
新居浜市教育大綱（案）

令和３年７⽉

未来を創り出す子どもが育つまちづくり

人と地域の力で豊かな心を育み、
つながり、学び合うまちづくり



施策
１ 家庭、地域の教育⼒の向上

２ 学校教育の充実

３ 特別支援教育の充実

４ 学習活動の充実

５ 文化芸術の振興と歴史文化の継承

６ スポーツの振興と競技⼒の向上

７ 近代化産業遺産の保存活用・整備の充実

８ 人権の尊重



未来を創り出す子どもが

育つまちづくり

まちづくりの目標



施策１ 家庭、地域の教育力の向上

未来を創り出す子どもが育つまちづくり

基本計画１ 子育て世代に関する家庭教育の充実
取組方針 ・公⺠館・交流センター等の講座内容の充実を図り、

受講者の増加を目指します。
・三世代が集う事業を実施し、地域全体で子育て世代を支援します。

取組内容 ・家庭教育に関する学習・相談機会の拡充
・三世代交流事業の充実 など

基本計画２ 学校・家庭・地域の連携協働の推進
取組方針 ・学校、家庭、地域の連携を強化し、

地域全体で子どもを育てる体制をつくります。
・コミュニティ・スクールと地域学校協働活動との一体的な推進を図ります。
・学校、家庭、地域の連携協働による家庭、地域の教育力の向上を目指します。
・放課後児童クラブも含めた放課後対策事業の一体的な推進を図ります。

取組内容 ・地域学校協働本部推進事業の実施
・放課後子ども教室推進事業の実施
・放課後まなび塾推進事業の実施
・地域における地域学校協働活動推進員（コーディネーター）の育成 など

基本計画３ ⻘少年健全育成の推進
取組方針 ・地域や子どもの育ちに関わる団体間の連携強化を図ります。

・地域や関係団体等と連携し、補導活動の充実を図ります。

取組内容 ・子どもの育ちに関わる団体についての調査実施
・街頭補導活動等の実施
・市ＰＴＡ連合会や警察との連携強化
・少年補導委員の育成・確保 など

１



基本計画３ 安全・安心で充実した教育環境の整備
取組方針 ・小中学校の適正規模、学校数についての方針に基づき、

既存施設の計画的な改修や更新を行います。
・学校給食施設整備基本計画に基づき、給食施設の整備を行います。
・教育現場におけるＩＣＴ化をより一層推進します。
・公立幼稚園の役割、在り方について検討します。

取組内容 ・学校の適正規模・適正配置等に関する方針決定
・学校施設の⼤規模改修、⻑寿命化改修の実施
・教育用タブレット端末等のＩＣＴ機器の整備及び教職員研修の実施
・公立幼稚園の今後の在り方の方針決定
・小中学校体育館への空調整備
・新学校給食センターの建設 など

基本計画１ 地域とともに育つ特色ある学校づくりと生きる力を育む教育の推進
取組方針 ・地域・家庭との連携を図り、特色ある学校づくりを推進します。

・教職員の資質・能力の向上に努めます。
・学力・体力向上に向け、課題を明確にしたうえで、取組の焦点化を図ります。
・生きた英語教育や環境教育、防災教育等を推進します。
・教職員の防災士資格取得を啓発・支援します。

取組内容 ・コミュニティ・スクールの推進
・教職員を対象とした各種研修会の開催
・新居浜市教育研究所の活性化・有効活用
・新居浜市教育力向上推進委員会の開催
・ＥＳＤ・ＳＤＧｓ推進事業の実施
・学校運営協議会や専門機関と連携した防災研修の実施を検討 など

施策２ 学校教育の充実

基本計画２ 児童・生徒の健全育成
取組方針 ・個々のニーズに応じた相談体制の整備・充実を図るとともに、

児童・生徒にあった学びの場を提供します。
・スクールソーシャルワーカー等の専門員の配置・連携を強化します。

取組内容 ・小・中学校における相談活動の充実
・適応指導教室における教育の充実 など

２
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施策３ 特別支援教育の充実

未来を創り出す子どもが育つまちづくり

基本計画１ より身近な場所で行う教育相談・早期支援の充実
取組方針 ・子どもや保護者が身近な場所で安心して相談できる体制を整備します。

・支援者の人材確保、スキルアップに努めます。
・関係機関との連携を強化し、早期発見・支援の充実を図ります。

取組内容 ・各種相談及び支援会議の効果的な活用
・園内、校内研修支援事業の推進
・「育ちの教室」「ことばの教室」等の発達相談の実施
・保護者支援・保護者の交流・学びの場の充実 など

