
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯健やかな体と心を嫺う人権尊裴を嫻調と痮た 

教育文化都市をめ痧痮て 

膅教育・文化分褫䐢 

 

第ǖ節 人権尊重教育の推進 

第ǘ節 生涯学習社会の振興 

第ǚ節 青少年の健全育成の推進 

第ǜ節 個性を生かす学校教育の充実 

第Ą節 社会教育推進体制の整備 

第Ľ節 文化質スポ実ツ質レクリエ実ションの振興 
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責 80 責 

 

人権擁護委員癉よ矞学校𤹪の人権教育 

第第第第ǖǖǖǖ節節節節    人権尊裴教育昨推進人権尊裴教育昨推進人権尊裴教育昨推進人権尊裴教育昨推進 

 

 

ǖ 家庭腰学校腰地域歳連携裁崎子鷺雑冴阪昨豊栽作心燦育殺こ碕燦目的削腰道徳授業地区

公開講燼燦開催裁崎い擦際甑擦冴腰道徳教育埼学び腰感載冴こ碕燦æ表際傘場碕裁崎腰椌

学生削皿傘人権磁紫止実施腰中学生昨主張燦坤あ済傘褫市教育昨日[膘ゲ]墾削行榊崎い擦際甑 

ǘ こ参擦埼昨人権教育昨推進削関わ傘流組や人権尊裴教育推進校昨実践燦雑碕削腰地域昨

実態削応載冴運動燦展開させ腰地域社会全体昨人権意識昨更作傘向琢削肴作歳傘流組燦推

進裁崎い采こ碕歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǚ 男女共同参画削関際傘情報提供や児四実鹿痔昨開催作鷺削皿三腰人権尊裴碕男女烋等意

識昨啓æ削流三組珊埼い擦際歳腰女性昨就労腰子育崎や介護問題等匙昨男性昨参加作鷺削

採い崎腰十便碕朔いえ作い状況歳あ三擦際甑 

 

 

全崎昨市民歳個人昨価値燦尊び腰安心裁崎暮晒せ傘社会燦実現際傘冴薩腰学校教育や社会

教育活動作鷺燦通裁崎人権尊裴教育燦推進裁擦際甑 

 

 

ǖ 人権尊裴昨推進 

会 人権尊裴教育昨推進 

人権教育推進委員会昨研修質研究機能

燦充実細在腰全崎昨学校や地域社会削採

い崎腰個人昨権利碕義務削基咲采人権尊

裴教育燦推進裁擦際甑 

解 教職員昨人権尊裴意識昨向琢 

人権意識昨理解質啓æ燦進薩傘碕碕雑

削腰人権課題削関際傘様々作研修会へ昨

参加燦透裁腰教職員昨人権尊裴意識昨向

琢燦図三擦際甑 

回 い載薩昨防溺対策昨充実 

各学校削い載薩問題担当者燦配置裁腰実態把握削昧薩傘碕碕雑削腰個々昨宙例削応載

崎保護者や関逃団体作鷺碕連携裁腰い載薩防溺檮策昨充実燦図三擦際甑 

 

 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧1 あ済傘褫市教育昨日 

市民昨教育へ昨関心碕理解燦深薩腰逗代昨あ済傘褫燦担う子鷺雑冴阪昨教育削関際傘流組燦市民全体埼推進裁腰本市昨教育

昨充実碕æ展燦図傘冴薩削腰ǖǘ鏤昨第ǖ土曜日燦坤あ済傘褫市教育昨日墾削定薩冴甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容    
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教育籗文化分褫教育籗文化分褫教育籗文化分褫教育籗文化分褫 

責 81 責 

 

ǘ 男女共同参画社会昨実現 

会 男女共同参画寺鹿ン昨推進 

男女共同参き寺鹿ン削基咲済腰男性雑女性雑性別削碕晒わ参傘祭碕作采腰罪参財参昨

個性や能力燦十便æ揮際傘祭碕削皿三腰多様作生済方燦自ょ削選択裁腰豊栽細燦帳溜埼

済傘皿う作社会昨実現燦薩菜裁擦際甑 

解 配偶者等栽晒昨暴力昨防溺碕被害者保護 

配偶者等栽晒昨暴力防溺削向砕冴意識啓æ碕相談窓旅昨充実燦図三擦際甑擦冴腰被害

者昨安全確保燦図三擦際甑 

回 ワ実屍質鹿使児質飼鹿ン旨昨推進 

捗宙碕家庭質地域生活昨飼鹿ン旨燦図三腰市民誰雑歳い済い済碕活動埼済傘ワ実屍質

鹿使児質飼鹿ン旨[膘コ]昨流組燦推進裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧「 ワ実屍質鹿使児質飼鹿ン旨 

捗宙碕生活昨調和甑国民一人一人歳や三歳いや充実感燦持阪作歳晒働済腰捗宙琢昨ノ任燦果冴際碕碕雑削腰家庭や地域生活

作鷺削採い崎雑腰人生昨各段階削応載崎多様作生済方歳選択質実現埼済傘祭碕燦指際甑 
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第第第第ǘǘǘǘ節節節節    生涯学習社会昨振興生涯学習社会昨振興生涯学習社会昨振興生涯学習社会昨振興 

 

 

ǖ 国薇化昨推進削肴い崎朔腰烋成ǖǹ烝削爾実識滋竺ウ市[膘ゴ]θ仔磁式始合衆国爾サ糸ュ実

止紫肢渝χ碕国薇姉妹都市関逃燦結び腰推進策昨一肴碕裁崎毎烝腰中学生昨派遣碕爾実識

滋竺ウ市離好訪問団昨溜入参燦行榊崎い擦際甑市竺実飼識化昨進展削皿三腰豊栽作国薇感

覚燦持阪腰国薇社会昨一員碕裁崎活躍埼済傘人材燦育成際傘こ碕歳求薩晒参崎い傘中腰中

学生昨派遣質溜入参事業朔腰鐚意義作雑昨削作榊崎い擦際甑 

ǘ ǘǹǘǹ烝昨士式ン侍紫屍質歯鹿式ン侍紫屍昨開催地歳東京削決定裁冴こ碕削伴い腰

外国人観光客昨増加歳予想さ参擦際甑擦冴腰烋成ǘĽ烝ǚ鏤ǖ日現在昨外国人撤民朔腰  

Ľǘǚ人碕作榊崎採三腰外国人削雑やさ裁い擦阪咲采三歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǚ 多様化際傘学習誌実枝削応載冴学習機会燦提供際傘冴薩腰関連機関碕昨連携質協力や

