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●豊かな自然を愛し水と緑の美しいまちにしよう

●歴史と伝統に誇りをもち薫り高い文化のまちにしよう

●スポーツに親しみ健康で明るいまちにしよう

●お互いの立場を尊重し思いやりの心で
  住みよいまちにしよう

●みんなで力を合わせ潤いと活力のあるまちにしよう

は ま な す 松（まつ） き　　じ

市 の 花

わ た し た ち の 鹿 嶋 市 は
鹿 島 神 宮 の あ る 歴 史 の ま ち
世 界 に 開 か れ た 鹿 島 港 の あ る ま ち
美 し い 自 然 に 恵 ま れ た ま ち で す
わ た し た ち は
郷 土 の 文 化 を 大 切 に し
未 来 に 夢 を も ち
心 豊 か な 鹿 嶋 市 民 を 目 指 し て
こ の 憲 章 を 定 め ま す

市 の 木 市 の 鳥

鹿 嶋 市 民 憲 章

鹿嶋市の教育目標
●ひとりひとりの能力を開発し

豊かな人間性をつちかう

●健康と安全の確保に努め

●郷土の理解を深め

活力ある心を育てる

郷土を愛する心を養う



 

 

 

ま え が き 

 

 

「災害を乗り越え，すべては子どもたち

の笑顔のために！」  

 

 

 まず，３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震で本市においても甚大

な被害を受け，教育機関においても第二幼稚園が施設の被害が大きく，８月

末までは第五幼稚園で教育活動を行います。 

 併せて，当面の間は施設機能の復旧を優先しながらも，子どもたちの心の

ケアなど教育活動においても，震災にくじけず，再建に向けてたくましい力

を育んで参ります。 

 さて，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

域性を生かした鹿嶋っ子育成を図るため，作成するものです。 

 鹿嶋市内に住む全ての子どもたちが，笑顔で「楽しい！」と言える学校を

目指し，“教育活動の質”を高める指針を定め，施策を展開します。 

 また，「学校」「教育委員会」「教育委員会事務局」の三者が以下の三点

について質の向上を目指します。 

１ 子どもと関わる学校における全ての教育活動 

 

２ 教育委員会と教育委員会事務局における業務 

 

３ 指導主事による校内研修体制への支援業務 



 

 

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           伏見 文 

  

    委員長職務代理者    小澤 和夫 

 

    委員             樋口 常昭 

 

    委員             飛田 芳子 

 

    教育長           大橋 正彦 

 

  ２ 鹿嶋市教育委員会行政組織 

 

  【事務局】 

   教育委員会事務局部長 

     Ⅰ 

   教育委員会事務局次長（社会教育担当参事兼務） ー 教育指導担当参事 

     Ⅰ 

   教育総務課 （総務担当 社会教育担当 文化財担当 施設担当） 

   鹿嶋っ子育成課 （学務担当 管理担当 指導担当） 

 

 【教育機関】 

   ・幼稚園６園 ： 第一幼稚園 第二幼稚園 第三幼稚園 第四幼稚園 

             第五幼稚園 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 

   ・図書館１館１分館 ： 中央図書館 大野分館 

   ・学校給食センター    
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１ 鹿嶋市人口等の推移と考察 

 
(各年5月1日現在 単位：人）   

  

（２）考察 

  過去5年間の人口増加率は，2.1%であった。その間，小学校児童 

 数は2.5%減少し，中学校生徒数は3.8%増加した。このことから， 

 小学校学生以下の子どもを持つ世帯の流入は少なかったことが分かる。 

  また，子どもの数は少しずつ減少していくことが予想される。 

  一方，幼稚園児数が16%減少しているのに対して，保育園児数は 

 24.2%増加しており，保護者の就労志向が高まっていることが分かる。 

 

２ 鹿嶋市の教育行政の経緯 

 

  

 

  

（１）過去5年間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 

  平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 

人口 64,878 65,193 65,498 65,785 66,249 
保育園･幼稚園在園児数 1,898 1,916 1,960 1,988 1,973 
 保育園児数 942 983 1,066 1,098 1,170 
 幼稚園児数 956 933 894 890 803 
小学校児童数 3,958 3,961 3,910 3,848 3,857 
中学校生徒数 1,718 1,713 1,747 1,793 1,783 

