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＜教 育 行 政 推 進 プ ラ ン 策 定 の 趣 旨＞

　「まちづくりは人づくり」とも言われるように、本市が未来に向かって持続的に発展

していくためには、次代を担う人材の育成が不可欠であり、教育行政は、その大きな役

割を担っています。

　その役割を果たしていくためには、確かな学力を育むことはもとより、先人たちが

築き上げてきた会津の歴史や文化・伝統を学び、継承するとともに、「あいづっこ宣

言」をより効果的に活用することで、誇りと自信を持って未来を生きることのできる

人づくりに取り組んでいくことが重要です。

　こうした認識のもと、教育委員会では、平成20年度から、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号）を踏まえ、各施策ごとに目標を明らかに

しながら事務事業の執行に努めていくために、毎年度当初に「会津若松市教育行政推

進プラン　＜憧れ～学び～誇り＞　」（以下「推進プラン」という。）を策定してきま

した。

　この間、事務事業の執行に関しては、同法に基づく「教育に関する事務の管理及び執

行状況の点検及び評価」（以下「点検・評価」という。）を実施し、有識者からの知見を

踏まえ、教育行政の執行管理にＰＤＣＡサイクルを取り入れ、継続的に、より効率的で

効果的な事務執行に努めてきました。（ＰＤＣＡサイクル：　計画、実施、評価、改善

の４つの段階を一つのサイクルとして継続的に実施していくこと。）

　加えて、説明責任を果たしていくために、推進プランと点検・評価の結果について

は、市政だよりや市のホームページで公表してきました。

　「会津若松市教育行政推進プラン」では、毎年度、教育行政のそれぞれ課題に応じて、

各種施策ごとに目標を設定し、事務事業を執行し、教育の振興に努めています。
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＜基　本　理　念＞

～「豊かな心と個性を育むまち」を目指して～

＜基 本 方 針＞

第６次会津若松市長期総合計画の中で重点的に取り組むべき政策としている「いき

いきと輝く人づくり」を目指し、市民はもとより、学校、家庭さらには地域が一体と

なった取り組みによって、より一層の教育行政の推進を図ります。

教育委員会においては、基本理念である「豊かな心と個性を育むまち」の実現のため、

次のとおり各分野ごとに目標を設定し、各種施策に取り組みます。
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　長い歴史に培われた会津の精神文化を誇りとし、次代を担う子どもたちの豊かな心

と確かな学力を育むとともに、すべての市民が、豊かな知識や能力を育むための「人づ

くり」に全力で取り組みます。　

　

Ⅰ 生涯学習

　　◎基本目標　「誰もが生涯にわたり学習できるまちをつくる」

　　　○重点目標

(1)生涯学習活動を支援・促進する

(2)学ぶ場を整備する

　Ⅱ 学校教育

　　　　 ◎基本目標　「豊かな心と確かな学力を身につけた子どもを育むまちをつくる」

　　○重点目標

(1)教育環境を充実する

(2)特色ある学校づくりを推進する

(3)思いやりの心をもった青少年を育成する

　　 Ⅲ スポーツ・体育

　　　　　 ◎基本目標　「スポーツ・レクリエーションが盛んなまちをつくる」

　　　　　　○重点目標

(1)スポーツ・レクリエーションを振興する

Ⅳ 文化・芸術

　　　　　◎基本目標　「歴史・文化を守り育てるまちをつくる」

　　　　　 ○重点目標

　(1) 歴史・文化を継承し文化活動を振興する



＜教育行政の現状と課題＞

　会津若松市教育行政推進プランでは、毎年度、教育行政の 4つの分野について、それ

ぞれ課題に応じて、各種施策ごとに目標を設定して事務事業を執行し、教育の振興に

努めています。

　なお、平成28年度の各分野ごとの現状と主な課題は次のとおりです。

Ⅰ 生涯学習

①　自身の知識やスキルを活用し、生きがいを求めて生涯学習を志すシニア世代

の増大や、個人の価値観や生活様式の多様化などにより、市民の学びに対する

ニーズも多岐にわたる幅広いものに変わってきていることから、生涯学習総合

センター（會津稽古堂）が核となり、各地区公民館や関係機関との連携を強化

し、さらには地域人材等の活用を進めながら、生涯学習のさらなる推進を図る必

要がある。

②　少子高齢化の進行や地域コミュニティの希薄化などの地域課題への対応のた

めに、これまで以上に地域社会との協働・連携が重要となっており、生涯学習を

学ぶ上での重要な要素である自主性・自発性を基本としながら、公民館事業や

公民館を拠点とした地域活動への住民参加・参画の拡大を図り、市民協働によ

る事業展開、さらには地域コミュニティの活性化に取り組む必要がある。

③　地域のために貢献する学習意欲の向上や「社会貢献」「地域還元」につなげてい

く事業展開が必要であり、人材の育成や、地域主導の学習活動などを推進する体

制づくりなどに取り組むとともに、地域や家庭、学校と連携により、市民が求め

る生涯学習情報の充実や生涯学習活動の活性化に努め、地域の教育力の向上を

図る必要がある。

Ⅱ 学校教育

①　耐震性向上などの学校施設の安全性への関心が更に高まる中、基本的な学習

環境の維持に加え、老朽施設の改修等による長寿命化や環境対応、バリアフリー

などの課題について対応していくことが求められている。

　　児童生徒の安全で良好な学習環境を確保するため、国の財政支援策を積極的

に活用し、可能な限りの事業の前倒しも含めながら、学校施設の耐震化や学校屋

外環境の整備を進めていく必要がある。

②　児童生徒の「自ら学び自ら考える力」による「確かな学力」や「豊かな人間性」、

「健康・体力」などの「生きる力」を育むことが求められている。また、園児・児

童・生徒の健康の増進（肥満傾向児出現率の減少）、体力の向上を図るととも

に、障がいを持つ児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な支援や環

境の整備が求められている。

　　さらに、児童生徒の豊かな情操と道徳心を養うとともに、不登校及びいじめ防

止等に向けて、関係機関との連携の強化や相談体制の充実に努める必要がある。

③　児童生徒の安全・安心のため、各学校における放射線量を継続的にモニタリ

ングするとともに、放射線被ばくを低減できるようにするための放射線教育を
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進める必要がある。さらに、安全な学校給食の提供に努めながら、原発事故に伴

う放射線に対する保護者等の不安を払拭する必要がある。

④　会津に誇りを持ち、激動する世界の中でたくましく生きるあいづっこを育て

ていくため、子どもたちが本物に出会い、本物に学ぶ機会を継続して提供してい

く必要がある。

⑤　“あいづっこ宣言”をとおして市民一丸となった取り組みが重要であること

から、大人へ向けた発信についても継続的に展開していくことが必要である。

　　青少年の自主性・自立性を育むため、市子ども会育成会連絡協議会と連携し、

子どもたちの自主的な活動の中心となるジュニアリーダーの育成に取り組んで

いるが、指導者の不足とともに活動に参加できるジュニアリーダーが限られて

いることや、新たなジュニアリーダーの育成が課題となっている。

⑥　平成23年から刑法犯少年数は減少に転じているものの、少年非行の低年齢化

や再犯率の上昇等が顕在化していることから、今後も関係機関との一層の連携

強化を図り、地域社会が一体となって青少年健全育成の啓発に継続的に取り組

み、少年非行の未然防止に努めることが必要である。

　　また、基本的生活習慣の形成に向けた家庭教育の望ましいあり方について、社

会教育指導員等と連携し、事業の改善工夫を図っていく必要もある。

Ⅲ スポーツ・体育

①　スポーツ基本法の施行及び県が策定したスポーツ推進基本計画が策定された

ことを受け、本市のスポーツ推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する

ため「会津若松市スポーツ推進基本計画」を策定する必要がある

②　鶴ケ城ハーフマラソン大会をはじめとしたスポーツ大会が、より魅力的なイ

ベントとなるよう、各種機関・団体と協働・連携しながら内容の充実を図る。ま

た、学校体育施設など気軽に利用できる安全で身近なスポーツ施設の利活用を

促進し、市民の体力の維持・向上及び健康の保持・増進に努めていく必要があ

る。

③　市民が生涯にわたって、主体的にスポーツ・レクリエーション活動に親しみ、

子どもから高齢者まで、性別や年齢、特定の種目に限定されることなく、レベル

や興味に応じて（多志向・多世代・多種目）運動やスポーツが楽しめる総合型

地域スポーツクラブの自主財源の確保や事業の継続性が必要である。

④　平成29年度全国高等学校総合体育大会に向けて本市実行委員会を設置・組織

し、大会開催に向けた諸準備をする必要がある。

⑤　2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、スポーツの振興、

国際交流や地域経済の活性化が見込まれる事前合宿の誘致活動に取り組んでい

く必要がある。

Ⅳ 文化・芸術

①　市民が気軽に文化に触れ、質の高い芸術鑑賞の機会を創出する芸術文化事業

である「あいづまちなかアートプロジェクト」については、継続して実施し、地域

の文化的特色を活かすとともに、地域や関係団体の主体的な取り組みを引き続

き促しながら、効果的な情報発信による事業の定着と、地域文化の振興に寄与す
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る創意工夫を図る必要がある。