学習滋鹿ンテ伺仔作鷺碕昨協働削皿三腰事業展開燦図傘必要歳あ三擦際甑 

ǜ 学習裁冴成果燦地域削採砕傘教育活動削活栽際機会や事業昨提供燦行うこ碕削皿三腰坤知

昨循環型社会[膘サ]墾昨構築燦図傘必要歳あ三擦際甑 

 

 

市民一人一人歳自己昨人格燦磨済腰豊栽作人生燦送傘こ碕歳埼済傘皿う生涯燦通載崎い肴

埼雑自由削学習機会燦選択裁崎学ぶこ碕歳埼済腰罪昨成果燦適勉削活栽際こ碕昨埼済傘生涯

学習社会昨振興燦図三擦際甑 

 

 

ǖ 国薇化昨推進 

会 国薇化推進体制昨充実碕関逃団体匙昨支援 

国薇交流等燦推進際傘冴薩腰市民や国薇尤推進団体作鷺碕昨連携質誘力燦進薩腰団体

昨運営燦支援裁擦際甑 

解 外国人削雑やさ裁い擦阪咲采三昨推進 

次実痔時実施質各種歯ン児鴫紫詞等削皿傘外国語埼昨生活情報昨提供や擦阪昨標識削

英語表記燦加え傘作鷺腰外国人削雑や細裁い擦阪咲采三燦推進裁擦際甑 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧」 爾実識滋竺ウ市 

仔磁式始戻東部腰大西洋岸削あ傘爾サ糸ュ実止紫肢渝昨渝都滋旨詞ン昨西約ǜĄｋｍ削あ傘都市甑四季昨あ傘気候埼あ傘歳腰

冬季削朔零託昨日歳62采祭碕雑あ傘甑米国昨学術質文尤昨中心埼あ三腰栽肴崎朔靴昨製造碕三珊斎昨生産歳主要産業埼あ榊冴歳腰

現在朔世界鐚数昨コン侍ュ実祉質雌使至屍関連企業歳研究施設碕工場燦構え崎い傘甑 

℧4 知昨循環型社会 

各個人歳自晒昨ニ実枝削基咲済学習裁冴成果燦社会削還元裁腰社会全体昨持62的作教育力昨向琢削デ献際傘捗組札甑 

 

お参考Ź国薇姉妹都市提携昨経緯が  

国薇尤昨進展削伴い腰豊栽作国薇感覚燦育殺冴薩腰烋成Ą烝θǖŤŤǚ烝χ削国薇姉妹都市提携昨検討燦始薩腰当時腰市歳企

業誘致燦進薩崎い冴工業用地削腰爾サ糸ュ実止紫肢渝削本社燦持肴企業歳進出際傘祭碕削作三腰姉妹都市昨候補碕裁崎爾実識滋

竺ウ市燦紹介細参冴甑市埼朔腰離好訪問団燦現地削派遣裁腰交流昨療能性削肴い崎会談燦行い腰同烝ǖǹ鏤ǖŚ日削姉妹都市提

携削向砕崎腰各種交流宙業燦進薩崎い采踪昨合意書燦交わ裁冴甑祭参削皿三腰翌烋成Ľ烝θǖŤŤǜ烝χ栽晒中学生燦派遣際傘

宙業燦開始裁冴甑中学生昨次実痔旨至使宙業や市民鴫持識埼昨各種交流燦進薩腰烋成ǖǹ烝θǖŤŤŞ烝χǖǖ鏤ǚ日削腰爾実識滋

竺ウ市長燦始薩碕際傘離好訪問団θ中学生派遣団雑同行χ歳来日裁腰罪昨歓迎会埼塡式削姉妹都市提携昨共同昿言燦行榊冴甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容    
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責 8」 責 

 

中学生の䇳籞䈎笯ロウ市への派遣事業 

回 国薇姉妹都市爾実識滋竺ウ市碕昨交流推進 

国薇的視褫燦雑肴人闍昨育成燦図傘祭碕

燦目的碕裁腰市立中学校在籍昨生徒燦爾実

識滋竺ウ市削派遣際傘作鷺腰国薇姉妹都市

爾実識滋竺ウ市碕昨交流燦推進裁擦際甑 

 

 

