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Ⅰ 計画の位置づけ  

 

国は、平成 27 年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律を改正し、市が教育に関す

る総合的な施策の大綱を定めることを義務づけました。 

そこで、市では平成 27 年 5 月、市長と教育委員の協議の場である「むつ市総合教育会議」

を設置して、むつ市の教育行政を根本から見つめなおし、長期的な視点に立って、施策を実

施するための徹底した現状分析と、それにより得られた客観的なデータに基づき子供たちの

可能性を開花させるための実効性ある教育施策を積極的に推進することとし、平成 28 年 11

月に「むつ市教育大綱」を策定しました。 

大綱では、【１ 学力の向上】、【２ 体育・健康教育の充実】、【３ 夢を育む教育】、【４ 

地域とともにある学校】を基軸に据えて、むつ市の子供たちの未来のために各種教育施策を

実施していくこととしています。 

 
この「むつ市教育大綱事業実施計画」は、「むつ市教育大綱」に示した理念を実現するた

めに、大綱の趣旨に沿って教育委員会で実施する事業の具体的な実施計画となります。また、

子供たちを育む家庭、学校、地域社会に期待される役割を明らかにし、事業を計画・実施す

るための基本的な指針としていきます。 
計画には、各所属において毎年度の予算に基づき実施する事業を明記し、当該年度におい

て着実に実施するとともに、実施した事業について毎年度検証及び評価を行い、子供たちに

とってよりよい施策となるよう努めるものとします。 
 

Ⅱ 期待される役割（家庭・学校・地域社会）  

１ 家庭 

子供の教育は、家庭から始まります。子供は、親をまねて、あるいは、親の叱る言葉やほ

め言葉によって、生命を尊ぶ心を家族から学び、人として、してはならないことなどの最低

限の規範など基本的な生活習慣を身に付けていきます。 
基本的な生活習慣が健康につながることや、努力や我慢をして物事を成し遂げることによ

る達成感の喜びがあることなどを学ぶことは、子供の成長にとって大変重要なことであると

考えます。 
さらに、子供は、親や大人への依存関係や信頼関係の中で安定した心の居場所を確保し、

誕生から独り立ちするまで、親子の愛情による絆で結ばれた家族の中で少しずつ成長してい

きます。 

このように、家庭では、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心

を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努め、「教育の芽が出る」ようにする必

要があります。  



 

