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(1)子どもの健やかな成長を支緩する

.結婚・出産・子育ての東銀

I !!.j )1 

回目園回
固歯固園

社会全体で結婚・出産・T"てを応費量ずる鎗週障を滋liするとともに、ライフザイクル

後混じて切れ自のない支援体制唱端銭し結婚出産・子育てのお:i!!紳+えられる家宅5

づくり掘を進めltす.

EI {:'.F.T，l.ll'.~ .f 司『をE
-安心して結緩・温度・子宮Eてがマftる源相障の機織

少子イヒの獄初演砲として、晩蜘ω進行や生涯禾鎌織の上弘窓艇や地憾の子駅カの鉱下などが鍛練されており、その'foføには、tI:.と子育て~蔚!Z:~をる混線鐙備の淫れや
商事学.!!化、結婚・ω去に対する価値観の後化、デ努て1<:対する負鍾織の車館大、事!U時的
不安定の織大などがあるとされています.本市では、結鎌~.車~i躍する人の出会い司Eサポートずる市民活動への助成や、不妊・不r著書室治鍛慣の助成、延繊細蟻、~!III翁司F、気鎗児健康診望fl<:飢え、とども医鰻慣の無償化など鎗傷・妊娠.~a.ヨF曾てに係.:5各鍾支Z置の策部Z取り組ん明，、疲れ
鎗a面憎から子宮署て3窃までの総合的な少子化対策が窓軍撃であり、役会全体で結婚・面白書jt.

子育てを応mずる鎌還を組成し、ライフザイクルを混じて切れ自のない実録体制そ得策

するとと慾必震です.

ーー沿線の子宮躍で支湿の現灘

少子化や畿銀態化の通行、虫色緩進機意書院の事量買事化などを1fllJζ、子資てに対する不安

.'"量鐙績が淘大しています.そのため、子*てゅの創司士fJ"*.習量できる..の倉U~島、銚震後児重量クラプ驚の売業t:.e、
=J:務てそ地主誌で支える環境の慾備が求められています.

宏氏、児童泡得者事4捕する稲掛$糊日傾向!t:a閥、縮織内容が繊細乙しています.

そのため、学級盟、地緩及び鱒係..との違織強化によみ児童舟待の朱然防止や、各..  の状況に応じた適切な鎚筒、綿織4車市防充実などが ~.められてい~す.
そのほか、高E溌鈎な問E思を抱えるひとり銀銭底への&a手当の給付や各紋底の状況に

応じた繍畿支舗など、子どものftlll対鎌が必暴悪です.

とんはt除赤ち・lI.I由廊
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加古書I防総会釣宮司

.就宅隣削教育・保育の充実

t $$01 園図画圃圃園
幼児織の教育・保脊司D震の機保と貨の向上.1<:取り組むとともに、然遺や学び迫D連続性唱E

11:携した殺事Eの充実司監周り、子ど6たきのさEぎるカ躍の&11障を資み、'健やかな成長谷

支えます.

E • [:f王一T~1‘1I ~;_~~ I '1 

.to児織の叙事官・録音Eの盆の濠録とIIIID向上

令和元(2019)年1明治、ら幼児級官官・保育の無償化tJ，陸自魅されたととIe:より、保育民対

する利用ニーズIi一時的に貴闘大ずる唱与のと予怨されますが、.学紛の子どもの人口は減少傾向で'<5+J、保育め鍾は遇制 なるζ が完治まれ~す.一方で、貨の凱峨型炉保育4晴供するためには、保育念不定の筋商が線信 なってい，~"，.
そのため、将来予測を織まえた教務・俣湾の量1<0破保4ζ鍔めつつ、保育::tII保.含めた

貨の向上に取り組んでいく必要書がおります.

・9事iIや駅F制緩齢鑑割問1，，1::1聞の鍔策

幼児期は、生涯にわたる入絡形成の‘織を泡う.軍(1，1:時矧であり、幼児一人一人{I)心身

の発途や学tJの逮銀色唱E'a.した敏穏を行い、心身ともに鍵やかな..  を仮すととが

大t.z!"t'-T.
そのため、引き続き、幼縫酒、保管所、s定とど也圏内ζおいて、f1Ja笛'JI(市車t!J!M殺事苦カリキユラ'b...J~渇じて、発達や学び司D連銀色を窓復した署員資司D充実司~IIる  が窓聖書
です.

