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は じ め に

人口減少と高齢化の同時進行やグローバル化の進展、経済の停滞や終身雇用制のゆら
ぎなどが、日本の社会・経済に影響し、先行きを不透明にしています。まさに誰しもが
予測できなかったこの状況の中で、私たちは自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動す
ることが求められています。未来の人づくりを担う学校は、未知の状況を前にして、よ
りよい社会や人生を切り拓いていく人を育てるという、大きな課題を投げかけられてい
ます。

岸和田市では、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策についての目標や施
策の根本的な方針として、平成30年５月から岸和田市総合教育会議において協議を重ね、
「第２期岸和田市教育大綱」を策定しました。岸和田市教育委員会では、その８つの基
本方針に沿って、岸和田市総合計画や岸和田市教育委員会の点検・評価をふまえ、施策
や取組みの重点を明確にした「令和４年度岸和田市教育重点施策」を策定しました。こ
の「令和４年度岸和田市教育重点施策」に基づき、「みんなが輝くまち」をめざして、
次のように学校教育及び生涯学習を推進します。

学校教育においては、幼稚園教育要領や新しい学習指導要領の趣旨をふまえ、「より
よい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を学校と社会が共有し、新しい
時代に求められる資質・能力を子どもたちに育む「社会に開かれた教育課程」の実現を
めざします。幼稚園においては、幼稚園教育要領で示された「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿 」の実現に向け、幼児教育をより充実させるとともに、幼小の円滑な
接続が図れるよう、幼稚園支援コーディネーターを中心とした指導・支援を行います。
小中学校においては、現在大きな課題となっている学力向上の取組みや、いじめ・不登
校等、生徒指導上の課題に対応した取組みをより充実させるために、児童生徒等の成長
を促す指導の充実をめざし、学習の土台づくりの取組みのさらなる強化、小中一貫教育
の推進、支援人材の派遣等、さまざまな角度からの指導・支援を行います。

生涯学習においては、市民一人ひとりがものの見方や考え方を拡げ、生涯にわたって
豊かな価値観が形成されるよう、地域の人材や資源を積極的に活用します。特に、公民
館・青少年会館、スポーツ施設、自然資料館及び図書館等を活用し、知育・徳育・体育
の機会と交流の場を提供するとともに、岸和田市の自然や史跡、伝統文化、文化財、郷
土資料、地域を支えてきた産業など、有形・無形の豊かな資源、それらを支える多くの
人々との出会いの機会を大切にしてまいります。

また、児童生徒数の減少による学校の小規模化や、保育所における待機児童等の存在
と幼稚園の就園率の低下、社会教育施設や社会体育施設の利用の伸び悩みや施設の著し
い老朽化などの課題に対応するため、これからの時代にふさわしいあり方へと再編・整
備を図る取組みを進めます。

教育の基本理念「知・徳・体、調和のとれた人づくり」をふまえ、学校教育及び生涯
学習のさらなる充実をめざし、市民一人ひとりが自他の人権を尊重し、楽しく豊かに学
び、よりよい社会の形成者となるよう、教育行政の推進に努めます。

【基本理念】
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みんなが輝くまち 教育大綱の体系
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(1)幼児教育の質の向上及び幼児教

育・保育のあり方の検討

(2)保幼小の連携の強化

(3)子育て支援の拡充
１ 幼児期の教育

２ 児童・生徒の
「知」の育成

３ 児童・生徒の
「徳」の育成

４ 児童・生徒の
「体」の育成

5 学校園の
環境づくり

6 市民の地域力や
教育力の向上

7 市民の生涯学習の
環境づくり

8 郷土愛の育成

(1)基礎的・基本的な学力の定着

(2)活用する力の育成

(3)特別支援教育の充実

(4)小中の連携

(5)専門教育の充実

(1)文化財の保護と郷土資料の活用

(2)身近な自然の保護と啓発

(3)郷土愛の育成

(1)人権教育の充実

(2)道徳教育の充実

(3)生徒指導の充実

(4)いじめの防止と解決

(5)国際性を育む教育

(6)夢や志を育むキャリア教育

(7)主権者教育や消費者教育の推進

(1)学校給食、食育の充実

(2)健康管理の充実

(3)体力の向上

(1)子どもたちの安全確保

(2)安心・安全で快適な学校園

(3)学校園の適正規模・適正配置の推進

(4)学びのセーフティネット

(5)教職員の指導力の向上

(6)教員の業務負担軽減

(7)地域に開かれた学校園づくり

(1)家庭教育支援の充実

(2)青少年の健全育成

(3)市民の人権意識の向上

(4)大学などとの連携

(5)連携と参画による地域づくり

(1)生涯学習推進体制の整備

(2)学習機会の拡充

(3)読書に親しむ環境づくり

(4)スポーツに親しむ環境づくり

(5)学習のための情報提供

教育大綱の体系2
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保護者
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自然資料館

高等学校

中学校

小学校
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図書館
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大学

