




 坂井市が目指す教育の在り方を明らかにした「坂井市教育振興基本計画」を，坂井
市総合計画の最終年度まで延長するために改訂を行います。 

 平成23年度から平成27年度までの基本計画を，平成29年度まで２年間延長して，
坂井市総合計画との整合性を図ります。 
 

 現基本計画を延長しますが，引き続き教育基本法に規定されている「教育振興のた
めの施策に関する基本計画」であり，坂井市の教育行政の基本をなすものです。 

 坂井市教育振興基本計画は，坂井市総合計画にある「地域を育む『人』を育てる」
ことを第一として，子どもたちの夢を育む故郷づくりを目指します。 
 また，幅広い教養や健やかで「豊かな人間性」の育成を図ることを基本とします。 







幼児期は，人格形成の基礎を培う重要な時期であり，幼児教育は，子どもの
その後の生き方を大きく左右する重要な役割を担っています。 
坂井市では，集団生活の中で基本的な生活習慣や態度，活動意欲，豊かな心
情や思考力などを養う幼児教育に取り組んでいます。 
坂井市における公立幼稚園の園児数は，昭和63年度には1,123人でしたが，

平成 27 年度は 264 人と大幅に減少しています。一方，保育所では入所希望が
多く，定員を超えるところも見受けられます。これは，核家族化や親の就労形
態の変化などにより，保育時間の延長などの保育ニーズが高まっていることが
要因であると考えられます。 
こうした状況の中で就学前の子どもに対しては，質の高い教育と保育を提供
することが求められています。平成 26年 4月からは施設の有効的な活用を図り
ながら，保育所と幼稚園を一体化した幼保園・保育所の再編やこども園(※)の新
設を進め，ハード・ソフト両面の充実を進めています。 
社会情勢や家族構成の変化により，親子がふれあい，共に過ごす時間が減少
し，子育てやしつけについて不安を抱える保護者が増加しています。幼保園・
保育所・こども園が拠点となって，子育てに関する相談などの支援活動を進め
る必要があります。 
子どもの基本的な生活習慣や態度は，家庭教育や集団生活を通して習得され
ます。しかし，家庭や地域とのかかわり，保護者の姿勢，遊びなどの変化に伴
い，高齢者や異年齢児童生徒とのふれあいの場や自然体験などの機会も減少し
てきています。幼児は多くの人とのかかわりと体験を通して成長し，自立して
いくことを踏まえ，様々な体験活動をさらに充実していく必要があります。 
「子どもは将来の宝」という認識を持ち，保護者や家庭，地域，そして社会 
全体が主体的に子育てにかかわることができるよう，幼児教育の環境づくりが
求められています。 

保育所と幼稚園を統合した施設で，幼児教育と保育を行う施設。 



 教育的機能の充実を図りながら，教諭保育士などを対象に講習会・研修
を開催し，更なる研鑽を積み，資質の向上に努め，幼保一元化を推進しま
す。 

 幼児期における自然体験や地域の高齢者をはじめとする多様な人との交
流活動は，豊かな情操，好奇心や探究心，表現力，さらにはその自立心や
人とかかわる力を育む上で非常に有意義であるため，このような体験活動，
地域交流活動を推進します。  

 家庭における教育やしつけに関する情報提供，不安や悩みを持つ保護者
への支援を積極的に行います。また，保護者を対象とした「子育て研修会」
などの事業を推進します。 

 保育所・幼保園・こども園から小学校へ入学する際の環境変化の影響を
少しでも緩和し，小学校生活への円滑な接続を図るため，教育活動の連携
や相互交流を推進します。 





坂井市では，児童生徒一人一人の学力や学習状況を把握し，教員の日常の指導
の改善に生かすため，「坂井市学力調査（小2～5年）」「福井県学力調査（小
5年・中 2年）」「全国学力・学習状況調査(※1)（小 6 年・中 3年）」などの
調査結果を活用しています。 
これらの調査結果によると，市全体の児童生徒の傾向としては基礎的・基本的
な知識・技能の定着は良好ですが，既得の知識・技能を活用する力，説明・表現
する力に課題が見られます。また，市全体として論理的に説明したり，表現する
力が不足しているなどの課題が見られ，改善を図ることが必要です。その改善を
図るひとつの方策として，児童生徒が自ら課題発見から解決，成果表現までを論
理的思考や学びに対する主体性が見られる「アクティブ・ラーニング」（AL） 
(※2)の取組を検討する必要があります。 
また，全国的な傾向ですが，スマートフォンやパソコンでインターネットやゲ
ームを長時間，利用している児童生徒の正答率に課題が見られます。最近，スマ
ートフォン，携帯ゲーム機などの普及により，児童生徒のネット依存による生活
習慣の乱れや体調不良などが社会的問題になっています。このような状況の中
で，学校，保護者，関係機関，地域社会との連携を図りながら，依存対策と指導
を強めながら，基本的な生活習慣や学習習慣の確立に向けた取組が必要です。 
一方，どの小中学校にも特別な支援を必要とする気がかりな児童生徒が年々増加
し、発達障がいの程度が多様化しているため、児童生徒への支援及び体制が十分
ではありません。ティーム・ティーチング（TT）(※3)や少人数指導など指導体
制の工夫とともに学級支援員(※4)や生活支援員(※5)などの配置拡充など，個に
応じた学習支援体制の充実がより一層求められています。 

平成 19年度（2007年度）から日本全国の小中学校の最高学年（小学6年生，中学3年生）全員を
対象として行われるテストで，実施日は，毎年4月の第4火曜日としている。学力を問う問題だけでな
く，児童生徒の学習・生活環境のアンケート調査も行う。平成 22 年度（2010 年度）から約 3 割の抽
出調査に調査方法を変更。抽出されなかった学校でも希望があれば，自主参加できる方式をとっており，
約7割の学校が参加した。 
 



教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授
・学習法の総称 

小中学校では決まった学級の中で，一人の教員が授業を行うのが通常だが，「ティーム・ティーチン
グ」では，特定の教科で，学級の子どもたちの状況に応じて，例えば，主に授業を進める教員と児童生
徒に個別に対応する教員が役割分担をして，子どもたちの個別の課題に応じた，きめ細かく行き届いた
指導を行う。 

さらに近年，子どもたちの社会体験や自然体験の不足が指摘されていますが，
坂井市の児童生徒も例外ではありません。確かな学力の育成には，学びの過程に
おいて，豊かな体験を積むことが大切です。観察・実験，見学・調査，発表・討
論，生産活動，地域の人々との交流など，教育課程編成上の創意工夫が必要です。 
今後は，21 世紀型学力を育む教育と言われるような，子どもたちが習得した
知識・技能を基に課題を発見し，その解決に主体的・協働的に取り組み，学びの
成果を生活に活かしていける力の育成が必要です。 

  現学習指導要領の趣旨に沿った授業づくりや分かる授業づくりに向けて，
指導力向上を目指します。そのため，各種学力調査結果などの分析を行い，
児童生徒の実態や課題の把握を的確に行います。 
また，指導力向上に向けた各校における授業研究会（※6）の活性化を支援
します。 

 個に応じた指導を充実させるために，ティーム・ティーチング（TT）や少
人数指導などにより，指導体制の工夫を進めるとともに，学級支援員や生活
支援員の拡充に努めます。 

気掛かりな児童生徒が在籍するクラスにおいて，児童生徒への支援と円滑な学級運営に当たることを



目的とした支援員 

  児童等の生活面の補助や教員の事務補助，授業活動補助，安全対策補助等を行うことを目的とした支

援員 

授業における指導力向上を目指して行われている教職員研修の一形態。授業を共同参観し，その後の

研究会等を通して，学習課程の構成及び実際の指導展開に関する技術向上などを図る会。 

読む力（読書）は，あらゆる学習の基盤であり，学習を支える重要な働き 
をしています。そのため，各校の読書活動を支援するとともに，学校図書館
の充実に努めます。 

  全国学力・学習状況調査結果では，食生活・家庭学習などの基本的な生活
習慣が十分身に付いていない児童生徒は，学力面においても課題が多いとの
傾向が見られます。食生活や家庭学習に関する家庭への啓発的な情報提供の
充実に努め，学校と家庭が連携して望ましい学習習慣の確立を図れるよう支
援します。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30 

坂井市学力調
査事業 

小学校2～5年生全員を対象
とした全国標準学力調査を実施
し，その結果を事後の実践に活
用します。 

 
 

 
 
 
次 
 
期 
 
計 

 

画 
 

学級支援員等
配置事業 

日頃から，児童生徒の学習状
況を把握し，必要に応じて学級
支援員等の拡充に努めます。 

読書活動の推
進 

児童生徒の読書活動推進に向
けて，蔵書の充実を図るととも
に，一斉読書活動や読み聞かせ
活動などの取組を推進します。

家庭における
生活・学習習慣
の確立 

「早寝，早起き，朝ごはん」
の家庭での定着を図る等，生活
・学習習慣の確立に向けた学校
の啓発活動を支援します。 



教育の目指すものは「人格の形成」です。その意味でも，個人の能力を最大
限伸ばし，自立した人間を育てるとともに，地域社会の構成員としての「人づ
くり」が公教育の使命だと言えます。 
 「人づくり」において，以前にも増して重要とされるのが「豊かな心」の育
成です。少子高齢社会の進行，国際化の進展，地球規模の環境問題，大きく変
化する社会環境，さらには障がい者などとの共生社会の充実などいろいろな課
題が山積みされている今日，将来を担う児童生徒に「豊かな心」を育むことは，
非常に大事なことです。 
 昨今の児童生徒を取り巻く環境は，少子高齢社会の進行，核家族化の進行，
都市化の進展により，異年齢児童生徒とのふれあい，異世代とのふれあいの場
が減少してきています。また，子どもたちのライフスタイルの変化に伴い，自
然体験，生活体験の機会も減少傾向にあります。そのような状況の中，自己本
位の行動をとったり，うまく人間関係を築けなかったりする児童生徒が増えて
きています。さらに，家庭や地域の教育力が低下し，児童生徒の規範意識や他
者を思いやる心も弱くなってきていることが，全国学力・学習状況調査などか
らも見られます。 
以上の点を考慮したとき，道徳教育及び特別活動の一層の充実が望まれます。 
道徳教育を通して，子どもたちに規範意識，正義感，思いやりの心，自然に対
する畏敬の心などを育み，道徳的心情，道徳的判断力，道徳的実践力を育成す
ることが必要です。 
 また，特別活動の時間を通して，集団の一員として望ましい生活や人間関係
を築こうとする態度を育てるとともに，自分の生き方についての考えが深めら
れるようにすることが大切です。 
 坂井市における不登校やいじめの件数については，近年，減少傾向にありま
す。しかし，さらなる減少化，根絶に向けて，生徒指導や人権教育などをより
一層充実し，幼保園・保育所・こども園と小学校，小中学校の連携や家庭，関
係機関などとの連携を深めるための継続的な取組が必要です。 

児童生徒に望ましい生活習慣や規範意識，思いやりの心などを育てるた
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 個に応じた指導を充実させるために，ティーム・ティーチング（TT）や少
人数指導などにより，指導体制の工夫を進めるとともに，学級支援員や生活
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気掛かりな児童生徒が在籍するクラスにおいて，児童生徒への支援と円滑な学級運営に当たることを