・殺.Iiの嫌気鎗カのI旬よ

幼'.国検自由、者員資金及び5.敏司自には、紛児唱f連商躍するカや幼鰭11ft.軍耳領、ii覇軍所
係官智指針、尊重禽・係省Ul領などに.'づく敏明臨・仮事揮を後供するカだけでなく、保1Iぎとの関係~~鳴織するカや、小学後教務への円滑な鎗畿のために必震なカなど、多車線1:.量E
銘力候求められています.

領官野守命保曹の儀子

'民訴沌a臨調繍島:
_:な〈令ヲ
幽 晴樹酬臨.9:r)o'I'【平... 肉鴨u.，
IIJJ・・-老舎〈・9
..  網&傘nr々~
.，.・円陶砂税同容・a・-通帳愈曹司~:tJ:
都議lI'!Il:知隙・強調際曹

笥」を札'"聾活用しτ、
自事轡晃、判断し、曹司E
T.:);Cと民より、輔々 車
問舗はali嶋民主fltし、
解説するカなど唱噸t
立学カJ、自ら在縛しつ1
他入ととも'"歯髄ふ他
人者思いや晶心や感'

Tddなど申f豊かな人間色J、先〈曹し<~曹る
ため叩f犠緩や体力J'"
J句シ虫舟とれたカ.

総限定<.I!も・:
&骨傑...寸脚拡持
う値厳'r'...I，'、わゆる誼111
置と&11'肝暗闇方的蝿古膏"竜)~持ラて日事
筋耳b

滅菌・古I1怖協事E鱒...カ叫ヨ~.1手ム:
lt桜前崎'fl!も先哲朗
司t.，.鎗本*提渇怯綾ず
轟耳le、小事桟主活審円靖I~.~C がで守
るよう、本市が掠自民噂
λした揖湯治υ，¥，-"，ラ'.t..

量1



※SDGs該当項目:
・賞圏をなくそう
置貨の高い教育をみんな虻

圃ジヱンダ一平等在実現しよう
m.Aや圏の不平等暑なくそう
・平和と公正をTべての人に
・パートナーシげで目焼酎Lょう

※協同的探究学習:
東京大学大学院教育学

研究科の藤村宣之教授

が提唱する、「わかる学

力J(物事の本質を捉え、

他者と協同しながら問

題解決に向かうととの

できる力)を育成するた

めの学び方。

※生きる力:

基礎的な知義・技能を習

得し、それらを活用して、

自ら考え、判断し、表現

するζとにより、様々な

問題に積極的に対応し、

解決する力などの「確か

な学力」、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

する心などの「豊かな人

間性」、たくましく生きる

ための「健康や体力」の

バランスのとれた力。

※ALT~外圃悟指導助手:):
AssIstant language 
Teacherの略称。小・中
学校などにおける英語

教育において、授業の補

助を行う外国人講師の

とと.

※グローバル化:
資金やサービス、情報等

が、とれまで存在した国

家や地域などの境界を

越えて流通するととによ

り、地球規模での一体

化を生み出し、地理的距

離や領土的国境が意義

を失うとと。

昼2

@義務教育の充実
園田園圃固園

'--E $-11 1 

子どもたちの個々の能力を尊重しつつ、自ら意欲的に学び、「思考力・判断力・表現

力」老身に付けた児童・生徒を育成するため、協同的探究学習※の推進や外国語教育の

質をさらに向上させる取組、「知・徳・体」をバランスよく育む教育を推進します。Ed冗臼1Ff百1~1t;.!:;.'f..":1.: JHI 
.r知・徳・体jをバランスよく育む教育の充実
社会の急激な変化が進む中で、子どもたちが未来を切り拓くために必要な能力は変化し

