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１． 教育振興基本計画の策定 

 

（１）計画策定の趣旨 

 

 松浦市教育委員会では、『松浦市総合計画』に示す松浦市の将来像「次代をはぐくむ 

産業創造都市 まつうら」の実現を目指すため、教育行政が取り組むべき施策を体系的

に取りまとめた『第１期松浦市教育振興基本計画』（以降、本文内において「第１期計画」

とする。）に基づき、本市教育の振興を図ってきました。 

 この間も、我が国を取り巻く環境は、少子高齢化、グローバル化、技術革新や高度情

報化の進展などにより、目まぐるしい変化をみせています。 

 このような中、急激な変化への対応力を身に付け、自己の能力と可能性を高め、社会

で活躍する人材の育成は、松浦市及び我が国の持続的な成長・発展に欠かせません。 

 松浦市教育委員会は、第１期計画の成果と課題検証をもとに、教育を取り巻く動向

や国及び長崎県の施策の動向等を踏まえ、今後重点的に取り組むべき施策を定め、こ

れを着実に推進していくため、この『第２期松浦市教育振興基本計画』（以降、本文内

において「本計画」とする。）を策定いたしました。 

 

（２）計画の性格・期間 

 

 本計画は、教育基本法第１７条第２項に基づき、国の『第３期教育振興基本計画』（平

成３０年度～令和４年度）及び『第３期長崎県教育振興基本計画』（令和元年度～令和５

年度）を参考とし、本市の実情に応じた教育の振興のための施策に関して、総合的かつ

計画的な推進を図るために定める基本的な計画です。 

 また、本計画は、『松浦市総合計画』に示す松浦市の将来像を実現するための教育分野

における個別計画であり、本市の教育関連計画においては、最上位に位置づけられるも

のです。 

 本計画は、令和２年度を初年度とする令和６年度までの５か年計画とし、この計画に

基づき年度ごとに重点施策を決定し、必要に応じて随時見直しを行っていきます。 

  

第１章 松浦市における教育の現状と教育振興基本計画
の目標設定 
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２． 教育を取り巻く社会の動向 

 

（１） 少子高齢化の進展 

 

 平成１８年１月の新松浦市誕生以降も、本市の人口は減少が続いています。令和元年

９月１日時点での人口は２２，６５８人ですが、国立社会保障・人口問題研究所の

平成３０年推計によると、令和２年には２１，４０３人、令和２７年には１２，７４１

人と、今後２５年間で４割以上減少するものと予想されており、全国（約２割減）や長

崎県（約３割減）と比べても早いペースでの人口減少が危惧されております。 

 また、年齢区分別人口比率を見ると、１５歳未満の年少人口は１２．５％（令和２年）

から１０．４％（令和２７年）に２．１ポイント減少するのに対し、６５歳以上老齢人

口は３７．２％（令和２年）から４４．５％（令和２７年）まで７．３ポイント増加し

ており、今後も確実に少子高齢化が進んでいくことが予測されます。 

 
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計」 

 

                                                                         平成 27 年 令和 2 年 令和 7 年 令和 12 年 令和 17 年 令和 22 年 令和 27 年 

総 数 23,309 21,403 19,547 17,767 16,034 14,358 12,741 

0～14 歳 2,987 2,670 2,344 2,029 1,761 1,530 1,322 

15～64 歳 12,551 10,770 9,348 8,322 7,453 6,572 5,748 

65 歳以上 7,771 7,963 7,855 7,416 6,820 6,256 5,671 

（再掲） 
75 歳以上 4,377 4,205 4,388 4,604 4,554 4,182 3,667 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計」  

0

5000

10000

15000

20000

25000

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

松浦市の今後の人口推移予測

総数 0～14歳 15～64歳 65歳以上 （再掲）75歳以上
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（２） 国際化・グローバル化の進展 

 

 人やモノ、情報が地球規模で行き交う現代のグローバル化社会において、国際感覚を

持った人づくりが求められています。外国語によるコミュニケーション能力向上はもち

ろんのこと、異文化との相互交流・相互理解を深めていくことがさらに必要となります。

本市においては、１９８９年（平成元年）にオーストラリア・マッカイ市と姉妹都市提

携を行い、青少年交流事業及び市民訪問団相互交流事業を積み重ねながら、令和元年度

において記念すべき３０周年の節目を迎え、交流の輪は全世代の市民へと、着実に広が

っています。 

このような海外都市との交流を通じて、地球的視野に立ち主体的に行動する能力を身

につけた、世界に通用する人材を育成することは、本市の産業振興や地域活性化を図る

うえでも有効であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

松浦市国際親善協会調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１２月マッカイ市親善訪問団来市の折 

 

0 500 1000

マッカイ市からの受入者数

（平成元年～令和元年）

マッカイ市親善訪問団 ２９０人

マッカイ市青少年親善使節団 ３０２人

0 200 400 600 800

マッカイ市への派遣者数

（平成元年～令和元年）

松浦市民親善訪問団 ３３３人

松浦市青少年親善使節団 ４３７人
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（３） 高度情報化の進展 

 

 ＩＣＴ（情報通信技術）は社会にとって欠かせない基盤として大きく発達し、情報の

入手だけでなく日常的な経済活動にも活用され、高度な機能を備えたスマートフォン等

の携帯端末が広く普及しました。 

 特に、国においては、少子高齢化に対応し持続的な経済成長を成し遂げるため、ＩＣ

Ｔを中核とした技術革新による生産性革命を目標に掲げ、教育政策の分野においても新

たな社会に対応する人材育成が議論され、その方向性が示されています。 

 一方、不特定多数の人々とのコミュニケーションを可能とするＳＮＳ（ソーシャルネ

ットワーキングサービス）の利用が大きく増え、生活の様々な場面での利便性が格段に

高まった反面、個人情報の流出、有害な情報や誤った情報に接する機会の増大、更に、

いじめや犯罪の原因や手段になるなどの深刻な問題も生じています。 

 これらの情勢を踏まえ、自治体においても、従来から進めてきた情報リテラシーや情

報モラルの教育に加え、先端技術の積極的な活用により、既存の教育的課題の克服や情

報活用能力の育成などを図っていく必要があります。 

 

                              

    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の携帯電話の利用状況に関する調査【松浦市教育委員会】 

16.7
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27.8 35.9
38.5 35.2

27.9

12.5

18.6
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27

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 小学校全体

携帯電話・スマートフォンの所持率（小学生）

２９年度 ３０年度 ３１年度

（％）
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48.2 48.4 45

52.9 47.7
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中１ 中２ 中３ 中学校全体

携帯電話・スマートフォンの所持率（中学生）

２９年度 ３０年度 ３１年度

（％）



第１章 松浦市における教育の現状と教育振興基本計画の目標設定 
  

5 

 

 

                    

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の携帯電話の利用状況に関する調査【松浦市教育委員会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１２月文部科学省ホームページ「GIGA スクール構想の実現について」  

 

 

 

 

56.7%

5.2%

38.7%

89.0%

4.6% 5.9%

小学生 中学生

機種別の利用率

（小中学生アンケート）

携帯電話 スマートフォン 両方

26.6%
44.7%

8.6%

20.4%

64.7%

34.9%

小５・６年 中学生

フィルタリングの利用率

（小中学生アンケート）

利用している 利用していない わからない
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３． 松浦市における教育の基本的な考え方 

 

松浦市の新たな総合計画では、行政や市民の区別なく１人１人が意識する要素として、

「育つ」「つながる」「根をおろす」の３つの基本理念を掲げました。 

 松浦市教育委員会においては、この理念が教育施策に具現化することを目指し、市民

の教育・文化・スポーツの振興に対するニーズを新しい感覚で受け止め、共に学び合う

姿勢で、深い愛情と奉仕の精神をもって教育を推進するために、次のように教育方針と

教育目標を掲げます。 

 

（１）松浦市教育方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）松浦市教育努力目標 

   

 

  

○「生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健やかな体）」を育む 

学校教育の実現 

○ 安全・安心で快適な教育環境の整備 

○ 自ら求め、学び合う心を培う生涯学習の推進 

○ 明るい社会づくりをめざす人権・同和教育の推進 

○ たくましさ・やさしさをもつ青少年の育成 

○ 健康で活力のある市民を育てる体育・スポーツの振興 

○ 文化財の保護と豊かな伝統文化の振興 

 

松浦市教育委員会は、市民と関係機関の協力と連携のもとに、教育のまち

松浦の確立を期する。 

このため、郷土及び国家を愛し、人間尊重の精神を基盤として、生涯を通

して自ら学ぶ力を高め、国際性豊かで、社会に貢献できる心身ともにたくま

しく、心豊かな人間の育成を図る。 

特に、教育にたずさわる者は、自らの見識を高め、教育愛と使命感に徹し、

進展する社会に即応する教育の充実発展に努める。 
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（３）「教育のまち 松浦」の実現に向けた取組 

 

市民の願いや生活指標は、市民憲章に集約されています。その実践として、以下の 

ことについて市民一丸となっての取組を進めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践 

 

松浦市民憲章 
 

わたくしたちは、松浦市民であることに誇りと責任を持ち、自然のめぐみを活か

した「個性」きらめく「交流（ふれあい）」と「ぬくもり」のあるまちづくりをめざ

して、ここに市民憲章を定めます。 

一．ふるさとの自然と環境を大切にし、住みよい美しいまちをつくります。 

一．あたたかい家庭を築き、地域のふれあいを深め、心の通い合うまちをつく

ります。 

一．働くこと、学ぶことによろこびを感じ、活力ある豊かなまちをつくります。 

一．健やかな心と体をはぐくみ、笑顔あふれる明るいまちをつくります。 

一．歴史と伝統に学び、文化を育て、未来と世界につながるまちをつくります。 

 

「教育のまち 松浦」をつくるために 
 

＜大人が学び、大人が手本を示し、子どもも大人も共に育つ＞ 

大人自身が生涯にわたって学び続ける姿勢を示し、子育てのあり方を学

び、生き方の手本を示す。 

…………あいさつで心かよう松浦………… 

…………奉仕活動で心みがく松浦………… 
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４． 松浦市における教育の課題 

  

教育を取り巻く社会の動向を背景とした本市における教育の課題を整理すると、次の

ようになります。 

 

（１） 生きる力を育む学校教育の実現 

 

第１期計画では、「『生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健康・体力）』を育む学校

教育の実現」を努力目標に掲げ、本市学校教育の振興を図ってきました。この間、社会

の変化は加速度を増し、複雑で予測困難となっており、しかもそうした変化が、どのよ

うな職業や人生を選択するかにかかわらず、全ての子供たちの生き方に影響するものと

なっています。 

本市においても人口流失に伴う人口減少、過疎化の進行が深刻な状況です。 

そのため、社会がどんなに予測困難な時代であっても、子どもたちが、自ら課題を見つ

け、自ら考え判断して行動できる力を身につけることができる教育を充実させることが

重要です。 

そこで、平成２９年度告示された学習指導要領を踏まえ、実際の社会や生活で生きて

働く「知識及び技能」、未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力」、学んだ

ことを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性」をどのように育ててい

くか、本計画の中で明らかにしていくことが大切になります。 

また、本市においては人口流失に伴う人口減少、過疎化の進行が深刻な状況です。今

後、これからの時代に求められる教育内容や指導方法の改善の方向性を十分勘案し、現

在の学級数や児童生徒数の下で、具体的にどのような教育上の課題があるかについて総

合的な観点から分析を行うとともに、学校は地域コミュニティの核としての性格を有す

ることを踏まえながら、学校の適正配置についても丁寧な議論を行っていくことが必要

となります。 

  

① 確かな学力の定着について 

確かな学力とは、基礎的・基本的な知識及び技能の習得及びそれらを活用して課題を

解決する思考力・判断力・表現力や主体的に学習に取り組む態度のことです。平成１９

年度から実施されている全国学力・学習状況調査の結果における本市の状況は、全国の

平均正答率と比較すると、全国平均正答率と同程度の教科があるものの、算数・数学・
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英語は全国を下回る水準となっており、特に「活用に関する問題」については、小・中

学校ともに共通した課題となっています。 

以上のことから、「主体的・対話的で深い学び」（＊１）の実現を通して、わかる授業を

実践し、知識や技能の確実な定着を図ることはもちろん、身に付けた知識や技能を、授

業や生活の中で活用する場面をより多く設定することで、思考力・判断力・表現力を育

んでいく必要があります。 

また、全国学力・学習状況調査によると、小・中学校ともに、家庭学習に計画的に取

り組んでいる児童生徒の割合が全国平均を下回っています。自らの課題や目標に応じた

計画を立て、家庭学習に主体的に取り組む態度を育てることが重要になっています。 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  平成３１年度全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙 

 

② 規範意識・道徳心・基本的生活習慣について 

本市の児童生徒は、平成３１年度全国学力・学習状況調査において、ほとんどの児童

生徒が高い規範意識と道徳心を持っているという結果が出ました。引き続き道徳教育を

充実させ、感謝する心や感動する心、思いやりの心などを育むとともに、学校・家庭・

地域が連携・協働し、子どもたちに規範意識を育成していくことが必要です。 

また、毎日の朝食の摂取や決まった時刻に起床・就寝している児童生徒の割合は、全

（＊１）「主体的・対話的で深い学び」 
「主体的な学び」 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付け

ながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる
学び。 

「対話的な学び」 子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛か
りに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める学び。 

「深い学び」 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見
方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精
査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に想像
したりする学び。 

0 20 40 60 80 100

全国

松浦市

全国

松浦市

中
学
校

小
学
校

家で自分で計画を立てて勉強していますか

している どちらかというとしている あまりしていない 全くしていない
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国平均と比較すると小学校ではほぼ同じで、中学校では上回っています。 

本市においては、平成２７年度から取り組んだ「生活習慣マネジメント推進事業」や

「地域ぐるみで『体験の風をおこそう』運動推進事業」の実践を基に、リーフレット「松

浦っ子のよりよい成長のために」（保護者・児童生徒向け）を新たに作成しました。今後

は「早寝早起き朝ごはん」、「計画的な家庭学習」、「家庭でのコミュニケーション」、「携

帯電話・スマートフォン利用の家庭のルール作り」について家庭・地域に啓発し、地域

総ぐるみで子どもたちの基本的生活習慣の確立を目指すことが大切です。 

 

 

