
担当 子ども・子育て課 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】８ 安心と希望、ゆとりを持って子育てを楽しんでいる 
施策 施策の基本方針 

①教育・保育の一体的提供の推進と

サービスの充実 

乳幼児期の子どもの発達は連続性を有するものであることから、子どもの発達に応じた適切な保護者の関わりや質の高い教育・保育の一体的な提供、子育て支援の安定的な提供を通じ、子

どもの健やかな発達を保障していきます。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・核家族化の進行や女性の社会進出

など、社会環境の変化に伴い、働

く保護者が大きく増えています。 

・認定こども園は、幼稚園と保育所

の機能をあわせ持ち、保護者の就

労状況に関わりなく、教育と保育

を一体的に受けることができる

ことから移行を促していく必要

があります。 

・すべての子どもの健やかな育ちを

実現するため、教育・保育の一体

的提供を推進するとともに、多様

な子育て支援サービスが求めら

れています。 

＜教育・保育サービスの一体的提供の推進＞ 

・就学前の教育・保育を一体的に捉え、保護者の就労状況に関わらず教育・保育を一体的に

提供する認定こども園への移行を推進します。 

・幼児期の認定こども園、幼稚園、保育所等の生活から、学童期の小学校生活へスムーズに

移行できるよう、児童の交流や職員の意見交換など、小学校への円滑な接続に向けた取り

組みを行います。 

 

＜多様な教育・保育サービスの充実＞ 

・子どもの最善の利益を第一に考えるとともに、働く保護者のニーズを捉え、必要に応じた

サービスを利用することができるよう多様な教育・保育サービスの充実に取り組みます。 

 

＜教育・保育サービスの質の向上＞ 

・多様な教育・保育について、認定こども園、幼稚園、保育所等のサービスの担い手の質の

向上等に取り組みます。 

 

＜教育・保育サービスの環境整備＞ 

・０～２歳児の保育需要に応えるため、私立保育所等が積極的に０～２歳児の保育に取り組

むことができるよう支援を行います。 

・認定こども園への移行を推進するため、保育士資格と幼稚園教諭免許の両資格取得の推進。 

・私立保育所等で勤務する保育士等の給与改善の支援への取り組み。 

・認定こども園、幼稚園、保育所等の質の向上を図るための研修の推進。 

 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

①市民と市政（９月号）に、来年度の入園案内の特集があったが、病後児保育に対応して

いる保育所が、私立２カ所と済生会高岡の３カ所だけだったので、もう少し受け入れ対応

の施設が必要では。延長保育や体調不良児保育対応になっている公立保育園もあるが、公

立と私立では、子どもや保護者への対応が違っている。また、体調不良児保育に対応して

いない公立の保育園が６カ所もあり、私立保育園に任せるなどの対応も必要では。 

①市民と市政（９月号）の記事は、令和３年４月の入園募集について案内したものである。ここに掲載した病児・病後児保育対応の３施

設（ふたばこども園・高岡保育園、済生会高岡なでしこ保育園）以外にも、市内には病児保育施設が２施設（JCHO 高岡ふしき病院、あ

さひキッズ）あり、計５施設が病児・病後児保育に対応している。この他にも、病児・病後児保育には対応していないが、体調不良児対

応型保育（保育中に体調を崩した児童について看護師が緊急的な対応を行うもの）を実施している公立、私立の保育所等が 29 施設あり、

これら 34 施設では、令和元年度実績で、延べ 7,154 名の児童が病児・病後児保育や体調不良児対応型保育を利用している。 
病児・病後児保育や体調不良児対応型保育については、令和２年度から令和６年度を計画期間とする第２期高岡市子ども・子育て支援

事業計画において、令和６年度までに年間で延べ 11,500 名の利用に対応できる環境を整えることを目標に掲げており、この計画に基づい

て病児・病後児保育をはじめとする多様な保育サービスの推進に取り組んでいるところである。 
今後も働く保護者が必要なサービスを選択できるよう、ニーズを捉えながら、多様な保育サービスの充実に取り組んでまいりたい。 

→ 施策の展開 ＜多様な教育・保育サービスの充実＞に記載済 
※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 子ども・子育て課 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】８ 安心と希望、ゆとりを持って子育てを楽しんでいる 
施策 施策の基本方針 

②新たな子育て情報提供システム

の構築 

子育てに取り組む親世代のニーズに合った手法で、情報を正確かつ容易に取得できる環境づくりを進め、子育てに対する負担感の軽減を図ります。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・子ども・子育てに必要な情報を、

必要なときに得られることは、子

育てに対する安心感に繋がるこ

とから、子ども・子育てに関する

情報が、総合的にわかりやすく提

供されることが求められていま

す。 

＜子育て情報提供サービスの充実＞ 

・子育てに関する情報や利用できるサービス等の情報を必要なときに手軽に確認できるよ

う、ホームページやスマートフォン用アプリなどのＩＣＴを活用した情報発信や子育て支

援ガイドブックの配布等の多様な方法による情報提供を行います。 

 

＜子育て相談・親同士の交流の場の充実＞ 

・子どもを生み育てようとする人や子育てを行っている親の不安や負担感の軽減を図るた

め、各種相談窓口の開設や子育てサロンの実施など、いつでも安心して気軽に相談したり、

親同士が交流し情報交換ができる場や機会の充実に努めますを図ります。 

・様々な相談に対応できるよう、相談機関のと連携に努めますします。 

相談機関における相談員の質の向上を図るための研修の推進。 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

①子育てアプリについては、他市も苦戦している。若い人たちは、IT を使いこなすので、

あまりアプリにこだわらず、LINE なども含めた情報提供を検討しては。 
①子育て世代の方が必要なときに必要な情報を得られる環境を整えるよう、これまでも子育て支援アプリや子育て支援ガイドブック、市

ホームページなどを通じて、子育て世代の方に対する情報発信を行ってきたところであるが、近年、若い世代を中心に SNS が普及して

いることを踏まえ、他市の事例などを参考にしながら、市民ニーズを捉えた効果的な情報発信に取り組んでまいりたい。 
 → LINE などの新たな情報発信方法については、施策の展開において「ホームページやスマートフォン用アプリなどのＩＣＴを活用

した情報発信」や「多様な方法による情報提供」として記載済み。 

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 子ども・子育て課・健康増進課・きずな子ども発達支援センター 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】８ 安心と希望、ゆとりを持って子育てを楽しんでいる 
施策 施策の基本方針 

③安心して妊娠・出産・子育てがで

きる体制の充実 

安心して子どもを産み、子どもがより健やかに育まれるよう、妊娠期・出産・乳幼児期を通した切れ目のないサービスを提供します。 

また、子育て家庭への経済的支援やひとり親家庭支援、障がい児施策の充実など安心して子育てができる環境の整備に努めます。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・すべての子どもの健やかな育ちを

