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はじめに

少子高齢化の急速な進行や情報化の進展をはじめ社会が大きく変革する中、教育を取り巻

く環境も大きく変化し、様々な課題が出てきています。

国においては、平成１８年１２月に「教育基本法」が約６０年ぶりに改正され、その前文

には、「公共の精神を尊び豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成」、「伝統を継承し、新し

い文化の創造を目指す教育の推進」、そして「我が国の未来を切り開く教育の確立と振興」が

力強く示されています。この改正を基に、平成１９年には「学校教育法」をはじめとする教

育関連三法の改正など教育制度の改正が進められてきました。

そして、平成２０年には、我が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図る

ため、「教育振興基本計画」が策定され、平成２５年６月には「第２期教育振興基本計画」が

閣議決定されました。

滋賀県においても、平成２１年に「教育振興基本計画」が策定され、平成２５年度に計画

の改定となる第２期計画が策定されたところです。

そうした中、本市では、平成１９年と２４年に策定した総合計画「みんなで育むまちづく

りの森 うるおいとにぎわいのまち東近江市」において、教育振興に係る目標を掲げ施策を

進めてきました。また、教育委員会でも、乳幼児からお年寄りまで市民だれもがいきいきと

幸せに暮らせるまちを築いていくためには、人づくりこそが大切との認識のもと、「東近江市

人づくりプラン～学校教育編・生涯学習編」を策定し、様々な施策を推進してきました。

このたび、その改定の時期を迎え、また、国や県における教育振興基本計画の改定を受け、

教育を取り巻く社会環境の変化、本市の今日までの取組を踏まえて、今後の本市の教育の方

向性を示し、その達成のための施策を力強く進めていくために、この計画を策定しました。

この計画は、教育基本法第１７条の規定による「教育振興基本計画」として、国や県の「教

育振興基本計画」の内容を参酌するとともに、「東近江市総合計画」をはじめ関連する計画と

の整合性を図り、東近江市の教育に関する施策を総合的かつ体系的に推進するための長期計

画として策定するものです。

１ 計画策定の背景

２ 計画の位置づけ
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平成２６年度から今後１０年間に目指すべき本市の教育の姿を見据えたものとし、概ね５

年が経過するときに見直しを図ります。

ただし、計画の期間中においても、法律の改正等が生じた場合や市の総合計画等との整合

性を図るため必要な見直しを行います。

5年間

平成 26年度
（2014）

平成 31年度
（2019）

平成 36年度
（2024）

見直し

5年間

（国）

○教育基本法

○第２期教育振興

基本計画

（滋賀県）

○第２期滋賀県教

育振興基本計画

東近江市総合計画

●教育施策の総合的推進

「東近江市人づくりプラン（学校教育編・生涯学習編）」

「東近江市次世代育成支援対策地域行動計画」

「東近江市学校給食基本計画」

「東近江市子ども読書活動推進計画」

「東近江市人権施策基本計画」

「東近江市男女共同参画推進計画」 等

教育三方よしプラン
－東近江市教育振興基本計画－

３ 計画期間
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第１章 東近江市の教育を取り巻く動向

近年教育を取り巻く社会環境は、大きく、また急激に変化していますが、こうした動向を

分析します。

（１）少子高齢化と人口減少社会の到来

◆戦後、日本の総人口は増加を続けてきましたが、２０００年代に伸びが鈍化、平成１７年

(2005)の国勢調査で減少に転じ、今後も減少が見込まれています。

◆また、世界でも類を見ない速さで少子高齢化が進み、若年層が多く高齢者が少ない、いわ

ゆるピラミッド型から「人口減少社会の特徴である壺のような形（厚生労働白書）」に移行

しつつあります。

◆さらに、農村部を中心とした大家族世帯の分離、核家族化や単身世帯の増加などで世帯数

は増加する一方で、１世帯あたりの世帯人員は減少を続けています。

◆本市においても平成２２年(2010)には人口は減少に転じ、今後も微減傾向が継続し、少子

高齢化や核家族化の進行が予想されます。

◆こうした中、地域の活力やコミュニティを継続・発展させていくためには、年齢や性別、

国籍、ライフスタイル等を問わず、地域に関わる全ての人が、様々な分野、場面で役割を

果たし、生涯にわたって活躍できる能力の取得と、それを生かす地域の仕組みを構築して

いくことが不可欠であり、教育の果たす役割はますます重要性を増しています。

１ 全国の動向と東近江市

東近江市の人口と１世帯あたり人員の推移

折
れ
線
グ
ラ
フ

一
世
帯
あ
た
り
人
員

棒
グ
ラ
フ

人
口

(人) (人)
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（２）高度情報化の進展

◆情報技術の進歩や情報基盤の整備、そして携帯電話（スマートフォン）など、手軽な情報

機器の急速な普及が進み、情報の発信や提供、知識の取得などが、従来とは全く異なる方

法や基準で行われる新しい時代となっています。

◆社会の情報化が急激に進展していく中で、インターネットへの過度の依存やソーシャルネ

ットワークサービス等の悪用によって子どもが犯罪に巻き込まれる事例、匿名性を利用し

た誹謗・中傷などの個人攻撃や人権侵害など、インターネットコミュニティに係わるトラ

ブルなどが大きな社会問題となっています。

◆本市が実施した「東近江市子育て支援に関するニーズ調査」（平成２５年１２月）でみると、

自宅でパソコンやインターネットを利用している小学生は、５５．４％と半数を超え、５

年前の調査から２６．３％と大幅に増加しています。一方で、家庭における利用上の注意

やフィルタリングなどの予防策は十分とは言えない状況です。

◆あふれる情報を自ら正しく、適切に選択し、活用できる能力（情報リテラシー）を身につ

けることは、生活していく上で不可欠となっており、情報に関わる教育がますます重要に

なっています。

東近江市人口の年齢区分別構成比

0～14 歳 15～64歳 65歳以上
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資料）東近江市子育て支援に関するニーズ調査（平成 25 年 12月）

（３）グローバル化の進展

◆高度情報化の進展や国際的なアクセス手段の充実などから社会・経済のグローバル化が進

み、多様なひと・もの・文化・情報の交流が活発化しています。多文化交流は、国際的な

視野を持った人材の育成や人権意識の啓発、新たな文化の創出、産業発展・観光振興の可

能性の高まりなど、地域においても大きなインパクトをもたらしています。

◆これから社会に羽ばたく子どもたちには、国際的な視野を持って、様々な国や地域と競争

する力を養うことが必要となっています。そんな中、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）によ

る「生徒の学習到達度調査(ＰＩＳＡ）」での成績低下を受け、ゆとり教育を見直し、活用

力を重視する教育も進められてきました。

◆また、外国籍市民や海外から帰国する児童生徒の増加に伴い、文化・意識のギャップや日

本語の習得に課題を抱え、学校生活になじめないというケースの増加が危惧されます。

◆さらに、２１世紀は「人権の世紀」と言われ、人権尊重は地球規模のもっとも重要なテー

マのひとつです。国においても「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平成１２年

法律第１４７号）に基づき様々な施策が推進されています。

◆国の「人権教育の指導方法等に関する調査研究会議」がいじめや暴力など人権問題は後を

絶たない状況にあり、特に児童生徒が虐待などの人権侵害を受ける事態も深刻化している

と指摘するなど、学校教育・生涯学習を通じた総合的な人権教育、とりわけ学校教育にお

ける取組の重要性が高まっています。

小学生のインターネットの利用状況

携帯電話やインターネット利用の注意点を教えているか
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（４）地方分権の進展

◆地方分権が進展し、地方自治体においては、政策の自由度が高まる一方、厳しい財政状況

や市民ニーズの多様化・高度化に対応して、自ら考え、自ら決定し、自律した都市経営を

実行することが不可欠となり、その責任は大きなものとなっています。

◆特に教育分野では、国に設置された「教育再生実行会議」において地方自治体における教

育の重要性が指摘され、「地方教育行政の権限と責任を明確にし」「地域住民の意向を適切

に反映し」「責任ある教育行政が行われる」ことが提言されています。

◆また、今後地方分権がますます進むことが予想される中、次代の地域を支え、活力を維持・

発展させていくのは地域に住む人々であり、その基本となるのが「人づくり」です。

◆本市においては、「東近江市人づくりプラン」を策定し、「人づくりこそまちづくりの礎」

との認識のもと、特色ある人づくりに取り組んできました。この取組をさらに充実、発展

させていくためには、市民や地域、各種団体などの人的資源、大学等高等教育機関などの

知的資源、図書館や博物館といった文化資源等の多様な地域資源をどのように生かし、地

域の総合力を発揮していくかが大きなテーマのひとつです。

（５）ライフスタイル・コミュニティの変容

◆人口の減少や人口構造の変化と平行して、核家族化や単身世帯、共働き世帯の増加など、

世帯のタイプが変化するとともに、市民のライフスタイルや価値観も多様化し、市民意識・

地域社会両面の変容から、家庭とコミュニティとのつながりの希薄化が進んでいます。

◆家庭とコミュニティとの交流が少なくなると、子どもたちが多様な年齢の人々と交流し、

様々な考えにふれる機会も少なくなることが心配されます。また、コミュニティにおける

関係の希薄化は、防災・防犯・交通安全をはじめとする地域の安全・安心を脅かします。

◆本市においては、自治会やまちづくり協議会の活動等、それぞれの地域において、特色あ

る活動が活発に展開されていますが、今後コミュニティ活動の低迷や家庭と地域とのつな

がりの希薄化が危惧されるところです。

◆また、地域の魅力や自主性を生かしながら地域課題の解決や施策展開を図ると同時に、交

流を通じて互いに認め合い、吸収し合いながら、「わがまち東近江」の意識を育み、まちの

一体感を高めていくことも求められます。

（６）規範意識の低下への危惧

◆就学期における、基本的な生活習慣の乱れ、命を大切にする気持ちや規範意識の低下など

が指摘されており、教育基本法の改正においても、「豊かな情操と道徳心」を培うことが盛

り込まれるとともに、学校教育法の改正における義務教育の目標としても、規範意識や公

共の精神、命や自然を大切にする精神の育成などが示されています。

◆これは子どもに限られた問題ではなく、大人の規範意識の乱れは子どもたちに直接影響を

及ぼします。さらに、自らは規範を守っていても、その文化を次代の子どもたちに伝えて

いくことを怠れば、コミュニティにおける支え合い、ふれあいの崩壊や文化の断絶を招き

ます。拠り所にしてきた共通の価値観が失われることは、他者や社会を軽視した、過度な

利己主義を生む要因のひとつとしても危惧されます。

◆規範意識や生活習慣の維持、展開が困難な社会情勢に先んじて、本市では、相手や社会を

思いやる「三方よし」による教育を進めてきました。この「三方よし」の表現は一定市民
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に浸透していることから、その真の意味・意義を理解し、自らの行動につなげる取組や地