２ 学校 

学校は、子供が互いに切磋琢磨しながら自立した人間として社会で活躍するために必

要な知識や技能を学び、また、協調や競い合いの中で、人間関係の基礎を身に付け、社

会性を培うところであると考えます。 

幼稚園・保育園などでは、遊びの中で基本的な生活習慣に関わることを学び、小学校

に入学すると、同年齢の子供と勉強をするようになります。 

中学校・高等学校と成長するにつれて、学ぶ内容も自分で選択するようになり、次第

に高度で専門的になっていきます。 

さらに、同年齢の仲間との関わりを通して様々な刺激を受け、友達を作ったり、異性

へのあこがれを経験したりするなど、豊かな人間関係の基礎を培う場でもあります。 

一方、学校は、いじめ、不登校を始め、多くの課題を抱えています。家庭・地域社会

が担うべき教育は本来の担い手に委ね、その上で、学校は家庭・地域社会の協力を得な

がら、直面する課題に向かいつつ、子供に確かな学力、道徳心及び体力を身に付けさせ、

知・徳・体の調和がとれ、自ら学び、自ら考える力などの「生きる力」を育成するとい

う、学校本来の役割を果たしていく必要があります。 
学校本来の役割として、子供たちの夢を育み、その夢を実現するための確かな学力を

保障し「教育の花が咲く」ようにしなければなりません。 
 

３ 地域社会 

子供たちは、自分の家庭以外の家庭や生活を見ることにより、広い世界があることに

気付きます。また、地域社会の大人から、親とは違ったことで叱られたり、ほめられた

りすることにより、社会の一員として道徳心を養い、法令や秩序の遵守、価値観の育成、

自己実現の方法などの基本的な社会性を身に付けていきます。さらに、遊びや運動を通

して、異年齢の中で協力することや、意見が違うときの調整の仕方等を体験的に学んで

いきます。 

このように、地域社会における体験は、自然に、豊かな人間関係や社会における習慣

やルールを身に付けさせることにつながっていきます。 
また、学校や家庭を取り巻く地域は、学校と連携し、その地域全体で子供たちを見守

り、安心安全な環境づくりに努めるとともに、地域に根ざした文化や伝統を次の世代に

伝えていくことで「教育の実を結ぶ」役割も担っています。 

 

Ⅲ むつ市教育大綱との関連性  

 

本計画は、むつ市教育大綱に示された４項目の基軸に沿って、各所属において予算化され

た具体的な事業について明記し、ＰＤＣＡ(Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改

善))サイクルを着実に実行していくものとします。  



 

○ むつ市教育大綱の概要 

 

１ 学力の向上 

① 明確な目標設定 
「むつ市教育プラン」に具体的な数値目標を定め、ＰＤＣＡを着実に実践します。 

② 主体的な学習の推進 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け多様な学習活動に取り組みます。 

③ 教育環境の整備 

校舎の長寿命化を図り、施設の維持・整備を進め、全ての子供たちにとって快適な学習

環境の整備に努めます。 

④ 教職員の資質向上 

新たな課題にも適切に対応できる力量を持った教職員が、チームとして子供たちの成長

や発達を支援できるよう、学校内外での研修体制の整備・充実に努めます。 

⑤ 幼保小連携 

幼児教育、義務教育の相互理解を深め、充実した連携を図っていきます。 

 
２ 体育・健康教育の充実 

① 健康な体を育む学校づくり 
健康についての正しい知識を身に付けさせ、自ら健康な生活を実践する能力や態度を育

てます。 

② 安全・防災教育の推進 

起こりうる危険を予測し、子供たちが自ら安全に関する情報をもとに正しく判断して、 
いかなる状況においても、安全に行動できるような資質・能力を育てます。 

③ スポーツ環境整備 

子供たちがスポーツに親しむことのできる環境を充実させるとともに、スポーツを通じ

て子供たちの夢を育んでいきます。 

 
3 夢を育む教育 

① 学力の保障を通じた生きる力の育成 
子供一人一人の良さや可能性を引き出す教育の充実に努め、基礎的・基本的な知識・技

能、思考力・判断力・表現力、学んだことを自分の人生や社会に生かそうとする豊かな人

間性を育てていきます。 

② キャリア教育の充実 

自分の生き方について自覚を深め、急速な社会の変化に適切に対応するため、キャリア

教育のさらなる充実に努めます。 

③ 特別支援教育の充実 

個々の状態に応じたきめ細かい指導・支援を更に充実させるとともに、進路に関する必

要な情報を提供するなど教育相談体制の充実に努めていきます。 
④ 豊かな心の育成 

他者への思いやりなど豊かな心の育成に努めるとともに、子供たちがいじめについて自

ら考える機会を提供し、学校でのいじめ防止に向けて不断の取組を続けます。 
 
 



 

４ 地域とともにある学校 

① 家庭・地域との連携強化 
家庭や地域からの声を学校経営に反映させるよう努め、「開かれた学校づくり」「地域

とともにある学校」を目指していきます。 

② 多様な学習機会の提供 

変化する市民の皆様のニーズを的確に捉えた上で実施事業を整理し、市民が生涯を通じ

て学んでいくために、真に必要とされる学習機会の提供に努めていきます。 

③ 廃校校舎の利活用 

「むつ市公共施設等総合管理計画」の趣旨に留意しながら、その利活用と解体を計画的

に進めていきます。 
④ ふるさとむつ市への愛着と誇りを育む教育 

文化財、伝統芸能などの地域資源について学び、知識を得ることができるよう学習機会

の提供を推進します。 
 

 