教育大綱の概要

地域

社会体育施設

認定こども園
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4

令和4年度の最重点施策

◆基礎的・基本的な学力の定着 【岸和田市教育大綱：基本方針2-(1)】

①学びの土台づくりの推進

◆活用する力の育成 【岸和田市教育大綱：基本方針2-(2)】

①授業の改善

◆小中の連携 【岸和田市教育大綱：基本方針2-(4)】

学力向上と児童生徒の成長を促す指導を充実させます

子どもたちの安心・安全を守る環境づくりに取り組みます

◆学校園の適正規模・適正配置の推進 【岸和田市教育大綱：基本方針5-(3)】

①小・中学校の適正規模・適正配置の推進

①小中連携・小中一貫教育の推進

①一人ひとりの自尊感情を培い、人権感覚を育む集団づくりの推進

◆人権教育の充実 【岸和田市教育大綱：基本方針3-(1)】

◆生徒指導の充実 【岸和田市教育大綱：基本方針3-(3)】

②人間関係づくりや学級・集団づくりの支援

◆いじめの防止と解決 【岸和田市教育大綱：基本方針3-(4)】

②いじめ問題への取組みに対する指導・支援

令和4年度の最重点施策

◆保幼小の連携の強化 【岸和田市教育大綱：基本方針1-(2)】

①保幼小の連携・接続の推進

⑥専門家や各関係諸機関との連携による生徒指導体制の充実

※ 各施策の詳細については、次ページ以降の一覧をご覧ください。

学びに向かう環境整備に取り組みます

◆子どもたちの安全確保 【岸和田市教育大綱：基本方針5-(1)】

◆安心・安全で快適な学校園 【岸和田市教育大綱：基本方針5-(2)】

②安全教育の推進

③学校及び通学路の安全見守り・パトロールの実施

①道路管理者・警察等と連携した通学路の安全対策の推進

③新型コロナウイルスの感染拡大防止

◆読書に親しむ環境づくり【岸和田市教育大綱：基本方針7-(3)】

②子ども読書活動の推進

◆郷土愛の育成【岸和田市教育大綱：基本方針8-(3)】

②学校教育との連携

②家庭学習・自主学習の支援

⑤ＩＣＴを活用した効果的な取組みの推進



幼児期の教育

1 幼児教育の質の向上及び

幼児教育・保育のあり方の検討

2 保幼小の連携の強化

幼児教育・保育施設の再編の推進

幼児教育の質の向上

保幼小の連携・接続の推進

地域・中学校との連携の推進

アフタースクール（公立幼稚園一時預かり）事業の実施

幼稚園支援コーディネーターの派遣

支援の必要な幼児の教育の充実

1

3 子育て支援の拡充

5１幼児期の教育



②幼稚園支援コーディネーターの派遣
教職員の資質向上等のため、各幼稚園に保育経験の豊富な

幼稚園支援コーディネーターを派遣し、保育内容についての
指導・支援を行います。 【学校教育課】

家庭や地域、関係機関との密接な連携により、生涯にわたる人格形成の基礎を
培う幼児期の教育の充実を図ります。

１ 幼児期の教育（岸和田市教育大綱：基本方針１）

(1)幼児教育の質の向上及び幼児教育・保育のあり方の検討

(2)保幼小の連携の強化

②地域・中学校との連携の推進
公立幼稚園が地域に一層開かれたものとなるよう、保育所や認定こども園、小学校だけで

なく、地域（就園前の子どもを集めてのイベントの開催）や中学校（職場体験学習の受け入
れ等）とも連携します。 【学校教育課】

①アフタースクール（公立幼稚園一時預かり）事業の実施
幼児の健全な育成と居場所づくりの支援のため、引き続き

午後６時までアフタースクール事業を実施します。
【総務課】

(3)子育て支援の拡充

１幼児期の教育6

②幼児教育の質の向上
豊かな心や生きる力の基盤となる幼児教育の質の向上を図

るとともに、市立幼稚園及び保育所を認定こども園へ再編す
るにあたり、市長部局と連携しながら幼児教育の充実に努め
ます。 【学校教育課】

①幼児教育・保育施設の再編の推進
市立幼稚園の就園率の低下、保育所の未入所児童を含む待機児童の存在、また施設の老朽

化等の課題を解消し、教育・保育環境の充実を図るため、市立幼稚園及び保育所を認定こど
も園へ再編する取組みを推進します。また、再編にあたっては民間園との連携・協力体制を
強化し、本市全体の教育・保育環境の充実を図ります。 【こども園推進課・総務課】

③支援の必要な幼児の教育の充実
一人ひとりの状態を丁寧に把握するとともに、支援内容や

指導方法の充実を図ります。 【人権教育課】

①保幼小の連携・接続の推進
幼児の発達や生活、学びの連続性を踏まえ、発達や学びをつなぐアプローチカリキュラム

及びスタートカリキュラムの効果的な活用に向けた支援を充実するとともに、遊びや行事、
給食等の交流を通じて、保幼小の連携・接続に向けた取組みを強化します。【学校教育課】



児童・生徒の

1 基礎的・基本的な学力の定着

2 活用する力の育成

3 特別支援教育の充実

学びの土台づくりの推進
家庭学習・自主学習の支援

少人数指導の実施

学びの保障に向けた取組みの推進

授業の改善

専科指導の充実

岸和田市学力調査の実施

読書活動の充実

ＩＣＴを活用した効果的な取組みの推進

支援学級における指導の充実

授業のユニバーサルデザイン化の推進及び指導・支援方法の充実

「あゆみファイル」の作成・活用の促進及び支援相談の充実

就園・就学支援のさらなる充実

介助員及び特別支援教育支援員の配置

「知」の育成

4 小中の連携

5 専門教育の充実

小中連携・小中一貫教育の推進

いきいきスクール・出前授業の推進

新学習指導要領に基づく特色ある専門教育の充実

職業教育を生かしたキャリア教育の充実

姉妹校交流事業等の推進による国際性の涵養

時代に応じた専門教育・産業教育の充実

2

7２児童・生徒の「知」の育成



２ 児童・生徒の「知」の育成（岸和田市教育大綱：基本方針２）

児童・生徒一人ひとりに応じた学習を大切にし、確かな学力の育成を図ります。

③少人数指導の実施
「確かな学力」を育成するため、児童・生徒一人ひとりに応じた習

熟度別指導やクラスを分割して行う少人数指導により、きめ細かな指
導を行います。 【学校教育課】

(1)基礎的・基本的な学力の定着

②家庭学習・自主学習の支援
「自学ノート」の取組みやｅライブラリの活用を推進するなど、家

庭との連携により、学習意欲の向上と学習習慣の定着を図ります。ま
た、小学校における放課後学習支援（まなびサポート）を実施し、児
童の学習を支援します。 【学校教育課】

④読書活動の充実
児童生徒の学習への興味関心や想像力・言語能力・情報活用能力等を高めるため、

全小中学校に学校司書を週２回配置し、市立図書館との連携を密にしながら、読書セ
ンター、学習・情報センターとしての学校図書館の機能を充実させます。

【学校教育課】

(2)活用する力の育成

①授業の改善
小中学校に授業改善アドバイザーを派遣し、児童・生徒のことばの力を高める授業、

主体的・対話的で深い学びを実現する授業など、確かな学力を育む授業になるよう指
導助言を行い、授業の充実を図ります。 【学校教育課】

２児童・生徒の「知」の育成8

③岸和田市学力調査の実施
児童の学力の状況と課題をより的確に把握し、それに応じた授

業の改善と個々に応じた学習指導の充実を図るため、岸和田市独
自の学力調査を実施します。 【学校教育課】

①学びの土台づくりの推進
見たり聞いたりする力や覚える力、集中する力など、子どもたちの学習の土台となる

力を整えたり高めたりするための取組みについて実践研究を進めます。
【学校教育課】

④学びの保障に向けた取組みの推進
全小中学校に学習支援員を配置し、授業中の個別学習支援や放課後・長期休業期間

の補充学習を充実させます。また、タブレットを活用した学びの保障の充実に努めま
す。 【学校教育課】

⑤ＩＣＴを活用した効果的な取組みの推進
一人一台の学習者用端末を活用して、一人ひとりの能力や特性に応じた個別学習や、

わかりやすく深い学びが可能な一斉学習、学習の基盤となる資質・能力の一つである
情報活用能力を身に付けるための学習などに取り組みます。また、デジタル教科書等
を活用して、児童・生徒の興味関心を高め考える力を育む授業の充実を図ります。