め，各校の指導内容や教材の工夫，体験活動の充実，家庭や地域との連携
等を指導，支援します。 

各校における異年齢間活動や高齢者との「ふれあい交流」，さらには連合
運動会や連合音楽会，自然教室などの活動を支援する中で，互いに「認め
合い，助け合い，励まし合う」豊かな人間性の育成に取り組みます。 

児童生徒がいじめや差別などの様々な人権に関する問題に対して正しく，
適切に行動できるように，人権意識，人権感覚を育成するなど，各校の人
権教育の充実に向けて指導，支援します。 

すべての児童生徒にとって「通うのが楽しい学校・学級」づくりが求め
られています。そのために児童生徒が抱える様々な問題に迅速，適切に対
応し，自己肯定感がより一層高まるよう生徒指導・教育相談体制の充実に
向けて指導，支援します。  

豊かな心の育成は，学校だけで実現できるものではありません。家庭，
地域，学校それぞれが連携・協力して教育活動を進めるため，地域に学校
の情報を積極的に提供し，地域の教育力を学校の教育に組み入れる活動を
推進します。 





近年，日常生活における身体活動の機会や場の減少などにより基礎的な体力
や運動能力が低下するとともに，運動する子どもとしない子どもの二極化が進
んでいます。 
平成 27年度の「全国体力・運動能力，運動習慣等調査」(※1)の結果では，本
県は連続して全国トップレベルにあります。本市の結果も全国平均を上回って
いますが，種目によっては県平均を若干下回っているものがあります。今後の
課題としては，握力や柔軟性の向上を目指した取組が必要です。 
 このため，体育の授業において基礎的な身体能力の育成を図るとともに，業
間運動，体育クラブ・部活動，体育的行事を相互に関連させながら学校教育活
動全体として効果的に取り組む必要があります。 
一方，児童生徒の健康面も気がかりな状況にあります。全国的にメンタル面
の課題やアレルギー疾患などの身体疾患を有する児童生徒が年々増加する傾向
にあり，坂井市においても同じような傾向が見られます。また，アトピー性皮
膚炎，喘息，食物アレルギー、その他のアレルギー疾患など，内科的疾病者が
増えており，保健室への来室者数も年々増加傾向にあります。さらに，坂井市
の児童生徒のう歯(※2)保有者割合は，県平均よりも高くなっています。これま
でも，保健管理や児童生徒への指導に取り組んでいますが，本市の児童生徒の
現状を直視したとき，そのような取組をさらに強化・充実していく必要があり
ます。 
 また，人の生命と健康の根源をなす「食」についても様々な問題が指摘され
ています。家族構成や食生活をはじめとするライフスタイルの多様化などによ
り，「食」の大切さが軽視され，健全な食生活が失われつつあります。このよ
うな現状は，児童生徒にも大きな影響を及ぼしています。栄養の偏り，食習慣
の乱れ，それらに起因する肥満や食物アレルギー疾患を含む各種疾病の増加な
どがうかがわれます。 
坂井市では，平成 26年 3月に「坂井市食育推進計画」を改訂し，家庭・地域，
幼保園・保育所・こども園，学校，さらには，行政が果たすべき役割などにつ
いて提示していますが，同推進計画も参考に，児童生徒の発達段階に応じた食
育を推進していく必要があります。 

平成 20（2008）年度から文部科学省が全国の小中学生を対象として実施している。 
  この調査は，子どもたちの体力低下傾向が続く中で，その向上に役立てるためのもので，小学校5     
年生と中学校 2年生を対象に，運動能力と生活・運動習慣について調査する。 



近年，日常生活における身体活動の機会や場の減少などにより基礎的な体力
や運動能力が低下するとともに，運動する子どもとしない子どもの二極化が進
んでいます。 
平成 27年度の「全国体力・運動能力，運動習慣等調査」(※1)の結果では，本
県は連続して全国トップレベルにあります。本市の結果も全国平均を上回って
いますが，種目によっては県平均を若干下回っているものがあります。今後の
課題としては，握力や柔軟性の向上を目指した取組が必要です。 
 このため，体育の授業において基礎的な身体能力の育成を図るとともに，業
間運動，体育クラブ・部活動，体育的行事を相互に関連させながら学校教育活
動全体として効果的に取り組む必要があります。 
一方，児童生徒の健康面も気がかりな状況にあります。全国的にメンタル面

の課題やアレルギー疾患などの身体疾患を有する児童生徒が年々増加する傾向
にあり，坂井市においても同じような傾向が見られます。また，アトピー性皮
膚炎，喘息，食物アレルギー、その他のアレルギー疾患など，内科的疾病者が
増えており，保健室への来室者数も年々増加傾向にあります。さらに，坂井市
の児童生徒のう歯(※2)保有者割合は，県平均よりも高くなっています。これま
でも，保健管理や児童生徒への指導に取り組んでいますが，本市の児童生徒の
現状を直視したとき，そのような取組をさらに強化・充実していく必要があり
ます。 
 また，人の生命と健康の根源をなす「食」についても様々な問題が指摘され
ています。家族構成や食生活をはじめとするライフスタイルの多様化などによ
り，「食」の大切さが軽視され，健全な食生活が失われつつあります。このよ
うな現状は，児童生徒にも大きな影響を及ぼしています。栄養の偏り，食習慣
の乱れ，それらに起因する肥満や食物アレルギー疾患を含む各種疾病の増加な
どがうかがわれます。 
坂井市では，平成 26年 3月に「坂井市食育推進計画」を改訂し，家庭・地域，

幼保園・保育所・こども園，学校，さらには，行政が果たすべき役割などにつ
いて提示していますが，同推進計画も参考に，児童生徒の発達段階に応じた食
育を推進していく必要があります。 

平成 20（2008）年度から文部科学省が全国の小中学生を対象として実施している。 
  この調査は，子どもたちの体力低下傾向が続く中で，その向上に役立てるためのもので，小学校5     
年生と中学校 2年生を対象に，運動能力と生活・運動習慣について調査する。 

虫歯のこと 

生涯にわたって運動に親しむ態度を育て，体力の向上を目指す学校体育
を実現するため，児童生徒の能力に応じた体育学習の推進，休み時間など
を利用した創意あふれる体育的活動，さらには，体力テスト結果などに基
づいた継続的な体力向上活動を支援します。 

中学校における部活動は，生徒の関心・興味が多くの競技に分散するな
どして，その存続に関する課題なども出てきていますが，その課題解決に
向けた取組も含めて，中学校部活動がさらに充実するよう支援します。 

児童生徒の多様化する心身の健康問題に適切に対応し，健康の保持増進
や安全な生活に向けて自ら努力する児童生徒の育成を目指します。 
そのために，その中核となる養護教諭，保健主事をはじめ全教職員の研
修の充実や校医を含めた関係機関との連携強化を推進します。 

「坂井市食育推進計画」及び「坂井市学校食育実践プログラム」に基づ
き，各学校で地域の食材や食文化を生かす食育の充実に向けた取組を支援



します。また、食物アレルギー疾患がある児童生徒に対して，アレルギー
発症を未然に防止するために，栄養士，学校，保護者が情報を共有し，安
全・安心な学校給食を提供します。 



近年，少子高齢化，国際化，情報化，環境問題など社会が大きく変化する中
で，これらの変化に対応できる学校教育の推進が求められています。 
高齢化社会やバリアフリーへの理解を深めるため，各校は福祉教育に取り組
んでいます。今後は，市社会福祉協議会と連携しながら，引き続き，福祉教育
を推進していく必要があります。 
一方，国際化時代への対応として，坂井市では平成 20 年度から市内中学校
とイギリスの学校との相互交流活動を行っています。また，市内小学校では独
自に国際交流を推進している学校もあり，異文化を体験することにより国際理
解教育を推進しています。平成 30年からは，「英語で討論・交渉できること」
をめざした実践的な英語教育へと変化をしていきます。目の前の相手に英語で
自分の気持ちを伝え，対話し，お互いに協力して「英語で討論・交渉できる」
英語技能を身につけることが求められています。 
情報化社会への対応としては，市内小中学校へのコンピュータやタブレット
端末などの整備・拡大を進めるとともに，教職員の研修の機会を設定し，ＩＣ
Ｔ教育（※1）の推進に努めてきました。今後は，学校教育において，児童生徒
の発達段階に応じた指導の在り方の検討と，情報の収集と活用の実践力など情
報化社会を生きるための情報モラル・情報活用能力の育成が求められています。 
環境問題への対応として，坂井市では，平成 26 年 4 月に市民意識の変化な
ど、環境行政をとりまく社会情勢の変化を踏まえ、「坂井市環境基本計画」を見
直し，その中で坂井市の目指すべき姿とする「環境像」を設定しました。市内
小中学校においても，それぞれの地域や学校の特性を生かした環境教育の取組
を積極的に進める必要があります。 
キャリア教育（※2）についても，技術の進歩に伴い生産性が高まり，労働が
軽減され，生活が便利になった反面，幼児期や小中学校の時期において，家庭
での手伝いや地域での勤労体験が少なくなっており，働くことの喜びや感動，
厳しさを感じにくくなってきている状況にあります。市内全中学校では，中学
生の勤労観や職業観の育成及び社会性を醸成するために，「職場体験学習」を実
施しています。 
今後は，学校の教育活動全体の中で，児童生徒の発達段階に応じて，小学校
からの組織的・系統的なキャリア教育の推進が必要です。 

児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、コンピュータで文字を入
力するなどの基本的な操作や情報モラルを身に付け、適切に活用できる力を育てる教育  



望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに，自己の個性を理解
し，主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育。 

人間愛にあふれた地域社会の構築を目指し，学校，家庭，さらには地域・
関係機関の連携を深めるとともに，地域に根ざした福祉教育の充実に努め
ます。 

広い視野に立ち，異文化を尊重し，異なる文化を持った人たちとも共に
生きていくことのできる資質や能力の育成を目指した各校の創意あふれる
活動を支援します。また，国際理解教育の一環としての要素を持つ外国語
活動の充実を図るため，小学校へのAＥＴ(※)派遣事業を継続します。  

情報化が進む中で，児童生徒にその情報活用能力を育成することは非常
に重要です。同時に，情報化社会の一員として守るべき情報モラルについ
ての理解と実践意欲が必要です。このような目的で展開される各校の工夫
されたＩＣＴ教育の取組を支援します。 

小学校 4・5・6年の外国語活動支援のために，市費で派遣している英語指導助手 



児童生徒一人一人が，自然環境が悪化している現状を正しく認識し，そ
の解決のためには自らの行動が必要であることを十分理解できるよう，各
校で展開されている環境教育の充実を図ります。 
また，発達段階に応じた環境学習を充実するため，関係機関・団体との
連携強化を図るとともに，必要な情報提供を行います。  

児童生徒が生涯にわたって「働くこと」「生き抜いていくこと」について
の意義を理解し，必要な意欲，態度や能力を育てるため，小学校から計画
的，系統的なキャリア教育が展開されるよう指導，支援します。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30 

福祉教育の推進 

アイマスク体験や高齢者との
ふれあい活動など体験的な活動
を取り入れた学習活動の充実に
努めるとともに，社会福祉協議
会等との連携強化を支援するな
ど，学校を中核とした地域ぐる
みの福祉教育に努めます。 
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期 
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AET派遣事業 