実現し、親となる次世代の若者が

生み・育てる希望を叶える環境を

整えるために、保健、医療、福祉、

教育等を効果的に接続し、妊娠・

出産・子育て等、切れ目なく子ど

もの育ちと子育てを支援する体

制を構築する必要があります。 

・子どもの貧困や家庭の生活環境、

障がいの有無等をとりまく課題

に対して、子どもが自分らしく健

やかに成長できるように支援体

制を構築する必要があります。 

＜安心して妊娠・出産・子育てができる体制の充実＞ 

・妊産婦健康診査、乳幼児健康診査、訪問指導等における相談・支援の中から、疾病や発達

の異常及び虐待の早期発見を行い、妊産婦及び子どもの心身の健康の保持・増進に努めま

す。 

・子育て支援に関する必要な情報やサービスを提供し、妊娠期から子育て期までの切れ目の

ない支援に取り組みます。 

・出産後、母親が抱える育児の負担感や心身の疲労を軽減し、安心して子育てができるよう

産後ケア事業の充実に努めます。 

・生後３か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師等が訪問し、不安や悩みの相談に応じ

る事業の推進に努めます。 

 

＜子育て家庭への経済的支援＞ 

・子育て家庭の経済的負担感の軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化等による保育料等

の軽減、児童手当の支給、こども医療費助成、不妊治療費助成等を行い、必要な方が利用

できるよう制度の周知を図ります。 

 

＜世代間の貧困の連鎖を防止する取組みの推進＞ 

・親への就労支援やひとり親家庭の学習支援ボランティア事業等の各種支援策の周知と適切

な利用の促進に取り組みます。 

 

＜障がい児の療育支援＞ 

・乳幼児からの保健相談やきずな子ども発達支援センターでの診療を充実させることによ

り、発達に支援を要する子どもに早期から介入し、幼稚園・保育園・学校といった集団生

活に向けた適切な支援や発達に合わせた療育を提供します。また、それぞれの機関と連携

を図り、ライフステージに合わせた切れ目のない支援を目指します。 

 

＜新型コロナウイルス感染症への対応＞ 

・感染症流行期において外出に不安を感じる妊婦や母子等が、安心して相談を受けることが

出来るよう、ICT を活用した非対面での相談等、様々な手法による相談体制の確立に努め

ます。 

・子育て経験者やシニア世代である母子保健推進員が、市と子育て家庭とのパイプ役となって、乳

幼児のいる家庭の子育て支援を継続する。 

・経済的自立や教育の機会を均等に提供する等、貧困の連鎖を断ち切ることができるような支援体

制の推進。 

・障がい児やその家族の相談に応じ、必要とされる支援等が適切に提供されるように、「相談支援

専門員」の養成及び配置。 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

  

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 子ども・子育て課 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】８ 安心と希望、ゆとりを持って子育てを楽しんでいる 
施策 施策の基本方針 

④地域の子育て力の応援 子どもが地域社会と関わりながら成長できるよう、様々な交流や活動を推進し、子ども自らが社会の一員である喜びを感じることができる社会づくりに努めます。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・社会状況やライフスタイルの変化

などにより、地域社会のつながり

が希薄になるとともに、子どもの

集団経験が希薄になりつつあり

ます。 

・核家族化や地域との交流の希薄

化、親の孤立化、育児力の低下な

ど、様々な社会的要因によるスト

レスが、ときに児童虐待の引き金

になることが指摘されており、そ

の相談数も増加を続けています。 

・保護者とその家族だけでなく、関

係機関や地域の人々、行政が一体

となって、社会全体で子どもや子

育て家庭を支えていく意識を持

つことが必要です。 

・家族・地域が子どもを見守り、子

どもが地域の中で育つ環境づく

りが必要です。 

＜放課後児童クラブの充実＞ 

・今後見込まれる利用者ニーズの増加に適切に対応するため、小学校の余裕教室等を活用し

た放課後児童クラブ室の確保に向け取り組むとともに、民設民営による放課後児童クラブ

の活用を図ります。 

 

＜子育て支援センターの充実＞ 

・保護者が気軽に集い、相談できる地域子育て支援ネットワークの拠点である子育て支援セ

ンターの充実に努めます。 

 

＜地域での子育て支援環境の整備＞ 

・子育て家庭の親子の相互交流や子育ての悩みを相談できる場づくり、ファミリー・サポー

ト・センター事業や地域子育て広場事業など地域で子育てを支え合う環境づくりを支援し

ます。  

 

＜児童虐待防止対策の推進＞ 

・虐待に関する正しい知識の普及啓発等虐待の発生を予防する取り組みを推進するととも

に、相談支援体制の充実や関係機関との連携を密にし、早期発見・早期対応に取り組みま

す。 

・放課後児童クラブの充実のため、放課後児童支援員の確保。 

・虐待発生を予防する取り組みや虐待の早期発見・早期対応するための体制強化への取り組み。 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

①放課後児童クラブは、支援員が足りない状況だが、保育園では、延長保育など遅くまで

見てもらえる環境が充実しているので、例えば、その園を卒業した子どもを預かっても

らえると小学校の状況も少しは緩和されるのでは。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②常時 10～15 組の親子が集っていた親子広場の場所が、新型コロナウイルス感染予防の

ためには不適切であると判断し、牧野地区の公民館大ホールの利用を考えた。しかし、

冷暖房が完備されていないので５～６組しか入れない部屋を使わざるを得なかった。こ

のような環境では十分な子育て支援ができない。現在地域で子育て広場を開催している

地区を精査し、今後開催予定のある地区についても開催可能な環境の整備をお願いした

い。 
 

①放課後児童クラブの支援員（有資格者）が児童に遊びや生活の支援を行うにあたっては、それぞれの児童の特性や他の児童との関係性

のほか、日々の体調やアレルギー等の体質などを考慮し、安全性を確保しながら児童の健全な育ちを支援することが求められており、高

い専門性と経験が必要とされている。 
一方、市内の保育所では保育士確保が課題となっていることに加え、低学年の児童は午後２時頃から（夏休み等は朝から）放課後児童

クラブを利用しており、保育所の通常の保育時間と一部重複することなどを踏まえると、保育所で就学児を預かるためには施設の拡張と

支援員の確保が必要である。 
増加する放課後児童クラブのニーズへの対応については、第２期高岡市子ども・子育て支援事業計画において、計画最終年度の令和６

年度に需要と供給を均衡（1,634 人）させることを目標とし、同計画に基づき受入れ体制の確保を進めているところである。 
令和２年度からは、民設民営による放課後児童クラブの開設・運営支援を行っているところであり、公設の放課後児童クラブと合わせ

て児童の受入れ体制を確保できるよう今後も活用を図ってまいりたい。 
 → 施策の展開 ＜放課後児童クラブの充実＞に記載済 
 
②市の各公共施設においても、感染予防の対策として人数制限や予約制を導入するなど、現状の施設で運用面での工夫をしながら事業を

実施している。親子広場事業を辞しするボランティアの皆様が、コロナ禍においても地域の子育て環境の充実にご尽力されていることに

感謝している。今後とも、新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式を意識し、本市における子育て支援の充実に共に取り組んでい

ただきたいと考えている。 
  
 
 