年度 教育行政の経緯 

・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１５年度 

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 

平成１７年度 ・読書する機会を作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 

・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実施。 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題と課題  
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・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小学校及び三

笠小学校の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 

・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 

・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三笠小学校及び大同西

小学校を加えた３校に配置 

・小学校での英語教育の充実を図るため，ＰＬＳ

作成の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 

年度 教育行政の変革 

 平成１８年度 

平成１９年度 

平成２０年度 

・鹿島小学校及び三笠小学校での英語活動を踏ま

え，全市的な英語活動を推進するため，ＰＬＳ作

成のレシピ方式による英語活動のモデル校として

波野小学校，豊津小学校及び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

加え，オーストラリア（カラウンドラシ市）を加

えた３カ国との交流を実施 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題と課題  



 

4 

   

  

 

・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 

・鹿島小学校、高松小学校、平井小学校、中野東

小学校、鹿島中学校、鹿野中学校の６校耐震化工

事完了 

年度 教育行政の変革 

 平成２１年度 

平成２２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高松小学校を加えた４

校に配置 

・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 

３ 課題 

 少子化や核家族化による人間関係の希薄化や地域との連帯意識の低下など

による本市の教育課題としては，次の５点があげられます。 

 

（１）規範意識の向上や生活習慣の確立 

   少子化や核家族化により，社会的な連帯意識や規範意識が希薄化 

  し，それによる家庭や地域の教育力の低下が社会的に課題であると 

  指摘されています。本市においても，第１章で示したとおり，少子 

  化が進む見込みであります。 

   そのため，少子化時代に沿った規範意識の向上や生活習慣の確立 

  など，家庭や地域での教育への支援が必要であると考えます。 

（１）規範意識の向上や生活習慣の確立 

（２）主体的に学ぶ意欲や資質・能力の育成と新学習指導要領への移行 

（３）不登校・いじめへの対応 

（４）学校を中心とした地域コミュニティ活動の活性化 

（５）教育施設機能の維持・向上と安全確保 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題と課題  
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（２）主体的に学ぶ意欲や資質・能力の育成と体づくり 

  今日，情報化が進む中，インターネットの活用などにより情報を 

 簡単に入手することができるようになりました。一方では，主体的 

 に考える機会が少なくなっていることも指摘されています。 

  情報がありふれている社会でも，主体的に学ぶ意欲を持ち，達成 

 感や充実感を味わいながら，自ら発見したり，解決したりする能力 

 を身につけるための資質や能力の育成が今後重要であると考えます。 

  文部科学省では基礎的・基本的な知識・技能の習得や思考力・判 

 断力・表現力等の育成などを目指し，小学校では平成２３年度から， 

 中学校では平成２４年度から新学習指導要領が実施します。 

  新学習指導要領の実施に向け，教材の準備や教育課程の編成など 

 の準備を引き続き行います。 

  また，全ての活動の基本である体づくり面では，体づくりの基本 

 である「早寝・早起き・朝ごはん」の呼びかけのもと，家庭の協力 

 をいただきながら，欠食児童の減少に繋がっていますが，引き続き， 

 給食や授業を通して食に対する意識を高めていく必要があります。 

  食育と併せて，教育活動の中で計画的な体力向上を行い，総合的 

 な体づくりを図ります。 

  

（３）不登校等による長期欠席者への対応 

  ここでいう長期欠席者は，１年間に３０日以上学校を欠席した児 

 童生徒のことを言います。 

  本市の長期欠席者数の推移は，直近の5年間で，小学生が1.65％ 

 から1.40％へ下がっています。一方，中学生は4.11％から5.94％ 

 と上昇しています。茨城県内の平均は，平成２０年度までの５年間 

 で見ると，小学生が０.98％から0.83％へ下がり，中学生が3.83％ 

 から4.33%へと上昇しています。このうち，不登校に該当する児童 

 生徒を態様区分別に見ると，「無気力型」，「情緒混乱型」，「複 

 合型」が高い割合を占めています。 

  これらの原因を分析すると，人間関係がうまく築けないが多く， 

 中には長期欠席児童生徒の保護者自身が様々な問題を抱えている場 

 合も多く見られるようになりました。そのため，集団活動などの学 

 校教育を通じて人間関係の構築を図り，児童生徒のみならず，保護 

 者の相談機会を設けることが必要であると考えます。 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題と課題  
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（4）学校を含めた地域コミュニティ活動の活性化 