ており、学校教育の充実が求められています。

そのため、義務教育における基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るとともに、学習

した知識や技能を活用しながら学びを深めるととが重要です。また、道徳教育や体育・

健康に関する指導の充実により、豊かな心や健やかな体の育成を図り、「知・徳・体」の

バランスの取れた「生きる力※」を育む教育の充実が求められています。

• rわかる学力jの向上に向けた協同的探究学習の推進
全国学力・学習状況調査に見られる本市の児童生徒の傾向として、答えや解き方が1つに

定まらない問題に対して、多様な知識を関連付けて解決を導き、その思考の過程や根拠を

表現するととに課題が見られます。

そのため、「協同的探究学習」を核とした授業づくりにより、「思考力・判断力・表現力」等

を培い、「わかる学力』の向上を図ることが重要です。

-外国語教育の質の向上

令和2(2020)年度から小学校において完全実施された学習指導要領において、小学校

3・4年で外国語活動が始まり、5・6年において外国語が教科化され、授業時数も増加して

います。

本市では、ALT※を活用した英語活動の充実に取り組んできました。

今後も、進展するグローバル化※に対応するため、外国語教育の質のさらなる向上が求め

られています。

-教職員の資質能力の向上

子どもたちの「生きる力」を確実に育成するため、教職員には、教育への情熱や自ら学ぶ

姿勢などの資質に加え、学習指導要領の目標や内容を達成するための授業力や子ども

たちの人間性や社会性、規範意識などを育むための生徒指導力などのさらなる向上が

求められています。
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f t$t;a 

国園田園
目圃固図

鱒がし併のある子どもの能力そ媛大原';:fIIltし、自立や社会参加に必義なカ;f縫うため、

子どもの個々 の特色に応じた教務の充実や翁調車体制の強化.{fll!lるとともに、市民の隊司警に対する理解やIU障を促進し、イン ルーシブ殺事'システム※の総司隆司長調~ð6*す。
E E 主~，T_~，{'. F_~;司 1.1.
-子どもの信々の締役にAI，j.1t.貨の発実.~撃の..イヒ，~..(乙とともに、信事院鈎ケアや身体介助などを必軍事とすら子どもの'1合が綱領傾向1<:$ります.*ñ:、週I~蓄の学級I;:tfI臨すみ、学習聞.~豊(lD)や注耳障欠絡多創建隊司~(ADHD)などの発途織がいのある子ど6の司師会fJ:貴闘E傾向;:a;ります.
そのため、学後111;:;15いては、織がいのある子ども一人一人の教脊約三ーズに応じた指導や愛媛のさらなる発5提唱~I!Iるとともに、at学Mb'ら軍事.までの切れ自の君主い，jf:fI
を行う体制jを..障する必震がa;ります.*11:、隊舎の有無にかかわらず、ともに学ぶ

ととIJ.'できるイン-7IP-シヲ敏‘システb..(の線療が2車窓です.

・紋..の後鍵総力の向よ特別念:級事f(ICJ:i:緩や園a~障を必a震とする子どもへのS首相'唱~1f突合せるため、理事門的な続修等唱E通じて紋歳Aの専門住者~i糧事量するとと~，ζ、子どもの関車@の状鎗望書1':応じた泡切な指場カ~向どするととが必療です。
.i'首尽の.，，，乙対ずる還鯵..・-の鍵到B
織がい児がを・ずる与後債の子どもやそのilil圏直者だけでな〈、すべての割IiAe.，，，ε
対する浬解や篤織を涼めていくととが大切です.

S自古1I捕削睦学織の撹IIO・子

'民訴沌a臨調繍島:
_ :な〈令ヲ
町 々明時指融輔‘e
- 鴨欄踊お輯
.""ジずー... もa・I.~
- 棋噌田崎踊a'I胸嗣岬甲.司降O:<~，・・・.~Ql!;・，.，...."臥'"
世 トト少守刊で側阻治...，

縦M.tt識食事.:
陣剖いの畠る幼l!t..!It
量・生穫の自虫ゆ社会'
1lIlo:由けた主樟的証車
錫告支援するともゆ量点I~忠君、幼鬼・見.・書提一人一人的機JlJIIII:'-~
e鍔鰻し、そ串持てる拘
を書晶、生活や宇冒土舟
箇織を司t.または11I憶
す昌世め、逮切な摘噂及
。晶圏禽傘援豊野うtt.