担当 子ども・子育て課 
分野別計画取りまとめ表 
③市民と市政（９月号）に、来年度の入園案内の特集があったが、病後児保育に対応して

いる保育所が、私立２カ所と済生会高岡の３カ所だけだったので、もう少し受け入れ対応

の施設が必要では。延長保育や体調不良児保育対応になっている公立保育園もあるが、公

立と私立では、子どもや保護者への対応が違っている。また、体調不良児保育に対応して

いない公立の保育園が６カ所もあり、私立保育園に任せるなどの対応も必要では。 
③→８－①に移動 
 
④放課後児童クラブの組織は、開始時間や料金などが地域によって異なっているため、ど

こに行っても同じサービスが受けられるよう、預かり時間や支援員体制などの仕組みづ

くりをお願いしたい。これまでは、支援員の講習会や研修会があったが、今年はコロナ

でできなくなった。 
 
 
 
 
 
 
⑤障がいのある子どもは、学校でもつらい思いをしているのに、障がいのない子どもと同

じ放課後児童クラブに預けると、学校の先生が見ていないので、障がいのある子どもに

対して、言ってはいけないことを口にすることがあり、障がいのある子どもからすると

急に態度が変わったように感じることがある。あまり切り離すのは良くないが、障がい

のある子どもを放課後等デイサービスに預けると、違う人と接することで、生活環境や

人間環境も変わり、学校生活の雰囲気も良くなったという、いい例もある。 

 
 
 
 
 
 
 
④公設の放課後児童クラブは各地域の方々のご協力を得ながら運営されており、開設時間や料金は、各クラブがそれぞれの人的、予算的

な事情や地域での経緯を踏まえて設定している。利用者の立場からは一番長い開設時間、一番安い料金で統一されるのが望ましいが、上

記のような状況から各地域の実情は異なっており、統一するためには全クラブの運営協議会間での調整や協議を十分に行いながら進めて

いく必要がある。 
例年、本市放課後児童クラブ支援員の方々が自ら開催している講習会・研修会の実施については、支援員の代表で話し合った結果、新

型コロナウイルス感染症予防の観点から今年度の開催を中止した。一方では、十分な新型コロナウイルス感染症対策がされた県主催の研

修の情報提供などを行っており、これからも支援員の資質向上につながるような情報・資料等は市から随時各クラブへ提供していく。 
 
 
 
⑤障がいのある子どもに対しては、放課後等デイサービスにより、放課後に生活能力の向上のために必要な専門的訓練を受け、他の学校

の子どもたちや社会との交流の機会を持つことができる。一方、放課後児童クラブでは、同じ学校の児童と放課後も共に過ごすことで、

友人関係を育むことも期待できる。放課後等デイサービスと放課後児童クラブにはそれぞれの特徴があり、子どもの障がいの程度やニー

ズに合わせて、その子どもにとっての最適な支援環境を選択できるようそれぞれのサービスの充実を図る。 
 

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 学校教育課・教育センター 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】９ 教育を通じて個性を磨き、生きる力を高め合っている 
施策 施策の基本方針 

①確かな学力・豊かな心・健やかな

体をはぐくむ教育の推進 

基礎学力の定着を図るため、教師の指導力の向上や多様な学習指導の充実に努めるとともに、自他の生命や人権を尊重する心の教育、食育や健康教育など様々な教育活動を通じて、知・徳・

体の調和のとれた、心身ともに健全な人間形成に努めます。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・人工知能AIやビッグデータ、IoT、

ロボティクス等の先端技術が産

業や社会生活を大きく変えてい

くSociety5.0の時代の到来が間

近とされる中にあって、子どもた

ちは基礎基本となる知・徳・体の

バランスの取れた成長を図ると

ともに、人々と協力しながら、変

化を乗り越え、様々な課題を主体

的に解決する資質や能力等を身

に付けることが重要となってい

ます。将来の基盤を培う９年間の

義務教育の一層の充実が望まれ

ています。 

・新型コロナウイルス感染症の世界

的な感染拡大により、社会は一層

先行き不透明となっており、テレ

ワークや遠隔診療など、社会にお

けるデジタル化やオンライン化

を大きく促進しています。社会全

体のデジタルトランスフォーメ

ーションの加速が望まれる中、学

校においても、基本的なツールと

してICTの教育環境の活用が必要

不可欠となっています。感染拡大

の長期化にも備え、在宅での遠

隔・オンライン授業についても、

家庭の理解と協力を得ながら積

極的に活用を図ることが必要と

なっています。 

・ゲームやSNSなどに依存傾向のあ

る児童生徒が見られ、基本的な生

活習慣やネットモラルの修得も

課題となっています。また、いじ

めの認知件数や不登校児童生徒

数が増加傾向にあり、引き続き実

態に即した対応が必要となって

います。 

・運動に積極的に取り組む児童生徒

とそうでない児童生徒の間に、体

＜小中一貫教育の推進＞ 

・子どもたちの連続した成長を切れ目なく支援する小中一貫教育を、市内のすべての小中学

校、義務教育学校、特別支援学校において推進し、一人一人の児童生徒の基礎学力やこれ

からの時代に求められる資質や能力等の伸長を図ります。 

・一貫教育を推進する小中学校間において、中学校教員が小学校で英語や音楽等の教科担任

として授業を行うなど、教員相互の乗り入れ授業を実施し、系統性、連続性を高めます。 

 

＜教員の指導力向上と少人数指導の充実＞ 

・市教育センターが中心となり、全ての市立学校において、小中一貫教育の充実を図る小中

合同研修会を開催するとともに、全ての教員がICTの教育環境を効果的に活用できるよう

OJT等の研修を計画的に実施します。また、本市独自のマイタウンティーチャー（学習支

援員）を確保し、少人数指導の充実に努めます。 

・学校司書を専任配置するとともに、学校図書館とICT環境を一体的に活用し、児童生徒の

主体的な学習を支援します。また、公立図書館と連携し、多様な読書活動や調べ活動の場

を広げます。 

 

＜新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底＞ 

・学校における基本的な感染防止対策を徹底するとともに、健康や衛生面の自己管理やソー

シャルディスタンスの確保など、学校や社会における新しい生活習慣の定着を図ります。 

・家庭や地域、専門機関等との連携協力を図り、感染防止対策など、児童生徒の安全、安心

の確保に地域ぐるみで取り組みます。 

 

＜ICTの教育環境を活用した多様で効果的な指導の充実＞ 

・１人１台端末や高速通信回線、大型ディスプレイ等のICTの教育環境において、電子教科

書や教育アプリケーションを有効に活用し、児童生徒の学ぶ意欲を高める多様な授業展開

に努めます。また、1人１台端末を家庭学習においても活用し、習熟度に応じた個別最適

化された学習を充実します。 

 

＜心の教育・道徳教育の充実＞ 

・学校の教育活動の全体を通して道徳教育の充実に努めるとともに、地域でのボランティア

活動等の体験を通して、豊かな心をはぐくむ教育を地域ぐるみで推進します。 

・各学校において、生徒が主体的にネットルールをつくり、家庭との連携を図りながら実践

に取り組みます。 

・全ての小中学校、義務教育学校にスクールカウンセラーを、また、全ての中学校区にスク

ールソーシャルワーカーと心の教室相談員を配置するとともに全教職員による組織的、協

働的な指導・援助を推進します。 

・「高岡市いじめ防止基本方針」に基づき、学校、家庭、地域、関係機関が連携し、いじめ

の防止等の対策に取り組みます。 

 

