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ま え が き 

 

子どもたちの生きる力を育てる  

 

  本方針は，「鹿嶋市教育基本計画(後期)平成21年度～平成25年度」 

 で掲げている基本方針及び５つの重点目標を踏まえ，地域に根ざし，地 

 域性を活かした「鹿嶋っ子」の育成を図るために作成しています。 

  平成２５年度は，東日本大震災からの教訓を受け，子どもたちが自ら 

 考え，行動できる生きるための力を育むことができるよう，必要な施策 

 を展開します。また，鹿嶋市の上位計画である，「第三次鹿嶋市総合計 

 画（平成24年度から平成33年度）」の趣旨を踏まえ，平成26年度か 

 ら平成35年度までの１０年間を期間とする「第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基 

 本計画」を策定します。 

  また，「学校」「教育委員会」「教育委員会事務局」の三者が以下の 

 ４点について質の向上を目指します。 

１ 子どもと関わる幼稚園・小中学校におけるすべての教育活動 

 

２ 指導主事による校内研修体制への支援業務 

 

３ スポーツ・文化芸術活動への支援業務 

 

４ 教育委員会と教育委員会事務局における業務 



 

鹿嶋市教育委員会機構図 

 

  １ 鹿嶋市教育委員会委員名簿 

 

    委員長           小澤 和夫 

    委員長職務代理者    伏見 文 

    委  員            樋口 常昭 

    委  員            矢幡 久美子 

    委  員            信樂  悊  

    教育長           大橋 正彦 

  ２ 鹿嶋市教育委員会行政組織 

 【教育委員会事務局】 

  教育総務課 鹿嶋っ子育成課 

 

【幼稚園（６園）】 

 三笠幼稚園 

 高松幼稚園 

 波野幼稚園 

 豊郷幼稚園（休園） 

 平井幼稚園 

 はまなす幼稚園    

【小学校（１２校）】 

 波野小学校 豊郷小学校 

 豊津小学校 鹿島小学校 

 高松小学校 平井小学校 

 三笠小学校 鉢形小学校 

 大同東小学校 大同西小学校 

 中野東小学校 中野西小学校 

【中学校（５校）】 

 鹿島中学校 高松中学校 

 鹿野中学校 平井中学校 

 大野中学校 

 【補助執行（市長部局）】 
【公民館】 

 中央公民館 三笠公民館 鹿島公民館 

 高松公民館 平井公民館 豊津公民館  

 豊郷公民館 波野公民館 鉢形公民館  

 大野公民館 はまなす公民館 

【生涯学習課】 

 青少年センター 

 平井コミュニティセンター 

【スポーツ推進課】 

【図書館（２館）】 

 中央図書館 大野分館 

【学校給食センター】 



 

1 



2 

 

 （２）考察 

   本市の過去5カ年（平成20年度から平成24年度）の全人口増加率

は，２．５％の増で，前回とった，平成19年度から平成23年度増加

率１．５％を超えています。これは，本市が海に近い地域にありなが

ら比較的台地が多く津波の影響の少ないことなどが要因であると考え

られます。また，鹿嶋市全人口に対する60歳以上の割合は，平成20

年度は，２８．２％であったのに対し，平成24年度は，３１．２％ 

  でした。一方，小学校児童は，平成２０年度と平成24年度の比較で

は，△５．７％（昨年度平均△４．９％），中学生生徒は，同年度比 

  △１４．０％（昨年度平均＋２．３％）， 

  園児は，保育園児＋２５．７%（昨年度平 

  均３２．５％）幼稚園児△１７．９％（昨 

  年度平均１７．５％） でした。幼稚園児の 

  減少は顕著ですが，保育園児数は徐々に増 

  加の傾向を示しています。 

１ 鹿嶋市人口等の推移 

 （１）過去5カ年（平成20年から平成２４年）の人口推移と保育園，幼 

    稚園，小中学校の園児児童生徒在籍者数（公私立含む） 
                       （各5月1日現在 単位：人） 

 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 

人口 65,498 65,785 66,249 66,182 67,193 

保育園・幼稚園在園児数 1,960 1,988 1,973 2,072 2,078 

保育園児数 1,066 1,098 1,170 1,303 1,340 

幼稚園児数 894 890 803 769 734 

小学校児童数 3,910 3,848 3,857 3,765 3,688 

中学校生徒数 2,248 2,281 2,262 2,237 1,934 

5歳以下 3,570 3,561 3,525 3,552 3,577 

60歳以上 18,511 19,481 20,512 21,419 20,981 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 
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２ 鹿嶋市の教育行政の経緯 

年度 教育行政の経緯 

平成１５年度 

・社会教育やスポーツ振興などの生涯学習部門を補助 

 執行するため，市長部局に市民協働部が新設 

・鹿島小学校で独自のカリキュラムによる英語活動が 

 始まる 

平成１６年度 

・平成１６年度を初年度とした１０年間を計画期間と 

 した鹿嶋市教育基本計画を策定 

・三笠小学校で独自のカリキュラムによる英語活動が 

 始まる 

・まちづくり市民センター及び地区まちづくりセン 

 ターを設置 

・友好都市である中国塩城市，姉妹都市である韓国 

 西帰浦市
そ ぎ ぽ し

に中学生の派遣交流を開始 

平成１７年度 
・読書する機会をつくるとともに関心を高めるために， 

 鹿嶋市読書感想文・感想画コンクールを実施 

平成１８年度 

・学校教育法一部改正 

・全市的な英語活動を推進するため，レシピ方式によ 

 る英語活動のモデル校として波野・豊津・中野東小 

 学校を指定し，同方式を導入 

・中学生海外派遣交流事業では，中国及び韓国に， 

 オーストラリア（カラウンドラ市）を加えた３カ国 

 との交流を実施 

・第１８回 全国生涯学習フェスティバル「まなびピ 

 アいばらき２００６ｉｎ鹿嶋」を開催 

・生涯学習塾「かしま灘楽習塾」が開講 

平成１９年度 

・教育行政の充実を図るために，教育委員会事務局部 

 長に民間人を採用 

・教職員の資質向上と市民の教育に関する関心を高め 

 るために，鹿嶋師範塾を設立し，各種講座を開設 

・小学校での英語教育の充実を図るため，鹿嶋英語教 

 育特区の認定を受ける。併せて，ＰＬＳ作成のレシ 

 ピ方式による英語活動を鹿島・三笠小学校以外の小 

 学校に導入 

・中学校英語教諭の海外派遣研修を実施 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 
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年度 教育行政の経緯 