基本計画２ 特別支援教育の啓発と支援体制の強化
取組方針 ・対象児、保護者、担当教諭との連携、相談体制を強化します。

・新居浜市地域発達支援協議会において、就学前から自立に至るまでの
支援に向けて必要な課題を検討します。

取組内容 ・インクルーシブ教育を推進する研修の実施
・啓発のための講演会の推進
・地域支援事業の利用促進と継続的な活用 など

基本計画３ 地域生活における自立に向けた支援・連携・協働の促進
取組方針 ・就学前から成⻑段階に応じ、自立に向けた⻑期的な視点による一貫した

支援ができるよう継続的な相談を行います。
・個別の教育支援計画を活用した連携・情報共有を図ります。
・家庭と教育と福祉の連携による自立に向けた支援を図ります。

取組内容 ・各関係機関との連携の強化
・個別の教育支援計画の作成と活用の充実
・児童発達支援の啓発 など

３
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つながり、
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まちづくりの目標



基本計画３ 図書館機能の充実
取組方針 ・時代の変化、市⺠ニーズに対応した資料を収集し、

講座・セミナー等を開催します。
・図書館未利用者に対し、図書館の魅力をＰＲし、利用促進を図ります。
・図書館の⻑期的な維持管理計画を策定し、計画的な修繕等を実施します。

取組内容 ・時代の変化、市⺠ニーズに対応した資料収集、情報発信
・他機関と連携した講座・セミナー等の開催
・企画事業（子ども向け行事など）の実施
・施設の計画的な維持管理 など

施策４ 学習活動の充実

⼈と地域の⼒で豊かな⼼を育み、つながり、学び合うまちづくり

基本計画１ 生涯学習機会の充実
取組方針 ・地域住⺠の要望や時代のニーズに合った講座等を開催します。

・生涯学習施設で学んだことを還元し、活躍できる場所をつくります。
・小中学校等と連携し、地域の歴史・伝統文化について学ぶ機会を提供します。
・愛媛⼤学、松山⼤学、新居浜高専等と連携した事業等を実施します。

取組内容 ・公⺠館等の学級・講座の開催
・生涯学習⼤学講座の開催
・高齢者生きがい創造学園講座の開催
・校区夏祭り・文化祭等の開催支援
・地域の伝統・歴史を伝承するための事業開催
・小中学校におけるふるさと学習の支援 など

基本計画２ 生涯学習関連施設の充実
取組方針 ・公共施設再編計画等に基づき、計画的な施設・設備の修繕、維持管理を

行います。
・生涯活躍のまち基本構想に基づき、新たな拠点施設を整備し、活用します。

取組内容 ・公⺠館、交流センター等の環境整備
・生涯学習センター・高齢者生きがい創造学園の機能維持
・ワクリエ新居浜を活用した多世代交流の促進と産業振興 など

４



施策５ 文化芸術の振興と歴史文化の継承

基本計画１ 文化芸術活動の推進
取組方針 ・市⺠が様々な文化活動を行えるよう、環境の整備、機会の拡充に努めます。

・文化芸術活動に取り組む団体と連携し、活動を支援します。
・⽼朽化した市⺠文化センターに代わる新たな施設整備に着⼿します。

取組内容 ・あかがねミュージアム等での文化芸術事業の充実
・市⺠文化祭、市展や様々な分野のアウトリーチ活動の実施
・ＳＤＧｓをテーマに子どもたちを対象とした国際公募型美術展の開催
・ミュージアムボランティアの充実及びあかがねジュニア学芸員の育成
・新施設の基本構想、基本計画等の策定、整備推進 など