 

・知・徳・体の調和のとれた成長。 

・これからの時代に求められる資質や能力の育成。 

・一人一人の優れた力の伸張。 



担当 学校教育課・教育センター 
分野別計画取りまとめ表 

力や運動能力に大きな差が見ら

れます。また、食生活の乱れによ

る、生活習慣病の低年齢化が懸念

されています。 

・特別な支援を必要とする児童生徒

の教育的ニーズに応じた指導・支

援が求められています。 

 

＜特別支援教育の充実＞ 

・特別な支援を必要とする児童生徒に対する相談や支援体制を充実し、スタディ・メイト（特

別支援教育支援員）の配置や関係機関との連携強化を図り、きめ細かな支援や指導に努め

ます。 

 

＜健やかな体をはぐくむ教育の充実＞ 

・定期健康診断や小児生活習慣病予防対策等により児童生徒の健康管理の充実に努め、学

校・家庭・関係機関と連携をとりながら健やかな心身の育成を図ります。 

・フッ化物洗口を全小学校で導入し、ブラッシング指導と併用して虫歯予防に引き続き取り

組みます。 

・学校給食を通して、家庭との連携による食育の推進に取組み、健康づくりの基盤となる正

しい食事のあり方や、望ましい食習慣を身に付けます。また、地元食材や伝統的な献立

を取り入れ、地域の食文化に対する理解を深めるなど、安全で安心な給食を提供します。 

・学校体育における指導法の改善を図るとともに、小学校では、「チャレンジ3015」などの

体力つくりに継続して取り組みます。また、中学校においては、部活動にスポーツエキス

パートや部活動指導員を配置し、指導の充実に努めます 

 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

①外国では、早い時期から政治への参画やまちづくりなどの教育を行っているので、市と

しても主権者教育を推進しては。 
①学習指導要領において主権者教育に関する内容の充実がなされたところであり、本市としても政治の仕組みや政治参加に関する学習に

加え、本市の歴史や伝統、文化にふれ、「論理コミュニケーション」の将来のまちづくりについての課題学習を通して、児童生徒の郷土

愛とシビックプライドの醸成を図り、主権者教育を推進することとしている。総合計画での表記については、今後議論を進めていきたい。 

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 学校教育課・教育センター・教育総務課 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】９ 教育を通じて個性を磨き、生きる力を高め合っている 
施策 施策の基本方針 

②地域に開かれた特色ある教育活

動の充実 

地域の教育力を活かし、環境教育や福祉教育など特色ある学校づくりを推進します。また、子どもたちが、情報・国際化社会の中で広い視野をもって生きていくための情報活用能力や豊か

な国際感覚を育てます。さらに、 ふるさと高岡の豊かな自然、歴史、文化を学ぶとともに、「ものづくりのまち高岡」の特性を最大限に活かした学習やボランティア活動などを通じて、職

業観を育成するとともに郷土を愛する心を育てます。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・高岡市には、豊かな自然や独自の

歴史と文化、優れたものづくりの

伝統などがあります。未来を拓く

児童生徒に、高岡のすばらしさを

伝え、豊かな感性や高岡に愛着と

誇りをもち、地域や我が国の発展

に貢献しようという意識を育て

ることが大切です。学校、家庭、

地域が連携協力し、地域ぐるみ

で、未来を拓く児童生徒を育成し

ようとする機運を高めていくこ

とがより重要となっています。 

・情報化や国際化の進展が加速する

一方で、少子高齢化の進行、地球

規模での対立や環境問題などが

見られる中、子どもたちを取り巻

く社会環境が大きく変化してい

ます。また、新型コロナウイルス

感染症の世界的な感染拡大に見

るように、世界に視野を広げ、時

代の変化に対応した、21世紀型の

教育の充実が求められています。 

・国のGIGAスクール構想の推進のも

と、１人１台端末などのICTの教

育環境の活用は、日本の学校教育

のスタンダード（標準）になりま

す。ICTリテラシーの向上に積極

的に取り組む必要があります。 

・学校によっては、在籍する外国人

児童生徒が増加し、多国籍化する

傾向が見られ、日本語指導などに

一層の配慮が必要となっていま

す。 

＜学校、家庭、地域の連携による地域ぐるみの教育の推進＞ 

・各学校に保護者や地域住民等で構成する学校運営協議会を設置し、学校運営への参画を図

ると共にビジョンや目標を共有し、地域ぐるみで学校づくりを進める高岡型コミュニティ

スクールを推進します。 

・小中一貫教育を推進し、９年間の児童生徒の成長に即して、地域の特色を生かした多様な

取組みや活動を実践します。 

・「社会に学ぶ『14 歳の挑戦』」やボランティア活動など、様々な体験活動を通じて、望ま

しい勤労観、職業観をはぐくむ系統的なキャリア教育の充実を図ります。 

 

＜ふるさと学習の推進＞ 

・ふるさとを学びのフィールドとし、「ものづくり・デザイン科」の学習をはじめ、高峰譲

吉などの郷土の先人や地域の文化、伝統、二上山などの自然の教材化を通して、ふるさと

学習を推進し、豊かな感性をはぐくみ、郷土を愛し、社会に貢献しようとする心を育てま

す。 

 

＜Society5.0 の時代に向けた 21 世紀型教育の推進＞ 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化に対応し、新しい学校の生活様式の徹底を

図り、円滑な教育活動の推進に努めます。 

・児童生徒一人一人の未来社会の創り手となることができるよう、人々と協力し、自ら考え

行動し、課題を乗り越える力の育成に努めます。 

・９年間の小中一貫教育を通して、１人１台端末等を児童生徒の発達段階に応じて有効に活

用するなどし、情報活用能力の向上を図ります。また、慶應大学ＳＦＣ研究所との連携に

よる遠隔授業「論理コミュニケーション」の実施をはじめ、論理的な思考力や論述力、科

学的な探究心や創造性、感性などの伸長を図る指導（STEAM 教育）※１の充実に努めます。 

・教育センターに ICT 教育推進委員会を設置し、1 人１台端末などの ICT の教育環境の効果

的な活用法等を各学校に普及します。 

・１人１台端末を家庭での遠隔・オンライン学習等にも活用できるよう、授業動画等を教育

アーカイブスとして整備し、個々の学習進度等に応じた学習を支援します。 

・外国語指導助手（ALT）※１２や小学校外国語（英語）活動講師を配置するとともに電子教

科書などのデジタル教材を活用し、コミュニケーション能力の基礎の習得や国際理解教育

の推進を図ります。 

・世界的な視野を広げ、実践力を高めるよう、国際連合が提唱した SDGs（持続可能な開発目

標）の諸課題を自らの課題として受け止め、協力して解決方策を提案するプロジェクト学

習を進めます。 

 