平成１９年度 

・学校図書館の充実を図るために，専任の学校図書 

 館司書を波野小学校に配置 

・幼稚園６園，大野中学校を除く小中学校１６校に 

 給食を供給する新学校給食センターが稼働 

・学校教育課を鹿嶋っ子育成課へ名称変更 

・三笠小学校余裕教室を活用した三笠まちづくりセ 

 ンター（公民館）開館 

・放課後こどもプランスタート 

平成２０年度 

・社会教育法，図書館法一部改正 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部 

 を改正 

・個別指導の充実を図るために，小学校第１学年で 

 の少人数学級編制の実施 

・専任の学校図書館司書を３校（波野小，三笠小， 

 大同西小）に配置 

・小学校での英語教育の充実を図るため，レシピ方 

 式による英語活動を全小学校に導入 

・中国四川省大地震により，学校施設耐震化計画を 

 見直し，完了年度を当初予定から３年早め，平成 

 ２３年度に変更 

・豊津小学校耐震化工事完了 

・第２３回 国民文化祭いばらき２００８「かし 

 ま・潮騒交流文化フェスティバル」を開催 

・公民館年間延べ利用者３０万人を超える 

平成２１年度 

・少人数学級編制を小学校第２学年まで拡大・専任 

 の学校図書館司書を４校（波野小，三笠小， 

 大同西小，高松小）に配置 

・教育基本計画を見直し，平成２１年度からの５ 

 年間を計画期間とした鹿嶋市教育基本計画（後期） 

 を策定 

・小学校での英語活動の充実を受け，中学校での英 

 語科教育の研究を行うため，鹿野中学校をモデル 

 校として指定し，中学校でのコミュニケーション 

 英語のカリキュラムの検討を実施 

・市独自に小学校専科担当非常勤講師を２名配置 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 
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年度 教育行政の経緯 

平成２２年度 

・前年度の鹿野中学校での研究を踏まえ，中学校全 

 校でコミュニケーション英語を取り入れた授業の 

 展開 

・専任の学校図書館司書を６校（波野小，三笠小， 

 大同西小，高松小，中野東小，平井小）に配置 

・鹿島小，高松小，平井小，中野東小学校及び鹿島 

 中，鹿野中学校の６校が耐震化工事を完了 

・平成23年３月１１日東日本大震災発生 

平成２３年度 

 

 

 

 

・三笠小，大同東小，大同西小，中野西小学校及び 

 高松中学校の５校が耐震化工事を完了 

・専任の学校図書館司書を８校（波野小，三笠小， 

 大同西小，高松小，中野東小，平井小，中野西小， 

 鹿島小）に配置 

・東日本大震災により第二幼稚園園舎が被災したた 

 め，第五幼稚園で合同保育，高松小学校敷地 

 内に第二幼稚園舎を新築復旧 ※現高松幼稚園 

・大野ふれあいセンター開館 

・小一プロブレム対策のスタートカリキュラム完成・ 

 スタート 

・幼小中連携の取り組みスタート 

平成２４年度 

・小１プロブレム対策のスタートカリキュラム改訂 

 版作成 

・学校内研修体制の確立と指導主事による研修支援 

・小学校英語連携によるコミュニケーション英語カ 

 リキュラム作成による各校完全実施 

・小学校「国算理鹿嶋市独自学力テスト」作成及び 

 実施 

・大野中学校特別教室棟解体工事の実施 

・小学校の学力は，平成２３年度から国及び県とも 

 全国平均を超えている。 

・鹿嶋市子ども議会の開催 

・まちづくり市民センターと大野ふれあいセンター 

 に太陽光発電設備設置 

・全小学校に学校図書館の整備が完了 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 
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（３）課題 

  昨年度課題であった「規範意識の向上や生活習慣の確立」について  

 は，就学前に身に付けておきたい「生活する力」「関わる力」「学ぶ 

 力」を育むための教育活動の充実を図るため，小学校就学前後の半年 

 間程度を期間とした「スタートカリキュラム」を作成しました。今後， 

 本カリキュラムを活用し，活動内容の充実を図ります。 

  また，「幼児教育に関する総合的指針の確立」ついては，公立幼稚 

 園を認定こども園への移行を含めた地域における子育て支援施設とし 

 て整備していきます。 

 

  

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 
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  平成２５年度は，第1章に掲げました4つの課題を各幼小中学校にお 

 いて取り組みます。特に，下記の（１）から（３）は，平成23年度か 

 ら25年度の3カ年間継続した取り組みとなりますが，本年度は，「地 

 域間格差と学校間格差」の実態に切り込んだ「各校と各地域住民との協 

 働」を基本とした独自の取り組みについてを「教育委員会事務局」と 

 「指導主事」がバックアップしながら地域性を活かしながら取組んでい 

 きます。 

 

 （１）主体的に学ぶ意欲や資質・能力の育成と体づくり 

 （２）不登校等による長期欠席者への対応 

 （３）学校を含めた地域コミュニティ活動の活性化 

 （４）課題に対応した第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画の策定 

 

  また，今年度は，鹿嶋市教育基本計画(後期)の最終年度であることか 

 ら，「第三次鹿嶋市総合計画（平成２４年度から平成３３年度）」の趣 

 旨を踏まえ，平成２６年度から平成３5年度までの10年間を期間とする   

  「第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画」を策定します。 

 

 （１）主体的に学ぶ意欲や資質・能力の育成と体づくり（継続） 

   子どもたちが笑顔で，夢を持って学校生活を送り，生きる力を育むこ

とを目指し，各学校で，自然の中での体験活動や思考力を培う特色ある

教育活動を展開します。 

 平成２４年度の全国学力学習状況調査の市平均で，小学校が茨城県・

国の平均を上回るようになりました。一方，中学校は，県・国の平均を

下回っているものの，その差は少なくなりつつあります。これは，「基

礎的・基本的な知識・技能の育成」の成果が出始めているものと考えて

平成２５年度教育行政運営上の基本的な考え方 
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おり，引き続き知識の定着と更に「活用・探究」型学習を目指します。 

 また，すべての活動の基本である体づくりは，健全な家庭における食 

生活から始まります。児童生徒が食育についての意識を高め，学校での 

計画的な教育活動により総合的な体づくりを行い，体力向上を目指しま

す。 

  