小学校 4・5・6年児童の英語
コミュニケーション能力を育成
するため，各小学校へのAET派
遣事業を継続します。 

ＩＣＴ教育の推進 
各校での情報教育の推進・充
実に努めます。 

環境教育の推進 

校区の特色や児童生徒の発達
段階を考慮した環境教育の推進
を図るとともに，学校生活でも
省資源・省エネルギーに向けた
実践的な意欲，態度の育成に努
めます。 

職場体験学習の充実 

中学生の「職場体験学習」を
充実するとともに，小学生の家
庭での勤労意識の高揚を図りま
す。 

望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに，自己の個性を理解
し，主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育。 

人間愛にあふれた地域社会の構築を目指し，学校，家庭，さらには地域・
関係機関の連携を深めるとともに，地域に根ざした福祉教育の充実に努め
ます。 

広い視野に立ち，異文化を尊重し，異なる文化を持った人たちとも共に
生きていくことのできる資質や能力の育成を目指した各校の創意あふれる
活動を支援します。また，国際理解教育の一環としての要素を持つ外国語
活動の充実を図るため，小学校へのAＥＴ(※)派遣事業を継続します。  

情報化が進む中で，児童生徒にその情報活用能力を育成することは非常
に重要です。同時に，情報化社会の一員として守るべき情報モラルについ
ての理解と実践意欲が必要です。このような目的で展開される各校の工夫
されたＩＣＴ教育の取組を支援します。 

小学校 4・5・6年の外国語活動支援のために，市費で派遣している英語指導助手 



児童生徒は，学校，家庭，地域社会など様々な環境から影響を受けながら日々
の生活を送っています。そのような状況の中で，未来にたくましく生きる人材
を育成するためには，家庭，地域，各種団体などとの連携を強化することが重
要です。 
坂井市では，そのような視点に立ち，既に，市内各校に「地域・学校協議会」
を設置し，学校，家庭，地域の連携強化に取り組んでいます。そして，学校経
営の方針・実情を積極的に情報公開するとともに，その活動等の評価について
も，保護者をはじめ地域の方の評価も積極的に取り入れ，教育活動の活性化に
生かす実践を展開しています。また，学校の授業や行事などの教育活動に保護
者や地域の人が参加し，学校を支援する体制が進んできています。今後は，こ
のような取組をさらに充実させ，家庭・地域に根ざした学校づくりを推進して
いく必要があります。 
また，昨今の児童生徒については，「ふるさとへの愛着心が薄れてきている」
との指摘があります。坂井市の児童生徒についても，地域の歴史や自然に関す
る関心や地域行事への参加意欲などが低くなっているという状況が「全国学
力・学習状況調査結果」などにも表れています。各校では，これまでもそれぞ
れの地域の特性を生かしながら「ふるさと教育」を展開していますが，今後は，
関係する地域の人材や各種団体との連携を図り，ふるさとの自然，歴史，文化
に触れるなど，魅力あふれる活動機会を提供することが必要です。 

学校・家庭・地域が連携し，地域の特性や実情を生かしながら，地域に
開かれた学校づくりを推進するため，その推進母体として各校に設置され
ている「地域・学校協議会」の機能活用を進めていきます。そのような対
応により，家庭・地域に根ざした学校教育活動の活性化を図りながら，福
井型コミュニティ・スクールの推進を目指します。 

 児童生徒の保護者，地域，学校の代表者が学校運営に主体的に参画し，地域の特性・実情を生かし
ながら，地域に根ざした開かれた学校づくりを目指す。 
福井型の特徴として，家庭，地域，学校の代表で構成する「地域・学校協議会」を設置し，地域

全体の教育・子育て方針や学校運営の基本方針を策定するとともに，それぞれが責任を持って活動を
行うところにある。県内公立小中学校の全校で取り組んでいる。 



ふるさとの自然・歴史・文化に触れる（見学・調査・美化）活動や地域
の人たちと交流することを目的とした，各校で行っている「ふるさと教育」
をさらに充実するよう支援します。また，市内各所に伝わる伝統的な行事，
地域単位で展開されるボランティア活動などの情報提供を行い，積極的な
参加を促進します。 

  小学校から中学校に入学する際の「中 1ギャップ」と呼ばれる急激な学
校生活環境の変化により，様々な問題が発生することがあります。このこ
とに起因する不適応を克服するため，義務教育9年間を見通した学習指導，
生徒指導等の円滑な接続と一体性のある教育活動が実現できるよう指導・
支援を行います。 

施策の名称 施策の内容 
H28 H29 H3

0 

地域・学校協
議会の推進 

各校に設置されている「地域・学
校協議会」の活動状況などについ
て，定期的に現状と課題を把握する
とともに，その活性化に向けて適切
な指導・助言を行います。 
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「ふるさと
教育」の推進 

ふるさとの自然・歴史・文化に関
する素材を教材として活用すると
ともに，各校において創意あふれる
学習活動を推進します。 

伝統行事・芸
能ふれあい
事業 

校区に伝えられている行事への
参加や，三味線，和太鼓など伝統芸
能に関する各校の活動実践を推奨
するとともに，その取組の充実に向
けた支援を進めます。 

小中連携教
育推進事業 

小中学校間の円滑な接続を目指
し，子どもたちの交流活動や学習指
導，生徒指導などでの連携，教員の
人事交流の促進を支援します。 

中高連携教
育の推進 

中学校生活から高等学校生活へ
の円滑な接続を進めるため，オープ
ンスクールや部活動などの交流・連
携を推進します。 

 



 通常の学級にも，特別な支援を必要とする児童生徒が在籍している場合
があります。当該児童生徒の学習を個別に支援するとともに，同学級にお
ける学習活動が円滑に展開されるよう，指導体制の工夫や支援員の配置な
ど必要な対応策を講じます。 

 特別支援教育に対する正しい理解が得られるよう，児童生徒をはじめ保
護者，地域社会への啓発活動を展開します。特別支援教育対象児童生徒の
保護者への説明を含め，他の保護者に対しても積極的に情報提供を行い，
特別支援教育（学級）に対して正しい理解が得られるよう，学校を拠点に
取り組みます。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30 

特別支援教育
スキルアップ
事業 
 

専門機関関係者を招いての研
修会や気がかりな児童生徒に関
する校内情報交換会の充実･活発
化を支援するとともに，他機関が
開催する研修会への参加を促進
するなど，特別支援教育に関する
教員の資質向上を目指します。 

 

次 

 

期 

 

計 

 

画 

教育相談ネッ
トワークの充
実 

各校において，児童生徒個々に
応じた教育相談ネットワーク（県
特別支援教育センター・特別支援
学校・専門医・市教委など）を構
築します。その連携のもと，関係
保護者への適切な教育相談・就学
指導を展開します。 

 

 

 

学級支援員配
置事業 

通常学級に在籍する特別な支
援を要する児童生徒を支援する
ため，支援員を拡充します。 

 

特別支援教育
啓発活動の支
援 

各校を拠点に，特別支援教育に
関する保護者・地域住民への啓発
活動を展開します。また，障がい
のある児童生徒と障がいのない
児童生徒がお互いに理解を深め
るための交流の場を設けます。 

 

 現在，坂井市においては，特別支援学級が小学校 18 校 28 学級，中学校 5
校 9 学級設置されており，そこで小学生が 89 人，中学生 36 人が学んでいま
す。さらに通級指導の拠点校が 3つ設置され，全ての子どもがそれぞれの特性
にあった教育を受けられるよう多様な支援を図っています。このような特別支
援教育を必要とする児童生徒は年々増加する傾向にあります。 
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応じて支援会議を開いたり，関係機関と連携を図ったりして，個々のケースに
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 現在，特別支援教育の一層の充実に向け，教員に対する研修を各校で実施し
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と一貫した教育支援が引き継がれるように，移行期における支援体制の整備や
関係機関とのネットワークの充実・整備を推進していくことも今後の課題です。 

多様化・複雑化する児童生徒の障がいを的確に把握し，その障がいの状
況に応じた適切な指導・支援を充実させるため，特別支援教育担当者をは
じめ全教職員の研修を推進します。 
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 通常の学級にも，特別な支援を必要とする児童生徒が在籍している場合
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今日，学校教育は，時代や社会情勢の変化に伴い教育内容や子どもたちの気
質が変化していく中で，学習意欲の低下，いじめや不登校など様々な教育課題
を抱え，変革が求められています。 
このような状況の中で多様な教育課題を解決するためには，教職員一人一人

が強い自覚と使命感・倫理観を持つとともに，自己を磨き，高い専門性と豊か
な人間性や社会性を持つことが重要です。 
そのために，教職員の資質の向上を目指してニーズに応じた研修を実施した

り，平成 28 年度より本格実施となる「教職員評価システム」(※)を活用したり
して，学校としての組織力を強化することが必要です。さらに，地域や保護者
及び児童生徒の信頼と期待に応える学校づくりを行うため，学校が自らの教育
活動や学校運営を評価・公表し，それに基づく改善を一層進めることが大切で
す。 
また，学校教育は，児童生徒の教育に直接携わる教員への信頼に負うところ

が極めて大きいため，不祥事などで信頼をなくすことがないように，一人一人
の教員が服務規律の確保を図ることが重要です。 
一方，多様な考え方を持つ保護者への対応で悩んだり，子どもたちの変容に

対応できないために指導に自信をなくしたりする教員も出てきています。こう
した時代の変化の中で発生する諸問題に適切に対応できるように，教員の研修
と支援が必要になってきています。 
 また，教科指導の充実のために，「分かる授業」の創造に力を注ぎ，授業を改
善していくための校内の授業研究会など，校内研修会に関する教員相互のサポ
ート体制を見直し，改善を図っていく必要があります。 
 さらに，教育委員会・学校間ネットワーク並びに ICT の活用により，事務処
理の効率化を図り，教職員の多忙解消を進めて，教職員と児童生徒，保護者と
が向き合う時間を増やしていくことが求められています。 

 坂井市教育研究会における教職員の資質向上に向けた活動への支援・助
言を行います。

県教育委員会が平成 22年度から試行を始めた教職員の評価制度。教職員の資質向上，職務に対する

意欲の向上，学校組織の活性化を図るための支援策であり，活力ある学校づくりをねらいとしている。 



 各校が，その実態や課題に即した研修会を計画的に実施できるよう支援
します。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29
H30 

坂井市教育研
究会活動支援
事業 

坂井市教育研究会の活動を積
極的に支援します。  

次 

 

期 

 

計 

 

画 

教育委員会表
彰事業 

教育実践等に顕著な実績を上
げた教職員を表彰します。  

生徒理解スキル 
アップ事業 
（再掲） 

「生徒理解」「望まれる学級経
営」に関する教職員のスキルア
ップを目指した校内研修を支援
するとともに，教職員・保護者・
各種団体関係者間の情報交換
会・研修会等の充実に努めます。

保健教育スキ
ルアップ事業
（再掲） 

保健学習･保健指導の充実に
向けて，養護教諭，保健主事を
はじめ教職員のスキルアップを
目指した研修を支援します。 

 

食育のスキル
アップ事業 

児童生徒に対する食育の充実
に向けて，学校栄養教諭，学校
栄養職員，調理師をはじめ教職
員のスキルアップを目指した研
修を支援します。 

特別支援教育 
スキルアップ
事業（再掲） 

専門機関関係者を招いての研
修会や気がかりな児童生徒に関
する校内情報交換会の充実･活
発化を支援するとともに，他機
関が開催する研修会への参加を
促進するなど，特別支援教育に
関する教員の資質向上を目指し
ます。 