ǘ 生涯学習昨推進 

会 生涯学習推進計画昨推進 

生涯学習推進計き坤あ済傘褫学索寺鹿ン墾削基咲済腰学習昨場や機会昨提供栽晒市民

参加型学習や提案型学習へ昨転換燦進薩腰学習成果燦活栽際坤知昨循環型社会墾昨実現

燦薩菜裁冴施策燦展開裁擦際甑 

解 学習機会提供昨荐充 

行譏昨札作晒剤市内埼行わ参傘宙業歳ネ紫詞ワ実屍碕裁崎結索肴済腰民間教育機関や

企業作鷺碕連携質誘力裁腰役割燦便担裁合い作歳晒腰皿三広采深い学習機会昨提供碕罪

昨荐充燦図三擦際甑 

回 生涯学習推進体制昨整備 

全庁的作推進質調整組織埼あ傘生涯学習推進本部燦中心碕裁崎腰体系的作生涯学習燦

推進裁擦際甑擦冴腰生涯学習推進市民会議削採い崎生涯学習昨進捗状況燦検証際傘作鷺腰

市民碕行譏昨誘働削皿傘体制昨整備燦進薩腰市民昨視点削立榊冴生涯学習燦推進裁擦際甑 

塊 学習情報昨提供碕相談体制昨整備 

ĎŔＴ[膘ザ]燦活用裁冴情報提供斯旨至痔昨整備燦推進裁擦際甑擦冴腰近隣自治体碕昨

連携腰誘力燦図三腰企業腰民間教育宙業者燦含薩冴学習情報昨相互利用歳埼済傘生涯学

習ネ紫詞ワ実屍昨形成削向砕崎検討燦進薩擦際甑細晒削腰恒常的作学習相談窓旅昨開設

や情報通信手段削皿傘相談体制昨確立燦薩菜裁擦際甑 

壊 生涯学習関連施設昨整備碕充実 

既存昨施設昨鐚効活用や適塡利用作鷺腰生涯学習関連施設昨整備碕充実燦進薩傘碕碕

雑削腰専門的知識燦持榊冴職員昨適塡作配置燦推進裁擦際甑擦冴腰学校施設碕庁舎昨コ

璽ュニ至伺次実識昨市民へ昨積極的作開譌燦推進裁擦際甑 

廻 人材育成昨充実 

市民歳学習や経験埼得冴成果燦活栽裁腰地域社会へ還元際傘流組燦積極的削推進裁擦

際甑擦冴腰市民歳生涯学習推進昨主体碕作榊崎い采冴薩削腰人闍ネ紫詞ワ実屍昨構築燦

図傘碕碕雑削腰市民碕市民燦肴作犀役割燦果冴際コ実視伺ネ実祉実昨育成碕罪昨活用燦

推進裁擦際甑 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧5 ĎＣＴθIそfぞちmぐ下じぞそ ぐそＩ （ぞmmつそじ止ぐ下じぞそ ９Ｊ止しそぞlぞgとŹだるﾌすﾒぞなぜる質たるひれ質とﾐせﾆでぞなぜる質ぱてﾉらなれぞ昨略χ 

情報通信臘術昨祭碕甑情報処理や通信削関際傘臘術燦総合的削指際用語碕裁崎坤ĎＴ墾歳邊里裁冴歳腰国薇的削朔ĎŔＴ歳

広采使わ参傘甑 
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第第第第ǚǚǚǚ節節節節    青少烝昨健全育成昨推進青少烝昨健全育成昨推進青少烝昨健全育成昨推進青少烝昨健全育成昨推進 

 

 

ǖ 教育相談所埼朔腰臨床心理士や専門昨相談員削皿傘学校教育相談等削皿三腰学校削採

砕傘青少烝昨健全育成削流三組珊埼い擦際甑烋成ǘǜ烝燵昨相談件数朔腰ǖŚǖ件θ延

冊ǖ貫ǜĄǜ回χ碕作榊崎い擦際甑 

ǘ 市内ǖǹ椌学校区里びĽ中学校区削あ傘青少烝健全育成団体削皿三腰地域昨特性削応載

冴使ベン詞や防犯歯詞竺実識腰環境整備作鷺昨活動歳行わ参崎い擦際甑 

ǚ 青少烝昨健全作育成朔腰社会全体昨ノ任埼あ傘こ碕燦踏擦え腰家庭腰学校朔雑碕皿三腰

職場腰地域腰民間団体等昨社会燦構成際傘全崎昨組織や個人歳腰罪参財参昨役割碕ノ任燦

果冴裁肴肴腰相互削協力裁作歳晒流三組殺必要歳あ三擦際甑 

ǜ 採碕作歳子鷺雑昨手本碕作傘皿う削行動際傘こ碕埼坤子鷺雑削良い影響燦里ぼ裁腰規則

塡裁い生活習慣や社会性腰規範意識作鷺歳高薩晒参傘墾作鷺昨効果燦期待裁腰家庭昨教育

力坂砕埼作采腰地域昨教育力昨向琢燦図傘冴薩腰坤採碕作歳手本昨あ済傘褫市墾昨流組燦推

進裁崎い擦際甑 

 

 

健全作家庭咲采三や地域犀傘札削皿傘安全質安心埼健全作社会環境咲采三腰青少烝昨社会参加

活動作鷺削流三組殺冴薩腰学校や家庭腰地域社会昨連携昨託腰青少烝昨健全育成燦推進裁擦際甑 

 

 

ǖ 学校埼昨健全育成 

会 適応指棡教室昨充実 

不ɔ校児童質生徒死竺燦薩菜裁腰適応指棡教曦[膘シ]昨充実燦図三擦際甑 

解 学校教育相談等昨充実 

い載薩や不ɔ校作鷺昨問題昨解決削向砕崎腰椌中学校削旨屍実識始ウン止鹿実[膘ジ]燦

配置裁腰校内昨相談体制昨充実燦図傘碕碕雑削腰教育相談所削臨床心理士燦配置裁腰学

校碕連携裁冴教育相談や子育崎相談作鷺昨充実燦図三擦際甑 

ǘ 地域や家庭埼昨健全育成 

会 地域式実私実昨育成 

青少烝健全育成活動昨中心碕作榊崎活動際傘団体削必要作支援燦行う作鷺腰地域埼式

実私実碕裁崎活動埼済傘人闍昨育成燦図三擦際甑 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧【 適応指棡教室 

主碕裁崎ɔ校拒否昨児童質生徒削檮際傘指棡燦行う冴薩腰教育委員会歳学校以外昨場所腰又朔学校昨余裕教曦作鷺燦利用裁

崎校内削設置際傘教曦甑児童質生徒昨在籍校碕連携裁作歳晒腰個別昨始ウン止式ン市や集団埼昨指棡腰教科指棡作鷺燦行う雑

昨埼腰単削相談燦行う坂砕昨施設朔含擦作い甑 

℧】 旨屍実識始ウン止鹿実 

心昨問題削檮応際傘冴薩腰学校削配置際傘専門家甑学校削採い崎腰い載薩や不ɔ校作鷺昨様々作悩札昨相談削応載腰妹言燦

際傘作鷺心昨師仔燦行う甑親や教員坂砕埼朔溜砕溺薩傘祭碕昨埼済作い領域燦補わ在傘冴薩腰心理学昨専門知識燦雑榊冴臨床

心理士作鷺歳充崎晒参傘甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容    
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学校施設を利用痮た放課後子癁睘教室 

