子どもたちが
未来に夢をもてるまちづくり

第１部 基本構想

須坂でしか学べない、体験できない特色ある教育環境の中で、
第２部 基本計画

2

子育て･教育

未来を担う子どもたちが、安心してのびのび育ち、
みんなの未来に夢がもてる“共育(共に育む)”のまちをつくります。

１

教育は人づくりであり、まちづくりです。

重点プロジェクト

基礎学力の向上はもちろん、豊かな感性と想像力を育む教育、地域と
手を携えた、ふるさと須坂を好きになる教育を推進するとともに、『地

教育環境の充実

域の子どもは地域で育てる』理念の実現に向け、教育環境の充実をめ

健康・福祉 子
子育育
て・て
教育
教 育

ざします。
また、次代を担い、地域と世界に貢献する人材の育成に努めます。

施策

7

特色ある魅力的な学校づくりの推進

理想とするのは……

学校教育課

現 状・課 題

施策の指標

環境・安心安全 文化・スポーツ

みんながそろって楽しく学校に通え、感性豊かな、
今を元気に生きる子どもたちが育っているまち。

基礎学力の向上はもとより、地域と手を携えた、ふ
るさと須坂を誇れる・須坂を好きになる教育が求めら
れるとともに、不登校対策といじめ防止が、学校教育
における最重要課題となっています。

不登校児童生徒の割合

また、障がいのある子どもをはじめ、特別に支援を
要する子どもたち一人ひとりに寄り添った教育を推進

― 数値の測 り方 ―

---------中学校生徒

現状値
(26年度)

0.49％
------3.38％

目標値

する必要があり、須坂支援学校と長野養護学校すざか

(32年度)

分教室との連携など、幼・小・中・高の一貫した特別

0.4％
------2.8％

など

支援教育が必要となっています。

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

欠席日数30日以上の児童生徒
小学校児童

市民のみなさんからの意見

「学校経営にもっと地域の特色を盛り込み、基礎学
力向上、教師の資質向上を」
「小学校の統廃合をせず、地元で子どもを育ててい
くことはとてもよい」
「給食がとても充実した献立でよい」

栄養教諭による給食指導

資料編

食ですこやか親子でクッキング

第２部 後期基本計画

33

取組んでいきます！
須坂を好きになる教育の推進

いじめ防止対策の推進

・ふるさと須坂に誇りが持てるよう、社会科副読本「私たちの須坂
市」の活用など、須坂の歴史や特性をいかした地域を好きになる学
習を進め、豊かな感性、創造力をはぐくむ教育を推進します。

・「須坂市いじめ防止基本方針」を踏まえ、いじめ防止などの対策を
総合的かつ効果的に推進します。

基礎学力の向上

・学校施設の計画的な整備･改修を推進し、快適な教育環境を確保する
とともに、学習内容の多様化に対応した設備・教材を整備します。

・基礎学力を充実させるため、標準学力検査により基礎学力の定着を
確認し、必要に応じ指導改善をするとともに、教職員の研修を一層
推進します。
・全小中学校に外国語指導助手（ALT）を派遣し、語学力の向上及び
国際理解の向上を図ります。

特色ある教育の推進
・各学校の自主性や地域的特性を活かした、特色ある教育・学校づく
りを推進します。
・「理科大好キッズ育成事業」「峰の原高原自然体験学習」など、須
坂市独自の特色ある教育をすすめます。

特別支援教育の推進
・障がいのある子どもやその保護者の相談と支援（教育支援）につい
て、関係機関との連携をすすめます。
・学校現場においては、必要に応じて教員補助員を配置するなど、子
どもの特性に応じた教育環境を整備します。
・ぷれジョブ活動（特別な支援を必要とする子どもたちの職業体験）
を支援します。