Ⅳ 各所属における重点項目  

 

 教育委員会では、むつ市教育大綱の趣旨に沿って、各所属においてそれぞれ重点項目を定

め、各種施策を実施していきます。 

 

１ 総務課 

子供が豊かな心をもち、自ら学び、自ら考える力など｢生きる力｣を育成するための教育

環境の整備を推進する。また、活力ある学校教育を推進するため、教職員の適切な配置を

図るとともに、その他教育環境の整備と保健衛生及び学校給食の充実を図る。 
 
(1) 安全・安心で夢を育む教育環境の整備 

(2) 教職員の適正・適切な配置 

(3) 通学区域制度の適切な運用及び再編 

(4) 学校規模の適正化に係る研究・検討 

(5) 就学困難な児童生徒等に係る就学援助 

(6) コミュニティ・スクール制度の推進 

(7) 奨学金制度の充実 

(8) 学校保健の充実 

(9) 学校給食の充実 

  



 

２ 生涯学習課 

市民の皆様が生涯にわたって、自己の能力と可能性を最大限に高め、多くの人々と協働

し、生きがいのある充実した生活を送り、豊かで住みよい地域社会をつくり出すことがで

きるように「いつでも・どこでも・だれでも」学習できる環境の充実と、学びを活かした

社会参加活動を支援していく。 

また、地域に根ざした民俗芸能・伝統文化の継承活動を支援するとともに、自主的かつ

主体的な芸術文化活動を推進する。併せて、文化財の保護・保存と活用に努める。 
 
(1) 生涯学習の推進 

(2) 学校・家庭・地域の連携による教育活動の推進 

(3) 社会教育施設の機能充実 

(4) 芸術・文化活動の奨励と振興 

(5) 郷土の文化遺産の保護・保存と活用 

 
３ 学校教育課 

知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒を育成するために、校長の強力な 
リーダーシップのもと、「教育は人づくり」という視点に立ち、全教職員が協働して特色

ある学校運営を図り、｢郷土に根ざし、生きる力と夢をはぐくむ｣学校教育の推進に努める。 
 

(1) 小中一貫教育の充実 

(2) 質の高い教育課程の創造 

(3) 学力向上対策の充実 

(4) 生徒指導の充実と関係機関との連携強化 

(5) 特別支援教育体制の充実 

(6) 教育相談活動の充実 

(7) 国際化に対応する教育と、郷土に対する愛着と誇りを涵養する教育の推進 

(8) 教育研修センター講座等の充実 

(9) 弘前大学との連携強化 

(10) キャリア教育の充実 
 

４ 公民館（中央、川内、大畑、脇野沢） 

市民に最も身近な生涯学習施設として、学習活動の支援や豊かな地域づくり・人づくり

のため、公民館活動の充実に努める。 
 
(1) 公民館の適正管理と運営の充実 

(2) 公民館事業の推進 

(3) 社会教育団体等の育成支援 

(4) 生涯学習関連施設等との連携促進 

(5) 視聴覚ライブラリーの活用  



 