③ いじめ、不登校等の状況について 

「いじめ問題」については、市内すべての学校において、「学校いじめ防止基本方針」

を作成し、「いじめは絶対に許されない」という強い信念を持って指導に当たるととも

に、いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る」との意識を持ち、「いじめの見

逃し０、いじめの解消率１００％」を目指し取り組んでいます。 

また、本市独自の「いじめに対する学校の具体的な取組及び指導の充実のための調査」

を毎年実施し、いじめの実態を把握するとともに、いじめ問題への対応の改善を図って

います。今後も、「松浦市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例」を基に、いじめの防止

等のための対策に継続的、組織的に取り組んでいくことが重要です。 

不登校の児童生徒については、平成２７年をピークに３６人の不登校がありましたが、

きめ細かな支援に努め、子育て・こども課などの関係機関との連携を強化したり、スク

ールカウンセラー（＊１）、スクールソーシャルワーカー（＊２）を配置し、教育相談体制

を充実させたことにより、令和元年度は１５人と減少しています。今後も引き続き、教

育相談体制の充実や児童生徒一人一人の自己有用感を高める取組の充実に努めていま

す。 
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④ 体力・運動能力について 

子どもの成長過程において、体力向上は欠かすことのできない重要な要素です。令和

元年度の全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結果によると、小学校では、反復横跳

びやシャトルランで全国平均を上回り、中学校では女子が持久走、シャトルランが全国

平均を上回っています。一方で上体起こしや長座体前屈は、ほとんどの学年で全国平均

を下回っており、体力のバランスに課題があります。また、運動する者としない者や体

力の高い者と低い者の二極化も見られます。そのため、体育の授業の充実や運動に取り

組む習慣を身に付けさせる取組を推進していく必要があります。 

部活動の充実については、平成３１年２月２５日『松浦市立中学校等運動部活動にお

ける方針』を策定しました。今後、方針に沿った適切な休養日及び活動時間の設定、運

動習慣の確立等を図ることが重要となっています。 

さらに、本市は「なぎなたのまち 松浦」を掲げており、なぎなたの普及啓発を図る

ために、全ての中学校の武道指導でなぎなた授業に取り組んでいます。その授業になぎ

なたの熟練者を講師として派遣しており、なぎなたに対する子どもたちの興味・関心が

高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 家庭・地域の教育力について 

家庭は、全ての教育の出発点であり、家族との絆やふれあいを通じて、子どもに基本

的な生活習慣を身に付けさせるとともに、豊かな心と自立心を育むなど、心身の調和の

とれた発達を図ることができます。しかし、近年、少子高齢化、個人の価値観の多様化、

（＊１） スクールカウンセラー 学校に配置され、児童生徒の生活上の問題や悩みの相談に
応じるとともに、教師や保護者に対して指導・助言を行う専門家。 

（＊２） スクールソーシャルワーカー 子ども本人と向き合うだけでなく、家庭や行政、福祉
関係施設など、外部機関と連携しながら、子どもを取り巻く環境を調整する専門家。 

40.2 33.6
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人間関係の希薄化などにより、本来、家庭が第一義的に責任を負うべき役割についても、

学校がその補完的な機能を果たしている現状があります。 

そのため家庭・地域の教育力を十分に機能させ、子どものよりよい成長を図るために

は、学校・家庭・地域が連携・協働し社会総がかりで子どもたちを育てる仕組みづくり

が必要です。 

市内小中学校においては、地域に開かれた信頼される学校を実現するため、「学校開放

みんなでオープンスクール」（６月から３月までの毎月月初めの１週間・土日を除く）を

実施しています。また、令和２年度からコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

（＊１）を導入し、地域住民や保護者が学校運営への参画を通して、教育活動の充実に取

り組んでいきます。 

  

 

 

  
 

⑥ 特別支援教育について 

特別支援学級に在籍する児童生徒、通級指導教室に入室している児童生徒は、年々増

加する傾向にあります。その背景には、学校、家庭の特別支援教育に関する理解が深ま

り、個々の発達の特性が把握できるようになったこと、関係機関が連携し、ニーズに即

した支援がなされるようになったことが挙げられます。 

しかしながら、特別支援学級及び通級指導教室で学ぶ児童生徒の急速な増加に加え、

様々な特性に対応するため、教職員の専門性の向上を図り、児童生徒一人一人の教育的

ニーズに応じた質の高い教育を行うことが求められています。そのため、これまで以上

に、子育て・こども課や関係機関との連携を強め、障害の早期発見や個々の状態に応じ

た支援体制の充実に努めていきます。 

 

⑦ 幼児教育について 

平成２９年３月告示された幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領により、豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、

できるようになったりする「知識及び技能の基礎」、気付いたことやできるようになった

ことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力・判断力・

表現力等の基礎」、心情・意欲・態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに

向かう力、人間性等」など、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されました。 

これを踏まえ幼稚園等と小学校の教員が、５歳児修了時の子どもの姿を共有し、幼児

教育と小学校教育との接続の一層の強化を図っていきます。 

（＊１）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度） 学校と保護者や地域の方々がと
もに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、協働しながら子どもたち
の豊かな成長を支える仕組み。 

 



第１章 松浦市における教育の現状と教育振興基本計画の目標設定 
  

13 

 

 

⑧ ふるさと教育について 

各学校では、毎年、総合的な学習の時間を中心に、関係機関や関係者の協力を得て、

本市の歴史や伝統文化等に関すること、まちづくりに関することなどについて探究的な

学習に取り組んでいます。また、「住みたい・住み続けたいまち まつうら」をテーマに、

市内小中学生が子ども議員となって、本市の課題やまちづくりについて意見を述べ、質

問や提案を展開する「子ども議会」を開催してきました。 

また、調川中学校が令和元年度から２か年間、長崎県教育委員会指定「ふるさとを活

性化するキャリア教育推進事業」に取り組んでいます。 

今後も、地域ぐるみで展開するふるさと教育を充実させ、ふるさとへの愛着や誇りを

育むとともに、ふるさと松浦を主体的に支える人材の育成に努めていきます。 

 

⑨ 子どもと向き合う時間の確保について 

働き方改革関連法の施行により、国や県において、働き方改革の指針となるガイドラ

インが策定されました。本市においても、超過勤務縮減に向けて、市内すべての小中学

校で週１回の定時退校日の実施、週２回の部活動休養日の実施、「家庭の日」（ノー部活

動デー）の実施等に取り組んでいます。 

また、市内教職員の超過勤務の実態を把握し、改善に向けての対応を図ることで超過

勤務の縮減を図っています。今後も、業務の合理化を推進するとともに統合型校務支援

システムの導入を進めるなど、教職員が授業の準備、個別指導等、児童生徒と向き合う

時間を確保し、教職員が活力をもって児童生徒を指導できる環境を整えていくことが重

要です。 

 

⑩ グローバル化に対応した教育について 

グローバル化が急速に進展する中、将来、子どもたちが国際社会で多様な人々と協働

しながら主体的に行動できるよう、自分の考えや意見を自ら発信し積極的にコミュニケ

ーションを図るとともに、自分とは異なる価値観や考え方を受容し、多様な文化を尊重

する資質・能力を身に付けることが求められます。 

本市では、英語の教科化を見据え、平成２９年度から小・中学校教職員の外国語指導

力の向上に努めています。また、姉妹都市（オーストラリア・マッカイ市）交流として

オーストラリアデー、ビル・モロイ杯スピーチコンテスト、イングリッシュキャンプ等

を開催し、児童生徒の外国語への意欲を高め、外国語によるコミュニケーション能力の

育成を図っています。 
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⑪ 急速な技術革新を見据えた取組について 

第４次産業革命ともいわれる、IoT（＊１）や AI（＊２）等の発達をはじめとする技術革

新が一層進展し、生活を大きく変えていく社会の到来が予測されています。 

本市においては、市内すべての小・中学校へ電子黒板を配置し、パソコンの利用をは

じめ、ICT（＊３）を活用した学びを推進しています。また、令和３年４月１日（予定）

までに市内全域に高速回線が開通することから、インターネットを活用した授業の充実

に取り組んでいきます。 

今後、社会生活の中で ICT を日常的に活用することが当たり前の世の中となる中、社

会で生きていくために必要な資質・能力を育むためには、学校の生活や学習においても、

日常的に ICT を活用できる環境を整備していくことが不可欠になります。 

 

 

 

 

⑫ 子どもたちの安全・安心の確保について 

全国で子どもたちが巻き込まれる事件・事故は後を絶ちません。本市においては、通

学路を含めた児童生徒の安全を確保するために、通学路安全推進会議を設置し、毎年、

関係者による通学路合同点検を実施の上、ハード面の安全確保を進めています。 

また、各校の防災計画に基づき、児童生徒の危険察知能力や回避能力を高めるために、

避難訓練や交通安全指導、不審者対応など、機会あるごとに安全指導を繰り返していま

す。 

さらに、各校の防災計画については、実効性のある計画となるよう定期的に見直しを

行っています。 

なお、本市は玄海原子力発電所からＰAＺ（＊１）に２校、UＰＺ（＊２）に１３校位置し

ているため、毎年、実施される原子力防災訓練に参加し、原子力防災に関する知識や態

度を子どもたちに身に付けさせることが必要となっています。 

  （＊１）ＰＡＺ  原子力施設から概ね半径５㎞圏内 
（＊２）ＵＰＺ  ＰＡＺの外側の概ね半径３０㎞圏内 

 

（＊１）IoT【Internet of Things（モノのインターネット）の略称】 世の中の様々な
モノをインターネットに接続し、ネットワーク化する技術。 

（＊２）AI【Artificial Intelligence】 人工知能 
（＊３）ICT【Information and Communication Technology の略称】 情報・通信に

関する技術の総称 
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（２） 安全・安心で快適な教育環境の整備 

 

学校施設は、子どもたちの学習及び活動の場であるとともに、非常災害時には地域住

民の緊急避難場所となることから、安全性と耐久性に優れ、快適性のある施設となるよ

う、計画的に整備を進めていくことが必要です。 

また、次世代の人材育成のために、技術革新等による社会と経済の変化に応じた教育

が効果的に行われるよう、国基準を満たす学校設備・備品を整える必要もあります。 

さらに、子どもの心身の安全確保や貧困対策など、あらゆる側面において児童生徒の

安全・安心を講じるためには、家庭や学校のみならず、地域ぐるみの協働による環境整

備が必要であり、官民、所属、あらゆる垣根を越えた柔軟な考え方に基づく対応が求め

られています。 

 

①  学校施設の耐震化と次世代に向けた計画的整備 

国は、小中学校等の公立学校施設について早急に耐震化を講じるという目標を掲げ、

本市はこれまで他の大型事業との調整を図りながら学校施設の耐震化に取り組み、平成

３１年４月時点において耐震化率８９．９％に達し、更に１００％達成に向けた最終的

な改築事業に着手しており、令和２年度末に完了予定です。 

また、今後老朽化する学校施設について、市の財政計画に則しつつ大規模改修や改築

等を行うため、平成２９年４月に『松浦市学校施設長寿命化計画』を策定しました。 

今後、この計画を基に、緊急性等による優先度の調整も加えながら施設の更新等を進

め、更には、長期的な松浦市の人口変動等に応じた学校施設配置適正化の観点も加え、

適宜に計画を改めながら、今後の整備を行う必要があります。 

 

 ■松浦市内学校施設の設置状況            （令和元年５月１日現在） 

 築年数 
３１年以上 

築年数 
２１～３０年 

築年数 
２０年以下 合 計 

棟 数 ２６棟 ８棟 １２棟 ４６棟 

床面積 23,055 ㎡ 9,515 ㎡ 19,189 ㎡ 51,759 ㎡ 

普通教室数 ５１室 １５室 ５２室 １１８室 

児童生徒数 ６４１人 ２３４人 ９１４人 １，７８９人 

教育総務課調 
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②  学校施設におけるＩＣＴ環境の整備 

教育のＩＣＴ化については、学校におけるパソコン機器や電子黒板の整備とあわせ授

業での効果的活用がなされてきたところです。今後はもっとこれらを推し進め、超高速

通信の利活用、プログラミング教育の推進、１人１台の情報端末の導入とそれらを生か

す電子教材の導入など、新たな施策の展開が必要となっています。 

本市においてはこれまで、パソコン教室及び教職員用のパソコン機器の更新に加え、

各教室への電子黒板の配置までを完了したところです。また、教職員のＩＣＴ活用能力

の養成を図り、児童生徒への情報処理能力及び情報モラル指導を行うなど、ハードとソ

フト両面の施策を図ったところです。 

今後は、これまで整備した資源を適正に維持しながら、効果的な運用と利活用の範囲

を広げるための施策を講じる必要があります。特に、国が推進する高速通信ネットワー

クと１人１台のパソコン整備計画への対応、インターネット接続における安全確保、学

校運営を円滑化するための事務用システム等の導入など、新たな各種の課題に取り組ま

なければなりません。 

 

■小学校・中学校における情報化の現状      （令和元年１２月１日現在） 

  小学校 中学校 計 

児童生徒数 １，２１０ ５８１ １，７９０ 

情報端末 

（台数） 

学習用 
パソコン ２２５ １４５ ３７０ 

タブレット ５ ０ ５ 

校務用 パソコン １６４ １１１ ２７５ 

電子黒板（台数） ９６ ４８ １４４ 

高速通信利用可能校数（校数） ４ ３ ７ 

※ 学習用情報端末台数には指導者用の台数を含まない。また青島中・福島中は小学校との共用となっている。 

教育総務課調 
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③ 子どもたちの安全・安心の確保 

中山間地域である本市においては、児童生徒の登下校時の安全確保は大きな課題  

といえます。 

前記（P.14 ⑫）のように児童生徒自身の危険予測・回避能力を育てるための安全教

育を推進していますが、通学路や学校施設内でのイノシシやハチなどによる危険が増加

しつつあり、適切な対策が求められています。 

また、喘息や気管支炎などの呼吸器疾患を引き起こす微小粒子状物質ＰＭ２．５の発

生や、夏季の気温上昇により熱中症対策などの近年的な問題に対応するため、国の緊急

対策の方針を受け、令和元年度において市内小中学校の普通教室等への空調機器整備を

行ったところです。今後も子どもたちの健康に留意し、柔軟かつ細やかに対応しなけれ

ばなりません。 

さらに、経済的格差等による貧困が子どもの心身に危害を及ぼすような事例が社会問

題化する中で、経済的な課題のある家庭に対して就学に必要な支援を行うことは、義務

教育の円滑な実施を図るためにも重要ですので、就学困難な児童生徒の保護者への就学

費用や医療費、学校給食費等の援助を今後も継続する必要があります。 

 