　　また、市民文化祭の開催など、各種事業を通じて、市民の文化・芸術への積極

的な参加や意識高揚を図るとともに、市民自らの芸術文化活動のさらなる促進

に継続的に取り組む必要がある。

　　一方で、文化活動の拠点となる文化施設の老朽化が顕著であることから、計画

的に施設設備の整備を進める必要がある。

②　史跡、名勝及び天然記念物等については、継続して整備、保存に努めるととも

に、他の文化財についても、適切な保護・整備に努め、文化的・歴史的な価値を

高めながら、市民の学習や憩いの場として活用を図るとともに、保護意識の高揚

に努める必要がある。

③　埋蔵文化財については、開発に伴う調査の依頼件数が増加傾向にあり、大規模

な開発事業の調査等も予定されていることから、適切に対応する必要がある。ま

た、出土遺物等の文化財資料の活用を図り、調査成果の公開にも継続して取り組

む必要がある。

④　歴史資料センター（まなべこ）では、郷土の歴史や文化に親しみ、学べる施設

として、展示や学習講座、歴史資料に関するレファレンス等の充実を図るととも

に、情報発信に努め、市民をはじめ、教育旅行生など多くの子どもたちの利用を

促進する必要がある。
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＜平成28年度　重点方針＞

　本市の教育行政の現状を踏まえ、抱えている課題を解決していくために、各教育分

野ごとに重点方針を定め、事務の執行にあたります。

　なお、各教育分野ごとの重点方針については、次のとおりです。

Ⅰ 生涯学習

①　多様化、高度化する市民の学習活動に応えるために、各種講座の開催や、指導

者や図書資料といった、生涯学習情報の提供を促進するとともに、開館５周年を

記念した事業の展開を図る。

②　地域活動に率先して参画できる人材の育成に努めるとともに、地区公民館を

拠点とし、住民が集い、自由に学習や話し合いができる仕組みづくりや、学校や

地域の団体・人材と連携・協力していく体制づくりを進め、地域コミュニティ

の活性化や地域が一体となった子どもたちの育成に取り組む。

③　生涯学習推進ビジョンに基づく「知の循環型社会」の構築のため、学習成果を

地域に還元できる人材の育成に努めるとともに、生涯学習総合センターと各地

区公民館の連携による、「健康寿命」を共通のテーマとした講座や、第２次子ども

読書活動推進計画に基づく子どもの読書活動の推進をはじめ、言語の力を使っ

て子どもたちの思考力・判断力・表現力などを育む事業など、多様な事業を開

催する。

Ⅱ 学校教育

①　児童生徒の安全で良好な学習環境を確保するため、国の補助制度等を活用し、

学校施設の耐震化や学校屋外環境の整備を進めていく。

　　特に、（仮称）河東学園中学校の新たな校舎・屋内運動場の建設工事に着手

するとともに、鶴城小学校改築事業のグラウンド整備及び昨年度からの継続と

なるプール建設を実施する。

　　また、行仁小学校校舎・屋内運動場の改築、城北小学校校舎の一部改築に向け

た取り組みを早期に進めていく。

　　さらに、学校施設の耐震化については、国の有効な財政支援策を積極的に活用

しながら、可能な限りの事業の前倒しも含めた推進を図る。

②　児童生徒の確かな学力の向上や豊かな人間性、健康・体力を身に付けたあい

づっこを育むため、「学校教育課グランドデザイン2016」を柱としながら、各学校

の「学力向上グランドデザイン」「学力向上対策プラン」「学校いじめ防止基本方

針」「体力向上推進計画」に基づく取り組みを推進するとともに、適切な評価、改

善に努める。

・　（仮称）学力向上対策委員会を立ち上げ、総合教育センターとしての機能

をもつ「学校教育指導委員会」と義務教育９年間の視野に立つ「小中連携推進

会議」と連携しながら、本市の児童生徒の実態に即した学力向上対策を図る。

・　児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、「個別の教育支援計

画」「個別の指導計画」に基づく適切な支援に努める。

・　児童生徒同士、児童生徒と教師の温かい人間関係を醸成するとともに、自己
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有用感や規範意識、道徳的実践力などの育成や相談体制の充実を図り不登校

児童生徒の減少及びいじめ防止等に努める。

・　園児・児童生徒の体力や健康状態を的確に把握し、「体力向上推進計画」を

基に計画的・継続的に運動に親しむ資質や能力を育て体力の向上を図るとと

もに、家庭との連携を図った健康の保持増進（特に肥満傾向児出現率の減

少）に努める。

③　学校給食で使用する食材及び給食そのものの放射線量の検査や、学校施設内

外の継続した放射線量のモニタリング、全児童生徒を対象とした放射線教育を

推進し、園児、児童生徒の放射線に対する不安の払拭に努める。

　　また、不審者対策、火災、地震等の避難訓練、通学路の安全点検を計画的に実施

するとともに、保護者や地域のボランティア、関係機関等と連携し安全確保に努

める。

・　各幼稚園、小中学校に簡易放射線測定器を貸与して放射線量のモニタリン

グを継続し、線量等に異状があれば、関係機関と連携し、対策を図る。

・　児童生徒が放射線を科学的に正しく理解するために、主体的に考え、行動で

きるよう放射線に関する教育の一層の充実を図る。

・　学校給食における食育の充実や食物アレルギー対応の推進を図るととも

に、学校給食衛生管理基準を踏まえた衛生管理の徹底、及び食中毒の発生防止

に努める。

　　また、今後も安全・安心な学校給食を安定的に提供するため、既存施設の計

画的な設備改善等と合わせ、老朽化の著しい給食施設の統廃合などによる、提

供体制の効率化など、市全体の学校給食運営のあり方について検討を進める。

・　児童生徒の登下校時の交通事故防止のために、警察、道路管理者、学校によ

る通学路の合同点検を継続し、危険箇所の把握と早急な対応、計画的な改善を

進めるとともに、関係機関との連携を図った効果的な安全指導を進める。

④　「ならぬことはならぬ」という心根を持ち、貪欲に知識を得ようとした先人に

憧れ、そして学び、故郷会津に誇りを持つ人材の育成を進めるため、本物に出会

い本物に学ぶ機会を創出し憧れと感動の心を育む事業を大学や民間等との連携

を一層深め、質の向上を図りながら継続して実施する。

⑤　青少年の心を育てる市民行動プラン“あいづっこ宣言”の普及啓発をとおし

て青少年の健全育成を図る。市民一丸となった取り組みとなるよう大人に向け

た発信についても継続して展開していく。また、｢子ども会育成会」や「青少年育

成市民会議」等の活動が青少年の健全育成に極めて効果的に貢献していること

から、青少年関係団体と連携、協働しながら、各種事業の一層の充実を図る。

　⑥　青少年健全育成強調月間にあわせ、家庭・学校・地域・関係機関と連携、協働

し、青少年の規範意識の醸成や有害環境への適切な対応を図るなどの取り組み

を重点的に実施する。

　さらに、健全な青少年を育てるには、その基盤となる家庭の教育的な機能が重

要であることから、家庭の果たす機能や役割について理解が図られるよう努め

る。

Ⅲ スポーツ・体育

①　平成23年８月スポーツ基本法、平成25年３月県スポーツ推進基本計画が策定

されたことを受け、関係機関等からの意見等を集約し「会津若松市スポーツ推進
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基本計画」を策定する

②　誰もが気軽に楽しく参加できる魅力的なスポーツ・レクリエーション事業の

創造に努めるとともに、スポーツ施設や学校体育施設など、地域の身近なスポー

ツ施設の整備に努め、利用の促進を図る。

・　復興シンボル・スポーツイベントとして位置づけされる「第 28回鶴ケ城

ハーフマラソン大会」について関係機関・団体と協働・連携しながら運営の

充実に努めるとともに、各種市民大会やニュースポーツの各種事業の充実と

参加の促進を図る。

・　各スポーツ競技団体、スポーツ推進委員会、障がい者スポーツ団体など各種

スポーツ団体との組織強化と連携により、生涯スポーツの推進を図るととも

に、定期的なランニング講習会をはじめ各種教室等を開催し、市民の体力増進

や健康づくりに努める。

・　地域の身近なスポーツ施設として、学校体育施設開放事業を推進するとと

もに、気軽にスポーツが行えるよう、指定管理者と連携を図りながら、さらな

る利用者の利便性と施設利用率の向上を図る。

③　総合型地域スポーツクラブの事業支援を継続し、安定的・継続的な運営に向

け、法人化を含めた組織体制の整備や自立に向けた魅力的なメニューの開発な

ど、多面的に支援体制の強化に努める。

④　平成29年度に開催する全国高等学校総合体育大会の開催に向け、本市実行委

員会を設置・組織し、大会運営の準備に取り組む。

⑤　2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前合宿の実現に向

け、本市独自の誘致活動に努める。

Ⅳ 文化・芸術

①　「あいづまちなかアートプロジェクト」を継続して実施することにより、多く

の市民が気軽に文化や芸術を体験・鑑賞できる機会の充実に努めるとともに、

地域の特色を生かした芸術文化事業としての定着を目指し、芸術文化に対する

市民の意識高揚を図る。また、市民の自主的な文化活動を促すとともに、文化活

動の拠点となる文化施設の利活用の促進と適切な維持管理に努める。

②　史跡、名勝及び天然記念物などの文化財を良好な状態で後世に継承するとと

もに、多くの方に郷土の文化財を知っていただくための活用に取り組み、文化財

保護の意識高揚に努める。また、埋蔵文化財の保護と適切な保存に向けて、発掘

調査などを実施する。

③　「先人に憧れ、郷土に誇りを持つ学びの場」をコンセプトとしてオープンした

歴史資料センター（まなべこ）を拠点として、本市の歴史や文化に対する理解

を深め、文化の振興を図る。

　　こうした重点方針については、より一層の教育振興を図るため、平成27年度の

教育行政に関する点検・評価の実施結果を踏まえ、取り組んでいきます。なお、予

算の推移並びに重点的に取り組む各施策の概要については、以下のとおりです。
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単位：千円

予算科目（項・目） 当初予算額 予算科目 当初予算額

１　教育総務費 459,391４　社会教育費 674,190

4,782 330,205

332,377 300,900

122,232 43,085

２　小学校費 1,285,300５　文化費 475,458

894,026 99,763

197,516 116,793

193,758 258,902

３　中学校費 1,549,831６　保健体育費 141,067

421,203７　幼稚園費 112,105

154,837 教育費合計 4,697,342

973,791 7,785

13,629

教育費当初予算額の推移
教育関係費合計 4,718,756

千円

予算科目（項）

649,898 681,440 455,676 457,400 459,391

1,401,781 1,266,774 2,108,152 2,704,188 1,285,300

570,366 522,421 584,140 1,182,770 1,549,831

668,313 695,396 683,006 669,302 674,190

376,884 504,978 485,766 467,694 475,458

130,855 166,699 135,947 133,624 141,067

98,510 99,750 97,409 136,257 112,105

教育費計 3,896,607 3,937,458 4,550,096 5,751,235 4,697,342

平成28年度　教育費

　(1)教育委員会費 　(1)生涯学習推進費

　(2)事務局費 　(2)公民館費

　(3)指導研究費 　(3)青少年育成費

　(1)学校管理費 　(1)文化振興費

　(2)教育振興費 　(2)文化財保護費

　(3)学校建築費 　(3)文化施設費

　(1)学校管理費

　(2)教育振興費

　(3)学校建築費 2.7.⑵放射線安全対策費

11.1.⑴文化施設災害復旧費

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

　1.教育総務費

　2.小学校費

　3.中学校費

　4.社会教育費

　5.文化費

　6.保健体育費

　7.幼稚園費

平成 24年度平成 25年度平成 26年度平成 27年度平成 28年度
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一般会計と教育費の当初予算額推移