（２）不登校等による長期欠席者への対応（継続） 

 平成２４年度不登校児童生徒に対する援助指導状況調査報告書による

と，H24年63人，H23年68人，H22年度75人と徐々に減少傾向がは 

 っきりと分かります。平成24年度の内訳を見ますと小学生15人，中学  

 生48人(中1：10人，中2：16人，中3：22人)で，小学校においては， 

 昨年度よりも増加傾向にあります。しかし，中学校においては，各学年 

 共に減少傾向にあり欠席日数別の人数を見ても100日以上の生徒数が大 

 幅に減少しています。また，不登校解消者も出ています。 

 この結果からも各学校とも休みがちな児童生徒に対して早い時点で不 

登校傾向にあると認識し，援助指導を行っている成果と見ることが出来 

ます。学年別不登校数は，小学5･6年生が少数ではあるが増加傾向にあ 

り心配される点でした。学力不振，友人関係のトラブル等中学校に進ん 

だ後も影響を及ぼす可能性があると推測できます。 

  このようなことから，今後もよりきめ細かなアセスメントが必要であ 

 ると判断しています。長期欠席者が学校と距離を置く過程には様々な原 

 因がありますが，「子ども同士の人間関係」や「家庭内における問題」 

 が引き金となり不登校となる場合が多い状況です。 

  不登校による長期欠席者の解消には継続的な支援が重要であること 

 から，適応指導教室「ゆうゆう広場」を活用し，学校以外で集団活動な 

 どの人間関係を構築する機会を作り，児童生徒のみならず保護者との相 

 談機会を設けるとともに，引き続き，校内・市内研修の機会を増やすな 

第２章 平成２５年度教育行政運営上の基本的な考え方 
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 など不登校等による長期欠席者を減らす取り組みを行います。 

 

（３）学校を含めた地域コミュにティ活動の活性化（継続） 

  近年，社会的な連帯感の低下や規範意識の希薄化などのため，地域コ 

 ミュニティ活動の衰退が懸念されているところですが，中学校区を単位 

 とし，学校が中心となり地域が元気になることを目指した活動は，徐々 

 に動き始めました。大野地区は，大同東小学校，大同西小学校，中野東 

 小学校，中野西小学校，大野中学校などが一つとなった大野フォーラム 

 を行い，地域が一体となり，学校を見守る体制づくりに動き出しまし 

 た。高松地区では，隣接する幼・小・中・公民館の連携教育活動が企画 

 実行されています。他の地区でも同様に，小中学校と地域連携の動きに 

 活性化が見られます。 

 引き続き，ボランティアや指導者などの人材活用や予算の確保，学校 

予算の弾力的・計画的運用や地域住民に対する広報活動，ＰＴＡとの連 

携を行います。 

 

（４）課題に対応した第Ⅱ期教育振興基本計画の策定（新規） 

  ３ 課題でも既述のとおり，本市では少子化に加え超高齢化社会が進 

 行し，求められる課題は高度化・多様化しています。このような状況に 

 適確に対応し，また，本市のまちづくりの最上位計画である「第三次鹿 

 嶋市総合計画（平成２４年度から平成３３年度）」の趣旨を踏まえ，平 

 成２６年度から平成３５年度までの１０年間を期間とする「第Ⅱ期鹿嶋 

 市教育振興基本計画」を策定します。 

  

  

平成２５年度教育行政運営上の基本的な考え方 
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【主要事業名（所管課）】 

  学校図書館の整備（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  ４３，８５７千円 

  《小学校３０，８８２千円 中学校１２，９７５千円》 

【事業目的】 

  小中学校の学校図書館に司書を配置し，児童生徒の近くに司書がいる 

 という読書環境を実現し，児童生徒に読書に親しみやすい環境を順次整 

 備していきます。 

  また，司書配置により，公共図書館や学校間での図書の相互貸借や情 

 報交換も容易になり，すでに絶版となった貴重な資料の保存・提供がで 

 きるようにします。児童が主体的に本を読み，心の世界を広げることで， 

 豊かな心の育成を図るとともに，疑問に思ったことをすぐに調べられる 

 環境を整備します。 

【具体的施策】 

・市内12校の小学校図書館の運営 

・市内中学校，新規1校の学校図書館開設 

・学校図書館年間利用計画に基づいた資料の活用，収集 

・司書教諭，学校図書館司書，公共図書館司書による研修会開催 

【重要成功要因】 

・学校規模に合わせた学校図書館司書の配置 

・計画的な学校図書館開設(市内中学校，新規1校の学校図書館開設) 

・司書教諭，学校図書館司書，公共図書館司書３者の共通認識，理 

 解，スキルアップを図る(司書教諭，学校図書館司書，公共図書館 

 司書への2回の研修会開催) 

・新規開設図書館の図書館利用率アップ 

【達成目標】 

・学校図書館司書配置による児童生徒の読書への関 

 心のたかまりが見られるようになる。 

・研修によるレファレンス力の増強により，児童・ 

 生徒が図書館を自主的に訪れ読書するようになる。 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  フロンティア・アドベンチャー事業（生涯学習課） 

【平成２５年度予算額】 

  ２，２３０千円 

【事業目的】 

  青少年の心の豊かさやたくましさを育みながら生きる力，忍耐力，自 

 立心，協調性を養うため，小学生を対象に自然体験活動事業を実施しま 

 す。 

  また，この事業に参加した児童が成長し，後に高校生ボランティアと 

 して事業に参画するという新たな広がりが期待できます。 

【具体的施策】 

  ・フロンティア・アドベンチャー事業の実施 

【重要成功要因】 

  ・現地視察，充実した体験学習のできるカリキュラムの検討 

  ・指導者確保及び研修会の実施 

【達成目標】 

  ・安全な体験学習プログラムによる参加児童の生きる力，忍耐力等の 

   育成。 

  ・当該プログラム参加者のボランティア志願者増による豊かな人材ボ 

   ランティアバンク。 

   

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  市費負担嘱託・臨時職員配置事業（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  ８６，６６０千円 

   《小学校５３，８７０千円  中学校３，０１０千円  TT配置２９，７８０千円》 

【事業目的】 

  教職員の業務増加に伴い，子どもと向き合う時間が少なくなることが 

 危惧されています。そのため，教職員の負担軽減や児童一人ひとりのき 

 め細やかな指導充実を図っていきます。 

【具体的施策】 

  ・各小中学校に対する市費負担職員の要望聞き取り，状況確認の実施 

  ・アシスタントティーチャーの配置・・・ 

   特別の支援を必要とする児童生徒のサポートや学級支援などで活用 

  ・専科担当嘱託職員の配置・・・ 

   小学校高学年での専科（理科・音楽）指導を充実させ，中学校との 

   連携を推進するとともに教職員の負担軽減を図ります。 

  ・日本語指導ボランティアの派遣・・・ 

   国際化が進む中，外国人児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒へ 

   の教育を推進するために，必要に応じ日本語指導ボランティアを派 

   遣します。 

  ・社会人ボランティアの活用・・・ 

   小中学校での活動を支援して頂ける地域の方や，特別な技能や資格 

   を有する方に，特色ある教育活動の一翼を担っていただけるよう積 

   極的に活用します。 

  ・TT※嘱託職員の配置・・・ 

   ○小学校：少人数加配措置などのない学校などへＴＴ嘱託職員を配 

    置し，主に国語や算数の教科の中で，助言指導や個別に対応でき 

    る機会を増やします。 

   ○中学校：ＴＴ嘱託職員を学校規模（1校あたり2～3人）に合わせ 

    て 配置します。主に国語や数学，英語の授業の中で，きめ細やか 

        な授業を展開し，学力の向上に努めます。 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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※ティームティーチング（ＴＴ）とは 