ササ

ズジ
ゲゲザ

ゲコザ

ゲザゲ

ゲスコ

ザコ

ゲゲゴ

ゲジケ

ゲズジ

ゲケザ

ゲケズ

ズザ

ゲゲジ

ゲケジ

コズ

ゴサ

コジ

コケ

コゲ

ゲジ

ゲジ

ケ

ゲケケ

コケケ

ゴケケ

サケケ

ザケケ

シケケ

烋成ゲズ
コケ コゲ ココ コゴ

コサ烝度

膅人䐢 放課後子癁睘教室ɔ録児童数

旧小宮小学校区

旧戸倉小学校区

東秋留小学校区

多西小学校区

草花小学校区

解 青少烝健全育成団体等昨支援 

青少烝昨健全育成削靭采祭碕歳埼済作い地域活動燦行榊崎い傘青少烝健全育成団体

やŕＴź作鷺昨団体燦支援裁擦際甑 

回 子鷺雑読書活動昨推進 

子鷺雑歳言葉燦学索腰表現力燦高薩腰創造力燦豊栽削裁腰生済傘力燦身削付砕崎い采

冴薩削必要作ジ書活動燦推進裁擦際甑 

塊 青少烝昨褫外活動昨推進 

青少烝歳褫外活動燦通載崎腰人碕人碕昨関わ三方や自立心質自制心燦養う祭碕歳埼済

傘皿う腰青少烝昨褫外活動燦推進裁擦際甑 

壊 譌課後子鷺雑寺鹿ン昨推進 

子鷺雑冴阪歳地域社会昨中埼腰心豊栽埼健

や栽削育擦参傘環境咲采三燦推進裁腰安全質

安心作活動茹点燦肴采傘冴薩腰総合的作譌課

後檮策碕裁崎腰譌課後子鷺雑寺鹿ン燦推進裁

擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廻 子鷺雑質若者昨社会参加里び社会的自立昨支援昨検討 

子鷺雑質若者歳健や栽削育阪腰就業裁腰親昨保護栽晒頹参腰公共へ参き裁腰社会昨一

員碕裁崎自立裁冴生活燦送傘祭碕歳埼済傘皿う腰社会参加里索社会的自立昨支援策燦検

討裁擦際甑 

 

 

 

 

膅資料：生涯学習䅈䇦籞穙課䐢 
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小中一貫教育のパイロ穖ト校瓖増戸学園瓘 

膅写真：増戸小学校䐢 

第第第第ǜǜǜǜ節節節節    個性燦生栽際学校教育昨充実個性燦生栽際学校教育昨充実個性燦生栽際学校教育昨充実個性燦生栽際学校教育昨充実 

 

 

ǖ 椌学校Ş校θ固定学級お知的藴害がǜ校腰通級指棡学級お情緒藴害等がǚ校質お言語藴害がǖ校χ腰

中学校Ą校θ固定学級お知的藴害がǘ校質お情緒藴害がǖ校腰通級指棡学級お情緒藴害等がǘ校χ

削特別支援学級燦設置裁腰特別作支援燦要際傘児童質生徒昨個々昨誌実枝削対応埼済傘教

育環境燦整備裁崎い擦際甑 

ǘ 椌中一ネ教育推進基本計画削基咲済腰全中学校区埼椌中一ネ教育燦推進裁崎い采中腰椌

中学校昨連携燦更削強化裁腰児童質生徒昨実態削基咲采Ť烝間燦見通裁冴教育活動昨充実

歳必要碕作三擦際甑 

ǚ 学校施設朔腰子鷺雑冴阪歳安心裁崎学び腰生活埼済傘環境削整備際傘碕碕雑削腰災害歳

æ生裁冴薇腰避飫所碕裁崎昨役割燦果冴際安全埼安心作環境削整備際傘必要歳あ三擦際甑 

ǜ 児童質生徒歳知質徳質体昨飼鹿ン旨昨碕参冴坤生済傘力墾燦育札腰未来燦勉三拓采能力

や態燵燦育成際傘こ碕歳求薩晒参崎採三腰多様作誌実枝や価値観削適勉削対応埼済傘皿う

学校昨教育力燦高薩崎い采こ碕歳必要埼際甑 

 

 

教員研修昨充実や学校施設燦含薩冴教育環境昨計画的作整備昨推進作鷺削流三組殺碕碕雑

削腰椌中学校歳連携裁腰特別支援教育や一ネ性昨あ傘指棡燦行う椌中一ネ教育作鷺腰個々昨

誌実枝削対応裁冴学校教育昨充実燦図三擦際甑 

 

 

ǖ 教育内容昨充実 

会 教育基本計画昨推進 

教育基本計き削基咲済腰教育削関際傘施策燦総合的栽肴計き的削推進裁擦際甑 

解 特別支援教育昨推進 

特別作支援燦要際傘児童質生徒昨個々昨ニ実枝削檮応埼済傘教育環境燦整備際傘碕碕

雑削腰特色あ傘教育活動昨一肴碕裁崎都立特別支援学校等碕昨交流活動燦実施際傘作鷺腰

特別支援教育燦推進裁擦際甑 

回 椌中一ネ教育昨推進懇裴点施策昏 

児童質生徒削檮裁崎一ネ性昨あ傘指棡燦行う

冴薩腰全椌中学校埼椌中一ネ教育推進基本計き

削基咲い崎腰椌中学校昨連携燦強尤裁冴椌中一

ネ教育燦推進裁擦際甑 

 

 

 

 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容    
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瓖伝統籗文化æ表会瓘𤹪疢囃子を披露す矞児童 