単位：千円

年　度 一般会計 教　育　費

42,272,000 4,623,189 10.9%

20 42,774,000 5,283,091 12.4%

21 43,065,000 4,903,936 11.4%

22 44,508,000 5,332,815 12.0%

23 43,743,000 3,696,543 8.5%

24 43,770,000 3,896,607 8.9%

25 44,014,000 3,937,458 8.9%

26 45,945,000 4,550,096 9.9%

27 48,977,000 5,751,235 11.7%

28 46,857,000 4,697,342 10.0%

■主な増減要因 千円

事業名

１．教育総務費

　○あいづっこ人材育成プロジェクト事業費 - 12,928 20,128 19,635 16,704

　○被災児童生徒等就学支援事業費 39,975 31,546 14,232 10,213 6,752

　○指導研究に要する経費 20,908 25,150 34,722 35,276 38,501

　○私立学校運営補助事業費 39,340 40,362 2,800 2,800 2,800

２．小学校費

　○学校施設耐震化事業費 57,234 26,731 4,809 13,916 9,187

　○学校維持管理費 304,713 330,261 391,302 347,266 320,048

　○鶴城小学校改築事業費 273,357 143,166 946,547 1,545,416 193,758

３．中学校費

　○学校施設耐震化事業費 3,211 17,557 30,268 489,021 13,050

　○学校維持管理費 160,328 166,485 199,323 159,823 182,869

　○（仮称）河東学園中学校建設事業費 - － 6,000 175,386 973,791

４．社会教育費

　○ひがし地域交流館活動事業費 - - - 493 308

　○生涯学習情報提供事業費 60,039 53,179 39,824 34,947 30,757

　○子どものことばの力・学びの力育成事業費 - - 6,032 5,940 4,986

５．文化費

　○都市計画道路藤室鍛冶屋敷線発掘調査事業費 - - - 30,059 28,275

　○文化センター管理費 36,438 37,526 74,869 37,594 37,793

　○會津風雅堂管理費 149,570 150,672 151,279 154,409 202,702

６．保健体育費

　○復興シンボル・スポーツイベント支援事業費 10,000 12,000 8,000 7,500 7,500

　○全国高等学校総合体育大会開催に要する経費 - - - - 8,120

- - - - 1,173

一般会計に
対する割合

平成19年度

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

　○2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連事業費
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重点施策一覧

（ページ）

（生涯学習）

Ⅰ　誰もが生涯にわたり学習できるまちをつくる

(1) 生涯学習活動を支援・促進する

① 学習活動の充実と支援・促進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12
② 公民館活動の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 13
③ 図書館事業の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 14

(2) 学ぶ場を整備する

① 社会教育施設等の整備充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 16

（学校教育）

Ⅱ　豊かな心と確かな学力を身につけた子どもを育むまちをつくる

(1) 教育環境を充実する

① 学校施設の整備充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 17
② 就学支援の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 18
③ 保健･安全、体育活動の支援 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19
④ 学校給食の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19
⑤ 幼児教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 20
⑥ 私立学校等の振興 ・・・・・・・・・・・・・・・ 20

(2) 特色ある学校づくりを推進する

① 確かな学力と豊かな心の育成 ・・・・・・・・・・・・・・・ 20
② 国際化教育・情報化教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 24
③ 障がいをもつ子どもの教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 24
④ 地域に開かれた学校づくりの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 25
⑤ 地域の特色を学ぶ教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 26

(3) 思いやりの心をもった青少年を育成する

① 青少年の健全育成 ・・・・・・・・・・・・・・・ 26

（スポーツ・体育）

Ⅲ　スポーツ・レクリエーションが盛んなまちをつくる

(1) スポーツ・レクリエーションを振興する

① 社会体育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 28
② 団体組織の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 30
③ スポーツ施設の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 30

（文化・芸術）

Ⅳ　歴史・文化を守り育てるまちをつくる

(1)歴史・文化を継承し文化活動を振興する

① 文化活動の振興 ・・・・・・・・・・・・・・・ 32
②史跡・名勝及び天然記念物等の保存・整備 ・・・・・・・・・・・・・・・ 33
③埋蔵文化財の調査・保護の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 34
④歴史の継承 ・・・・・・・・・・・・・・・ 34



＜生 涯 学 習＞

　「誰もが生涯にわたり学習できるまちをつくる」

　(1)　生涯学習活動を支援・促進する

　(2)　学ぶ場を整備する

　(1)　生涯学習活動を支援・促進する

① 学習活動の充実と支援・促進

＜今年度の目標＞

◆　「生涯学習推進ビジョン」に基づき、市民の生涯学習活動の活性化を図るた

め、「稽古堂市民講座」などの主催事業の充実を図るとともに、学習の成果を社

会へ還元できる人材の育成を目指し、生涯学習の支援者の養成や受講生の活動

をサポートするための講座を実施します。

◆　地区公民館とともに、地域の団体や人材、学校との連携を図りながら、児童・

生徒の学習サポートや放課後子ども教室の充実に取り組みます。また、地域コ

ミュニティの活性化を図るために、地域課題や地域学習に自主的に取り組むこ

とのできる人材の育成に努めます。

◆　市民の生涯学習への関心が高まりを見せていることから、生涯学習に対する

相談や問い合わせなどに対応していくとともに、様々な学習に関する情報の収

集・整理及びその発信・提供に努めます。

【主な事業】

●　生涯学習推進事業 ２，６３２  千円  

　　「稽古堂市民講座」として、初心者でも気軽に参加でき、生涯学習のきっかけ

づくりとなる「教養課程」、一つのテーマについてじっくりと学ぶことのできる

「専門課程」、その学習成果を発表する場としての「成果発表」の機会を設け、体

系的に講座を開催し、幅広い年代の方が参加できる学びの場を提供します。

　　特に、学習の成果を地域に還元できる人材の育成に向け、講座の企画や運営、

広報の仕方などを学ぶ「生涯学習支援者養成講座｣、さらに、受講生が企画・立

案して講座を進める「生涯学習支援者実践講座」を継続して実施します。また、

「地域デビュー講座」を継続開催し、地域活動に臨む心構えや経験を成果発表な

どの実践形式で学び、自主的に地域活動に参加できる人材の育成に努めます。

　　また、地域コミュニティを支える重要なツールであるＩＣＴを学ぶ機会とし

ては、「０から学ぶＳＮＳ」「親子で学ぶメディアリテラシー」「タブレット活用

講座」など、市民からのニーズの高い初心者向けの講座を引き続き実施します。

　　さらに、公民館と図書館が連携して、小学生を対象とする「図書館を使った調

べる学習講座」や「ライブリックシアター」を開催するとともに、「會津稽古堂ま

つり」などの成果発表の充実に取り組みます。また、開館５周年を記念した事業
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を進めることで、施設の利便性の高さや機能の充実さらには、生涯学習の魅力

や大切さを啓発し、生涯学習への関心を高め利用促進を図ります。

　　○主な稽古堂市民講座等

　　　・教養課程・・・図書館を使った調べる学習講座

　　　　　　　　　　　タブレット活用講座

　　　　　　　　　　　０から学ぶＳＮＳ

　　　　　　　　　　　開館５周年記念講演会（新規）

　　　・専門課程・・・生涯学習支援者養成講座

　　　　　　　　　　　生涯学習支援者実践講座

　　　　　　　　　　　地域デビュー講座

　　　・成果発表・・・會津稽古堂まつり

　　　　　　　　　　　

【目標値】稽古堂市民講座に参加している市民の割合

　　　　　（主催事業参加者数/住基人口）：　3.5％（平成27年度見込 3.1％）

　　　

●　情報提供事業 ３０，７５７  千円  

　　會津稽古堂を拠点とし、地区公民館や関係機関との連携により、各講座や教

室、指導者といった情報の集約を充実させるとともに、「生涯学習相談コー

ナー」において、社会教育指導員などと連携しながら、利用者への情報提供や学

習に対する相談に対応していきます。また、ホームページや広報紙、「あいづっ

こニュース」などの情報紙に加え、新聞やＦＭ放送、ＳＮＳなどを積極的に活用

し、より一層の情報発信に取り組むとともに、「地域教育コーディネーター」を

活用し、地域の生涯学習活動支援をとおして情報提供に努めます。

　　また、利用団体の活動支援のため、会員の募集や活動内容などの情報発信に

活用できる情報交流コーナー（掲示板）を開設します。

　　　

　　○主な情報提供事業等

　　　・情報交流コーナーの開設（新規）

　　　・生涯学習相談事業

　　　・生涯学習出前講座

　　　・生涯学習指導者情報提供制度

　　　・生涯学習情報誌発行

　　　・地域教育コーディネーターによる支援

●　教育委員会表彰 ３４８千円

　　市民の長年にわたる教育・文化の振興発展等への功績や全国大会等での優

秀な成績への表彰を行います。また、ホームページ等を活用し、表彰制度や受賞

内容を周知することにより、生涯学習への関心や社会教育団体等の活動意欲の

向上を図ります。　　　　　

　　　　

② 公民館活動の充実

＜今年度の目標＞

◆　地域の学習ニ－ズや必要課題の把握に努めるとともに、住民主導の事業展開
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を図るため、地域の特性を生かして、事業企画等への住民参加・参画の機会拡