【学校教育課】

②専科指導の充実
より確かな学力を育むため、小学校の一部の教科における専科

指導の取組みを充実させます。 【学校教育課】



(3)特別支援教育の充実

④就園・就学支援のさらなる充実
幼児・児童・生徒の教育的ニーズの把握に努めるとともに、保

護者に対して就園・就学に関する丁寧な説明及び情報提供を行う
など、本人及び保護者の意向を尊重した支援を充実させます。

【人権教育課】

⑤介助員及び特別支援教育支援員の配置
「ともに学び、ともに育つ」教育の実現のた

め、介助員・支援員を配置し、臨床心理士等の
専門家の参画を得ながら、子ども一人ひとりの
教育的ニーズに沿ったきめ細やかな指導及び支
援を行います。 【人権教育課】
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②授業のユニバーサルデザイン化の推進及び指導・支援方法の充実
ユニバーサルデザインの観点を取り入れ、すべての子どもたちが安心して参加できる

わかりやすい授業づくりを組織的に展開できるよう、さらに指導・支援方法を充実させ
ます。 【人権教育課】

③「あゆみファイル」の作成・活用の促進及び支援相談の充実
就学前から就労までの切れ目のない一貫した支援のため、さま

ざまな機関で受けた支援内容を積み重ねられるよう「あゆみファ
イル」の作成・活用を促進するとともに、よりよい個別の支援計
画のため、支援相談を充実させます。 【人権教育課】

(4)小中の連携

①小中連携・小中一貫教育の推進
「岸和田市小中一貫教育基本方針」に基づき、義務教育

９年間の系統性と連続性に配慮した教育活動の展開と、指
導体制や学習指導方法などの充実をめざし、小中連携・小
中一貫教育を推進します。 【学校教育課】

②いきいきスクール・出前授業の推進
中学校から小学校へ、小学校から中学校へと教員が出向

く「いきいきスクール・出前授業」を推進します。
【学校教育課・総務課】

①支援学級における指導の充実
支援学級に在籍する児童・生徒の実態や教育的ニーズを適切に把握するとともに、一

人ひとりの自立に向けた指導・支援のさらなる充実を図ります。 【人権教育課】



①新学習指導要領に基づく特色ある専門教育の充実
専門教育の基礎・基本を重視します。また、地域

社会で活躍できる人材の育成を図るため、地域との
連携・交流を推進し、実践的な学習活動を多く取り
入れます。また、「岸和田市産業教育審議会答申」
をふまえ、商業科に選択制の教育課程を導入し、ビ
ジネスコミュニケーション能力を備えた人材を育成
します。 【産高学務課・学校教育課】

(5)専門教育の充実

②職業教育を生かしたキャリア教育の充実
３年間を見通した進路プログラムにより、職業意識・職業観の涵養、コミュニケー

ション能力の育成を行います。就職・進学を問わず、進路希望を実現する力を身につ
けるため、学力向上や資格取得をめざします。 【産高学務課・学校教育課】
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③姉妹校交流事業等の推進による国際性の涵養
韓国漢江メディア高校とは、姉妹校としての絆を深めるために２０１０年５月から

相互に生徒派遣を行い、特色ある交流事業に取り組んできました。このようなコロナ
禍であっても、つながりを維持し、新しい国際交流の形を探求し国際性の涵養をはか
ります。 【産高学務課・学校教育課】

④時代に応じた専門教育・産業教育の充実
時代のニーズに対応し、地域社会に貢献できる人材を育成できるよう、専門教育や

産業教育の一層の改善・充実を図ります。
【産高学務課・学校教育課】



児童・生徒の

1 人権教育の充実

2 道徳教育の充実

3 生徒指導の充実

一人ひとりの自尊感情を培い、人権感覚を育む集団づくりの推進

人権問題の解決にむけた学習の充実

日本語指導の充実

人権教育啓発冊子等の作成と啓発行事の充実

教職員研修（虐待防止・男女共生等）の充実

道徳教育全体計画及び年間指導計画等の着実な実行

特別の教科 道徳における授業の充実

家庭や地域と連携した取組みの推進

問題行動等の解決への適切な支援

人間関係づくりや学級・集団づくりの支援

児童会・生徒会活動の活性化の推進

生徒指導等に関する連絡会・研修会等の充実

教育相談体制の充実

専門家や各関係諸機関との連携による生徒指導体制の充実

「徳」の育成

4 いじめの防止と解決

5 国際性を育む教育

いじめの未然防止と問題への対策

いじめ問題への取組みに対する指導・支援

英語教育の充実

6 夢や志を育むキャリア教育
発達の段階に応じた幼児期からの体系的な取組みの推進

自ら進路を選択決定する力を育成するための指導の充実

経済的に就学が困難な生徒への相談の充実

3
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7 主権者教育や消費者教育の推進
考え、判断し、行動していく力を醸成する主権者教育の充実

社会をたくましく生きていく実践的な能力を育む消費者教育の推進



児童・生徒一人ひとりが自他を尊重し、社会の一員として成長できるよう、豊
かな心の育成を図ります。

３ 児童・生徒の「徳」の育成（岸和田市教育大綱：基本方針３）

①一人ひとりの自尊感情を培い、人権感覚を育む集団づくりの推進
一人ひとりが「命の大切さとともに自分の大切さや他の人の大切さを

認める」人権感覚を育むことができる集団づくりを推進します。
【人権教育課】

(1)人権教育の充実

①道徳教育全体計画及び年間指導計画等の着実な実行
各小中学校において道徳教育全体計画及び各教科・

領域との関連を位置づけた指導計画を着実に実行でき
るよう、道徳教育推進教師連絡会を実施し道徳教育を
充実させます。 【学校教育課】

(2)道徳教育の充実

②特別の教科 道徳における授業の充実
子どもたちが考え議論する授業の実現に向けて、指

導方法の改善等を行うため、道徳教育研修を実施し、
各校における授業改善と評価活動の支援を行います。

【学校教育課】

③家庭や地域と連携した取組みの推進
子どもたちの豊かな人間性や社会性を育み、道徳性を養えるよう、学校・家庭・地域

の連携をもとにした道徳教育を推進します。 【学校教育課】
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②人権問題の解決にむけた学習の充実
新型コロナウイルス感染症に伴う偏見や差別、女性、子ども、障がい

者、同和問題、在日外国人、性的マイノリティ等に関わるさまざまな人
権問題について、人権尊重の教育を効果的に実施し、人権問題の解決に
向けた学習を充実させます。 【人権教育課】