  （１）でもありましたが，少子化や核家族化による社会的な連帯 

 意識により，地域コミュニティ活動の縮小化が見られています。 

  そのため，本市では各地区まちづくりセンターを中心に，地域活 

 動の充実を図っています。 

  一方，学校も地域コミュニティの構成員として意識を高め，学校 

 が率先して地域コミュニティ活動を充実していくことが求められて 

 います。そのためには，ボランティアや指導者等の人材育成や予算 

 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組織の活性化などへの対応が求められます。 

  

（５）教育施設機能の維持・向上と安全確保 

  本市には，幼稚園６園，小学校１２校，中学校５校の合計２３の 

 公立幼稚園及び学校施設があります。 

  喫緊の課題として，地域の避難所である小学校及び中学校の校舎 

 及び屋内体育館の耐震化が求められており，現在，重点的に取り組 

 んでいます。また，施設面での教育活動の充実や文部科学省が今後 

 進めていくと見られる少人数学級編制実施による教室不足などの施 

 設面での課題に対応するため，施設の耐震化完了後は，大規模改造 

 事業に取り組みます。 

  併せて，１（２）でも考察しましたが，公立幼稚園在園児数は， 

 今後も減少が見込まれる一方，保育園待機児童数が増加傾向にあり 

 ます。保護者が求める「教育と子育て支援」について，幼児教育及 

 び保育について，今後，どのように展開していくかが課題であり， 

 ソフト面及びハード面のあり方を検討します。 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題と課題  
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（１）社会経済状況を踏まえた施策の推進 

  本市の財政状況は，長引く不況の影響から市民税が激減するなど， 

 厳しい状況が続いており，市内企業の業績は回復傾向にあるものの， 

 市税収入の回復にはもうしばらく時間が必要と予測しています。 

  一方，歳出面においては，地区計画に基づく大野区域の基盤整備 

 や公共施設の耐震化，老朽化対策，さらには少子高齢化対策など， 

 差し迫った課題が山積しており，これらの対応に要する経費の増加 

 が見込まれるなど，市の財政運営は，今後も厳しい状況が続くもの 

 と予測しています。 

  こうした中でも，平成２３年度予算編成においては，教育環境の 

 充実を図り，鹿嶋市教育基本計画に掲げた５つの重点目標の達成の 

 ために，各種事業を効率的に展開するため，予算編成を行いました。 

第２章 平成２３年度教育行政運営上の基本的な考え方 

  

（２）地域に開かれた教育行政の推進 

  本市では，第１章の２「鹿嶋市の教育行政の経緯」にもあるように， 

 地域の特性にあわせ，市独自に事業を展開しています。 

  事業を実施するにあたり，取り組みの内容や成果などについて市民 

 の皆様に理解をいただくため，昨年度に引き続き，年４回発行している 

 教育かしまや本市ホームページでの情報提供などによる広報活動の充実， 

 市民の皆様と直接意見交換する機会として教育懇談会を設定します。 

  また，教育に関する事業を職員が自己評価し，その内容を外部有識者 

 が評価する教育行政評価について，それらを取りまとめた教育行政評価 

 報告書をホームページに掲載するなど，地域に開かれた教育行政を推進 

 します。 

  

（３）家庭・学校・地域の連携の推進 

  第１章３（４）にもありますが，少子化や核家族化による個人志向 

 の高まりにより，人々の価値観やライフスタイルが多様化し，社会の 

 仕組みが変わりつつあります。 

  一方，地域社会においても，互いに支え合おうとする意識も弱まり， 

 人間関係の希薄化も進み，その変化の中で，家庭の教育力の低下も 

 指摘されています。 

  そのため，学校・家庭・地域それぞれが持つ役割を担いつつ，連携 

 と協働し，子どもの教育に取り組むことが大切であると考えます。 

  学校は，子どもに対し，「一人ひとりに生きる力を育む」「確かな 

 学力を身に着ける」，「安心して学習できる環境を整る」という役割 

 があります。 
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  子どもにとって家庭は，家族の温かさを感じ，その温かさを通じて 