  複数の教員が役割を分担し，協力し合いながら指導する方式 

【重要成功要因】 

  ・学校需要に合わせた非常勤職員の配置 

  ・嘱託・非常勤職員が学校職員として教員と共にスムーズな教育活動 

   が行われるための密接な情報交換 

  ・アシスタントティーチャー（各小学区に37人配置） 

  ・専科担当嘱託職員の配置 

   （理科2人：鹿島小・平井小，音楽2人：三笠小・鉢形小） 

  ・TT嘱託職員の配置 

   （小学校に5人：豊郷小・三笠小・鉢形小・大同西小・中野西小） 

   （中学校に12人：鹿島中・高松中・鹿野中・平井中・大野中） 

【達成目標】 

  ・教職員の負担軽減が図れ，教員が子どもと接する時間が増えること 

   によって，児童生徒の学校生活が健康的で生き生きとしてきます。 

  ・学校内での問題行動などが減り，安心して児童・生徒が伸び伸びと 

   生活するようになります。 

  ・児童・生徒がのびのびと学校での教育活動を楽しみ学力向上が果た 

   せるようになります。 

 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  小学校教育研究事業（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  １５，８９０千円 

【事業目的】 

  地域や学校，児童の実態などに応じた特色ある学校教育活動を行い， 

 児童の学習意欲を高め，生きた知識を得る機会をつくります。また，通 

 常と異なる生活環境を体験することで，見聞を広め，地域のことや文化 

 の違いなどを理解し，集団生活のあり方や社会道徳などについて学ぶこ 

 とにより，広い視野と感覚をもった人材育成を図ります。 

【具体的施策 】 

  ・小学校ごとの特色ある教育活動の実施 

  ・小学4年生と6年生を対象とした宿泊を伴う校外学習（宿泊学習） 

   の実施 

  ・「災害時相互応援に関する協定」締結をした青森県五所川原市と小 

   学生同士の交流事業を実施 

【重要成功要因】 

  ・各学校の特色ある教育活動の実施項目設定，実施に対する教育委員 

   会の支援 

  ・「総合的な学習の時間」を活用した各小学校の自主的な「特色ある 

   学校教育活動」の実施 

  ・全小学校の校外学習の実施  

  ・青森県五所川原市との小学生交流事業の実施 

  ・交流事業実施時の各学校と教育委員会の連携 

【達成目標】  

  ・特色ある学校教育活動を行い，児童の学習意欲を高め，生きた知識 

   を得る機会をつくり，児童が生き生きとした学校生活を送るように 

   なる。 

  ・体験学習をすることで，見聞を広め，地域のことや文化の違いなど 

   を理解し，「集団生活のあり方」や「社会道徳」等を学ぶことによ 

   って児童生徒が広い視野と感覚を身につける。  

  

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  長期欠席児童生徒解消（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  １４，９７５千円 

【事業目的】 

  学校生活に不安や悩みを抱えた児童生徒，保護者，教職員の相談活動 

 を行うことにより，相談者の心の安定を図ります。 

【具体的施策】 

  ・教育相談指導員による小・中学校への訪問及び相談活動の実施 

   （月１回以上） 

  ・悩みを抱えた保護者を対象にした子育て講演会の実施 

   （月１回以上） 

  ・社会性を身に付け自己肯定感※を高めるための様々な体験活動の実 

   施 

  ・教育相談指導員の資質向上を図る研修の実施 

【重要成功要因】 

  ・児童生徒の自己肯定感の向上 

  ・インベントリ―調査※の実施 

  ・学校，保護者間の連携に向けた支援 

  ・悩みを抱えた保護者の不安解消 

【達成目標】 

  ・小中学校長期欠席率の減少を目指します。 

   （小学校１％以下，中学校４％以下） 

  ・インベントリー調査※による，相談・通級児童生徒に対する相談後 

   の自己肯定感の向上。 

  ・相談後，保護者に対して意識調査を実施し，効果や解消度における 

   満足感の向上。 

 

  ※自己肯定感とは 

   自分自身の存在に対する認識として，自己の身体的な特徴や能力， 

   生活などについて肯定的に考えたり，感じたりする感情のこと。 

  ※インベントリー調査とは 

   学校・他者・自己において自己肯定感の実態把握をするための意識 

   調査。 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  ICT教育の充実（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  ４１，５８３千円 

  《小学校》２３，５２０千円 （うち電算借上料 １８，７８０千円） 

  《中学校》１８，１６３千円 （うち電算借上料 １４，０６０千円） 

【事業目的】 

  第Ⅱ次鹿嶋市情報化計画に基づき，学校におけるＩＣＴ環境を整備し 

 ます。授業でのパソコン活用を促進するため，持ち運びの容易なタブッ 

 ト端末導入や校内無線ＬＡＮ整備などを進めていきます。 

【具体的施策】 

 ≪小学校≫ 

  ・タブレット型端末整備 

   平成25年度：6校 

   （豊津小・三笠小・大同東小・大同西小・中野東小・中野西小） 

   平成26年度予定：６校 

   （波野小・豊郷小・鹿島小・高松小・平井小・鉢形小）の校内無線 

    ＬＡＮ整備とタブレット端末導入 

  ・2学期までにモデル校の校内無線ＬＡＮ整備 

  ・タブレット端末活用のための教職員研修実施 

 ≪中学校≫ 

  ・ノート型パソコンの整備 

【重要成功要因】 

  ・成長段階に合わせたICT環境設定 

  ・授業を提供する教職員にICTの活用方法等の研修 

【達成目標】 

 ≪小学校≫ 

  ・ノート型パソコンやタブレットという外形に拘らず，高度情報化時 

   代を生き抜く基礎的・基本的知識を成長段階に合わせて児童生徒が 

   身に付ける。 

 ≪中学校≫ 

  ・情報モラルが徹底し適切な情報端末の使用が行われている。 

  ・自己表現の一つのツールとして効果的に使えるようになる。 

 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  鹿嶋市の歴史，文化，伝統の普及と発信（教育総務課・生涯学習課） 