大に努めます。また、近隣の学校や、団体、人材と連携していくことで、子どもた

ちの学習支援や放課後子ども教室などの充実に取り組みます。

◆　會津稽古堂や他の公民館との連携事業を展開する等、多様な学習機会を提供

します。

◆　各公民館は、地域のまちづくり・人づくりの中心となり、公民館を拠点とし、

地域住民の交流を図るとともに、地域で活動する団体への支援や学習情報を収

集・提供し、学習の普及・向上など、地域密着型の活動に努めます。

【主な事業】

●　各公民館主催事業 ６，４６７  千円  

地域コミュニティの活性化を図るために、東公民館の「ひがし地域交流館活

動事業」に見られる、地域住民が自主的に集い、話合うための仕組みづくりを、

地域の特性を踏まえて、それぞれの公民館が独自に進めていきます。　

また、湊公民館の「児童・生徒の学習支援」や、既存の「放課後子ども教室」な

ど、地域の教育力を生かした事業の充実を図るために、学校や地域の団体、人材

と協力しながら、地域の連携体制づくりを進めていきます。加えて、公民館と地

域住民がともに事業を作り上げていく、住民参画型の事業展開を取り入れなが

ら事業水準の向上を図ります。

また、會津稽古堂と地区公民館が連携し、関心の高い「健康寿命」を共通テー

マとした「めぐり会津若松」などの講座を実施することで、市民の学習要望に応

えていきます。

【目標値】主催事業に参加した市民の割合

　　　　　（主催事業参加者数/住基人口）：　12.0％（平成27年度見込 11.4％）　

　　　

●　各公民館の共催事業、情報提供

市民や各種団体との連携・協働による共催事業の開催や自主サ－クル、各種

団体への支援をはかるとともに、ホームページや公民館だより「かっこう」の全

戸配布などによる学習情報提供や団体紹介などを積極的に行い、社会教育活動

の推進、充実を図ります。

　　③ 図書館事業の充実

＜今年度の目標＞

◆　図書資料等の充実を図るとともに、会津図書館が持つ様々なサービスの広報

に努め、利用者へのサービスの向上を図ります。

◆　「第２次子ども読書活動推進計画」に基づき、地域全体で子どもの読書活動の

推進を図ります。

◆　移動図書館（あいづね号）の利用拡大及びサービスの充実を図るとともに、

円滑な運行に努めます。

◆　言語の力を使って、子どもたちの思考力・判断力・表現力を育む「子どもの

ことばの力・まなびの力育成事業」を推進します。

【主な事業】

●　図書資料等の整備と読書活動の推進 １７，４０１千円
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開館５周年記念事業として、所蔵資料展を開催し、会津の歴史と文化に親し

み会津図書館への関心を深めていただくとともに、図書館利用者の拡大を図り

ます。

本年度も引き続き、図書及び視聴覚資料の充実を図るとともに、郷土資料や

行政資料の収集、貴重資料の保存に努め、丁寧なレファレンス業務に取り組み

ます。また、商用データベースやデジタル化資料閲覧等の様々なサービスを広

報し、図書館サービスの向上を図ります。　　

さらに、障害者差別解消法が施行されることに伴い、視覚障がいのある方を

対象にサービスの提供と広報に努めるとともに、成人に向けた読書活動の機会

提供のため、話題性のあるテーマ展示に取り組みます。

  ○開館５周年記念事業「会津図書館所蔵資料展」の開催（新）

○出前講座「図書館探検隊」「図書館活用塾」の実施

○録音ＣＤ貸出サービスの開始（新）

○観光情報エクスチェンジ「保科正之と桜」の展示

○「古文書講座」「書評カフェ」の開催

【目標値】市民 100人あたりの貸出冊数：420冊　（平成27年度見込　416冊）

　　　　　　　　　　　（平成26年度県民 100人あたりの貸出冊数：　357冊）

●　子どもの読書活動推進事業 　１２０千円

今年度から５か年を計画期間とした「第２次子ども読書活動推進計画」に基

づき、家庭を中心とし学校、保育所、認定こども園、ボランティア団体等との連

携のもと、子どもの読書活動の推進に取り組みます。

また、子ども読書活動支援ボランティアと協働で「赤ちゃんおはなし会」等を

継続開催し、関係部局との連携のもとブックスタート事業に取り組み、子育て

における読み聞かせの重要性について啓発します。

さらに、学校図書館支援として、奉仕員による学校訪問の充実を図るととも

に、小中高等学校への特別貸出や、学校図書館ボランティアの養成に努めます。

○「絵本の音楽会」「季節のおはなし会」の開催

○「読み聞かせ講座」「図書館ボランティア養成講座」の開催

○小学生学年別おすすめ本のリスト作成・配付（新）

【目標値】子ども(18歳まで)の館外貸出登録者の割合：36％（平成27年度見込 35％）

　　　　　

●　移動図書館の運行 ２，０８７千円

図書館から遠隔地の小学校や地域住民を対象に、利用者ニーズを的確に捉え

た新刊本の購入や、会津図書館蔵書を活用したリクエスト対応により、魅力あ

る図書を積載して安全・安心な運行に取り組みます。また、地域住民等からの

運行要望を受け、高齢化や遠隔地等地域の条件に基づきステーション等の見直

しを行い、今年度は５６ステーションへ移動図書館を運行します。

さらに、定期的な「移動図書館だより」の発行や、移動図書館ステーション等

の運行情報をチラシやホームページで発信するなど、分かりやすい広報に努め

新たな利用者拡大に取り組みます。
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●　子どものことばの力・まなびの力育成事業 ４，９８５千円

言語の力を使って子どもたちの思考力・判断力・表現力を育み、優れた人材

を育成するための読書活動を展開します。

児童、ティーンズ向けの図書の充実を図るとともに、ティーンズコーナーの

展示等の充実に努め、若者に向けた読書活動の推進を図ります。

また、小学生の主体的に学ぶ意欲の醸成や、情報を活用する力の養成のため、

「会津図書館を使った調べる学習コンクール」に取り組みます。

さらに、中高生の論理的思考力・表現力等を育み、プレゼンテーション能力

の向上を図るため「会津ビブリオバトル」を継続開催します。

(2)　学ぶ場を整備する

① 社会教育施設等の整備充実

＜今年度の目標＞

◆　高度化、多様化する市民の学習活動に応えるため、また、住民が気軽に集い、

学ぶことができる地域の拠点施設として、會津稽古堂をはじめとした社会教育

施設を適切に管理していきます。

◆　利用者の意見を可能な限り取り入れることで、より良い学習の場を提供して

いきます。

【主な事業】

●　生涯学習総合センター管理運営 １５２，４０３  千円  

利用者の意見や要望などに耳を傾けながら、利用しやすく、有意義な時間を

提供できる学習環境を整えるとともに、施設全体を管理する大規模な空調設備

などの定期的なメンテナンスを的確に進めていくことで、安全で快適な利用環

境の維持・管理に努めていきます。

また、利用団体の情報発信の場として、エントランスに誰もが見ることので

きる掲示板を設置します。

【目標値】市民一人あたりの稽古堂入館回数：　5回（平成27年度見込 4.8回）　

●　各公民館管理運営 ６８，６８２  千円  

地区公民館においては、手すりや避難誘導灯、放送設備の整備などを実施し、

施設の安全性や快適な利用環境の維持・管理に努めるとともに、利用者の声に

耳を傾けながら、各館が独自の工夫で、地域の方々が集まり利用しやすい施設

の改善に努めます。
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＜学　校　教　育＞

　「豊かな心と確かな学力を身につけた子どもを育むまちをつくる」

　(1)　教育環境を充実する

　(2)　特色ある学校づくりを推進する

　(3)　思いやりの心をもった青少年を育成する

　(1)　教育環境を充実する

① 学校施設の整備充実

＜今年度の目標＞

◆　学校施設の安全性の確保を図るため、平成24年１月に見直しを行った「会津

若松市学校施設耐震化推進基本方針」に基づき、特に Is値 0.3未満の学校施設

について、国の財政支援策を積極的に活用しながら、可能な限りの事業の前倒

しも含め、耐震補強の一層の推進を図ります。

◆　（仮称）河東学園中学校の新たな校舎・屋内運動場の２ヵ年での建設工事

に着手するとともに、鶴城小学校のグラウンド整備及び昨年度からの継続とな

るプール建設を実施します。また、行仁小学校の校舎・屋内運動場の改築、城北

小学校校舎の一部改築の早期実現に向け、着実に取り組みます。

◆　学校の放射線量の継続的なモニタリング及び低減化対策に取り組みます。

【主な事業】

●　学校施設耐震化事業　※繰越明許費含む ３７０，３７９千円

城西小学校校舎南棟及び第一中学校校舎北棟の２棟の耐震補強工事を実施

します。

また、神指小学校校舎東棟及び一箕中学校校舎南・西・北棟の４棟の耐震補

強基本計画を策定するとともに、一箕小学校校舎北棟及び第五中学校校舎西棟

の２棟の実施設計を行います。

●　鶴城小学校改築事業　※プール建設費含む １９３，７５８千円

事業の終了に向け、平成 27年度からの継続事業となるプールの建設工事に

引き続き取り組むとともに、グラウンドの整備工事を実施します。

●　（仮称）河東学園中学校建設事業　　 ９７３，７９１千円

新たな校舎・屋内運動場の２ヵ年での建築工事に着手します。

また、グラウンドの整備にかかる実施設計を行います。

●　行仁小学校改築事業

学校や地域、関係機関等との意見交換や意向の把握に引き続き努めるととも

に、行仁地区にとって必要な公共施設サービスのあり方の検討等も踏まえなが
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ら、学校建設のコンセプトとなる基本構想の早期策定に向けた取り組みを進め

