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ま え が き 

 

 

「すべては子どもたちの笑顔と夢のために！」  

 

 

 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

かした鹿嶋っ子育成を図るため，作成するものです。 

 平成２４年度は，東日本大震災を乗り越え，鹿嶋市内に住むすべての子ど

もたちが，笑顔で，夢を持って学校生活を送れるよう，必要な施策を展開し

ます。あわせて，効果的な事業展開を行うため，事業のプロセス，人材育成

などについて評価点検を行います。 

 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    飛田 芳子 

    委員             樋口 常昭 

    委員             伏見 文 

    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 

 【教育機関】 

【幼稚園（６園）】 

 三笠(第一)幼稚園 

 高松(第二)幼稚園 

 波野(第三)幼稚園 

 豊郷(第四)幼稚園（休園） 

 平井(第五)幼稚園 

 はまなす幼稚園   ※（）は旧園名 

【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 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 三笠公民館 

 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 

 スポーツ推進室 

【図書館（２館）】 

 中央図書館 大野分館 

【学校給食センター】 
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第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 

  （２）考察 

   本市の過去5年間の人口増加率は，1.5%でした。60歳以上が

23.1%と大幅に増える一方で，0～5歳児は2.7%減少しているこ

とから，市民の老齢化が急速に進み，少子化が徐々に進んでいま

す。 

   学校種ごとに見てみると，過去5年間で小学校児童数は4.9%減

少していますが，中学校生徒数は2.3%増加しています。園児の内

訳は，幼稚園児数が17.5%減少しているのに対して，保育園児数

は32.5%増加しています。なお，0～5歳児の就園比率は平成19

年度が52.5％でしたが，平成23年度は58.3%と徐々に高くな

り，保護者の就労が増えていることがわかります。WLB（ワー

ク・ライフ・バランス＝育児と就業のバランス）をより考慮してい

く必要性があります。 

 

１ 鹿嶋市人口等の推移と考察 

 （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（公私立含む） 

 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 

人口 65,193 65,498 65,785 66,249 66,182 
保育園・幼稚園在園時数 1,916 1,960 1,988 1,973 2,072 
 保育園児数 983 1,066 1,098 1,170 1,303 
 幼稚園児数 933 894 890 803 769 
小学校児童数 3,961 3,910 3,848 3,857 3,765 
中学校生徒数 2,227 2,248 2,281 2,262 2,237 
5歳以下 3,651 3,570 3,561 3,525 3,552 
60歳以上 17,402 18,511 19,481 20,512 21,419 

(各年5月1日現在 単位：人）   
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２ 鹿嶋市の教育行政の経緯 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 

年度 教育行政の経緯 

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 

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 
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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 

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，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 

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 

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 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 
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第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 

 （１）規範意識の向上や生活習慣の確立 

   「規範意識の向上」と「生活習慣の確立」は，人格形成を培

い，「学力」を向上させるために非常に重要であると考えており

ます。そのため，まず，学力面での結果を確認していきます。 

   平成2４年1月に実施されました茨城県学力診断テストは，小学

校では，各教科各学年とも県平均値に到達した一方，中学校では

学校差はあるものの，各教科各学年とも平均値を下回りました。

特に，中学2年生は，県平均を大きく下回る結果となりました。 

３ 課題 

 昨年度課題であった「教育施設機能の維持・向上と安全確保」について

は，学校教育施設の耐震化完了により一定程度の解決ができたと考えており

ます。 

 平成24年度の課題は，次のとおりです。 

 昨年度の課題にあげた（１）から（４）は引き続き対応が必要であると考

えております。さらに，国の幼保一体化による幼児の教育・保育の充実を考

慮し「幼児教育に関する総合的指針の確立」が必要であると考えておりま

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・能力の育成と体づくり 

（３）不登校等による長期欠席者への対応 

（４）学校を含めた地域コミュニティ活動の活性化 

（５）幼児教育に関する総合的指針の確立 

年度 教育行政の経緯 

平成２３年度 

・三笠小学校，大同東小学校，大同西小学校，中

野西小学校，高松中学校の５校耐震化工事完了 

・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 

・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 

平成２２年度 

・鹿島・高松・平井・中野東小学校，鹿島・鹿野

中学校の６校耐震化工事完了 

・３月１１日東日本大震災 
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   中学生といえば，心身ともに大きく成長する一方で，一般的に生