 基礎的な資質や能力を培い，心身の健康を育てる最重要な場所です。 

  地域の役割は，子どもが安心して遊び，多くの人と関わり，安心し 

 て生活できる場であることが求められています。 

  それぞれの役割を果たせるよう，また，保護者や市民の皆様が学校 

 での教育活動を支援しやすいような取り組みを行います。 

第２章 平成２３年度教育行政運営上の基本的な考え方 

  

（５）重点目標に即した事業の推進 

  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 

 基本計画を策定し，平成２０年度に見直しを行い，平成２１年度から 

 の５年間を後期と位置付け，鹿嶋市教育基本計画（後期）を策定しま 

 した。 

  時代の変化に合わせて見直した結果，新たに５つの重点目標を設定 

 しました。５年間という長期的な視点に立ち，目標に即した事業を展 

 開します。 

 鹿嶋市教育基本計画（後期）に掲げる５つの重点目標 

 

  重点目標１ 豊かな心と生きる力の育成 

  重点目標２ 学力の確実な向上 

  重点目標３ 郷土理解教育と国際理解教育の推進 

  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 

  重点目標５ 安心して学べる教育環境づくり 

  

（４）未就学児に対する総合的な子育て支援について 

  共働き家庭の増加により，保育園の待機児童が増える一方，幼稚園の 

 入園者が伸び悩んでいます。社会・経済的変化の激しい状況下において， 

 就学前の教育及び保育を総合的に行う観点により，教育委員会として，  

 他部署との調整を図りながら，幼稚園教育のあり方について検討を行い， 

 「鹿嶋市幼児教育振興方針」の策定を目指します。 

  また，去る３月１１日の東北関東大震災により，第二幼稚園が甚大な 

 被害を受けました。それを受け，第二幼稚園の機能を第五幼稚園に移設 

 し，８月末を目処に，両園合同での教育活動を行います。 
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 第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  学校図書館の整備（鹿嶋っ子育成課・中央図書館） 

【平成２３年度予算額】 

  ４０，５３３千円 

【事業目的】 

  小学校の学校図書館に専任の司書を配置し，子供たちのそばに司書 

 がいるという読書環境を実現し，子供たちを読書の世界へと誘います。 

  司書を配置することで学校間での相互貸借や情報交換も容易となり， 

 既に絶版となった貴重な資料の保存・提供も期待できます。 

  子供が主体的・能動的に本を読むことで，自由に心の世界を広げる 

 体験を積み上げることによる豊かな心の育成を目指します。 

【具体的施策】 

  ・学校図書館の整備推進と司書配置校の拡充 

  ・鹿嶋市図書行政運営方針及び鹿嶋市学校図書館整備計画の策定準備 

  ・司書研修体系の確立 

【重要成功要因】 

  ・新たに２校を加えた計８校にて学校図書館の開設 

  ・鹿嶋市図書行政運営方針策定に伴う鹿嶋市図書行政運営協議会の設置 

  ・鹿嶋市学校図書館整備計画策定に伴う鹿嶋市学校図書館整備計画策定   

   委員会の設置 

  ・司書教諭及び学校司書対象の研修会開催による担当者のスキルアップ 

【達成目標】 

  ・学校図書館司書計8名の配置。  

  ・鹿嶋市図書行政運営協議会委員の人選及び協議会を年度内に２回開催 

  ・鹿嶋市学校図書館整備委員会委員の人選及び協議会を年度内に３回開  

   催 

  ・司書教諭及び学校図書館司書による先進地視察及び研修会の開催回数 

   がそれぞれ2回以上 
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第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  学力向上の推進（教育総務課・鹿嶋っ子育成課） 