＜多様な児童生徒への支援の拡充＞ 

・外国人相談員等を配置し、外国人児童生徒への教育支援に努めます。また、生活面での習

慣の違いを相互に理解し、ともに助け合いながら学ぶ姿勢をはぐくみます。 

 

 



担当 学校教育課・教育センター・教育総務課 
分野別計画取りまとめ表 

 

※１ Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics 等の各教科での学習を実社会での課題解決

に生かしていくための教科横断的な教育 

※１２ 外国語教育の充実を図るとともに、地域レベルの国際交流の推進を図るため、外国から招致した指

導助手の名称（Assistant Language Teacher） 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

①県民・市民が自分の住んでいる場所のことを知らない。まずは足元を固めることが必要

であり、そのためにも子どもたちの教育が重要だ。 
②自分の住んでいる地域に愛着や誇りを持てば、大人になっても地域に残る。県外に行っ

ても地域を PR してくれる。（再掲） 
③高岡はこれだけのものがあるので、その良さを子どもたちに教える。そのためにも先生

にも地域の良さを知ってもらうことがポイント。「ものづくりデザイン科」で学んだ子

が、今就職したいと能作にやってくる。そうなるまでに 30 年かかった。 
④休日は、先生方も多忙なので、先生に代わって地域の方や分野ごとのスペシャリストに

見てもらえる仕組みが必要である。子どもたちも、その分野のスペシャリストから指導

を受けると技術も上達する。 
 
⑤地域と学校の連携を進めるための「コミュニティ・スクール」の導入を進めるというの

は評価できる。ただ学校運営協議会＝コミュニティ・スクールなので、書き方に工夫が

必要であること（コミュニティ・スクールが地域の学校のようなイメージになってい

る）、高岡型コミュニティ・スクールの高岡型が目指す具体的なポイント（歴史や文化、

モノづくりなどを重視するなど）を書いてあってもよい気がした。 
⑥学習指導要領の改正を踏まえた総合計画にした方がよいのではないかと思う。生きる力

はかなり以前から言われているが、今回の改正では主体的、対話的で深い学び＝アクテ

ィブラーニングの重要性が強調されている。資料では、生きる力の向上（ビジョン）は

タイトルに入っており、具体的施策（戦術）も書かれているが、中間の戦略となる文言

（アクティブラーニング）が抜け落ちているように感じた。 

①、②、③ 自分の住んでいる地域を知り、愛着や誇りを持つための施策として、小学校３年生を対象に、「わたしたちの高岡市」「高

岡市とそのふきん図」、中学校１年生を対象に、「高岡」「高岡市周辺図」を配付し、社会科の授業等で活用している。また、「高岡再

発見プログラム」は、小学校・特別支援学校に在籍している１～４年生の児童が、瑞龍寺や鋳物資料館等を訪れたり、高岡御車山祭や伏

木曳山祭等を見学したりして、スタンプラリーに取り組んでいる。さらに、５月１日を「高岡の歴史文化に親しむ日」として学校を休業

日とし、関連した取組として、小学校４年生は壁新聞、小学５、６年生は俳句、中学生には短歌の作品を募集することで、高岡の魅力を

再認識し、郷土を愛する心の教育の充実を図っている。今後も引き続き、ふるさと学習や「高岡再発見プログラム」、高岡の歴史文化 
に関する事業間の連携を意識し、郷土を愛する心を育む教育の充実を図っていきたい。 
④中学生に土曜日の学習の場を提供し、教員ＯＢと地元大学生が個別指導することにより、学習環境を整え、学習意欲の向上を図ってい

る。中学校の部活動においては、顧問の教員に加え、専門的な指導力を有する地域人材をスポーツエキスパートとして委嘱し、派遣して

いる。また、顧問に替わって指導や大会等への引率ができる部活動指導員を配置し、専門的な技術指導を行うことで、顧問の教員の負担

軽減を図っている。 
⑤「施策の展開」に高岡型コミュニティスクールの具体的なポイントを追加した。 
 
 
 
 
⑥これまで大切にされてきた、子どもたちに「生きる力」を育むという目標は、今回の学習指導要領の改訂においても、変わることなく

引き継がれている。また「施策の展開」の＜Society5.0 の時代に向けた 21 世紀型教育の推進＞に示してある「人々と協力し、自ら考え行

動し、課題を乗り越える力の育成」は、今回の学習指導要領の改訂で目指している「主体的、対話的で深い学び＝アクティブラーニング」

の実現を図るためのものであり、改訂の意義を踏まえている。 

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 教育総務課・学校教育課 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】９ 教育を通じて個性を磨き、生きる力を高め合っている 
施策 施策の基本方針 

③教育効果を高める教育環境の充

実 

教育内容・方法の多様化、児童生徒数の増減等の学校運営に影響を及ぼす社会情勢の変化に対応した教育施設の充実と改善、余裕教室の活用、通学区域の見直し、学校規模適正化等に取り

組みます。 

また、家庭や地域と連携して、子どもたちの安全確保に努めます。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・未来を拓く児童生徒には、変化の

激しい時代を生きるための多様

な力の育成が求められており、そ

の基盤を培う義務教育９年間の

小中学校教育の一層の充実が求

められています。 

・少子化の進行により、本市の児童

生徒数は大きく減少しており、教

育充実の観点から、望ましい規模

の学校を適切に配置することが

課題となっています。 

・学校の再編統合に伴う、校舎等の

教育環境の整備や、新たな通学路

の安全確保などへの対応が必要

となっています。 

・学校の校舎等の老朽化が進んでい

るため、定期的な状況の把握と、

計画的な施設改修が必要となっ

ています。 

・国の GIGA スクール構想の推進を

踏まえ、ICT の教育環境の継続的

な整備、充実が求められていま

す。 

＜小中一貫教育の環境整備推進＞ 

・児童生徒の連続した成長を切れ目なく支援する小中一貫教育を、市内のすべての小学校、

中学校、義務教育学校、特別支援学校において実施することとし、実践推進校において学

校の再編統合に際して、小中学校を併設するなど、一貫教育の教育環境の整備を推進しま

す。 

・一貫教育を推進する小中学校間において、中学校教員が小学校で英語や音楽等の教科担任

として授業を行うなど、教員相互の乗り入れ授業を実施し、系統性、連続性を高めます。 

 ⇒9-①<小中一貫教育の推進>に移動 

 

＜教育充実のための学校の望ましい規模の確保の推進＞ 

・「今後10年を見据えた高岡市における小中学校の配置について」に基づき、６つの中学校

区において、計画的に学校の再編統合を進め、望ましい学校規模や配置バランスの確保に

努めます。 

・学校の再編統合に伴う、通学路の安全確保等の諸課題については、再編対象校の関係者等

からなる開設準備会を設置し検討を進めるとともに、通学路については、通学路交通安全

プログラムを推進し、安全確保に努めます。 

・学校の跡地の活用については、これまで学校を支えていただいてきた地元の意向をはじめ、

幅広い観点から検討を進めます。 

 