不登校対策の推進

学校施設・設備など教育環境の整備

・老朽化した学校給食センターの整備をすすめます。

教育の機会均等の確保
・児童生徒が経済的理由により就学が困難となることのないよう、そ
の保護者に対して必要な支援（就学援助）をおこないます。
・高等学校及び高等専門学校並びに大学に在学又は進学する者で、経
済的事情で就学が困難な者に対し奨学金を貸与します。

学校と家庭・地域の連携強化
・地域交流、環境・福祉教育、作物栽培、地域文化学習、読み聞か
せ、登下校時の安全対策など、PTAや地域との連携を一層強化し、
地域の子どもは地域で育てるため、地域のみなさんと協力します。
・地域の皆さんとの連携をすすめ、子どもたちを支援していただいた
り、教育や学校運営について話し合っていただいたりするなど、学
校と地域が「こんな子どもを育てたい」という願いを共有しながら
学校づくりをすすめる「信州型コミュニティスクール」を整えます。

食育の推進
・子どもたちが心身ともに健康で、生涯にわたって生き生きと暮らす
ことができるよう、その基礎となる食育を推進します。

・子どもたちの将来的な「社会的自立」に向けて、中間教室の設置、
スクールカウンセラーや不登校対策支援員の配置などの施策を推進
します。

めざしていきます！
学校に行くのは楽しいと思う児童の割合
数値の測り方

全国学力・学習状況
調査の回答

信州型コミュニティスクールの実施

現 状 値（26年度）

目 標 値（32年度）

88%

100%

数値の測り方

実施している学校数

現 状 値（26年度）

目 標 値（32年度）

１校

15校

毎日朝食を食べる児童生徒の割合
今住んでいる地域の行事に参加している児童の割合
全国学力・学習状況調
査の回答

91%

100%

数値の測り方

現 状 値（25年度）

目 標 値（32年度）

児童生徒の食に関する
実態調査の回答

小学校 91.5%
中学校 88.0%

100%

峰の原スキー教室
根子岳登山

高甫小全校登山

34

将来像

一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち 須坂

施策

児童・青少年健全育成の推進

理想とするのは……
子どもたちが、家庭や地域の中で様々な体験や交流
を通じて自ら生きる力を育んでいるまち。

子育てセミナーの参加者数

取組んでいきます！
家庭・地域の教育力向上
・家庭・地域の教育力を向上させるために、家庭教育講座（子育て
セミナー）を開催します。

重点プロジェクト

施策の指標

子ども課
第２部 基本計画

8

第１部 基本構想

子育て･教育

・家庭の日の普及啓発をすすめ、豊かな心を育む家族のふれあいを
促します。
・子どものよさを見つけて褒めることにより、自信や誇りを与えて
大きく育てる、児童青少年育成委員会善行賞を推進します。
・あいさつ・愛の声かけ運動を展開します。

年間参加者数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

1,358人

1,500人

現状・課題
子どもたちが自ら考え、行動していくためには、家庭
での教育を基礎とし、家庭や学校、地域が連携し、子
どもたちの様々な体験や交流の場が必要です。
る中で、家庭・地域の教育力の低下が懸念されること
から、家庭、地域の教育力を向上させるとともに子ど
もたちが、事故、犯罪に巻き込まれることがないよう、
地域全体で見守ることが必要です。
市民のみなさんからの意見

「子どもたちを育てる身近な親の資質を高めるべく
「親教育」の仕組みが必要と思う」

「イベントの参加に親の押し付けでなく、子どもの声
を生かして子どもたちに行動する力をつけてあげて
ほしい」
「親世代がしっかりした考えを持っていないのに、子
どもにばかり期待するのは間違っていると思う」

・地域の子ども会のリーダーとなるべく人材を育成するためリー
ダー養成研修をおこないます。
・小学校を卒業した中学、高校、大学の世代の子どもたちが子ども
会活動を支援する「須坂リーダーズクラブ」の活動を支援します。
・健全な心身を育み、互いに交流を深めるためスポーツによる交流
会の見直しと充実を図ります。
・地域の育成会が行う活動を支援します。
・自然や農業の楽しさ･厳しさを体験することにより、たくましい精
神力や豊かな創造力を身に付け、協調性や食育など生きる力を育
むための「農業小学校」を継続します。
・「地域の子どもは、地域で守り育てる」ために、家庭・地域・学校
が連携し、健全育成事業を推進します。

