

〇 小中学校では、小学校から中学校への円滑な接続を行うための連携を進めて

います。今後も、児童生徒の成長過程や学習の連続性などを重視した連携への

取組を、より一層進めていくことが必要です。

〇 平成２６年４月には、新築の施設一体型では静岡県内初となる、静浦小中一

貫学校が開校しました。今後は、小中一貫学校の様子や成果をふまえ、市内に

おける小中一貫教育のあり方を検討していくことが必要です。

（３）教育資源の活用

沼津の自然、歴史、産業、地域コミュニティ、文化など、市内にある豊富な教育

資源を積極的に生かした教育を推進することが重要です。その中で、「沼津のよさ」

を学び、郷土に対しての誇りや愛着を持つようにすることが大切です。

〇 子どもたちが、市内の高校などの専門的な教育の一端にふれたり、企業や商

店などにおいて、職業体験で実際に働くことを経験したりすることは、主体的

に自分の「生き方」を考える学習の機会となります。小中学校では、「『沼津

大志学習』プラン」※２ を活用し、発達の段階に応じた学習計画にそって、子

どもたちが自分の未来を主体的にデザインする力を、体験活動や交流活動など

をとおして、はぐくんでいくことが大切です。

〇 読書ボランティアや職業講話など、子どもた

ちの社会性をはぐくむ機会となる地域の方々と

直接触れ合う機会を充実させることが必要です。

〇 沼津の自然や郷土の偉人を調べたり、校外学

習で市内の文化施設を活用したりして、「沼津

のよさ」を学び、郷土沼津に対する誇りや愛着

を持てるよう、心をはぐくむことが大切です。

※１ 「中１ギャップ」：児童が、小学校から中学校への進学において、新しい環境での生活や学習にうまく対

応できず不登校などの問題行動に発展すること。学校での集団生活がスタートする小学１年生でも同様の

問題があり、「小１プロブレム」などと言われる。

※２ 沼津の子どもたちが、大きな志（社会のために役立とうという目標）を抱き、自己実現を図っていくために、

沼津版キャリア教育指針「『沼津大志学習』プラン」を平成 25 年４月に策定。

第Ⅱ部
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３ 確かな学力を育成する

（１）「学力保証」と学習意欲の向上

子どもたちには、社会生活を営む上で必要となる思考力・判断力・表現力と、基

礎的・基本的な知識・技能を、発達段階に応じて重点的指導や繰り返し学習などを

工夫・充実し、確実に定着させていくことが大切です。

また、子どもたちの学ぶ意欲をはぐくむこと、知識や技能を確実に習得させるこ

とが、学力を保証することにつながります※１。学習意欲の向上には、個に応じた指

導により、一人一人の子どもがわかる喜びを実感したり、自分の将来について学ぶ

意義を理解したりすることが必要です。

○ 各学校では、基礎的・基本的な知識・技能の習得とともに、これらを活用し

て課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力などの能力を育成し、

主体的に学習に取り組む態度を養うことが重要です。

〇 小中学校、市立高等学校では、卒業時の姿をイメージし、段階的・系統的な

学習指導方針に基づく、組織的な取組により、子ども一人一人に確かな学力を

保証することが大切です。

〇 学習の動機や興味・関心のおおもとは、子どもの体験にあるともいえます。

家庭や地域での体験を学校で知恵に変えることが、かつては自然に行われてい

ました。子どもたちの体験不足が指摘されている現代においては、体験活動の

充実など授業を工夫し改善していくことが必要です。

〇 家庭や地域を巻き込み、生涯にわたる学習の基礎となる「自ら学び、考え、

行動する力」などを、互いに支え合いながら、確実に育てることが大切です。

家庭・地域との連携の中で、よりよい教育のあり方を目指します。

第３章 学校教育
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（２）言語教育の推進

言語は、論理や思考などの知的活動はもとより、コミュニケーションや感性・情

緒の基盤であり、生涯を通じて個人の自己形成にかかわるとともに、文化の継承

や創造に期する役割を果たすものです。

子どもたちは、発見した課題に対して、人とかかわり合いながら追究していくこ

とをとおして、思考力、判断力、表現力を高めていきます。

〇 日々の授業では、考えたことを「話す」「聞く」「書く」「まとめる」など、

「ことば」を活用し、言語能力の向上を目指した教育の充実が重要です。

〇 小中学校に「読解の時間」と「英語の時間」から構成されている教科「言

語科」を設置しています。子どもたちが言葉を用いて積極的に人とかかわり、

自分の持ち味、可能性を自覚し、自ら高めていこうとする態度や知識を活用

する力の育成を目指します。

〇 各教科等においては、言語科で培われ

た能力を基本に、観察・実験や校外学習

のレポート作成に生かしたり、体験した

ことを言葉や歌、絵、身体などを使って

表現することに生かしたりするなど、そ

れぞれの教科等の知識・技能を活用する

学習活動を充実することが重要です。

（３）自ら本に手を伸ばす子を育てる

本来、本を読むことは楽しいことであり、発達段階にあった本を読む環境が整っ

ていれば、子どもたちは自主的にたくさん本を読み、そのことで無限の可能性が子

どもたちの前に広がります。また、自分とは違ったものの見方、感じ方、考え方を

広げたり身に付けたりするためにも、読んだ本を紹介し合うなどの読書活動は必要

です。特に、社会生活の基盤ともなる「教養・価値観・感性」などは、生涯を通

じて身に付けていくために極めて重要なものです。

情報化社会の進展は、自分でものを考えずに断片的な情報を受け取るだけの受

け身の姿勢をもたらしやすいと言われています。自分でものを考える必要がある