＜学校施設の計画的な更新の推進＞ 

・校舎の老朽化に伴う改修、改築等については、長寿命化や大規模改造等を含め、有効な手

法を選び、計画的に実施していきます。 

・児童生徒の安全で快適な教育環境を確保するため、校舎や体育館の老朽化対策に取り組む

とともに、グラウンド、プール等の改修や教育設備の充実を計画的に進めます。 

 

＜Society5.0の時代に即したICTの教育環境の整備促進＞ 

・国のGIGAスクール構想に基づくICTの教育環境について、今後もAIや5Gの先端のデジタル

技術をより有効に活用できるよう、引き続き、慶應義塾大学SFC研究所との連携協力を深

め、教育環境の充実に取り組んでいきます。 

・ICT機器を活用し、校務の改善、効率化を図ります。 

 

＜余裕教室の活用＞ 

・余裕教室の放課後児童クラブや防災備蓄庫としての活用や地域への学校開放を促進するな

ど、合理的な学校運営と効果的な住民サービスの向上に努めます。 

＜家庭や地域における見守り活動＞ 

・学校安全パトロール隊等との連携を推進し、児童生徒の登下校時の安全確保に努めます。 

・時代の変化への対応。新たな時代に必要とされる創造性や課題解決能力などの伸長 

・高岡の将来を担う子ども達の教育充実。 

・学校・家庭・地域の連携・協力により、地域ぐるみで子どもたちを育て、絆を深める取り組みを

通して、ふるさと高岡に愛着と誇りを持って、地域や我が国の未来を拓く児童生徒を育成する。 



担当 教育総務課・学校教育課 
分野別計画取りまとめ表 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

①英語教育、プログラミング、ICT、さらに現状のオンライン教育など、教育環境の整備

に向けて多くの施策が盛り込まれているが、教員の多忙化問題を解消しないとこれらの

推進は難しいのではないか。高岡市における教員の職場環境はわからないが、提供する

側（教員側）に負担が増えて、多忙化が進んでいる現実があるとすれば（たぶんあると

思っている）、そうした負担を軽減しつつ、活動を行うことができる教育環境の充実を

図る内容になるとよいと思う。 

①国では、30 人学級を目指した議論がされている。また、中学校の部活動についても「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」の中で

休日の部活動の段階的な移行を進めるとの方針も示されており、部活動も含め、国の動向に従って改善に努める。 
「施策の展開」の＜Society5.0 の時代に即した ICT の教育環境の整備促進＞に「ICT 機器を活用し、校務の改善、効率化」を追加した。 

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 学校教育課（修正なし）・都市経営課・教育総務課（修正なし） 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】９ 教育を通じて個性を磨き、生きる力を高め合っている 
施策 施策の基本方針 

④高等学校・高等教育機関の充実・

連携 

地域における高等学校や高等教育機関の有効性を高めるため、協力要請とともに産学官の連携や義務教育との連携に努めます。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・児童生徒の成長は連続しており、

小中一貫教育を推進する本市に

おいても、高校や大学と連携協力

を図り、専門性や系統性を高める

多様な教育機会の創出が望まれ

ます。県東部には私立の中高一貫

教育校や国立の中学校がありま

すが、県西部の中学校は公立のみ

となっています。また、高校へ進

学する際に、競技レベルの高い学

校で部活動をしたいと、県外の高

校へ進学する場合も見られます。 

・高岡市内には11の高等学校（平成

29年４月１日現在）と富山大学

（芸術文化学部）、高岡法科大学

及び各種専修学校などの高等教

育機関があり、各校において特色

ある教育が進められています。ま

た、オープンカレッジや高校開放

講座など、市民に開かれた学校づ

くりが行われています。 

・富山大学芸術文化学部とは平成19

年に包括的な連携協定を締結し、

産業の振興、地域の活性化につな

がる研究事業を実施しています。

（平成23年11月には、富山大学と

の包括協定を締結）また、高岡法

科大学とは平成28年に包括的な

連携協定を締結し、地域課題の解

決、まちづくりなどに連携して取

り組んできました。 

・さらには、市周辺にある高等教育

機関である、富山県立大学、富山

国際大学、富山短期大学とも包括

協定を締結し、連携した取り組み

を進めています。 

・社会全体のデジタルトランスフォ

ーメーションの加速が望まれる

中、学校教育においても、時代の

変化しに即した教育内容や指導

＜高校教育との連携＞ 

・中学校において、高校教員による専門性の高い授業を実施し、生徒の優れた能力や学習意

欲の伸長を図るよう、機会の創出に努めます。 

・中学校と高校の部活動間の連携を図り、合同練習等の機会を設け、競技レベルの継続した

向上に努めます。 

・各高校の学校や学科の特色を活かした講座や体験活動などへの参加を促し、専門分野への

興味関心や進路意識を高めます。 

・校外における職業体験や異年齢交流など体験的な学習活動の開催に協力します。 

・中学校教員と高校教員の合同研修会を開催し、本市の小中一貫教育と高校教育の円滑な接

続等について理解を深め、日ごろの教育実践に活かしていきます。 

・市民の生涯学習の場として、高校開放講座などの実施に協力します。 

・私立高校に対する支援に努めます。 

・経済的理由により修学が困難な者や高校生等に対して奨学金を給付します。 

 

＜高等教育機関大学教育との連携＞ 

・大学等が長年かけて蓄積した人材・情報・施設が、社会の資産として有効に活用され、地

域振興の担い手となるよう産・学・官の連携に努めます。 

・市内高等教育機関である富山大学（芸術文化学部）と高岡法科大学はもとより、近隣をは

じめ県外の高等教育機関とも積極的に連携を進め、地域振興に関わる人材等の拡大を図り

ます。 

・市内大学等の強みを活かした質の高い高等教育機会の確保と人材の育成を支援します。 

・各学校において、県内の各大学等と連携し、「ものづくり・デザイン科」や各教科の学習

等の充実を図ります。 

・慶応義塾大学SFC研究所と連携協力協定を結び、中学生を対象とした遠隔授業や教員研修、

ICTの教育環境の整備を効果的に進めます。中学生の遠隔・オンライン授業では、大学教

員による「論理コミュニケーション」の授業を実施し、論理的な思考力や論述力の向上を

図ります。 

・経済的理由により修学が困難な者や県外から高岡市内の大学等に進学した者に対して奨学

資金を貸与し、卒業後本市に居住する者に対し返還免除による優遇措置を講じることによ

り、次代を担う有為な人材の育成・確保と定住人口の増加を図ります。 

・子どもたちの連続した成長の切れ目ない支援。 

・地域の高等学校や高等教育機関の力を活用した、専門的な分野の教育の推進。 

・地域や学校の特色を活かした小・中・高の児童生徒が交流する活動を推進。 

・地域内外の高等教育機関との連携を進めることで、大学生等が高岡の歴史や文化、しごとに触れ

る機会を充実し、本市に対する愛着の醸成や興味の喚起を図ることで、本市の将来を開く人材の

育成。 

 

 