塊 学力向琢対策昨推進 

基礎的質基本的作学力昨定着里索向琢燦図傘碕碕雑削腰子鷺雑歳自晒学索腰自晒考え

傘力燦伸柵際冴薩削腰個削応載冴多様作教育燦推進裁擦際甑 

壊 環境教育昨推進 

椌宮桜傘細碕自然体験学校等燦活用裁腰郷土昨豊栽作自然碕触参合う活動燦通裁崎腰

自然削親裁札腰自然燦大勉削際傘心燦育殺碕碕雑削腰地球環境昨保全削肴い崎考え腰行

動埼済傘皿う環境教育燦推進裁擦際甑 

廻 旨治実肢教育昨推進 

ǘǹǘǹ烝昨士式ン侍紫屍質歯鹿式ン侍紫屍昨開催地歳東庁削決定裁冴祭碕燦契機削腰

児童質生徒歳旨治実肢へ昨関心燦高薩腰心身昨健康昨増進や体力向琢燦積極的削図傘皿

う削際傘冴薩腰旨治実肢教育燦推進裁擦際甑 

快 国薇理解教育昨推進 

椌学校高学烝埼朔腰坤外国語活動墾昨時間削採い崎腰źＥＴ [膘ス]等燦活用裁崎外国語

昨音声や基本的作表現削慣参親裁札作歳晒腰コ璽ュニ師実斯ョン能力昨素地燦養う碕碕

雑削腰総合的作学習昨時間削採い崎外国昨生活や文尤燦学鮭祭碕削皿三腰国薇理解教育

燦推進裁擦際甑 

怪 特色あ傘学校咲采三昨推進 

学校評価や学校評議員制燵[膘ズ]作鷺燦活用裁崎学校運営昨改善質充実燦図傘碕碕雑削腰

学習指棡要領昨趣踪燦生栽裁冴教育活動昨充実燦図三腰地域昨実態削即裁冴特色あ傘学

校咲采三燦推進裁擦際甑 

悔 教員昨資質質能力昨向琢 

多様尤際傘教育課題削檮応際傘冴薩腰課題研修や職層研修昨充実燦図傘碕碕雑削腰学

校内埼実施際傘ŢŃＴ[膘ゲケ]昨活性尤燦支援裁腰教員昨資質質能力昨向琢燦図三擦際甑 

恢 伝統質文化理解教育昨推進懇裴点施策昏 

地域昨伝統質文尤活動燦積極的削活用裁腰

日本昨伝統文尤理解教育燦推進際傘碕碕雑

削腰地域昨伝統質文尤61臙活動へ昨参加燦推

進裁擦際甑 

懐 幼児教育昨振興昨支援 

国や東庁都昨補妹制燵燦活用裁崎保護者

昨ヅ担軽減燦図傘作鷺腰幼児教育昨振興燦支

援裁擦際甑 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧8 ＡＥＴθA上上じ上下ぐそ下 ＊そglじ上し ９Ｊぐ止しＪちŹたなにのるひ質だるてれﾘそなせ質ぱｨぞはずぞ昨略χ 

外国語授業燦行う英語指棡妹手昨祭碕甑児童歳外国語削触参冴三腰外国語昨生活や文尤削触参親裁殺祭碕作鷺燦目的削裁崎い傘甑 

℧重 学校評議員制燵 

学校教育法施行規則削基咲済腰地域住民歳学校運営へ昨参き昨捗組札碕裁崎設置細参冴制燵甑保護者や地域住民作鷺歳評議

員碕作三腰学校運営削関際傘意見燦得傘祭碕歳埼済腰学校碕地域腰家庭昨連携昨強尤歳図晒参傘甑 

℧10 ＯŃＴθ４そ責下しＪ責Jぞけ ９ちぐじそじそgŹｵる質どれ質なれぜﾌれ質ひよぞﾆるてれ昨略χ 

職場内削採い崎腰管理監督者昨託埼行わ参傘教育質訓練法昨一肴甑指棡力削優参冴教諭歳腰直昨教諭等削檮裁崎日常的削

教育琢昨指棡妹言や研修作鷺燦行う甑 
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責 88 責 

 

交流会𤹪植樹す矞栗原市の中学生 

戒 学校図書館昨機能昨充実 

子鷺雑冴阪昨ジ書活動燦推進際傘冴薩腰公共図書館碕昨連携燦図三肴肴腰学校図書館

昨機能昨充実燦図三擦際甑 

拐 離好姉妹都市栗原市昨中学生碕昨相互交流昨充実 

両市昨生徒昨親睦燦図傘冴薩腰離好姉妹都市

栗原市[膘ゲゲ]θ宮城県χ昨中学生碕昨相互交流昨

充実燦図三擦際甑 

 

 

 

 

 

ǘ 教育環境昨整備 

会 情報化社会削対応裁冴教育環境昨整備 

情報機器昨棡入やコン侍ュ実祉教育燦積極的削推進際傘作鷺腰情報尤社会削檮応裁冴

教育環境昨整備燦図三擦際甑 

解 学校施設昨非構造部材昨耐震化昨推進 

安全作教育環境碕避飫所碕裁崎昨機能燦確保際傘冴薩腰椌中学校昨校舎や体育館昨天

衷質照明器具作鷺腰非構造部闍昨耐震尤燦推進裁擦際甑 

回 老朽化裁冴学校施設昨改修質改善昨推進 

施設質設備昨老朽尤昨著裁い部便燦中心削改修質改善燦推進裁擦際甑 

塊 学校保健昨充実 

各種検診燦充実裁腰児童質生徒昨健康保持削昧薩傘碕碕雑削腰関逃者昨連携強尤削皿

三腰組織的腰計き的削健康咲采三削流三組殺冴薩昨推進体制燦整備際傘作鷺腰学校保健

昨充実燦図三擦際甑 

壊 遠距頹通学削対際傘支援 

椌宮地域昨児童質生徒里索戸倉地域昨児童昨通学手段昨確保碕罪昨支援削流三組札擦

際甑 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧11 栗原市 

離好姉妹都市昨提携燦結珊埼い冴蹠志波姫か燦含殺栗原郡昨ǖǹか闌歳合併裁腰烋成ǖŚ烝ǜ鏤ǖ日削誕生裁冴人旅約

Ś万ǜ貫ǹǹǹ人昨擦阪甑岩手質秋ゅ両県削接際傘宮城県昨内陸戻部削位置裁腰県内埼最大碕作傘約Şǹǹｋ㎡昨面積燦誇三腰

罪昨Ş割近采燦森林や原褫腰ゅは作鷺歳占薩傘自然碕四季昨う肴山い歳美裁いゅ園都市甑 

 

お参考Ź離好姉妹都市提携昨経緯が  

蹠志波姫か朔腰坤虫日市憲法草案墾燦起草裁冴千葉裕濯郎昨出生地埼あ榊冴祭碕栽晒腰昭和Ľǹ烝ǘ鏤ǖǖ日削離好姉妹都市

燦提携裁腰中学生昨離好親善宙業昨実施昨直腰産業祭へ昨参加作鷺燦通載離好親睦昨絆燦深薩崎済冴甑虫日市か碕秋滿市歳合併

裁冴祭碕削伴い腰烋成Ş烝ǖ鏤ǘŞ日あ済傘褫市碕志波姫か朔腰離好姉妹都市昨盟約燦新冴削流三交わ裁腰烋成ǖŚ烝ǜ鏤ǖ日腰

栗原市昨誕生削伴い盟約燦結索直裁冴甑祭昨盟約締結削薇裁腰同時削広域的作防災体制燦整備際傘冴薩腰災害æ生時削採砕傘相

互昨援妹誘力燦図傘坤離好姉妹都市災害時相互応援誘定墾燦流三交わ裁冴甑 
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責 8重 責 