【平成２５年度予算額】 

  ７，７５０千円 

【事業目的】 

  鹿嶋市の持つ貴重な文化財や伝統文化の周知を通じて，郷土理解と郷 

 土愛，郷土への誇りを醸成することを目的とします。また，コミュニケ 

 ーション能力を培い，国際化時代に対応できる人材の育成を図るととも 

 に，日本の文化について改めて考える機会とします。また，後世に語り 

 継がなければならない鹿嶋市の歴史や伝統文化の普及と地域への情報発 

 信を行うため，はまなす郷土資料館やミニ博物館ココシカ等の施設活用 

 を図ります。 

【具体的施策】 

  ・文化体験事業の実施 

   （鹿嶋こども歴史探検隊とふれてみよう世界の文化事業） 

  ・鹿嶋の民話，市民音頭の普及 

  ・塚原ト伝紙芝居の制作 

  ・はまなす郷土資料館及びどきどきセンターの展示活発化 

  ・ミニ博物館ココシカの健全運営 

  ・普及と発信のための参加しやすいイベント開催 

【重要成功要因】 

  ・史跡めぐりで歴史にふれ，知識を身に付ける。また，外国人からそ 

   の国の文化や言葉を学ぶ 

  ・語り部の会による出前講座の実施と舞踊連盟による祭り等での普及 

   活動の実施 

  ・塚原卜伝紙芝居の絵，語り，普及部門による検討及び調整 

  ・展示や運営の計画的な実施 

  ・歴史・伝統文化の発信，普及の強化 

  ・ミニ博物館の運営とテーマ別のイベントの開催 

   

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【達成目標】 

  ・郷土理解教育の一環として学校が施設の利用を積極的に行う。 

  ・地域の人々が，施設を訪れ鹿嶋市の歴史や伝統に興味を持ち訪れる 

   人が増える。 

  ・歴史と伝統のある鹿嶋市を知ることにより，地域への愛着が増すと 

   ともにもっと知りたいという欲求を持つようになる。 

  ・郷土について理解し，郷土愛と郷土への誇りを持つことができる。 

  ・コミュニケーション能力が身につく。 

  ・塚原ト伝紙芝居の完成。 

  ・はまなす郷土資料館，どきどきセンター入場者数の前年度比１０％ 

   増。 

 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  英語教育の充実（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  １０２，３６６千円 

【事業目的】 

  世界に羽ばたく人づくりを目指し，各分野における国際化に対応でき 

 る人材を育成するため，小・中学校において実践的な英語コミュニケー 

 ション能力の育成を図ります。 

【具体的施策】 

  ・小学校全校に外国人講師（ＮＬＴ），中学校全校に英語指導助手 

   （ＡＬＴ）を配置  

  ・小学校全学年において，市独自の英語カリキュラムで英語活動を実 

   施  

  ・中学校における英会話を中心とした「コミュニケーション英語」カ 

   リキュラムの実施 

  ・小中英語科担当者による英語教育研修会の実施  

  ・英語活動及びコミュニケーション英語における訪問指導の実施 

【重要成功要因】 

  ・英語活動及びコミュニケーション英語担当者の指導力向上 

  ・ＮＬＴ・ＡＬＴの指導力向上 

  ・小学校英語活動と中学校英語科の円滑な連携 

  ・児童生徒に英語を「話す力」「聞く力」についての実態調査を実施 

   し，全国または県平均以上を達成 

【達成目標】 

  ・グローバル化された国際社会状況を理解し，世界に目を向ける視点 

   を獲得するようになり，異文化との接触に興味を持つようになる。 

  ・英語が下手でも心が通じる英語の使い手になることを目指すように 

   なる。 

  ・小中連携により，格差のないコミュニケーション英語学習を児童・ 

   生徒が楽しむようになる。英語でコミュニケーションを図ることへ 

   の意欲に関する意識調査で8０％以上の肯定的回答の獲得。 

  ・相手の目を見て積極的に人に話しかけ，自分の気持ちと相手の気持 

   ちを英語を通して理解する姿勢が身につくようになる。 
      

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  中学生国際交流事業（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  ９，７２０千円 

【事業目的】 

  将来の鹿嶋市を担う中学生に，小・中学校で学んできた英語を実践し， 

 国際感覚を養いながら，異文化についての理解を深めるために，韓国や 

 カナダでホームステイを経験します。 

  また，日本や鹿嶋の風土，歴史，文化などを再認識しながら，違いを 

 感じ，かつ相手を理解することができる国際人としての感覚を養うこと 

 を目的とします。 

【具体的施策】 

  ・国際交流事業実行委員会を組織（年３回の会議開催） 

  ・参加生徒に事前研修会の実施 

  ・姉妹都市 韓国西帰浦市との相互交流事業の実施 

  ・カナダ（バンクーバー）への派遣事業の実施 

  ・報告書の作成 

【重要成功要因】 

  ・交流事業実施時の各学校と教育委員会の連携 

  ・参加する生徒の交流事業参加に対する目的意識 

  ・西帰浦市と鹿嶋市の中学２年生２０人の相互ホームステイの実施 

  ・鹿嶋市の中学３年生１２人のカナダで一般家庭にホームステイ，現 

   地での英語レッスンの実施 

【達成目標】 

  ・ホームステイを経験することにより異文化と接触し，より深い互い 

   の理解には何が必要かを生徒が考えるようになる。 

  ・日本や鹿嶋の風土，歴史，文化などを再認識しながら違いを感じ， 

   かつ相手を理解しようとする姿勢が身につき国際人としての基礎感 

   覚を養う。 

  ・異文化理解と共に他人理解には，自分自身の自己肯定感育成の重要 

   性を意識するようになる。 

  ・異文化との接触体験により，世界共通語である英語に対する興味が 

   まし英語学習への意欲が湧くようになる。 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  スポーツ事業の開催と機会提供及び市民スポーツの支援 

                         （スポーツ推進課） 

【平成２５年度予算額】 

  ４，７００千円 

【事業目的】 

  スポーツコンベンションビューローを早急に設置し，それを最大限活 

 用し，鹿嶋市のシンボルスポーツである「サッカー・武道」を通した地 

 域間交流を図るとともに，スポーツ団体の支援及び身近な地域でスポー 

 ツを楽しむ「スポーツ環境」をつくります。 

【具体的施策】 

 （１）シンボルスポーツの推進 

    ・鹿嶋サッカーフェスティバル 

    ・ト伝杯武道大会（柔道の部・剣道の部） 

 （２）広域的大会の開催 

    ・ビーチサッカー大会（市・県・関東） 

    ・駅伝大会 

 （３）スポーツ団体の支援 

 （４）地区まちづくりセンターでの健康スポーツ教室の実施 

 （５）スポーツコンベンションビューローの設置 

【重要成功要因】 

  ・競技主管団体との連携を強化し，効果的な事業展開を図ります。 

  ・鹿嶋市体育協会及び鹿嶋市硬式野球協会（リトル・シニア）に事業 

   補助金を支出するとともに団体活動の支援を図ります。 

  ・スポーツ推進委員が中心となり，地域のスポーツニーズにあった健 

   康づくり事業を行います。 

【達成目標】 

  ・シンボルスポーツの推進により，地域の競技力の向上と競技人口が 

   拡充する。 

  ・広域的な大会を開催することにより，地域間の交流と地域の活性化 

   などが図られる。 

  ・地区まちづくりセンター，スポーツ推進委員，体育協会やかしまス 

   ポーツクラブと連携し，広く市民の健康づくり事業を実施，市が取 

   り組む「成人の週１回以上のスポーツ実施率を５０％以上になる目 

   標」が向上します。 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  各地区まちづくりセンター活動支援，芸術祭，市美術展覧会等の開催 