５ 図書館 

地域住民の多様化する学習意欲に応えるための施設として、快適な読書環境の保全に努

めるとともに、多種多様な資料や情報等の積極的な収集・整備による読書活動の拠点とし

て図書館機能の充実を図り、地域の教育・文化の向上発展に寄与する。 
 

（1）資料の収集・保存と活用 

（2）図書館サービス活動の充実 

（3）子供の読書活動の推進 



重点項目の内容 具体的な事業
むつ市総合経営計画に
おける施策内容

頁

学校統合による通学手段の確保 スクールバス運行管理事業 3-(1)-①学力の向上

学校改築等施設・設備の整備 スクールバス購入事業 3-(1)-①学力の向上

学校教材等の充実 新入学児童用防犯ブザー購入事業 4-(1)-①防犯対策の充実

まさかり高校、下北Projectの推進 まさかり高校医学部進学・特進コース事業 3-(1)-①学力の向上

下北Project（学びのイノベーション）事業 3-(1)-③夢を育む教育

ＩＣＴを活用した教育研究事業 3-(1)-①学力の向上

その他小中学校の施設・設備の整備事業 3-(1)-①学力の向上

学校現場の実情の的確な把握 県費負担職員の任免、服務、その他の人事管理 3-(1)-①学力の向上

異動方針及び要項等の適正な運用

通学区域制度の運用の適切なあり方に係る調査研究・検討 むつ市通学区域審議会の設置 3-(1)-①学力の向上

通学区域の再編に係る調査研究・検討

（4） 学校規模の適正化に係る研究・検討 複式学級の解消、その他の学校規模の適正化に係る調査研究・検討 学校規模適正化のための地域説明会等の開催 3-(1)-①学力の向上