基本計画２ 文化財・伝統文化の保存と歴史文化の継承
取組方針 ・文化財の適切な保存、継承、整備に努めます。

・地域に伝わる伝統文化の保存、伝承活動を支援します。

取組内容 ・「銅山峰のツガザクラ群落」の保存活用計画の策定
・歴史資料等の適切な保存管理と公開
・文化財の管理者への支援
・「新居浜の文化財（冊子）」の更新
・郷土芸能発表会の開催
・新居浜市文化財保存活用地域計画の策定 など

５
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基本計画３ 施設環境の整備
取組方針 ・市⺠が気軽にスポーツを楽しめるよう、施設の維持管理に努めます。

・市⺠にレベルの高い競技スポーツを観戦する機会を提供します。
・⼤規模なスポーツ⼤会や各種イベントが開催できる総合運動公園の
整備に向けた取組を推進します。

取組内容 ・各施設の改修、維持管理の実施
・総合運動公園基本計画の策定
・総合運動公園基本計画に基づく事業化に向けた取組の推進 など

基本計画２ 競技スポーツの振興
取組方針 ・競技スポーツにおける指導者の育成や、全国⼤会に出場する

選⼿等への支援を行います。
・ジュニアスポーツからトップアスリートまで一貫した育成に取り組みます。

取組内容 ・トップアスリート育成事業の実施
・全国⼤会出場者等に関する奨励金の支出
・種目協会に関する活動支援 など

基本計画１ 生涯スポーツの振興
取組方針 ・多くの市⺠が体を動かす機会、場所を提供します。

・地域における指導者の育成に取り組みます。

取組内容 ・各校区の体育振興会等に関する活動支援
・各種スポーツ⼤会、教室の開催 など

施策６ スポーツの振興と競技力の向上

⼈と地域の⼒で豊かな⼼を育み、つながり、学び合うまちづくり

６



基本計画１ 別子銅山近代化産業遺産の保存活用・整備の推進
取組方針 ・旧広瀬邸（重要文化財・名勝）の保存活用計画を策定し、計画に基づく

整備を実施します。

取組内容 ・旧広瀬邸の整備の実施
・広瀬歴史記念館の設備改修等の実施 など

施策７ 近代化産業遺産の保存活用・整備の充実

基本計画２ 別子銅山の歴史の伝承・情報発信
取組方針 ・企画展の開催等により、別子銅山の歴史を広く発信するとともに、

各種メディア等の積極的な活用により後世に伝承します。

取組内容 ・各種メディア等への取材協力、パンフレット等による情報発信と
次世代への伝承

・企画展等の開催 など

７

基本計画３ 多喜浜塩田文化の保存・継承
取組方針 ・多喜浜塩田の歴史を多喜浜校区以外でも周知し、新たな担い⼿を

育成します。

取組内容 ・塩田文化バンク講座の運営
・多喜浜のまち全体が塩の博物館事業の実施 など
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基本計画２ 学校における人権・同和教育の推進
取組方針 ・人権が尊重される家庭・地域・職場づくりを推進するため、

学びの場を提供します。
・子どもの学びを通じた啓発活動を行います。
・教職員の人権感覚を磨き、指導力の向上を図るための研修の充実に
努めます。

・学校運営協議会、県人教新居浜支部、人権擁護委員や関係団体等と
連携した事業を推進します。

取組内容 ・校区別人権・同和教育懇談会（基礎研修、学級学年別研修）の実施
・小中学校人権・同和教育研究⼤会の実施
・人権・同和教育教職員研修の充実 など

基本計画１ 社会における人権・同和教育及び啓発の推進
取組方針 ・学習内容や実施方法について、創意工夫を図ります。

・市⺠が参加しやすく、親しみが持てる事業の実施に努めます。
・市政だより特集記事やリーフレット、ＣＡＴＶ広報番組は、イラスト等を
使用し、人権に関心を持ってもらえる誌面・映像作りに努めます。

取組内容 ・お茶の間人権教育懇談会の開催
・ふれ愛フェスタ〜ハートＦＵＬＬ新居浜〜の開催
・校区別人権教育市⺠講座の開催
・講演会等の開催（人権のつどい日）
・人権啓発物の発行、広報番組の作成
・身元調査お断り運動の推進 など

施策８ 人権の尊重

⼈と地域の⼒で豊かな⼼を育み、つながり、学び合うまちづくり
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