                    （まちづくり市民センター） 

【平成２５年度予算額】 

  １３，４０７千円 

【事業目的】 

  市民を中心とした市民協働のまちづくりを推進するため，地域点検活 

 動や生涯学習活動を推進するとともに，市民一人ひとりがさまざまな創 

 作活動に親しみ，地域での文化活動の活発化を図ることを目的とする。  

【具体的施策】 

  ・各地区まちづくりセンターでの事業の実施（青少年や成人，高齢者 

   を対象にした学習機会の提供及び公民館まつりの開催等） 

  ・芸術祭及び市美術展覧会の開催 

【重要成功要因】 

  ・きめ細やかな活動支援 

  ・地域住民とまちづくり委員会の連携 

  ・新規出展者の拡充 

  ・鹿嶋市文化協会との連携 

  ・地域課題に即した地区まちづくりセンター事業の実施 

  ・芸術祭，市美術展覧会への出品者，鑑賞者数の増加 

【達成目標】 

  ・市民一人ひとりがさまざまな創作活動に親しようになり，若い人た 

   ちも芸術文化活動が活発になる。 

  ・「スポーツの街＝筋肉の町」ではなく，多くの市民が参加する文化 

   の薫りも高い「スポーツと文化のまち」鹿嶋市というイメージが広 

   がるようになる。 

  

  

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  神野向遺跡保存事業（教育総務課） 

【平成２５年度予算額】 

  １９，３８２千円 

【事業目的】 

  全国的にも類のない回廊を持つ郡衙
ぐ ん が

（古代の郡役所）を歴史公園とし 

 て後世に残していくため，史跡の公有化を進め史跡公園計画を推進しま 

 す。 

【具体的施策】 

  ・史跡の公有化（現在94％公有化・土地の買収） 

  ・史跡整備計画（史跡の環境整備と整備検討委員会の実施） 

【重要成功要因】 

  ・公有化（土地買収）予算の確保 

  ・計画的な事業の実施 

  ・遺跡の周知活動と活用の展開 

  ・史跡整備計画（基本計画）の策定 

【達成目標】 

  ・文化の薫り高い鹿嶋市に誇りを持つ市民が増える。 

  

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  学校施設の改修と整備（教育総務課） 

【平成２５年度予算額】 

  ７９１，５２５千円 

【事業目的】 

  子どもたちがより良い環境で学校生活を送れるよう，トイレの洋式化 

 や扇風機を設置します。また，津波発生時における一時的な避難場所と 

 して，平井小学校の校舎屋上に通じる外部階段を設置します。 

【具体的施策】 

  ・小中学校大規模改造事業（扇風機の設置・トイレの洋式化） 

  ・平井小学校外部階段設置事業 

  ・幼稚園保育室に扇風機の設置 

【重要成功要因】 

  ・計画的な事業の実施 

    ・児童，生徒及び園児の安全確保と工事期間中の安全管理の徹底 

【達成目標】 

  ・学校施設の教育環境の整備により，子どもたちが今まで以上に快適 

   な学校生活を送れるようになる。 

  ・外部階段設置により，平井小周辺住民が不安な気持ちを少しでも解 

   消される。 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  社会教育施設の整備充実（生涯学習課） 

【平成２５年度予算額】 

  ８５，３８７千円 

【事業目的】 

  施設及び関連設備機器は，年々劣化し老朽化します。このため，定期 

 的な巡回及び聞き取りと不良箇所等の早期発見による，大規模な改修経 

 費を抑えた安全安心な施設管理が重要です。 

  現在，市内の社会教育施設（社会体育施設含む）は，公民館施設１１ 

 施設，文化施設１施設，体育施設４施設，その他１施設，合計１７施設 

 があります。その内建築後１５年から２４年を経過した施設は，６施設， 

 ２５年を超える施設は，１０施設であり，施設の老朽化や経年劣化から 

 修繕や改修を望む声も多くあります。 

  各まちづくりセンターでは，子どもから高齢者すべての市民が活動で 

 きる場，学べる場の環境整備に努め，社会体育施設では，地域スポーツ 

 や健康づくりを推進する「スポーツ先進のまち」にふさわしい環境の整 

 備に努めます。 

  また，文化施設では利用される市民や地域住民のニーズを踏まえつつ， 

 環境の整備に努めます。 

【具体的施策】 

  ・定期的な社会教育施設の巡回による点検の実施及び施設管理者から 

   の施設に関する聞き取りの実施し，改修計画，整備方針の検討，作 

   成 

  ・新耐震基準以前の施設である老朽化の著しい高松公民館及び高松緑 

   地体育館等の改修計画，整備方針の検討 

【重要成功要因】 

  ・各社会教育施設の改修計画に基づく改修及び修繕の実施 

  ・高松公民館及び高松緑地体育施設の整備方針の決定 

  ・各社会教育施設の法定点検による指摘件数の削減 

【達成目標】 

  ・施設利用における住民のニーズが満足される。  

  ・市民が安心安全な施設で活動することに満足し，さらに活発な活動が 

   行われるようになる。 

 

 

 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  安全・安心な子育て環境の整備（生涯学習課） 

【平成２５年度予算額】 

  １７，７３２千円 

【事業目的】 

  子どもたちの下校時の安全を守るとともに，異学年の集団での学習活 

 動，スポーツ，文化活動及び地域住民との交流などの様々な体験活動を 

 通して，健康で豊かな心を育むこと。また，青少年相談員の活動による 

 青少年の健全育成を目的とします。 

【具体的施策】 

  ・放課後子ども教室の実施（平日の部８校，休日の部１１カ所） 

  ・青少年相談員による巡回活動の実施 

【重要成功要因】 

  ・鹿嶋市放課後子どもプラン運営委員会を開催し，こども福祉課，生 

   涯学習課の連携のもとプランの検討 

  ・コーディネーター，指導員，学校と連携し，事業内容，安全対策の 

   検討・警察など青少年育成関係機関との連携と情報の共有化 

【達成目標】 

  ・子どもの安全安心な居場所づくりが行われ，今までよりも子供たち 

   が安心感を持ってその場での活動が活発化する。 

  ・青少年の非行防止と健全な環境づくりにより，安心安全な街のイメ 

   ージが高まる。 

 