【平成２３年度予算額】 

  １１５，８１３千円 

【事業目的】 

  授業を通して，児童生徒一人一人に基礎・基本的な学習内容の定着 

 を図り，さらに，一人一人が探求し，発見し，反省し，表現できるよ 

 うな授業の創造を図ります。 

【具体的施策】 

  ・少人数学級の実施 

  ・ＡＴ・小学校専科教員の配置 

  ・TT講師の配置 

  ・学力テストの分析と集計及び研修会 

  ・県教育委員会と連携した学力向上研修チーム訪問の実施 

  ・食育事業の推進 

【重要成功要因】 

  ・学校と教育委員会の円滑な連携 

  ・「めざす児童生徒像」を共有し，同僚性のある職員関係のある学校 

【達成目標】 

  ・施策内容の１００％実施 

  ・県学力診断テストで県平均を目指す 
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 第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【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２３年度予算額】 

  １３，６９３千円 

【事業目的】 

  子どもたち一人一人の学ぶ権利を尊重し，学校で学ぶ楽しさを実感 

 し，学び合う仲間を得られるようにすること。 

【具体的施策】 

  ・幼保小の連携とスタートプログラムの検証 

  ・小中連携と中一ギャップの解消 

  ・教育相談指導員の巡回によるカウンセリング 

  ・教育相談員による保護者のカウンセリング 

  ・適応指導教室相談員の学校訪問及び家庭訪問 

  ・適応指導教室の教育相談支援センター化 

  ・適応指導教室相談員の資質向上 

【重要成功要因】 

  ・幼保小の連携 

  ・中学1年生へのきめ細かな指導や支援 

  ・保護者の不安解消 

【達成目標】 

  ・小学校長期欠席率1％ 

  ・中学校長期欠席率４％ 
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第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  学校支援体制の充実（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２３年度予算額】 

  ５，７５０千円 

【事業目的】 

  特色ある学校教育の推進への支援を行い，地域と共に児童生徒を育 

 てるための学校支援体制の充実を図る。   

【具体的施策】 

  ・特色ある学校教育の推進と教育会に対する支援 

  ・学校活動における社会人ボランティアの活用のための予算計上 

  ・中学校への生徒指導推進事業委託としての委託料の予算計上 

【重要成功要因】 

  ・特色ある学校教育を推進するための校内研修の充実 

  ・中学校生徒指導の積極的な取組及び進路指導の充実 

【達成目標】 

  ・学校評価において分かる授業，楽しい授業の肯定評価80％以上 

  ・みんないっしょにマナーアップ意識調査において県平均以上の 

  肯定評価 

  ・全国学力学習状況調査において，自尊感情の項目が全国平均以上 

  の肯定評価 

 

 ※ 参考  

  平成22年度みんないっしょにマナーアップ意識調査 

    「まちがいを素直にあやまることができる」 

    県小学生90.8% 鹿嶋市小学生89.6％ 

    県中学生91.2％，鹿嶋市中学生91.3% 

   

  平成22年度全国学力学習状況調査質問紙 

    「自分には良いところがある」 

    全国小学6年生74.4％，鹿嶋市小学6年生71.0％ 

    全校中学3年生63.1％，鹿嶋市中学3年生57.3％ 
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 第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【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２３年度予算額】 

  ５２，９５５千円 

【事業目的】 

  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。 

【具体的施策】 

  ・はまなす郷土資料館，どきどきセンターでの企画展の実施 

  ・民話の普及 

  ・郷土かるたの普及 

  ・ミニ博物館の新設 

【重要成功要因】 

  ・市報，ＦＭかしま，ホームページを活用した情報発信の基盤づくり 

  ・魅力あるイベントの開催 

  ・鹿嶋語り部の会による小学校での出前講座の実施 

【達成目標】 

  ・ミニ博物館の新設と３ヶ月ごとにテーマ別のイベントの開催 

  ・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５％増 

  ・幼稚園や学校での出前講座回数の前年度比同数 
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第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  英語教育活動の充実（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２３年度予算額】 

  １０２，３５３千円 

【事業目的】 

  異文化に対する相互理解と外国語によるコミュニケーション能力の 

 育成を図ります。 

【具体的施策】 

  ・英語指導事業の推進 

   （小学校全学年において英語活動を取り入れ，市独自の英語教育 

   の推進） 

  ・市内全小学校に外国人講師の派遣配置 

  ・中学生海外派遣交流事業の実施 

  ・学校訪問と校内研修の推進 

  ・教員研修会 

  ・小中学校合同研究会 

  ・中学校研究推進校の継続 

【重要成功要因】 

  ・児童生徒のコミュニケーション能力の向上 

  ・児童生徒の英語力の向上 

  ・教員の指導力向上 

【達成目標】 

  ・市内中学校「コミュニケーション英語」の基本カリキュラム作成 

  ・各中学校が，１・２年生において「コミュニケーション英語」の実践

とカリキュラムの完備 

  ・小中学校間で，英語教育研修会の推進 
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 第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  スポーツ指導者養成講座及び健康スポーツ教室の開催 