活習慣が乱れやすいと言われています。学校生活における中学生の

非社会的問題行動は比較的少なく，落ち着いた状況ではあります

が，社会経済状況の急激な変化に伴い，一部の家庭や地域における

教育力の低下が見られることから，家庭や地域と連携している学校

活動の支援が求められています。 

   そのため，指導主事による学校訪問を積極的に行い，訪問を通じ

て各校の状況や課題を把握し，教職員の資質の向上に努めるととも

に，「家庭・地域・学校」の連携を深め，多くの大人の目で子ども

たちの規範意識を高め，生活習慣を確立させるよう，地域にあった

教育活動の支援を行います。 
 

 （２）主体的に学ぶ意欲や資質・能力の育成と体づくり 

   東日本大震災の発生により，社会の中に自分が存在しているとい

う「絆」について考えさせられました。子どもたちもそれぞれの立

場で，人と人とのつながりについて考えるようになってきました。 

   このような社会背景のもと，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。 

   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。 
  

 （３）不登校等による長期欠席者への対応 

   不登校等の児童生徒数は，学年が上がるにしたがって不登校が増

えています。殊に，中学生になると多くなります。 

   本市の長期欠席率（不登校以外の病欠者等も含みます。）の推移

は，直近の5年間(平成17年から平成21年)で，小学生が1.89から

1.58％と下がっています。一方，中学生は5.76から6.00％と上

昇しています。同時期の茨城県の推移をみると，小学生が0.98か

ら0.80％へ下がり，中学生が3.83から4.01％へと上昇していま

す。いずれの数値も，県平均を上回っています。 

   平成22年度実施の中学生の自己評価に関する文部科学省調査で

は，以下の五項目について，「とてもよくあてはまる」を選んだ割

合が県平均を大きく下回っています。（項目後ろの数値が県平均と

の差を表します。） 

   「間違いを素直に認めることが出来る」(-11.8％)，「友達の話

を相手の身になって聞くことが出来る」(-12.5％)，「学校でのグ

ループ活動の時協力して活動することが出来る」(-14.1％)「学校

 

第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 
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第１章 鹿嶋市の教育の現況と課題 

生活で困ったとき，自分から誰かに相談することが出来る」(-

10.3％)，「暴力をふるったり人を傷つけることを言ったりする前

に，一度止まって考えることが出来る」(-8.8％) 

   以上の結果から，本市の中学生は，積極的なコミュニケーション

が苦手であるということが分かります。 

   不登校等の解消には継続的な支援が重要であることから，本年も

引き続き，集団活動などの学校教育を通じて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の相談機会を設けるととも

に，校内・市内研修の機会を増やすなど不登校等による長期欠席者

を減らす取組みを行います。 
  

 （４）学校を含めた地域コミュニティ活動の活性化  

   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ます。本市では，地域コ

ミュニティ活動の活性化に向けて，地区まちづくりセンターを中心

に，地域活動の充実に努めています。 

   また，学校も地域コミュニティの構成員として意識を高め，地域

と連携を図り，地域コミュニティ活動の充実を図ることが求められ

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。 

 

 （５）幼児教育に関する総合的指針の確立 

   本市では，幼児教育運営の在り方について，今後の指針となる鹿

嶋市幼児教育基本方針を平成２３年度に策定しました。その基本と

なる考えは，鹿嶋に住むすべての就学前幼児に対し，等しく教育を

受ける機会を提供して義務教育へのスムーズな移行を図るため，教

育と保育を一体的に展開しようとするものです。 

   保護者の就労意識が年々高まっている現状において，家庭環境に

捉われることなく，「鹿嶋っ子」として，幼児一人ひとりの望まし

い成長を目指していかなければなりません。 

   国においても現在，幼稚園と保育所の一体化を含む制度改革が急

速に進められてきています。今後の対応に向けて関係部署が相互に

連携し，教育と子育て支援の環境改善と組織体制を早期に確立をす

ることが求められています。 
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（１）社会経済状況を踏まえた施策の推進 