③日本語指導の充実
児童・生徒の状況や課題について把握し、補助員の

派遣等、日本語指導の充実を図ります。
【人権教育課】

④人権教育啓発冊子等の作成と啓発行事の充実
人権教育啓発冊子の作成と配布により、子どもたち

の人権意識の育成を図るとともに、幼児・児童・生徒
等による写真パネルやポスター・標語を展示する「人
権を守る作品展」などによる啓発を充実させます。

【人権教育課】

⑤教職員研修（虐待防止・男女共生等）の充実
教職員の人権に関する資質の向上を図るため、事例

を通した内容や当事者からの講話など充実した研修を
実施します。 【人権教育課】



④生徒指導等に関する連絡会・研修会等の充実
生徒指導、カウンセリング、情報モラル等、今日的な課題に

応じた連絡会・研修会等を充実させます。また、各専門機関と
連携し、非行防止教室や薬物乱用防止教室等を充実させます。

【学校教育課】

⑤教育相談体制の充実
教育相談室・適応指導教室等と連携した教育相談体制を充

実させます。また、不登校児童生徒の学校生活への復帰、社
会的自立を支援します。 【学校教育課】

⑥専門家や各関係諸機関との連携による生徒指導体制の充実
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの派遣や、スクールロイヤー相

談会の実施等、各関係機関等との連携による生徒指導体制の充実に努めます。小学校に
おいては、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの派遣をさらに拡充し、
心理支援・心理教育及び福祉支援を充実させます。 【学校教育課】

①いじめの未然防止と問題への対策
市内すべての学校園におけるいじめの未然防止

と問題への対策のため、いじめ問題対策委員会を
引き続き実施します。 【学校教育課】

(4)いじめの防止と解決

②いじめ問題への取組みに対する指導・支援
学校いじめ防止基本方針やいじめ問題対策委員

会等の組織を有効に活用し、各校園のいじめ問題
への取組みに対する指導・支援を行います。また、
重大事態への適切な対処と再発防止に向けた支援
をします。 【学校教育課】

①問題行動等の解決への適切な支援
学校園で起きるいじめ、暴力行為、ネットトラブル等、

さまざまな問題行動事案や不登校等の課題を、家庭・地
域・関係機関と連携して解決・解消・未然防止できるよう、
適切な支援をします。 【学校教育課】

(3)生徒指導の充実

②人間関係づくりや学級・集団づくりの支援
児童・生徒の人間関係づくりや学級・集団づくりのため、指導主事の派遣や研修等、

学校・学級の支援をします。 【学校教育課】
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③児童会・生徒会活動の活性化の推進
生徒会サミットの実施、webページへの掲載等、児童会・生徒会活動の活性化を支援し

ます。 【学校教育課】



①発達の段階に応じた幼児期からの体系的な取組みの推進
子どもが将来の夢や希望を持ち、自己肯定感を高め、目標

に向かって努力する態度を培うとともに、環境の変化に対応
する力を養う教育のために、発達の段階に応じた幼児期から
の体系的な取組みを推進します。 【学校教育課】

(6)夢や志を育むキャリア教育

②自ら進路を選択決定する力を育成するための指導の充実
自己の可能性に気づき、さまざまな職業の社会的意義を理

解するとともに、それぞれが豊かな職業観・勤労観を身につ
け、社会的な自立のための能力や態度を培う教育を充実させ
ます。 【学校教育課】

(７)主権者教育や消費者教育の推進

①英語教育の充実
社会の急速なグローバル化の進展の中で、多文化・多言語・多民族の人々と意思疎通

することのできる子どもたちを育成するため、英語によるコミュニケーション能力の向
上を図ります。そこで、すべての小中学校に外国語指導助手（ALT）を派遣し、ネイ
ティブ・スピーカーから子どもたちが直接生きた英語に触れる機会を増やすなど、英語
教育を充実させます。
また、コミュニケーションを行う目的・場面・状況に応じて、情報や自分の考え等を

英語で主体的に表現し伝え合う英語力の育成のため、教員研修を充実させ、小中学校が
連携した英語教育を推進します。 【学校教育課】
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③経済的に就学が困難な生徒への相談の充実
自らの希望や能力に応じて、自由に学校選択ができる機会を保障す

るため、進路選択支援相談員を配置し、入学資金や各種奨学金等の相
談に対し、適切に対応していきます。 【学校教育課】

①考え、判断し、行動していく力を醸成する主権者教育の充実
それぞれの発達段階に応じて、子どもたちが社会の構成員の一人と

して、現実にある課題や争点について自らの問題として主体的に考え
判断するといった学習活動や体験活動を充実させます。

【学校教育課】

②社会をたくましく生きていく実践的な能力を育む消費者教育の推進
インターネットの利用拡大や、成年年齢引き下げなど、現代社会の

諸課題に対応し、より良い社会の発展のために積極的に関与する消費
者を育成できるよう、社会科や家庭科を中心に各教科等において、外
部人材の活用や教員の資質向上を図り、消費者教育をさらに推進しま
す。 【学校教育課】

(5)国際性を育む教育



児童・生徒の

1 学校給食、食育の充実

2 健康管理の充実

3 体力の向上

学校保健の充実

薬物乱用防止教育、喫煙・飲酒防止教育、性教育、がん教育の充実

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果を踏まえた取組みの推進

体力向上支援委員会と連携した取組みの推進

体育指導者研修会の実施

泳力向上に向けた取組みと各種スポーツ大会の実施

「体」の育成
4
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学校給食と食育の充実

学校給食における地産地消の推進



４ 児童・生徒の「体」の育成（岸和田市教育大綱：基本方針４）

食生活や基本的生活習慣等における学校と家庭、地域との連携を充実させ、児
童・生徒の健やかな体の育成を図ります。

(1)学校給食、食育の充実

①学校保健の充実
児童・生徒の心身の健康を保持・増進させるため、学校、家庭、学

校医、学校歯科医、学校薬剤師、地域の医療機関等と連携しながら健
康診断を実施し、基本的な生活習慣に関する指導や健康管理等の保健
指導を充実させます。 【総務課・学校教育課】

(2)健康管理の充実

②薬物乱用防止教育、喫煙・飲酒防止教育、性教育、がん教育の充実
児童・生徒の健康を守り、健全な成長を促すため、学校、家庭、保

健所、保健センター、警察、少年サポートセンター、地域の医療機関
など関係機関と連携し、情報発信及び研修等を充実させます。

【学校教育課】

①全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果を踏まえた取組みの推進
全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について、webページへの