ていきます。

●　城北小学校校舎の一部改築

校舎の北東棟及び南棟について、平成 25・26年度に実施した耐震基本計画

策定業務において、第三者機関より、補強による耐震性の確保が困難との評価

を受けたことを踏まえ、新たな棟の改築事業の着実な進捗を図るため、基本構

想及び基本設計の策定に向けた取り組みを進めていきます。

●　放射線モニタリング

学校における放射線量のモニタリングを継続して行い、測定結果を学校だよ

りや市ホームページ等で公表するとともに、線量が比較的高い場所については

低線量化対策を実施します。

② 就学支援の推進

＜今年度の目標＞

◆　経済的に就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、引き続き十分な

周知に努めるとともに、必要な支援を行うことにより、教育活動の円滑な実施

に努めます。なお、被災児童生徒に対する就学支援についても適切に実施しま

す。

◆　児童生徒の保護者に対する遠距離通学助成や、高校、大学等への入学時等の

負担軽減を目的とした奨学資金の給与や貸与により、就学の機会均等を図るた

めの適切な支援に努めます。

【主な事業】

●　就学援助費 １０３  ，８４１千円  

経済的に就学が困難な児童生徒の世帯に対して学用品費、学校給食費、医療

費等を支援し、義務教育の円滑な実施を図ります。

本年度も引き続き保護者が適切に利用することができるよう制度の周知に

努めます。

●　被災児童生徒等就学支援事業 ６，７５２千円

東日本大震災で被災し、小学校、中学校への就学が困難となった世帯の児童

生徒に対して支援を行います。

●　小中学校遠距離通学助成 １１，１００千円

遠距離から通学する児童・生徒の保護者負担に対して、遠距離通学の助成

をすることにより、経済的な負担の軽減を図ります。

○　奨学資金給与 １，６５０千円

○　板橋好雄奨学資金貸与 （基金より支出）

○　スクールバス運行経費 ８６，５７７千円
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③ 保健・安全、体育活動の支援

＜今年度の目標＞

◆　児童生徒の体力や健康状態を各調査によって把握し、体力向上推進計画に基

づいた体育の授業実践に努めるとともに、給食指導や食育の授業の実践、家庭

との連携により、体力の向上と健康の保持増進（特に肥満傾向児出現率の減

少）を図ります。

◆　安全安心な環境の下で、児童生徒が日々の生活に意欲的に取り組み、自己の

成長を実感することができるように、生活状況の実施把握と指導に努めるとと

もに、家庭との連携に努め、放射線教育・対策を継続し、望ましい生活習慣の確

立を図ります。

◆　専門的な指導力を備えた外部講師や現役アスリートを招へいした授業並び

に講習会等を実施し、一流の動きや技にふれる体験を重視していくことによ

り、児童生徒の運動技能の向上や次世代アスリートの育成を図ります。

【主な事業】

●　学校保健管理事業 ７１，５６５千円

学校保健安全法に基づく児童、生徒、教職員の健康診断を実施するほか、プー

ルや給水設備等の衛生管理及び安全管理を行います。

また、心肺蘇生法やエピペンの使用法についての研修等を通じ、教職員の緊

急時対応のスキルアップを図ります。

○　体育大会運営費（小学校水泳・陸上大会、中体連各種大会）

７，２１８千円

○　あいづっこ人材育成プロジェクト事業

    （先輩アスリートから学ぶ） １６，７０４千円

④ 学校給食の充実

＜今年度の目標＞

◆　安全安心な学校給食の提供とともに、給食施設・設備の計画的な修繕や更新

の実施等、衛生管理の推進に努めます。

◆　児童生徒が望ましい食習慣を形成し、食事に関する自己管理能力を身につけ

させるため、家庭と連携を図りながら食育を推進していくとともに、学校給食

における食物アレルギーの対応については、真に対応が必要な児童生徒に重点

的な対応が出来るよう、アレルギー症状のより適切な把握のあり方についての

検討とその周知に努めるとともに、緊急時の対応にかかる研修等を通じて内容

の充実に努めます。

◆　給食食材の放射線量の検査及び給食のまるごと検査を引き続き実施し、安

全・安心な食材の使用による保護者等の学校給食食材の放射線の影響に対す

る不安の払拭に努めます。

【主な事業】

●　給食関係費 ４７１，４２８千円

安全安心な学校給食を提供し、食育や食物アレルギー対応食の充実を図るた
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め、食器改善や調理施設の維持管理、運営の充実に努めるとともに、学校給食を

通して、地産地消の取り組みやバランスの良い日本型食生活の実践、望ましい

食習慣の形成など、さらなる食育の推進を図っていきます。

また、引き続きアナフィラキシー発症の緊急対応等に関する研修会を開催し

教職員等が緊急時に適切な対応を行えるよう支援を行います。

さらに、給食費会計制度について、公会計制度へ移行した他市の状況につい

ての調査・分析等を行いながら、そのあり方について検討を進めます。　

●　学校給食食材検査等事業 ７，７８５  千円  

農産物等に係る国や県のモニタリング検査の精査と合わせ、学校給食食材及

び給食そのものの放射線量の検査等により、安全・安心な食材を使用し、保護

者等の不安の払拭に努めます。

⑤ 幼児教育の充実

＜今年度の目標＞

◆　質の高い幼児教育を確保する観点から、引き続き関係部局と連携し、幼児教

育の充実を図りながら小学校教育との円滑な接続を目指すなど幼・保・小の

連携の促進に努めます。

⑥ 私立学校等の振興

＜今年度の目標＞

◆　私立学校に在学する児童及び生徒に係る就学上の経済的負担の軽減を図る

とともに、私立学校の経営の健全性を高め、教育環境の向上を支援します。

【主な事業】

●　私立学校運営補助 ２，８００千円

私立学校に在籍する、児童生徒の教育環境の向上と私立学校の運営支援を行

います。なお、私立学校の安定運営のため、引き続き適正な補助の水準について

検討します。

(2)　特色ある学校づくりを推進する

　　① 確かな学力と豊かな心の育成

＜今年度の目標＞

◆　知・徳・体のバランスのとれた児童生徒の育成を図るために、「学校教育課

グランドデザイン2016」による各校の重点目標の明確化と、学期ごとの評価、

改善に努めます。

◆　「確かな学力」の向上を図るため、各種学力テストの分析結果を踏まえた各学

校の「学力向上グランドデザイン」による適切な評価、改善並びに個別指導に努

めます。また、学校訪問の充実、新設の学力向上対策委員会（仮称）、学校教育

指導委員会、小中連携推進会議の連携を強化し、先進的な取り組みの発信や求
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められる教師の指導力向上に努めます。さらに、学校教育指導委員会作成の学

習指導資料や家庭啓発資料等の活用の徹底を図ります。

◆　児童生徒が基礎的・基本的な知識や技能の習得と、これらを活用して課題を

解決するための思考力・判断力・表現力等の育成、主体的な学習態度の育成を

目指し、少人数指導の工夫・充実を図るとともに、あいづっこサポートティー

チャーを活用し、個に応じたきめ細かな指導に努めます。さらに、読書活動の充

実や読書環境の整備に努めることにより、本に親しむ態度や読む力を育み、言

語活動の充実を図ります。

◆　「市いじめ防止等に関する条例」及び「市いじめ防止基本方針」や、各学校にお

ける「いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの防止に取り組むとともに、すべ

ての教育活動を通じた人権教育、道徳教育の充実に努めます。

◆　原子力発電所の事故の影響による、放射性物質や放射線の性質とその危険性

について科学的に正しく理解し、健康面や安全面に留意した生活ができる態度

を育成し、放射線教育を一層充実します。

◆　一人ひとりの児童生徒の成長に寄り添うため、スクールカウンセラーや心の

教室相談員、スクールソーシャルワーカー、教育相談員などとの連携を図り、生

徒指導体制の充実・強化に努めます。さらに、あいづっこ「携帯・スマホ等の使

い方」宣言、あいづっこ「携帯・スマホ等の使わせ方」宣言を基に、児童生徒の主

体的な取り組みを促し、保護者と連携して、ネット上のいじめやトラブルに巻

き込まれないように努めます。

◆　市内小中学校の児童生徒が、各種大会に出場する場合に補助金を交付するこ

とにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、児童生徒が安心して部活動に取

り組み、各種大会で活躍することができる教育環境の整備、充実に努めます。

　　さらに、文化・芸術部門における全国大会に出場する児童生徒に対しては激

励金を支給します。

◆　故郷会津に誇りを持つ人材の育成を進めるため「あいづっこ人材育成プロ

ジェクト」として、その分野の第一線で活躍する方を講師として招いての特別

授業や、ゆかりの都市への研修派遣等の事業を継続して実施します。平成28年

度は、より多くの児童・生徒に本物に触れる機会を提供し、子供たちの豊かな

心を育んでいきます。

◆　本市の児童生徒が市政について学習するとともに、本市のまちづくりについ

て様々な意見を提言してもらい市政への参加を推進する機会の確保に努めま

す。今年度は中学校で「スクール議会」を開催します。

【主な事業】

●　あいづっこ学力向上推進事業 ２，６３３千円

（仮称）学力向上対策委員会を新設し、中長期的な学力向上策について検討

を行うとともに、先行型モデル事業として「振り返り・繰り返し確認事業」と

「チャレンジ事業」を実施します。

また、既存の学校教育指導委員会における取り組み（授業改善策の検討や

「教えの心得」「学びの心得」「算数、数学、英語指導資料」「家庭との連携を図る

リーフレット」の活用、教育講演会等）と各中学校区ごとに義務教育 9年間の

長期的視野に立って学力の向上を目指す小中連携推進会議とも連携を図り、実

効性のある学力向上対策を推進していきます。

合わせて、各種学力テストの結果資料や対策教材を各学校に配付するととも

に、下位校に対しては個別検討会を実施することにより、課題を明らかにした
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きめ細かな指導を進めます。