 （生涯学習課スポーツ推進室） 

【平成２３年度予算額】 

  ４８０千円 

【事業目的】 

  市民が身近な環境でスポーツに親しむことができるように，地域で 

 スポーツができる機会を設定し，健康増進を目的とします。 

【具体的施策】 

  ・スポーツ指導者養成講座の開催による認定指導者の育成 

  ・各地区まちづくりセンターでの健康スポーツ教室の実施 

【重要成功要因】 

  ・認定指導者の活用による指導者の育成 

  ・体育指導委員や認定指導者の活用による健康スポーツ教室の実施 

【達成目標】 

  ・年１回のスポーツ指導者養成講座の実施 

  ・全地区まちづくりセンター（１０館）での健康スポーツ教室の実施 
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第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【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２３年度予算額】 

  １２，１３４千円 

【事業目的】 

  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（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】 

  ・地域住民とまちづくり委員会の連携 

  ・鹿嶋市文化協会 

【達成目標】 

  ・各事業の前年度参加者数の堅持 
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 第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  鹿野向遺跡保存事業（教育総務課） 

【平成２３年度予算額】 

  ２７，８３１千円 

【事業目的】 

  奈良時代から平安時代にかけての重要な遺跡である神野向遺跡は， 

 大溝で囲まれた倉庫群（正倉院）や回廊で囲まれた郡庁建物が発見 

 された全国でも貴重な遺跡で，国の史跡に指定されています。 

  神野向遺跡を文化遺産として将来に残すために史跡として指定地 

 を買い上げ，子どもたちの郷土学習や体験学習の場として，また， 

 市民や遺跡を訪れる人々の憩いの場として史跡公園，生涯学習の場 

 として活用していくことを目的とします。  

【具体的施策】 

  ・平成23年度は鹿野向遺跡保存整備計画の策定 

【重要成功要因】 

  ・鹿野向遺跡内の遺構の保存と資料の展示 

  ・遺構の規模，歴史的役割について効果的な公開手法の考察 

  ・鹿島神宮を含めた一体的な保存と活用 

【達成目標】 

  鹿嶋市鹿野向遺跡保存整備委員会委員の人選及び委員会会議を年度 

 内に２回開催 
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第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  リーダー研修会等の実施（生涯学習課） 

【平成２３年度予算額】 

  １８０千円 

【事業目的】 

  地域での活動を自発的・積極的に行えるボランティアリーダーを育成 

 することを目的とする。  

【具体的施策】 

  ・高校生を対象とするリーダー研修会の実施 

【重要成功要因】 

  ・社会へのスムーズな移行に向けた体系的なカリキュラムの設定 

  ・周知活動の充実 

【達成目標】 

  リーダー研修会の前年度受講者数の堅持 
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 第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  学校施設の耐震化と整備（教育総務課） 

【予算額（平成２２年度第４回補正）】 

  ８１３，７１３千円 

【事業目的】 

  児童生徒の安全性の確保に加え，学校が地域住民の災害時の避難 

 場所でもあることから，学校施設の耐震と老朽化に対応するための 

 整備を行います。  

【具体的施策】 

  ・三笠小学校，大同東小学校，大同西小学校，中野西小学校及び 

  高松中学校の耐震補強工事の実施 

【重要成功要因】 

  ・耐震補強工事の計画的な実施 

  ・大規模改造事業の実施に向けたガイドラインの策定 

【達成目標】 

  年度内に鹿嶋市小中学校大規模改造計画の策定 
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第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  社会教育施設の整備（生涯学習課，生涯学習課スポーツ推進室） 