就学困難な児童生徒に係る就学援助事業の推進 要保護児童生徒援助事業 3-(1)-①学力の向上

特別支援教育就学奨励事業の推進 準要保護児童生徒援助事業 3-(1)-①学力の向上

医療的ケア児童生徒就学支援事業 3-(1)-①学力の向上

特別支援教育就学奨励事業 3-(1)-③夢を育む教育

（6） コミュニティ・スクール制度の推進 学校運営協議会の導入・推進 学校運営協議会の設置 3-(1)-④地域とともにある学校

奨学金制度に係る住民への啓発 奨学金貸付事業 3-(1)-③夢を育む教育

奨学金事業の推進 次代を担うプラチナ人材育成プロジェクト（未来人材育成奨学金

奨学金制度の充実化に係る調査研究・検討 プロジェクト）

学校保健会及び関係団体と相互協力を図る 健康診断委託事業 3-(1)-②体育・健康教育の充実

学校保健事業に係る学校施設整備の安全点検・安全管理の徹底 学校医委託事業 3-(1)-②体育・健康教育の充実

学校災害共済給付事業 3-(1)-②体育・健康教育の充実

学校保健会補助事業 3-(1)-②体育・健康教育の充実

学校災害入院補償事業 3-(1)-②体育・健康教育の充実

学校給食施設の充実 学校給食管理事業 3-(1)-②体育・健康教育の充実

学校給食衛生管理の徹底 学校給食設備整備事業 3-(1)-②体育・健康教育の充実

児童・生徒の食生活の改善と体位向上 学校給食運搬用自動車更新事業 3-(1)-②体育・健康教育の充実

（仮称）防災食育センター建設事業 3-(1)-②体育・健康教育の充実

生涯学習・社会教育諸計画の立案・調査・研究 社会教育委員の設置 3-(1)-⑤社会教育の充実

社会教育事業に関する相談・指導体制の充実 社会教育指導員による学習支援 3-(1)-⑤社会教育の充実

各種講演・講習会等の開催 成人式の開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

生涯学習関連団体との連携強化 講演会の開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

自然観察会の開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

家庭教育推進の支援 放課後子ども教室推進事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

学校と地域協働による教育活動の推進

むつ市海と森ふれあい体験館の管理・運営 むつ市海と森ふれあい体験館の管理・運営 3-(1)-⑤社会教育の充実

むつ市下北自然の家の管理・運営 むつ市下北自然の家の管理・運営 3-(1)-⑤社会教育の充実

芸術鑑賞機会の提供 むつ市文化賞・文化奨励賞受賞者作品展示 3-(1)-⑤社会教育の充実

文化活動の推進と関連団体の育成 東京藝術大学出身演奏家による芸術鑑賞教室 3-(1)-⑤社会教育の充実

むつ市文化団体等支援事業 3-(1)-⑥文化の充実・文化財の保存活用

文化財の保存と活用 文化財保護審議会の設置 3-(1)-⑥文化の充実・文化財の保存活用

文化財の調査・研究 民俗芸能の保存と伝承活動の支援 3-(1)-⑥文化の充実・文化財の保存活用

天然記念物の保護 文化財収蔵庫の管理・運営 3-(1)-⑥文化の充実・文化財の保存活用

北の防人大湊弐番館の活用とガイド活動支援 3-(1)-⑥文化の充実・文化財の保存活用

文化財・自然調査事業 3-(1)-⑥文化の充実・文化財の保存活用

文化財保護関連事業、天然記念物保護関連事業 3-(1)-⑥文化の充実・文化財の保存活用

重要文化財保存修理事業 3-(1)-⑥文化の充実・文化財の保存活用
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（1）