 本市における平成２４年度の収支見通しは，一昨年度に企業収益等

の悪化により大幅な減収となりましたが，昨年度以降市内企業の経営

状況は多少持ち直しが見られてきました。ところが，平成２３年３月

１１日の東日本大震災により，市内企業も大きな被害を受けたため，

平成２４年度の収入の伸びは期待できず，市税は減収の状況と予測し

ています。 

 一方，歳出においては，震災からの復旧，復興に要する支出が平成

２４年度においても相当額に上るものとみられ，行財政改革の推進な

ど，人件費をはじめとする経常経費の抑制策を講じているものの，震

災対応のほか，扶助費の増や公共施設の老朽化・耐震化対策など，大

幅な増と予測しています。 

 こうした中でも，平成２４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。 

 

（２）地域に開かれた教育行政の推進 

 未来に羽ばたく人材の育成のためには，家庭の教育力を含め，本市

の教育力の向上が必要であり，様々な事業を行っています。その事業

について内容や成果への理解をいただくため，「教育懇談会」による

市民と教育委員との意見交換，「ホームページや年３回発行の教育情

報紙」による情報の発信，「教育行政評価」による施策に対する自己

評価と第三者評価の実施や区長等行政委員との「行政委員協議会」開

催等を行ってまいります。 

 加えて，FMかしま市民放送を活用して教育関連事業をできる限り

多く取り上げていただき，子どもたちや教育関係者による教育活動の

紹介など，教育現場の旬を市民にお届けすることにより，鹿嶋市の教

育への想いを伝えてまいります。 

  

（３）家庭・学校・地域の連携の推進 

 本市では，地域に密着した学校教育を行うため，各学校単位に地域

や保護者の代表が集まり，さまざまな活動を行っています。なかでも，

昨年度は，中学校を中心とした広域コミュニティ連携の動きが始まり

ました。 

 平成24年度は，社会の仕組みが急激に変化している中において，不

登校等を少しでも減らすため，高松地区及び大野中学校を学校支援体

制強化を目指したモデル地区とし，地域連携の在り方の研究・実践を

行いたいと考えております。 

第２章 平成２４年度教育行政運営上の基本的な考え方 
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（４）未就学児に対する総合的な子育て支援について 

 共働きを望む子育て家庭が年々増加している中で，教育や保育，子

育て支援への機能の充実がより求められてきています。 

 幼稚園機能の充実を図り，第二幼稚園をモデル園として４月から預

かり保育の時間延長を実施するとともに，義務教育への接続を円滑に

するための教育カリキュラムを作成・導入して一貫した幼児教育を推

進していきます。 

 また，幼児の発達に応じた教育環境の改善に向け，鹿嶋市における

幼保一体化施設として早期開設を目指してその準備を進め，今後創設

される総合こども園（仮称）への円滑な移行を目指します。 

 

（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。 
  

第２章 平成２４年度教育行政運営上の基本的な考え方 

 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 
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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・中央図書館） 

【平成２４年度予算額】 

  ３９，６１０千円 

【事業目的】 

  小学校の学校図書館に専任の司書を配置し，子どもたちのそばに司書 

 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 

  ・鹿嶋市学校図書館年間利用計画の策定 

  ・学校図書館と中央図書館との連携強化 

  ・司書教諭・司書研修体系の確立 

【重要成功要因】 

  ・新たに３校を加えた計１１校にて学校図書館の開設 

  ・図書館システム共有による図書利用カードと図書情報の共有化 

  ・司書教諭・学校司書・図書館司書合同の研修会開催による担当者 

   のスキルアップ 

【達成目標】 

  ・学校規模に合わせた学校図書館司書の配置  

  ・学校図書館からの要望に基づいた中央図書館からの図書支援 

  ・司書教諭・学校司書・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 

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）】 

  学力向上の推進（教育総務課・鹿嶋っ子育成課） 

【平成２４年度予算額】 

  ８１，８３２千円 

【事業目的】 

  授業を通して，児童生徒一人ひとりに基礎・基本的な学習内容の定着 

 を図り，さらに，一人ひとりが探求し，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 

  ・鹿行教育事務所と連携した学力向上推進チーム訪問の実施 

【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 

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２４年度予算額】 

  １３，３００千円 

【事業目的】 

  子どもたち一人ひとり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】 

  ・年４回の不登校等対策連絡協議会の開催 

  ・教育相談個票（アセスメント）の作成による個別対応 

  ・幼保小の連携とスタートカリキュラムの実施による小一プロブレ 

   ムの解消 

  ・小中の密な連携による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 

  ・教育相談指導員による保護者のカウンセリング 

  ・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】 

  ・幼保小間及び小中間の連携 

  ・スタートカリキュラムの効果的運用 

  ・小学校卒業期から中学校入学期における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１．０％ 

  ・中学校長期欠席率４．０％ 

 