からこそ、読書が一層必要であり、 自ら本に手を伸ばす子どもたちを育てること

が重要です。

〇 各学校では、朝読書の時間を設けるなど教育計画を工夫したり、学校図書

館で授業を行ったりして、子どもたちが読書活動に主体的に取り組む姿をは

ぐくむことが大切です。

〇 家庭や地域との連携を深めていくとともに、学校図書館の効果的活用や学

校図書館司書配置などを含めた環境整備を充実させることが必要です。

第Ⅱ部
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（４）創造力、探究心を育てる

ものが豊かになり、必要なものが何でも身近にある生活の中で、子どもたちが

創造力を発揮する機会が少なくなってきています。

また、国際的な比較において、子どもたちは算数・数学や理科の学習に対する

積極性に乏しく、得意だと思う子どもたちが少ないことが指摘されています。

理数教科の学習に限らず、自分の興味関心を持ったことに対する創造力や探究

心を高めるためには、好奇心が大きな役割を果たします。そのおおもとは、本来、

家庭や地域の中で経験してきた豊富な体験にあります。

〇 体験活動のひとつとして、ものづくりは大変重要です。学校教育においては、

各教科の学習をはじめ、社会科見学などの校外学習や学校行事をとおして、も

のづくりを大切にする態度をはぐくんでいくことが必要です。また、現代社会

を支える科学技術の土台である理数教育の充実のためには、観察・実験・も

のづくりなどの体験を、授業の中でも積み重ねていくことが必要です。

  〇 働く人々の様子を見て刺激を受けたり、放課後に地域の人とふれ合う中で、

昔の遊びや作物を育てる活動をしたりするなど、様々な体験を通して、その

楽しさを学び、感性をはぐくむ機会を設定していくことが大切です。

〇 子どもたちの学びを支えるとともに、探究心を持ち、学びを深めていく姿

をはぐくむために、支援員の配置や教室環境の充実も含めた、学校の施設な

どの整備も重要です。

（５）五感を通じて学ぶ体験活動

子どもたちは、主体的な体験活動をとおして、社会性や人間性、体力や健康、論

理的思考力の基礎を形成します。授業などをとおして得た様々な知識は、体験をと

おして知恵になるといえます。

体験活動をその場限りの活動で終わらせることなく、意欲を持って活動し、体験

後に感じたり気づいたりしたことを自己対話しながら振り返り、「書く（描く）」

「話す」などの表現をすることにより、他者と体験を共有し、広い認識につなげる

必要があります。

〇 各学校では、家庭と連携して、子どもたちが主体的に地域の行事やボラン

ティア活動に参加しようする態度をはぐくんでいくことが大切です。

〇 総合的な学習の時間などにおける地域での体験活動や見学、学校行事などに

おける様々な人とのかかわり合いをとおして、新たな気づきを持つとともに、

伝統工芸などを支えてきた人々の生き方や考え方を知ることを重視すること

が大切です。

※１ 学校教育法第30条第２項の文言を基本とし、「基礎的知識及び技能」「知識・技能を活用して課題を解

決するために必要な思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」を学力の三つの要素と

している。
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４ 豊かな心と健やかな体をはぐくむ

（１）豊かな心の育成

子どもたちに、基本的な生活習慣を確立させるとともに、社会生活を送る上で不

可欠なものである規範意識を、発達の段階に応じた指導や体験をとおして、確実に

身に付けさせることが重要です。

自分や他者の感情や思いを表現したり受け止めたりする表現力や理解力の乏し

さが、コミュニケーション不足を招き、他者との関係をうまく築けない一因と考え

られます。また、地域の大人や異年齢の子どもたちとの交流、集団宿泊活動や職場

体験、奉仕活動などの体験活動は、周りのもの全てとの直接的なかかわりの中で自

らを振り返るという点で極めて重要であり、道徳性の育成にも大いに資するもので

す。子どもたちに、他者とともに生きているという実感と自覚を持たせるためには、

コミュニケーション能力の向上と体験活動の充実が大切です。

〇 子どもたちが、自然や生命を大切にする心や他者を思いやる心、善悪の判断

などの規範意識、主体的に社会参画する意欲や態度などを身に付けることがで

きるよう、道徳教育の充実を進めていくことが必要です。

〇 学校行事、特別活動、部活動などでの体験をとおして、社会の中で人として

守るべきことに気づき、人間としての生き方についての自覚を深めていけるよ

う、心をはぐくんでいくことが大切です。

〇 各学校では、子どもたちの感性や情操を豊かにするために、文化・芸術など

にふれる機会を計画、実践することが必要です。

（２）健やかな体の育成

体力は、人間の活動の源であり、健康の維持のほか意欲や気力といった精神面の

充実に大きくかかわっており、「生きる力」の重要な要素となっています。子ども

たちの心身の調和的発達を図るためには、運動を通じて体力を養い、望ましい睡眠

や食習慣、正しい姿勢など、健康的な生活習慣を形成することが必要です。幼いこ

ろから体を動かし、生涯にわたって積極的にスポーツに親しもうとする意欲や能力

を育成し、実践的な判断力や行動力を養っていくことが大切です。

〇 各学校では、体育的活動や学校行

事、部活動などの指導や家庭との連

携をとおして、子どもたちの体力を

養うことが大切です。また、体育や

保健体育の授業はもちろんですが、

学校行事への取組や休み時間など、

自主的に体を動かす子どもをはぐく

むことが大切です。
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（３）健全な心と体をはぐくむ食育※１ の大切さ