 



設を有効利用しながら，将来的に「共同調理場方式」に統一することとしまし

た

  児童生徒が安全な学校施設で安心して学ぶことができる教育環境を整備

するため，大規模改修などを計画的に実施し，施設の長寿命化を図ります。 

  大規模改修などに併せ，特別支援教育への対応や，災害時に利用する方々

の様々な状況を考慮し，バリアフリー化を推進します。 

  自然採光，自然通風などの自然エネルギーの利用や省エネ機器，建物の

断熱化などにより，エネルギーコストや環境負荷を低減します。 

 学校において，学習方法や指導方法の多様化に対応したスペースなどに

利用するほか，放課後児童クラブなどへの活用に努めます。 

 春江・坂井地区については，平成 25年 10月に学校給食衛生管理基準な

どに適合した春江坂井学校給食センターを移転新築しました。 

  また，丸岡地区の自校式の小学校については，現在の調理設備を有効活

用する観点から，当分の間自校式を継続し，老朽化が進んだ時点（平成 22

年度より概ね 10年）で給食施設からの提供地区の見直しを含め，検討して

いきます。 

  三国地区については，現施設の三国学校給食センター（昭和 61年建築）

を維持補修しながら給食を提供し，施設整備については，坂井市全体で給

食施設からの提供地区の見直しの検討を含め，新たな施設からの学校給食

の提供を目指し，準備を進めます。 

 学校施設は，児童生徒が 1 日の大半を過ごす学習・生活の場であり，豊かな

人間性を育むための教育施設として重要な意義を持つため，発達段階に応じた

安全で質の高い施設として整備する必要があります。 

 平成 27年度をもって学校耐震補強工事は全て完了しますが，改修工事が必要

な学校が未だ多数残っている状況です。昭和 40年から 50年代に建てられ，今

まで一度も改修工事を行っていない学校や，以前の改修から 20年を経過する学

校について，計画的に改修工事を行っていく必要があります。 

なお，校舎の改修工事を進めるに当たっては，障がいの有無にかかわらず，

児童生徒が円滑に学校生活を送ることができるよう配慮する必要があるととも

に，特に，体育館については，災害発生時における地域住民の応急的な避難場

所となるため，バリアフリー化について取り組んでいくことが求められていま

す。 

 更に，平成 19～21 年度に鳴鹿小学校が地域ぐるみで環境教育に取り組んだ

ように，今後も，地球規模の環境問題に対応するため，環境負荷の低減や自然

との共生を考慮したエコ改修を検討する必要があります。 

また，少子化に伴う児童生徒数の減少により余裕教室が発生していますが，

今後の少人数学級への対応により，教室の確保が必要になってくることが考え

られるため，国や県の動向を見極めながら的確に対応していくことが必要にな

っています。 

なお，地域住民にとって身近な公共施設である学校の余裕教室を，学校教育

に支障がない範囲内で，地域の実情に応じて活用していくことが求められてい

ます。 

また，坂井市では，児童生徒の心身の健全な発達と，食に関する正しい理解

と判断力を養うことを目的として，市内全域で完全学校給食を実施しています。

三国，春江，坂井地区の小中学校においては共同調理場方式，丸岡地区の小学

校においては自校調理場方式，同地区の一部の小学校と中学校においては民間

委託方式と，地域によってその提供方式が異なっています。 

それぞれの提供方式には各地域の実情に応じた利点がありますが，合併後，

坂井市の給食方式の在り方について，様々な検討を重ねた結果，既存の給食施



設を有効利用しながら，将来的に「共同調理場方式」に統一することとしまし

た

  児童生徒が安全な学校施設で安心して学ぶことができる教育環境を整備

するため，大規模改修などを計画的に実施し，施設の長寿命化を図ります。 

  大規模改修などに併せ，特別支援教育への対応や，災害時に利用する方々

の様々な状況を考慮し，バリアフリー化を推進します。 

  自然採光，自然通風などの自然エネルギーの利用や省エネ機器，建物の

断熱化などにより，エネルギーコストや環境負荷を低減します。 

 学校において，学習方法や指導方法の多様化に対応したスペースなどに

利用するほか，放課後児童クラブなどへの活用に努めます。 

 春江・坂井地区については，平成 25年 10月に学校給食衛生管理基準な

どに適合した春江坂井学校給食センターを移転新築しました。 

  また，丸岡地区の自校式の小学校については，現在の調理設備を有効活

用する観点から，当分の間自校式を継続し，老朽化が進んだ時点（平成 22

年度より概ね 10年）で給食施設からの提供地区の見直しを含め，検討して

いきます。 

  三国地区については，現施設の三国学校給食センター（昭和 61年建築）

を維持補修しながら給食を提供し，施設整備については，坂井市全体で給

食施設からの提供地区の見直しの検討を含め，新たな施設からの学校給食

の提供を目指し，準備を進めます。 

 学校施設は，児童生徒が 1 日の大半を過ごす学習・生活の場であり，豊かな

人間性を育むための教育施設として重要な意義を持つため，発達段階に応じた

安全で質の高い施設として整備する必要があります。 

 平成 27年度をもって学校耐震補強工事は全て完了しますが，改修工事が必要

な学校が未だ多数残っている状況です。昭和 40年から 50年代に建てられ，今

まで一度も改修工事を行っていない学校や，以前の改修から 20年を経過する学

校について，計画的に改修工事を行っていく必要があります。 

なお，校舎の改修工事を進めるに当たっては，障がいの有無にかかわらず，

児童生徒が円滑に学校生活を送ることができるよう配慮する必要があるととも

に，特に，体育館については，災害発生時における地域住民の応急的な避難場

所となるため，バリアフリー化について取り組んでいくことが求められていま

す。 

 更に，平成 19～21 年度に鳴鹿小学校が地域ぐるみで環境教育に取り組んだ

ように，今後も，地球規模の環境問題に対応するため，環境負荷の低減や自然

との共生を考慮したエコ改修を検討する必要があります。 

また，少子化に伴う児童生徒数の減少により余裕教室が発生していますが，

今後の少人数学級への対応により，教室の確保が必要になってくることが考え

られるため，国や県の動向を見極めながら的確に対応していくことが必要にな

っています。 

なお，地域住民にとって身近な公共施設である学校の余裕教室を，学校教育

に支障がない範囲内で，地域の実情に応じて活用していくことが求められてい

ます。 

また，坂井市では，児童生徒の心身の健全な発達と，食に関する正しい理解

と判断力を養うことを目的として，市内全域で完全学校給食を実施しています。

三国，春江，坂井地区の小中学校においては共同調理場方式，丸岡地区の小学

校においては自校調理場方式，同地区の一部の小学校と中学校においては民間

委託方式と，地域によってその提供方式が異なっています。 

それぞれの提供方式には各地域の実情に応じた利点がありますが，合併後，

坂井市の給食方式の在り方について，様々な検討を重ねた結果，既存の給食施





価値観の多様化や情報化の進展など，青少年を取り巻く社会環境は変化して
おり，犯罪年齢の低年齢化や青少年による凶悪犯罪の多発，反社会的行動の低
年齢化，学校におけるいじめ・不登校など，青少年における問題は深刻さを増
しています。 
そのような中，坂井市では，不良行為等による声かけ件数が年々減少してお
り，比較的落ち着いた状況で学校生活や家庭生活を送っていると考えられます。 
今後も，見守り活動は青少年育成坂井市民会議・PTA が中心となり，非行防
止は青少年愛護センターが市民と連携し，朝夕に見守り活動や街頭啓発・危険
箇所の巡回を引き続き行っていくことが大切です。青少年の活動は広範囲で時
間帯も多岐にわたることから，「子どもは地域の宝」であることを念頭に，地域
全体でこれまでの活動を更に継続し，充実していかなければなりません。 
さらに，スマートフォンをはじめとする情報端末機に関わるトラブルによる
問題行動の増加が懸念されるため，実態に応じた指導や保護者への啓発が必要
です。 
また,健全な青少年を育てるための大切な要素として,「ふるさとへの愛着心」
を育てることが挙げられます。自分が住む地域を理解し，誇りに思うことは，
社会性を育み，より良い社会を築いていく担い手へとつながります。 
しかしながら，近年，青少年の遊びは，インターネットやテレビゲームなど
の室内型志向が見受けられ，地域離れも進みつつあります。 
坂井市では，子ども会やわんぱく少年団（※）などの団体活動において，坂井
市の豊かな自然や歴史文化に親しむ体験活動が行われておりますが，今後も青
少年関係団体や地域において，青少年期におけるこのような体験活動をより一
層活発に展開していく必要があります。 
また，現在，坂井市が行っている国際交流や姉妹都市交流は，外国や他の地
域の文化を理解するとともに，自分の住む地域の良さを再認識する上で重要な 

自然の中で行う様々な体験活動を通じ，「自分から発信できる力」，「他人とのかかわり方」を習得し，

健やかな心身を育成することを目的とする少年団。 



を通して，郷土に対する愛着心を育てる活動に取り組みます。また，地域
の協力を得ながら小学生がコミュニティセンターなどに宿泊し，学校へ通
学する体験活動を行います。  

中学生を海外派遣し，異文化体験を通じて国際理解教育を進めます。ま
た，外国から青少年を招聘し，市内の青少年との交流を進めます。 

子どもたちが家庭を離れてコミュニティセンターなどの公共施設に２～３泊し，身の回りのことはす

べて自分で行いながら通学する。この体験により，日常生活での家族の苦労や愛情の深さに気付き，感

謝する気持ちを育てるとともに，子と親の双方が家庭や家族の大切さを再認識する機会となる。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30 
非行防止活動
の推進  

青少年の非行防止のための街頭補導・
啓発活動・相談事業を推進します。 

次期
計画 

青少年健全育
成の推進 

市民・青少年育成市民団体が中心と
なって見守り活動を推進します。 
また，学校・家庭・地域と連携して，
青少年の健全育成を推進します。 

体験型活動の
推進 

合宿通学（※）やわんぱく少年団等，
集団生活を通して，協調心や自立心を
養うとともに，市内の自然や伝統文化
に触れる体験を行い，青少年のふるさ
とへの愛着心を育みます。 

国際・国内交
流の推進 

海外での異文化体験や外国青少年と
の交流を通じて，国際理解教育を進め
ます。 
また，姉妹都市「延岡市」との青少
年交流を進めます。 

 

事業であり，今後もこのような交流活動を積極的に進め，人間性豊かな青少
年を育んでいくことが必要です。

＜不良行為の状況＞ 

年度 
喫煙 
（人） 

交通非行・バイク 2
人乗り（件） 

自転車 2人乗り・ 
無灯火（件） 
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平成 25年度 19 7 211 
平成 24年度 16 4 252 
                ※愛護センター資料から（補導員の声かけ件数） 
 
＜青少年愛護センター一般補導員の出務状況と補導内容の概要＞              
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の体制 
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地域，関係機関と行政が連携を密にし，青少年の見守り活動・非行防止
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を支援します。 

海・山・川・大地などの豊かな自然との触れ合いや伝統文化体験・継承
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謝する気持ちを育てるとともに，子と親の双方が家庭や家族の大切さを再認識する機会となる。 
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非行防止活動
の推進  