■要保護・準要保護児童数 

年 度 区分 
在籍者数
（人） 

要保護数 
（人） 

準要保護数 
（人） 

認定率 
（％） 

平成２８年度 

児童 １，２３０ ２０ １７１ １５．５３ 

生徒 ６１３ １４ ９９ １８．４３ 

計 １，８４３ ３４ ２７０ １６．４９ 

平成２９年度 

児童 １，２３０ １９ １７３ １５．６０ 

生徒 ５６２ １３ ８１ １６．７３ 

計 １，７９２ ３２ ２５４ １５．９６ 

平成３０年度 

児童 １，２２５ １７ １８３ １６．３３ 

生徒 ５５９ ７ ７５ １４．６７ 

計 １，７８４ ２４ ２５８ １５．８１ 

                                 教育総務課調 
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④  安全・安心な学校給食の提供 

学校給食の提供については、食物アレルギーを持つ児童・生徒が安心して喫食できる

ようにする必要があります。本市では、平成２６年に『学校給食における食物アレルギ

ー対応マニュアル』を設け、予防対策から事故発生時対策まで、学校・保護者・医師及

び学校給食共同調理場が情報を共有して適切に対応する体制を整えていますので、今後

もこのマニュアルに沿って安全対策をすることが重要です。 

また、学校給食の品質を維持しつつ安定供給を図るため、市内３か所の共同調理場施

設のうち、老朽化が著しい鷹島学校給食共同調理場については建替える予定とし、福島

学校給食共同調理場は一定期間維持した後、中央共同調理場へ統合する予定としていま

すが、それ以前であっても各調理場の機械設備や食缶・食器等の備品の老朽化を見過ご

さず、食中毒や異物混入等の原因とならないよう、また給食の提供に支障をきたさない

よう、定期的に更新や補修をする必要があります。 

 

■学校給食の状況                   （令和元年４月１日現在） 

 調理場名 松浦中央 福 島 鷹 島 

施設概要 
鉄筋コンクリート２階建 

（延べ床面積 1,331 ㎡） 

平成１９年１月開始 

鉄筋コンクリート平屋建 

（延べ床面積 345 ㎡） 

平成２年４月開始 

鉄骨平屋建 

（延べ床面積 160 ㎡） 

昭和４９年５月開始 

受配校数 １２校 ２校 ２校 

従事者数 ２１人 ８人 ６人 

配 食 数 １，６８０食／日 ２２９食／日 １７１食／日 

  ＊従事者は栄養職員（県費負担栄養教諭）を含む                教育総務課調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食懇談会（星鹿小学校）            給食の様子（志佐小学校） 
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（３） 自ら求め、学び合う心を培う生涯学習の推進 

 

教育基本法では、生涯学習の理念として「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊か

な人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所

において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図ら

れなければならない。」と掲げられています。少子高齢化・過疎化が進み、価値観やラ

イフスタイルの多様化が進む中で、それぞれのライフステージに応じて学習の機会が得

られるとともに、その学習が継続でき、それらの成果を社会生活や職業生活に適切に生

かすことができる生涯学習社会の実現が求められています。 

本市においても、市民一人一人に多様な学習機会の提供に努め、生きがいのある充実

した人生を過ごすために、各年齢期において、自ら求め、学び合う心を培う社会教育の

推進を図り、生涯学習の機会と場を拡大し、文化芸術やスポーツ活動の推進に努めると

ともに、全市的な交流促進に主眼を置き、関係機関・団体と密接な連携に努める必要が

あります。 

 

① 生涯学習推進体制の整備 

現在、市内にある市立公民館８館を、生涯学習を実践する中心的な教育機関として位

置づけ、市民の生涯学習活動の場として、また、生涯学習情報の提供の場として活用し

ています。今後も、「つどう」「まなぶ」「むすぶ」という３つの役割を果たすために、計

画的な施設の整備・改修に努めるとともに、住民からのニーズが高い健康づくりや小物

づくりなどの趣味に関する講座の内容の充実に向けての工夫と、地域の課題に対応した

様々な学習の機会や情報を提供することを通して豊かな人の輪と明るい地域づくり、更

に学んだ成果を社会生活に活用していくことが重要となります。 

また、市民の個々のニーズに柔軟に対応するために、市民がいつでも、どこでも、学

びたいことを学べる場として実施している「まつうら出前講座」の現在の利用者は、増

加傾向にあり、一定の評価を得ていますが、保育園と高齢者が大半を占めていますので、

親子向けや中学生、高校生向けのメニューを増やし、青年層の参加・利用を促し、講座

の充実を図る必要があります。  
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■市立公民館の利用状況(延べ数)                  

   項 目 

館 名 

平成２９年度 平成３０年度 

利用回数 利用者数 利用回数 利用者数 

御厨公民館 ８１２ １３，１５６ ８２４ １０，５９６ 

星鹿公民館 ５６３ １１，９９９ ５８８ １０，１６９ 

上志佐公民館 ６３１ ７，０４１ ５５８ ５，１６６ 

中央公民館 ２，２１３ ２６，５２３ ２，６０１ ３０，３０２ 

調川公民館 ５８０ ７，４１１ ５５６ ６，０６２ 

今福公民館 １，９８１ １８，０９９ １，９６２ １４，９１６ 

福島公民館 ４８８ ４，７９４ ４６６ ４，４３０ 

鷹島公民館 ４６７ ６，８９５ ４６１ ６，９４８ 

合  計 ７，７３５ ９５，９１８ 8，０１６ ８８，５８９ 

                                       生涯学習課調 

■まつうら出前講座の状況      

  ボランティア編 行 政 編 合   計 

平成 26 年度 43 回 1,018 人 154 回 4,451 人 197 回 5,469 人 

平成 27 年度 38 回 1,000 人 133 回 3,199 人 171 回 4,199 人 

平成 28 年度 35 回 763 人 110 回 2,715 人 145 回 3,478 人 

平成 29 年度 61 回 1,288 人 225 回 5,128 人 286 回 6,416 人 

平成 30 年度 52 回 955 人 223 回 5,879 人 275 回 6,834 人 

                                生涯学習課調 
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② 生涯学習の中核的施設としての図書環境整備 

読書活動は、生涯を通して、心を育み、人間力を向上させる活動です。また、コミュ

ニケーションの基本となる言語を学び、情報を獲得し、知性や感性を磨き、表現力・想

像力を高め、人生をより深く生きる力を身につけるうえで、欠くことができないもので

す。 

図書館においては、あらゆる年齢層や市民の状況に応じた幅広いサービスを行えるよ

う、新たに令和元年７月に策定した「松浦市読書活動推進計画」に基づき、関係機関と

連携しながら、家庭、地域、学校において、市民あげての読書活動の中心としての役割

を担うため、所蔵資料の充実や県・他市町との連携による相互貸借等による読書環境の

整備・充実を図っていく必要があります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    生涯学習課調                                   

 

③ 文化芸術活動の推進 

現在、市内では多くの文化団体が活動しています。文化芸術活動は、人々に楽しさや

感動、精神的な安らぎや生きるよろこびをもたらし、豊かな人間性を育むものであり、

社会教育の原点でもあります。 

既存の文化団体については、自主的なグループやサークル活動を尊重しながら、美術

や音楽などの鑑賞や成果発表の機会の提供等、行政が団体の活動を継続支援していくこ

とに併せて、現在は、趣味の多様化や人の繋がりの薄さ等により、文化団体の活動者の

高齢化が顕著となっております。新規団体の発掘や支援等も重要課題と位置付けて市民

と行政が一体となって取り組むことが必要となってきます。                                                                

112,603 

115,154 

116,315 

117,968 

118,868 

108,000

110,000

112,000

114,000

116,000

118,000

120,000

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

松浦市立図書館の年度別蔵書冊数

100,700 

103,623 

105,347 

104,778 

102,882 

98,000

100,000

102,000

104,000

106,000

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

松浦市立図書館の年度別貸出冊数
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（４） 明るい社会づくりを目指す人権・同和教育の推進 

 

①  個性や能力を認め、発揮できる社会づくりに向けた取組の推進 

人権教育・啓発については、学校・家庭・職場・地域社会等あらゆる場や機会を通じ

て、市民がその発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、態度や行動にま

で表すことができるよう、多様な機会の提供が求められています。 

これまで市民一人一人の人権が尊重される社会を目指して、同和問題や女性、子ども、

高齢者、障害のある人等に関する人権問題等の解決に向けて、人権に関する意識啓発を

図るなど、人権尊重への取組を推進してきました。 

今後は、人権尊重の意識を高め、主体的に人権問題に取り組むことができるよう、子

どもから高齢者まであらゆる世代の市民が、生涯学習を通じて人権について学べるよう、

講演会や出前講座等を開催し、人権教育を推進していく必要があります。 

また、男女共同参画についても、男女が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野

に参画し、お互いの能力を尊重する社会づくりに向けて、男女共同参画の推進に努める

必要があります。 

 

 

（５） たくましさ・やさしさを持つ青少年の育成 

 

①  学校・家庭・地域の連携強化 

近年、社会が複雑化・多様化し、子どもを取り巻く環境が大きく変化するとともに、

家庭や地域における教育力の低下に加え、家庭内のこどもへの暴力、ネグレクト等も指

摘されています。このような中、子どもたちの健全育成を図るためには、学校や家庭、

地域が、少年センターや子育て・こども課といった関係部署と緊密に連携し、社会全体

で青少年の育成に向けた環境づくりに取り組むことが重要となります。 

そのため、学校・家庭・地域が連携・協働する「青少年健全育成会議」や「学校支援

会議」等の取組をはじめ、放課後の子どもたちに安全な活動拠点を提供する「地域子ど

も教室」や「放課後児童クラブ」等の取組を、地域住民と協働してより一層充実させて

いく必要があります。 
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（６）健康で活力のある市民を育てる体育・スポーツの振興 

 

① 生涯スポーツ推進体制の確立 

近年、ライフスタイルの変化に伴い、老若男女を問わず市民の健康・体力づくりへの

関心が高まっています。 

今後は、「する」・「観る」・「支える」の生涯スポーツの観点のもと、市民一人一人がそ

れぞれの体力や年齢に応じ、生涯にわたってスポーツに親しむことができる機会と場所

の提供とともに、これからのスポーツ・レクリエーション活動を支える指導者の育成な

ど、地域に根差した生涯スポーツの推進体制を確立することが求められています。 

スポーツをする場としての施設の整備については、平成３０年度に市民待望の野球場

が完成しましたが、今後は老朽化している既存施設の維持管理、改修を計画的に進めて

いく必要があります。 

また、国体開催を契機として高まった市民のスポーツに対する関心を維持し、さらに

発展させるために、スポーツ大会やスポーツ教室への参加を促すとともに、スポーツ団

体や指導者の育成、情報提供にも力を注ぎ、暮らしの中にスポーツを定着させるような

取組が必要です。 

 

令和元年度松浦市民駅伝大会    
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（７）文化財の保護と豊かな伝統文化の振興 

 

① 文化財の保護と伝統文化の継承 

松浦市には「松浦党」に関する史跡をはじめ、地域固有の歴史や伝統文化、天然記念

物など多くの文化資産があり、それらの保存と活用のための取組を推進していきます。 

平成２９年５月に、松浦市では初めて登録有形文化財として旧長醫家
きゅうながいけ

住宅
じゅうたく

主屋
しゅおく

が

登録されました。建物の価値を活かせるよう、活用策の検討が必要です。 

海底遺跡としては日本で初めて国の史跡に指定された鷹島
たかしま

神崎
こうざき

遺跡
い せ き

の整備活用を

進めるため、平成２５年度に策定した『鷹島神崎遺跡保存管理計画』を具現化しなけれ

ばなりません。平成３０年度が短期目標（５年以内）の最終年度であったことから、内

容を検証するとともに引き続き中期目標への取組を進めます。 

また、平成２９年４月には、鷹島歴史民俗資料館と鷹島埋蔵文化財センターを松浦市

立埋蔵文化財センターに統合するとともに、松浦市立水中考古学研究センターを設置し

ました。鷹島を水中考古学の拠点とするべく、これらの施設を中心に普及・啓発を図る

必要があります。 

市内各地にあるさまざまな文化財は、国内外に誇るべき貴重な財産であるとともに地

域の魅力を発信するうえで貴重な資源でもあります。文化財を地域の力で大切に守り、

次の世代に確実に引き継がなければなりません。 

そのために、文化財の価値やその保護の意義を理解してもらうよう情報発信していく

必要があります。  



第１章 松浦市における教育の現状と教育振興基本計画の目標設定 
  

25 

 

■松浦市内指定文化財数 

  （令和元年 12 月 31 日現在） 

 

■松浦市内の国指定文化財 

（令和元年 12 月 31 日現在） 

■松浦市内の県指定文化財 

（令和元年 12 月 31 日現在） 

 

 