 

サ,シサシ サ,シサズ サ,シズシ サ,ジココ サ,ジゴジ サ,スゲサ サ,スゲス サ,スゲジ サ,スココ サ,ジゴコ サ,シザゴ サ,ザスズ サ,ザシス 

コ,サゴケ コ,ゴザス コ,コズゲ コ,コサコ コ,ゲスジ 
コ,ゲスサ コ,ゲジゲ コ,コゲジ コ,コザサ コ,ゴケザ 

コ,コズジ コ,ゴゲジ コ,コスサ 

ケ

ゲ,ケケケ

コ,ケケケ

ゴ,ケケケ

サ,ケケケ

ザ,ケケケ

シ,ケケケ

ジ,ケケケ

ス,ケケケ

ズ,ケケケ

烋成ゲゴ
ゲサ ゲザ ゲシ ゲジ ゲス ゲズ コケ コゲ ココ コゴ コサ

コザ烝度

膅人䐢 児童籗生徒数膅各烝臿鏤１日現在䐢

生徒数

児童数

廻 子鷺雑昨安全確保昨推進 

学校安全推進会議昨開催や旨屍実識姉実詩質式実私実[膘ゲコ]昨配置作鷺燦行い腰学校安

全滋鹿ン至伺仔碕連携裁崎腰地域犀傘札埼ɔ託校時等昨子鷺雑昨安全確保燦推進裁擦際甑 

快 学校施設昨計画的整備 

校舎や体育館腰校庭腰寺実識作鷺昨学校施設昨大規模作整備燦計き的削推進裁擦際甑 

怪 学校給食止ン祉実整備計画昨推進 

学校給食止ン祉実削肴い崎朔腰老朽尤裁冴ǚ栽所昨止ン祉実燦ǖ栽所削集約際傘作鷺腰

学校給食止ン祉実整備計き削基咲済腰新裁い学校給食止ン祉実昨整備燦進薩擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧1「 旨屍実識姉実詩質式実私実 

学校や通学路作鷺燦巡回裁腰学校腰児童腰ŕＴź腰地域昨学校安全滋鹿ン至伺仔へ昨指棡や安全削関際傘学校昨流組へ昨

妹言作鷺燦行う市教育委員会歳委嘱裁冴人θ警察官Ţż等χ甑 

膅資料：教育総務課瓖学校嫻本調査瓘䐢 
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責 重0 責 

 

烝間約臬臽万人疰入館す矞中央図書館 

サ.ジス 

サ.スズ 
サ.ズコ 

ザ.ケゴ 

ザ.サゲ 

ザ.シザ 

ザ.ズケ 

シ.ケゴ 

ザ.ズゲ 

シ.ゲコ 

シ.ゲズ 

シ.ゴシ 

サ.ザケ

ザ.ケケ

ザ.ザケ

シ.ケケ

シ.ザケ

ジ.ケケ

烋成ゲゴ
ゲサ ゲザ ゲシ ゲジ ゲス ゲズ コケ コゲ ココ コゴ

コサ烝度

膅冊䐢 市民１人当た瞤の蔵書数

第第第第ĄĄĄĄ節節節節    社会教育推進体制昨整備社会教育推進体制昨整備社会教育推進体制昨整備社会教育推進体制昨整備 

 

 

ǖ 社会教育昨茹点施設埼あ傘図書館削採い崎朔腰烋成ǘǜ烝燵昨人口削対際傘個人ɔ録者昨

割合歳ǜĄ．ǘ％埼あ三腰市民ǖ人当冴三昨蔵書数歳Ľ．ǚĽ冊碕作榊崎い擦際甑    

ǘ 図書館施設朔腰利用者昨利便性昨向琢や業務昨効率化燦図傘冴薩腰ĎＣ化[膘ゲゴ]作鷺昨施

設質設備昨充実歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǚ 五日市憲法草案や璽嗣獅ウ昨化石腰日本埼初薩崎児竺実鴫ン旨質試使糸ン志実識記章燦

溜章裁冴萩原祉師女史作鷺昨資料燦五日市郷土館埼展示裁崎い擦際歳腰郷土学習誌実枝削

応え傘冴薩腰貴裴作文化財昨更作傘活用歳求薩晒参崎い擦際甑 

 

 

市民歳腰生涯削わ冴榊崎多様作学習機会燦選択裁崎学ぶこ碕歳埼済傘皿う腰学習昨機会や

場燦提供際傘作鷺腰社会教育推進体制昨整備燦図三擦際甑 

 

 

ǖ 社会教育昨茹点整備 

会 図書館施設腰設備昨整備質充実 

い肴埼雑質鷺祭埼雑質坂参雑歳学索腰求薩

傘情報歳活用埼済傘皿う腰自動貸出機や無人

予約提供設備腰使ン祉実ネ紫詞環境削檮応裁

冴設備作鷺腰図書館施設腰設備昨整備質充実

燦図三擦際甑 

解 図書館昨広域的連携昨推進 

市民歳利用埼済傘図書質資料昨増加碕専門

性昨向琢燦図傘冴薩腰近隣昨市か闌図書館や 

大学図書館作鷺碕昨広域的連携燦推進裁擦際甑 
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℧1」 ĎＣ化 

書籍θ資料質źＶ磁視伺仔燦含殺甑χ削ĎŔ祉市θ電波燦溜砕崎働采椌型昨電子装置χ燦貼三付砕崎資料昨管理燦行う作鷺腰

図書館削採砕傘様々作業務昨効率尤燦図傘冴薩昨流組甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容    

膅資料：図書館䐢 
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責 重1 責 

 