 

 

  

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  子育て講演会等の開催（生涯学習課） 

【平成２５年度予算額】 

  １６０千円 

【事業目的】 

  保護者に対し，家庭での子どもとの関わりなど家庭教育の重要性を啓 

 発するとともに，子育てに関する悩みや不安について，保護者が一人で 

 抱え込まず，相談し合う機会を提供します。 

  また，中学生に対し，自分自身を大切にするための心を育成すること 

 を目的とします。  

【具体的施策】 

  ・小中学校に入学する児童生徒の保護者を対象とした子育て講演会の 

   開催 

  ・中学生を対象とした心とからだの講演会の開催 

  ・家庭教育を考える集いの開催 

  ・メディア教育講演会の開催 

【重要成功要因】 

  ・講演会講師の人選及び講師との講演内容についての打ち合わせ 

【達成目標】 

  ・家庭教育の重要性の理解と，子育てについての疑問・不安等の減少。 

  ・自分や他人を大切にする心を育む家庭が増える。 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  教職員指導対策事業（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  ５３，２９２千円 

【事業目的】 

  教職員の指導体制の充実を図るため，派遣指導主事の配置や全教職員 

 のパソコン整備を行います。 

  また，茨城県学力診断テストや読書感想文コンクールを実施し，児童 

 生徒の学力や想像力，心の豊かさ等の向上を図ります。また，いじめや 

 学級崩壊を防止するため，Ｑ－Ｕテスト※を実施し，学級状態の早期把 

 握に努めます。 

  ※Ｑ－Ｕテストとは，2種類の心理検査から構成されているアンケー 

   ト調査 

   ①居心地のよいクラスにするためのアンケート（学校満足度尺度） 

   ②やる気のあるクラスをつくるためのアンケート（学校生活意欲尺 

    度） 

【具体的施策】 

  ・派遣指導主事の配置 

  ・全教職員への校務用パソコンの整備(平成２５年１２月に整備) 

  ・茨城県学力診断テストの実施・・・ 

   小学校：３・４・５・６年生（４教科）， 

   中学校：１・２・３年生（５教科） 

  ・Ｑ－Ｕテストの実施・・・ 

   小学校４・５・６年生，中学校１・２・３年生（年２回実施） 

  ・鹿嶋市読書感想文コンクールの実施 

【重要成功要因】 

  ・各学校の学級状態の把握 

  ・状況に応じた必要な施策の設定 

  ・茨城県学力診断テストの実施・・・茨城県の平均以上を目指す 

【達成目標】 

  ・派遣指導主事の配置・・・全学校訪問による校内研修体制のさらな 

   る充実が図られ学校内研修体制が整う。 

  ・全教職員への校務用パソコンの整備により校内コミュニケーション 

   が従来より円滑に行われるようになる。 

  ・県学力テスト平均以上になることにより，児童生徒の自己肯定感が 

   増す。 

  ・Ｑ－Ｕテストの実施・・・学級状態の早期把握によりクラスのまと 

   まりが良くなる。 

  ・鹿嶋市読書感想文コンクールの実施により児童生徒の表現力向上。 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  師範塾の充実（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  ４，７９０千円 

【事業目的】 

  理論と技術を体系的に学べる講座を開設するなど，教職員の指導力向 

 上を図る施策を推進します。 

【具体的施策】 

  ・教育指導員の配置 

  ・専門家による各種講座開設（「食育」「理科教育」「ＩＣＴ活用」 

   など） 

【重要成功要因】 

  ・学校に必要とされている理論や技術を的確にとらえ，講座を設定専 

   門家による各種講座開設（18講座） 

  ・教育指導員の配置 

【達成目標】 

  ・教職員の指導力向上により教師が自信を持って授業に打ち込み，学 

   力向上や校内研究風土が作れる。 

  ・職員間の協力関係がより強固になり，学校マネジメント力が全体と 

   して上がるようになる。 

 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  高塚奨学基金制度の充実（教育総務課） 

【平成２５年度予算額】 

  高塚奨学基金にて運用（上限９，９００千円） 

【事業目的】 

  優良な生徒又は学生であって経済的理由により修学が困難な者に対し

て学資を貸与することにより，有為な人材の育成を図ることを目的とし

ています。 

【具体的施策】 

  ・２４年度募集を前倒しで実施した結果，募集効果が現われたため， 

   当面前倒しで，募集を実施していく 

  ・追加募集として，４月に進路が決定してからの募集を実施 

【重要成功要因】 

  ・適正金額設定のため，資金運用のシミュレーション 

  ・基金運用率８０％ 

【達成目標】 

  ・鹿嶋市の奨学金制度を活用したいという希望者が増える。 

 

   ※高塚奨学金は，高塚正義氏から寄附されたものを基に，平成７年 

   に制度を設置し運用しているものです。 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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【主要事業名（所管課）】 

  教育委員に対する教育委員会支援体制の充実 

                  （教育総務課・鹿嶋っ子育成課） 

【平成２５年度予算額】 

  ３，００７千円 

【事業目的】 

  教育委員会が他の自治体の優れた教育施策等を学び，地域の教育に役 

 立てるとともに，事務局との連携強化や教育委員会会議の強化を目的と 

 します。 

【具体的施策】 

  ・教育委員視察研修の実施 

  ・教育委員会議の情報公開 

  ・学校施設への訪問 

  ・市民対象の教育懇談会 

【重要成功要因】 

  ・教育委員と事務局の連携強化 

  ・教育委員会議の機能強化 

 

【達成目標】 

  ・地域課題に即した事業の展開 

  ・教育委員会の機能強化 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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★重点目標１ 豊かな心と生きる力の育成 
主要事業名 具体的施策 予算（千円） 

学校図書館事業 ・市内12校の小学校図書館の運営 

・市内中学校，新規１校の学校図書館開設 

・学校図書館年間利用計画に基づいた資料の 

 活用，収集 

・司書教諭，学校図書館司書，公共図書館司 

 書による研修会開催 

 

４３，８５７ 

フロンティア・ア

ドベンチャー事業

の実施  

・フロンティア・アドベンチャー事業の実施  

 

 

２，２３０  

★重点目標２ 学力の確かな向上 
主要事業名 具体的施策 予算（千円） 

市費負担嘱託・臨

時職員配置事業  

・アシスタントティーチャーの配置  

・専科担当嘱託職員の配置  

・日本語指導ボランティアの派遣  

・社会人ボランティアの活用  

・TT嘱託職員の配置  

 