哨然、:
本市守陣、入智車婚する
海告転院、「障が為、書、障tJ~.喝事量入JG06嘗
阜で轟蝿してやる.証書弘
簸.'1>11有名由ーなど肱
e陣・'Jと織乎で揖割Eし
てい暑.滋イツ~III-~フ.... 
システム:
織がい噌ある梧が轄神
拍車ぴ膏曲師c能力事
華町飽$蝿大風.lU で
偽情古‘言、自由な社合拡
豊島畢暗に4・m曹守帯E
とを目的とし、憶がい酪
a防省と隙却し哨Z品、
制脳相 挫臥

盛運



※SDGs該当項目:
・賞圏をなくそう・t\舗をぜ日I~
.寅の寓い教育在晶んなに

圃ジzンダ一平等者実現しよう

・安全危水とトイレを世界申に
・エネJレギーをbιI.IIL'そして'?'JーンE
・産腐と按術革新の益盤をつくろう
圃λや圃の不平噂者なくそう・パートナージップ~目駐車正しよう

※申学級区連.ユニット12:
中学校区を一つの単位

(ユニット〕として、その

地域の認定とども圏、幼

稚園、保育所、小学校、

中学校、益護学校が相

互に連携し、家庭、地混

とも連携を図りながら

子どもたちの連続した

発達を支援していくた

めの取組a

※コミュ=ティ・スクール:
保護者代表者や地域住

民などで構成する学校

運営協議会を設置し、保

護者や地域住民が学校

園運営等に参画できる

仕組みを有する学校園

のとと，

※協働:

市民、地揖コミ1二ティ

団体、市民活動団体、事

業者、大学、行政等の多

様な主体が、地域におけ

る課題をともに考え、共

有し、それらの解決やめ

ざすまちの姿の実現に

向けて、互いを噂重し、

それぞれの特性を生か

して力を発揮し、一体と

なって取り組むとと。

量生

@教育環境の充実

'--E $-11 1 

国園田園圃
固園圃園

子どもの学びや育ちを支える環境の充実を図るため、校種聞や学校・家庭・地域の

連携を強化しつつ、子どもにとって望ましい教育支援体制の充実を図るとともに、安全

で快適な学習環境の整備を推進します。Ed冗臼1Ff百 ~It;.!:;.'f..":1，: Ht. 
-教育支援体制の充実

「中学校区連携ユニッ卜12※」の取組を通じて、幼児期から義務教育終了までの連続した学びや

育ちを支援するとともに、枝種を越えた子ども同士や教職員との人間関係の構築を進め、

校種閣の円滑な接続を図るととが重要です。

また、外国人児童・生徒に対するサポートスタッフの毘置など、一人一人に応じたきめ細か

な支援体制を構築するととが求められています。

-地場とともにある学校づくりの推進

令和3(2021)年度から市内すべての小学校、中学校、養護学校は学校運営協議会を設置

するコミュニティ・スクーlレ※となります。学校運営協議会を中心に、学校・家庭・地域が

目標を共有し、その実現に向けて協働※する、地域とともにある学校づくりを進めるととが

重要です。

・いじめや不登校の防止対策の推進

二度と子どもの尊い命が奪われることがあってはならないという強い決意のもと、いじめ

は絶対に許されない行為であり、どの子どもにも、どの学校でも起乙りうるものという

認識に立ち、児童生徒が安心して生活できる「居場所づくり」や児童生徒の主体的・共同

的な活動を通した「紳づくり」を進める乙とが必要です。

また、学校・家庭・地域が一丸となり、不登校児童生徒への対応も含め、いじめ等の未然

防止、早期発見、早期対応に取り組む乙とが重要です。

-学校規模の適正化や適正配置に関する協議の推進

児童生徒数の減少が進行しており、特に、北部地域においては、学校の小規模化が進ん

でいます。

子どもにとって望ましい教育環境を確保するため、将来的な児童生徒数・学級数を見据

えた学校規模の適正化や適正配置に関する協議を進めるととが必要です。
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-安全で後遺埼E学包蔵相曜の..トイレの3挙式化をはじめ、;gt'jfヒした綾田舎の.j寺績修や..命化 策唱~~量進すみ
ととが必療です.