掲載を行うとともに、体力向上支援委員会で分析と課題に対応した取組
みを考え、各小中学校に発信します。 【学校教育課】

(3)体力の向上

②体力向上支援委員会と連携した取組みの推進
体力向上支援委員会と連携して「岸和田スキップロープチャレン

ジ」の実施等、子どもの体力向上に向けた取組みを推進します。
【学校教育課】

③体育指導者研修会の実施
体育科の指導のさらなる充実に向け、優れた実践を重ねている小中学校の教員や大学教

授等を講師に迎え、体育実技講習会を実施します。 【学校教育課】

④泳力向上に向けた取組みと各種スポーツ大会の実施
児童・生徒が泳力を身につけ、水の事故から自分の命を守ることが

できるよう、岸和田市水練学校を実施するとともに、専門的な水泳指
導を外部に委託して実施する「みんな泳げるプロジェクト」を立ち上
げ推進していきます。また、生徒の体力等の向上を図るため、岸和田
市中学校体育連盟と連携して岸和田市中学校総合体育大会を開催しま
す。 【学校教育課】
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①学校給食と食育の充実
「食物アレルギー対応ガイドライン」等に基づき、アレルギー

を有する子どもたちはもちろんのこと、全ての児童・生徒に栄養
バランスのとれた安心・安全な給食を提供します。また、給食活
動を通して、望ましい食習慣の形成、好ましい人間関係や社会性
の育成を図ります。また、学校給食を生きた教材とし、給食時間
をはじめ、教育活動全体の中で、食に関する指導を充実させます。

【学校給食課・学校教育課】

②学校給食における地産地消の推進
学校給食における給食物資の選定において、岸和田市産や大阪府産の産物を積極的に指

定することにより、地産地消の取組みを推進します。 【学校給食課・学校教育課】



学校園の

1 子どもたちの安全確保

2 安心・安全で快適な学校園

3 学校園の適正規模・適正配置の推進

危機管理体制（大規模災害を含む）と防災教育の充実

安全教育の推進

学校及び通学路の安全見守り・パトロールの実施

道路管理者・警察等と連携した通学路の安全対策の推進

教育環境の向上と老朽化対策の一体的整備の推進

新型コロナウイルスの感染拡大防止

小・中学校の適正規模・適正配置の推進

環境づくり

4 学びのセーフティネット

5 教職員の指導力の向上

学校における教材・教具等の整備

就学奨励の充実

校内授業研究の充実

各専門分野の研修の充実

初任者専門指導員の配置

学習情報センターの充実

ミドルリーダー育成の推進

7 地域に開かれた学校園づくり
学校協議会の活性化

自己評価及び外部評価の結果を踏まえた学校運営の支援

各学校園のwebページ充実への支援

地域や民間の教育力を生かした取組みの推進

5
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6 教員の業務負担軽減
教員の業務負担軽減に向けた取組みの推進



５ 学校園の環境づくり（岸和田市教育大綱：基本方針５）

子どもたちの安心・安全を最優先に考え、保護者や地域に信頼される学校園づ
くりを推進します。

①危機管理体制（大規模災害を含む）と防災教育の充実
各学校園における危機管理マニュアルの見直しと安全点検

の徹底、避難訓練の実施を促進し、各学校園の危機管理体制
の整備・充実に努めます。また、防災教育担当者会を実施し、
情報を共有することで防災教育を充実させます。

【学校教育課】

(1)子どもたちの安全確保

②安全教育の推進
学校園や家庭、通学路等での子どもたちの安全確保のため、

警察や関係各課と連携し、避難訓練や交通安全教室の開催、
情報提供等、子どもたち自らが危険を予知し、適切に判断・
行動できるよう安全教育を推進します。 【学校教育課】

③学校及び通学路の安全見守り・パトロールの実施
「地域の子どもは地域で守る」という考えのもとに、学校

園の安全を確保し、子どもたちが安心して学べる環境を作る
ため、今後も地域の皆様の協力のもと、学校園及び通学路の
安全見守り・パトロールを継続します。

【生涯学習課】

(2)安心・安全で快適な学校園

①道路管理者・警察等と連携した通学路の安全対策の推進
「岸和田市通学路交通安全プログラム」に基づき、道路管

理者・警察等と連携し、防護柵設置などのハード対策、交通
安全教育などのソフト対策を促進することにより、児童・生
徒が安全に通学できるよう通学路の安全を確保します。

【学校管理課】
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②教育環境の向上と老朽化対策の一体的整備の推進
小中学校の施設の長寿命化を図る老朽化対策（非構造

部材の耐震対策を含む。）、防災機能強化（バリアフ
リー化、空調設置等を含む。）を行い、新しい時代の学
びを支える安心・安全な学校園づくりに取り組みます。

【学校管理課】

③新型コロナウイルスの感染拡大防止
学校園における感染拡大を防ぎ、児童・生徒の健やか

な学びを保障するため、 ３つの密を避ける取組み等、感
染予防対策を徹底して教育活動を行います。

【総務課・学校教育課】



(4)学びのセーフティネット

②就学奨励の充実
保護者の経済的負担の軽減等を目的として、経済的困難を抱える家庭に対して就学援

助を引き続き実施し、適切な教育機会の確保を図ります。 【総務課】

①校内授業研究の充実
各学校の授業研究・校内研修に教職経験豊富な授業改善アドバイ

ザー等の専門員を派遣し、指導助言を行うなど、校内授業研究を充
実させます。 【学校教育課】

(5)教職員の指導力の向上

②各専門分野の研修の充実
学級経営・教科指導・生徒指導・ＩＣＴ活用・人権教育・特別支

援教育等の各専門性の向上のため、大学などのさまざまな機関と連
携するなど、研修を充実させます。 【学校教育課・人権教育課】

③初任者専門指導員の配置
初任者の公開授業に初任者専門指導員を年間を通じて派遣し、

指導力向上に向け継続的に指導助言を行います。
【学校教育課】

④学習情報センターの充実
岸和田市教育センターの学習情報センターにおいて、教職員

のニーズに合った学習会や教職員向け貸し出し図書・研究資料
を充実し、教職員の学びを支援します。 【学校教育課】

⑤ミドルリーダー育成の推進
急激な社会の変化やベテラン教諭の大量退職等、多様な課

題がある中、これからの教育現場を担うミドルリーダーとな
る人材の能力を高めるため、研修を実施するなど、中堅教諭
の資質向上を推進します。 【学校教育課】
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①学校における教材・教具等の整備
基礎的・基本的な学習理解を助ける上で重要である教材・教具等を整