さらに、個別指導や読書活動の充実のための「あいづっこ人材育成プロジェ

クト・基礎力アップ大作戦」や、土曜日や長期休業中に會津稽古堂で実施する

「伸びよう！学ぼう！あいづっこ学習会」を通して、基礎学力の向上や休日にお

ける学習の習慣化、家庭学習の進め方の改善等を図ります。

【目標値】全国学力・学習状況調査との比較：すべての小・中学校で全国平均を上回る

●　いじめ防止等のための取組体制の整備　 ２０３千円

市いじめ防止等に関する条例の制定を踏まえ、「ならぬことはならぬもので

す」の一文に象徴される「あいづっこ宣言」の精神を基盤として、いじめは絶対

に許されないという共通認識に立ち、「いじめ問題対策連絡協議会」「あいづっ

こをいじめから守る委員会」等を機能させ、いじめの根絶に向けて市民一丸と

なって取り組みます。

●　スクールカウンセラー等活用事業 ３，４０１千円

小中学校の児童生徒、保護者、教職員を対象に、不登校やいじめの未然防止な

ど問題行動等に対する専門的な指導助言を行い、迅速かつ的確な対応に資する

ようスクールカウンセラーや心の教室相談員を派遣します。

●　小中学校児童生徒各種大会出場補助金　　　　 ２１，８８４千円

市内小中学校の児童生徒が各種大会に出場する場合、必要となる経費に補助

金を交付することにより、保護者負担の軽減と学校教育の振興を図ります。

●　小中学校児童生徒文化芸術全国大会出場激励金 １５０千円

　　文化・芸術部門における全国大会に出場する児童生徒に激励金を交付し、小

中学校の文化・芸術活動のさらなる活性化を図ります。

●　学校図書の整備充実 １１，０００千円

読書活動を通じて児童生徒の豊かな感性や情操を育むとともに、調べ学習を

含む主体的・意欲的な学習活動を支援するため、学校図書館の図書の整備充実

を図ります。

【目標値】小中学校の標準冊数達成校数：　30校中 20校（平成27年 3月 31日現在 19校）

●　あいづっこ人材育成プロジェクト事業 １６，７０４千円

　　「ならぬことはならぬ」という心根を持ち、貪欲に知識を得ようとした先人に

憧れ、そして学び、故郷会津に誇りを持つ人材の育成を進めるため、教育委員会

のスローガンである「憧れ」「学び」「誇り」をキーワードに継続して事業を実施

します。一部事業で対象学年の変更や実施期間の見直しを行うなど、子ども達

の視点から、より効果的な事業となるよう改善を図っていきます。

　　

　１　先輩アスリートから学ぶ～トップランナーへの道～　

　　　陸上競技場を会場に一流講師・アスリートを招き、直接指導を受け、技

　　術向上を図ります。

　　　・対象　小学校４～６年生特設陸上部員及び指導者

　２　～グローバルな人間を目指して～ブリティッシュヒルズへＧＯ　

　　　「ブリティッシュヒルズ」での研修を軸とし、事前研修から成果発表会まで

22



を一つのプログラムとして実施し、異文化に触れる機会を提供すると共に、

語学の習得に対する知識や技能、コミュニケーション能力の素地の育成を図

ります。

　　　・対象　小学校６年生希望者（各校での選考あり）

  ３　映画から学ぶ～感動をつくる仕事～

　　　映画人の講演、映画上映などを通して、中学生に本物の映像文化に触れ、

感性を高める機会を提供します。また、共同作業としての映画づくりの楽

しさ、難しさを学ぶ場として、新たに中学生を対象とし実写映画製作ワーク

ショップを実施します。

　　　・対象　中学校６校生徒（わくわく理数教室と隔年実施）

　　　　　　　※ワークショップは中学生希望者

　４　基礎力アップ大作戦

　　　夏休みや放課後の時間等に市民（退職教職員等）・大学生等の有償講師

による個別指導を行います。また、学校図書館充実のためのサポートも行い

ます。　　

　　　・対象　中学1年生希望者

　５　「はてな・ふしぎ」わくわく理数教室

　　　理数にかかわる著名な講師や最先端の技術を持つ企業による講演、授業

　　を各中学校で開催します。

　　　・対象　中学校５校生徒（映画から学ぶと隔年実施）

　６　こころのふるさと会津～会津を学ぶ～

　　(1)「会津人に学ぶ」…郷土の歴史研究者等を各小中学校に招き、会津の歴史

や伝統文化を学びます。また会津を学ぶ教材として「会津に誇りを　偉

人・先人100選」を小学校（６年生）に配布します。

　　　・対象　全小中学校

　　(2)「まなべこツアー」…歴史資料センター（まなべこ）を活用し、会津の歴

史講話を聞き、会津藩主松平家墓所（院内御廟）等を見学することで郷土

の歴史への関心を高めます。

　　　・対象　小学校６年生全員

　７　会津ジュニア大使～会津の元気を全国に発信～

　　　中学生をゆかりの地（北海道余市町）に派遣し、地元中学生との交流を通

して会津の元気を発信します。

　　　・対象　中学校生徒 33名程度

○　適応指導・教育相談事業 ４，４９６千円

○　小学校芸術鑑賞補助事業 １，７４０千円

○　小中学校音楽祭開催事業 １，１８２千円
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② 国際化教育・情報化教育の推進

＜今年度の目標＞

◆　中学校における英語科の授業内容向上のため、さらに英語指導助手の活用の

充実を図りながら、４技能（話す、聞く、読む、書く）のバランスのとれた授業

の実現と教員の指導力の向上に努めます。

◆　小学校「外国語活動」の授業内容向上のため、外国人インストラクター派遣の

さらなる活用とともに、小学校外国語活動指導者研修会の開催、指導用資料の

提供等、より充実した授業の構築及び教員の指導力の向上に努めます。

◆　教育用コンピュータを計画的に整備するとともに、効果的なコンピュータの

活用と知識基盤社会への対応に向け、情報モラルと情報活用能力の育成に努め

ます。

【主な事業】

●　英語指導外国青年招致事業 ２，４１２千円

英語指導助手を主に中学校に派遣し、特に、「聞く力」「話す力」の育成をね

らった英語力の向上や学習意欲の喚起、異文化理解の促進を図ります。さらに

グローバル人材の育成に向け、各単元に位置付けられるコミュニケーション活

動の活性化に努めます。今年度８月に「教育インストラクター派遣事業」への一

本化を完了させます。

●　教育インストラクター派遣事業 ２６，１１７千円

外国人のインストラクターを各小学校及び中学校に派遣し、外国語活動や英

語科学習に親しみや興味を持って取り組める学習を通して、国際理解教育の充

実、英語への興味関心の高揚、英語力の向上を図ります。また昨年度に引き続き、

８月からはもう１名の外国人を中学校に派遣し、本事業への一本化を完了させ

ます。

●　教育用コンピュータ整備事業 ９１，０６１千円

各小中学校に整備された教育用コンピュータ機器の適切な運用管理を行い、

コンピュータを活用した情報収集能力等を育成するとともに、情報モラル等の

情報教育の推進を図ります。

●　地域とつながる教育支援事業　※繰越明許費 ８，０００千円

平成２７年度において国の交付金事業として、鶴城小学校並びに大戸小学校

及び湊小学校に導入したタブレットパソコン等の機器を活用し、個に応じた教

育支援並びに学習環境等の差異による教育機会の是正等を図ります。

さらに、本年度においても、国の交付金を活用し、教育環境の充実を目指すた

め、会津大学と行政が連携し、家庭と学校をつなぐツールとして、これまで紙媒

体で配布していた学校行事や学校だより等の電子データでの配信や怪我や急

病等の緊急時における保護者への個別配信などの機能を持つ「子どもの行事管

理アプリ」のシステム等開発を行います。

③ 障がいのある子どもの教育の充実

＜今年度の目標＞

◆　福祉部門等の他機関とも連携を図り、心身に障がいを持つ幼児・児童・生
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徒への一環した支援を充実させます。

◆　「教育支援委員会」を核として障がいを持つ児童、生徒一人ひとりの教育的

ニーズを的確に把握し、ニーズに応じた適切な教育指導や支援に努ます。

◆　個別の「指導計画」や「支援計画」に基づき、きめ細かな指導の工夫・改善に

努めるとともに、特別支援員の増員や教育支援体制の充実に努めます。

◆　障がいを持つ児童、生徒に応じた学習環境整備を図るため、特別支援学級の

新設・増設を推進するとともに、その新設学級について支援に努めます。

【主な事業】

●　特別支援教育の推進 ３３，５４５  千円  

障がいを持つ児童、生徒に応じた学習環境整備を図るため、特別支援学級の

新設や増設を行います。平成28年度は城北小学校、第二中学校、第六中学校に

知的学級を、日新小学校、松長小学校、門田小学校、第二中学校、大戸中学校に情

緒学級をそれぞれ新設します。

あわせて、肢体不自由児や自閉症、注意欠陥多動性障害、学習障害など、障が

いを持つ児童、生徒の支援のため、特別支援員を20名配置します。

●　教育支援委員会開催 ４９６千円

教育上特別な配慮が必要な幼児、児童及び生徒の教育の充実を図るため、学

識経験者や医師、特別支援教育関係の教職員、福祉関係者等 10名で構成される

教育支援委員会を開催し、専門的視点から就学にかかる指導助言を行うととも

に、相談機能を充実させ、幼児からの一貫した支援を行います。

④ 地域に開かれた学校づくりの推進

＜今年度の目標＞

◆　すべての小中学校に学校評議員を設置している現状を踏まえ、適正な定数

（５名～７名配置）の維持と適任者の確保に努めます。

◆　実施している学校評価については、地域に開かれ、地域の声を生かした特色

ある学校づくりを推進するために各校の独自性を尊重しつつ、「共通評価事項」

を設定し、行政評価の指標として位置づけ、適正に評価して参ります。

◆　学校における安全対策として、不審者対策、火災、地震等の避難訓練、通学路

の安全点検を計画的に実施するとともに、保護者や地域のボランティア、関係

機関等と連携し、登下校の安全確保に努めます。

【主な事業】

●　学校評議員の活用

地域に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が、家庭や地域と連携しなが

ら特色ある教育活動を展開するため、学校評議員を各校の実情に応じて委嘱し

ます。また、学校評議員への積極的な情報提供に努めるとともに、学校評議員の

取り組みを積極的に公開し、評価を学校運営に生かしていきます。

●　児童生徒安全対策事業 １，１５１千円

学校安全ボランティアによる登下校の安全確保や、夜間巡回ボランティアに
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よる金曜・土曜における校舎内外の安全確保を支援します。