平成17年に食育基本法、平成18年に食育推進基本計画が制定され、食育は生き

る上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけてい

ます。食育の目的は、心身の健康、食の重要性、感謝の心、食文化、社会性、食品

を選ぶ力などをはぐくむことにあります。

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な

食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められてい

ます。

〇 心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、家庭、地域、幼稚園

・保育所(園)・認定こども園、学校のそれぞれの段階で、食育の推進に積極的

に取り組むことが必要です。

〇 学校給食においては、地場産物の活用（地産地消）を進めていくことが必要

です。

〇 平成26年には、アレルギー疾患対策基本法※２ が制定されました。学校での

管理を求めるアレルギーの児童生徒に対しては、校内委員会を設け、組織的に

対応することが必要です。

※１ 平成１７年には、食育基本法が成立し、「食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実

践することができる人間を育てる食育を推進する」ことが求められている。また、平成18年には、食育推進基

本計画（現在は第２次）が策定され、国は都道府県、市町村、関係機関、団体など、多様な主体とともに食育

を推進してきている。

※２ 平成２６年には、アレルギー疾患対策基本法が成立し、都道府県・市町教育委員会において、全職員が

アレルギー対応について学ぶ機会を提供することなどが求められている。
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５ 一人一人の子どもを大切にする

（１）がんばる子の支援

日頃の学習はもちろんのこと、社会・理科などの自由研究や、文化・芸術・ス

ポーツなど、幅広く様々な分野で地道にがんばる子どもたちを励まし称揚すること

は、子どもたちの個性を伸ばし、多様な価値観をはぐくんでいくことにつながりま

す。

最近、子どもたちがじっくり物事に取り組むことが苦手になってきたと言われて

います。一つのことに時間をかけて成果を上げた子どもたちに対して、その努力を

たたえる機会を充実させていくとともに、そのことが、ほかの多くの子どもたちの

学習意欲や活動意欲の向上にもつながるよう、発信や指導の工夫をしていくことが

必要です。

（２）特別支援教育の充実

特別支援教育は、障害のあるなしを問わず、すべての子どもたちの教育的ニーズ

に応じた教育を施そうとすることを基本としています。そのためにも、特別支援教

育に関する教職員や保護者の理解と、指導者の専門性の向上を目指していく必要が

あります。少子化が進行する中でも、特別支援教育が必要な児童生徒の割合が増

加している現状※１ からも、効果的な指導が行える十分な体制を整えていくことが

必要です。

〇 小中学校においては、発達障害※２ のあらわれを見せる児童生徒たちに、そ

の特性や教育的ニーズに応じ、専門家チームによる巡回相談※３ や、教職員研

修センターなどの関係機関を含めた組織的な支援を実施していくことが必要

です。

〇 特別支援学級や通級指導教室※４ においては、個々の教育的ニーズに応じた

適切な指導及び必要な支援を、十分な体制の中で行うことが必要です。

〇 市内に三校ある特別支援学校※５ をセンター校として、市内の小中学校の特

別支援教育を充実させるとともに、特別支援教育の拠点地域として近隣市町

と連携していくことが大切です。

（３）学校教育相談の充実

いじめや不登校をはじめとする学校生活への課題を有する子どもたちやその保

護者の支援のために、心の教室相談員やいきいきスタッフなどの相談員を配置し

ています。学校において行われるいじめ・不登校・就学指導・進路指導などの対

策委員会と連携し、関係者が互いに十分な情報交換をしながら、効果的な指導が

行える体制を整えていくことが必要です。

〇 各学校では、悩みを抱えた子どもたちやその保護者が相談しやすい雰囲気

をつくることが大切です。
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（４）いじめのない学校をめざして※６

いじめは、どのような理由があっても決して許されない行為です。しかし、ど

こにでも、だれにでも起こりうると言われています。そのため、状況把握、早期

発見、実態に応じた適切な対応（早期解決）など、子どもが健やかに育つための

環境の充実が必要です。

○ 小中学校では、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、ホームページなど

で公開するとともに、いじめの問題への対策のための組織を設置し、組織的

に対応することが大切です。また、家庭や地域の理解と協力を得て、健やか

な子どもの育成に取り組む体制づくりを目指すことが大切です。

  〇 学校では、意図的・計画的にいじめについて考える場や機会を設定し、子

ども自らがいじめをなくそうという態度をはぐくむことが大切です。

（５）不登校の子どもへの支援※７

不登校対策で最も大切なことは、不登校を未然に防ぐことです。子どもたちが

自己の存在感を実感できるような授業を工夫したり、行事などをとおして仲間意識

を高めたりすることが、不登校児童生徒を出さないことにつながります。

○ 不登校になってしまった子どもたちやその保護者に対しては、適切な支援

が必要です。不登校の原因や様態は子どもによって異なります。ケースに

よっては、青少年教育センターなどの関係機関と連携を図りながら、一人一

人の気持ちに寄り添った支援をしていくことが必要です。

※１ 平成 24 年の国の調査では、小中学校において、ＬＤ、ＡＤＨＤなどの子どもが約６．５％程度の割合で存

在する可能性が指摘されている。発達障害のあらわれが認められる子どもに対し、適切な指導及び必要な

支援を行うことが定められている。

※２ 発達障害：ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、高機能自閉などの障害。（平成 26 年、