域の個性に合わせた規範意識の醸成が、本市の特色ある教育を進める上で、最も重要なテ

ーマのひとつといえます。
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本市の教育をとりまく社会動向、関係者の意見等を踏まえて教育に関する課題を次のよう

に整理します。

（１）心身ともに健やかな子どもの育成

① 子どもの生き抜く力の育成

◆子どもたちが生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要な幼児期において、市内の幼稚園、

保育園では、生活や学習のための基盤づくりと、子どもたちの健やかな育ちをめざして、

自然体験や社会体験の豊かな幼児教育を進めており、今後とも幼児のたくましく生きる力

と豊かな心の育成に努める必要があります。

◆また、就学前教育に対するニーズの多様化、要望の高まりの中、子どもの成長を第一に考

え、就学前教育が果たすべき役割と、保護者との対話による家庭や地域との役割分担の明

確化も課題となっています。

中
学
校
生
徒
数

(人)

２ 東近江市における教育の課題

東近江市立幼稚園園児数の推移
(人)

東近江市立小中学校児童生徒数の推移
(人)

小学校児童数

中学校生徒数
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◆市立の小中学校では、「三方よし」の理念を人づくりの基本に、「心豊かでたくましい子ど

もの育成」をめざして、成長段階に応じた教育を推進しています。また、児童生徒や地域

の現状などを踏まえ、学校教育目標に沿った教育課程を編成し、特色ある学校づくりを推

進しています。各学校では地域住民の協力による郷土学習・体験的学習の実施や、授業の

工夫改善を進め、少人数学級編制や少人数指導等によるきめ細かな指導を展開し、確かな

学びができる教育の推進に努めています。

◆しかし、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から実施される「全国学力・学

習状況調査」で滋賀県、そして本市は各分野で全国平均を下回るなど厳しい結果となり、

学力の向上を図るため、その原因をしっかりと分析し、教職員の能力、資質の向上を含め、

知識・技能を活用する力の育成に向けた取組が急務です。

◆また、高度情報化の進展に伴い、手に余る大量の情報や選択肢を得る子どもたちが、情報

を適切に「選ぶ能力」を獲得し、自分の足元をしっかりと見つめて将来への夢や目的意識

を持ち、地道に頑張る意欲を育むことが求められています。

◆障害のある児童生徒に対しては、特別支援学級における個別指導・個別教育支援などの対

応を図っています。こうした現場で蓄積してきた知識や技術を生かし、さらに関係機関や

専門者等との連携を通じて、個別の事情に対応したきめ細かな対策を実施していくことが

必要です。

◆体力面では、グリーンスタジアムでの陸上記録会の開催等も行っていますが、新体力テス

トの小学５年生、中学２年生の結果をみると、全国平均をわずかながら下回り、近年、低

下傾向が顕著で、子どもの体力向上への取組が必要です。充実したスポーツ施設も多く、

スポーツ関係に力を入れる高校や大学等も身近に存在する環境にあり、こうした資源の活

用が求められます。

握力 上体起こし

長座体前

屈

反復横跳

び 20m ｼｬﾄﾙﾗﾝ 50m 走 立ち幅とび ﾎ゙ ﾙー投げ
(kg) (回) (cm) (回) (回) (秒) (cm) (m) 

小学５年生

男

子

東近江市 16.19 18.96 30.71 42.36 50.71 9.42 153.84 23.26

全国 16.92 20.28 33.43 43.11 54.70 9.23 156.50 24.86

女

子

東近江市 15.73 16.75 34.81 38.36 36.35 9.75 145.73 13.60

全国 16.28 18.36 37.23 39.74 41.02 9.58 146.77 14.58

中学２年生

男

子

東近江市 30.07 26.73 43.99 51.78 82.93 8.13 196.86 20.99

全国 30.62 27.79 43.91 52.72 87.67 7.89 199.27 21.49

女

子

東近江市 23.89 22.40 44.42 45.07 55.60 9.01 164.53 12.95

全国 24.42 23.52 44.57 46.76 61.23 8.73 171.74 13.56

※東近江市の値は平成２５年度新体力テスト結果（網かけは全国の値を上回るもの）

※全国の値は、平成２５年度全国体力・運動能力調査

※「ボール投げ」は小学生がソフトボール、中学生がハンドボール

◆学校給食については、学校給食基本計画に基づき、全ての幼稚園、小中学校で給食を実施

しています。子どもの成長にとって正しい食習慣は生きていくうえでの基本であり、家庭

と学校などの連携のもと、食育を推進する必要があります。

児童・生徒の体力について（東近江市と全国の比較）
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◆そして、児童生徒がその発達段階に応じて、あらゆる人権の重要性について理解し、自分

を大切にすること、相手を大切にして尊重することができる意識と態度を養うための人権

教育・道徳教育を進めることが必要です。

② 学校教育環境の向上

◆子どもたちが安全・安心で学習しやすい環境づくりに向け、老朽化が進んだ小中学校の改

築をはじめ、耐震化やエアコン設置、また学校給食センターの整備などに重点的予算配分

をし、計画的に進めてきました。保護者からの評価も高く、教育現場からも授業が落ち着

いた環境で行えるといった効果も報告され、教育環境の向上において大きな成果をあげて

いるといえます。

◆特に、平成２６年度には全ての小中学校で耐震化１００％を達成する予定です。

◆しかし、教育に求められるニーズが多様化・高度化しており、安全・安心な環境づくりを

第一にしながら、新しい教育に対応できる設備、機器の充実を図る必要があります。

◆就学前教育・保育においても、認定こども園の整備など、新しい制度やニーズに応じた施

設・設備の効率的な整備が必要です。

③ 多様化する社会課題への対応

◆東近江の子どもがたくましく成長し、社会で活躍していくためには、新たな社会課題に対

応した教育を充実していく必要があります。

◆子どもたちには国際的な視野やコミュニケーション能力を持ち、国際社会の平和と発展へ

の寄与など国際的に通用する人材の育成が求められています。日本人としてのアイデンテ

ィティを確立し、語学力を伸ばし、多文化交流など多様な体験を通じ他国を尊重する態度

を養成する必要があります。

◆さらに本市には外国人の居住者も多く、子どもの就学支援や外国籍市民に対する教育、海

外から帰国した児童生徒が海外での体験を生かしながら、円滑に国内の学校生活に適応で

きるような取組も課題となっています。

東近江市立小中学校耐震化の推移

■小学校

●中学校

※各年 4月 1 日現在。小学校は H25、中学
校は H26年 100％達成予定

(％)
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◆また、高度情報社会に対応し、新しい情報機器の活用による情報リテラシーや情報モラル

の向上など、情報教育の強化を図っていく必要があります。

◆いじめや体罰などの問題が顕在化し、市民の意識が高まる中、いじめ防止対策推進法に基

づく第３者委員会の創設などの体制強化や開かれた学校運営を通して、地域全体で防止対

策を図ることが求められています。

◆地球環境問題に対する意識の高まりや全国に広がる菜の花エコプロジェクトをはじめ、本

市の先進的な環境に関する取組を生かし、省エネルギー・省資源の生活習慣や、自然環境

との調和など持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）を推進することが必要です。

◆本市は比較的自然災害の少ない地域と言われてきましたが、近年、浸水被害が発生するな

ど大規模化・激化する災害への不安が高まっており、甚大な災害においても生命を守るた

め、具体的な対応ができるよう防災教育の強化が求められています。

◆これらの課題に対応していくためには、設備や機器の導入だけでなく、教職員が必要な知

識・技術を取得できる場の提供など人材育成の充実や専門家の活用なども不可欠です。

◆また、今後も新たな課題に迅速に対応するために、外部の専門家や機関等との連携を強化

することが必要です。

※菜の花エコプロジェクト
地域内のエネルギー循環を目指し全国に広がる東近江市発祥の取組。休耕田で栽培した菜の花
からナタネ油をしぼり、学校給食や一般家庭で食用油に、油かすは肥料に使用。廃食油は回収し
てせっけんやバイオディーゼル燃料(BDF)にリサイクル。ＢＤＦ使用で排出された二酸化炭素は、
菜の花の成長により吸収されるという資源循環型プロジェクト

※持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
Education for Sustainable Developmentの略。私たちとその子孫たちが、この地球で生きてい
くことを困難にするような問題について考え、立ち向かい、解決するための学びのことで、持続
可能な社会の担い手を育む教育。ＥＳＤの実践には、特に、「人格の発達や、自律心、判断力、責
任感などの人間性を育むこと」、「他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識
し、「関わり」「つながり」を尊重できる個人を育むこと」の２つの観点が必要とされています。

東近江市立小中学校外国人児童生徒在籍数等
(人)