青少年の非行防止のための街頭補導・
啓発活動・相談事業を推進します。 
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計画 

青少年健全育
成の推進 

市民・青少年育成市民団体が中心と
なって見守り活動を推進します。 
また，学校・家庭・地域と連携して，
青少年の健全育成を推進します。 

体験型活動の
推進 

合宿通学（※）やわんぱく少年団等，
集団生活を通して，協調心や自立心を
養うとともに，市内の自然や伝統文化
に触れる体験を行い，青少年のふるさ
とへの愛着心を育みます。 

国際・国内交
流の推進 

海外での異文化体験や外国青少年と
の交流を通じて，国際理解教育を進め
ます。 
また，姉妹都市「延岡市」との青少
年交流を進めます。 

 



家庭教育は，子どもが基本的な生活習慣，豊かな情操，基本的な社会のルー
ル，自立心や自制心などを身に付ける上で，重要な役割を果たします。 
しかし，近年，坂井市においても，都市化，核家族化，少子化，地域コミュ
ニティの希薄化などにより，家庭を取り巻く状況は大きく変化し，子育てに対
する不安感や育児に対する悩みが広がっています。 
坂井市では，このような中，平成 21年度まで国庫事業として事業を進めてい
た「訪問型家庭教育相談体制充実事業」を平成 22年度から市の単独事業として
引き継ぎ，「坂井市家庭教育支援チーム」を結成しました。 
この事業を通して，家庭教育を支援するためには，保護者・子どもと家庭教
育支援員の信頼構築が必要であることや，保護者は子育ての悩みを話す機会を
求めており，また，子どもは自分の体験・経験を親に話したいと思っているこ
となどを実態としてとらえることができました。 
今後，坂井市としてはこの取り組みを基礎として，家庭教育支援の体制の充
実を図りながら，市全体に家庭教育支援の輪を拡大していく必要があります。 
また，放課後の安心で安全な子どもの居場所づくりとして，コミュニティセ
ンターでは「放課後子ども教室」を，学校や児童館などでは「放課後児童クラ
ブ（学童保育）」を開設しています。子育て支援に対するニーズが年々高まって
いる今日，今後も人的体制や施設の充実を図りながら，放課後の子どもの安全
と健やかな成長を支えていく必要があります。 



＜放課後子ども教室の推移＞ 
年 度 開催教室数 事業の開設数 

平成 26年度 25 91 
平成 25年度 25 94 
平成 24年度 25 89 

青少年育成坂井市民会議などの関係機関と連携し，「人を思いやる心」や
「感謝の心」など，豊かな人間性を培う心の教育を推進します。 

学校・地域・関係機関と連携して，不安や悩みを抱く子どもと保護者な
どの相談に対応するための体制を整備します。また，家庭教育の重要性に
ついて広報紙などを通じて広く啓発し，家庭や地域における教育力の向上
に努めます。 

放課後や週末に地域の参画を得て，コミュニティセンターなどを利用し，
子どもの安全な居場所を確保します。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30 

「心の教育」
推進事業 

心の教育講演会など，多様な機会を
利用し，学校，地域，関係団体と連携・
協力しながら心の教育を推進します。

 

次期
計画 

家庭教育の推
進 

地域が主体となって，学校，行政と
の連携を図りながら，地域ぐるみの家
庭教育を推進します。 

 

放課後子ども
教室 

市内のコミュニティセンターなど
で，地域の参画を得て，地域の実情や
特性を生かしたメニューにより，安全
に遊べる場所を提供します。 

 

相談体制の整
備 

青少年と親の相談事業を行います。  



 社会情勢に対応できる知識や技術に関する学習，趣味や教養といった生涯を
通じての学習など，地域住民の学習ニーズは，多様なものがあります。 
そうした中で，地域住民にとって公民館は，最も身近な学習施設であり，地
域住民の交流の場として重要な役割を果たしてきました。 
 しかしながら，社会環境の変化により，地域まちづくりに対する住民のニー
ズは多岐にわたるようになり，それとともに公民館は，社会教育施設としての
役割に加え，地域コミュニティ活動の拠点施設としての機能を併せ持つように
なってきました。 
このような状況の中，社会教育事業だけではなく，地域まちづくり活動など
幅広く柔軟な活動が可能となるよう，公民館をコミュニティセンターへ移行し
地域まちづくりの拠点として位置づけるという方向性が示され，その具現化に
向け，坂井市コミュニティセンター検討委員会にて，検討されました。 
その結果，平成 27 年 4 月 1 日から公民館がコミュニティセンターに移行さ
れ，従来の公民館における社会教育・生涯学習事業については，「補助執行」（※）
の手続きにより，市長部局へと移管されました。 
コミュニティセンター移行後は，これまでの公民館活動を継承した社会教育
の推進に加え，地域づくり・まちづくりの活動を通じた地域の絆の醸成と地域
コミュニティの地域の活性化につながるような取組が求められています。 

地方自治法第 180条の 7（事務の委任等）に基づく法的手続き。この場合は，教育委員会の権限に属

する事務を，市長の補助機関たる職員に執行させること。 

これまでの公民館活動を継承し，地域の特色を生かした市民主導型・市
民参加型の学級や講座を開催するとともに，社会の変化に対応するための
学習や，日常生活にヒントを与えるような学習・講座のメニューを充実す
るなど，市民の学習意欲の喚起に努めます。 
また，学びを通して人づくり・地域づくりにつながる事業を実施するこ
とで，地域コミュニティの醸成を図ります。 

社会教育活動全般の指導的役割を果たす社会教育主事の育成を計画的に
進め，有資格者の配置を図るとともに，連絡等に当たるコミュニティセン
ター（従来の拠点公民館）に引き続き配置される社会教育指導員の業務を
拡充し，社会教育の推進と合わせて社会教育の視点から地域づくり事業に
参画することで，地域に根ざした地域づくり活動を推進します。 
また，コミュニティセンター移行後も，センター職員の社会教育上の知
識の研鑽を図るため，引き続き県公民館連合会に加盟し，各種研修会への
積極的な参加を通じて，職員の資質向上に努めます。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30 

学習・講座の
機会拡充 

環境問題や消費者問題など，社会情
勢の把握や市民生活にヒントを与える
ような学習の機会を，成人大学講座な
どを通じて市民に提供し，学習意欲の
喚起に努めます。 

 

次期

計画 

コミュニティ
センターにお
ける社会教育
活動の充実 

これまでの公民館活動を継承し，地
域住民の生涯学習・交流の拠点として，
学習機会・学習情報の提供，地域住民
の交流機会の創出を図ります。 

 

職員体制の充
実と資質向上

社会教育主事の資格取得を計画的に行
うとともに，社会教育指導員の業務拡
充，引き続き県公民館連合会に加盟し，
コミュニティセンター職員の資質向上
を図ります。 

 



これまでの公民館活動を継承し，地域の特色を生かした市民主導型・市
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識の研鑽を図るため，引き続き県公民館連合会に加盟し，各種研修会への
積極的な参加を通じて，職員の資質向上に努めます。 
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公民館は，地域の中の最も身近な学習施設として，地域住民とともに地域の

つながりを強め，地域の人材を育て，地域づくり・まちづくりに寄与してきま

した。 

しかし，近年，各地域においては，住民の連帯感が希薄化しており，また，

高齢化が進み，地域活動が停滞してきています。 

こうした中で，坂井市では，行政と市民との協働により，地域の特性を生か

した多様なまちづくりに取り組むため，公民館の区域を活動範囲とした 23のま

ちづくり協議会が活動しています。 

まちづくり協議会では，自分たちの住む地域に何が必要か，住民自らが考え

参画することで，住みやすく魅力ある地域をつくるため，防災防犯活動や福祉

健康活動，景観環境活動，文化スポーツ活動，青少年育成活動，地域交流活動

を行っています。 

 そうした中，坂井市では，平成 27年度から，地域まちづくり活動の主体的役

割を担うまちづくり協議会の活動拠点である公民館を，地域コミュニティの拠

点，いわゆる「協働のまちづくり」を実践する中心的な場と位置づけ，コミュ

ニティセンターへと移行し，地域コミュニティの活性化を図ることとしました。 

 これからは，地域を構成する住民や団体，行政などが，お互いの責任と役割，

持ち味を生かしながら，対等なパートナーとしてより一層連携・協力を深め，「地

域の特性を活かした地域づくり・まちづくり」に取り組んでいくことが求めら

れています。 

地域における様々な課題の解決につながるような学習や研修の機会を提
供し，地域活動の拠点としてのコミュニティセンターの役割をより一層充
実させるとともに，市長部局と連携を図りながら推進します。 

コミュニティセンターは，まちづくり協議会をはじめ，区長会や各種社

＜放課後子ども教室の推移＞ 
年 度 開催教室数 事業の開設数 

平成 26年度 25 91 
平成 25年度 25 94 
平成 24年度 25 89 

青少年育成坂井市民会議などの関係機関と連携し，「人を思いやる心」や
「感謝の心」など，豊かな人間性を培う心の教育を推進します。 

学校・地域・関係機関と連携して，不安や悩みを抱く子どもと保護者な
どの相談に対応するための体制を整備します。また，家庭教育の重要性に
ついて広報紙などを通じて広く啓発し，家庭や地域における教育力の向上
に努めます。 

放課後や週末に地域の参画を得て，コミュニティセンターなどを利用し，
子どもの安全な居場所を確保します。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30 

「心の教育」
推進事業 

心の教育講演会など，多様な機会を
利用し，学校，地域，関係団体と連携・
協力しながら心の教育を推進します。

 

次期
計画 

家庭教育の推
進 

地域が主体となって，学校，行政と
の連携を図りながら，地域ぐるみの家
庭教育を推進します。 

 

放課後子ども
教室 

市内のコミュニティセンターなど
で，地域の参画を得て，地域の実情や
特性を生かしたメニューにより，安全
に遊べる場所を提供します。 

 

相談体制の整
備 

青少年と親の相談事業を行います。  



会教育団体との連携一体に向けて，協力し合いながら地域づくり活動を支
援します。 

地域において社会教育や文化，スポーツなど，様々な分野で専門的な知
識や技能を持つ人材の発掘に努め，優秀な人材をコミュニティセンターの
活動の中で積極的に活用します。 

地域にある伝統行事，風習，有形無形の文化財などの地域資源を掘り起
こすとともに，こうした貴重な資源をコミュニティセンターの活動に積極
的に取り入れながら地域文化を継承し，地域づくりに生かします。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30 

地域学習の推進 

地域の特色を生かした学級や講座
を開催するとともに，地域課題の解
決につながるような学習機会を提供
します。 

 

次期

計画 

地域づくり活動
への支援 

まちづくり協議会をはじめ，地域
の団体との連携一体に向けて，協力
しながら地域づくりの活動を支援し
ます。 

 

地域人材の活用 

地域に潜在している様々な分野で
専門的な知識や技術を持つ人の活用
に努め，地域の交流・連携を図りま
す。 

 

地域資源の活用 

地域の特色ある自然や文化など，
地域の資源を生かした地域づくりを
推進し，地域の活性化を図ります。

 

 