日本精神神経学会では、「学習障害」→「学習症」、「言語障害」→「言語症」、「注意欠陥多動性障害」→

「注意欠如多動症」など、差別意識や不快感を生まないよう病名を改めた。）

※３ 臨床心理士、特別支援学校教員が、小中学校を訪問している。その中で、発達障害のあらわれが見ら

れる児童生徒などに対する支援のあり方を、客観的な視点からのアドバイスを学校に行ったり、保護者と教

育相談を行ったりしている。

※４ 通級指導教室では、小中学校の通常の学級に在籍している比較的軽度の障害がある児童生徒に対して、

各教科などの指導は在籍の学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた特別の指導を行う。沼津市では、

平成 27 年３月現在、第二小学校「ことばの教室」、第四小学校・原東小学校「おひさま」がある。

※５ 沼津視覚特別支援学校・沼津聴覚特別支援学校・沼津特別支援学校。

※６ 「いじめ」：当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、

精神的な苦痛を感じているもの。（文部科学省調査内での定義） 沼津市教育委員会は、平成 25 年２月に

「いじめのない学校をめざして」-いじめに関する指導の手引-（改訂版）を策定。平成 25 年６月には、国より

「いじめ防止対策推進法」が公布された。それを受け、平成 26 年３月、「沼津市いじめ防止等のための基本

的な方針」を策定した。

※７ 「不登校児童生徒」：何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あ

るいはしたくともできない状況にあるために年間 30 日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者

を除いたもの。（文部科学省調査内での定義）
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６ 子どもの命を守る