日本語指導が必要な児童生徒数

外国人児童生徒在籍数
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④ 相談・教育研究の強化

◆近年、いじめによる自殺などが深刻な社会問題となっている中で、子どもたちの悩みや心

配ごとを的確に把握し対応するため、小中学校で校内教育相談体制を整備するとともに、

保護者の相談にも応じています。また、こども支援センターでも子どもの相談を行ってお

り、予防的な相談・通告への意識の高まりもあって、相談件数が急増しています。

◆今後は、公的な相談専門機関を中核とした相談事業のネットワークづくりが必要となって

います。特に、子どもたちの身近なところに相談窓口の充実を図る必要があります。

◆さらに、児童生徒の引きこもりや不登校、児童虐待、体罰など、学校教育の現場だけでは

対応が困難な問題が山積しています。また、障害の重度化・重複化やＬＤ（学習障害）や

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）など発達障害のある児童生徒へのより細やかな対応が求

められています。

東近江市児童相談件数

※平成 19～21 年度は「こども支援センターひばり」、平成
22年度～は「東近江市こども支援センター」
※平成 25年度は 4～9月の半年間の件数

(件)

(％)
東近江市立小中学校不登校児童生徒数の推移

折
れ
線
グ
ラ
フ

児
童
生
徒
に
占
め
る
比
率

棒
グ
ラ
フ

不
登
校
児
童
生
徒
数

(人)

※不登校とは
年間 30 日以
上の欠席者
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◆市内には教育分野で活躍が期待される大学等が立地しており、こうした高等教育・研究機

能を活用し、より高度で充実した教育の提供や課題の解決につなげることが求められます。

また、大学にとっても地域との連携による研究資料の取得や体験を通じた学生への教育効

果が得られるなど、お互いをより高め合える関係を構築していく必要があります。

※ＬＤ（学習障害）
Learning Disabilities の略。基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、

読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す
様々な状態。

※ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）
Attention Deficit Hyperactivity Disorder の略。年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、

又は衝動性、多動性を特徴とする高度の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたす
もの。
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（２）子どもの育ちを支える社会環境づくり

① 子どもの育ちの支援

◆国においては、次世代育成支援対策推進法などを制定し、全国的な少子化の流れに対応し

た取組を進めてきましたが、成果は不透明であり、本市においても少子化が進行していま

す。こうした中、平成２１(2009)年度に策定した「東近江市次世代育成支援対策地域行動

計画（後期計画）」に基づき、各種施策に取り組んできました。

◆今後は、平成２４年（2012）８月に成立した子ども子育て関連三法を受け、さらに総合的

な視点からまちぐるみで子育ての支援施策を推進し、若い世代が家庭や子育てに夢を持ち、

男女が互いに協力し、安心して子どもを生み育てることのできる環境をつくっていくこと

が求められています。

◆本市では、子どもの健やかな育ちのため、乳幼児保育や一時保育、延長保育など、多様な

保育サービスを実施してきましたが、核家族化の進行など社会環境が変化する中、保育ニ

ーズはますます増大しています。今後とも地域の保育ニーズに対応できるよう認定こども

園の設置をはじめ、多様で良質な保育サービスの充実を図る必要があります。

東近江市保育所入所児童数の推移（公私立計）(人)

東近江市待機児童数・待機率の推移

棒
グ
ラ
フ

待
機
児
童
数

(人) (％)

折
れ
線
グ
ラ
フ

待
機
率
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◆平成２４年度文部科学白書が指摘するように、家庭教育は、基本的な生活習慣の取得、自

立心の育成、心身の調和のとれた発達などに大きな役割を担っており、父母その他の保護

者は子どもの教育について第一義的責任を有します。このような家庭における生活体験や

家庭教育の不足は、学校等での社会生活を営む上で大きな問題となっています。

◆しかし、人間関係やコミュニティが弱体化し、家庭教育を取り巻く環境は、今後さらに厳

しくなることが危惧されます。就園就学時の親同士のつながりの希薄化などにもつながり、

学校等の負担が増すことにもなることから、家庭教育を支援する取組が必要です。

◆また、育児相談や子育て情報の提供など、地域に合った事業の展開により子育て家庭を支

援する子育て支援センターのさらなる機能強化に努めるとともに、ファミリーサポートセ

ンターなど地域で子育てをサポートする仕組みを強化していく必要があります。

◆子どもたちの成長にとっての基本となる、乳幼児期からの正しい食習慣を身につけられる

よう、保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校と保護者や地域の連携のもとに、家庭に

おける食育を推進することも課題となっています。

② 遊びと体験の充実

◆ＰＴＡや子ども会、ＮＰＯ、地域組織をはじめとする子育て支援団体は、身近な地域から

市全体での取組まで、遊びを中心とした直接体験など、子どもの健康・体力づくりや仲間

づくり、多世代交流による人間性の育成などに大きな役割を果たしています。

◆しかし、地域によって参加する子どもが減少するなど、地域ごとの活動の差が大きくなっ

ています。また、役員やリーダーの担い手が限られ、一部の人に負担が集中することから

活動に余裕がなく、新しい事業や活動に力を注げないといった課題も指摘され、組織同士

の連携や役割分担などが求められています。

◆また、本市においては、豊かな自然が身近にあるにもかかわらず、子どもが安心して活動

できる「遊び場」が少ないとの指摘があり、使用されていない空間の活用など、地域が主

体となった「遊び場」づくりも課題のひとつとなっています。

東近江市子ども会参加者数の推移

※「全体」は小学生の人数に就学前 3 年児、中高校生、指
導者、育成者を含んだ数

(人)

全体

小学生
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◆放課後留守家庭の児童を対象に、生活の安全確保と児童の健全育成の役割を担う学童保育

については、施設の充実を図るとともに、主体的な運営の支援が必要です。

◆本市には、電気機器やＩＴ関連など多くの企業や事業所の集積があり、経済発展を支えて

きました。また、近江米をはじめとする良質な農産品を産出するまちでもあり、市内には、

野菜の収穫体験をはじめ、ものづくり体験、商品開発支援など、産業体験の機会づくりや、

地域の学習活動を支援する多数の企業があります。

◆こうした企業、事業所等を学校や家庭、地域と連携できる大切な存在として、体験学習あ

るいはキャリア教育の機会などを通して協力関係を強化するとともに、新たな企業の協

力・参画を促していくことが必要です。

③ 子どもの安全・安心の確保

◆コミュニティ意識の希薄化が徐々に進む中、課題を抱える家庭の孤立などが危惧されます。

特に児童虐待については、総合計画におけるまちづくりアンケートから市民の関心も高く、

発生案件に対する学校、家庭、地域、医療の協力による子どもの心のケアはもちろん、家

庭が孤立しないための対策や虐待を生む要因の一つでもある貧困対策など、抜本的・総合

政策的な取組が求められています。

◆また、スクールガードなど地域の安全・安心を見守る活発な活動が、子どもたちの通学の

安全に大きく寄与しており、こうした取組をさらに発展させるため、各地区組織のつなが

りづくりなどが必要となります。

◆本市のコミュニティには、子どもたちやお年寄りを温かく見守り、支える意識はまだまだ

高く、お互いに支え合いを通して成長する良い循環があります。今後はさらに、地域一体

となって、地域の子どもは地域で見守り、育てるという意識を持ち、行動していくことが

必要です。

④ 学校・家庭教育を支える地域との連携の強化

◆青少年の非行防止・社会活動への支援や青少年を取り巻く社会環境の浄化、明るい家庭づ

くりについての取組を、関係団体などとの連携により実施しています。これからも行政や

東近江市学童保育所実施数の推移

※平成 25年度は 11 月 1日現在

(カ所)
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家庭・学校・企業はもとより、地域に根ざした青少年育成市民会議などの関係団体が、そ

れぞれの機能を高めつつ連携し、子どもの安全確保や青少年を取り巻く課題解決に向け、

さらに総合的な取組を推進する必要があります。

◆また、学校支援地域本部事業において、小中学校に地域コーディネーターを配置し、学校、

家庭、地域を結ぶ取組を進めていますが、まだその機能は限定的です。今後は、地域コー

ディネーターの活動強化を図るなど、連携を支援する仕組みの充実が必要です。

◆市内にある大学や高校とは、小中学校行事やイベント、競技会等に学生や生徒がボランテ

ィアとして参加協力するなどの連携を図っていますが、総じて大学と地域の連携は限定的

です。

◆大学教育においても課題解決型の実学・実践の重視が進む中、本市においても教育資源と

しての大学や高校の活用に向けた、効果的な連携の強化が必要です。

（３）生涯を通じて学ぶ仕組みの充実

① 生涯学習基盤の充実

◆情報化や少子高齢化が進み、人々の価値観やライフスタイルが大きく変化する中、生涯に

わたる多様な学習機会を求める市民ニーズが高まりを見せています。

◆本市では合併後、公民館の位置づけを、これまでの社会教育・生涯学習活動の拠点に地域

力を高め住民自治によるまちづくりを推進する視点を加え、コミュニティセンターと名称

を改めました。コミュニティセンターは各地域における地域住民の活動の拠点として、重

要な役割を果たしています。

◆市民大学では、各ジャンルから専門講師を迎え、幅広い学習機会を市民に提供しています。

また、出前講座やコミュニティセンター等における学習機会の提供も行っていますが、市

民が学習活動により参加しやすい工夫や情報発信の強化が必要です。

◆近江商人博物館や能登川博物館、西堀榮三郎記念探検の殿堂や世界凧博物館東近江大凧会

館など、地域の観光、産業・文化振興、地域づくりの拠点としての博物館や８００余席の

ホールを有する八日市文化芸術会館など、多様な文化施設を市民共有の資源として活用し

ています。

◆博物館は、家庭や学校などと連携し、情操教育の場、また生涯学習の場、そして、多様な

人々と共に文化を創造する場として機能します。今後は地域の特性を生かした博物館、体

験・学習施設の連携を深め、教育や地域アイデンティティの確立への効果的な活用を図る

ことが必要です。

◆図書館については、市内７地区それぞれに設置され、相互に連携を図るとともに、移動図

書館車による全域サービス網を構築してきました。また、質の高いサービスを支える図書

館職員が司書資格を有する体制を整え、資料提供機能に重点を置くとともに、レファレン

※学校支援地域本部
学校を支援するため、学校が必要とする活動について地域の方々をボランティアとして派遣す
る組織で、いわば地域につくられた学校応援団といえます。これまでも各学校では、地域のボラ
ンティアの協力を得ながら学校運営や教育活動を行っており、学校支援地域本部は、そういった
取組をさらに広げるものです。
地域のボランティアが学校を支援する、これまでの取組をさらに発展させて組織的なものとし、
学校の求めと地域の力をマッチングして、より効果的な学校支援を行おうとするものです。
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スサービスの充実を図りながら、人づくり、まちづくりの拠点として多様な機能を発揮し