備するとともに、それらを活用した効果的な取組みを推進します。
【学校管理課・学校教育課】

(3)学校園の適正規模・適正配置の推進

①小・中学校の適正規模・適正配置の推進
少子化に伴う学校の小規模化が進む中、教育環境の充実を図るため、

公共施設のあり方を踏まえつつ、基本方針に基づいた実施計画の策定
に向けて、小・中学校の適正規模・適正配置の取組みを推進します。

【学校適正配置推進課】



①学校協議会の活性化
学校、保護者及び地域住民との協力・連携を促進し、教育

活動や学校運営の改善を図るため、学校協議会の活性化につ
ながる支援を行います。 【学校教育課】

(7)地域に開かれた学校園づくり

②自己評価及び外部評価の結果を踏まえた学校運営の支援
各学校園における自己評価及び外部評価の結果を踏まえ、

各学校園の特色を生かし、円滑な学校運営が行われるよう支
援します。 【学校教育課】

③各学校園のwebページ充実への支援
各学校園のwebページが家庭や地域への情

報提供手段の一つとして、より分かりやすく充
実したものとなるよう、引き続き支援を行いま
す。 【学校教育課】

④地域や民間の教育力を生かした取組みの推進
地域のお年寄りや名人の方々による文化・伝

統を伝える体験学習や民間企業等による出前授
業を紹介したり、情報を提供したりするなど、
取組みを支援します。 【学校教育課】
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(6)教員の業務負担軽減

①教員の業務負担軽減に向けた取組みの推進
校務における業務負担を軽減するため、統合型校務支援システム及び時間外勤務縮

減のため音声応答装置の導入を推進するとともに、学級担任等の補助等を行うため、
スクール・サポート・スタッフを配置します。また、学校水泳の外部委託や、中学校
部活動の指導員の派遣等、外部人材を積極的に活用します。今後も、教員が児童・生
徒と向き合う時間を確保し、学級・学校運営の改善を図るとともに、さらなる指導の
充実や授業改善の推進を図るため、引き続き業務負担軽減策の検討を行い、取組みを
進めます。 【総務課・学校管理課・学校教育課】



市民の地域力や

1 家庭教育支援の充実

2 青少年の健全育成

3 市民の人権意識の向上

家庭教育学級の実施・充実

親学習リーダーの派遣及び活動支援

キッズルームの開設及び子育て支援

リーダー養成・青少年育成事業等の充実

青少年のための地域支援ネットワークづくり

子どもの安全確保事業の充実

人権講座、男女共同参画講座等の開催

障がい理解のための講座開催

教育力の向上
6

4 大学などとの連携

5 連携と参画による地域づくり

大学などとの地域連携による生涯学習

放課後子ども教室の開設

学校支援地域本部事業の推進

学校施設の地域の拠点等としての活用検討

社会教育関係団体との連携
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市民一人ひとりが自己を高め、ともに育ちあう人づくりを進めるとともに、地
域住民の連携を深め、地域の活力や教育力の向上を図ります。

6 市民の地域力や教育力の向上（岸和田市教育大綱：基本方針６）

(1)家庭教育支援の充実

(3)市民の人権意識の向上

①人権講座、男女共同参画講座等の開催
公民館等において、法やジェンダー、DV問題など現代的課題に即した人権や男女共同

参画についての講座を実施します。 【生涯学習課】

②障がい理解のための講座開催
公民館等において、多様な障がいの特性について市民に理解を広め、また、啓発する

講座を実施します。 【生涯学習課】

①家庭教育学級の実施・充実
豊かな心、他人に対する思いやりを醸成・充実させるため

の家庭教育学級において、子ども・家庭・地域・環境など家
庭に関わる様々な課題をともに学び、考える学級活動を実施
します。 【生涯学習課】

②親学習リーダーの派遣及び活動支援
親学習リーダーを派遣し、子育てをテーマにした各種グ

ループワークのお手伝いや仲間づくり等を支援します。ま
た、講座等を提供します。 【学校教育課】

③キッズルームの開設及び子育て支援
子育て中の保護者の交流や居場所として公民館の保育室

を開放し「キッズルーム」を開設します。その中で公民館
登録保育者を派遣し、利用者への支援や家庭教育学級と連
携した事業を行います。 【生涯学習課】

①リーダー養成・青少年育成事業等の充実
野外活動を通して、仲間づくりの大切さを学べるよう、地域における子ども会リー

ダーを育成します。 【生涯学習課】

②青少年のための地域支援ネットワークづくり
健全な青少年の育成をめざしてさまざまな団体が

地域活動や社会参加活動を展開しており、これらの
団体・組織の連携を促進します。 【生涯学習課】

(2)青少年の健全育成

③子どもの安全確保事業の充実
子どもたちの安心安全を確保するため、地域に住

む人たちへの啓発に努めるとともに、子どもの安全
見まもり隊、スクールガード・リーダー事業に取り
組みます。 【生涯学習課】
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(５)連携と参画による地域づくり