子どもが被害者となる事件・事故が発生するなど、近年子どもの生活の安全・安

心に対する懸念が広まっています。子どもの安全は家庭を含め、社会全体で守るこ

とが必要です。

学校においては、災害に対する安全、交通安全、生活の安全などの教育の充実が

課題となっています。いずれについても、子どもが安全に関する情報を正しく判断

し、安全のための行動に結び付けることができるように、学校の教育活動全体で取

り組むとともに、施設・設備などのハード面においても安全対策と快適な教育環境

の整備を充実させることが必要です。

（１）防災教育の推進

各学校では、学校施設の立地条件や、地域の実情などを踏まえた防災計画の策定

や防災教育が必要です。

本市は、東海地震などの大規模地震や津波による大きな被害が想定されており、

これらの災害から児童生徒の生命や身体を守るため、日常から防災教育を充実する

ことが大切です。その中で、自ら考え、判断し、行動する力を身に付けるようにす

ることが必要です。また、日常から地域との連絡を密に取り合うことが、突然発生

する災害に対しても備えとなります。

〇 安全面を何よりも重視し、十分な強度の学校施設の維持管理、非常食の備え、

防災用品の整備など、防災環境を充実させることが必要です。

〇 学校では、様々な災害を想定した防災訓練を、年間の教育計画に位置付けて

行うことが重要です。また、地域の避難場所の拠点となる学校も多いことから、

地域・家庭と合同の防災訓練を実施するなど、万が一に備え、日常から連携を

図ることが大切です。
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（２）交通事故ゼロを目指して

子どもの交通安全については、通学路の点検や日々の交通安全指導など、安全教

育に努めています。しかし、子どもの交通事故は、なくなることがない現状です。

児童生徒の交通事故を防止するためには、

学校だけの取組では対応できない部分も多

いため、家庭、地域、関係機関と連携して

いくことが必要です。

〇 学校・行政・関係機関が合同で通学

路の点検を行ったり、登下校の指導を

地域ボランティアと連携して行ったり

して、社会総がかりで子どもの命を守

るための取組をすることが必要です。

（３）防犯のための取組

不審者による学校への侵入や登下校中の連れ去りなど、子どもが被害者になる事

件がなくなることがありません。各学校や設置者においては、子どもたちにとって、

安全で安心な環境が確保されるよう、危機管理の意識を常に維持することが重要で

す。また、家庭・地域・関係機関の協力のもと、日常的・定期的な点検や指導を適

切に実施するなど、組織的に対応することが重要です。

（４）ネットワーク上に潜む危険

スマートフォンなどの新たな情報端末の普及に伴い、ネットワーク上の有害サイ

トや悪質な情報により、子どもが被害者となるケースや、メールやチャットマナー

による子ども同士のトラブルが問題となっています。また、長時間の使用は、子ど

もたちの学力や精神面に影響が出るという報告もあります。モラルやマナー、利用

のルールなどについて、家庭と共に考え、情報端末との適切なかかわり方を指導す

る機会の充実を図ることが大切です。

（５）健康教育の推進

喫煙、飲酒、薬物乱用※１ などの行為は、個々の心身の健全な発育や人格の形成

を阻害するだけでなく、社会への適応能力や責任感の発達を妨げます。また、周囲

の人間関係の中で生じる断りにくい心理などもあるため、家庭や関係機関などと連

携をしながら、それぞれの要因に適切に対処するよう指導していくことが必要です。

※１ 法律的な定義はないが、多幸感、快感などを高めると称して販売される製品で「危険ドラッグ」と呼ばれる

ものがある。入手しやすく、規制が追いついていない現状がある。依存性が高く、薬物の被害例が多く報告

されている。

第３章 学校教育
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７ 社会の変化に対応する

（１）現代社会の課題に応じる教育

社会や子どもたちを取り巻く環境の変化の中で、学校教育が対応しなければなら

ない新たな課題が生じています。特に次にあげたものについては、家庭や地域と連

携を図るとともに、関連の深い教科などを中心にしながら、教育活動全体の中で指

導していくことが必要です。

① 情報教育

急速に進展する社会の情報化により、ＩＣＴを活用してだれでも膨大な情報を

集めることができるようになりました。学校においては、ＩＣＴを効果的に活用

することや情報モラル※１ の重要性を理解し、児童生徒に「情報活用の実践力」

「情報の科学的な理解」「情報社会に参画する態度」の３観点から育成する情報

活用能力※２ をはぐくんでいくことが必要です。

② 環境教育

   沼津市では、環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備推進の一つとし

て、小中学校で太陽光発電の導入をしています。持続可能な社会の実現のために、

小中学校においては、エコ活動※３ などの環境教育を実践していく中で、環境の

保全やよりよい環境の創造のために主体的に行動する実践的な態度や資質、能力

を子どもたちにはぐくんでいくことが必要です。

③ 沼津大志学習（沼津版キャリア教育）

   将来、子どもたちが社会人・職業人として自立していくためには、子どもの発

達段階に応じた勤労観や職業観を育成していく必要があります。沼津版キャリア

教育を通じて進路選択能力や将来設計能力を育成し、子どもたちが将来の生き方

をしっかり考えることができるようにしていくことが必要です。

④ 福祉教育

障害のある子どもが自立し、社会参加するためには、広く社会一般の人々が、

障害のある人とその教育に対しての理解を深めることが重要です。学校において

は、子どもの発達段階に応じて、各教科等で社会福祉についての理解を深める指

導を行うとともに、思いやりの心、社会奉仕の精神などをはぐくんでいくことが

必要です。

第Ⅱ部
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（２）学校施設の課題や地域の実情に対応する

学校施設の課題や地域の実情に応じて、将来的に学校を改築するなど、子どもた

ちがよりよい環境の中で学ぶことができるよう、沼津市全体で考えていくことが大

切です。今後は、小中一貫教育の成果や地域の実情などをふまえ、市内における学

校のあり方を検討していくことが必要です。

※１ 「情報モラル」：情報社会を生き抜き、健全に発展させていく上で、すべての国民が身に付けておくべき

考え方や態度のこと。情報社会に的確な判断ができない子どもを、ネットワーク上の危険から守る（危険回

避）上でも、情報モラル教育は重要である。

※２ 情報活用能力とは、①情報活用の実践力、②情報の科学的な理解、③情報社会に参画する態度、の３

つの観点を指す｡

①「情報活用の実践力」：課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要な情報を主

体的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力。

②「情報の科学的な理解」：情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱い、自らの情

報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解。

③「情報社会に参画する態度」：社会生活の中で、情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影

響を理解し、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画

しようとする態度。

※３ 各学校では、子どもたちが主体的に計画したリサイクル活動や、地域・家庭と連携した古紙回収など、特

色ある活動を多く実施している。また、沼津市では、行政・学校・地域が連携し、環境に配慮した様々な事業

を推進している。

第３章 学校教育
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第４章 社会教育

社会の急激な変化を背景に、人の生き方に対する価値観やライフスタイル

も大きく変容し、揺れ動いています。大人同士がかかわりあい、互いに学び

合う機会への参加も少なくなりつつあります。そのような時代の流れの中で、

一人一人が個性や能力を伸ばし、生きがいのある充実した人生を送るため、

あらゆる世代の、あらゆる生活の場における、生涯にわたっての自発的な学

習が、今後さらに重視されるようになります。

生涯学習は自己の能力を不断の学習によって開発し、自己実現を目指すも

のですが、それと同時に人生を生きがいのあるものとするために、学習によ

って習得した知識、技術を地域に還元して、市民がみんなで住みよいまちを

つくることを目指すものです。

学習機会については、豊かな自然や地域文化を生かしたり、心身の健康の

保持・増進など生活課題から生まれたものを生かしたりするなど、多様な市

民ニーズに適切に対応することが大切です。
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１ 自主的な学習を支援する

（１）市民が学びやすいまちへ

  社会情勢の変化やライフスタイルが多様化する中で、「地域コミュニティ」※１、

「かかわり合いながら、共に学ぶ」という概念がより一層大切になってきています。

また、市民の学習に対する需要の高まりとともに、生涯にわたる学習機会の充実

が求められており、主体的に学ぶことができる環境づくりや、市民への働きかけな

どを工夫していくことが必要です。

（２）多様な市民ニーズへの対応

沼津市では、多くの市民が生涯学習活動をしています。その内容や、これから取

り組みたいと希望している活動の種類は多様化しています。市民の多様なニーズに

適切に応えるために、そのニーズを的確に把握し、学習の情報や機会を充実してい

くことが必要です。

また、学習機会の拡大のために、民間教育事業者との連携や、地区センターなど

身近な地域での活動の充実を図っていくことも大切です。

○ 生涯学習の推進は、地域に根ざしたきめ細かさが求められることから、地域

との連携を図るとともに、地域における学習活動を推進する人材の育成が大切

です※２。

○ 様々な分野における著名な講師による講座など、自主的な活動では難しい学

習会を開催することにより、広い視野と新たな視点を提供し、学習活動を支援

することが大切です。

○ 高齢者の学習意欲に応え、明るく健康的な生活を送るための支援として、

「万年青大学」や「寿大学」などの高齢者学級を開設し、学ぶ環境を整えるこ

とが大切です。

第４章 社会教育
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（３）学習したことの活用場面の拡大・指導者の充実