郷土の文化遺産の保護・保存と活用（5）

（9） 学校給食の充実

学校・家庭･地域の連携による教育活動
の推進

（4） 芸術・文化活動の奨励と振興

生涯学習の推進

（2）

（3） 社会教育施設の機能充実

（7） 奨学金制度の充実

（8） 学校保健の充実

通学区域制度の適切な運用及び再編

（5）

2-(1)-④医療体制の充実

むつ市教育大綱事業実施計画一覧表　（Ｒ２年度）

重点項目

1

（1） 安全・安心で夢を育む教育環境の整備

（2） 教職員の適正・適切な配置

（3）

就学困難な児童生徒等に係る就学援助



重点項目の内容 具体的な事業
むつ市総合経営計画に
おける施策内容

頁重点項目

小中一貫教育ブロック研究の推進 小中一貫教育推進事業 3-(1)-①学力の向上

９年間の教育課程の研究推進 むつ市小中一貫教育推進委員会 3-(1)-①学力の向上

小中一貫教育非常勤講師の配置と活用 小中一貫教育非常勤講師配置 3-(1)-①学力の向上

指導の方針と重点の周知徹底 指導の方針と重点に関する指導・支援事業 3-(1)-①学力の向上

幼稚園・保育園・小学校との情報交換 小１児童に関する幼・保・小の情報交換 3-(1)-①学力の向上

学力調査・知能検査の実施 学力調査・知能検査実施 3-(1)-①学力の向上

教員の指導力向上 活用力育成講座等の開催 3-(1)-①学力の向上

思考力・判断力・表現力等の向上 学力向上関係研究大会参加 3-(1)-①学力の向上

デジタル教科書購入 3-(1)-①学力の向上

新聞を活用した学習への支援事業 3-(1)-①学力の向上

学校環境適応感尺度「アセス」の実施 生徒指導検査実施 3-(1)-③夢を育む教育

むつ市いじめ防止基本方針に基づく対策の点検及び評価 いじめ問題対策委員会開催 3-(1)-③夢を育む教育

いじめ防止に向けた児童生徒の主体的活動 むつ市いじめ防止宣言フォーラム開催 3-(1)-③夢を育む教育

スクールサポーターの配置と活用 スクールサポーター配置事業 3-(1)-③夢を育む教育

教育支援・就学相談の充実 就学事務説明会・就学相談研修会開催 3-(1)-③夢を育む教育

特別支援教育推進委員会の充実 特別支援教育推進委員会開催 3-(1)-③夢を育む教育

むつ市教育相談室の充実 むつ市教育相談室開設 3-(1)-③夢を育む教育

自立支援相談員配置事業 3-(1)-③夢を育む教育

適応指導教室開設 3-(1)-③夢を育む教育

外国語指導助手（ALT）の配置と活用 外国語指導助手（ALT）派遣事業 3-(1)-③夢を育む教育

国際交流事業の推進 ジュニア大使派遣事業 3-(1)-③夢を育む教育

中華民国陽明國民中学との友好交流事業 3-(1)-③夢を育む教育

地域理解の促進 ジオパーク体験活動推進事業 3-(1)-④地域とともにある学校

（8） 教育研修センター講座等の充実 教職員研修講座の充実 教職員研修講座開設 3-(1)-①学力の向上

センター講座との連携強化 教育研修センター講座等連携 3-(1)-①学力の向上

学生との交流 ラボ・バス実験教室 3-(1)-③夢を育む教育

健康課題の解決 「健康の未来」を変える授業プロジェクト 3-(1)-②体育・健康教育の充実

児童・生徒の夢をはぐくむ体験の充実 むつ市子ども夢育成基金 3-(1)-③夢を育む教育

むつ市こども議会 3-(1)-③夢を育む教育

むつ市中学生夢はぐくむ体験入学 3-(1)-③夢を育む教育

関係機関との連携（理科教室、海洋教室） 3-(1)-③夢を育む教育

ゲストティーチャーによる講演会の開催 キャリア教育推進事業 3-(1)-③夢を育む教育

弘前大学との連携強化

（10） キャリア教育の充実

（5） 特別支援教育体制の充実

（6） 教育相談活動の充実

3

（1） 小中一貫教育の充実

（9）

学力向上対策の充実

（4） 生徒指導の充実と関係機関との連携強化

（7）
国際化に対応する教育と、郷土に対する
愛着と誇りを涵養する教育の推進

（3）

（2） 質の高い教育課程の創造



重点項目の内容 具体的な事業
むつ市総合経営計画に
おける施策内容

頁重点項目

中央館・地区館の管理運営体制の確立 地区館長会議の開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

公民館運営審議委員・少年教育指導委員の事業参画 こどもゼミナール等各種事業参画 3-(1)-⑤社会教育の充実

公民館施設・設備の整備 照明器具LED化事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

市民大学事業の充実 市民大学及び各種講座開設事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

成人教育事業の充実 新田地域ふれあい学級開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

婦人教育事業の充実 婦人学級開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

青少年教育事業の充実 子供向け各種講座開設 3-(1)-⑤社会教育の充実

分館活動の充実 分館長会議・分館地域づくり講座開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

社会教育団体の自主性・自立性の確立 各団体への指導・助言 3-(1)-⑤社会教育の充実

サークル活動の推進 公民館まつりの開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

社会教育指導員の有効活用 社会教育指導員配置事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

下北地方公民館連絡協議会との連携 下北美術展の開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

大学等高等教育機関との連携 市民大学一日体験入学 3-(1)-⑤社会教育の充実

社会教育団体との連携 子どもネブタ合同運行支援 3-(1)-⑤社会教育の充実

かきぞめ大会の開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

（5） 視聴覚ライブラリーの活用 視聴覚機器・教材の利用促進 広報等によるＰＲ強化、上映会等の開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

利用者のニーズに応える資料の収集　 資料の購入 3-(1)-⑤社会教育の充実

地域資料の充実　 寄贈資料受入 3-(1)-⑤社会教育の充実

資料の利用促進　 資料の貸出事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

図書館協議会の設置 図書館協議会の開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

図書館奉仕員の配置と活用 図書館奉仕員配置事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

移動図書館車の効率的運行 移動図書館車の運行業務委託 3-(1)-⑤社会教育の充実

関連機関との連携促進 相互貸借事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

図書館の利用促進 各種企画事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

詩歌コンクール事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

社会教育活動の支援 集会施設の貸出事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

子供の読書活動推進事業の展開 子育て・子供向け事業 3-(1)-⑤社会教育の充実

関係機関との連携促進 おはなし会等の開催 3-(1)-⑤社会教育の充実

学校への支援 職場体験・見学の受け入れ 3-(1)-⑤社会教育の充実

4
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（3） 子供の読書活動の推進

（1） 資料の収集・保存と活用

（2） 図書館サービス活動の充実

社会教育団体等の育成支援

（4） 生涯学習関連施設等との連携促進

（1） 公民館の適正管理と運営の充実

（2） 公民館事業の推進

（3）