  
有 形 文 化 財 無 形 

民 俗 

文化財 

有 形 

民 俗 

文化財 

史 跡 
天 然 

記念物 
計 

建造物 絵 画 彫 刻 工芸品 史 跡 古文書 
歴 史 

資 料 

国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

県 0 0 5 2 0 0 1 1 1 2 7 19 

市 4 1 3 3 2 1 0 10 5 14 6 49 

計 4 1 8 5 2 1 1 11 6 17 13 69 

区   分 名         称 所 在 地 指定年月日 

史    跡 鷹島
たかしま

神崎
こうざき

遺跡
い せ き

 鷹島町神崎免地先 平成 24 年 3 月 27 日 

区   分 名           称 所 在 地 指定年月日 

史     跡 
松浦党
まつらとう

梶谷
か じ や

城跡
じょうあと

 今福町東免 昭和 46 年 9 月 14 日 

文
ぶん

禄
ろく

の役
えき

松浦家
ま つ ら け

供養塔
くようとう

 今福町東免 昭和 46 年 9 月 14 日 

有 形 文 化 財 

善福寺
ぜんぷくじ

鰐
わに

口
くち

 今福町仏坂免 昭和 46 年 9 月 14 日 

鷹島
たかしま

の銅造
どうづくり

如来
にょらい

坐像
ざ ぞ う

一体
いったい

 鷹島町原免 昭和 49 年 10 月 8 日 

鷹島
たかしま

住吉
すみよし

神社
じんじゃ

の懸
かけ

仏
ぼとけ

53面
めん

ほか一括
いっかつ

 鷹島町里免 昭和 49 年 10 月 8 日 

鷹島
たかしま

の管軍
かんぐん

総把印
そうはいん

 鷹島町神崎免 平成元年 3 月 31 日 

牟田観音堂銅造半跏思
むたかんのんどうどうぞうはんかし

惟像
い ぞ う

 星鹿町牟田免 平成 5 年 2 月 24 日 

旧金泉寺
きゅうきんせんじ

の銅造
どうぞう

如来
にょらい

坐像
ざ ぞ う

 星鹿町岳崎免 平成 18 年 3 月 3 日 

慈光寺
じ こ う じ

の金銅
こんどう

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

坐像
ざ ぞ う

 御厨町中野免 平成 20 年 2 月 22 日 

寿
じゅ

昌寺
しょうじ

の如意
に ょ い

輪
りん

観音
かんのん

坐像
ざ ぞ う

 志佐町里免 平成 26 年 3 月 25 日 

天 然 記 念 物 

鷹島
たかしま

の公孫樹
い ち ょ う

 鷹島町三里免 昭和32年 10月 29日 

弁天
べんてん

島
じま

岩脈
がんみゃく

 福島町里免 昭和36年 11月 24日 

喜内瀬川甌
きないせがわおう

穴群
けつぐん

 福島町喜内瀬免 昭和 47 年 8 月 15 日 

福島町
ふくしまちょう

の今山
いまやま

神社社
じんじゃしゃ

叢
そう

 福島町里免 昭和 54 年 4 月 27 日 

福寿寺
ふくじゅじ

のイロハモミジ 福島町里免 昭和 54 年 4 月 27 日 

櫃崎
ひつざき

岩脈
がんみゃく

 福島町浅谷免 昭和 54 年 4 月 27 日 

鷹島町
たかしまちょう

住吉
すみよし

神社
じんじゃ

のアコウ 鷹島町里免 昭和 55 年 2 月 29 日 

有形民俗文化財 庄野
しょうの

の六地蔵塔
ろくじぞうとう

 志佐町庄野免 昭和 46 年 9 月 14 日 

無形民俗文化財 鷹島
たかしま

の島
しま

踊
おどり

 鷹島町 昭和 62 年 3 月 3 日 
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■松浦市内の国登録有形文化財 

（令和元年 12 月 31 日現在） 

 

 

■国史跡「鷹島神崎遺跡」と蒙古襲来に関連する史跡と伝承地 

 

  

  

種   別 名         称 所 在 地 登録年月日 

建築物 住宅 旧長醫家
きゅうながいけ

住宅
じゅうたく

主屋
しゅおく

 星鹿町北久保免 平成 29 年 5 月 2 日 
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５． 松浦市教育振興基本計画における基本目標 
  

松浦市教育方針及び教育努力目標を踏まえ、今後５年間（令和２年度～令和６年度）

に取り組む教育行政の目標は次のとおりです。 

 

基本目標 Ⅰ  

 生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健やかな体）の育成      

創意工夫を生かして、子どもたちの学力向上、豊かな心と健康・体力を育む取組を

行うことで、社会や環境の変化に柔軟に対応できる「生きる力」の育成を図ります。 

 

基本目標 Ⅱ  

 安全・安心で快適な教育環境の整備                 

 子どもたちが質の高い教育を受けることができるよう教育環境の整備・充実を図る

とともに、子どもたちを事故・災害・犯罪から守るための安全対策を講じます。 

 

基本目標 Ⅲ   

 学校・家庭・地域の連携強化                    

    社会全体で教育に取り組む機運を高め、学校・家庭・地域が一体となった教育を推 

進します。 

 

基本目標 Ⅳ  

 生涯にわたる学びのサポート                    

 自己啓発や生活の充実のための学びの環境を整備することで、生涯にわたる自己実

現をサポートします。 

 

基本目標 Ⅴ  

スポーツ・レクリエーション活動の推進               

   生涯にわたり心身ともに健康で活力に満ちた生活を送れるよう、スポーツ・レク 

リエーションに親しむための環境を整えます。 

 

基本目標 Ⅵ  

文化財の保護と文化芸術活動の推進                 

   市内にある貴重な文化財の保存・活用に努めるとともに、市民の多様な文化・芸 

術活動を支援します。  
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基本目標Ⅰ  生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健やかな体）の育成   

  生涯学習の視点に立って、『生きる力』を支える「確かな学力」、「豊かな心」、「健康・体

力」を身につけ、国際性豊かで、社会に貢献できる心身ともにたくましい人間を育てる教

育を推進します。 

 

 

■施策１ 児童生徒の確かな学力の育成                     

 

■施策２ 児童生徒の豊かな心と健やかな体の育成                

 

■施策３ 児童生徒の学びを支える学校づくりの推進               

 

■施策４ 社会に開かれた教育課程の実現                    

  

田植え（志佐小学校） 

第２章 基本目標達成に向けた施策の展開 
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■施策１  児童生徒の確かな学力の育成                  

 

①  学校指導訪問の実施 

  これから子どもたちが活躍する未来は、グローバル化や技術の急速な進展などにより、

予測困難な時代の到来が予想されています。学校教育においては、次代を生き抜く子ども

たちが、社会の変化に主体的に関わり、感性を豊かに働かせながら、未来を切り拓いてい

くために必要な資質・能力を身に付けさせることが重要です。 

  そこで、松浦市教育委員会は、市内全小中学校を訪問し、教育課程の管理・運営及び学

校運営上の課題等について指導助言を行い、学校の活性化及び特色ある学校づくりの向上

を図ります。 

また、市教委指導主事又は管理職等による教科等の指導を通して、教職員の授業力の向

上を図ります。 
 
 
 
● 全小中学校において毎年、学校訪問（終日訪問３校・半日訪問１２校）を実施し、

学習指導要領の趣旨を踏まえた授業が実施されるよう指導助言を行います。 

● 校長の学校経営方針説明における学力向上の取組について、その実態を把握し、    

適宜指導を行います。 

● 終日訪問、半日訪問ともに、すべての学級の授業視察を行い、児童生徒の学習の状

況及び教室環境等の実態を把握し、必要な指導助言を行います。 

 

② 松浦市学力調査の実施 

 
 
 
● 松浦市学力調査を毎年１２月に実施し、児童生徒の学力の定着状況を把握するととも

に、確かな学力の向上に努めます。 

 小学校 対象学年：２年、３年、４年、５年、６年 

     対象教科：国語・算数 

 中学校 対象学年：１年、２年 

     対象教科：国語・社会・数学・理科・英語 

 【本調査を実施することで期待される効果】 

 ・調査結果の分析をもとに、各学校が自校の課題に応じて授業改善を行い、分かる授業  

  の実践につなげます。 

 ・児童生徒一人一人の課題に応じたきめ細かな指導・支援（個別フォローアップシート  

  の活用）の充実につなげます。 

 ・小２～中２年までの経年比較による学力の状況を家庭と共有し、児童生徒一人一人の 

  課題に応じた家庭学習の充実につなげます。 

 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 
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③ 全国学力・学習状況調査、県学力調査を踏まえた授業改善 

 
 
 
 ● 全国学力・学習状況調査、県学力調査を検証軸として、授業改善のために次の取組を

推進します。 
 

 ・分析結果をもとに、各種研修会を実施し、学力向上のための方策を示します。 

 ・各学校で、自校の課題を踏まえ、授業改善に向けた重点課題を作成します。また、

各学校で課題改善に全職員が共通して取り組む実践目標を示した「学力向上に向け

た取組の実践」を作成し、定期的に達成度を評価しながら改善に取り組みます。 

 ・授業改善により、分かる授業を実践し、児童生徒の学習意欲を向上させます。 

 ・県教育委員会、県教育センター等の研修会への教職員の積極的な参加及び県教育セ 

  ンター出前講座、研究援助の積極的な活用を推進し、校内研修を活性化します。 

 ・自校の課題を踏まえ、カリキュラム・マネジメント（＊１）を推進し、日々の授業で

「主体的・対話的で深い学び」の実現を図る校内研修を充実していきます。  
  
 
 
 
 

  【全国学力・学習状況調査：児童生徒質問紙調査（経年比較）】 

※当てはまる、どちらかといえば当てはまると回答した割合（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

60

70

80

90

H29 H30 R1

81.8 78.9 79.4

80.6 83.4 83.5

算数の授業の内容はよく分かる

松浦市 全国

50

60
70

80

90

H29 H30 R1

76.2 76.1 81.5

69.4 71 73.9

数学の授業の内容はよく分かる

松浦市 全国

50
60
70
80
90

H29 H30 R1

77.9 76.2

80.6 84.9

国語の授業の内容はよく分かる

松浦市 全国

調査なし 

50

60

70

80

90

H29 H30 R1

81.1 77.3
77.3 77.6

国語の授業の内容はよく分かる

松浦市 全国

調査なし 

計画期間中の主な取組 

（＊１）カリキュラム・マネジメント 学校の教育目標の実現に向けて、子供や地域
の実態を踏まえ、教育課程（カリキュラム）を編成・実施・評価し、改善を図る
一連のサイクルを計画的・組織的に推進していくこと 

 

小学校 

中学校 
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◆ 国語・算数・数学の授業の内容がよく分かると回答している児童生徒の割合 

  ※全国学力・学習状況調査：児童生徒質問紙調査から 

 
◆ 全国学力・学習状況調査の平均正答率 

 令和元年度 令和６年度 

小学校 
国語  －５．８ 

算数  －５．６ 
全国平均正答率と同等以上 

中学校 

国語  －０．８ 

数学  －５．８ 

英語  －７．０ 

全国平均正答率と同等以上 

 

④ 学力向上に向けた研究指定の取組 

 
 
● 学習指導要領の趣旨や内容に沿った研究に独自に取り組んでいる小中学校を支援す

るために、松浦市教育委員会指定による学力向上研究校の指定を行い、研究を推進

し、その成果を市内小中学校に広げる取組を行います。 
 
 
 

◆ 松浦市教育委員会による学力向上研究校の指定 

指定校数 
令和元年度 令和６年度（目標） 

２校 ２校の維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ30～Ｒ1 松浦市研究指定校（松浦市立星鹿小学校）   Ｈ30～Ｒ1 松浦市研究指定校（松浦市立御厨中学校） 

 令和元年度（実績） 令和６年度（目標） 

小学校・国語 ７６．２％ ８５％ 

小学校・算数 ７４．４％ ８５％ 

中学校・国語 ７７．３％ ８５％ 

中学校・数学 ８１．５％ ８５％ 

目指す成果指標 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 



第２章 基本目標達成に向けた施策の展開 

32 

⑤ ICT の活用と情報モラルの育成 

 
 
● 児童生徒がインターネットを適切に活用し、情報化社会に対応していける能力及び情

報モラルの育成を図ります。 

● 教育のＩＣＴ化を推進し、電子黒板やタブレットＰＣ、デジタル教科書等を活用した

効果的な授業を実践できる教職員を育成します。 

● 児童生徒の情報の科学的な理解促進のため、プログラミング的思考を育み、プログラ

ミングの働きやよさに気付き、コンピューター等を上手に活用してより良い社会を築い

ていく態度を育てていきます。 
 

   
                         

 
 
 
 
◆ ＩＣＴ機器・デジタル教科書を活用して授業を行うことができる教師の割合 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

小学校 ８０．７％ １００．０％ 

中学校 ７８．８％ １００．０％ 

 

⑥ 外国語教育の充実 

 
 
● 外国語指導助手（ＡＬＴ）４名を市内小中学校に効果的に配置し、小学校の学級担任、

中学校の英語科教員とのティーム・ティーチングにより、外国語授業の充実を図ります。 

● 特別活動の時間や休み時間等に、ＡＬＴと子どもたちが自然に交流する中で、お互い

の文化の違いに気づいたり、相手の文化の良さを認めたりすることができる取組を推進

します。 

● 教育委員会主催でＡＬＴを講師とした教職員の英会話研修、外国語活動・外国語科の

指導法に関する研修を行うことを通して、外国語教育に関する人的、物的環境面の充実

を図ります。 

20.0

40.0

60.0

80.0

小学校 中学校

65.5 
56.5 

77.3 

46.5 

本やインターネットを使って、グループで

調べる活動をよく行った児童生徒の割合

松浦市 全国

ICTを活用した授業 【全国学力・学習状況調査：児童生徒質問紙・学
校質問紙調査（令和元年度）】 
※当てはまる、どちらかといえば当てはまると回
答した割合 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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● 英会話教室やスピーチコンテストに向けた英語スピーチ練習会、イングリッシュ・キ

ャンプ等、児童生徒が直接ＡＬＴと関わりながら英語を学ぶ機会の拡充に努めます。 

● 児童生徒一人一人の英語力の向上を図るため、小学校低学年から、子どもたちが英語

に親しむ機会を設けるとともに、中学校においては、小学校外国語教育との連続性を踏

まえ、４技能５領域（聞くこと、読むこと、話すこと〔やりとり〕〔発表〕、書くこと）

のバランスのとれたコミュニケーションを図る資質・能力を培う英語教育を推進します。 
 

 
 外国語活動の様子（松浦市立上志佐小学校）      ＡＬＴと学ぶ異文化体験講座（教職員の指導力向上） 

 
 
 

◆ 自己紹介を英語でできる小６児童の割合及び CEFR A1 レベル相当以上の英語力を

もつ中３生徒の割合 

 平成３０年度（中学校は令和元年度） 令和６年度（目標） 

小学生 ８９％（２０７人／２３０人） １００％ 

中学生 ２８％（５５人／１９８人） ６０％ 

 CEFR（Common European Framework of Reference for Language: Learning, assessment:）外国語の学習、

教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠のこと。A1 レベルとは、実用英語技能検定３級程度に相当する。 

 

◆ 授業において、発話の半分以上を英語で行う教員の割合 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

中学校 ７５％ １００％ 

  

目指す成果指標 
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■施策２  児童生徒の豊かな心と健やかな体の育成             

① 道徳教育の充実 

 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育とその要となる道徳科（＊１）の指導を充実さ

せ、生きるための基盤となる道徳性を養うために、自他の生命を大切にする心、感謝をす

る心、ルールやマナーを守って行動できる規範意識を大切にしようとする心を育んでい

きます。 

また、道徳の授業を公開し、学校・家庭・地域が一体となった道徳教育の推進に努めて

いきます。 
 
 
 
 
 
 