学習成果を活かしたり、発表したりすることは、学習する人の生きがいや励みに

なり、地域で活躍するリーダーやコーディネーターなどの指導者の育成にもつな

がっていきます。

学習で得られた知識や技術を生かす場を拡大し、地域社会へ還元できるような環

境を整えることが必要です。

○ 様々な分野の学習成果を発表する場を提供するとともに、市民が主体となっ

た学習発表会などの支援をすることが大切です。

○ 特技や知識を持っている方を人材登録して市民からの指導者紹介に応じる

ほか、講師を選定し、派遣するなどの学習活動の支援が大切です。

（４）郷土と偉人を愛する

  沼津市は、恵まれた自然環境と地理的条件によって古くから発展し、多くの偉人

を輩出しています。また、風光明媚、気候温暖な土地柄もあって、訪れたり、定住

したりした、沼津とゆかりのある数多くの偉人もおり、その活動の軌跡が残されて

います※３。

  郷土とその歴史を知り、親しむことは、郷土愛をはぐくむとともに生涯を豊かな

ものにします。市民が接する機会の提供や情報の発信を行うことが重要です※４。

（５）図書館の充実

図書館は生涯学習の拠点の一つです。市民の読書活動を支える施設として、所蔵

資料の充実を図るとともに、子どもから大人まで、市民のニーズに対応した様々な

情報を発信していくことが大切です。

また、図書館は他の社会教育施設や近隣図書館との連携を推進するほか、ＩＣＴ

を活用した新たな図書館サービスの導入、幅広い活用方法など、市民の生涯学習活

動を支援する機能をさらに充実させていくことが必要です。

○ 地域に密着した身近な図書館活動の充実を図るため、各地区センター図書室

とのネットワークを構築し、図書館サービスの向上に努めています。

○ 子どもの読書活動推進においては、家庭、幼稚園・保育所（園）・認定こど

も園、学校、地域との連携を図り、読書環境の充実に取り組むことが重要です。

※１ 地域コミュニティとは、地域住民が生活している場所で、相互の信頼関係のもと、かかわり合いながら、交

流が行われている地域社会や住民の集団を指す。各地域では、地域住民が中心となって地区センターを運

営しており、住民による多種多様な講座やサークル活動が行われている。

※２ 各地域では、学習活動にかかわる様々な学習の企画、実施、啓発、情報の提供に取り組む「生涯学習地

域推進員」がいる。

※３ 松蔭寺の住職であった白隠禅師、沼津兵学校などの設立に尽力した江原素六翁（第Ⅰ部 三つの目標

（７ページ参照））などの偉人のほか、起業家の岡野喜太郎氏、作家の芹沢光治良氏、井上靖氏、物理化学

者の長倉三郎氏、詩人の大岡信氏の５人の名誉市民がいる。

※４ 沼津の地域資源を「ぬまづの宝」として市民からの募り、その中から、特に個性と魅力を表現するものを、

推薦と投票などによって「ぬまづの宝１００選」として選定している。
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２ 青少年の社会性をはぐくむ