＜坂井市立図書館利用状況＞ 

項   目 年度 三国図書館 丸岡図書館 春江図書館 坂井図書館 合 計 前年度比

蔵書冊数 
（冊） 

平成 26年度 146,921 177,181 194,541 81,518 600,161 102.0%

平成 25年度 143,983 175,049 191,961 77,492 588,485 101.5%

平成 24年度 139,821 176,535 190,727 72,734 579,817 101.4%

平成 23年度 137,488 175,212 189,731 69,333 571,764 99.3%

 
来館者数 
   （人） 

平成 26年度 114,362 103,455 188,050 81,247 487,294 104.5%

平成 25年度 114,064 98,595 179,434 74,187 466,280 97.1%

平成 24年度 117,017 109,758 199,177 54,072 480,024 96.6%

平成 23年度 120,245 100,957 202,679 72,988 496,869 99.2%

 
登録者数 
   （人） 

平成 26年度 7,064   8,192 14,386  4,087  33,729 110.4%

平成 25年度 6,447  7,455 13,084  3,565  30,551 114.2%

平成 24年度 5,730   6,636 11,429  2,948 26,743 122.3%

平成 23年度 4,778  5,325  9,258  2,574  21,935 178.5%

貸出者数 
   （人） 

平成 26年度 48,702 42,587 77,034 40,218 208,541 99.3%

平成 25年度 49,803 44,032 78,826 37,327 209,988 104.4%

平成 24年度 52,026 47,246 78,927 22,971 201,170 98.7%

平成 23年度 52,008 42,563 80,411 28,758 203,740 112.5%

貸出冊数 
  （冊） 

平成 26年度 176,830 174,875 288,540 190,323 830,568 99.3%

平成 25年度 181,919 179,411 298,431 176,875 836,636 105.6%

平成 24年度 188,792 192,758 304,159 106,425 792,134 97.9%

平成 23年度 186,464 180,064 313,266 129,717 809,511 105.5%

※坂井図書館は，新館移転に伴い平成 25年 1月から平成 25年 4月まで休館

市民のくらしや仕事などに役立つ情報や資料の的確な収集，整備と保存
に努めます。 
また，坂井市内４館のネットワーク及び県内外図書館との相互貸借網を
活用しながら，市民が求める必要な情報や資料を提供します。さらに，検
索や予約など図書館利用における利便性を向上し，利用者の増加を図りま
す。 

坂井市では，三国，丸岡，春江，坂井の４つの図書館で図書館サービスを実
施しています。地域に根ざした図書館として，利用者に様々な情報を提供する
とともに， 図書や雑誌等の資料については効率的な収集， 提供に努めています。 
共通の図書利用カードを使用し，４館どこででも貸出・返却ができるように，
回送便が図書館間を運行しています。また，ホームページから蔵書検索や予約
も可能で，館内では公衆無線ＬＡＮが利用できるようになっています。 
読書普及事業として，毎週土曜日に「おはなし会」を開催したり各館ごとに
各種行事の充実に努めるとともに，市内小学校やコミュニティセンターへの配
本を実施しています。平成 26 年 10 月からは乳児期からの読書習慣の形成を
目的に，６か月児の赤ちゃんとその保護者を対象に，ブックスタート事業（※）
も開始しました。 
図書館全体の利用状況は，来館者数はわずかに減少傾向にありますが，貸出
者数はやや増加しています。来館者減少の要因には少子化，人口減少社会であ
ること，またテレビやインターネットなどの情報メディアが利用しやすくなっ
たことなどが考えられます。それが子どもから大人までの図書館利用の減少に
も影響していると思われます。 
このような状況の中，生涯学習の拠点として，これまで以上に生活や地域社
会に密着した資料や情報を収集し提供することが求められています。また，学
校，家庭，地域と連携協力しながら，次代を担う子どもたちに，自主的に本に
親しむ機会を提供し，子ども読書活動の推進に努める必要があります。 
情報化社会の中，情報発信の方法や電子書籍への対応など，次世代型図書館
としてのサービスも大きな課題となっています。 
また，本市の図書館は，記念文庫や郷土資料など，価値のある資料を多く所
蔵しています。郷土に誇りを持ってもらうためにも，記念文庫や郷土資料を広
く市民に開放し，より多くの人に利活用してもらうようにすることが必要です。 

図書館では６か月児育児相談日に合わせて，赤ちゃんと保護者に対し絵本を楽しむ体験と，絵本をプ
レゼントしています。絵本を介して，親子がふれあう時間を持つきっかけづくりを行っています。 



＜坂井市立図書館利用状況＞ 

項   目 年度 三国図書館 丸岡図書館 春江図書館 坂井図書館 合 計 前年度比

蔵書冊数 
（冊） 

平成 26年度 146,921 177,181 194,541 81,518 600,161 102.0%

平成 25年度 143,983 175,049 191,961 77,492 588,485 101.5%

平成 24年度 139,821 176,535 190,727 72,734 579,817 101.4%

平成 23年度 137,488 175,212 189,731 69,333 571,764 99.3%

 
来館者数 
   （人） 

平成 26年度 114,362 103,455 188,050 81,247 487,294 104.5%

平成 25年度 114,064 98,595 179,434 74,187 466,280 97.1%

平成 24年度 117,017 109,758 199,177 54,072 480,024 96.6%

平成 23年度 120,245 100,957 202,679 72,988 496,869 99.2%

 
登録者数 
   （人） 

平成 26年度 7,064   8,192 14,386  4,087  33,729 110.4%

平成 25年度 6,447  7,455 13,084  3,565  30,551 114.2%

平成 24年度 5,730   6,636 11,429  2,948 26,743 122.3%

平成 23年度 4,778  5,325  9,258  2,574  21,935 178.5%

貸出者数 
   （人） 

平成 26年度 48,702 42,587 77,034 40,218 208,541 99.3%

平成 25年度 49,803 44,032 78,826 37,327 209,988 104.4%

平成 24年度 52,026 47,246 78,927 22,971 201,170 98.7%

平成 23年度 52,008 42,563 80,411 28,758 203,740 112.5%

貸出冊数 
  （冊） 

平成 26年度 176,830 174,875 288,540 190,323 830,568 99.3%

平成 25年度 181,919 179,411 298,431 176,875 836,636 105.6%

平成 24年度 188,792 192,758 304,159 106,425 792,134 97.9%

平成 23年度 186,464 180,064 313,266 129,717 809,511 105.5%

※坂井図書館は，新館移転に伴い平成 25年 1月から平成 25年 4月まで休館

市民のくらしや仕事などに役立つ情報や資料の的確な収集，整備と保存
に努めます。 
また，坂井市内４館のネットワーク及び県内外図書館との相互貸借網を
活用しながら，市民が求める必要な情報や資料を提供します。さらに，検
索や予約など図書館利用における利便性を向上し，利用者の増加を図りま
す。 



「坂井市子どもの読書活動推進計画」に基づき，乳幼児から青少年まで
の読書普及活動を推進します。特に，ブックスタート事業やおはなし会，
各種行事などを通じて，子どもが本と出合う機会をつくるなど，自主的に
楽しく本に親しめるよう読書環境の充実に努めます。 

市民一人一人が快適に，「読む」「調べる」「くつろぐ」ことができるよう
に，施設の修繕や整備を行います。 

地域と深く係わりのある文学者や偉人，歴史，産業などに関する資料の
収集・保存を図り，特色ある図書館づくりを目指します。 
また，ふるさとゆかりの文学者や偉人などを顕彰するため，偲ぶつどい
や講演会，展示会などを開催し，先人の功績を次世代に引き継ぎます。 





芸術・文化に親しみ，創造活動をすることは，豊かな情操と創造力を育む上
で重要です。 
坂井市では，（公財）坂井市文化振興事業団，（公財）丸岡文化財団及び坂井
市文化協会を中心に，それぞれが独自性を発揮しながら，多くの市民が文化に
触れる機会や地域の特色を生かした文化活動を支援するため様々な活動を展開
しています。 
 （公財）坂井市文化振興事業団は，ハートピア春江，みくに文化未来館の文
化施設において音楽や演劇，落語などの公演事業を主催し，市民に様々なジャ
ンルの舞台芸術を鑑賞する機会を提供しています。また，市民の文化活動発表
の拠点としてもその機能を十分発揮しています。 
 一方，施設の管理運営については，指定管理者として財団に委託することで，
多様化する利用者の要望に対し的確な対応ができ，施設全体を活かした柔軟か
つ効果的な運営に努めています。 
 （公財）丸岡文化財団は，町づくり事業として「一筆啓上賞」，特別事業とし
て「まるおか子供歌舞伎」，「おもいでカプセル」，「日本一短い手紙とかまぼこ
板の絵のコラボ展」などソフト事業を展開し，積極的に全国に向けて発信して
います。 
 また，「一筆啓上賞」の歴史と作品，愛媛県西予市のかまぼこ板の絵とのコラ
ボ作品の展示を行う「一筆啓上 日本一短い手紙の館」が開館し，地域独自の
手紙文化の発信拠点として整備されました。今後，丸岡城や丸岡図書館と連携
を図り，文化振興の視点から地域の活性化を目指すため，関係機関との協力が
必要です。 
 坂井市文化協会は，これまでの活動に加えて部門別の事業の充実を図り，総
合美術展などを開催し好評を得ています。 
 また，少子高齢化により伝統文化を継承する人材が不足してきている中で，
地域特有の伝統文化が失われることなく将来にわたって継承していけるよう，
「郷土芸能祭」や「子ども文化祭」を実施し，子どもたちが伝統文化に親しむ
ことができる事業を実施しています。 
 その他にも，子どもミュージカルなど，子どもたちへの文化活動の指導にあ
たっている指導者たちの存在は大きいものがあります。子どもミュージカルの
経験者が音楽を志すなどの好循環を生んでおり，子どもたちのさらなる文化活



動の推進のため，市民との協力体制を図っていきます。 
 坂井市民文化祭については，市民が日常生活の中で取り組んでいる様々な文
化活動の集大成の場として年々盛り上がりを見せています。坂井市民文化祭実
行委員会を設置して，開催の時期や方法について改善を重ねており，今後の方
向性として，市民文化祭はより多くの市民に親しまれ，文化活動を通した交流
の輪が広がる文化祭を目指します。また，より芸術性の高い作品を発表する場
としては，総合美術展を活用するなど，芸術に携わる人々のすそ野が広がるよ
う，坂井市文化協会の協力を得ながら，それぞれの事業をさらに推進していき
ます。 
 また，児童生徒に対しては，文化庁や独立行政法人などが実施する優れた芸
術鑑賞の機会を提供していますが，今後，感動を味わうだけでなく，文化活動
への動機付けにつながるような事業展開も必要です。 
 幅広い視点から，文化振興に対する市民の創意ある意見を求めるために設置
された坂井市文化未来会議では，子どもの頃から芸術・文化・歴史に触れあう
重要性や，文化的環境の中で生きる喜びを向上させていくための，様々な提言
を行っています。 
今後，さらなる文化振興を図っていくためにも，坂井市の文化の方向性を探
り，文化団体等の活動を継続するとともに，新たな文化を創造していくため，
行政，市民，関係機関が連携を強化して，坂井市の文化振興を支えていくこと
が求められています。 

市民の自主的な文化活動の充実を図るため，文化活動を行う団体などを支
援します。 

 文化イベントの開催や文化活動の発表の場を提供し，喜びと向上心が持
てるよう支援します。 

 多くの市民が優れた芸術・文化に接することができるよう，鑑賞の機会
の充実を図ります。特に，子どもの豊かな心や感性，創造性などを育むた
め，子どもたちが身近に芸術に触れる機会を充実します。 