:f1足、学後絡会センターを盤備するととで、中学畿における安全で嫌釜鏑のiQjぃ給食の鎗供体制jの健保管I!I~とともに、小学校も含めて給食，曜の公会釣イとを酒量め、敏.6.児量量
生徒と向き合う"111の健保司!':II!IIるととで、子どもたちが安心して学後生活を送るととが
できる環境を後備するととが大切です.

.ICT緩鳳織の澄備

高II傷事量化役会6.加速度曲告に進展する中、子どもたちが、貧富書能力や同組発見・自陣2長

2底力と向日前E傷害事活用能力考身に付けるととが鍾震であり、今後(l)学雪活動において、

より.fijll:J，ζコンビュータや傷事寝返信ネットワークなどの情報手段そ活用でをるよう、

学畿のに1環績を盤えみととが.震です。

・お等学4夜、策等事監湾機関電事誕t:.o進議

級事臨書!t.までの.穫の中で縫った績領的Ie:学ぶ総鈴や思考力・判断力・袋努力などの

資質能力を、iI等学校等への進学後も引き総ぎながら鈍うととができるよう、中学織と

高等学倹宅事との連調障を推進し、円滑な後続を憤ることが大切です。

串験鳴給量

織防骨骨給過‘誠司0:
Info/lT'latfon・n<l<.惜別炉
問嗣畑T吋.n串曹
の略L情柑灘・3ζ闘
す晶按司E、今ーピス・咽
錫恥

後鳶. .  開舶峨鋼開J:

fJ・'"・F敏曹骨漢卑幡
町段着e鵬程守串る置帯
敏費者蝿棋ず器量務機
聞の鎗弘大事k大移錦、

錨麟常事民商事・門事fR、
噂門事段。，.車輪...，輝総静宮割、~.

量量



'‘鋭)(j!8船首綱島:
・圃防副川胴劇劇-
.“お跡.万・4、.官ちづ<V‘e
， 、戸柄ト9げ胃腸強車命令

頭注軍'司1:
争曹事的自衛1:1.思IC
置づいて、それぞれ伝
由。仕方訟で童書にわ
たラ吃宇圃しをfい〈ζl!:..

鍾

(2)地主aにおける教務・学習環績を盤備する

.生涯学習の鍵進

I !!.j:1 回目園震鍔しf却議や能力~社会や始端Z生。儲灘布陣.t:1l:策するため 生涯学湾総の内容や
緩進体制jの充実権国リます。E 』岳if.T，l.R.~;.~~ 1... 
-金涯学習IMfO)湾鍵
本市制章、『いつ1!'もJrどとでもJrだれ守旬、生涯Aζわたって択繍けるととt許可?きるよう、m・館を『知畿や傍織の飢えjとして 市民:b'1ã~主的に学習E活動-.f'行えるよう 鈴‘寝袋
の発期Z取り組んでいます.

また、公民績においては、役会教育や文化活組成どの鎌々 1<1:11鐙t:M骨面してい.1;す.

しかしながら、事臣官E内容の固定化などから受官障者像は減少傾向にあリ、草寺4ζ曾少年令ti" 世t代の禦勝者が少なし峨況に~+)1;"'.
そのため、市民のg;君主祭官l'ζ対する関心や黛欲の向上司量関:t>とと1:.1;:、市民ニー3てを的III~tiぇ 議も 世代も含めた領広い世代が.tII1!'をる自陣盛.'f史館するととが必要n.'す.

・金運学電車自健治鎗制の発.

少子B首飾化の進行や地.における入と入とのつながリの緑罰事化などにより、地紙の活力

の低下'ifo問題となっています.

害事.可能な絶縁づくりを進めるた依生涯学軍時運じて泌総の指穆者やリーダーの後成を逸品品 穆んだ成果を全書量誌の司自短調j~長!;:盆かすととができる11君臨唱~えるなど活鑓の
掲の硲僚を図るととが求められています.

また、地減漂渇の•.• 搬E取り鎗ö_~人事まの海成を俊道するととが鑑寮です.