非行防止・環境浄化活動の推進
・児童青少年育成委員会、須高少年警察ボランティア協会、須高ホ
ワイト・エンジェルス隊などによる「あいさつ運動」や「愛の声
かけ運動」などの街頭補導活動の実施により、非行行為の未然防
止をすすめます。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

「ゲームに夢中になり、親子や家族との対話が少な
く、外で体を動かして伸び伸び遊ぶことが少なく
なってきている。そのため、人とのかかわりや思い
やり、感謝といった利他的な愛が薄れてきているよ
うな気がする」

家庭・地域・学校の連携による児童・青少年の健全育成支援
・子ども会育成連絡協議会（各町育成会長の組織）と連携し、子ど
もの手による子ども会活動や「子どもフェスティバル」など、子ど
もたちが、自主的かつ主体的に行事を計画・運営できるよう支援し
ます。

環境・安心安全 文化・スポーツ

また、少子化や核家族化、地域社会の絆が希薄化す

健康・福祉 子
子育育
て・て
教育
教 育

― 数値の測 り方 ―

・関係機関や地域住民と連携・協力し、子どもたちに有害な環境の
浄化に努めるとともに、関係業界に協力を求めます。
・商店などとの協力により、万引きや自転車盗などの初発型非行の
防止に努めます。
・警察や関係機関と情報を交換し、非行防止活動の成果などを情報
発信します。

めざしていきます！
児童青少年育成委員会善行賞の表彰
数値の測り方

累計表彰件数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

60件

90件

20チーム

30チーム

スポーツ交流会の実施
参加チーム数

資料編

第２部 後期基本計画
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２
子育て支援の
充実

施策

9

子育て家庭の不安感や負担感を軽減するため、気軽に相談できる窓
口の充実と情報提供に努め、子育て家庭のニーズに応じた支援が必
要です。
また、障がいがある子どもや発達に支援を必要とする子どもへの、
一人ひとりの特性に寄り添った支援が必要です。

子育て環境の充実

理想とするのは……

子ども課

現 状・課 題

一人ひとりの子どもが、夢と希望に向かっていきい
きと育っているまち。

急速な少子化や核家族化の進行、地域での関係の希
薄化や共働きの増加など、子育て家庭を取り巻く環境

施策の指標

は大きく変化しており、孤立感や負担感が増大してい
ます。
市では、平成 27 年３月に「須坂市子ども・子育て

病児保育の実施

支援事業計画」（平成 27 年度～ 31 年度）を策定し、
― 数値の測 り方 ―

病児保育実施施設数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

０か所

1か所以上

すべての子どもが健やかに成長するために、幼児期に
おける教育や保育、子ども・子育て支援事業の提供体
制の確保など子どもと子育て家庭への支援に取り組ん
でいます。
また、「地域の子どもは地域で育てる」という子育て