【平成２３年度予算額】 

  １０４，０３７千円 

【事業目的】 

  市民が安心して活動できる環境整備を目的とする。  

【具体的施策】 

  まちづくりセンター，高松緑地スポーツ施設等の改修及び整備を 

 行う。 

【重要成功要因】 

  各施設を定期的に巡回する。 

【達成目標】 

  鹿嶋市公共施設整備計画にスポーツ設備分野を盛り込む。 
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 第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  子どもの居場所づくり事業及び青少年相談員活動の実施（生涯学習課） 

【平成２３年度予算額】 

  ６，１７０千円 

【事業目的】 

  子どもたちが学習活動，スポーツ，文化活動及び地域住民との交流 

 など，様々な体験活動を通して，健康で心豊かな子どもを育成すると 

 ともに，青少年相談員の活動による青少年の健全育成を目的とする。  

【具体的施策】 

  ・放課後子ども教室の実施（平日・休日の部） 

  ・青少年相談員による巡回活動の実施 

【重要成功要因】 

  ・指導者の確保による安全対策と多様な活動機会の確保 

  ・警察など青少年育成関係機関との情報の共有化 

【達成目標】 

  ・放課後子ども教室（休日の部）の参加者数の前年度比５％増 

  ・青少年相談員による巡回活動の前年度回数の堅持 
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第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  子育て講演会及び心とからだの講演会の開催（生涯学習課） 

【平成２３年度予算額】 

  １６５千円 

【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，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する。  

【具体的施策】 

  ・小中学校に入学する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 

【重要成功要因】 

  講演会講師の人選と講師との講演内容についての打合せ 

【達成目標】 

  事後アンケートの結果，受講して良かったという回答率が７割以上 



25 

 第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  教職員の資質の向上（教育総務課・鹿嶋っ子育成課） 

【平成２３年度予算額】 

  ７，９４２千円 

【事業目的】 

  教職員の専門職としての技能向上，一定の教育活動を保障するため 

 の支援及び効率的で正確な事務処理を行うための学校管理体制の構築 

 を支援します。 

【具体的施策】 

  ・計画的な学校に対する訪問指導 

  ・鹿嶋師範塾での教職員対象の講座の開講 

  ・教育指導員の配置 

  ・学力向上研修会の実施 

  ・鹿嶋教育会に対し，教職員対象の研修実施等への補助金交付 

【重要成功要因】 

  ・施策の完全実施 

  ・訪問内容の明確化と評価 

【達成目標】 

  ・施策の達成率 
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第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【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２３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】 

  優良な生徒学生でありながら，経済的な理由によって修学が困難な 

 人に高塚奨学基金から学資を貸与し，有為な人材を育成することを目 

 的としていますが，社会情勢の変化に対応するため，制度を見直し， 

 充実を図ります。 

【具体的施策】 

  ・平成２４年度に入学時に一時金を支給できるよう整備をします。   

【重要成功要因】 

  ・的確な市民ニーズの把握 

  ・適正な金額設定のため，基金運用のシュミレーション 

【達成目標】 

  ・基金運用率８０％以上 
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 第３章 ５つの重点目標と主要事業 

 

【主要事業名（所管課）】 

  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２３年度予算額】 

  ２，６６７千円 

【事業目的】 

  地域課題に即した事業を展開し，教育委員会の機能強化を図ること 

 を目的とします。 

【具体的施策】 

  ・鹿嶋市教育行政評価報告書を平成２４年度当初予算の素案作成前 

  までに作成 

  ・事務局と教育機関の位置付けの見直しと整理を行う 

  ・事務局指導グループの業務と鹿嶋師範塾の研修業務を統合し、 

  （仮称）鹿嶋市教育研修センター（教育機関）の設立方針の作成 

【重要成功要因】 

  ・業務の見直しと行政組織のあり方の検討 

  ・業務を通じた職員の育成 

【達成目標】 

  ・９月開催予定の市議会に教育行政評価を報告（報告書の配布） 

  ・（仮称）鹿嶋市教育行政組織規程の制定 

  ・平成２４年度に鹿嶋市教育研修センターを制定するための条例 

  の素案作成 



 

 

 

   平成２３年度 鹿嶋市教育行政運営方針（平成２３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 

      ＦＡＸ  ０２９９－８３－７８９４ 

      Ｅ－mail  kyouikusoumu2@city.ibaraki-kashima.lg.jp 