● 校長の方針のもと、道徳教育推進教師を中心として、道徳教育の全体計画や道徳科の

年間指導計画、他教科との関連を示した別葉（指導計画）による指導を充実させること

で、全教職員が協力した校内指導体制を整備する取組を推進します。 

● 児童生徒の発達段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導及び児童生徒が感動を覚

える魅力的な教材の活用等を通して、道徳の指導の充実を図ります。 

● 松浦市生徒代表者会議を開催し、生徒が主体性を持って、いじめ問題の根絶等に取り

組むためのリーダーを育成します。また、いじめ問題に限らず今日的課題についても協

議できる場とすることで、学校における生徒一人一人の課題解決能力や自治能力を育成

します。 

● 松浦市いじめ防止基本方針に則り、学校と家庭・地域が組織的に連携・協働する体制

維持に努め、いじめへの問題意識の更なる向上と対策について推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                令和元年度 市内生徒代表者会議 

 

  

計画期間中の主な取組 

（＊１）道徳科 平成 29 年度告示の新学習指導要領の改訂で教育課程の編成があり、週１
時間実施していた道徳の時間が、「特別の教科 道徳」として教科に位置づけられた。 
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◆ 自己肯定感が育まれている割合 

「自分にはよいところがあると思うか」（平成 31 年 度全国学力・学習状況調査） 

 令和元年度（実績） 令和６年度（目標） 

小学校 ８３％ １００％ 

中学校 ７６％ １００％ 

「先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思うか」（平成 31 年度 全国学力・学習状況調査） 

 令和元年度（実績） 令和６年度（目標） 

小学校 ８６％ １００％ 

中学校 ８９％ １００％ 

 

② 人権・平和教育の充実 

本市では「松浦市人権教育・啓発基本計画」に基づき、学校・家庭・職場・地域社会な

どあらゆる場面や機会において、人権についての理解を深め、人権感覚を養うことにより、

いのちを重んじ、心豊かでたくましい人間の育成に努めています。 

 学校教育においても、一人一人の児童生徒が、発達段階に応じて、人権の意義・内容や

重要性について正しく理解し、だれもが大切な存在であるとともに、集団生活におけるル

ールやマナーを尊重し義務や責任を果たそうとする態度を養います。そして、様々な場面

で具体的な人権問題に直面したとき自らの問題として解決しようとする意欲や実践的な

行動力を身につけるよう指導の充実を図ります。 

 また、学習指導要領の趣旨に基づいて、あらゆる教育活動を通して、平和に関する資質

の育成を図ります。 
 
 
 

● 子ども一人一人の持つ個性を最大限に引き出し、さらに伸長していく学校教育を推進

します。 

● 市内全小中学校において、人権教育・平和教育全体計画を作成し、学校教育活動のあ

らゆる場面において、人権教育・平和教育の充実に取り組みます。また、８月９日の「県

民祈りの日」を登校日とし、戦争や原爆の悲惨さ、生命の尊厳について学ぶ取組を市内

小中学校で実施します。 

● 教職員自らが人権感覚を磨き、様々な人権課題についての認識を深め、適切に人権教

育を実践できるよう市内すべての学校で校内研修を充実させます。 

● 学校教育で取り組んでいる人権教育の内容を家庭・地域に知らせたり、人権教育に関

わる学校行事等の取組に、保護者や地域の方に参加してもらったり相互交流を図ります。 

● 男女共同参画社会の形成に向けた教育を推進するために、男女平等、男女の相互理解

と協力の重要性、家庭生活の大切さなどについての教育の充実に努めます。 
 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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◆ 周囲や相手に思いやりを持って生活をしている児童生徒の割合 

 令和元年度（実績） 令和６年度（目標） 

小学校 ８５．９％ ９０％ 

中学校 ８５．１％ ９０％ 

学校運営調査 

 

◆ 戦争の悲惨さや平和の尊さについて理解している児童生徒の割合 

 令和元年度（実績） 令和６年度（目標） 

小学校 ９７．８％ １００％ 

中学校 ９６．０％ １００％ 

学校運営調査 

 

③ 子どもの読書活動の推進 

市内小中学校の児童生徒が、読書を通じた有用性（言語力・知識・感性・表現力・想 

像力等）の向上を目指し、心豊かな生活を送れるよう読書活動の推進を図ります。 
 
 
 

● 市内小中学校において、朝読書を中心に全校一斉読書活動等を推進するとともに、家

庭での読書活動の働きかけを行い、児童生徒の読書習慣の確立を促します。 

● ４月２３日の「子ども読書の日」、「こどもの読書週間（４月２３日～５月１２日）」及

び「読書週間（１０月２７日～１１月９日）での読書推進・啓発を図ります。 

● 市内小中学校において「学校図書館教育全体計画」等の策定、教育課程における学校

図書館の計画的な活用に努めます。 

● 学校図書支援員を配置し、蔵書整理をはじめ，図書の補修，学校図書館の飾り付け，

配架の見直し，教員が必要とする資料の準備・収集など、子どもたちや教員が利活用で

きる魅力ある学校図書館づくりを行います。 

● 学校図書館図書整備１０か年計画（平成２５年度策定）に基づき、市内全学校におい

て図書標準冊数の達成を目指します。また、計画終了後も図書標準冊数の維持に努めま

す。さらに、「長崎県の子どもにすすめる本５００選」（＊１）の全冊配置を目指します。 
 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

（＊１）長崎県の子どもにすすめる本５００選 
子どもの読書の質を高めていくために、長崎県内すべての公共図書館の司書や各小・

中・高校の司書教諭などの学校図書館担当者が推薦した本の中から選定された本。 
小学生低学年向け、小学生中学年向け、小学生高学年向け、中学生向け、高校生向け各

１００選ずつの計５００選。 
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◆ 家庭における読書活動の働きかけを行っている学校 

小中学校 
令和元年度（現在） 令和６年度（目標） 

１２校／１６校中 １６校／１６校中 

 

◆ 魅力ある学校図書館づくりに取り組んでいる学校 

小中学校 
令和元年度（現在） 令和６年度（目標） 

１４校／１６校中 １６校／１６校中 

 
◆ 図書標準冊数の達成率（全小中学校合計） 

冊 数 

（割合） 

平成３０年度 令和６年度（目標） 

７１，３７１冊（７９．９％） ８９，３６０冊（１００．０％） 

 
◆ 学校図書支援員の配置 

配置人数 
令和元年度 令和６年度（目標） 

３人 ４人 

 

④ 文化、芸術活動の推進 

 
 
● 市内小中学校の児童生徒が、文化、芸術活動に触れ、豊かな心情を育むとともに、文

化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）等の国の事業や長崎県美術館のスク

ールプログラム事業の活用等、幅広い活用を呼びかけます。 

● 文化・芸術に対する関心を高め、心豊かな人間の育成に資することができるよう、日

頃の学習活動の成果を発表する場として、各学校において学習発表会等を開催します。 

 

⑤ 郷土を担う人材の育成 

今後、グローバル化する社会の中で、自分とは異なる文化や歴史をもつ人々と共存し

ていくためには、国や地域の伝統や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きます。 
 
 
 
● 市内小中学校において、「ふるさと教育」と称し総合的な学習の時間を通して、地域

のひと・もの・ことについて理解を深める体験活動等、郷土に関する学習を充実させる

ことで、自分が住んでいる町に誇りや憧れを抱くことができる子どもの育成に努めます。 

また、児童生徒の発達段階に応じて、探究的に地域学習に取り組めるよう中学校区に

よる年間指導計画作りの連携を深めます。 
 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 



第２章 基本目標達成に向けた施策の展開 

38 

 
 

◆ 総合的な学習の時間に地域の伝統や町づくり等「ふるさと教育」について実施してい

る学校数 

 令和元年度（実績） 令和６年度（目標） 

小学校 ６校／９校 ９校／９校 

中学校 ５校／７校 ７校／７校 

学校運営調査 

◆ 総合的な学習の時間「ふるさと教育」の年間指導計画を小・中学校が連携して作成し

ている学校数 

 令和元年度（実績） 令和６年度（目標） 

小学校 ０校／９校 ９校／９校 

中学校 ０校／７校 ７校／７校 

学校運営調査 

 

⑥ 基本的生活習慣の定着 

子どもを取り巻く環境の変化は激しく、睡眠習慣や食生活の乱れ、コミュニケーショ

ン力の低下、ＳＮＳによる問題などが懸念されるようになりました。 

そこで、「早寝早起き朝ごはんの推奨」、「計画的な家庭学習に取り組む子どもの育

成」、「家庭でのコミュニケーションを大切にする町づくり」、「子どもを守るＳＮＳ

ルールづくり」の４つの取組について推進していきます。 
 
 
 

● 「松浦っ子のよりよい生活のために」リーフレットにより家庭・地域に啓発し、学

びの基盤となる基本的生活習慣の確立を目指します。 

● 各学校において、児童生徒の生活習慣を把握し、適宜指導・改善に努めることがで

きるよう、生活指導主任・生徒指導主事の資質・能力の向上を目指して、研修会を充

実させます。 

● 松浦市学校保健会と連携し、保健分野からの指導に努めます。 
 
 
 

◆ 朝食を毎日食べていると回答している児童生徒の割合 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

小学校 ８５．４％ ９５％ 

中学校 ８９．４％ ９５％ 

全国学力・学習状況調査：児童生徒質問紙調査 

 

 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

目指す成果指標 
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◆ 家で計画を立てて勉強していると回答している児童生徒の割合 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

小学校 ６８．７％ ７５％ 

中学校 ５２．４％ ７０％ 

全国学力・学習状況調査：児童生徒質問紙調査 

◆ 携帯電話やスマートフォンの取り扱いについて指導・啓発している学校の割合 

活用率 
令和元年度 令和６年度（目標） 

１００％ １００％の維持 

児童生徒の携帯電話の利用状況調査 

 

⑦ 運動部活動の充実 

国及び県が示したガイドラインを受け策定した「松浦市立中学校等運動部活動におけ

る方針」をもとに、運動部活動が、生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築すること

を目指します。 
 
 
 

● 生徒のバランスのとれた生活と成長の確保やスポーツ障害の予防のため、適切な休養

日と活動時間の設定など最適な形で実施されるよう、各中学校と連携しながら徹底を図

ります。 

● 各学校の「運動部活動に係る活動方針」により、運動部活動の運営の在り方や指導方

針について、必要な指導助言を行います。 
 
 
 

◆ 休養日を週２日以上実施している運動部の割合 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

全 体 １００％ １００％の維持 

長崎県中学校部活動等に関する調査 

◆ 活動時間（平日２時間程度、土曜日・日曜日及び長期休業中の３時間程度）を適切に

実施している運動部の割合 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

全 体 ９４．９％ １００％ 

長崎県中学校部活動等に関する調査 

 
 
 
 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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⑧ 武道指導（なぎなた授業）の充実 

「なぎなたのまち松浦」として、競技力の向上や生涯スポーツとしてのなぎなた競技 

（リズムなぎなたを含む）の普及を目指します。 
 
 
 

● 夏季休業中に実技講習会を実施し、保健体育科教員の指導力向上を図ります。 

● 生徒の興味関心を高めるために、なぎなた競技の専門家を市内中学校に派遣します。 
 
 
 

◆ 一定の指導歴や研修受講歴を持った教師が指導できる割合 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

中学校 １００％ １００％の維持 

武道指導に関する状況調査 

◆ 武道授業（なぎなた）指導資料を活用して、なぎなた授業が充実している学校の割合 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

中学校 － １００％ 

松浦市独自の調査 

◆ 専門家派遣により、なぎなた授業の充実につながっている学校の割合 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

中学校 － １００％ 

松浦市独自の調査 

 

⑨ 児童・生徒の体力向上と運動習慣の改善 

 
 
 
● 市内各小中学校が全国及び県体力運動能力調査結果をもとに、自校の児童生徒の体力

状況・課題について分析・考察を行い「体育授業の充実」、「運動習慣の改善」に取り組

みます。また、児童生徒の運動に対する興味関心を高めるための取組を学校だけでなく、

家庭・地域と連携しながら推進していきます。 
 
◆ 体育の授業の改善に取り組んでいる学校の割合 

小中学校 
令和元年度 令和６年度（目標） 

－ １００％ 

 

 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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⑩ 食育・健康教育の推進 

 
 
 
● 栄養教諭、学校栄養職員を中心として、各小中学校の食育指導全体計画等に基づき、

給食、教科等における効果的な食育指導体制の整備・充実に努めます。  

● 児童生徒個人及び集団の健康状態を医学的見地から把握し、健康づくりの問題点や 

課題を明確にするため健康診断を実施し、児童生徒の健康管理に努めます。 

● 児童生徒が、薬物について正しい認識を持ち、健康に対する自己管理能力を育成し、   

生涯にわたって健康な生活を送ることができるよう、全小中学校で薬物乱用防止教室を

実施します。 

● 健康教育に有効な歯・口腔の健康づくりを推進するため、むし歯予防についての教育

を推進します。 
 
 
 

◆ 食育を学校行事の中で行っている学校の割合 

小中学校 
令和元年度 令和６年度（目標） 

７５％ １００％ 

学校運営調査 

◆ 食育を地域との関わりの中で行っている学校の割合 

小中学校 
令和元年度 令和６年度（目標） 

８７．５％ １００％ 

学校運営調査 

◆ １５歳児の永久歯にむし歯のある者の割合  

中 学 校 
令和元年度 令和６年度（目標） 

     ５０．３％ ３０％ 

歯科疾患実態調査 

 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策３  児童生徒の学びを支える学校づくりの推進                    

 

①  特別支援教育の充実 

平成３０年１１月に策定された「長崎県特別支援教育推進基本計画（第４次実施計画）」

に基づく、障害のある子どもたち一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導・支援を行

うため、本市の特別支援教育の充実を目指します。 

また、障害のある子どもたちへの教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違い

を認め合いながら、それぞれの個性を伸ばす教育を推進します。 
 
 
 

● 市内小中学校において、特別な支援（日常生活・学習場面等など）が必要な児童生徒

の実態を把握し、市内小中学校に教育支援員を適正に配置します。 

● 多様な学びの場の充実を図るため、通常学級や特別支援学級、通級指導教室において、

個別の教育支援計画を作成し、児童生徒一人一人に特性に応じた指導を行っていきます。 

● 幼稚園・保育所・認定こども園等から小学校へと、一貫した教育的支援の充実を図   

るため、子育て・こども課等と緊密に連携しながら、保護者等への早期からの相談支援

や情報提供の充実に努めます。また、保護者との信頼関係を基に十分な説明と情報提供

を行い、保護者の同意を得ながら子どもたちの適正な就学を支援します。 

● 令和３年の佐世保特別支援学校北松分校（以下「北松分校」）の設置に伴い、北松地区

における小・中・高等部の一貫した特別支援教育活動の充実を図るために、北松分校と

の連携を緊密に行いながら、児童・生徒及び保護者のニーズに応じた就学支援を行いま

す。 
 
 
 