また、登下校の安全確保のために、「会津若松市通学路交通安全プログラム」

に基づき、警察、道路管理者、学校等による合同点検を実施し、安全・安心な環

境整備に向けて早急に、計画的に進めるとともに、地域、保護者に対して、市

ホームページ等を通して、安全確保のための情報提供に努めます。

○　河東学園センター開放事業 ２００千円

⑤ 地域の特色を学ぶ教育の推進

＜今年度の目標＞

◆　郷土の自然環境保全の大切さを学ぶため、各教科や総合的な学習の時間、Ｅ

ＳＤ（持続可能な開発のための教育）や学校版環境マネジメントシステムな

どとの関連を図りながら、環境教育の充実に努めます。

◆　会津を学ぶ教材として「会津に誇りを　偉人・先人100選」を小学校（6年

生）に配布し、授業に活用するとともに、郷土の歴史や伝統についての理解を

一層深め、郷土愛の育成に努めます。また、小学６年生全員を対象に、歴史資料

センター（まなべこ）を活用した史跡を見学する学習を継続して実施します。

◆　地域社会の現状理解や産業・経済活動等を学び、さらに将来の社会生活を見

据えた｢生きる力｣を育むため、体験学習を中心にキャリア教育を推進します。

【主な事業】

●　森林環境学習事業 ２，１００千円

すべての小中学校における森林環境学習の取り組みにより、自然環境を保全

していこうとする意識を養い、具体的に行動できる児童生徒を育成します。

●　郷土理解学習推進事業

「あいづっこ人材育成プロジェクト」事業のひとつとである「こころのふる

さと会津～会津を学ぶ～」を通して、外部人材を活用した講話や教材（「会津

に誇りを　偉人・先人100選」）の配布、歴史資料センター（まなべこ）を活

用した会津藩主松平家墓所等の史跡を見学する学習等を実施し、ふるさと会

津の歴史や文化の学習等を進めます。

●　総合的な学習支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　４１６  千円  

小中学校において、地域の事業所を訪問する職業体験学習や社会体験学習

を実施したり、関係機関と協力しジュニアエコノミーカレッジ等に参加する

等、広く社会や地域を学ぶ活動を支援します。

　　　　　　　　

(3)　思いやりの心をもった青少年を育成する

　① 青少年の健全育成

＜今年度の目標＞

◆　“あいづっこ宣言”の周知活動を継続し、市民一丸となった青少年健全育成

の取り組みとなるよう努めます。

◆　青少年の自主性や自立性を育むため、子ども会ジュニアリーダーの育成支援

に努めます。

◆　少年センターの街頭補導における「愛の一声運動」や「あいづっこ青色パト
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ロール」での見せる補導の充実に努めます。

【主な事業】

●　青少年の心を育てる市民行動プラン事業 ６９２千円

「青少年の心を育てる市民行動プラン“あいづっこ宣言”」の普及啓発を通

して青少年の健全育成を図ります。家庭や学校、地域での取り組むべきことに

ついて広く周知するとともに、大人への理解を深め、市民全体で次代を担う青

少年の健全育成を図るため、青少年育成市民会議と連携して、市内の企業等で

働く大人に対する普及啓発の推進に努めます。

また、あいづっこ宣言の推進母体である青少年育成市民会議では「あいづっ

こ宣言に関する絵手紙募集」等の啓発活動を行い、心豊かな青少年の健全な育

成を図ります。

●　青少年健全育成事業 ６，２９０千円

地域の子ども会のリーダーを育てることを目的に「指導児講習会」を開催し

ます。

今年度の県外研修はゆかりの地である神奈川県横須賀市を訪問し、歴史的・

文化的なつながりを学びながら、リーダーとしての資質と能力を養います。

さらに、指導児講習会を修了した中高生のジュニアリーダー登録者の育成支

援に努めます。

また、あいづっこ宣言の推進母体である青少年育成市民会議では「少年の主

張」の開催などを通し、青少年の自立心や社会性を育むとともに、青少年の健全

育成について理解と関心を深めてもらう活動の推進を図ります。

●　少年センター運営費 ３，５８４千円

街頭補導時における「愛の一声運動」の積極的な実践や郊外を巡回する「あい

づっこ青色パトロール」を計画的に実施し、補導活動の充実に努めます。

【長期総合計画・目標値（H28)】

　刑法犯少年数：　8.8人以内　　少年人口比（1,000人）　H27年実績値（4.1人）

○　少年の家維持管理費 ３５３千円

○　成人式 １，１２３千円
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＜スポーツ・体　育＞

　「スポーツ・レクリエーションが盛んなまちをつくる」

　(1)　スポーツ・レクリエーションを振興する

　(1)　スポーツ・レクリエーションを振興する

① 社会体育の充実

＜今年度の目標＞

◆　スポーツ基本法の施行に伴い、関係機関等からの意見等の集約に努め、「会津

若松市スポーツ推進基本計画」を策定します。

◆　鶴ケ城ハーフマラソン大会については、日本陸上競技連盟公認コースのハー

フマラソン部門の参加者の増員に努め、安定して継続できる大会運営を図り、

本市最大のスポーツイベントとして一層の充実を目指します。

◆　各種市民大会等については、各種目主管団体と連携を図り、成年階層の参加

率の向上に繋がる事業内容や周知方法を工夫するなど、さらに魅力ある大会運

営を目指すとともに、定期的なランニング講習会をはじめ各種教室等を開催

し、市民の体力増進や健康づくりに努めます。

◆　総合型地域スポーツクラブの自立に向け、魅力ある教室等の開発、会員拡大

に向けた広報等の支援を継続するとともに、法人化に向けて協議します。また、

新たなスポーツクラブ設立への取り組みに努めます。

◆　平成29年度全国高等学校総合体育大会の開催に向け、本市実行委員会を設

置・組織し、円滑な大会運営を目指します。

◆　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前合宿の実現に向

け、歴史や経済等において繋がりのある国や地域に対し、誘致活動に取り組み

ます。

【主な事業】

●　復興シンボル・スポーツイベント支援事業 ７，５００千円

あいづ陸上競技場をメイン会場とし、第28回鶴ケ城ハーフマラソン大会を、

引き続き本市の復興シンボルのスポーツイベントと位置づけ、日本陸上競技連

盟公認コースで開催し、6,000人を超える参加者を目指します。

特に、ハーフ部門では首都圏を含む県外からの参加者へのＰＲに努め、自主

財源の確保に努めるとともに、会津米をはじめ地元農産物を活用したおもてな

しの向上を図り、本市の魅力の発信と風評の払拭にも努めます。

地区体育連盟や地元企業等、市民協働による大会運営に努め、全国から多く

のランナーが継続的に参加する大会になるよう、運営内容の充実と広報活動に

努めます。

また、児童生徒を含む市民の体力の維持向上や健康増進に努めるとともに、

市民ランナーをはじめ、県内外のランナーも対象に、鶴ケ城周辺を含めた史跡
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や観光名所を巡るランニングコース設定を取り入れたマラソン講習会などの

実施に向けた取り組みを行います。

さらには、市民の沿道からの声援や地元小中学生の合奏演奏による応援をは

じめ、大会を支えるボランティアも含め「する・見る･支える」スポーツの実現

を図ります。

【目標値】参加者数：　6,000人　(H27年度6,106人）

●　各種市民大会等の開催 １，５１１千円

市民水泳大会、市民ソフトバレーボール大会、市民スキー大会、市民体育祭に

おける参加者の拡大や成年層の参加率の向上など、課題解決に向けた取り組み

を各主管団体とともに進めます。また、誰もが気軽に楽しめるニュースポーツ

の推進に向けて、ジョイスポーツデーの実施種目や実施会場の拡大等の検討、

さらには、スポーツ推進委員による出前教室等のＰＲ等を含めて各種目団体と

の連携のもと、内容の充実を図りながら開催します。

【目標値】参加者数：　4,800人　(H27年度3,974人）

●　総合型地域スポーツクラブ育成事業 ２０５千円

地域スポーツの推進という公益的な活動の観点からも、安定的・継続的な運

営をするため、法人化を含めた組織体制の整備や自立に向けた魅力的なメ

ニューの開発、会員を増やすための広報事業など、多面的に支援体制の強化に

努めるとともに、スポーツクラブの核となるクラブマネジャーの育成や研修の

機会を提供していきます。

さらに、地区体育連盟連絡協議会等、関係団体と連携を図りながら、新たなス

ポーツクラブの設立に向け取り組んでまいります。
【目標値】設立状況：　３団体　（H27年度　２団体）

●　全国高等学校総合体育大会開催に要する経費 ８，１２０千円

　平成29年度全国高等学校総合体育大会が南東北（山形県、宮城県、福島県）で

開催が決定し、本市ではテニス、ソフトテニス、ボクシングの３種目が開催するこ

とになり、開催地実行委員会を設置・組織し、円滑な競技運営に向けた施設整備

等をすすめます。

●　2020東京オリンピック・パラリンピック関連事業費 １，１７３千円

本市独自に歴史等ゆかりのある国や地域を対象に事前キャンプ等の誘致の

実現に向けてアプローチを行います。また、県や関係機関と連携を密にし、情報

収集に努めるとともに、ホームページを立ち上げ本市のスポーツ施設等の情報

発信を行います。

また、大会関係者及び国内外観戦者を含む宿泊受入れや観光誘客等について

関係機関と情報共有を図り、官民一体となった体制づくりを検討します。
【目標値】事前合宿誘致国：　１国

○　スポーツ大会等出場激励金 ９００千円

○　スポーツ推進委員活動 ２，７１３千円

○　スポーツボランティア養成事業 １０２千円

○　関係団体と連携しながら開催・支援するスポーツ・イベント
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　・　オリンピックデー・フェスタ in会津若松

　・　日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）

　・　日本プロバスケットボールリーグ（bjリーグ）

　・　日本女子サッカーリーグ（なでしこリーグ）

　・　ベースボール・チャレンジ・リーグ（BCリーグ）

　・　東北実業団対抗テニス大会（テニス）

　・　東北高等学校選手権大会（ソフトテニス）

　