 

 

 
 

※スタートカリキュラム 

幼児期と児童期の教育の連携を円滑にして小一プロブレムを防止することを目的としたカリ

キュラム。 

※小一プロブレム 

入学したばかりの１年生で、集団行動がとれない、授業中座っていられない、話を聞かないな

どの状態が数ヶ月継続する現象。 

※中一ギャップ 

小学生から中学1年生になったとたん、学習や生活の変化になじめずに不登校となったり、い

じめが急増するという現象。 

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２４年度予算額】 

  ６，８６９千円 

【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（ココシカ）の運営 

  ・鹿嶋の歴史探検隊 

【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 

  ・史跡めぐりをし，歴史にふれ，知識を身につける 

【達成目標】 

  ・ミニ博物館の運営と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１０％増 

  ・幼稚園や学校での出前講座回数の前年度比同数 

  ・歴史探検隊事業の６回実施 

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）】 

  英語教育活動の充実（鹿嶋っ子育成課） 

【平成２４年度予算額】 

  １０５，６５３千円 

【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配置 

  ・中学生海外交流事業の実施（派遣・受入） 

  ・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 

【重要成功要因】 

  ・小学校英語活動と中学校英語科との円滑な連携 

  ・市内中学校「コミュニケーション英語」カリキュラムの実施 

  ・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 

  ・小中学校間における英語教育研修会の推進 

  ・小学校におけるコミュニケーション能力の素地の育成 

  ・中学校における英語検定３級程度の力を有する生徒の育成  

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 

 （生涯学習課スポーツ推進室） 

【平成２４年度予算額】 

  ４，７００千円 

【事業目的】 

  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 

    ・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 

【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】 

  ・大会の開催（サッカー・ト伝杯武道大会・駅伝大会・ビーチサッ 

   カー大会） 

  ・地区まちづくりセンター（１０地区での健康スポーツ教室の実施） 

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２４年度予算額】 

  １２，４１６千円 

【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します。 

【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 

【達成目標】 

  ・各事業の前年度参加者数の堅持 

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２４年度予算額】 

  ５９，３８６千円 

【事業目的】 

  奈良時代から平安時代にかけての鹿島郡の郡役所跡である神野向 

 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 

 として整備活用していくことを目的とします。  

【具体的施策】 

  ・鹿嶋市神野向遺跡保存整備委員会議を年度内に２回開催 

  ・史跡の公有化 

【重要成功要因】 

  ・神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】 

  ・神野向遺跡保存整備計画の策定 

  ・史跡公園化に向けた用地買収 

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２４年度予算額】 

  ８３，６３０千円 

【事業目的】 

  大野中学校の大規模改造工事の実施 

【具体的施策】 

  大野中学校特別教室棟の理科・家庭科教室を本校舎に機能移転す 

 るため，大規模改造工事を行い，教育環境を整備します。 

【重要成功要因】 

  ・工程会議による教育委員会，学校等の情報共有の徹底 

  ・市内小中学校施設の計画的な大規模改造事業の実施 

  ・生徒の安全の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 

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（生涯学習課，生涯学習課スポーツ推進室） 

【平成２４年度予算額】 

  ５３，３１２千円 

【事業目的】 

  市民が安心して活動できる環境整備を目的とします。  

【具体的施策】 

  ・まちづくりセンターの修繕及び整備を行う 

  ・第２次鹿嶋市スポーツ推進計画に基づき，スポーツ施設等の修繕 

   及び整備を行う 

【重要成功要因】 

  ・毎月，月初めに施設連絡会を行う 

  ・核施設の修繕箇所等の把握をし，定期的に巡回し，整備を行う 

【達成目標】 

  スポーツ施設整備計画に基づき計画的に行う 

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・教育総務課） 

【平成２４年度予算額】 

  ９，８５８千円 

【事業目的】 

  子どもたちに学習活動，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，健康で豊かな心を育むとともに，青 