（１）青少年のための環境整備

次代を担う青少年が、心身ともに健やかにたくましく成長することは、市民すべ

ての願いです。

沼津市では、この願いを込めて、「青少年健全育成都市宣言」※１ を行い、「地

域の子どもは地域で育てる」をスローガンに、官民一体となった地域ぐるみの活動

を展開しています。

また、社会情勢が変化していく中、子どもが不審者により被害を受ける事件の増

加などにより、大人からの声かけが難しいことや、子どもが必要以上の警戒心を持

ってしまうこともあります。このような状況においては、より一層、地域ぐるみの

育成を図ることが大切です※２。

今後も地域の特性を生かしながら、地域ぐるみで健全育成や非行防止に向けた活

動※３ を積極的に展開し、不審者による事件、情報モラルの欠如や危険ドラッグな

どの新たな課題にも留意し、対応していくことが必要です。

○ 青少年の非行防止、健全育成の総合的施策や実践活動の方策等について、研

究協議することが大切です※４。

○ 教育相談並びに補導活動では、家庭・学校・警察などの関係機関と連携・協

力し、地域と密着した活動を行うことが大切です。

第４章 社会教育
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（２）青少年による体験活動等の推進

社会構造の変化に伴う都市化現象により、青少年のおかれている立場、環境はま

すます複雑多様化しています。それは青少年のコミュニケーション能力の低下や人

間関係の希薄化としてあらわれてきています。

青少年が地域で存在感や社会性を発揮し、地域社会を支える存在となるためには、

青少年が積極的に地域行事などに参画する場を設定し、責任を持って活動する体験

ができるようにしていくことが必要です。

  また、体験活動を組織的に実施している団体を育成していくために、異年齢集

団における奉仕活動や体験活動、地域住民とのふれあい活動などを行っている青

少年団体に対して、引き続き支援を継続していくことが大切です。

○ 心身ともに健全な青少年の育成のため、地域、関係機関と協力しながら、

自然の中で集団生活を送ったり、学習したりする機会を提供する※５ ことなど

が大切です。

  ○ 青少年の社会参加のきっかけや意識高揚※６、また、青少年に対する理解を

深めるために、日頃感じていることや考えていることなどを発表したり、互

いに交流したりする場を提供することが大切です。

  ○ 地域社会と一体となった奉

仕活動や、子ども会、ボーイ

スカウト・ガールスカウトな

どの青少年団体による活動を

支援することが大切です。

※１ 昭和５５年１２月１０日の沼津市議会本会議で、満場一致で決議された。

※２ 各地区では、それぞれの「青少年を健やかに育てる会」が活動している。また、地域や学区によって、「お

やじの会」「通学合宿」など、子どもが大人に接する機会を設定している。

※３ 全国学力学習状況調査、児童生徒質問「今住んでいる地域の行事に参加していますか」において、「当

てはまる」と答えた本市の児童生徒の割合は、毎年全国平均よりも高くなっている。地域の行事に参加する

子どもの割合が大変多く、地域の絆が深いといえる。

※４ 学識経験者、関係機関・団体による「青少年問題協議会」では、「沼津市青少年対策の基本方針」を策

定している。

※５ 他市町と合同で、中学生を対象とした長期宿泊研修「静岡県東部ふれあい体験塾」を開催し、異年齢集

団によるテント生活等の非日常体験の中で自立と協働の精神を養う機会を提供している。

※６ 選挙権年齢を「18 歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案が国会で審議されている（Ｈ２７．３現在）。

第Ⅱ部



39

３ 文化を継承し、発信する

（１）市民の文化環境の充実

芸術・文化活動は、豊かな情操と創造力の育成に大きな役割を果たすとともに、

まちの個性や魅力づくりにもつながります。

心の豊かさが求められるこれからの時代にあって、市民が芸術鑑賞や文化活動を

とおして、感動を味わい、豊かな感性を身に付ける機会を持つことが大切です。

そして、市民が芸術・文化に親しむだけでなく、自らも参画して文化的な創造活

動をすることは、市民の豊かな情操と創造力をはぐくむために大切です。

  ○ 市民による自主的な芸術・文化活動の振興のため、文化的活動の練習、発

表や鑑賞の機会を充実するとともに、市民が参加し、直接体験する機会を提供

することが必要です。

  ○ 地場産業、地域の歴史など、他の分野との連携により、より視野を広げて

文化活動を捉えるとともに、身近に接することができる工夫をすることが大

切です。

  ○ 多くの文人墨客にゆかりがあり、文学資源が豊富であることを活かし、沼

津の文学風土を広め、情報を発信していくことが大切です。

（２）人々にうるおいを与える文化施設

沼津市は、歴史的にも文化資源に恵まれており、また、多くの文化施設が設置

されています※1。

これらの施設では、歴史や文学、美術などの各分野において、文化的財産の展

示や普及活動を行うとともに、管理・調査研究を行っています。

市民は、地域文化を享受したり、発信したりする機会を得ていますが、さらに、

地域外の価値のある文化を積極的に紹介し触れる機会を設けるなど、市民の文化

芸術活動の支援を進めるとともに、文化施設のさらなる活用を目指していくこと

が必要です。

そのため、イベント情報の市内外に向けた発信や、子どもを対象とした魅力あ

る企画を立てるなど、市民が身近に感じ、訪れたくなる工夫をしていくことが大

切です。

  ○ 各施設では、それぞれの分野における

イベント、展示などを行うとともに、他

の施設、分野と連携して、より充実した

内容に努めることが大切です。

  ○ 鑑賞の機会の充実のほか、行事の企画、

運営に参加したり、参加者が自身で体験

し、触れる機会を作ることが大切です。

第４章 社会教育
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（３）文化財の保存・活用

文化財は、それを作った人々や社会、時代などの内容がわかる歴史的・文化的

な価値や、芸術的な価値を持っています。

市内には、国指定史跡※２ や重要文化財などの貴重な文化財が多くあります。そ

れらの文化財の歴史を知ることは、郷土沼津の成り立ちを知るだけでなく、日本の

歴史や文化を理解するために大切です。

このような意義を持つ文化財の保存を図るとともに、積極的に市民へ公開するな

どの活用を進め、地域文化の中核となるよう工夫していくことが必要です。

  また、そのためにも、文化財やその他の文化的財産を総括的に管理する組織づく

りが大切です。

○ 埋蔵文化財について、遺跡の分布調査を実施し、市内における遺跡の存在や

分布状況を把握することが重要です。また、文化財保護法に基づき、開発行為

を事前に把握して適切な指導をし、必要に応じて記録保存のための発掘調査を

することが大切です。

○ 国指定の史跡や天然記念物、国宝な

どの有形文化財やその他の文化財につ

いて、適切な整備や管理、保存を行う

ことが重要です。

○ 史跡めぐりや体験学習、施設での出

張展示などを行い、文化財の活用と普

及啓発に努めることが大切です。

（４）地域史の活用

沼津市は、多くの先人の努力によって発展し、築かれてきました。郷土の歴史、

伝統や風俗習慣を伝えることは大切です。

○ 沼津市では、歴史を記録として残し、

共有の財産として後世に継承するとと

もに、郷土に対する理解を深めるため、

資料の調査、収集を行っており、市史

の編さんも行いました※３。これらの財産

を有効に活用していくことが大切です。

  ○ 市としての歴史のほか、各地区における伝承や伝統文化を知り、守ること

も大切です。適切に保存・継承するとともに、日常生活の中で意識し、親し

むことができる工夫が必要です。

※１ 歴史民俗資料館、明治史料館、戸田造船郷土資料博物館、芹沢光治良記念館、市民文化センター、

若山牧水記念館、庄司美術館がある。

※２ 休場遺跡、長浜城跡、興国寺城跡がある。

※３ 史料編、通史編及びそれぞれの別編のほか、多くの刊行物がある。
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４ 市民みんなのスポーツを展開する