ています。

◆図書の貸出者、貸出冊数については、ここ数年、顕著な伸長は見られませんが、図書館サ

ービスに対するニーズは強いことから、充実した資料整備と、より魅力ある書架づくりを

行うことが必要不可欠です。また「東近江市子ども読書活動推進計画」等による子どもた

ちの読書の習慣づくりの強化や、幼稚園、保育園、学校図書館との連携も課題となってい

ます。

◆生涯学習に関する情報提供については、各種広報紙などの紙媒体やケーブルテレビ・イン

ターネットの活用、さらには公共施設への資料配置など、市民のニーズに応じて様々な手

段で発信・広報を行っています。

◆地域社会との接点が少なく、必要な情報が十分に届いていない市民に対しては、情報取得

ニーズのさらなる把握や情報発信手段の工夫に努める必要があります。また、携帯電話（ス

マートフォン）をはじめとする情報受発信手段の急速な進化・多様化に対する適切な対応

も重要な課題となっています。

② 文化芸術活動の振興

◆文化芸術活動の中核を担う文化団体連合会は、合併に際して行政依存の払拭に努め、自立

した組織として順調に発展してきました。文化団体連合会は２５０団体、５千人を超える

会員を擁し、近年は子どもの団体の登録が増加しています。

◆学習成果の発表機会である芸術文化祭では、毎年、多くの出演希望団体があり、子どもの

発表の場を新たに設けるなど、本市の文化活動の活発さの一端を表しています。

◆各地域ではコミュニティセンターが文化活動の拠点としての役割を果たしていますが、多

様化するニーズに対して、さらに利用しやすい活動拠点づくりが求められています。

◆韓国統營市の大韓民国統營文化院と本市教育委員会は文化交流協定を締結し、使節団の相

互訪問など文化交流を軸とした日韓両国間の友好発展のための事業に取り組んでいます。

東近江市立図書館利用者数・貸出冊数の推移(人) (冊)

折
れ
線
グ
ラ
フ

貸
出
冊
数

棒
グ
ラ
フ

利
用
者
数
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◆本市は、当地出身や当地にゆかりのある著名な芸術家のすぐれた作品を多数保有していま

す。こうしたすばらしい作品や地域に保存されている由緒ある作品を、より多くの市民が

鑑賞できる機会の提供が求められます。

③ 地域への愛着を育む歴史文化の継承

◆東近江市内には国指定重要文化財５８件を含む国指定関係１１５件、県指定関係３８件、

市指定２００件の文化財が先人より引き継がれています。（平成２５年３月３１日現在）

◆また、指定がなくとも地域の歴史や文化を物語る歴史資産が数多く分布し、豊かで多様な

歴史風土があります。

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

文化財数 337件 339件 344件 351件 354件

※国、県、市指定文化財の合計

◆しかし、こうした文化財や歴史風土を維持してきた地域コミュニティが、少子高齢化の進

行などに伴い変化しつつあります。一方、祭礼などの伝統行事が地域の絆を守り育てる存

在としてその価値を見直されていることから、その保存・継承への取組が必要となってい

ます。

◆さらに、歴史文化資産を観光資源として活用する例が見られるなど、地域振興や地域コミ

ュニティの活性化、地域のアイデンティティ確立への手法として、文化財活用への期待が

高まっていることから、保存だけにとどまらず、歴史文化資産を積極的に活用していくこ

とが必要です。

④ スポーツに取り組む魅力の向上

◆平成３２年(2020)には東京オリンピック・パラリンピックの開催、滋賀県でも、平成３６

年(2024)に国民体育大会の開催という大きなスポーツイベントが予定されており、スポー

ツを振興する上で好機を迎えています。

◆本市では、地域スポーツや競技スポーツの普及を担う体育協会や気軽にスポーツにふれる

総合型地域スポーツクラブが地域に根ざした活動を展開しており、さらにスポーツ少年団

なども活発に活動し、それら団体への支援を行っています。

◆また、スポーツ推進委員によるニュースポーツやレクリエーション活動の出前講座などに

より、市民の健康・体力づくりや市民交流を推進するなど、生涯スポーツの振興に努めて

います。今後は、総合型地域スポーツクラブに対する市民の理解を深めていくとともに、

社会体育関係団体の協力体制の強化とスポーツリーダーとなれる若年層の指導者の発掘・

育成が必要です。

◆スポーツ環境を見ると、学校体育施設を地域のスポーツ活動に開放するとともに、ホーム

ページなどを通じた情報提供やスポーツ施設のネットワーク化によって、市民がスポーツ

に親しむ機会の提供と各施設の利用を促進しています。また、市内には多くのスポーツ施

設が整備されており、特に、公認陸上競技場である布引グリーンスタジアムや高校野球の

公式試合も可能な湖東スタジアムなどすばらしい施設も身近にあります。今後は、これら

のスポーツ施設の有効かつ効率的な利用の促進と計画的な維持・改修が必要です。

東近江市指定文化財数の推移
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第２章 東近江市の教育の基本方針

（１）基本理念

東近江市の教育を取り巻く今後の社会は、これまで以上に急激に、大きく変化すること

が予想されます。

合併後、東近江市では、自己実現を目指し努力する心を「自分よし」、相手を敬い思いや

る心を「相手よし」、人と人のつながりを大切にし社会貢献に努める心を「社会よし」とし、

近江商人が商いを通して到達した「三方よし」の精神になぞらえ、人づくりの理念として

取り組んできました。

今後の東近江市の教育においても、この理念を受け継ぎ、学力の向上、命の尊重、伝統

の継承を重点の基本目標に位置づけ取り組んでいくものとします。

（２）基本目標 ～めざす人づくり～

「自分よし」（自己実現）～自分の可能性を広げ、正しく歩める人づくり～

○学力の向上を図り、幅広い知識と教養を身に付け、豊かな情操と道徳心、健やかな身体を

養います。

○たくましく生き抜く力と豊かな心を持って、自分ですべきことや進む道を自分で選択し、

どんな時にもしっかりと努力のできる人を育てます。

「相手よし」（思いやり）～仲間をつくり、手を携えて進める人づくり～

○命を尊び、自然を大切にし、他者への感謝や思いやる心、態度を養います。

○相手のことを尊重し、支え合い、協調しながら、ともに成長し合える人を育てます。

「社会よし」（社会貢献）～ふるさとを愛し、社会に貢献できる人づくり～

○伝統と文化を尊重し、それらを育んできた郷土を愛する人を育てます。

○人と人とのつながりに感謝し、ふるさとに誇りを持つ社会の一員として、身近な地域や社

会のために自分の力を使って積極的に貢献できる人を育てます。

東近江市教育振興基本計画 基本理念

「三方よし」で笑顔輝く東近江

～共に学び 共に育ち 共に支える 人づくり～

１ 東近江市の教育の基本方針
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（３）進め方 「共育ち」～子どもと大人と地域が一緒になって、共に育つ～

子どもと親の関係は、親が一方的に何かを与えるというものではありません。「子は親の

背中を見て育つ」と言いますが、子育ての喜びや大変さを感じ、子どもの成長する姿を見

ながら、自らも親として成長していくのです。

これは親子関係だけにとどまりません。地域や社会の大人も、子どもの行動を導き、育

ちを支えるその過程で学び、地域や社会を一緒につくっていくことで、お互いに高め合う

ことができます。

また、子どもが健やかに育つ地域社会は、そこで育った子どもの愛着と誇りによって、

さらに魅力的で健やかな地域へと発展していくことが期待されます。

この計画では、子どもと大人、地域、団体、企業、そして行政など、まちづくりに関わ

るあらゆる主体がお互いを信頼し合い、成長し合う「共育ち」の視点で取組を進めます。

■ 三方よしの人づくり

「自分よし」（自己実現）

～自分の可能性を広げ、正し

く歩める人づくり～

「相手よし」（思いやり）

～仲間をつくり、手を携えて

進める人づくり～

「社会よし」（社会貢献）

～ふるさとを愛し、社会に貢

献できる人づくり～

それぞれの主体が期待される役割を認識して行動し、連携することに
よって、共に成長していきます。

行政

地域

大人
大学・企業
各種団体
等

学校子ども

学びを通して子どもも大人も地域も

共に成長する「共育ち」

家庭
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（参考資料）

不屈の精神で到達した商業理念 「三方よし」

東近江市は、近江商人を多く輩出した歴史的特質を持つ地域です。江戸時代に近江国(現滋賀
県)を本拠地とし、天秤棒を肩に、全国へと行商に出た人々を総称して近江商人といいます。近
年、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の源流のひとつとして、近江商人が培ってきた商いの精神「三