　　② 団体組織の充実

＜今年度の目標＞

◆　各競技種目団体組織の充実・強化に向け体育協会や種目団体等との連携を

密にし、県民スポーツ大会をはじめとした各種スポーツ大会、指導者研修や講

習会等の事業の充実を図るとともに、選手の育成や競技力の向上に努めます。

◆　スポーツ交流・大会等の誘致に向けた取り組みを強化し、生涯スポーツ活動

の充実を図ります。

【主な事業】

●　社会体育事業（体育協会等補助金及び事務局事務） １，２４０千円

活動補助や運営補助により、各団体主管大会や事業の充実に努めるとともに

引き続き講習会等を実施して指導者の育成と資質の向上に努めます。

また、市民がさまざまなスポーツにふれる機会を創出しながら、スポーツを

通した地域コミュニティの醸成や健康意識の向上を図るとともに、選手の育成

強化と競技力の向上に努めます。

さらには、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向

け、今後益々スポーツ熱が高まると予想されることから、各種目団体の組織の

強化・充実と連携を図り、市民の多様化するスポーツニーズへの受け皿と競技

力向上の推進に努めます。

●　スポーツ少年団の充実 ８０千円

スポーツ少年団の運営補助を通して、各単位団体及び会津支部 12市町村の

スポーツ少年団活動の活性化を図るとともに、県指導者連絡協議会との連携に

よる指導者講習会やジュニアリーダースクール等の事業を開催しながら、団体

間交流の促進と指導者の育成・支援に努めます。

また、「日独同時交流事業」については、本市が訪問団の受入先に予定されて

いることから、団員同士の交流を通じて、両国間の親善を深めていくとともに、

国際感覚に優れた青少年の育成を図ります。

【目標値】市スポーツ少年団登録団員・指導者数：　2,100人（H27年度2,099人）

③ スポーツ施設の充実

＜今年度の目標＞

◆　地域の身近なスポーツ施設として、学校体育施設の利活用を推進するととも

に、市民が気軽にスポーツが行えるよう、指定管理者と連携を図りながら、施設

の整備や各種スポーツ教室の開催に伴う PR活動などに努め、さらなる利用者

の利便性と施設利用率向上を図ります。

◆　新たな相撲場の建設に向け、関係機関と連携を図りながら建設に向け推進す
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るとともに、県営武道館誘致の要望活動の促進に努めます。

【主な事業】

●　市民スポーツ施設管理事業 ３３，５４５千円

地域の身近なスポーツ施設として、市民が気軽にスポーツを行えるよう、指

定管理者と連携を図りながら、施設を活用した各種教室等の充実を進めるとと

もに、利用者の利便性と施設利用率の向上に努めます。

また、既存施設の有効利用とともに、老朽化や各種目競技のルール改正等に

伴う器具等の整備について、指定管理者との協議を順次進めながら、施設機能

の維持・充実に努めます。

さらには、相撲競技の振興とスポーツ環境の維持･向上を図ることを目的に、

新たな相撲場の建設に向け計画を推進するとともに、県営武道館の誘致実現に

向け、会津総合開発協議会や福島県営会津武道館建設促進期成会等と連携しな

がら、継続して本市誘致への要望活動に努めます。

【目標値】年間利用者数：　150,000人　(H27年度見込み：141,481人）

●　コミュニティプール管理事業 ３１，６９６千円

コミュニティプールを安全・衛生的に管理し、年間を通して市民の利用に供

することで、スイミングに関連したスポーツ人口の拡大に努めるとともに、指

定管理者と連携を図り自主事業を充実させながら、市民の健康の保持・増進、

体力の維持・向上の推進に努めます。

【目標値】年間利用者数：　50,000人　(H27年度見込み：54,691人）

●　学校体育施設開放事業 ３，００４  千円  

小中学校の体育館・校庭を地域の身近なスポーツ施設として、学校教育に支

障のない範囲で学校の体育施設を市民に開放し、スポーツの推進を図ります。

また、夜間照明を活用した第六中学校グラウンドの利用促進に向けた周知を

図り、利用者の安全性と利便性を確保しつつ、より利用しやすい環境を整えま

す。

【目標値】学校開放年間利用人数：　180,000人　(H27年度見込み：155,218人）
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＜文　化・芸　術＞

　「歴史・文化を守り育てるまちをつくる」

　(1)　歴史・文化を継承し文化活動を振興する

　(1)　歴史・文化を継承し文化活動を振興する

① 文化活動の振興

＜今年度の目標＞

◆　地域の特色を生かした芸術文化事業として、「あいづまちなかアートプロ

ジェクト」を継続するとともに、各種文化振興事業を通して、芸術文化へ気軽に

触れながら、質の高い芸術鑑賞機会の充実に努めます。また、市民文化祭の開催

等を支援し、市民の文化活動の促進と文化に対する意識の高揚を図ります。

◆　指定管理者との連携により、文化施設の効率的な運営と市民サービスの向上

に努めながら、芸術文化活動の拠点として、施設の効果的な活用に努めます。

【主な事業】

●　あいづまちなかアートプロジェクト開催事業 ６，３００千円

まちなかの歴史的な建造物や未利用の蔵などを舞台に、芸術作品と建物が持

つ空間的魅力とのコラボレーションで、地域の文化的魅力を伝える「あいづま

ちなかアートプロジェクト」の継続開催を支援し、会津の文化資源の素晴らし

さを広く発信しながら、多彩な芸術文化に親しむ機会の充実を図ります。

また、関係機関や地域イベントとの連携も強化し、効果的な情報発信に努め

ながら、地域文化の振興に寄与します。

【目標値】：来場者数：　35,000人（H27年度33,000人）

●　文化振興事業 ２，６３２千円

広く市民に芸術文化活動への参加と鑑賞の機会を提供し、市民の文化活動の

促進を図るため、市民文化祭や会津総合美術展等の開催を支援します。また、積

極的に文化芸術活動を実施する各種団体及び個人に対する後援を行います。

【目標値】：市民文化祭参加行事数：　73行事（H27年度71行事）

●　文化施設管理事業 ２４１，４４２  千円  

会津若松市文化センター、會津風雅堂、会津能楽堂について、管理運営業務等

を委託している指定管理者と連携し、施設の効率的な運営と市民サービスの向

上を図りながら、市民の芸術文化活動の拠点としての効果的な活用に努めます

また、會津風雅堂の自動火災報知設備及び舞台照明設備の改修を行うなど、

文化施設の適切な維持管理に努めます。

【目標値】利用者数：　226,000人（H26年度　220,169人）
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○　収蔵美術作品の管理・活用 ２，０４４千円

○　芸術文化鑑賞促進事業 ３６７千円

○　伝統文化こども体験教室 １００千円

　　　　　　　

② 史跡・名勝及び天然記念物等の保存・整備

＜今年度の目標＞

◆　会津松平氏庭園（御薬園）、会津藩主松平家墓所（院内御廟）、赤井谷地沼

野植物群落、会津大塚山古墳出土品など、文化財を良好な状態で後世に継承す

るよう努めます。また、多くの方に郷土の文化財を知っていただくための活用

に取り組み、保護意識の高揚に努めます。

【主な事業】

●　御薬園整備事業　 ８，７５７千円

御薬園発祥の池といわれる鶴ケ清水と西池護岸等の整備を実施し、名勝として

ふさわしい庭園整備を図ります。

【目標値】整備（護岸整備）の進捗状況：全体計画の 96％

●　文化施設災害復旧事業　 １３，６２９千円

御薬園の御茶屋御殿について、東日本大震災により被災した箇所及び経年劣

化した箇所の修復に向けて工事を行います。平成28・29年度は江戸期に建築

された建物を修復します。

【目標値】整備（御茶屋御殿修理）の進捗状況：全体計画の75％

●　院内御廟保存整備事業 １，３６６千円

「会津藩主松平家墓所保存・管理・活用計画」に基づき、遺構を保護・保存す

るため、支障木の伐採等を実施するとともに、見学会等を開催します。

●　赤井谷地保存整備事業　 ２，０４８千円

湿原回復予定地及び湿原本体の植生調査と地下水調査を継続的に実施する

とともに、将来の活用計画を検討します。

【目標値】調査の実施状況：計画の100％

●　会津大塚山古墳出土品修復事業　 ９，４０７千円

国指定の重要文化財である会津大塚山古墳出土品のうち、経年劣化により

破損している鉄製品などを、これ以上の劣化を防ぐとともに、良好な状態で保

存するための保存処理などを行います。

【目標値】修復の進捗状況：　全体計画の 90％

○　文化財整備事業 １２  ，  ５４０  千円  

○　御薬園管理 ２１，６７６千円

○　指定文化財保存整備事業補助 ４，３３７千円
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○　文化財調査 １６８千円

③ 埋蔵文化財の調査・保護の充実

＜今年度の目標＞

◆　埋蔵文化財の保護に向けて、都市計画道路藤室鍛冶屋敷線や城前団地建て替

えに伴う発掘調査などを行います。

　　また、出土遺物等を活用し、調査成果の公開に取り組みます。

【主な事業】

●　都市計画道路藤室鍛冶屋敷線発掘調査事業 ２８，２７５千円

　　本町から山鹿町までに計画されている都市計画道路藤室鍛冶屋敷線拡幅工

事予定地区内に、若松城郭内武家屋敷跡が存在することから、工事が予定され

ている範囲について事前に発掘調査を実施します。

【目標値】発掘調査完了面積：全体計画の100％

●　城前団地発掘調査事業 ２４，４８４千円

　　城前団地の建て替え予定地区内に若松城郭内武家屋敷跡が存在することか

ら、開発が予定されている範囲について事前に発掘調査を実施します。

【目標値】発掘調査完了面積：　全体計画の100％

●　郡山遺跡発掘調査事業 ２，３５６千円

　　古代会津郡の中心である郡役所跡の可能性が指摘され、調査を継続してきた

郡山遺跡について、文化庁、県教育委員会、調査指導会議の指導のもと、これま

での調査成果についての総括報告書を作成します。

○　埋蔵文化財管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　６９８千円

④ 歴史の継承

＜今年度の目標＞

◆　「先人に憧れ、郷土に誇りを持つ学びの場」をコンセプトとして、平成27年度

にグランドオープンした歴史資料センター（まなべこ）を拠点として、本市の

歴史や文化に対する理解を深め、市民の文化の振興を図ります。

【主な事業】

●　歴史資料センター管理運営事業 １７，４６０千円

郷土の歴史や文化に親しみ、学べる施設として歴史資料センター（まなべ

こ）の効率的な管理運営に努めながら、展示や学習講座、歴史資料に関するレ

ファレンス等の充実を図ります。

また、積極的に情報を発信し、市民や市内の小・中学生をはじめ、教育旅行生

など多くの子どもたちの利用を促進します。

【目標値】歴史資料センター年間来館者数：8,300人（平成27年度見込み：7,800人）
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○　史跡若松城跡御三階復元検討会事業 ６８１千円

○　郷土研究奨励事業　　 　　４５６千円
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