（１）生涯スポーツの推進※１

市民一人一人がスポーツに触れあい、生き生きと生活することは、健康づくりや

体力づくりに効果があるだけでなく、ルールを守りながら競技をすることで社会性

が向上するなど、仲間づくりをとおした地域コミュニティの形成にも役立ちます。

スポーツに親しむことは個人の生きがいづくりになり、余暇の利用や健康志向の高

まりなどで、生涯スポーツに対する市民の関心は年々高まっています※２。

また、沼津市に関係のある優秀なスポーツ選手や指導者が国内外で活躍すること

は、郷土の誇りの一つです。世界的に注目された地元出身の選手や指導者が活躍す

るたびに、市民に夢や感動を与え、スポーツへの機運を盛り上げています。

市民一人ひとりが生涯にわたってスポーツに親しむことができる環境づくりが

大切です。

  ○ ライフステージ、身体の状況等にあわせて、誰もが参加しやすい教室や講習

会、大会等を開催するとともに、関係団体の活動を支援し、活動の機会を提供

することが大切です。

  ○ 健康・体力の向上や維持のためのスポーツ活動の必要性を啓発し、スポーツ

活動を行う意識づくりを行うことが大切です。

  ○ 地域の特性やニーズに応じた行事等の開催によって効果的に地域スポーツ

活動を推進するほか※３、スポーツ団体や地域のスポーツクラブ※４ の活動を支援

し、ネットワークづくりに努めることが大切です。

○ 競技スポーツの振興には、競技者の裾野の広がりが大切です。また、各種目

のスポーツ人口が拡大し、競技の質が高まると、トッププレーヤーが生まれる

可能性が高くなります。そのため、競技者が安心して競技に専念できる環境を

整備し、各団体との情報交換を充実させるとともに、指導者の育成・充実を図

ることが必要です。

第４章 社会教育
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（２）スポーツ環境の整備

沼津市では市民体育館をはじめとして、運動場、野球場、テニスコート、プール

などの運動施設があり、市民が気軽に利用できるスポーツ・レクリエーション活動

の拠点として運営管理されています。

スポーツ施設の利用率は大変高く、量的・質的充実を求める市民の要望も増して

います。場所を提供するだけでなく、様々な自主事業をとおして市民スポーツの普

及促進を図り、その内容や施設の充実に努め、整備していくことが必要です。

○ 既存施設の計画的な改修とともに、利用時間やレイアウトの変更など、ニー

ズにあった環境の整備と質的、量的な充実が大切です。

○ 公共スポーツ施設の体系的な施設整備を進めるとともに、総合型スポーツク

ラブのような、個々のニーズに応じたスポーツ活動が行える仕組みづくりを進

めることが大切です※５。

  ○ 学校体育施設を共用利用できるような環境整備をすることが大切です。

○ 新市民体育館の整備においては、健康づくり・体力づくりや防災対策など、

子どもから高齢者まで対応できる新たな機能を加えた総合体育館を目指しま

す。

（３）スポーツ活動を支える仕組みの充実

スポーツの推進には、スポーツを「支える」活動も重要です。「支える」活動の

中で、関心を持つようになり、新たに始めたり、継続したりすることができます。

また、スポーツを始める時や技術の向上を求める時には、指導者や経験者の存在

が大きいと言われており、指導者等を派遣したり、紹介したりすることが大切です。

スポーツ関係団体や民間団体の活動を支援していくとともに、連携を強化し、よ

り効率的で、ニーズに合った活動機会の提供が大切です。

○ 関係団体と連携をとりながら、指導員育成の支援、ボランティアが活動でき

る場や情報の提供などを通じて、スポーツ活動の支援を行うことが大切です。

  ○ 各地域で活動しているスポーツリーダーの資質向上の支援や活躍する場の

提供、リーダーを目指す人の育成が大切です。

※１ 平成２６年３月、「沼津市スポーツ推進基本計画」を策定した。

※２ 肥満症や高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病は、それぞれが独立した病気ではなく、肥満（特

に内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満）が原因であることがわかってきた。内臓脂肪型肥満によって、様

々な病気が引き起こされやすくなった状態を『メタボリックシンドローム』といい、治療の対象として考えられる

ようになった。予防や改善の方策として、食習慣の見直しとともに適度な運動が効果的であるとされている。

※３ スポーツ基本法に基づいて、教育委員会から委嘱された非常勤職員で、スポーツ振興を図るための事業

の実施に係る連絡調整、スポーツの紹介・実技の指導・助言等を行うスポーツ推進委員がいる。

※４ 沼津市体育協会、各種のスポーツ団体では、大会、教室の開催、指導者の育成など、様々なスポーツ活

動を行っている。

※５ 総合型スポーツクラブ：地域住民が多世代・多種目・多目的にわたって定期的・継続的なスポーツ活動を

行うことができる身近なスポーツクラブのこと。
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