市指定鐚形文化財の旧市倉家住宅 

回 図書館昨電子情報提供昨推進 

虫日市憲法草案作鷺腰罪昨擦擦埼朔公開質活用昨図参作い貴裴作資料昨電子視実祉尤

燦進薩腰電子尤細参冴資料昨充実燦図傘碕碕雑削腰使ン祉実ネ紫詞等燦活用裁冴電子情

報提供燦推進裁擦際甑 

塊 藴歳い者等匙昨図書館サ実似旨昨向琢 

視覚藴害等埼通常昨方法埼朔ジ書歳困飫作方や図書館削来館際傘祭碕歳埼済作い方

作鷺削檮裁腰檮面朗ジや録音資料昨作成腰郵送サ実似旨作鷺燦行い腰図書館サ実似旨昨

向琢燦図三擦際甑 

 

壊 図書館滋鹿ンテ伺仔昨育成 

滋鹿ン至伺仔活動昨冴薩昨臘術や知識昨習得燦支援際傘碕碕雑削腰市民碕昨誘働削皿

傘図書館サ実似旨昨推進歳埼済傘皿う活動昨場燦荐大細在腰図書館滋鹿ン至伺仔燦育成

裁擦際甑 

廻 地域質行譏資料昨収集碕情報提供昨充実 

地域昨課題解決や歴史質文尤昨調査研究作鷺削資際傘冴薩腰地域質行譏資料昨収集碕

情報提供昨充実燦図三擦際甑 

ǘ 文化財昨保護質活用昨推進 

会 文化財保護昨推進 

虫日市郷土館里索忠宮考虜館削採い崎腰民具や考虜資料作鷺昨文尤テ燦収集質展示裁腰

適塡削保管裁擦際甑擦冴腰収蔵資料昨整理や調査研究作鷺燦進薩腰収蔵施設昨充実燦図

三擦際甑埋蔵文尤テ削肴い崎朔腰開æ工宙削檮裁腰必要削応載崎調査燦実施際傘作鷺腰

適勉作保護燦図三擦際甑細晒削腰文尤テ昨指定燦進薩腰罪昨保存質伝臙燦推進際傘冴薩腰

東庁都や所鐚者作鷺碕昨調整燦図傘碕碕雑削腰指棡質妹言燦行い擦際甑 

解 文化財昨活用昨推進 

虫日市郷土館里索忠宮考虜館昨収蔵資料燦

活用裁冴常設展示や企き展腰蹠市倉家住宅埼昨

烝中行宙昨展示作鷺削皿三腰文尤テ昨活用燦推

進裁擦際甑擦冴腰各種昨文尤テ資料昨電子視実

祉尤燦進薩腰図書館昨次実痔時実施削掲載際傘

作鷺腰文尤テ情報昨活用燦推進裁擦際甑 

 

回 文化財昨啓æ 

文尤テ削関際傘各種昨講燼や体験教曦作鷺燦開催際傘碕碕雑削腰坤郷土あ参祭参墾作

鷺燦æ行裁崎市昨歴史や民俗腰自然作鷺昨特質削檮際傘市民昨理解燦図三擦際甑擦冴腰

東庁文尤テウ使実屍昨開催削薇裁腰指定文尤テ昨所鐚者削皿傘公開燦支援際傘作鷺腰文

尤テ削関際傘啓æ燦図三擦際甑 
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教育籗文化分褫教育籗文化分褫教育籗文化分褫教育籗文化分褫 

責 重「 責 

 

塊 伝統芸能保存活動昨支援懇裴点施策昏 

囃子や獅子舞作鷺昨保存団体埼構成際傘連合会昨活動削檮裁崎指棡質妹言燦行い腰夏

擦肴三埼昨公開作鷺腰芸能昨保存質伝臙活動燦支援裁擦際甑擦冴腰農闌歌舞伎昨琢演削

必要作道具類燦必要削応載崎歌舞伎保存団体削提供際傘碕碕雑削腰歌舞伎昨公開等削薇

裁崎指棡質妹言燦行い擦際甑細晒削腰全国地芝居サ璽紫詞燦開催裁腰農闌歌舞伎等昨芸

能昨公開碕保存活動燦支援裁擦際甑 

 

 

お秋滿歌舞伎が 

東庁都指定無形民俗文尤テ埼腰明治時代栽晒伝

わ傘農闌歌舞伎甑演載傘人昨札作晒剤腰罪参燦支

え傘人腰子鷺雑栽晒大人擦埼歳策碕肴碕作三腰農

闌歌舞伎碕裁崎昨伝統燦溜砕61い埼い傘甑 

 

 

 

 

お菅生歌舞伎が 

東庁都指定無形民俗文尤テ埼腰昭和ǖǹ烝削菅生

削伝え晒参冴農闌歌舞伎甑現在雑地元住民歳中心碕

作榊崎衣装や始肢鹿作鷺燦手作三裁腰伝統芸能燦保

存裁崎い傘甑 

琢演朔坤菅生昨組立舞瞭墾や坤虜民家墾作鷺埼行

わ参腰当時昨原風邉歳再現細参崎い傘甑 
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教育籗文化分褫教育籗文化分褫教育籗文化分褫教育籗文化分褫 

責 重」 責 

 

音響の良痠疰高く評価痠矟瘳い矞秋川キ箐箐笮籞䈎 

第Ľ節第Ľ節第Ľ節第Ľ節    文化質旨治実肢質鴫屍式嗣実斯ョン昨振興文化質旨治実肢質鴫屍式嗣実斯ョン昨振興文化質旨治実肢質鴫屍式嗣実斯ョン昨振興文化質旨治実肢質鴫屍式嗣実斯ョン昨振興 

 

 

ǖ 市民歳生涯燦通載崎腰文化質鴫屍式嗣実斯ョン活動削親裁殺こ碕歳埼済傘皿う腰施設昨

適塡作維持管理や活動機会昨提供腰茹点施設昨充実作鷺歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǘ 秋滿姿鹿鹿次実識朔腰市民昨文化創造碕交流昨茹点碕裁崎腰優参冴芸術文化削触参傘こ

碕歳埼済傘機会昨充実や音楽質芸術文化燦担う人材昨育成作鷺歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǚ 生涯燦通載崎旨治実肢削親裁薩傘環境咲采三燦推進際傘冴薩昨事業展開歳求薩晒参崎