方よし」が注目されています。

「売り手によし、買い手によし、世間によし」すなわち、「三方よし」という言葉の意味する

ところは、「商いというものは、売り手も買い手も適正な利益を得て満足する取引でなければな

らない。そして、その取引が地域社会全体の幸福につながるものでなければならない」という

考えです。これを実現する一つの方法が、取引で得られた利益を広く世の中のために還元する

という行為でした。そこには、共存共栄の精神がみられます。

「売り手によし、買い手によし、世間によし、三方よし」という表現自体は、歴史的用語で

はなく、近江商人研究において、元滋賀大学教授で近江商人研究者の小倉榮一郎氏によって用

いられた、近江商人の到達した商いの精神を端的に表した造語です。

しかし、当市ゆかりの近江商人の資料の中には、ふる里を遠く離れた他国で商いをするとき

の心得が記されたものが見られ、江戸時代中期には、表現こそちがえ、「売り手によし、買い手

によし」と通じる内容が記されています。また、当時の近江商人たちが、郷里や商い場で様々

な「世間によし」を実践したエピソードが伝えられていることから、このころには、後の「三

方よし」の精神に到達する考えが、近江商人の里にあったことがわかります。

「三方よし」という言葉には、他国稼ぎの近江商人が、苦労を重ねた長い人生経験の中で培

い、目指した、他者と共に生きる商いの精神がよく表現されており、まさに不屈の精神で取り

組んだ商業活動を通して到達した商業理念だったと言えます。グローバルな現代社会において、

人生を生き抜く重要な知恵のひとつとして、次の世代に伝える普遍的な価値のある精神と考え

ます。 （文責：東近江市近江商人博物館）

宝暦４年（1754）複製
宝暦４年１１月、７０歳を迎えたな中村治兵衛宗岸（1685－1757）

が、わずか１５歳の跡継ぎの宗次郎のために記した遺言状。中村治兵

衛は、近江国神崎郡石馬寺村（滋賀県東近江市）の麻布を商う近江商
人。

この「書置」は、本文１１カ条と「追書宗次郎」１３カ条で構成さ

れ、経験の浅い宗次郎を気遣い、日常の生活態度から商いの心得まで
細かく記されている。

出典）近江商人博物館『今、近江商人に学ぶこと～共生する文化～』

より転載
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教育振興基本計画の推進にあたっては、「わたしたちのまち東近江」が持っている地域資源

や悠久の歴史の中で育んできた個性など、市民が誇りを感じる地域資産や特性を大切に守り、

積極的に活用していきます。

（１）豊かな自然や歴史文化を生かします

◆鈴鹿の山中には市街地のにぎわいとは隔絶した優美な自然景観が広がり、愛知・日野両河

川に育まれた広い田園地帯、そして内湖と琵琶湖の恵みに浴した地域へと続きます。この

「鈴鹿から琵琶湖まで」の豊かな自然の恵みを、様々な体験学習に生かしていきます。

◆東近江市内に残る人々の生活痕跡は、１万年以上前にさかのぼります。その悠久の時の流

れの中で、古代豪族や戦国武士の活躍の舞台、全国に広がる木地師文化のルーツ、近江商

人の発祥地など、日本史を彩る個性を生み出してきました。先人たちが育み、紡いできた

特徴ある地域の歴史文化資産を、積極的に生かしていきます。

（２）温かな人柄や人情を大切にします

◆昔ながらのご近所コミュニティは、地域に愛着と誇りを持って、新しい人も温かく迎え入

れる雰囲気があります。このまちに惹かれて新たに定住する人々にも、子どもやお年寄り

を大事にし、まちの美しさや環境を大切にするこの高い意識の共有を図ります。

◆また、地域で子どもの学びを支え、見守るボランティアなどの地域人材が豊かで、子ども

の学力向上や生きる力の育成においても、なくてはならない存在です。

◆暮らしの便利さが得られるだけでなく、大都会にはない「田舎らしさ」が共存するこのま

ちだからこそ育まれる人の良さ、人々の持つ温かな心を大切にしていきます。

（３）全国に先駆けた人づくりや教育の取組を生かします

◆近江商人は「陰徳善事」の理念を持ち、社会貢献の一環として、寺社や学校教育への寄付

や寺子屋の運営を盛んに行い、すぐれた人材を養成してきました。こうした学校や教育へ

の貢献意識は今も強く受け継がれています。

◆こうした教育を大切にする市民の意識や先進的な教育の取組を今後も引き継ぎ伸ばしてい

きます。

◆そして、近江商人が到達した精神「売り手によし、買い手によし、世間によし」の「三方

よし」に共感し、実践する人材を育みます。

※「陰徳善事」…人に知られないように善行を施すこと。陰徳はやがて世間に知られ、陽徳に転

じる

（４）充実した学校施設を生かします

◆本市では、生徒が学習に集中できる環境づくりを積極的に進めてきた結果、小中学校施設

で耐震化率が１００％達成の見込みとなり、また、美しい校舎、冷暖房の完備、給食サー

ビスの充実など、教育環境の整備が進み、保護者からも高い評価を得ています。

◆この充実した学校施設を十分に生かしていくためにも、教育内容の充実や教職員の指導力

２ 大切にしたい東近江市の教育資源
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の強化によって、学力や体力の向上など学校教育の充実はもちろん、地域教育や生涯学習

などとの連携も図っていきます。

（５）質の高い図書館サービスを生かします

◆市内に７館ある公立図書館のサービスは充実しており、市民からも高い評価を得ています。

子どもの本に関わる読書ボランティア等、関連する市民やグループの活動も活発に行われ

ており、読書活動の推進はもとより、人づくり、まちづくりに関わる幅広い取組が図書館

と連携して行われています。

◆充実した図書館サービスは、市民の読書意識を高めることにとどまらず、教育や生涯学習

における大切な財産といえます。今後もすべての市民の生涯にわたる自立的な学びを支え

る拠点として、さらには人と人との出会いを創り出すまちづくりの拠点として、大切にし

ていきます。

（６）スポーツの高いアピール力を生かします

◆公認陸上競技場である布引グリーンスタジアムや公式球場である湖東スタジアムをはじめ、

市内には数多くのスポーツ施設が整備されています。スポーツ分野のコースを持った高

校・大学も立地し、スポーツをする優れた環境があります。

◆また、ＪＦＬ所属のサッカーチームのホームタウンとしての支援をはじめ、スポーツを通

じたまちの活性化にも取り組んでいます。

◆こうした、市内外へのアピール力をもったスポーツ資源を生かし、体育協会やスポーツ少

年団の活動とも連携した取組を、さらに発展させていきます。
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第３章 推進施策

教育課題の分析、基本方針に基づいた推進施策を提示します。

【施策の体系】

（１）子どもの生き抜く力の育成 ① 教育内容の充実と学力の向上

② 健康づくりと体力の向上

③ 「三方よし」の心の教育の推進

④ 特別支援教育の推進

⑤ 学校給食の充実と食育の推進

（２）学校教育環境の向上 ① 就学前教育・保育施設の整備

② 小中学校施設・設備の整備

（３）多様化する社会課題への対応 ① 新たな社会に対応した教育の推進

② 情報の取得と指導技術の向上

③ 外部の知的資源との連携の強化

（４）教育相談・研究機能の強化 ① 教育相談体制の充実

② 大学等との連携による教育研究の推進

③ 特別支援教育に関する研究の推進

④ 高校、高等教育機関への支援

２ 子どもの育ちを支える社会環境づくり

（１）子育て支援の強化 ① 就学前教育の充実

② 総合的な子ども・子育て支援政策の推進

③ 子育て家庭の教育力の強化

（２）遊びと体験の機会の充実 ① 子育て支援団体の活動の振興

② 学童保育への支援

③ 企業等との連携の強化

（３）子どもの安全・安心の確保 ① 児童虐待防止の推進

② 通学・放課後の安全の強化

（４）学校・家庭教育を支える地域との

連携の強化

① 青少年の健全育成

② 地域と学校・家庭の連携の支援

③ 高等教育機関と家庭・地域の連携の促進

３ 生涯を通じて学ぶ仕組みの充実

（１）生涯学習活動の推進 ① 誰もがいきいきと輝く社会の実現

② 生涯学習推進体制の充実

③ 学習に関する情報受発信の充実

④ コミュニティセンター活動の充実

⑤ 図書館活動の充実

⑥ 体験・学習施設の活用

（２）市民文化・芸術活動の振興 ① 文化団体の育成

② 文化・芸術鑑賞機会の充実

（３）歴史文化の保存・継承と活用 ① 歴史文化の保存・継承

② 歴史文化資産の活用

（４）生涯スポーツの振興 ① 生涯スポーツの振興

② スポーツ環境の充実

③ スポーツへの関心の高揚
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（１）子どもの生き抜く力の育成

① 教育育内容の充実と学力の向上

➤子どもたちの確かな学力を育み、向上を図るために、次のことに重点的に取り組みます。

ア 「読み・書き・計算」などの基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得する。

イ すべての教育活動を通じて、児童生徒の聞く、読む、話すなど、言語に関する能

力を向上させ、思考力・判断力・表現力や豊かな感性を育む。

ウ 子どもたちに学習の目標を持たせ、主体的な学習態度を養う。

エ 全国学力・学習状況調査を、小学校・中学校での学習活動の評価と課題発見の機

会と捉え、その検証と改善に積極的に取り組む。

➤基礎・基本の徹底と体系的で一貫性のある指導により、学力の向上と個性を伸ばす教育

を推進します。

➤教員研修により授業の改善を図るとともに、訪問指導や放課後・長期休業における補充

授業の実施など、基礎学力向上に向けた取組を実施します。

➤教育研究所や大学との連携により児童生徒の実態を把握するとともに、研修や意識啓発

の充実に努め、新たな教育課題に対応した教職員の資質の向上と指導力の強化を図りま

す。

➤子どもたちの人権が大切にされる環境づくりを進めるとともに、命を大切にする教育や

男女共同参画意識の浸透など、あらゆる機会を通じて人権意識を高める取組を進めます。

➤郷土学習資料の有効な活用や地域との連携による郷土学習、体験学習により、開かれた

特色ある学校・園づくりを推進します。

➤情報機器を活用して、子どもの興味・関心を高める授業を実施するとともに、指導ノウ

ハウの共有化等を図り、授業の魅力向上を進めます。

➤学校図書館を充実させ、児童生徒の読書環境の整備と読書活動の活性化を推進します。

② 健康づくりと体力の向上

➤成長に応じた遊びや自然体験機会の充実により、乳幼児期からの段階的な体力づくりを

推進します。

➤医療機関や学校医、保護者と連携し、児童生徒の健康管理に努めます。

➤児童生徒が自らの健康や体力づくりに目標や関心を持って取り組めるよう学校体育の充

実を図り、体力や運動能力の向上を促進します。

➤高校・大学や地域スポーツ団体との連携によって、学校体育や部活動の充実など、学校

スポーツの競技力の向上を促進します。

➤大学との共同研究により、子どもの体力向上に向けたモデル事業等の実施を検討・推進

します。

③ 「三方よし」の心の教育の推進

１ 心身ともに健やかな子どもの育成
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➤自分も、相手も、社会も育ち合う「三方よし」を基本に、倫理観や思いやりの心など豊