中興調書繍Eども鎗... 
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.膏少年の鎗金書官1II

t $$01 国国
子ど唱ーたちの心身の鍵全なJa:fl.{i:iiすため、家庭や地織における教務力複を向上するとと~，ζ、.少年の資成様相砲の向上や貸少年への支援体制jの充実権国リます 

E • {:.王ーT~I‘ 11 ~;_~~ I '1 

.1際信号=治.1::おける畿官官カのぬ上念市では、錦織の移濁唱~1tで、銀傷後相Eすべての児貨が、惨事Eや体調賞、災派活動などを
行うととができ'."5穏期唱を術祭するため、彼鱒鈴子ども教怠(チャレシグクラブ7緩め盤舗を

治め、令利子も(2019)年度湯治会小学校e関除してい，s:'t.
鉱労する保.裂が糊目する命、古車保後子ども害虫sのスタ仰の人材圏直保:f:図るとともに、
子どもたちに後段学校や家庭ではあまり体織できないととができる級会:を遜じて子ども

たちの社会食や自主役、銀雌f生・の鐙かな人間後:f湧書rするととが大切マす.

..少年育成海舗の向上

少子化の進行や地織における人と人とのつながりのお簿4島、iiS者の悠織の袋容など

によリ、理ド少年の勉鎌活働叫が減少しています.そのため、家JEゃh白書語、理担綬固などの遺書障による管少年の健全軍事1i~1I.õ環筑..~
g濁Fです.

-・少年への支-.鯵舗の発.

スマートフォンなどのV&I;:ft!1.'\，子どもが飼わ~*ットトラカレが繕自白しています'.s:rc.、
深夜貌租や耳慣出、。量11:どl7Y.:少年mラ等の問題が低年飾イ乙しています.

そのため、子どqーだけでなく保圏直者も含めた倫叙モラ'JV，般事官離のほか、..  、主砲銭、学4費、
関係調書11:&の述書障によるIi思練場やS同号明書止魯宛を錐調障するととIeJζ、tr!:少年が抱える

不安や絡みに対する繍畿支後体$1を発a;することが必療で't.

'民訴沌a臨調繍島:・・6醐，，.削胴船帖..，._
.，帥歩噌切符剖腿禽織品

車‘'お:
車...事綾・地紙縫合拡

おいて、子と司bttちは響
力申み草事ず、祉会申
ルールやマナ・11:どを
轟i岡事持管て同買お

語使a直線事量子ども..
{宇品伊J何;1'):
叡鯛世や溜禽.民学壊
の繍散略奪活用し、地局革
命方々の4・置を骨て子
t‘ーたちは学園⑮様々
晶体総・実務話勧串鎗
金者蜂併する・ヨ也$捕

で悼r"..レジタクラブJ

として、，-"寧授や公民績
で賓館じれ、d.

語MR:
薗舗に載がしみEむよう
に軸柑晶曹て.1:ふ

'“""ーモラル像署r:
骨量宅ラ'Jy(fIi臨祖会で
漉正11:活働考結う陪@の
省紅11:る考先方と繍園田
膏・4志村甘さぜる厳司r.

量Z
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(3)スポーツや文化・芸術を娠興ずる

.スポーツ・レクリエーション活動の鎗進

I !!.j:1 固園市民誰もがスポーツ~滋じて、いきいきと過ごすζとができる社会を実現するため、
スポーツやレクリヱーション活動の活性化を促進するとともに、スポーツボランティア

の縫奇跡‘成、スポーツ・レクリヱーション鎗畿の糊促獄図リます.

EI ( _'í.T，l. Il'.~;.f;司 1. •• 

-スポーッ・レク1)ヱーション活・の事Ul.鍵型車
本市では、R車曾の有織にかかわらず、.もがスポーツやレクリヱーションそ搬しむととが

マきるよう、各舗康体との述調時・筋力の也と、スポーツイベントやスポーツ敏lI!を"引証するとともに、トップアスリートとふれあう畿会:Æ'則自首するなどJみるJスポーツ' )~~慢にも駁リ組んでい~す.
それぞれの年鈴や像力、目的に応じてスポーツ1c::1I.しむととは、発実しti'-A隼foi量るうえで.療でおり、スポーツ⑮芭人口径~Slc::鎌大していくととが大切です.