 少年相談員の活動による青少年の健全育成を目的とします。  

  教育と子育て支援の環境改善のため，幼保一体化を推進します。 

【具体的施策】 

  ・放課後子ども教室の実施 

   （平日の部４校，休日の部１０地区まちづくりセンター） 

  ・青少年相談員による巡回活動の実施 

  ・認定こども園指定に向けた準備 

【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 

  ・認定こども園指定 

【達成目標】 

  ・放課後子ども教室（平日の部４校，休日の部１０地区）の実施 

  ・青少年相談員による巡回活動の前年度回数（４１回）の堅持 

  ・未就学児に対する総合的な子育て支援 

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）】 

  子育て講演会及び心とからだの講演会の開催（生涯学習課） 

【平成２４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，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 

【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７０％以上 

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）】 

  教職員の資質の向上（教育総務課・鹿嶋っ子育成課） 

【平成２４年度予算額】 

  ５，４０１千円 

【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】 

  ・施策の達成率向上 

  ・教職員の資質の向上 

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）】 

  高塚奨学基金制度の充実（教育総務課） 

【平成２４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】 

  ・初回貸与時期の整理のため，平成２３年度に実施した奨学生募集 

   前倒しの効果と実績の考察 

  ・募集前倒しによる効果が弱い場合は，入学時一時金整備を検討す 

   る 

【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 

 

 
※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２４年度予算額】 

  ２，８３５千円 

【事業目的】 

  教育委員会が地域課題を理解するための事務局支援体制の強化を図 

 ることを目的としています。 

【具体的施策】 

  ・校長会との連携・意見交換会の実施 

  ・教育委員を対象とした教育委員会議の事前学習会の開催 

  ・教育委員会議の情報公開 

【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 

 

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） 

学校図書館の整備 ・学校図書館の整備推進と司書配置校の拡充 

・鹿嶋市学校図書館年間利用計画の策定 

・学校図書館と中央図書館との連携強化 

・司書教諭・司書研修体系の確立 

３９，６１０ 

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 

・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 

・ミニ博物館の運営 

・鹿嶋の歴史探検隊 

６，８６９ 

★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） 

長期欠席児童生徒

解消 

・年４回の不登校等対策連絡協議会の開催 

・教育相談個票（アセスメント）の作成によ

る個別対応 

・幼保小の連携とスタートカリキュラムの実

施による小一プロブレムの解消 

・小中の密な連携による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 

・教育相談指導員による保護者のカウンセリ

ング 

・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 

１３，３００ 

学力向上の推進 ・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 

・鹿行教育事務所と連携した学力向上推進

チーム訪問の実施 

８１，８３２ 

★重点目標３ 郷土理解教育と国際理解教育の推進 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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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） 

英語教育活動の充

実 

・英語指導事業の推進 

・市内全小学校に外国人講師の配置 

・中学生海外交流事業の実施（派遣・受入） 

・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 

１０５，６５３ 

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 

 ・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 

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  

・芸術祭及び市美術展覧会の開催 

１２，４１６ 

神野向遺跡保存事

業 

・鹿嶋市神野向遺跡保存整備委員会議を年度

内に２回開催 

・史跡の公有化 

５９，３８６ 

★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 

大野中学校特別教室棟の理科・家庭科教室を

本校舎に機能移転するため，大規模改造工事

を行い，教育環境を整備します 

８３，６３０ 

社会教育施設の整

備 

・まちづくりセンターの修繕及び整備を行う 

・第２次鹿嶋市スポーツ推進計画に基づき，

スポーツ施設等の修繕及び整備を行う 

５３，３１２ 

安全・安心な子育

て環境の整備 

・放課後子ども教室の実施 

・青少年相談員による巡回活動の実施 

・認定こども園指定に向けた準備 

９，８５８ 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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主要事業名 具体的施策 予算（千円） 

教職員の資質の向

上 

・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 

５，４０１ 

高塚奨学基金制度

の充実 

・初回貸与時期の整理のため，平成２３年度

に実施した奨学生募集前倒しの効果と実績

の考察 

・募集前倒しによる効果が弱い場合は，入学

時一時金整備を検討する 

高塚奨学基金 

にて運用 

教育委員に対する

教育委員会支援体

制の充実 

・校長会との連携・意見交換会の実施 

・教育委員を対象とした教育委員会議の事前

学習会の開催 

・教育委員会議の情報公開 

２，８３５ 

子育て講演会及び

心とからだの講演

会の開催 

・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 

１６５ 

第３章 ５つの重点目標と主要事業 
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