かな人間性を育む教育を推進します。

➤様々な体験・学習活動を通じて、児童生徒自ら選択や正しい判断ができる力を育成しま

す。

➤自分を肯定できる意識を高める心の教育を推進します。

➤道徳の時間を要として、学校の教育活動全体を通して、集団生活のルールを守り、規範

意識を高める教育を推進します。

➤豊かな「あそび」の充実と幼児の主体性を重視した教育を推進します。

➤生きる力を育む体験学習、豊かな感受性を養う情操教育を推進します。

④ 特別支援教育の推進

➤教職員への研修の強化や相談員の配置など、学校・園におけるよりきめ細やかな指導体

制の充実を図ります。

➤発達障害に対応する教育相談体制の充実を図ります。

➤児童生徒の個々の障害に応じた家庭への支援を進めます。

⑤ 学校給食の充実と食育の推進

➤学校給食基本計画に基づき、給食センターの整備と食材購入システムや献立の工夫改善

及び衛生管理の徹底を図り、安全・安心な学校給食を実施します。

➤自らの健康を守る、健全で豊かな食生活を知る能力を育てるため、学校給食や教育課程

を通じて、食への知識と関心を高める食育の推進を図ります。

➤学校給食への地場農産物の利用拡大や行事食・郷土食の導入により、子どもたちの食に

対する感謝の心の醸成と伝統的な食文化への理解の充実に努めます。

➤子どもたちが健全な食生活を送れるよう、「早寝・早起き・朝ごはん」を基本とした児童

生徒、保護者への食に関する知識の普及・啓発を進めます。

（２）学校教育環境の向上

① 就学前教育・保育施設の整備

➤保育園・幼稚園・認定こども園の計画的な整備に取り組みます。

➤施設の老朽化など緊急度の高い施設から整備を進め、安全な就学前教育の環境を整える

とともに、新たな社会課題に対応できる設備や機器の導入を図ります。

➤民間保育園の施設整備や運営を支援します。

② 小中学校施設・設備の整備

➤計画的な施設整備を進め、児童生徒の安全・安心を高める学校教育環境の向上を図りま

す。

➤情報教育、環境教育、国際理解（外国語習得）教育など、時代の要請に応じた新しい教

育に対応できる設備・機器の導入やシステムの整備を進めます。

➤計画的に導入を進める電子黒板や各校に配置された太陽光発電設備等を積極的に活用し、

教育効果を高めます。
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（３）多様化する社会課題への対応

① 新たな社会に対応した教育の推進

➤いじめなどの人権侵害に対し、いじめ防止対策推進法に基づく第三者委員会の設置や家

庭、地域の人権意識の向上を図り、子どもの人権が守られる学校、社会づくりを進めま

す。

➤コンピュータを活用した情報教育や情報モラルに関する教育の充実を図ります。

➤身近な環境について、地域・家庭と連携し実践的に学ぶエコスクールなど、環境教育の

推進を図ります。

➤ＡＬＴの小中学校への派遣により、外国語活動や英語教育の充実を図ります。

➤支援相談員の拡充など外国人児童生徒への支援体制の充実に努めるとともに、外国文化

を学ぶなど外国人児童生徒とのふれあいを通じて、多文化交流を理解し、受け入れる子

どもたちの意識を高めます。

➤国際交流都市への派遣など交流を通じて、国際社会に貢献できる態度や能力を養成しま

す。

➤学校防災マニュアルの作成やそれに基づく避難訓練の実施など、防災教育の充実を図り

ます。

➤児童生徒の職業体験など、成長段階に応じた職業（キャリア）教育を推進するとともに、

大学等での学習体験や学生との交流を通じて、自分の進路への意欲やイメージを高めま

す。

➤消費者・ビジネス教育など、新しい社会課題に対応したテーマに関する研究・教育の充

実を図ります。

② 情報の取得と指導技術の向上

➤いじめや体罰、児童虐待など、子どもの安全・安心の確保のため緊急に取組が求められ

る事象への教職員の対応力の強化を図るとともに、家庭や地域への適切な情報の提供に

努め、課題解決に向けての理解を深めます。

➤ＩＣＴ（情報通信技術）など時代の要請に応じて新たに指導が必要なテーマや課題に対

し、教職員の研修や体験機会の充実、学習環境の整備を図ります。

③ 外部の知的資源との連携の強化

➤大学や研究機関など知的資源との連携により、新たな課題やテーマに対して、常に最新

の動向や情報が把握・取得できる体制の充実を図ります。

➤必要に応じて大学や専門組織からの人材を活用し、アドバイスや指導を受けられるネッ

トワークの構築を図ります。

（４）教育相談・研究機能の強化

① 教育相談体制の充実

➤教育相談や適応指導教室を通して、児童生徒の悩みごとや子どもの成長などに関する保

護者の抱える課題の解決を支援します。

➤子ども相談の実施やスクーリングケアサポーター・スクールカウンセラーの配置など、
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相談体制の充実に努めます。

➤子どもの個々の事情や状況を把握し、不登校や引きこもりの未然防止と学校復帰を支援

します。

➤大学や研究機関などの専門家と積極的に協力し、子どもや保護者からの悩みに適切に対

応する相談体制の充実を図ります。

➤研究機関とともに個別事例を蓄積・調査・研究し、手引き書の作成などを通して広く共

有化することで、教職員の相談対応力の向上を図ります。

② 大学等との連携による教育研究の推進

➤学と官の連携を図り、多面的なまちづくりでの協働を推進します。

➤大学の研究者や学生と協働し、現場で蓄積したデータやノウハウと専門的な研究を生か

した教育研究及び対応方法の充実・強化を図ります。

➤深刻な社会課題となっている、引きこもり・不登校、児童虐待、貧困対策等に関する共

同研究を進めます。

➤高校・大学等との連携によって学校体育の充実を図り、児童生徒の体力や運動能力の向

上を促進します。

③ 特別支援教育に関する研究の推進

➤大学、発達支援センター等の連携により現場で蓄積してきた知識や技術の普遍化・共有

化に向けた研究を進めます。

➤幼稚園や保育園、認定こども園、小中学校、そして高校や大学まで、学校の枠組みを超

え、特別支援教育の充実に向けた情報交流や意見交換の場づくりを進めます。

④ 高校、高等教育機関への支援

➤学生や生徒の選択機会を拡充するとともに、市民の学習機会の充実を図るため、情報発

信や教育環境の充実を支援します。

➤地域に開かれた高校、高等教育機関への取組を支援します。
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（１）子育て支援の強化

① 就学前教育の充実

➤地域の現状や動向を踏まえて、施設の増改築や保育定数の拡大により待機児童の解消を

図るとともに、多様な保育・教育サービスの提供に努めます。

➤保育士の確保や人材の育成を進めます。

➤家庭・保育園・幼稚園・認定こども園・小学校等の連携により、入園、入学におけるギ

ャップを解消し、円滑な接続を図ります。

➤「認定こども園」の開設など制度改革に合わせ、真に子どもにとって望ましい就学前教

育のあり方について研究し、保護者の理解のもと事業の再構成に取り組みます。

② 総合的な子ども・子育て支援政策の推進

➤子どもたちが自分の個性を生かし、心豊かに育つことができる地域づくりを進めるため、

「東近江市こども条例」を具体化する「東近江市次世代育成支援対策地域行動計画」に

基づく取組を進めるとともに、子どもの成長に応じた総合的な子育て支援や社会の意識

改革を推進するため、「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、施策の充実を図ります。

➤子育て家庭に対して適切な支援ができるよう、関係機関・団体などとの連携や市民との

協働による子育て支援ネットワークの形成など、総合的な支援システムの確立に努めま

す。

③ 子育て家庭の教育力の強化

➤家庭における三方よしの理念の一層の浸透を通して、子育て家庭に対する「しつけ」の

大切さや道徳観の醸成を図ります。

➤あらゆる機会を通じて、子育ての喜びを実感し、自らも成長する親の育ちを支援します。

➤家事や手伝いといった基本的な生活体験の重要性や学習の習慣化の方法、子どもを正し

く導く適切な「しつけ」など、家庭教育のあり方に関する情報の発信を強化します。

➤悩みを抱え、支援を必要とする家庭に対して、育児訪問支援の充実など、関係機関が連

携して、個々の生活実態に応じた支援体制の整備を図ります。

➤親子のふれあいや遊びの機会の充実、家庭教育における運動指導により、乳幼児期から

の体力づくりを促進します。

➤子どもたちが健全な食生活を送れるよう、保育園、幼稚園、小中学校等において、保護

者への食に関する知識の普及・啓発を進めます。

（２）遊びと体験の機会の充実

① 子育て支援団体の活動の振興

➤子育てサークル等、子育て中の親が気軽に相談でき、不安や喜びを共有できる機会の充

２ 子どもの育ちを支える社会環境づくり
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実を図るとともに、地域との交流を通じて子育てを地域で見守る体制整備に努めます。