・スポーツボランティア，(/)砲事i.後liI
高F成28(2016)年1;:実施したゑ甲信のスポーツ皇軍興に関する移民アンケートによみと、運動・

スポーツに関するボランティア活動に移加した人の'1合は10%以下であり、スポーツ

をf，きさえるj入。少ない状況にあります.

*rIiでは、.J:{2020オリンピック・パラリンピック織を走大会の厩骨量を契織に、スポーツ

ボランティアの育成に取り組んでいます.

今後、スポーツやレクリヱーションをさらに.及させるために、ボランティアの体市Jづくり

に取り組むとともに、ボランティアtf.:活憶する織を創出するととが鍾漢です.

ーースポーツ・レク1)ヱーション繍般の利用促適量訟もがスポーツ'~1XIできる湾当高づ〈リ考進めるため、スポーツ施政の剣庖穏当置の向上司を図るとと~Jζ、スポーツ・レクリエーション1;:興ずる情報の効果鈎な鎗備などに努める
ととが.震です。

111古:)JI市蹟レ勿汐タ



12章:各施策の基本方針/1心豊かに暮らせるまち

加古川市総合計画

@文化・芸術の撮輿

IE$jll 
回目園

歴史資源や文化・芸術を活用したまちづくり※を進め、創造性を育み、多様な文化が

共生する社会を実現するため、歴史資源の保存や活用を図リ、市民の主体的な文化・

芸術活動を支援するとともに、国際化の推進を図ります。E~，'Lrwjf~l"{t. Æ;.:f-=l :J ，-U 

-歴史資源の保存・活用

市内には、西条古墳群、日岡山公園及びその周辺地区の古墳群などの重要な遺跡や、国宝

である鶴林寺本堂・太子堂をはじめとした多くの文化財が存在しています。とれらは、

先史時代から現在に至るまで、市民の暮らしの中で大切に受け継がれてきたものであり、

まちづくりの重要な資源といえます。

本市の歴史文化の価値や魅力を再認識するとともに、地域や関係団体との連携のもと、

次世代に受け継ぐための保存と地域の活性化に向けた活用に取り組むととが大切です。

-文化・芸術活動の促進

本市では、様々な文化・芸術にふれる機会である『加古川市文化まつり」を開催しています。そのほか、市民や各種 化団体が、総合 化センターや市民会館、加古川ウェルネスJ~ーク、
各公民館等の拠点施設において多様で、文化的な活動を行っています。

一方で、文化・芸術分野の多様化が進むととにより、伝統的分野の文化活動に携わる人

の特定化・高齢化が進んでいます。

そのため、各種文化団体における後進の育成や自発的な活動のさらなる充実を促進する

とともに、各文化施設の特色や専門性を生かした事業を推進し、積極的な情報発信を

行うととで、市民へ文化・芸術の浸透を図り、関心を高める環境づくりが必要です。

また、本市は「棋士のまち加古川IJを標楊し、全固に発信してきました。そのような中、

市民への将棋文化のさらなる定着を図るため、将棋にふれる機会の充実や「棋士のまち』

の認知度の向上に取り組む乙とが必要です。

-国際化の推進

日本人、外国人の区別なく、住民が安心して生活できる多文化共生社会の実現をめざす

ととが重要です。

そのため、姉妹都市※をはじめとした海外諸都市との友好交流の推進を図るとともに、

外国人や外国文化に対する理解を深めるための取組が必要です。

また、市内に在住、訪問する外国人は増加しており、外国人に対する日本語教育や生活

支援の充実、外国人を支援するボランティアの養成などに取り組む必要があります。

※SDGs該当項目:.買の高い教育者晶ivf~に
皿住み宿高げられるまちづくりを
圃パートナーシげで晴雄血しょう

※まちづくり:
道略や公園、建築物など

り1ード(物的)面でのa
霞づ〈りや保存活動」、
さらには、市民の健康・

福祉・教育、コミュ二ティ

の形成など「ソヌト面で
の人づくりや仕組みづく

り」を含めた活動を指す。

※姉鯨都市:
親善や文化交流を目的

として特別の関係を結
んだ都市.昭和 48

(1973)年'c::マ1)ンガ市
(ブラジル)と、平成24

(2012)年にオークラン
ド市(二1ージーランド)

と姉妹都市提携を結ん

でいる.