芸術・文化に親しみ，創造活動をすることは，豊かな情操と創造力を育む上
で重要です。 
坂井市では，（公財）坂井市文化振興事業団，（公財）丸岡文化財団及び坂井

市文化協会を中心に，それぞれが独自性を発揮しながら，多くの市民が文化に
触れる機会や地域の特色を生かした文化活動を支援するため様々な活動を展開
しています。 
 （公財）坂井市文化振興事業団は，ハートピア春江，みくに文化未来館の文
化施設において音楽や演劇，落語などの公演事業を主催し，市民に様々なジャ
ンルの舞台芸術を鑑賞する機会を提供しています。また，市民の文化活動発表
の拠点としてもその機能を十分発揮しています。 
 一方，施設の管理運営については，指定管理者として財団に委託することで，
多様化する利用者の要望に対し的確な対応ができ，施設全体を活かした柔軟か
つ効果的な運営に努めています。 
 （公財）丸岡文化財団は，町づくり事業として「一筆啓上賞」，特別事業とし
て「まるおか子供歌舞伎」，「おもいでカプセル」，「日本一短い手紙とかまぼこ
板の絵のコラボ展」などソフト事業を展開し，積極的に全国に向けて発信して
います。 
 また，「一筆啓上賞」の歴史と作品，愛媛県西予市のかまぼこ板の絵とのコラ
ボ作品の展示を行う「一筆啓上 日本一短い手紙の館」が開館し，地域独自の
手紙文化の発信拠点として整備されました。今後，丸岡城や丸岡図書館と連携
を図り，文化振興の視点から地域の活性化を目指すため，関係機関との協力が
必要です。 
 坂井市文化協会は，これまでの活動に加えて部門別の事業の充実を図り，総
合美術展などを開催し好評を得ています。 
 また，少子高齢化により伝統文化を継承する人材が不足してきている中で，
地域特有の伝統文化が失われることなく将来にわたって継承していけるよう，
「郷土芸能祭」や「子ども文化祭」を実施し，子どもたちが伝統文化に親しむ
ことができる事業を実施しています。 
 その他にも，子どもミュージカルなど，子どもたちへの文化活動の指導にあ
たっている指導者たちの存在は大きいものがあります。子どもミュージカルの
経験者が音楽を志すなどの好循環を生んでおり，子どもたちのさらなる文化活



 文化活動への参加を促す機会を創出するとともに，文化活動を行う文化
団体などと協議しながら，坂井市の芸術・文化を担う人材を育成します。 

 坂井市文化未来会議を開催し，文化振興に対する市民の創意ある意見を
求め，坂井市の文化未来図を模索していきます。 

 地域独自の文化の発信と，文化・芸術を活かしたまちづくりを行ってい
くために，文化に携わる人々の協力体制を推進していきます。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30

文化活動の支援 市民の自主的な芸術・文化活動を
振興するため，文化協会をはじめ文
化関係団体を支援します。 

 

次 
 
 
期 
 
 
計 
 
 
画 

市民文化祭事業  文化活動や創造活動の発表など，
地域の個性を活かした文化を育ん
でいくための中核的な事業として，
市民文化祭を充実します。 

 

芸術鑑賞の充実  文化ホールにおけるクラシック
音楽など各種音楽や演劇，ミュージ
カル，寄席などの市民に親しまれる
公演のほか，児童生徒を対象に本物
の芸術を鑑賞する機会を拡充しま
す。 

 

市民文化創造企
画支援事業 

 市民が主体的に企画する公演事
業を支援します。 

 

一筆啓上 日本
一短い手紙の館 
(一筆啓上賞) 

一筆啓上 日本一短い手紙の館
の開館により，一筆啓上賞の様々な
事業や交流活動をさらに推進し，市
内外に展開します。また，丸岡城，
丸岡図書館との連携を図り，地域独
自の文化の発信と，丸岡城周辺のに
ぎわいの創出を図ります。 

 





 市民が，芸術・文化に親しむためには，市民の文化活動を支える場が必要で
す。 
 坂井市には，ハートピア春江，みくに文化未来館の文化施設がありますが，
開館以来 20年以上経過しており，老朽化が進んでいるため，中長期的に改修を
行っていく必要があります。 
 文化施設の整備に当たっては，ハートピア春江を文化ホールの拠点施設とし
て位置づけるとともに，他の文化施設との利用目的を区別した整備を進める必
要があります。 
 市民が身近な文化活動の発表の場として積極的に有効活用し，その機能・役
割が十分に発揮できるような施設の充実が求められています。 
 みくに文化未来館のホール機能について，新しく建設される（仮称）みくに
市民センター内に移転します。新しいホールでは，これまで以上に多くの市民
が文化芸術に親しむことができ，市民に密着した活動が行えるものを目指しま
す。 

文化施設の老朽化に伴い，ハートピア春江は質の高い舞台芸術を鑑賞で 
きる施設として計画的な改修を行い，みくに文化未来館については，新しく
建設される市民センター内に新たなホールを整備し，機能を移転します。 

 文化施設の利便性の確保と施設の効率的な活用を図ります。 





 郷土の歴史を尊重する心を育成することは，ふるさとに対する愛着や誇りへ
とつながります。 
 坂井市には，地域や風土に根ざした貴重な文化財が数多く存在しています。 
 これらの文化財は先人たちが営んできた歴史の証しであり，地域固有の歴
史・文化を物語る遺産であるとともに，地域に誇りと愛着をもたらす精神的な
よりどころとなり得るものです。 
 そのためにも，これまで以上に市民が文化財に触れ，文化財について適切な
解説や情報を得る機会を作っていくことが求められています。 
 今後一層これらの文化財をかけがえのないふるさとの財産として保護を図っ
ていくとともに，学校教育や生涯学習の教材や資源として活用を図り，ふるさ
との歴史に関する理解を深め，地域に根ざした歴史や文化を誇りに思う心を育
んでいく必要があります。 
 また，歴史的資源の活用を図るために，歴史文化基本構想の策定が必要です。 

   外部講師や学芸員による講座を開催し，市民にふるさとの歴史について
学ぶ機会を提供します。 

 広報紙やホームページ，文化財マップなどを通じて，坂井市の文化財に
関する情報を発信し，文化財への関心や興味を喚起します。 





＜指定文化財の状況＞ 

区 分 
国 

県指定 
市指定 

合計 
指定 登録 指定 登録 

国 宝 1 ― ― ― ― 1 

重要文化財 9 ― ― ― ― 9 

有形文化財 ― ― 18 34 ― 52 

有形民俗文化財 ― ― ―  1 ―  1 

無形民俗文化財 ― ― 5 6 ― 11 

史 跡 2 ― 3 12 ― 17 

名 勝 1 ― ― ― ― 1 

天然記念物 1 ― 3 6 ― 10 

名勝天然記念物 1 ― ― ― ― 1 

登録有形文化財 ― 10 ― ― 3 13 

登録記念物 ― 1 ― ― 3  4 

合 計 15 11 29 59 6 120 

 文化財は，一度失うと，二度と取り戻すことのできない貴重なふるさとの財
産であり，その保護の徹底が求められています。 
 坂井市内には，数多くの国，県，市指定文化財がありますが，文化財は調査・
研究することによってその価値が明らかになり，生涯学習などに活用できるよ
うになります。現在，文化財の専門職員として学芸員が５人配置されています
が，今後，これら専門職員を中心にそれぞれの専門分野で調査・研究を推進し，
文化財を活用するための基礎的情報の蓄積を図っていく必要があります。 
 併せて，調査した成果を広く市民に知らせるために，文化財保護審議会委員，
専門職員が，市の歴史についての研究成果を報告できる場を設けることや，刊
行物を発刊することが必要とされています。 
 また，みくに龍翔館は，坂井市の博物館として，市の貴重な歴史・文化遺産
を収集，保管，研究を行い，展示する役割を担っています。現在，同館は，三
国町の資料館として開館後 30年以上経過しているため，施設の老朽化への対応
や，坂井市域全体の文化遺産を対象とする収蔵・展示内容が求められています。
そのため，リニューアル検討委員会を設置し，坂井市の豊かな風土に育まれた
歴史・文化遺産を大切に受け継ぎ，研究・発信していく場として整備していき
ます。また，丸岡城に関する資料の展示についても，展示方法を検討してまい
ります。さらに，坂井市は，高見順や中野重治など数多くの作家を生んだ文学
の町でもあります。市内各図書館と連携し，優れた文学作品に触れ親しむ契機
となるよう，龍翔館に寄せられた貴重な文学資料を展示・活用していきます。 
 丸岡城は，国の重要文化財に指定されていますが，これまで本格的な調査研
究は行われていませんでした。そこで，平成 27年度より設置した丸岡城国宝化
推進室において，学術的な調査研究を進め，改めて丸岡城の価値を明らかにす
るとともに，新たな知見の発見を目指します。 



＜指定文化財の状況＞ 

区 分 
国 

県指定 
市指定 

合計 
指定 登録 指定 登録 

国 宝 1 ― ― ― ― 1 

重要文化財 9 ― ― ― ― 9 

有形文化財 ― ― 18 34 ― 52 

有形民俗文化財 ― ― ―  1 ―  1 

無形民俗文化財 ― ― 5 6 ― 11 

史 跡 2 ― 3 12 ― 17 

名 勝 1 ― ― ― ― 1 

天然記念物 1 ― 3 6 ― 10 

名勝天然記念物 1 ― ― ― ― 1 

登録有形文化財 ― 10 ― ― 3 13 

登録記念物 ― 1 ― ― 3  4 

合 計 15 11 29 59 6 120 



 文化財を文化財マップやインターネットで市民に周知することにより，
学ぶ場を提供し，文化財を保護します。また，無形民俗文化財については，
伝承していくことが重要であるため，市民への公開や後世に伝えていく活
動を支援します。 

  六呂瀬山古墳群の史跡整備を行い，六呂瀬山古墳群を中心とした地域の
歴史や文化について学べる史跡公園の活用を目指します。 

  みくに龍翔館は，市の博物館として，坂井市域全体の風土や歴史・文化
を学ぶことができる博物館を目指します。 

  「周知の埋蔵文化財包蔵地(※)」内に存在する文化財が破壊されないよう，
文化財保護法の周知徹底に，なお一層努めます。 

   特に，豊原寺跡については史跡の区域が明確化されていないため，今後，
区域を明確にする作業を計画的に実施します。 

   また，個人が所有する，歴史資料については，個人の所有権を尊重しつ
つ，その所在及び保存の現状を把握するとともに，その散逸を防ぎます。 

   埋蔵文化財や歴史資料の調査・研究を専門職員が行っていくことで，そ
の資料的価値を明らかにし，生涯学習などに活用していくための基礎的情
報を蓄積します。 





 スポーツをすることは，爽快感や達成感を味わうだけでなく，他者との連帯
感など精神的な楽しさや喜びをもたらすものであり，すべての市民が生涯にわ
たりスポーツに親しみ，楽しむことが生涯スポーツの在り方であるといえます。 
特に，子どもたちにスポーツの楽しさ・すばらしさを感じる機会を与え，自
分に合ったスポーツを見つけることは,将来においてもスポーツに親しみ，楽し
むことにつながり,子どもたちの健全育成を図る上でも大変重要なことです。ま
た，このことは高齢化社会の現在，大人にとっても健康を維持増進する上で，
欠かせない活動です。 
坂井市では，古城マラソン大会や市民スポーツ祭など，市民参加型スポーツ
大会を開催し，子どもから大人まで幅広い世代の参加があります。 
また，坂井市スポーツ推進委員会では，ニュースポーツ(※)の普及やウオーク
ラリー大会の開催など，市民が気軽にスポーツに親しむための事業を行ってい
ます。また，坂井市体育協会及び協会加盟競技団体では，スポーツを楽しむた
めの大会や教室を開催しています。 
今後，生涯スポーツを推進し，市民が生涯にわたり健康の保持増進に取り組
めるための環境整備が一層求められています。 