➤子どもたちが自由にのびのびと遊べる、そんな環境づくりのため既存施設の有効活用を

はじめ様々な機会をとらえ環境づくりを進めます。

➤子ども会や「冒険遊び場」など、子育てを支援する団体による、子どもが遊びを通じて

地域とふれあう機会の創出、充実を支援します。

➤コミュニティや子どもを取り巻く環境の変化に対応した、子育て支援団体による活動・

運営の充実や効率化に向けた主体的な取組を支援します。

② 学童保育への支援

➤放課後子どもプランの推進を図る中で、放課後に子どもの安全・安心、健全育成の場を

提供する取組を促進します。

➤地域の必要性に応じて、地域が主体となった学童保育所の運営を支援します。

③ 企業等との連携の強化

➤企業や事業者等を家庭・地域学習を支える重要な主体のひとつと位置づけ、体験型学習

の場の提供を促進します。

➤インターンシップの仕組みの整備など、児童生徒へのより充実したキャリア教育の機会

づくりを進めます。

（３）子どもの安全・安心の確保

① 児童虐待防止の推進

➤保健・医療・福祉や教育、警察など関係機関とより一層の連携を深め、児童虐待の未然

防止と早期発見・早期対応のための支援体制の充実を図ります。

➤日常生活の中での見守り活動など、地域との連携を深め、通報の促進など地域社会全体

で児童虐待を防止する仕組みを整備します。

➤要保護児童対策地域協議会を中心に体制強化を図り、児童虐待や非行児童などへの迅速

な対応に努めます。

➤大学等との連携による原因の分析や解消に向けた共同研究や政策的な対応の検討を進め

ます。

➤虐待事案の発生に対し、学校、家庭、地域、医療、行政の連携による子どもの心のケア

や保護者、家庭への支援体制の強化を図ります。

② 通学・放課後の安全の強化

➤放課後の子どもの安全で健やかな活動場所の確保を図るため、放課後子どもプランの取

組を進めます。

➤こども 110 番の家や車の取組をはじめ、家庭、学校、地域等が連携し、地域社会全体で

児童生徒の安全確保に努めます。

➤スクールガードなど、通学路の交通安全に取り組む団体の活動の充実に向けた交流や育

成を促進します。

➤通学路の状況をよく知る地域住民やスクールガード等と連携し、道路や交通安全施設な

どのハード面、見守り活動などのソフト面の両方で安全な通学環境づくりを推進します。
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（４）学校・家庭教育を支える地域との連携の強化

① 青少年の健全育成

➤家庭、学校、地域のもつ教育的機能の充実に努めるとともに、ＰＴＡや地域教育協議会

の活動をはじめ三者の連携を強化し、地域の教育力の向上を図ります。

➤青少年育成市民会議をはじめとする青少年育成団体や関係機関との連携により、地域社

会における青少年を取り巻く環境の浄化と青少年の非行防止に取り組みます。

➤青少年の自立支援に関する情報の収集と提供に努めるなど、ニートといわれる若者など

への就労支援や自己の確立を促す取組を進めます。

➤青少年健全育成組織や各地区地域教育協議会の活動を支援します。

➤青少年による主体的なまちづくり活動や学習活動を支援します。

② 地域と学校・家庭の連携の支援

➤家庭教育や子育てに関する学習活動に取り組む市民団体やコミュニティの活動を促進、

支援します。

➤学校支援地域本部事業を通じて、ボランティア活動の活発化や拡充を行い、学校と地域

の連携の充実を図ります。

➤学校評議員制度をはじめ、教育活動の様々な場面に住民が参画できる仕組みの充実を図

ります。

③ 高等教育機関と家庭・地域の連携の促進

➤地域が求める課題解決のニーズと、大学や学生が提供可能なニーズのマッチング（橋渡

し、仲介）機能・機会づくりを検討します。

➤大学や学生と地域の連携の成功事例や大学等による地域貢献事例の広報・発信などを積

極的に行い、地域と高等教育機関との連携を促進します。
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（１）生涯学習活動の推進

① 誰もがいきいきと輝く社会の実現

➤自立した個人が共存共栄の気持ちで、他者（相手）とつながりながら新たな価値を創造

する「三方よし」の精神を生涯学習の中心に位置づけ、学びを通じた人と人、人と地域

社会のつながりを育む取組を推進します。

➤誰もが自らの能力を発揮できるよう、様々な人権問題を正しく理解するための学習資料

の作成や学習情報を提供します。

➤地域や団体、事業所と連携を図りながら、人権感覚を磨く学習機会の提供や人権啓発リ

ーダーの育成を図ります。

➤男女が性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実現

に向け、固定的な性別役割分担意識の解消や男女共同参画意識の浸透を図ります。

② 生涯学習推進体制の充実

➤生涯学習を支える人材の発掘と育成に努めるとともに、社会教育団体など各種団体の自

立支援と活動の振興を図ります。

➤学習の成果が地域や社会で評価・活用され、社会に還元される、循環型学習活動の仕組

みづくりを進めます。

➤個性と魅力のある学習情報の発信や学習機会の充実により、市民が自ら主体的に学ぶ意

欲・意識を啓発します。

③ 学習に関する情報受発信の充実

➤広報紙やホームページ、ケーブルテレビなどを通じて、学習機会や学習成果を生かす場

の提供に努めます。

➤様々な学習情報を収集し、コミュニティセンター等と連携を図って、市民からの学習相

談の充実に努めます。

➤子どもや高齢者等への学習機会や情報の提供により、情報リテラシーの習得を支援しま

す。

④ コミュニティセンター活動の充実

➤施設職員の研修等を通して、市民主体のまちづくりと生涯学習が協調した活動を推進し

ます。

➤地域課題に対応した学習機会の充実に努めます。

➤まちづくり協議会の取組と連携し、学びを通じた人づくり、まちづくりを進めます。

➤コミュニティセンターの耐震化など、施設の充実に努めます。

⑤ 図書館活動の充実

３ 生涯を通じて学ぶ仕組みの充実
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➤いつでもどこでも良好な図書館サービスが受けられるよう、月曜日から日曜日まで市内

のどこかで開館する体制整備や移動図書館サービスの充実を図ります。

➤市民ニーズ並びに社会・地域の課題を踏まえながら蔵書の充実を図るとともに、郷土資

料の収集・情報提供など地域のまちづくり活動に役立つサービスの強化に努めます。

➤図書や情報の提供、図書館で開催する事業等を通じて、市民の日々の暮らしの充実に寄

与するとともに、人と人とのふれ合いの場となる環境づくりを進めます。

➤地域や園、学校との連携を深めながら、子どものころから読書に親しむ機会の充実に努

め、次代を担うこどもたちの健やかな育ちを支えます。

➤図書館活動を支える市民活動との連携を強化し、図書館の魅力を高めます。

⑥ 体験・学習施設の活用

➤市内の多くの博物館や資料館の機能や役割を明確にし、特色ある取組を進めます。

➤各施設の連携を図り、学びの原点でもある体験や学習機会の提供等、積極的な活用促進

を図ります。

➤各施設が所有するすぐれた本物の作品にふれる機会の拡充に努めます。

（２）市民文化・芸術活動の振興

① 文化団体の育成

➤芸術文化祭をはじめとする文化芸術活動の発表機会の充実を図ります。

➤指導や情報提供を通じて、文化芸術関連団体を育成するとともに、自立を支援します。

➤文化芸術に関わる団体のニーズに対応し、さらに利便性の高い活動の場の確保に努めま

す。

② 文化・芸術鑑賞機会の充実

➤てんびんの里文化学習センターの美術館機能の整備や野口謙蔵記念館の改修、西堀榮三

郎記念探検の殿堂の展示施設活用をはじめ、市民が文化・芸術を鑑賞する場や機会の充

実に努めます。

➤市内の博物館や資料館が、所蔵する多くの作品にふれる機会の充実に努めます。

（３）歴史文化の保存・継承と活用

① 歴史文化の保存・継承

➤文化財の保護に関するマスタープランを策定し、歴史文化資産の保護に努めます。

➤まだまだ眠っている地域の歴史文化資産の掘り起こしを図り、文化財に指定し、未来へ

と引き継がれるようしっかりとした位置づけを行います。

➤自治体史編集や文化財調査で得られた歴史資料や発掘調査出土品などの歴史文化資産を、

次世代のために適切に保存・継承していきます。

②歴史文化資産の活用

➤市内の歴史文化資産の特性を明らかにするとともに、文化財探訪ルートの設定や学習支

援プログラムの提供など、それを生かした普及啓発活動に努めます。
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➤多様な市民活動の支援やボランティアの育成を図るとともに、歴史文化資産の活用を促