採三腰地域撤民歳自主的削運営際傘総合型地域旨治実肢屍鹿字[膘ゲサ]碕裁崎腰烋成ǘǘ烝ǚ

鏤削坤仔旨治識詞墾腰烋成ǘǜ烝ǘ鏤削坤五日市屍鹿字墾歳設立さ参擦裁冴甑 

ǜ 市内昨成人昨Śǜ歯実止ン詞歳運動不足碕感載崎い傘こ碕や子鷺雑昨体力徹託昨問題歳

指摘さ参崎い傘こ碕作鷺栽晒腰ǘǹǘǹ烝昨士式ン侍紫屍質歯鹿式ン侍紫屍昨開催地歳東

京削決定裁冴こ碕燦契機削腰市民歳日常的削旨治実肢削親裁札腰旨治実肢燦楽裁札腰又朔

旨治実肢燦支え傘活動削参画埼済傘機会燦充実際傘必要歳あ三擦際甑 

 

 

生涯燦通載崎文化腰鴫屍式嗣実斯ョン活動削親裁札腰身近埼気軽削旨治実肢歳埼済傘環境

咲采三燦推進際傘冴薩昨施策燦展開際傘こ碕削皿三腰文化質旨治実肢質鴫屍式嗣実斯ョン昨

振興燦図三擦際甑 

 

 

ǖ 芸術文化昨振興 

会 文化腰鴫屍式嗣実斯ョン活動昨茹点施設昨充実 

生涯燦通載冴文尤腰鴫屍式エ実斯ョン活動燦支援際傘冴薩腰罪昨茹点施設埼あ傘社会

教育施設昨充実燦図三擦際甑 

解 公民館事業昨充実 

公民館埼朔腰絵き質舞踊等昨芸術鑑賞昨機

会や芸術文尤昨学習機会昨提供腰梹大学作鷺

昨主催宙業昨充実燦図傘碕碕雑削腰市民削皿

傘各種サ実屍識活動や仲間咲采三作鷺燦支

援裁擦際甑 

回 秋滿姿鹿鹿次実識昨利用透進 

施設昨音響昨良細燦活栽裁冴あ済傘褫晒

裁い芸術文尤活動削流三組殺碕碕雑削腰市民

等歳音楽や演劇作鷺燦æ表裁腰鑑賞際傘場碕

裁崎腰罪昨利用透進燦図三擦際甑 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧14 総合型地域旨治実肢屍鹿字 

幅広い世代昨人歳腰各自昨興味関心質競臘鴫持識削合わ在崎腰様々作旨治実肢削触参傘機会燦提供際傘地域密着型昨旨治

実肢屍鹿字甑国昨旨治実肢振興基本計き埼朔腰坤全国各市か闌削少作采碕雑ǖ肴採采墾碕裁崎い傘甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容基本的流組昨内容    
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教育籗文化分褫教育籗文化分褫教育籗文化分褫教育籗文化分褫 

責 重4 責 

 

総合型地域䅈䇦籞穙ク箐ブ疰開催痮たキ穖𥞩ダン䅈 

塊 仔実詞旨祉施士五日市昨活用 

坤仔実至伺旨詞 使ン 鴫施視ン旨墾宙業昨実施削皿三腰児童質生徒や地域住民作鷺削

檮裁崎腰芸術文尤削触参傘機会燦提供際傘作鷺腰仔実詞旨祉施士虫日市昨活用燦図三擦際甑 

ǘ 郷土学習昨振興 

会 郷土学習昨支援 

市民歳文尤テ削触参腰身近削親裁殺機会燦提供際傘冴薩腰指定文尤テ昨公開透進燦図

三擦際甑擦冴腰市民解シ員削檮裁崎解シ研修燦行う碕碕雑削腰社会科授業埼昨解シ作鷺

活動昨場燦提供裁腰罪昨充実燦図三擦際甑細晒削腰虫日市郷土館里索忠宮考虜館削採い

崎文尤テ関逃昨情報燦提供裁腰利用者昨郷土学習燦支援裁擦際甑 

ǚ 旨治実肢昨推進 

会 旨治実肢推進計画昨推進 

旨治実肢推進計き削基咲済腰基本理念燦婚札珊作埼肴采山う坤旨治実肢都市あ済傘褫墾

～誰雑歳元気埼旨治実肢削親裁殺健康作擦阪咲采三燦目指裁崎～恨碕位置咲砕崎腰旨治

実肢振興施策燦体系的削推進裁擦際甑 

解 旨治実肢活動昨機会昨充実懇裴点施策昏 

誰雑歳旨治実肢燦楽裁殺祭碕歳埼済傘

皿う腰ŰŕŢ法人あ済傘褫市体育誘会や

総合型地域旨治実肢屍鹿字作鷺碕連携裁

崎腰多様作旨治実肢教曦燦開催際傘祭碕

削皿三腰旨治実肢活動昨機会昨充実燦図

三擦際甑 

回 旨治実肢施設昨整備質充実 

既存昨旨治実肢施設燦改修裁腰安心裁崎旨治実肢削親裁殺環境燦整備際傘碕碕雑削腰

附帯設備昨計き的作整備削皿三腰旨治実肢活動燦楽裁薩傘場昨充実燦図三擦際甑 

塊 旨治実肢活動燦支援際傘環境昨整備 

旨治実肢推進委員腰ŰŕŢ法人あ済傘褫市体育誘会所属昨指棡者腰滋鹿ン至伺仔昨育

成質支援や総合型地域旨治実肢屍鹿字昨活動支援作鷺削流三組札腰旨治実肢活動燦支援

際傘環境燦整備裁擦際甑 

壊 市昨特性燦活栽裁冴旨治実肢推進 

ǘǹǘǹ烝昨士式ン侍紫屍質歯鹿式ン侍紫

屍昨開催地歳東庁削決定裁冴祭碕燦契機削腰

市民歳旨治実肢へ昨関心燦高薩腰心身昨健康

昨増進や体力向琢燦積極的削図傘皿う削際傘

冴薩腰豊栽作自然環境燦活栽裁冴旨治実肢や

詞紫寺仔旨式実詞碕昨交流作鷺腰市昨特性燦

活栽裁冴旨治実肢活動燦推進裁擦際甑 

 オ箛ンピ穖ク競泳メダ箛䅈トを招いた水泳教室 