競技性を重視せず，誰でも参加できることを目的としたスポーツの総称。坂井市スポーツ推進委員
会では，ドッヂビー，フレッシュテニス，ファミリーバドミントン，スティックリングなどを推進し
ている。 
 



幼児期からスポーツに関心を持つように，トップアスリートによるイベ
ントを企画するとともに，青少年の健全な成長を目的に結成されたスポー
ツ少年団及び指導者の更なる育成を図ります。 

市体育協会と連携して，古城マラソン大会や市民スポーツ祭をはじめ，
地区ごとに開催しているスポーツ大会が，市民にとって参加しやすく，魅
力ある大会になるよう内容の充実を図ります。 

市スポーツ推進委員会の指導によるニュースポーツの普及を更に推進す
るとともに，全国的な健康志向の高まりにこたえ，誰もが気軽に取り組め
るスポーツの紹介や，スポーツ推進委員会が独自に考案した「マリン体操」
(※)などの指導を行います。 

誰にでも気軽にできるスポーツ教室を開催し，高齢者や障がい者がスポ
ーツに親しむ機会を提供します。 

いつでも・どこでも・だれでも継続的に楽しめる環境づくりを目指す，
地域に根ざした自主運営型・総合型スポーツクラブの育成・支援を図りま
す。 

市民の健康増進・維持を目的に，体を温める運動と筋肉を伸ばす運動の両方の要素を兼ね備えた，
坂井市独自の健康体操。クロールや平泳ぎなどの水泳の動きや，キックやリフティングなどのサッカ
ーの動きなどを取り入れているのが特徴。 
 

 





スポーツにより体力や競技技術を高め，市や県あるいは国を代表する選手と
なることは，スポーツをする人にとってあこがれであり，スポーツを続ける強
い動機付けになるとともに,地域の競技スポーツの振興や活性化にもつながりま
す。 
 坂井市では，小学生から高齢者までの多くの選手が，県大会，北信越大会，
更には全国大会等に出場して優秀な成績を収めています。これは，本人の努力
はもちろんのことですが，各指導者や家族の支援をはじめ，本人の活動を支え
る環境が整って実現することでもあります。 
競技スポーツの向上を目指すとき，経験と熱意を持った指導者の確保が必要
であり，同時にそれぞれの競技団体がジュニアから成年に至るまでの体制づく
りを段階的，継続的に行うことが重要です。 
平成 30年には 2巡目となる福井国体が開催されます。坂井市では今後，この
福井国体に向け競技力向上を目指し，市体育協会及び協会加盟の競技団体や各
種スポーツ団体と連携して，国体終了後も含めた競技スポーツの振興に取り組
むことが大きな課題です。 

指導者の資質向上を目指し，トップアスリートによる講習会の開催など，
必要な研修が受けられるよう支援します。また，経験と熱意を持った指導
者の確保を図り，派遣の要望にもこたえられる体制を整えます。 

ジュニアから成年までの各種競技ごとに一貫した指導が継続的に行える
体制を構築します。 

県と連携を図りながら，スポーツ少年団や体育協会及び協会加盟競技団
体などの活動を支援して，ジュニア選手層の地域に根ざした育成・強化，
指導者の確保を図ります。 
 





坂井市には，コミュニティセンターの体育館や学校体育施設を合わせると 65
のスポーツ施設があります。これらの施設は，指定管理者制度の導入により，
ほとんどの施設を（公財）坂井市体育協会に委託して運営しています。市体育
協会は，三国体育館・丸岡体育館・春江体育館・坂井体育館を拠点として，自
治区内のスポーツ施設の管理・運営に当たるとともに，自主事業を開催して，
市民のスポーツ活動を促しています。 
しかし，ほとんどの施設で老朽化が進み，改修や修繕が必要となっており，
市民が利用しやすく，安全で設備の整ったスポーツ施設の充実が求められてい
ます。 
また，多くのスポーツ施設を有する坂井市としては，福井国体に向け，スポ
ーツ施設の拡充及び国体終了後の有効活用が課題です。 



老朽化した施設の改修や修繕を計画的に進め，利用者の利便を図り，安
全なスポーツ環境づくりを進めます。 

三国体育館をはじめ，国体開催種目の会場として利用が見込まれる施設
については，将来にわたる利用を念頭に，必要な整備を行います。 

施策の名称 施策の内容 H28 H29 H30 

施設・設備の
改修事業 

 老朽化した施設・設備の改修，修繕
を計画的に進め，利用者の安全確保に
努めます。 

次期
計画 

三国運動公園
陸上競技場 

陸上競技場２種公認検定に伴う改修及
び福井国体に向けたフィールドの拡張工
事を行います。 

三国運動公園
多目的競技場 

福井国体に向けた多目的競技場の人工芝
グランドの整備を行います。 

丸岡体育館 
耐震補強に伴う改修工事及び福井国体に
向けた床の改修工事を行います。 

三国体育館 
耐震補強に伴う改修工事及び福井国体に
向けた施設のリフレッシュ改修工事を行
います。 

スポーツにより体力や競技技術を高め，市や県あるいは国を代表する選手と
なることは，スポーツをする人にとってあこがれであり，スポーツを続ける強
い動機付けになるとともに,地域の競技スポーツの振興や活性化にもつながりま
す。 
 坂井市では，小学生から高齢者までの多くの選手が，県大会，北信越大会，
更には全国大会等に出場して優秀な成績を収めています。これは，本人の努力
はもちろんのことですが，各指導者や家族の支援をはじめ，本人の活動を支え
る環境が整って実現することでもあります。 
競技スポーツの向上を目指すとき，経験と熱意を持った指導者の確保が必要
であり，同時にそれぞれの競技団体がジュニアから成年に至るまでの体制づく
りを段階的，継続的に行うことが重要です。 
平成 30年には 2巡目となる福井国体が開催されます。坂井市では今後，この
福井国体に向け競技力向上を目指し，市体育協会及び協会加盟の競技団体や各
種スポーツ団体と連携して，国体終了後も含めた競技スポーツの振興に取り組
むことが大きな課題です。 

指導者の資質向上を目指し，トップアスリートによる講習会の開催など，
必要な研修が受けられるよう支援します。また，経験と熱意を持った指導
者の確保を図り，派遣の要望にもこたえられる体制を整えます。 

ジュニアから成年までの各種競技ごとに一貫した指導が継続的に行える
体制を構築します。 

県と連携を図りながら，スポーツ少年団や体育協会及び協会加盟競技団
体などの活動を支援して，ジュニア選手層の地域に根ざした育成・強化，
指導者の確保を図ります。 
 









(ア)学校において食育を推進するため，まず「食に関する指導の全体計画」（以下，「全体計

画」とする。）を坂井市内すべての学校において作成すること。 

(イ)全体計画を実践するため，学級担任や栄養教諭及び栄養職員等と連携した食に関する指

導を，小学校では月１回程度，中学校では学期ごとに実施すること。 

(ウ)教職員の食育に対する意識の向上を図るため，坂井市教育研究会全体研修会もしくはテ

ーマ別研修会において「食育」を取り扱うこと。また，5年・10年経験者研修において

も食に関する授業研究を行うこと。その他，各学校の現職教育でも食育に関連する研修

を実施すること。 

(エ)学校保健委員会などの既存の組織・委員会において，食に関する内容を取り上げ，養護

教諭との連携を図ること。 

（ア）文部科学省「食に関する指導の手引」(平成 22 年 3 月)に掲げる以下 6 つの目標の達

成に向け，継続性に配慮し，意図的に学校給食を教材として活用すること。 

（イ）調理実習や農園づくり・収穫などの体験活動を充実すること。



(ア)栄養管理においては，地場産物や郷土食を取り入れながら栄養バランスのとれた献立を

作成し，教科や地域の食文化・伝統との関連のある献立とすること。 

(イ)衛生的な管理下における調理技術の向上を図ること。また，調理従事者に対しては，年 2

回の研修を実施すること。 

(ウ)安心安全な食材を選定・購入すること。さらに，魅力的な給食にするため，福井県内の 

地場産物を活用すること。 

(ア)学校においては，栄養教諭及び栄養職員等が養護教諭やその他の教職員と共通理解のも

と、保護者と連携して，児童生徒の食生活についての個別指導に当たること。 

(イ)子どもの望ましい食習慣の形成のため，「早寝，早起き，朝ごはん」運動を推進すること。

具体的には，毎月 19 日の「食育の日」や毎年 6 月の「食育月間」に各家庭における朝

食喫食状況や起床・就寝時間を調査し，生活習慣の向上を図るため家庭との連携を深め

ること。 

(ウ)家庭との連携を図る上で，学校給食試食会を開催すること。 

(エ)地域においては，生産者及び食生活改善推進員・県食育ボランティアとの連携を図り，

生産者交流会・親子料理教室・伝承料理講習会などを開催すること。 

 





















中野重治記念文庫（丸岡図書館）    13,736冊 
  丸岡町出身の小説家・評論家・詩人。戦前，戦後を代表するプロレタリア文学の作家であり，
日本近代文学の旗手として活躍した。著書及び蔵書，原稿，書簡を多数収蔵・展示している。 

 
小葉田淳記念文庫（丸岡図書館）    19,625冊 
  丸岡町の出身の歴史学者。鉱山史研究の第一人者である。また，貨幣や外交貿易史にも精通。 
福井県史の編集にも携わっており，郷土誌も多数所蔵している。 

 
今川節の部屋（丸岡図書館）       584点 
  丸岡町出身の作曲家。２５歳の若さで夭逝したが、作品は約２６０曲にのぼる。 
  直筆の楽譜，遺品など多数展示している。 
 
平澤貞次郎記念文庫（三国図書館）    730冊 
  日本現代詩人会が主催する「Ｈ氏賞」の生みの親である。 
「Ｈ氏賞」は優れた現代詩の新人を広く発掘することを目的としている。 

 
堂森芳夫文庫（三国図書館）      1,992冊 
  三国町出身の国会議員。医師でもあったため医学書も多く含まれている。 
 
伊藤白翠文庫（三国図書館）      2,522冊 
  俳人。三国町に居住していた。高浜虚子の門弟であり，森田愛子と3人の交遊は「虹」 
いう作品にも描かれている。 

 
石原八束文庫（三国図書館）      3,168冊 
  俳人。伊藤白翆らと親交があったことから，蔵書が寄贈された。 
 
古谷綱武・吉沢久子文庫（春江図書館） 7,810冊 
  文芸評論家古谷綱武と夫人である家事評論家吉沢久子の著書及び蔵書を収蔵している。 
