進します。

➤観光部門との連携を強化し、伝統的建造物群保存地区や雪野山周辺の古墳群をはじめ、

市内の歴史文化資産の活用を図ります。

（４）生涯スポーツの振興

① 生涯スポーツの振興

➤生涯を通じてスポーツに親しみ、自ら体力維持や健康増進を図れるよう、幼少期から各

ライフステージで運動に取り組む機会の充実を図ります。

➤総合型地域スポーツクラブに対する市民の理解を深め、総合型地域スポーツクラブが地

域に根ざしたスポーツ活動拠点となるよう支援します。

➤スポーツ推進委員による出前講座など、市民の健康づくりやスポーツ交流の推進、高齢

者・障害者スポーツ活動の促進を図ります。

➤青少年の体力向上とスポーツに取り組む姿勢を養うとともに、競技者の育成を図るため、

スポーツ少年団との連携を深めます。特に、競技力だけでなく生涯を通してスポーツに

親しむ資質を養成する指導者の育成を図ります。

➤全市一体となったスポーツ振興の取組を進めるため、社会体育団体・スポーツ推進委員・

総合型地域スポーツクラブの連携強化を図ります。

② スポーツ環境の充実

➤市民がより身近にスポーツに親しむための環境として、学校体育施設の開放の充実に努

めます。

➤市内の多様なスポーツ施設の改修等を進め、施設の充実を図るとともに、その活用を促

進します。特に中核的な施設である布引運動公園の広域的な活用に向けた広報・ＰＲな

どの取組を推進します。

➤市内のスポーツ施設を活用する大学や高校、スポーツ団体と連携し、市民や児童生徒の

健康増進、競技力やスポーツのマナーの向上を促進します。

➤競技力の向上から健康・体力づくり等の多様なスポーツニーズに対応するとともに、幼

少期から高齢期まで、ライフステージに応じた指導ができる指導者や地域リーダーの育

成を図ります。

③ スポーツへの関心の高揚

➤サッカーチームへの市民ぐるみのサポートをはじめ、高いレベルのスポーツとのふれあ

いを通じて、市民のスポーツ意識の高揚を図ります。

➤東京オリンピック・パラリンピックや国民体育大会（滋賀県開催）への盛り上がりを生

かし、大会・イベントの誘致など、市民のスポーツに対する関心を高める取組を推進し

ます。

➤広報紙やホームページ、ケーブルテレビをはじめとする幅広い手法により、様々なスポ

ーツ情報を提供することで、市民がスポーツに親しむ機会の充実を図ります。
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基本目標でめざす人づくりのために、計画期間の前期に、特に重点的に取り組む施策につ

いて、施策項目ごとに記載をします。

（１）心身ともに健やかな子どもの育成

①子どもたちの学力・体力の向上

子どもたちがたくましく生きる力を身につけるため、学力・体力の向上を図ります。

・確かな学力の定着の推進

・成長に応じた体力づくりの強化

・教職員の指導力の向上

②大学等との共同研究の実施

大学等との連携による課題解決、施策推進に取り組みます。

・いじめや不登校、発達障害などの教育課題の共同研究の推進

・スポーツや保育など専門性を生かした分野の事業協力の拡大

③ふるさとを愛する教育の推進

地域に密着した学習を通して、故郷を愛する心を養います。

・郷土学習資料の有効活用、地域との連携による体験学習の推進

・授業への県立平和祈念館や市立博物館、資料館等の地域資源の積極的な利用

（２）子どもの育ちを支える社会環境づくり

①就学前の教育・保育の充実

地域の現状や動向に応じて、ソフト・ハード両面で教育・保育環境を充実します。

・子ども子育て支援事業計画の策定と計画に基づく施策の推進

・計画的な施設整備による保育環境の充実と待機児童の解消

・ニーズにあった多様な教育・保育サービスの提供

②学校と地域の連携強化

学校と地域の連携を深め、教育に地域の力を生かす取組を進めます。

・学校支援地域本部事業を通じて学校のニーズに応じた市民ボランティアの協力体制の

構築

・スクールガード等の活動を支援し、子どもの安全安心な環境の確保

③児童虐待防止の推進

地域社会全体で児童虐待を防止する仕組みを整備します。

４ 三方よしリーディングプロジェクト
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・日常生活の中での見守り活動など、地域との連携の推進

・大学等研究機関や専門機関との協力、連絡体制の強化

（３）生涯を通じて学ぶ仕組みの充実

①図書館の利用促進

市内に多くある図書館の更なるサービスの向上を図ります。

・保育所や幼稚園、小中学校等と連携し、子どもの頃から読書に親しむ機会の拡充

・五個荘中学校での学校図書館と公共図書館の併設による新たなサービスの提供

・月曜日から日曜日までサービスが受けられる体制の整備

②スポーツに親しむ環境づくり

高いレベルのスポーツとの交流やスポーツ施設整備により、意識の高揚や環境の充実

を図ります。

・ホームタウンとしてＭＩＯびわこ滋賀への市民ぐるみの支援と交流事業の実施

・国体等のイベントを視野に入れたスポーツ施設の充実

③地域資源を生かした学習機会の提供

市内の様々な地域資源の連携、活用を図り、学習効果を高めます。

・博物館や資料館の役割の明確化とネットワーク化の推進

・観光部門と連携した市内の歴史文化資産の活用

・コミュニティセンターを核とした、身近な学習機会、情報の提供
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第４章 計画の推進

本計画を力強く推進し、さらなる教育振興を図るためには、市民一人ひとりの教育につい

ての意識を高める一方、行政だけでなく、市民、家庭、地域、学校、大学や企業、団体等な

ど様々な主体が、その特徴、個性を生かしながら、それぞれの役割を果たすとともに、連携

を強め、共に育ち合いながら、一体となって教育の振興を図っていくことが必要です。

そのため、各主体は次のような期待される役割を認識し、行動することによって、まちぐ

るみで教育の振興を推進していきます。

（１）市民

➤生涯通じて、自ら成長し、相手を尊重する意識や行動を身につけるとともに、社会に貢献

する意欲を高めて、三方よしの精神を継承します。

➤地域やまちの歴史・文化を学び、地域に愛着と誇りを持って暮らし、市外において自らの

ふるさとの良さを発信します。

➤自らの意識や行動が子どもの育ちにつながることを自覚し、道徳意識を持った行動に努め

ます。

（２）家庭

➤家庭は、子どもの育ちと教育における基礎であり、子どもの教育について第一義的責任を

有します。また、市民活動の最も基本的な単位でもあります。

➤家庭においては、適切なしつけを通して、基本的な生活習慣や道徳観、学習習慣など、社

会を生き抜くたくましい力と三方よしの精神を育むため、しっかりとした家庭教育に取り

組みます。

➤保護者としての自覚と責任感を持ち、子どもの育ちを支える力を習得して、子どもととも

に成長します。

（３）地域

➤地域は、家庭や学校とは異なり、多様な世代の人々が交流し、社会のルールや人間関係を

学ぶとともに、様々な活動に参加し、体験することで、人間性や社会性を高める場です。

➤地域においては、豊かな自然や個性あふれる歴史文化、人情等にふれ、体験する地域学習

の機会を創出し、ふるさと東近江への誇りや愛着を育みます。

➤地域全体で子どもの育ちを見守り、将来にわたって人々が学び、暮らし続けるコミュニテ

ィの維持、継承をしていきます。

（４）学校

➤学校は、子どもの発達段階に応じて体系的・組織的な教育を実施し、子どもが自立し、社

１ 各主体の役割と連携
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会に羽ばたいていくための基礎を育む役割を担います。

➤学校においては、「三方よし」の精神をもとに、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育み

ます。

➤教職員は、子どもたちへの愛情と教育への情熱や使命感、高い倫理観を持ち、新たな課題

に対応できる指導力を高めて、子どもの教育に取り組みます。

➤家庭や地域をはじめとする各主体と連携し、地域の資源や個性を活かした特色ある学校づ

くりを進めます。

（５）大学や企業、各種団体等

➤地域で活躍する大学や企業、各種団体等は、地域の教育振興に大きな力を持つ存在です。

➤自らの得意とするノウハウや技術を生かして、市民や行政と連携し、教育機会の拡大や人

材育成、新たな課題への対応などにその力を十分に発揮します。

（６）行政

➤本計画を中心となって推進する役割を担います。

➤「三方よし」の理念を大切にした教育振興を市内外に発信します。

➤計画実現のため、教育委員会だけでなく、行政関係部局、関係機関と緊密な連携を図り、

成果を見極めながら、効率的で効果的な施策の推進を図ります。

➤質の高い教育環境の確保と教育振興の仕組みづくりを進めます。

➤教育に関わる各主体がその役割を果たすことができるよう、計画を施策に位置づけるとと

もに、各主体が連携、協働を図るためのネットワークづくりを支援します。
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本計画を着実に推進するためには、計画の理念や基本方針、それに基づく推進施策を広く

周知するとともに、計画の進捗状況等の情報を市民をはじめ各主体と共有し、協働して進め

ていくことが必要です。

そのため、庁内体制を確立し、適切な進行管理と効果的な広報活動に取り組みます。

（１）効率的・効果的な施策推進

➤東近江市総合計画をはじめ各種個別計画との調整や教育委員会だけでなく庁内関係部局

との連携により、教育振興基本計画に基づく各種施策の有効な推進を図ります。

➤今後も厳しい財政状況が予想されることから、市の財政計画の下、効率的で効果的な施策

の推進に努めます。

➤教育をめぐる状況の変化や新たな課題に対応するため、国や県、関係機関に働きかけると

ともに、必要に応じて計画の見直しを行います。

（２）進行管理

➤目指す目標を共有し、各主体の具体的な行動に結びつく指針を示していくため、市民にも

わかりやすい目標指標を設定します。

➤計画に基づく施策の適正な推進のため、毎年度、その進捗状況を把握、検証する事務事業

評価などによる各施策の進行管理を実施します。

➤計画の進捗状況を市民にわかりやすい形で公表することで、市民と情報を共有するととも

に、各主体の取組を促進します。

➤市民や各主体から意見を聴取し、課題解決や円滑な進捗に努めます。

（３）広報・ＰＲ

➤まちぐるみで計画を推進していくため、計画の思いや施策を広く市民や各主体に周知を図

る広報、ＰＲの取組を積極的に進めます。

➤教育は、子どもから大人まで、生涯にわたって関わるものであることから、読みやすくわ

かりやすい計画概要版を作成し、広く配布します。

➤計画への相談や問い合わせが気軽にできるよう、庁内の相談窓口を明確にします。

➤本市の教育振興の理念にある「三方よし」など、計画に関わるテーマを題材とした市民提

案の募集や市民運動などに取り組みます。

２ 計画推進体制