◆ 学校の実態に応じた教育支援員の配置率 

小中学校 
令和元年度 令和６年度（目標） 

８６．７％ １００％ 

◆ 個別の教育支援計画作成率 

 令和元年度 令和６年度（目標） 

就学前児童の個別 

の教育支援計画 
１００％ １００％の維持 

市内小中学校の個別

の教育支援計画 
１００％ １００％の維持 

                               長崎県特別支援教育に関する調査 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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② 子どもの心と向き合う教育相談体制の整備 

   不登校・いじめ等の問題行動には、子どもの不安な心理状況や子どもを取り巻く環境

等が大きく影響しています。そこで問題解決に向けて、子どもの悩み等を解消し心の安

定を図る教育相談体制や、子どもが置かれた様々な環境の改善に向けた支援体制を確立

します。 
 
 
 

● 長崎県スクールカウンセラーの活用及び松浦市スクールカウンセラーを配置するこ

とにより、児童生徒が適切な教育相談を受けられる体制を整備します。 

● 長崎県スクールソーシャルワーカー配置事業を活用し、児童生徒が置かれた様々な環

境へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりして、児童生徒の支援を

行います。 

● スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーによる子育て相談会を実施

し、子どもの学習面や生活面、交友関係等に関することや子育てについての悩みや相談

に応じます。 

● 学校教育課と子育て・こども課が緊密に、連携して児童生徒、保護者、家庭への支援

に努めるとともに、児童虐待問題等の未然防止、早期解決に取り組みます。 

● 松浦市学校適応指導教室「ステップ」を設置し、不登校児童生徒に対して集団生活に

適応する力を育て学校への登校や児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立

することを支援します。 

● 松浦市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例により、「松浦市いじめ問題対策連絡  

協議会」を計画的に開催し、いじめ防止等のための対策を効果的に推進します。 
 
 
 

◆ 全児童・生徒数に対する不登校の割合 

 令和元年度（１２月末現在） 令和６年度（目標） 

小学校 ０．３３％ ０．１０％ 

中学校 ２．９４％ １．５０％ 

全 体 １．１７％ ０．６０％ 

◆ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる児童生徒の問題の解消率 

 令和元年度（１２月末現在） 令和６年度（目標） 

小中学校 ６０．１％ ７０．０％ 

          スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー実績報告（長崎県教育委員会調査） 

◆ いじめの解消率 

 平成３０年度 令和６年度（目標） 

いじめ解消率 ９９．３％ １００％ 

                  いじめ等の防止にかかる指導の充実のための調査（松浦市調査） 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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③ 少子化に対応した活力ある学校づくり 

人口減少・少子化が進む中、本市において活力ある学校づくりを図る上では、第１に学

校の果たす役割を再確認する必要があります。義務教育段階である小・中学校では、児童

生徒一人一人の能力を伸ばしつつ、単に教科等の知識や技能を習得させるだけではなく、

児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを

通じて、自ら課題を見つけ、自ら考え、判断し、それぞれの夢や志の実現に向けて粘り強

く行動できる基礎を身に付けさせることが重要です。そうした教育を充実させるためには、

一定規模の児童生徒集団が確保されていることなど、学校規模の適正化を図ることが課題

となります。 

同時に、小・中学校は、各地域のコミュニティの核としての性格も有することが多いこ

とや、学校教育は地域の担い手である子供たちを育む営みであり、まちづくりの在り方と

密接な関係があることも踏まえ、「地域とともにある学校づくり」の視点を加えた検討を

行うことも必要です。 

本市では、平成２３年度に策定した「松浦市小・中学校適性配置基本計画」をもとに、

教育水準の維持を図るために、学校を統合し学校適正配置を行ってきました。しかしなが

ら、下表１、２にあるように児童生徒数が減少し、学校の小規模化がさらに進んでいくこ

とから、現行の計画の見直しの必要性も含め、どのような方向で教育水準を維持し活力あ

る学校づくりを行っていくのか検討を行う必要があります。 

表１                  表２ 

  
      
 
    

● 平成２３年１２月２０日に策定した「松浦市小･中学校適正配置基本計画」に基づ  

く、小中学校適正配置の取組の成果と課題を検証したうえで、本計画の期間中に「第２

次松浦市小・中学校適正配置基本計画」を策定します。 

● 「第２次期松浦市小・中学校適正配置基本計画」の策定について検討を進めていくに

あたって、保護者、地域住民等のニーズや意見を聴取するためのアンケートを実施しま

す。 
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計画期間中の主な取組 



第２章 基本目標達成に向けた施策の展開 

45 

■施策４  社会に開かれた教育課程の実現                              

 

①  開かれた学校づくりの推進 
 

 
 

● 学校の教育活動その他の学校運営の状況についての評価（自己評価・学校関係者評価）

を行い、評価結果を踏まえ、各学校が自らその改善に取り組み、教育水準の向上につな

げていくとともに、積極的に外部に公表します。社会に開かれた教育課程の実現のため

に学校と保護者、地域住民等が学校運営について当事者意識をもち、子どもの情報や課

題を共有し、共通の目標（＝ビジョン）を設定し、一体的な取組を行います。この取組

を推進するために、市内の学校にコミュニティ・スクール（＊１）を設置します。 

● 毎月初め１週間、市内小中学校において、児童生徒の登校時から下校時まで、保護  

者・地域住民が自由に学校を参観できるよう学校を開放する「みんなでオープンスクー

ル」を実施します。また、保護者・地域住民・関係団体等に働きかけ、児童生徒の登下

校の見守りや授業でのゲストティーチャーとして協力を求めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◆ 学校評価における結果を踏まえた改善点まで公表した学校数 

 令和元年度（実績） 令和６年度（目標） 

小学校 ７校／９校 ９校／９校 

中学校 ４校／７校 ７校／７校 

◆ コミュニティ・スクール設置校数 

コミュニティ・スクール 

設置校数 

令和元年度 令和６年度（目標） 

０校/１６校 ５校/１６校 

     
 

②  教職員の資質の向上  
 

 
 
● 教科指導や生徒指導等に関する専門的知識と実践的な指導力を備え、強い使命感と深

い教育愛を持った教職員を育成するために、松浦市の教育課題を踏まえた教科及び領域

別の市内研修会を実施します。また、長崎県教育委員会が主催する各種研修会及び研修

講座へ、市内小中学校教職員の積極的な参加を促します。 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

（＊１）コミュニティ・スクール 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の６
の規定により、保護者や地域住民等から構成される学校運営協議会を設置し、保護者
や地域住民等が一定の権限と責任を持って学校運営の基本方針を承認したり、教育活
動について意見を述べたりできる仕組みを持つ学校のこと。（P.12 注釈参照） 
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● 不祥事根絶に向けた継続的で実効性のある研修会を実施するとともに、市内校長研修

会等あらゆる機会を通じて指導体制の強化を図ります。また、市内小中学校において、

服務規律強化月間を設定し、コンプライアンス（＊１）に関し重点的に取り組む内容をす

べての教職員で議論し、不祥事根絶と資質の向上に努めます。 

● 校長研修会、教頭研修会を、毎月実施し、学校経営及び教育上の今日的諸課題につ     

いての研修を行います。また、教務主任研修会を計画的に実施し、学校運営を支えるミ

ドルリーダーの育成に努めます。 

● 「運動部活動に係る活動方針」に沿った部活動の実施や働き方改革による業務改善に

より、教職員と児童生徒が向かい合う時間を確保し、様々な活動を通して信頼関係を高

めます。 

● 教職員のストレスチェックを年２回実施し、実施率１００％を目指します。また、セ

ルフチェックによりメンタルヘルスへの意識を高め、自己管理力を身に着け、健康を保

持増進することで安定した勤務ができるよう支援します。 

 

  
 （＊１）コンプライアンス 法律や社会的通念を守ること。 
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基本目標Ⅱ  安全・安心で快適な教育環境の整備 

 

すべての子どもたちが質の高い教育を受けることができるよう、教育環境の整備・充実

を図るとともに、子どもたちを災害や犯罪から守るための安全対策を講じます。 

また、児童生徒数の減少が見込まれる将来においてもこれらの施策が確実に持続できる

よう、教育の質の長期的な向上に繋がるような施策を展開します。 

 

 

■施策１ 学校施設整備の推進                       

 

■施策２ 学習環境整備の推進                       

 

■施策３ 就学支援の充実                         

 

■施策４ 児童生徒の安全確保対策の推進                  

 

■施策５ 安全・安心な学校給食の提供                   

  

楽器寄附ふるさと納税贈呈式（御厨中学校） 
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■施策１ 学校施設整備の推進                      

 

①  耐震化の促進 
 

 
 
● 学校施設の耐震化等について、１００％完了に向け進めていきます。 

【耐震化が終了していない学校施設】            令和２年３月末現在 

学校名 施設名 内 容 事業年度 

鷹島小学校 校  舎 改  築 令和元年度～２年度 

鷹島中学校 校  舎 改  築 令和元年度～２年度 

 
 
 

◆ 学校施設耐震化実施率 

市内全小中学校 
令和元年度 令和２年度（目標） 

８９．９％ １００．０％ 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

鷹島地区 小・中学校完成予想図 
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②  学校施設の長寿命化の推進 
 

 
 
● ２０年間の学校施設の大規模改修や建て替え時期のシミュレーションを基に作成さ

れた現在の長寿命化計画について、必要に応じて損耗状況等の再評価等を行い、中期的

な財政計画に支障をきたさずに予防保全が行われるよう、状況の変化に応じて計画を更

新します。また、計画外の大規模な事後保全の発生を抑止するため、各学校への定期的

なヒアリングを実施し、現状を正しく把握して修繕費等の予算確保に努めます。  
 
 
 
◆ 学校施設長寿命化計画の更新 【目標年度】令和２～６年度 

  施設更新の状況や新たな損耗等の状況に照らして計画内容を年次点検し、必要に応じ

て計画内容を更新します。 

◆ 学校施設・設備に関する定期的な現地ヒアリングの実施 【目標年度】令和２～６年

度 

  各年度の次年度予算編成時期に各学校を巡回してヒアリング等を行い、施設・設備の

状況を直接確認して緊急性・実効性の評価判断に即した予算配分を行います。 

 

③  児童生徒数の変動に応じた学校施設・設備の需要に関する調査研究 
 
 

 
● 今後予測される児童生徒数の変動に対応しながら学習環境が適正に維持され、効果的

な教育が行われるよう、長期的な学校施設・設備の配置等についての調査研究を行い、

各種関係計画の見直しのための基礎資料として整備します。 
 
 
 
◆ 学校施設・設備に関する長期的需要の調査研究 【目標年度】令和２～６年度 

令和２年度～令和６年度 

施設台帳を基礎とした将来需要に関する資料作成及び年次更新 

  

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

目指す成果指標 
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■施策２ 学習環境整備の推進                      

 

①  情報通信機器の計画的更新と新たなＩＣＴ教育環境への拡充整備 
 

 
 
● 市内各学校において、既存の設備（パソコン教室用パソコン、校務用パソコン、電子

黒板、校内サーバー、校内ＬＡＮ設備等）の経年劣化に対応した更新を計画的・効率的

に行います。 

  また、高速通信環境への対応、普通教室等への無線ＬＡＮ増設、校務系ネットワーク

のインターネット分離によるセキュリティ強化対策等に加え、普通教室における１人１

台の無線接続型タブレット・パソコンの配置を進めることにより、文部科学省が提唱す

る新たなＩＣＴ教育環境整備への対応を行います。 

  さらに、教職員の働き方改革の推進による学習環境の向上に資するため、長崎県の各

市町と連携する形での統合型校務支援システムの導入を図ります。  
 
 
 
◆ 通信環境・通信機器の整備計画 

整 備 内 容 目 標 年 度 

高速インターネット通信環境整備 令和２年度・令和３年度 

校務ネットワークのセキュリティ強化 令和３年度・令和４年度 

普通教室無線ＬＡＮ整備及び無線端末配置 令和２年度～令和 5 年度 

経年劣化情報機器の計画的更新 各年度 

     

 ◆ 児童生徒用情報端末の充足 

１台当たり 

児童生徒数 

令和元年度 令和６年度（目標） 

４．８人／台 １．０人／台 

※ 令和元年度はパソコン教室用端末と普通教室用タブレットの合計（校務用、電子黒板を含まない）
台数。目標値は、普通教室で無線接続により使用可能なパソコン・タブレットの合計台数。 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策３ 就学支援の充実                       

 

①  就学援助制度の充実 
 
 
 
● 経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒が、安心して学校生活を送ること

ができるよう、その保護者に対して就学援助を実施し、学用品や医療費、学校給食等に

かかる費用の一部助成を引き続き行います。また、令和元年６月に改正された「子ども

の貧困対策の推進に関する法律」において自治体による貧困対策計画の策定が努力義務

として促されていることから、その動向に寄り添った取り組みとなるようにします。 

● 要保護及び準要保護の認定率については、全体としては減少傾向ですが、小学生の準

要保護ではやや上昇傾向にあります。申請から認定までの事務処理を迅速に行うため、

更なる効率化を図るとともに、制度の周知徹底を図っていきます。 

● 青島、黒島及び飛島地区から本土又は他の離島の高等学校等へ進学する生徒及び学生

の保護者の経済的負担を軽減するため、通学に要する経費や居住費の一部を助成します。 

 

②  松浦市奨学金貸付制度の充実 
 

 
 
● 向学心に富み、優れた資質を持ちながらも、経済的理由により高等学校や大学等への

就学が困難な者に対し、学資の貸与を行います。また、各地で地域振興策として行われ

始めている地域内就労・定住者への貸付金返済に関する特例制度などについても、周辺

自治体の動向や費用対効果を踏まえた検討を行います。 
      
 
 

 ◆ 募集人員及び貸与額（毎年度） 

学 校 別 目標採用人員 貸与月額 

高  等  学  校 １５名 １５，０００円 

短大・専修学校・大学 １０名 ３０，０００円 

 

 

■施策４ 児童生徒の安全確保対策の推進                

 

①  通学路の安全確保 
 

 
 

● 毎年、通学路安全プログラム（平成３０年度作成）に基づき、市内を３地区に分け、

学校関係者や道路管理者、警察等による合同点検を実施し、通学路の危険個所の改善を、

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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計画的に実施します。 