担当 学校教育課（修正なし）・都市経営課・教育総務課（修正なし） 
分野別計画取りまとめ表 

方法の改善が求められています。

変化に対応するための教員の指

導力向上についても、高い専門性

を持つ大学等との連携協力が欠

かせなくなっています。 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

①これからの時代は人材育成をして、創業支援のメニューをつくって、開業を促すという

よりも、高岡市が住みよいまちづくり、安全安心、快適といったまちづくりを目指す中

で、新しい仕事が生まれると思う。つまり、SDGｓや society 5.0 を目指す中で、新た

な雇用が出てくる。そのためには、アンテナを高く持った、創造的な人材を発掘して育

てるか。アートや芸術の視点がその役割を担うのであれば、富山大学芸術文学部の教員、

学生の役割は重要なものになると思うし、市内の高等教育機関もそれぞれが地域人材を

育成して、重層的な取り組みの中から、新たな創造的人材が育ってくると思う。 

①市内高等教育機関である富山大学（芸術文化学部）と高岡法科大学はもとより、近隣の高等教育機関とも本市を舞台としたフィールド

ワークなどの連携を積極的に進めることで、SDGs の達成や society 5.0 の実現 を目指す本市の将来を拓く創造的な人材の発掘・育成を

図る。 

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 生涯学習・文化財課（修正なし）・福岡教育行政センター（修正なし） 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】10 いくつになっても興味のあることを気軽に学べている 
施策 施策の基本方針 

①ライフステージに応じた生涯学

習の振興 

あらゆる世代の人が、ライフステージに応じて主体的に生涯学習活動に参加し、心豊かに充実した生活を送ることができるよう、生涯学習推進のための体制と機会の充実を図ります。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・本市の市立公民館は、全国的に見

ても利用者数が多く、地域住民の

自主的な学習や地域活動が活発

に行われています。人生100年時

代にあっての地域コミュニティ

の核として、人々の生活を豊かに

する公民館の役割が一層高まっ

ています。しかしながら、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大

の長期化により、新しい生活様式

に対応した活動が求められてい

ます。 

・多くの市立公民館の活動は活発で

すが、利用は高齢者が多く、子ど

もや若者世代を含め、より幅広い

年代に利用いただく取り組みが

必要になっています。 

・人工知能AIやビッグデータ、5G

など、科学技術は急速に進歩して

おり、日々、新たな知識が求めら

れます。生涯学習においても、イ

ンターネットを活用したオンラ

イン講座など、多様な学びが可能

となっています。 

・市立公民館については、持続可能

な運営に努めることを基本とし

ており、地域コミュニティの核と

して、福祉や防災等の拠点的な役

割も果たすなど、幅広い役割・機

能が求められています。 

＜推進体制の充実＞ 

・各地域の生涯学習推進協議会を中心とし、地域に根ざした生涯学習活動を支援するととも

に、高岡市公民館連絡協議会とも連携し、地域間交流を進めます。 

 

＜生涯学習施設の利用促進＞ 

・生涯学習施設を効果的・効率的に利用できるよう、生涯学習センターや市立公民館、自治

会公民館など、施設間の連携を円滑に行い、市民の生涯学習活動を推進します。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスク低減を図り、安心して活動に取り組めるよ

う努めます。 

 

＜人材の育成・活用＞ 

・地域における学習機会の充実を図るため、地域の指導者やコーディネーター・ボランティ

アグループなど人材の発掘、育成に努めます。 

 

＜社会教育団体の連携＞ 

・各種社会教育団体相互の連携を強化するとともに、生涯学習をテーマとした講演会や指導

者研修会などの活動を活性化します。 

 

＜多様な学習機会の提供＞ 

・生涯学習センターやふくおか総合文化センター、市立公民館などの各施設で、様々な世代

ニーズに応じた特色ある講座の開設や文化教室などの充実を図るとともに、インターネッ

トなどを活用して学習情報を発信することで、学習機会の周知に努めます。 

 

＜生涯学習施設の整備・機能の充実＞ 

・生涯学習施設における Wi-Fi 環境の充実に努めるとともに、新しい生活様式に対応したオ

ンライン講座の開設など、新しい手法を取り入れることで利用者の拡大を図ります。 

・市立公民館については、コミュニティ機能に加え、地域の福祉や防災等の拠点としての機

能を求められていることから、持続可能な運営の観点を踏まえながら、既存館の機能維持

に計画的に取り組みます。また、自治会公民館の整備・修繕に対する支援を行います。 

・市立図書館では、あらゆる世代に向けた蔵書の充実と、インターネットを活用した読書活

動の推進やレファレンス機能の充実に努めます。また、子どもたちが図書館を身近な存在

と感じられるように、学校と連携しながら学級招待や学校訪問等を行っていきます。また

併せて、各種団体と連携し、様々な市民活動の拠点となるよう、従来の型にはまらない多

様な図書館の活用に取り組みます。 

・公民館を核とした人的ネットワークの拡充。 

・地域活動をリードする次世代リーダーの発掘、育成。 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

  

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 生涯学習・文化財課（修正なし） 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】10 いくつになっても興味のあることを気軽に学べている 
施策 施策の基本方針 

②未来を担う世代の育成と若者が

主体となるまちづくりの推進 

地域全体で子どもを育てるために、地域の多様な人材による土曜学習の推進、青少年への体験活動の場と機会の提供等に努めます。 

また、若者のイベントやまちづくり活動への積極的な参加を促進します。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・共働き世帯の増加や地域社会の変

容等により、地域や家庭の教育力

の低下や子どもたちの地域社会

とのつながりの希薄化が懸念さ

れており、地域ぐるみで子どもた

ちの成長を支える体制づくりが

求められています。 

・インターネットやスマートフォン

の普及により、子どもたちがゲー

ムやSNSに費やす時間が多くな

り、生活や遊びが大きく変容して

きています。地域の様々な活動

に、多くの子どもたちが参加する

よう、取り組みを工夫することが

必要となっています。 

・若者が地域の文化、歴史等への深

い愛着と社会の一員としての自

覚を持ち、積極的に社会参加がで

きる環境づくりが求められてい

ます。そのためにも、若者が地域

に魅力を感じ、地域に主体的に関

わろうという意欲を引き出すこ

とが大切です。 

 

＜家庭・地域の教育力の充実＞ 

・公民館を地域の核として、関係機関との連携や市民との協働により、子育て支援講座や三

世代交流事業の実施、ＰＴＡによる家庭教育への支援など、親子が参加する多様な活動を

実践し、家庭の教育力の向上を支援します。 

・土曜学習において、地域や事業所等の協力により、子どもたちにとって魅力のあるプログ

ラムを実施するとともに、子どもたちが気軽に集まることができる居場所の提供に努めま

す。 

・市立公民館のWi-Fi・インターネット環境を活用し、子どもたちがオンライン授業などに

参加できるよう配慮します。 

・文化芸能館（旧青年の家）などの社会教育施設を、より幅広い年齢層や団体等に使用いた

だくよう、広く周知を図ります。 

 

＜青少年育成のための地域ぐるみの取り組みの推進＞ 

・学校・家庭・地域が連携し、青少年に体験活動の場と機会を提供することで、子どもたち

や若者が地域に関わるきっかけを作ります。また、地域の歴史や文化、先人の功績に親し

む機会を設け、郷土への愛着や誇りの醸成を図ります。 

・少年育成センターにおける「悩みごと相談所」や街頭補導の実施など、青少年を取り巻く

環境対策及び啓発活動を推進します。 

 