市民のみなさんからの意見

「子育て支援センターはイベントが充実している」
「希望しても入園できないことのないようにしてほ
しい」

の理念のもと、家庭・地域・企業・行政の連携による「子
育て家庭にやさしいまちづくり」を推進しています。

「乳幼児期の保護者に向け、情報提供の場をつくる
ことが必要」
「須坂市は、障害のある子に対し、とても熱心で放
課後も児童クラブでみてくれる」

子育て支援センターでの遊びの様子
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将来像

一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち 須坂

第１部 基本構想

子育て･教育

第２部 基本計画
重点プロジェクト

新しくなった豊丘保育園

取組んでいきます！
地域の子育て環境整備の推進
・様々な活動をおこなう団体や子育て支援サービスなどのネットワー
クを構築します。

・子育て世代包括支援センターの役割を担い、保護者などが子育てに
関する相談がしやすく、かつ的確に対応できるよう相談窓口を充実
し、相談体制を整えます。

・子育てガイドブックの作成や子育て応援メルマガの発行、子育てナ
ビ（市ホームページ）の充実など様々な媒体を活用した子育て情報
を提供します。

・子育て支援センターの子育て講座や交流事業などを充実します。

・地域全体で子育て家庭を支えることができるよう、子育てに関する
意識啓発などをすすめます。

・高齢者の豊富な経験や知識を生かし、自然体験や伝統行事などの実
施による子育て交流や講座を充実します。

・子育て支援センターなど、子育て中の親子が遊び、集える場所の整
備・拡充をすすめます。

・子育てと仕事が両立できるよう関係課と連携し、企業へ育児休業制
度などの普及と啓発に努めます。

保育サービスの充実

特別な支援が必要な児童・保護者へ

・保育園の待機児童ゼロを維持します。

・関係機関との連携により、児童虐待防止対策の充実と早期発見・早
期支援に努めます。

・市内保育園全園と認定こども園での０歳児保育を実施し、子育て家
庭を支援します。
・第２子及び多子世帯の経済的負担軽減を図り、保育料を軽減します。
・保育の質や保育士の専門性を向上させるため、計画的に保育士の研
修をおこないます。
・私立保育園などと連携した特別保育事業（延長保育、病後児保育
等）の充実により、多様な保育需要に対応します。

・早い段階から英語に触れ、慣れ親しみ、小学校の英語学習への滑ら
かな移行を図るため英語活動を実施します。
・小学校の授業終了後及び長期休暇期間中の、児童の適切な遊び・学
びの場を、民間活力も活用して提供します。

・保育園などでのCAP研修（人権教育プログラム）の実施により、子ど
もたちが自分を大切にする意識を高め、また保護者の子どもへの関
り方の見直しを図り、児童虐待防止につながるよう取組みます。
・発達障がい児の早期発見・早期支援に努めると共に、保護者に対す
る支援をおこない、小学校へのスムースな就学につなげます。
・保育園、幼稚園で適切な指導がおこなわれるよう、保育士などの資
質向上をすすめます。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

・食を通じて、親子や家族、地域との関わりを深め、子ども一人ひと
りの“食べる力”を豊かに育みます。

環境・安心安全 文化・スポーツ

・ひとり親家庭を含めた、子育て家庭の経済的負担軽減をすすめます。

健康・福祉 子
子育育
て・て
教育
教 育

子育て支援サービスの充実
・すべての子育て家庭への支援のため、地域で子育てを助け合う
「ファミリー･サポート･センター事業」や「ブックスタート事
業」、「ながの子育て家庭優待パスポート事業」など、子育て支援
サービスを充実します。

・保育園及び児童センター、放課後児童クラブにおいて、障がい児及
び発達に支援を必要とする児童の受入れを推進します。

男女の出会いの場の創出
・結婚相談所及び各機関が実施する交流会などを通じて市内外の男女
に出会いの場を提供します。

めざしていきます！
保育園の待機児童ゼロの維持
数値の測り方

保育の必要性がありながら
入園できない児童の数

子育て情報の提供・拡充
現 状 値（26年度） 目 標 値（32年度）

ゼロを維持

ゼロを維持

ファミリー・サポート・センター会員数の拡大

数値の測り方

子育てナビ（市ＨＰ）の
閲覧回数

現 状 値（27年度） 目 標 値（32年度）

420回/月

500回/月

保護者のＣＡＰ研修（人権教育プログラム）受講者の拡大

275人

300人

提供会員

   73人

100人

累計登録会員数

数値の測り方

年長児の保護者の参加率

現 状 値（26年度） 目 標 値（32年度）

63％

資料編

依頼会員

80％

第２部 後期基本計画
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