● 合同点検実施後、点検結果及び対策一覧表を松浦市ホームページに掲載し、周知に努

めます。 

● 児童生徒に危険を予測し、回避する能力を身に付けさせるために、各学校において警

察等関係機関及び地域との連携を密にし、交通安全教室や避難訓練を実施します。また、

通学路安全マップの活用を図り、「入りやすく、見えにくい場所」には立ち入らない等

の指導を徹底します。 

● 児童生徒の登下校時等の安全に向けて、地域と連携した見守り体制の構築を図ります。 

     
 少年補導委員による見守り活動              学校別に作成した通学路安全マップ 

 

②  防災教育の充実 
 

 
 
● 学校や地域の実態に即した実践的な避難訓練、また、玄海原子力発電所の不測の事態

に対応した避難訓練等を通して、児童生徒が非常時に安全に避難することができる能力

を養成するとともに、教職員の対応能力及び指導力の向上を図ります。 
  
 
 
◆ 避難訓練の実施率（市内全小中学校） 

令和元年度 令和２年度～令和６年度（目標） 

１００％ １００％の維持 

◆ 原子力防災を含めた防災訓練や安全指導の実施率（市内全小中学校） 

令和元年度 令和２年度～令和６年度（目標） 

１００％ １００％の維持 

 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策５ 安全・安心な学校給食の提供 

 

①  地域産物（地元産品・県内産品）の活用 
 
 
 

● 学校給食への地域産物の活用は、児童生徒が給食を通して、特有の風土の中で培われ

た食文化や、農業をはじめとする地域の産業について理解を深めるとともに、生産者へ

の感謝の心を育むなど教育上の効果があります。また、安全・安心な食の提供という観

点からも必要不可欠です。  

小売業者の減少などの課題はありますが、地元生産者や小売業者、長崎県学校給食会

と連携を図りながら、今後も引き続き地域産物の活用に努めていきます。 
   
 
 

 ◆ 地元産品・県内産品活用率 

食材購入重量

に占める割合 

令和元年度 令和６年度（目標） 

地元 

１７.１％ 

地元＋県内 

7７.１％ 

地元 

１７.１％ 

地元＋県内 

7７.１％ 

 

②  食物アレルギーを持つ児童生徒への適切な対応 
 
 
 

● 「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、保護者、学校、教育

委員会及び学校給食共同調理場の４者が、児童生徒の食物アレルギー情報を共有し、そ

れぞれの責務に応じた適切な対応を行うことで、学校給食による事故を防ぎます。 
 
 
 

◆ 食物アレルギーによる事故件数  

事故件数 
令和元年度 令和２年度～令和６年度（目標） 

０件 ０件の維持 

 

③  異物混入や食中毒等による事故の防止 
 
 
 

● 食材の購入、検収、下処理、調理の段階で異物混入がないよう、複数の調理員による

目視体制を確立することにより異物混入を防止します。また、食材や調理員が原因とな

る食中毒を防止するため、調理員の衛生知識の向上を図るとともに、健康管理や施設に

おける衛生管理の徹底を図ります。 
 
 
 

◆ 学校給食共同調理場における衛生講習会の開催 … 年１回以上の開催  

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

目指す成果指標 

目指す成果指標 
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基本目標Ⅲ  学校・家庭・地域の連携強化 

 

社会全体で教育に取り組む機運を高め、学校・家庭・地域が一体となった教育を

推進します。 

 

 

■施策１ 学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進            

 

■施策２ 家庭教育の充実                         

 

■施策３ 放課後の子どもの居場所づくりの推進               

  

松浦市少年補導委員研修会 
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■施策１ 学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進 

 

①  地域学校協働活動の推進 
 
 
 

 ● コミュニティ・スクール（ＣＳ）の導入に伴い、これまで推進してきた「学校支援会

議」を発展させ、小学校区単位で「地域学校協働本部」（＊１）の設置を進めます。同本

部については、新たな組織を立ち上げるのではなく、市立公民館を含めた既存の組織・

機関を活用するものとし、ＣＳの円滑な運営と地域の社会教育活動の活性化を図ります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 地域学校協働本部が設置されている割合 

区分 令和元年度 令和６年度（目標） 

地域学校協働活動本部

の設置率 
０／９小学校区（０％） ３／９小学校区（３０％） 

 ※設置率の根拠は、ＣＳの設置目標に準じる。 

 

②  ＰＴＡ活動の活性化の推進 
 

 
 
● 学校と地域をつなぐ役割を担うＰＴＡ活動の活性化を推進するため、研修会等を通じ

て松浦市ＰＴＡ連合会に対して支援を行います。 

 

③  学校・家庭・地域・関係機関の連携推進 
 

 
 
● 地域における青少年健全育成活動の促進や学習支援、部活動の指導、子育て・こども

課との連携など、様々な取組を推進します。 

● 共働き家庭の子どもが保育所から小学校に上がる際、保育所に預けていた時間は小学

生になると預けられなくなる「小１の壁」の問題解決のため、「青パト」活動など子ど

もの見守り環境の整備を図ります。 

● 学校と地域の円滑な連携を図るためのサポート役として、地域の拠点施設としての公

民館の活動を充実させます。  

 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

（＊１） 
地域学校協働活動 地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体・

機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支える
とともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーと
して連携・協働して行う様々な活動。 

地域学校協働本部 より多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワー
クを形成することにより、地域学校協働活動を推進する体制。 
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④  ココロねっこ運動の推進 
 
 

 
● 「ココロねっこ運動」をより地域に根ざした運動とするために、県・地域との連携を

深め、運動の内容の理解を深める活動を行います。 

● 「ココロねっこ運動」を推進し、地域総ぐるみで、子どもが夢と希望を持って健やか

に成長できる環境を整備し、子どもの健やかな成長を促すための活動や取組を強化する

ことで、安心して子どもを生み育てることのできる社会の実現を目指します。 

 

⑤  有害環境の点検と浄化 
 

 
 
● 長崎県少年保護条例に基づき、有害図書等の区分陳列等の立ち入り調査を行います。 

● 長崎県が養成しているメディア安全指導員の資質向上を図り、より多くの保護者・児

童に対し、インターネット、メディアとの関わり方に関する指導・啓発を行います。 
 
 
 
◆ メディア安全指導員数 

メディア安全指導員数 
令和元年度 令和６年度（目標） 

３人 ６人 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  保護者を対象としたメディア安全教室（今福保育園） 

  

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策２ 家庭教育の充実                        

 

①  家庭教育推進活動の実施 
 
 
 
● 保育所・幼稚園や学校等と連携し、就学前から児童生徒期を通じて「早寝・早起き・

朝ごはん」運動を推進します。 

● 家庭教育の重要性を認識するための啓発活動を行います。 

● ＰＴＡ研修会等の折に「ながさきファミリープログラム」を実施し、親同士のつなが

りを深めるとともに、家庭における生活習慣の確立や、親の家庭教育に関する学びを支

援します。 

 

②  保護者の学習の推進 
 
 
 
● 保護者が自ら学び、親として育ち、力を付けるために、情報の提供や啓発活動を行い

ます。 

● 保護者の家庭教育を行う力を向上させるため、ＰＴＡなどを通じて、保護者間での情

報交換の促進を図ります。 

 

    

 

 

 

 

 
 
 

市ＰＴＡ連合会合同研修会          市ＰＴＡ連合会母親委員会による心理学口座 

（ながさきファミリープログラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市ＰＴＡ連合会研究大会 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 
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■施策３ 放課後の子どもの居場所づくりの推進              

 

①  地域子ども教室の更なる充実 
 

 
 
● 「地域子ども教室」を引き続き推進し、スポーツ活動・文化活動・学習活動といった

子どもの体験活動や交流活動の機会を提供するとともに、内容の更なる充実を図ります。 

● 「放課後子どもプラン」を引き続き推進し、「地域子ども教室」と「放課後児童クラ

ブ」（子育て・こども課所管）の連携に努めます。 

● 学校支援会議を核として学校・家庭・地域が連携し、学校の余裕教室等を活用した放

課後子ども教室及び放課後児童クラブの充実を図ります。 
 
 
 

◆ 地域子ども教室小学校区設置率 

区  分 令和元年度 令和６年度（目標） 

校区数・教室数 

設置率 

９校・８室 

１００．０％ 

９校・８室 

１００．０％の維持 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         地域子ども教室（ 鷹島小学校（左）／福島養源小学校（右） ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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基本目標Ⅳ  生涯にわたる学びのサポート 

 

自己啓発や生活の充実のための学びの環境を整備することで、生涯にわたる自己

実現をサポートします。 

 

 

■施策１ 生涯学習体制の充実                       

 

■施策２ 生涯学習施設の整備                       

 

■施策３ 生涯学習機会の提供                       

 

■施策４ 人権教育の推進                         

 

■施策５ 図書館運営の充実                        

  

移動図書館車 
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■施策１ 生涯学習体制の充実                      

 

①  生涯学習・社会教育情報の収集・提供 
 
 
 

● 市民が主体的に学習活動を行えるように、生涯学習や社会教育に関する情報や活動し

ているグループの情報を収集し、市民に提供します。 

・講座、イベントなどの学習機会の情報収集及び提供 

・生涯学習の意義や社会教育に関する情報のホームページでの啓発 

・文化・生涯学習情報紙の発行 
 
 

②  学習グループの支援 
 

 
 
● 生涯学習や社会教育活動を行うグループの支援を図るため、「まつうら出前講座」な

どの情報提供を行うとともに、学習グループが活動しやすいような支援を行います。 

・出前講座や放課後子ども教室による世代間交流 

・地域婦人会や保育士等と連携した活動時のボランティア託児 

・幅広い世代に向けた新しい講座の開拓 
  
 
 

 ◆ 「まつうら出前講座」利用回数及び人数 

利用回数・人数 

平成３０年度 令和６年度（目標） 

２７５回  ６,８３４人 ３００回  ７,０００人 

   

   

  

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策２ 生涯学習施設の整備                      

 

①  公民館の整備と管理運営 
 
 
 

● 公民館を生涯学習や社会教育の事業や情報提供などの学習活動支援を行う拠点施設

として活用するために、施設整備や適切な管理運営を進めます。 
  
  ■建設の検討や計画的な修繕（バリアフリー化を含む）が必要な公民館 

   ・福島公民館（昭和４３年度建設） 

   ・鷹島公民館（昭和５３年度建設） 

   ・御厨公民館（昭和５３年度建設） 

   ・星鹿公民館（平成 元年度建設） 

    ※ 調川公民館は令和２年度新築予定。上志佐公民館は平成２９年度エレベーター 

設置済、令和２年度駐車場整備を予定。 
 
 
 
 ◆ 公民館整備計画の策定   【目標年度】令和３年度 

         

 

                    オーストラリアデー（中央公民館ホール） 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策３  生涯学習機会の提供                     

 

①  公民館活動の充実 
 
 
 

● 地域社会における交流の場や、生涯学習・社会教育事業を実施する中心的な場として、

市民のニーズや必要な施策に応じた事業を推進します。 
    
 
 
◆ 市立公民館の利用回数及び利用者数（延べ数） 

利用回数・利用者数 

平成３０年度 令和６年度（目標） 

８，０１６回   

８８，５８９人 

８，０００回   

９０，０００人 

  

②  多様な学習機会の提供 
 
 
 

 ● 公民館事業のほか、高等学校や地域婦人会等の各種団体と連携した生涯学習・社会教

育事業を推進するとともに、市民が学んだ成果を生かすための生涯学習推進事業を進め

ます。また、新成人が社会人としての自覚を高めることを目的に、成人式を実施します。 
 
   ・地域婦人会等が実施する社会教育活動と子どもたちとの活動の連携 

   ・趣味や特技等を活かした活動グループの紹介及び活動の推進 

   ・新成人者自ら取り組む成人式 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

        新成人代表者による「二十歳の抱負」               成人式集合写真（令和 2 年） 

 

 

 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策４  人権教育の推進                       

 

①  人権教育・啓発活動の推進 
 

 
 
● 人権尊重の意識を高め、主体的に人権問題に取り組むことができるようにするため、

子どもから高齢者まであらゆる世代の市民が、人権について学べるよう、人権に関わる

講演会や出前講座等を開催し、人権教育・啓発を推進します。また、新たな人権問題（Ｌ

ＧＢＴ等の性的マイノリティやＳＮＳ等によるいじめ等）の理解を深める活動、取組み

を行います。 

  ・人権を考える講演会 

 ・暮らしの中の人権を考える出前講座 
  
 
 
◆ 人権講演会参加者  

参加者数 
令和元年度 令和２年度～（目標） 

１２０人 ３００人 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

           人権講演会（上）／人権の花運動作品展（下） 

             

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策５  図書館運営の充実                      

 

①  図書館資料の整備・充実 
 
 
 

● 市民の読書活動や学習・調べ物に対応するため、基本的図書資料からデジタル資料、

地域資料等を収集・整備するとともに、県立図書館や近隣市町図書館等と連携し、図書

資料の相互貸借を行うなど、情報の収集・拡大に努めます。 
  
 
 
◆ 図書蔵書冊数 

蔵書冊数 
平成３０年度 令和６年度（目標） 

１１8，８６８冊 １２１，０００冊 

 

②  図書館サービスの充実 
 
 
 

● 成長・発達段階に応じて、本との出会いの場や本に親しむ機会を増やし、それぞれの

年齢期に対応した読書活動の推進を図ります。 

● 個人、家庭、学校、地域及び市が連携し、さまざまな世代の市民の読書活動を推進す

るため、市立公民館や学校、幼稚園、保育所等への支援を推進するとともに、市民とと

もに歩む図書館を目指し、市民ボランティアを積極的に受け入れ、自主的活動を支援し

ます。 

・ボランティア団体との協働による読み聞

かせや図書館運営の充実 

・本・図書館に興味を持たせる為の企画・行

事の充実 

・小中学校の図書館担当職員との連携強化 

・移動図書館車によるサービス 

・まちづくり、情報発信機能としての図書館

サービスの充実 

         図書館子ども向けイベント 

                           

 
 
◆ 貸出冊数 

貸出冊数 
平成３０年度 令和６年度（目標） 

１０２，８８２冊 １２５，０００冊 

 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

目指す成果指標 
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基本目標Ⅴ  スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

生涯にわたり心身ともに健康で活力に満ちた生活を送れるよう、スポーツ・レク

リエーションに親しむための環境を整備します。 

 

 

■施策１ スポーツ施設の整備・充実                    

 

■施策２ スポーツ・レクリエーション事業の充実              

 

■施策３ スポーツ指導者の育成                      

 

■施策４ スポーツ・レクリエーション活動の支援              

  