＜若者がまちづくりに参画する機会の創出＞ 

・様々な活動に取り組む若者のネットワークづくりを進め、音楽活動など若者が主体的に取

り組む文化イベントやまちづくり活動を担う運営主体の育成に努めます。 

 

・子どもたちの体験活動の機会を確保するため、各校区における団体活動への支援及び土曜学習の

充実。 

・青少年育成県民運動推進員や校区の補導委員と連携し、各地域における青少年健全育成活動の充

実。 

・若者による積極的な社会参加を促すため、若者が主体となって取り組む活動を支援。 

 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

  

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第

１回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 スポーツ課・福岡教育行政センター 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】11 いつでも気軽にスポーツを楽しんでいる 
施策 施策の基本方針 

①生涯スポーツ活動の充実 市民の誰もがライフステージに合わせたスポーツや健康づくりを楽しむことができ、ジュニア層を中心とした競技力の向上が図られるよう、スポーツ・レクリエーション環境の整備・充実

に努めます。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・体力や年齢に応じて、生活の中

にスポーツを取り入れ、健康で

生きがいのある充実した暮らし

を求める人が増えています。し

かしながら、国民の健康寿命

（一生涯のうち、健康で自立し

て生活できる期間）は平均寿命

に比べて10歳程度低いという現

状があり、市民の主体的な健康

づくりの取り組みが重要となっ

ています。 

・高岡市には、各校下・地区にあ

る体育振興会に加え、総合型地

域スポーツクラブ※１において、

地域住民が世代を超え、興味や

目的に応じてスポーツに親しん

でいます。 

・体育協会やスポーツ推進委員な

どと連携し、各種スポーツ・レ

クリエーション大会やスポーツ

教室などを開催しており、今後

はさらに各団体との緊密な連携

のもと市民のニーズに応じた多

様なスポーツ機会の拡充が求め

られています。 

・新型コロナウイルス感染症の感

染拡大が長期化しており、スポ

ーツ・レクリエーション活動に

おいても、感染拡大防止対策が

重要となっています。 

・東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会をきっかけに、よ

り多くの市民がこれまで以上に

関心、適性等に応じて多種多様

なスポーツに参画することがで

きる環境の整備を進めていくこ

とが必要です。 

 

 

※１ 種目、年代・年齢、技術レベルの３

＜スポーツ・レクリエーション活動の充実＞ 

・地域のジュニア世代から高齢者まで、世代に応じてスポーツに親しみ、健康で元気な市

民の生活を送れるよう環境づくりに努めます。 

・スポーツ・レクリエーション活動の実施にあたっては、長期化が見込まれる新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止対策の徹底に努めます。 

・（公財）高岡市体育協会を中心にスポーツ推進委員や各種スポーツ団体と連携しなが

ら、スポーツ活動プログラムの開発、各種スポーツ･レクリエーション大会やスポーツ教

室の充実、スポーツ情報の提供などを行います。 

・各校下・地区における生涯スポーツの普及・振興を図る体育振興会や、総合型地域スポ

ーツクラブ設立への支援と既存クラブの育成に努めます。 

・各学校の体育施設の有効活用を図る学校体育施設開放事業を推進し、市民の自主的なス

ポーツ・レクリエーション活動を支援します。 

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会をきっかけに、既存施設を有効に活用しな

がら市民スポーツの普及、スポーツによる健康づくり、地域づくりに向けた取り組みを

進めます。 

・高岡市に拠点を置く社会人スポーツや地域のプロスポーツ団体、競技・生涯スポーツ等

の多様なスポーツ活動と連携を図りながら、スポーツ全体の裾野をの維持・拡大に努め

ますを図ります。 

 

＜スポーツ指導体制の充実･競技力の向上＞ 

・各競技団体や企業チーム等と連携した指導者の育成と小･中学生の一貫指導体制の充実を

図ります。 

・全国大会等の開催や大会への派遣を支援するとともに、将来を担うジュニア層の競技力の

向上を図ります。 

・世界を舞台に活躍する様々な種目のトップアスリートを支援します。 

 

 

 



担当 スポーツ課・福岡教育行政センター 
分野別計画取りまとめ表 

つの多様性を持ち、会員である地域

社会の個々のニーズに応じた活動を

行う住民主体のスポーツクラブ。ク

ラブの運営は、住民による自主運営。

経費は自主財源（会費、事業収入、事

業受託収入、協賛金等）により賄われ

る。 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

  

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第１

回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 



担当 スポーツ課 
分野別計画取りまとめ表 

 分類：子育て・教育 

【めざすまちの姿】11 いつでも気軽にスポーツを楽しんでいる 
施策 施策の基本方針 

②スポーツ施設の充実と効率的な

活用 

市民のスポーツ活動の場となる、総合体育館（仮称）をはじめ、スポーツ・レクリエーション施設を計画的に整備します。 

また、学校体育館施設開放や既存スポーツ施設の連携により効果的な活用を図るとともに、誰もが利用しやすい施設運営に努めます。 

現況と課題 施策の展開 「ひとの力」の視点 

・高岡市のスポーツ施設は、東洋

通信スポーツセンター（市民体

育館）をはじめ、築後、長年経

過している施設が多いことか

ら、設備機能の維持向上を図る

ため、既存施設の整備・改修な

どを行っています。 

・近年、新たなスポーツ･レクリエ

ーションへの市民のニーズが高

まってきていることから、それ

に対応した施設の充実が求めら

れています。 

・スポーツ施設の整備、更新等にあ

たっては持続可能な運営等を考

慮し、実施していくことが重要と

なっています。 

 

＜スポーツ施設の整備＞ 

・市民が気軽にスポーツを楽しめるよう、学校体育施設を含め、既存施設の有効活用を基本

として、持続可能な運営に配慮しながら、スポーツ・レクリエーションに対する市民のニ

ーズに応えることができるよう施設機能の維持向上に努めていきます。また、活動の拠点

となる施設については、長期的な視点に立って、計画的に整備を進めていきます。 

 

＜利用者サービスの向上＞ 

・施設の利用状況等に関する総合的な情報提供など、利用者サービスの向上に努めます。ま

た、引き続き、市民の身近な地域にある学校体育施設の開放を行い、活動の場を確保して

いきます。 

・市民ニーズに応じた施設機能の維持向上。 

委員からのご意見 意見に対する考え方 

  

※【委員からのご意見】については、第１回専門部会において各委員からいただいたご意見を記載しており、【意見に対する考え方】については、ご意見に対する現時点の考え方を記載している。 

※【現況と課題】、【施策の展開】、【「ひとの力」の視点】については、いただいたご意見を踏まえた計画への反映や、今年度策定を予定している各分野の計画（産業、観光、農業、福祉など）との整合性を図るなど、第１

回専門部会以降に変更等があった個所に、アンダーライン（新規及び加筆修正箇所）及び見え消し修正で記載している。 