③学校施設の地域の拠点等としての活用検討
市民参画によるコミュニティづくりなどを進めるた

め、家庭や学校、地域との連携を深めるとともに、教
育施設の複合化を検討します。 【生涯学習課】

①放課後子ども教室の開設
学校や公民館を活用し、安心・安全な子どもの居場所づくり

として、地域ボランティアの力を活用し、放課後子ども教室を
開設します。 【学校教育課】

②学校支援地域本部事業の推進
地域と協働した教育コミュニティ形成を推進するため、学校

支援地域本部事業を進めます。 【学校教育課】

④社会教育関係団体との連携
社会教育活動の振興と青少年の健全育成の推進を目

的とする市内団体への支援と連携により、地域や学校、
家庭が一体となった青少年育成に取り組みます。

【生涯学習課】

①大学などとの地域連携による生涯学習
地域にある大学などと相互の資源を連携して活用することにより市民の学習機会を拡

げ、地域連携教育活動を推進し、より一層の地域活力の向上を目指します。
【生涯学習課】

(4)大学などとの連携
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1 生涯学習推進体制の整備

市民の生涯学習の

2 学習機会の拡充

生涯学習基本方針の推進

生涯学習推進研修会の開催

持続可能な社会づくりに対応した公民館講座の充実

シニア世代の人材の活用と学習機会の充実

学び舎プログラムの実施

出前講座や出前公演の実施

公民館の活動団体支援

公民館等の適切な管理運営と計画的な施設整備

スポーツ推進計画の推進

各種スポーツ大会・スポーツイベント等の実施

各種スポーツ教室等の開設

スポーツ関係団体等との連携、協働

社会体育施設の適切な管理運営と計画的な施設整備

学校体育施設開放の促進（地域スポーツ活動の支援）

スポーツ推進委員の活動支援

スポーツ施設情報システムの充実

障がい者のスポーツ活動支援

ワールドマスターズゲームズの開催準備

環境づくり
7

4 スポーツに親しむ環境づくり

5 学習のための情報提供
公民館のネットワーク機能の充実

市民との連携と協働によるネットワークづくり

いきいき学びのプラン（生涯学習情報紙）等の情報発信

点字版・音声CD版いきいき学びのプランの発行

3 読書に親しむ環境づくり
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図書館基本計画の策定

子ども読書活動の推進
乳児を対象とするブックスタート事業の実施

図書館関係団体との連携による活動の推進

障がいのある幼児・児童・生徒へのサービス等の推進（LLブック・対面朗読等）
資料の収集・整理・保存、及び郷土資料の整理・データ化の推進

情報通信技術を活かしたサービスの充実



7 市民の生涯学習の環境づくり（岸和田市教育大綱：基本方針７）

市民が健康寿命を延ばし、生涯にわたり、心身の健康と生きがいや安らぎを
持った人生が送れるよう、生涯学習環境の充実を図ります。

(1)生涯学習推進体制の整備

②生涯学習推進研修会の開催
市民の生涯学習活動を奨励し支援するため、生涯学習啓発事業として、研修会を開催

します。 【生涯学習課】

①持続可能な社会づくりに対応した公民館講座の充実
学校・家庭・地域をつなぐ地域住民の交流拠点である公民館等において、市民の学習

機会や地域活動に関する情報の提供に努めるとともに、地域の人材などを活用した定期
講座や子育て講座、SDGｓ※に関する講座、女性学級等の充実を図ります。

【生涯学習課】

②シニア世代の人材の活用と学習機会の充実
人生100年時代を見据え自ら有する知識や経験を社会

に還元できる機会の創出と、よりよい社会をつくる主役
として、自立した生活を送っていくための体系的な講座
の実施を進めます。 【生涯学習課】

(2)学習機会の拡充

③学び舎プログラムの実施
全世代を対象に学習機会の提供、学習環境の整備、地

域人材育成という観点から「学び舎ネットワーク」、
「学び舎ゼミ」、「まちづくり実践プロジェクト」事業
を実施します。 【生涯学習課】

④出前講座や出前公演の実施
市民の生涯学習活動を支援するために、市の事業や施策について市職員が地域に出向

く出前講座を実施します。また、公民館活動団体が地域や各施設から依頼を受けて行う
ボランティア活動の出前公演を支援します。 【生涯学習課】

⑤公民館の活動団体支援
様々な分野において学習活動を行う団体が、主体的、持続的に

活動し、その成果を地域へ還元できるように、公民館が継続的な
活動の場を提供します。また、学習の成果発表や地域づくりを実
現するため公民館まつりを開催します。 【生涯学習課】
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①生涯学習基本方針の推進
生涯学習基本方針に基づき、具体的な事業のあり方を示した生涯学習実施計画に沿っ

て事業を推進するとともに、新たに発足した生涯学習支援チームが学びや実践、コミュ
ニティのつながりを活性化させる方策について検討し、それを広く周知するためのフ
ラッグシップ事業を実施します。 【生涯学習課】

※国連で採択されたSDGsは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の
略称で、17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されて
います。17の目標のキーワードは、貧困、健康と福祉、教育、エネルギー、成長・雇用、イノ
ベーション、都市、気候変動等です。

⑥公民館等の適切な管理運営と計画的な施設整備
市民が、安全・安心に学習活動に取り組めるよう、公民館等を

適切に管理運営し、災害時に地域住民の避難所となる施設として
計画的に施設整備を進めます。また、公民館等再編基本方針に基
づき、個別施設計画の策定を進めます。 【生涯学習課】



(3)読書に親しむ環境づくり

③乳児を対象とするブックスタート事業の実施
乳児期における読み聞かせの重要性に鑑み、新生児に絵本や子育てに関する施設案内

等を「ブックスタートセット」としてプレゼントしています。
これからも関係機関と連携して継続していきます。 【図書館】

④図書館関係団体との連携による活動の推進
図書館関係団体と連携し、子どもの発達段階に応じたお話会や催しを開催していきま

す。また、小学校へのお話配達を継続していきます。 【図書館】

⑤障がいのある幼児・児童・生徒へのサービス等の推進（LLブック・対面朗読等）
視覚に障がいがある子ども等が、読書に親しむ環境をつくるため、LLブックや録音図

書、さわる絵本等の資料の充実に努めます。また、対面朗読やセラピー犬を活用した読
書会（ワン読）といった企画等、それぞれの障がいに寄り添った施策を関係団体の協力
を得ながら推進します。 【図書館】

⑥資料の収集・整理・保存、及び郷土資料の整理・データ化の推進
生涯学習、レクリエーション等図書館サービスの向上を図るため、市内６図書館が一

体となって、図書や資料を収集・整理・保存します。郷土資料については、地域の貴重
な資産をデータベース化したデジタルアーカイブを提供します。 【図書館】

⑦情報通信技術を活かしたサービスの充実
図書館サービスの充実に向け、図書館システムを更新します。また、電子書籍やオン

ラインデータベース等、デジタル資料に対応したサービスを展開します。 【図書館】
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②子ども読書活動の推進
第３次岸和田市子ども読書活動推進計画に基づき、子どもが言葉を学び、感性を磨き、

創造力を豊かなものにしていく上で欠くことのできない読書活動の推進に、学校、幼稚
園、保育所（園）、認定こども園、市民ボランティア団体の方々と連携し取り組みます。

【図書館】

①図書館基本計画の策定
市制施行100周年にあたる令和４年を、新図書館建設に

向けたキックオフの年と位置付け、これからの図書館が果
たすべき役割と、それに必要なソフトウェア、ハードウェ
ア整備の方向性を示す「図書館基本計画」を策定します。

【図書館】



②各種スポーツ大会・スポーツイベント等の実施
市民スポーツ大会、スポーツ少年大会の実施や、ス

ポーツカーニバル、ファミリースポーツ体験会を実施
するなど、市民がスポーツに親しむ「するスポーツ」
の場を提供します。 【スポーツ振興課】

(4)スポーツに親しむ環境づくり

③各種スポーツ教室等の開設
子どもから高齢者の各世代が日常的にスポーツに親

しみ、体力の維持・向上や健康な心身を育むため、多
様なスポーツ教室の充実を図ります。

【スポーツ振興課】

⑤社会体育施設の適切な管理運営と計画的な施設整備
市民が安心・安全にスポーツを楽しめるよう、社会

体育施設を適切に管理運営し、大規模改修が必要な施
設については計画的な施設整備に取り組みます。また
社会体育施設再編基本方針に基づき、個別施設計画の
策定を進めます。

【スポーツ振興課】

⑦スポーツ推進委員の活動支援
地域スポーツの推進を図るため、各校区のスポー

ツ推進委員が、地域との連絡調整やスポーツに関す
る指導や助言を行うなど、地域のスポーツコーディ
ネーターとしての役割を十分に果たせるよう活動を
支援します。 【スポーツ振興課】
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①スポーツ推進計画の推進
市民が主体的に運動やスポーツに取り組むことができる環境づくりのため、岸和田