市内初の本格的野球場（青のまち松浦スタジアム）                 
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■施策１ スポーツ施設の整備・充実                   

 

①  スポーツ施設の整備と管理運営 
 

 
 
● 市内各スポーツ公園施設を、市民がスポーツ・レクリエーションを通して交流できる

拠点と位置付け、機能の充実を図るとともに、施設の管理運営についても計画的な維持

管理を行います。 

・松浦市民運動公園の改修 

・鷹島総合運動公園の改修 
 
 
 
 ◆ スポーツ施設整備改修計画の策定  【目標年度】令和３年度 

 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松浦スポーツセンター 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策２ スポーツ・レクリエーション事業の充実             

 

①  スポーツ・レクリエーション大会の充実 
 

 
 
● 市民体育大会、市民駅伝などのスポーツ・レクリエーション大会は、参加者のニーズ

を把握し、効率的な運営や参加者の拡大を目指します。 

また、ロードレース大会については昨今の交通事情により、現コースでの実施が難し

くなっているため、コースの見直しやレース形態の検討を行います。 
   
 
 

 ◆ 大会参加者数 

大 会 名 令和元年度 令和６年度（目標） 

市 民 体 育 大 会  １，３７６人  １，５００人 

ロードレース大会    ７８１人    ８００人 

市 民 駅 伝 大 会    ４３２人    ５００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 市民体育大会 ゲートボール（左）／剣道（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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②  スポーツ・レクリエーション活動の充実 

 

 

 

● 子どもから高齢者までそれぞれの年代に合ったスポーツが楽しめるよう、情報を提供

します。また、健康で豊かなスポーツ・レクリエーション活動を推進するため、保健・

福祉・医療関係者と連携し、日常的なスポーツの実施を促すことで、市民誰もが生涯に

わたりスポーツに親しむ生涯スポーツの実現を目指します。 

・なぎなたのまち松浦の推進 

・小学生・中学生・高校生・社会人に対する社会体育の情報提供 

・ウォーキング、ジョギングの推進によるスポーツ人口増加 
 
 
 

 ◆ スポーツ施設の利用人数（延べ数） 

種別 平成３０年度 令和６年度（目標） 

屋内施設  ４８，００７人 ５５，０００人 

屋外施設  ５５，３１６人 ６０，０００人 

※ 屋内施設とは、社会体育施設のうち、スポーツセンター、武道館、各市立体育館等の施設。屋外施設とは、運動公

園、野球場等。（文化会館は含まない。） 

 

      

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぎなた青島練成会 

 

  

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策３ スポーツ指導者の育成                     

 

①  スポーツ推進委員活動の充実 
 
 
 

● 地域スポーツの推進を担うスポーツ推進委員の資質向上やスキルアップを図るため、

様々な研修や講習会を実施します。 
 

    ・「まつうら出前講座」を活用したニュースポーツ教室の開催 

    ・体力テストの継続実施 

    ・応急手当講習会によるスキルアップ 
 
 
 

◆ スポーツ推進委員による「まつうら出前講座」の実施回数 

実施回数 
令和元年度 令和６年度（目標） 

 ４５回 ５０回 

                           

②  スポーツ指導者の育成・活用 
 
 
 
● スポーツ指導者は、スポーツを直接指導するだけでなく、広く市民にスポーツの素晴

らしさを伝えたり、スポーツを通じて多くの人々が交流を図るためのコーディネーター

役を担ったりするなど、スポーツの普及振興を行う上で大切な役割を担っています。こ

のようなスポーツ指導者の育成と確保を図るため、スポーツ推進委員、スポーツ団体、

学校、関係団体等と連携し、スポーツ・レクリエーションの普及に努めます。 

・スポーツ指導者の育成研修会の実施 

・なぎなたのまち松浦づくりのための各地域での指導者育成 

・小学校、中学校、高校における地域指導者との連携 

 

                

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

なぎなた指導風景 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策４ スポーツ・レクリエーション活動の支援             

 

①  スポーツ団体の育成・支援 
 

 
 
● 松浦市体育協会等と連携・協力し、スポーツ団体やレクリエーション団体の育成・支

援を図るとともに、松浦市体育協会主催のスポーツ講演会や、加盟団体が開催する各種

大会などを通して、市民のスポーツ活動の推進を図ります。 

 

   
             婦人ページェント           スポーツ推進委員による出前講座 

 

②  スポーツ団体への協力と支援 
 

 
 
● 各種スポーツ団体の育成と競技力向上及びスポーツ愛好者の裾野拡大のため、各種ス

ポーツ団体への協力と支援を行い、本市スポーツの振興と競技力の向上を図ります。 
 
 
 

◆ 県民体育大会の出場人数 

出場者数 
令和元年度 令和６年度（目標） 

２４４人 ２５０人 

  

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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基本目標Ⅵ  文化財の保護と文化芸術活動の推進  

 

本市には、古くから海を介して他国と接し、歴史や文化に大きな影響を与えてき

た文化財があります。しかし、社会状況の大きな変化により、文化財の継承基盤で

あるコミュニティが脆弱化し、地域文化の多様性の維持・発展が脅かされようとし

ています。同時に、地域振興、観光振興などを通じ、地方創生や地域経済の活性化

に貢献すると文化財に求められる役割への期待は増大しています。文化財をいかに

して次世代に継承するか、未来に先んじて必要な施策を講じることが必要です。 

また、文化の薫り高いまちづくりを進めるため、市民が文化芸術活動を行うため

の環境づくりに努めます。 

 

 

■施策１ 文化財の保存と活用                       

 

■施策２ 文化財の情報発信                         

 

■施策３ 伝統文化の保存と継承                       

 

■施策４ 文化芸術活動の推進                       

  

ＡＲ「蒙古襲来」～甦る元寇船～ 
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■施策１ 文化財の保存と活用                       

 

①  文化財の指定と保全管理 
 
 
 

● 本市にある貴重な文化財について、その保護・啓発、調査研究を行うことで、市民共

有の財産を適正に管理・保存し、後世に継承していきます。 

  

● 市内に点在する文化財の説明板などを整備することにより、文化財に対する市民への

理解と本市の観光資源としての活用を図ります。 
 
 
 

◆ 指定文化財の標識設置率 

標識設置率 
平成３０年度 令和６年度（目標） 

５４％ ６２％ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  文化財を活用したまちづくり 
 
 
 

● 本市に所在する未指定を含めた多様な文化財を総合的に調査・把握した上で、まちづ

くりや観光などの他の行政分野とも連携し、総合的に文化財の保存・活用を進めて行く

ための枠組みづくりに取り組みます。 
 
 
 

 ◆ 文化財保存活用地域計画の策定・・・【目標年度】令和５年度 

  

  

標識柱設置（市指定史跡土谷
ど や

百人
ひゃくにん

塚
づか

）  県指定史跡松浦党
まつらとう

梶谷
か じ や

城跡
じょうあと

  

（５０箇所のうち、設置可能３１箇所を対象） 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

目指す成果指標 
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③  国史跡鷹島神崎遺跡保存管理計画の具現化 
 

 
 
● 平成２６年３月に策定した『国指定史跡鷹島神崎遺跡保存管理計画書』に基づいた取

組を進めていきます。短期目標期間（平成２６年度から平成３０年度）に引き続き、中

期目標（１０年程度）においては「水中考古学の拠点に向けての環境整備」を目指しま

す。 

・『国指定史跡鷹島神崎遺跡保存管理計画書』における整備活用事業の進め方 

 
 
 

◆ 中期目標（１０年程度）の達成・・・【目標年度】令和５年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目  標 

短期（５年以内） 

平成 26 年度～平成 30 年度 

中期（10 年程度） 

平成 26 年度～令和５年度 

長期（10 年以上） 

平成 26 年度～令和５年度以降 

水中考古学の拠点に向けての基盤整備 水中考古学の拠点に向けての環境整備 水中考古学の拠点 

遺跡の価値を理

解し、守ります 

・鷹島埋蔵文化財センター、保存処理設備の

拡充 ・遺跡に相応しい海岸や陸域部の環境整備 

 

遺跡を究め、伝え

ます 

・史跡指定地内外の確認調査 

・１号沈没船の確認調査 

  

遺跡の価値を活

かし、招きます 

・沈没船の推定復元ＣＧ等の制作と公開 

・解説ツールの制作 

・ガイダンス施設の整備 

・文化財ガイドの育成 

・鷹島島内、市内観光ネットワークの構築 

・博物館機能を備えた（拠点）施設の整備 

・伊万里湾沿岸地域との観光ネットワークの

構築 

・水中考古学専門機関の設置 

・元寇船の復元・公開 

鷹島２号沈没船俯瞰画像（撮影・編集 町村 剛） 

（国際共同調査・共同研究、シンポジウム等の開催、関連書籍の出版等） 

鷹島海底遺跡全体の遺物等の確認調査 

元寇船復元に向けた調査研究と調査研究成果の発信、活用 

元寇船をテーマにした各種ソフト事業の展開 

（体験学習、観光及び物産開発、国際交流、イベント等） 

（ライブカメラによる公開、モニタリングと併せた見学会等） 

沈没船のモニタリングと公開・活用 

出土遺物の保存処理と公開・活用 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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■施策２ 文化財の情報発信                       

 

①  文化財の情報発信 
 
 
 
● 市内の文化財について、調査研究を行い、その成果を展示公開するなど積極的に取り

組みます。 

● 文化財の価値や保護の意義を伝えるため、ホームページやＳＮＳなどを活用して、情

報を発信します。また、市内外で開催されるイベントでＰＲを行うなど広報活動の充実

を図ります。 
 
 
 

 ◆ 情報発信件数（ＨＰ、ＳＮＳ等の情報発信、ＰＲ活動）・・・年間２０件以上 

 

②  歴史文化に親しむ機会の提供 
 

 
 

● 市民の郷土愛を高めるため、体験学習、出前講座など市内の歴史や文化に触れる機会

を提供します。 

● 埋蔵文化財センターの展示や登録有形文化財等の公開を通して、文化財の価値を伝え

ます。 
 
 
 
◆ 体験学習、出前講座、施設公開等の実施件数・・・年間５件以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  登録有形文化財旧長醫家
きゅうながいけ

住宅
じゅうたく

主屋
しゅおく

一般公開 埋蔵文化財センター体験学習 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

目指す成果指標 
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③  水中考古学の拠点を目指すための普及・啓発活動 
 
 
 
● 鷹島を水中考古学の拠点とするため、これ

までの調査研究で培った成果や情報を活用し、

セミナー等の啓発活動に取り組みます。 

● 水中考古学の専門研究機関の設置を目指す

とともに、拠点施設整備に向けた取組を進め

ます。 

 
 

 
◆ 要望活動の実施・・・年間１回以上 

 

 

■施策３ 伝統文化の保存と継承                      

 

①  伝統文化の継承 
 

 
 
● 地域で伝承されている浮立などの無形民俗文化財についてその活動を支援すること

で、保存と継承に努めます。 

● 伝統文化を後世に継承するため、文化財の記録保存に努めます。 
 
 
 

 ◆ 保存団体への支援 

保存継承奨励金 
平成３０年度 令和６年度（目標） 

６９０，６８３円 ６９０，６８３円（維持） 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水中考古学公開セミナー 

市指定無形民俗文化財田ノ平浮立 市指定無形民俗文化財百手講
ももてこう

 

計画期間中の主な取組 

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 

 

目指す成果指標 
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■施策４ 文化芸術活動の推進                      

 

①  文化芸術活動の支援 
 
 
 

● 文化芸術活動を行う個人や団体に対する支援や、文化・スポーツ振興基金の活用など

を通して、市民が行う文化芸術活動の振興を図ります。 

● 市民文化祭の作品展示、舞台発表など、市民の文化芸術の発表や鑑賞の場の提供に努

めるとともに、文化芸術団体の後継者育成のため、文化協会等と連携して児童生徒が文

化芸術に直接ふれあえる場の提供に努めます。 

● 文化会館においては、平成２８年度から導入した指定管理者制度により、民間のノウ

ハウを活かした自主事業を充実させ、多くの市民に舞台芸術の鑑賞機会を提供します。 
  
 
 

 ◆ 文化会館利用者数 

施 設 名 平成３０年度 令和６年度（目標） 

ふれあいホール １８，６２７人 １９，５００人 

ゆ め ホ ー ル ２３，８０１人 ２５，０００人 

リハーサル室  ３，７６７人  ４，０００人 

会 議 室  ８，２６３人  ８，５００人 

そ の 他  ５，２７５人  ５，５００人 

計 ５９，７３３人 ６２，５００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              市民文化祭 舞台発表（左）／作品展示（右）

計画期間中の主な取組 

目指す成果指標 
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１．計画実現に向けた教育行政の推進 

 

（１）計画の周知・広報 

  計画の着実な実施に向け、計画に掲げた基本目標や施策の基本的方向性等を広く市民

に知っていただき、共感していただけるよう、広報紙やホームページ等を活用しながら、

分かり易い情報発信・広報活動に努めます。 

また、計画の進捗状況を定期的に公開し、取組の現状やその効果についても周知を図り

ます。 

  さらに、計画を推進するうえにおいては、必要に応じて児童生徒や保護者、教育関係者、

市民等にアンケート調査を実施するなど、教育全般に関するニーズを的確に把握すること

に努めます。 

 

（２）教育関係予算の確保 

  教育基本法においては、「国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施される

よう、必要な財政上の措置を講じなければならない。」（法第１６条第４項）と規定されて

います。 

  第２次松浦市行政改革実施計画に基づき、物件費等の削減に努める中、教育環境充実に

向けた予算の計画的・効率的な執行に十分留意するとともに、財源確保に向けて国や県に

対し教育予算の拡充を働きかけるなど、本計画の推進に必要な予算の確保に努めます。 

 

（３）家庭、地域、企業及び関係団体等との連携 

  現在の教育を取り巻く様々な課題やニーズに対応していくためには、家庭や地域、企業

をはじめ、福祉事務所や子育て・こども課、防災課等の庁内関連部署、また、警察署等の

関係機関と更なる連携強化を図っていきます。 
 

 

２．計画の進捗管理 

 

（１）計画の点検・評価 

  本計画の推進にあたっては、計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）

のＰＤＣＡサイクルに基づき、定期的かつ適正な計画の進捗管理を行っていきます。 

 

（２）総合計画策定に合わせた中間見直しの実施 

  令和２年度からの新たな松浦市総合計画の策定との整合を図りながら、その他の国や県

の計画等の動向に応じて本計画の中間見直しを実施します。 

  

第３章 計画の推進に向けて 
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