重量
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オレ争?t::
露間R.，."5.e r * IIE内.
カJ司陸軍鎌す晶.明.な
定調崎主主〈、ー娘島1<:肱
f'I!..φI!入車E蝿'事繍輔I~轟器、書舟詰~て，11:.""'>揺るわれ
帯構カ』という寓睡で積
層増Fれ11:とが司降、、fI...
様子閣時.. カ草守合・6在家揖守it~れ事鎌倉
‘畠る.

Z金

(4)互いに等賞しおって暮らせる社会を実演する

.人権文化滋の確立

I !!.j:1 固固歯固園

一人一人の人間としての尊厳とa.解約人絡が尊重される紙会を擁立するた払入場主

教育や聖書発を推進するとともに、人縁側蹟に対する繍議体制の充実.f:図リます.

EI (>_'í.T，l.ll'.~;.f;司 1. •• ..，i化織教育.gの鎌倉宮lJ~鎗.開:mJ"".のほか、女aや育事f}t，~※者、外国人、f盤的マイノリティ織などに対する益別愈織や
偏見4手、今もなお存在してい.11す.111と、ドメスティック・パイ耳tvンス緩や子ども、肩車働者への虜事事などの.力も後司[~ちません珍そのため、入車置に対する:æしい運開専の事普及君主ど市民一人一人の人....f:~革めていく
ζとt祢均で1'.・入籍問冨1ζ総司，.~総僚体制jの発)1
当E鉱インターネット上での個人情事曜の無Ii.ー院や、他人への鋭厳命傷、S差別Ic::関1'-lI.込みなど、個人の名唱陸やプラィ'J~シーを倭ーーする人権問題が発生してい.11す.
=*市では、事日銭窓口や綴2提唱匹用ダイヤル唱ra.するとともに、巡回総織などに取り組んでい家1'1/0、司書官tられる絹鵠体蜘縄自白しておリ、その内~客様鰍ヒ・多樹乙してい.111'.
そのため、入総侵害の状況に応じて漉切な:;i.そ行うととができるよう、績銭体制のヲ~;障を図る必軍事.f}'I)ります.

A織閣総手紙111府県-g樟¥u
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加古書I防総会釣宮司.男:R~宅問，画書士会濠の形;JII
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固因固目
園田園園

性別にかゆわらず一人一人の僧位と能力を発嫁し、心.tNζ鳴らせる社会を実現する

ため、自在、が活.できる穏期障づくりを促進するとともに、仕e・家庭・地穏における男女

共伺移留を維進します.E- 【・，王~T~1‘竃1 主;-~司 I '1 

.:a:t生活鎗の鎗酒量
近年、女性の抵当提唱附向上するなど、給会進出する女色が織制している-nで、理署箆どおリ
斌鍍できていない状軍司があリます.*' 、主白書aコ~:tニティ図像-l'含む社会全体1i:<ßいて、線総司E代後する立織や鎗思決定
通E績への女色のゆ芭が十分に法ん明，、ると}主いえ*'せんその め、女色が草~iIどおりに抵当Eでき、女唱生が待てるカf:十分に実費量するととができる
省会<J)穆僚や寝袋づくリを促進するととoa震です.

・男女災関.園lζ鱒可t61!1鍵・判・.発信の鎗酒量
r男女共同移百社会:a窓法Jm臨fまされ‘男女共同鯵買についての浬角躍は前進しましたが、
「易伎は仕事、会後鍬副院耳障ut:どといった後.lJiI役創分鐙意書館は級強く型車っています.
そのため、調除草.. '"省児などの畿圏量生活におけるIIt量の.画や地減活動における男女

災問看llii'l'適量じて、1[もが仕事・_.地嫌において、・Jj、で充実した生活そ送るととが
できるよう、仕事と生活の篇和(ワーク・ライフ・バランス町についての淫鯵と後'&'l'
促准するなど、後々 な畿会唱E縫えて男女共同..1ζ関する轡鈴や情叙宛僧唱E行うととが

鑑震です.
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