８６，６６０ 

小学校教育研究事

業  

・小学校ごとの特色ある教育活動の実施 

・小学校4年生と6年生を対象とした宿泊を伴 

 う校外学習（宿泊学習）の実施 

・「災害時相互応援に関する協定」の締結を 

 した青森県五所川原市と，小学生同士の交 

 流事業を実施 

 

１５，８９０ 

長期欠席児童生徒

解消 

・教育相談指導員による小・中学校への訪問 

及び相談活動の実施（月１回以上） 

・悩みを抱えた保護者を対象にした子育て講 

 演会の実施（月１回以上） 

・社会性を身に付け自己肯定感※を高めるた 

 めの様々な体験活動の実施 

・教育相談指導員の資質向上を図る研修の実 

 施 

 

 

１４，９７５ 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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★重点目標３ 郷土理解教育と国際理解教育の推進 
主要事業名 具体的施策 予算（千円） 

鹿嶋市の歴史，文

化，伝統の普及と

発信 

・文化体験事業（鹿嶋こども歴史探検隊とふ

れてみよう世界の文化事業）の実施 

・鹿嶋の民話・市民音頭の普及 

・塚原ト伝紙芝居の制作 

・はまなす郷土資料館及びどきどきセンター

の展示活発化 

・ミニ博物館ココシカの健全運営 

・普及と発信のための参加しやすいイベント

開催 

 

７，７５０ 

 

 

 

 

 

 

英語教育の充実 ・小学校全校に外国人講師（ＮＬＴ），中学

校全校に英語指導助手（ＡＬＴ）を配置  

・小学校全学年において市独自の英語カリュ

ラムで英語活動を実施  

・中学校における英会話を中心とした「コミ 

 ュニケーション英語」カリキュラムの実施 

・小中英語科担当者による英語教育研修会の

実施  

・英語活動及びコミュニケーション英語にお

ける訪問指導の実施 

 

１０２，３６６ 

 

中学校国際交流事

業 

・国際交流事業実行委員会を組織。年３回の

会議開催 

・参加生徒に事前研修会の実施 

・姉妹都市韓国西帰浦市との相互交流事業の

実施 

・カナダバンクーバーへの派遣事業の実施 

・報告書の作成 

 

 

９，７２０ 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 

主要事業名  具体的施策 予算（千円） 

ICT教育の充実 ≪小学校≫ 

・タブレット型端末整備 

 平成25年度：6校，26年度：６校の校内 

 無線ＬＡＮ整備とタブレット端末導入  

・2学期までにモデル校の校内無線ＬＡＮ整 

 備 

・タブレット端末活用のための教職員研 

 修実施≪中学校≫ 

・ノート型パソコンの整備 

 

４１，５８３ 
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★重点目標４ スポーツ・芸術文化活動の振興と市民交流の推進 
主要事業名 具体的施策 予算（千円） 

スポーツ事業の開催

と機会提供及び市民

スポーツの支援 

（１）シンボルスポーツの推進 

 ・鹿嶋サッカーフェスティバル 

 ・ト伝杯武道大会（柔道の部・剣道の部） 

（２）広域的大会の開催 

 ・ビーチサッカー大会（市・県・関東） 

 ・駅伝大会 

（３）スポーツ団体の支援 

（４）地区まちづくりセンターでの健康ス

ポーツ教室の実施 

（５）スポーツコンベンションビューローの

設置 

４，７００ 

各地区まちづくりセ

ンター活動支援，芸

術祭，市美術展覧会

等の開催 

・各地区まちづくりセンターでの事業の実施

（青少年や成人，高齢者を対象にした学習

機会の提供及び公民館まつりの開催等） 

・芸術祭及び市美術展覧会の開催 

１３，４０７ 

神野向遺跡保存事業 ・史跡の公有化（現在94％公有化・土地の 

 買収） 

・史跡整備計画（史跡の環境整備と整備検討 

 委員会の実施） 

１９，３８２ 

★重点目標５ 安心して学べる教育環境づくり 
主要事業名 具体的施策 予算（千円） 

学校施設の改修と整

備 

・小中学校大規模改造事業（扇風機の設置・ 

 トイレの洋式化） 

・平井小学校外部階段設置事業 

・幼稚園保育室に扇風機の設置 

 

７９１，５２５ 

社会教育施設の整備

充実 

・定期的な社会教育施設の巡回による点検の

実施及び施設管理者からの施設に関する聞

き取りの実施し，改修計画，整備方針の検

討，作成 

・新耐震基準以前の施設である老朽化の著し

い高松公民館及び高松緑地体育館等の改修

計画，整備方針の検討 

 

８５，３８７ 

安全・安心な子育て

環境の整備 

・放課後子ども教室の実施（平日の部８校，

休日の部１１カ所） 

・青少年相談員による巡回活動の実施 

１７，７３２ 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 



 

37 

主要事業名 具体的施策 予算（千円） 

子育て講演会等の開

催 

・小中学校に入学する児童生徒の保護者を対

象とした子育て講演会の開催 

・中学生を対象とした心とからだの講演会の

開催 

・家庭教育を考える集いの開催 

・メディア教育講演会の開催 

１６０ 

教職員指導対策事業 ・派遣指導主事の配置 

・全教職員への校務用パソコンの整備(平成 

 ２５年１２月に整備) 

・茨城県学力診断テストの実施・・・ 

 小学校３・４・５・６年生（４教科）， 

 中学校１・２・３年生（５教科） 

・Ｑ－Ｕテストの実施・・・ 

 小学校・４・５・６年生，中学校１・２・

３年生（年２回実施） 

・鹿嶋市読書感想文コンクールの実施 

５３，２９２ 

師範塾の充実 ・教育指導員の配置 

・専門家による各種講座開設（「食育」「理

科教育」「ＩＣＴ活用」など） 

４，７９０ 

高塚奨学基金制度の

充実 

・２４年度募集を前倒しで実施したけ結果， 

 募集効果が現われたため，当面，前倒しで 

 募集を実施していく 

・追加募集として，４月に進路が決定してか

らの募集を実施する 

高塚奨学基金の 

運用 

（上限９，９００

千円） 

教育委員に対する教

育委員会支援体制の

充実 

・教育委員視察研修の実施 

・教育委員会議の情報公開 

・学校施設への訪問 

・市民対象の教育懇談会 

 

３，００７ 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 



 

 

   平成２５年度 鹿嶋市教育行政運営方針（平成２５年４月） 

 

 

   編集 茨城県鹿嶋市教育委員会 

      〒３１４－８６５５ 

      茨城県鹿嶋市平井１１８７番地１ 

      ＴＥＬ  ０２９９－８２－２９１１ 
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