市の現状や課題を踏まえつつ、本市における特性を生かしながら、スポーツ推進計画
に基づき、施策をより一層効果的・効率的に推進します。 【スポーツ振興課】

④スポーツ関係団体等との連携、協働
NPO法人岸和田市スポーツ協会やスポーツ推進委

員協議会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラ
ブとの連携・協働により競技スポーツや生涯スポーツ
の推進に取り組みます。 【スポーツ振興課】

⑥学校体育施設開放の促進（地域スポーツ活動の支援）
市民が地域スポーツ活動に取り組めるよう、学校教育に支障のない範囲で、学校体

育施設を開放し、スポーツ・レクリエーション活動等を行いやすい環境を整えます。
【スポーツ振興課】



①公民館のネットワーク機能の充実
誰もがいつでも、どこでも学べることができるよう、

拠点館と地区館が相互に連携し特徴ある事業を展開し
ます。 【生涯学習課】

(5)学習のための情報提供

②市民との連携と協働によるネットワークづくり
地域住民、団体等（学校・自治会・企業・NPO等）

と連携してネットワークを構築することにより、新た
なつながりや地域コミュニティを創出し、そのコミュ
ニティ同士が地域の総合的な課題へ取り組めるように
努めます。 【生涯学習課】

③いきいき学びのプラン（生涯学習情報紙）等の情報発信
生涯学習の積極的な推進のため、広報紙「いきいき学び

のプラン」の発行やホームページによる講座・イベント情
報の提供を行います。 【生涯学習課】

④点字版・音声CD版いきいき学びのプランの発行
障がい者等に配慮し、「いきいき学びのプラン」点字

版・音声CD版の希望者への配付、図書館などへの配置を
行います。 【生涯学習課】
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⑨障がい者のスポーツ活動支援
障がいのある方が、自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、関係団体

との連携・協働により障がい者のスポーツ活動を支援します。
【スポーツ振興課】

⑧スポーツ施設情報システムの充実
スポーツ施設使用の利便性を高めるため、新たに導入した公共施設予約システムを適

切に管理運用し、市民がスポーツ施設を公平・効率的に使用できる環境を整えます。
【スポーツ振興課】

⑩ワールドマスターズゲームズの開催準備
開催延期となったワールドマスターズゲームズの開催に向けて、引き続き他機関と連

携し、多くの市民がワールドマスターズゲームズに関心を持ち、「する・みる・ささえ
る」といった様々な形で関わることができるよう情報提供や支援等を行います。

【スポーツ振興課】
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1 文化財の保護と郷土資料の活用

2 身近な自然の保護と啓発

3 郷土愛の育成

国・府・市指定文化財の保護と活用、民俗文化財の保存と継承

郷土資料の展示及び市史史料の発行等

市内文化財を活用した普及行事の開催

文化財指定・登録の推進

濱田青陵賞事業の継続

埋蔵文化財業務における広域連携の推進

郷土愛の育成
8
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調査研究や資料収集の推進

屋内外における多彩な行事の開催

生物多様性の保全と理解につながる事業の拡充

交流拠点づくりと市民活動の支援

郷土愛への意識を高める学習機会の提供ときっかけづくり

学校教育との連携



8 郷土愛の育成（岸和田市教育大綱：基本方針８）

岸和田への誇りと愛着を育むため、郷土の文化財や自然に対する市民の理解や
関心を深め、その保護や活用に努めます。

(1)文化財の保護と郷土資料の活用

②郷土資料の展示及び市史史料の発行等
市制100周年記念企画展に向けて修理された「府指定文化

財 木造阿弥陀如来坐像」の展示など、本市の歴史・文化情
報を発信するため、郷土資料の展示や市史史料の発行を行い
ます。 【郷土文化課】

③市内文化財を活用した普及行事の開催
本市の歴史や文化財に関する講座やイベントを開催

することにより、興味や関心を高めます。
【郷土文化課】

④文化財指定・登録の推進
地域にある歴史資料等を文化財に指定・登録するこ

とにより、文化財保護への理解を深め、適切な形で保
存し、後世に継承します。 【郷土文化課】

(2)身近な自然の保護と啓発

②屋内外における多彩な行事の開催
自然資料館内での学習はもとより、実習や体験、屋外活

動といった多彩な行事を開催するとともに、デジタル機器
を活用した展示や講座等を推進します。 【郷土文化課】
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①国・府・市指定文化財の保護と活用、民俗文化財の保存と継承
和泉葛城山ブナ林や葛城踊り・土生鼓踊りといった指定の文化財を保存継承していく

ための市民活動への助言等を行います。国の名勝に指定された岸和田城庭園（八陣の
庭）は保存活用計画に基づき、岸和田城と一体となって、名勝の価値を高めていくこと
で文化財に対する市民の理解や関心を深めます。 【郷土文化課】

⑤濱田青陵賞事業の継続
濱田青陵賞事業を継続することで市の知名度と文化的なレベルアップを図ることをめ

ざします。また、授賞式と記念講演会、シンポジウムを開催すると共に、動画配信を行
い、より広く学術文化への関心を高めます。 【郷土文化課】

⑥埋蔵文化財業務における広域連携の推進
岸和田市・高石市の埋蔵文化財を地域で守り後世に継承するため、両市での広域連携

を推進します。 【郷土文化課】

①調査研究や資料収集の推進
郷土の自然の特性を明らかにする調査研究活動と、その

意義を継承していく際の証拠となる標本資料の収集・整
理・保管活動を推進します。 【郷土文化課】

③生物多様性の保全と理解につながる事業の拡充
環境保全行政と積極的に連携し、多くの市民が、生活の中で「自然」や「生物多様

性」に興味・関心が持てるような事業を開催します。 【郷土文化課】



①郷土愛への意識を高める学習機会の提供ときっかけづくり
自然観察会、実習会等の普及行事や出前講座、現地説明会

を実施し、収蔵資料の整理と活用を進めることで、郷土学習
のきっかけづくりに取り組みます。市内の文化財については、
説明板を計画的に設置し、市民の目に触れる機会を提供する
ことを通じて、郷土愛を育みます。 【郷土文化課】

(3)郷土愛の育成
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②学校教育との連携
展示見学や体験学習、出前授業、職場体験などの機会を通

じ、幼児・児童・生徒が郷土の自然や歴史、文化に興味・関
心を高めるための学習を支援します。また、夏休みの自由研
究や学校の部活動への積極的な支援を行います。

【郷土文化課】

④交流拠点づくりと市民活動の支援
きしわだ自然友の会をはじめとした自然学習グループを支援し、ネットワーク化を図

るとともに、自然保護のための市民活動の拠点として自然資料館を活用します。
【郷土文化課】
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