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令和４年度 湯河原町教育委員会基本方針 

 

湯河原町教育委員会では、新型コロナウイルス感染症感染者の激増や

変異型ウイルスの拡大を受けて、子どもたちに安全・安心な教育活動を

行うため、学校の「臨時休業」や一部教育活動を制限するなど、感染拡

大防止対策を図りながら学校と連携し、教育活動を進めてまいります。 

また、生涯学習活動として町民大学や町民レクリエーションの集いな

どの開催が見送られている事業について、その手法やあり方等も含めて

再考していきます。一方、社会教育・体育施設においては、開館時間の

短縮や入場制限などの措置を講じることで、町民の皆様の様々な学習活

動を停滞させることのないよう進めてまいります。 

今後も新型コロナウイルス感染症の対策を図り、新たな日常に向けた

取り組みを進めることで、それと共存した社会に対応していく必要があ

ります。 

このような中で、町民と子どもが主体的・創造的に生きていくことが

できるようにするためには、子どもの時代に基礎的・基本的な知識や技

能を確実に身に付け、「生きる力」を育むことが必要と考えております。

また、押し寄せる少子高齢化の波は、今後、私たちの暮らしに様々な面

で影響を及ぼすことが予想されております。 

このような社会情勢を鑑み、令和３年３月に改訂した「湯河原町教育

大綱」の目標は、「ゆがわら 2021 プラン（湯河原町新総合計画）」の「文

化・教育」に係る基本目標と同じ、「生涯を通じて学び豊かな心を育む

まちづくり」とされ、 

その基本方針は、 

 

１ 一人ひとりの子どもの未来を拓く教育の推進 

２ 子どもから大人までともに学び成長する「まち」の創生 

３ 学校、家庭、地域が連携を深め協働する教育環境の醸成 

４ 健康な心と身体を育む生涯学習の振興 

 

の４つを掲げています。 

 

 令和４年度湯河原町教育委員会基本方針を策定するにあたり、このよ

うな著しく変化する社会において、将来の湯河原町を担う子どもたちが、

たくましく「生きる力」を育み、町民一人ひとりが生涯を通じて学び、

成長する「まち」を築くためには、時代の変化を的確に捉えることが特

に重要であると考えております。 

個別の課題として、学校教育分野では、社会性や規範意識の構築、学

力の向上、不登校やいじめの問題があり、児童・生徒一人ひとりの自己

有用感を高めるとともに、家庭や地域の教育力も高めていかなければな
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りません。 

生涯学習分野では、ライフスタイルの多様化などにより生涯の各時期

において、学習、文化及びスポーツ活動に対する要望は、広範かつ高度

なものになってきています。 

こうした課題に一つひとつ向き合いつつ、湯河原町教育委員会では、

時代の変化に柔軟かつ的確に対応しながら、教育行政に課せられた使命

を果たせるよう、学校・家庭・地域・関係機関と連携を図りながら、策

定した「ゆがわら 2021 プラン」及び「教育大綱」に掲げられた目標の実

現を目指していきます。 

 

基本方針 

 

１ 「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」を身に付けた児童・

生徒の「生きる力」の育成を図ります。 

（1）  確かな学力 

  学校教育法第 30 条第２項に規定された「学力の三要素」は、 

ア 基礎的な知識及び技能 

イ これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断 

力表現力その他の能力 

ウ 主体的に学習に取り組む態度 

の３つとしています。 

これらの力をバランスよく身に付けた子ども育てるため、学校では、

基礎的、基本的な知識や技能に加え、学ぶ意欲や思考力、判断力、表

現力など幅広い学力を育てることが必要であり、「わかる授業」を目

指します。 

家庭では、予習・復習に留まらない自発的な学習習慣を身に付ける

ため、児童・生徒が積極的に学習できるような働きかけを行います。 

   また、児童・生徒が目標や課題を持ち「学びあい、深めあい、高

めあう」ことによって、自分の良さを伸ばしていくことができるよ

うな教育を、学校・家庭が連携して目指します。 

（2） 豊かな心 

   「豊かな心」とは、美しいものに感動し、生きることの喜びと感

謝の気持ちを持つことであり、自分を大事にすると同時に他人を思

いやる心でもあります。 

道徳教育においては、教師と児童・生徒及び児童・生徒相互の人間

関係を深めるとともに、ルールやマナーを守り、時と場所に合わせて

行動ができる実践的な力を養うことが必要です。 

また、職場体験活動やボランティア活動、自然体験活動、校外学

習活動などの豊かな体験学習や芸術、文化にふれることなど、様々
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な分野に親しむ機会を設け、自分の興味のあるものをみつけられる

ようにします。 

（3）健やかな体 

   健やかな体を育むために、スポーツに親しみ、早寝、早起き、朝

ごはんなどの望ましい生活習慣を身に付けられるよう、児童・生徒

の発達の段階に応じた取り組みを行います。 

体力の向上と心身の健康の保持増進に関する指導は、家庭や地域と

の連携を図りながら行っていきます。 

   また、様々な経験や学習を通して「食」に関する知識を習得し、

健全な食生活を実践することができる児童・生徒を育てるため「食

育」の推進を図ります。 

（4）生きる力の育成 

   子どもたちが集団生活をする中で、生涯にわたる人間形成の基本

と将来の自立に必要な力を養い、個性と創造性を伸ばすことができ

るよう、発達段階に応じた教育を計画的に行います。 

また、単に知識の量を増やすのではなく、学ぶ意欲を高め、自ら

の目標や課題を設定し、解決していくことで、「未来を切り拓いて

いく力を育む」教育を推進していきます。 

 

２ 「信頼される学校づくり」を推進します。 

充実した教育活動を推進するため、幼稚園、小学校及び中学校がそ

れぞれ創意工夫し、地域の実態や特性を活かした教育活動に取り組む

と同時に、幼・保・小・中の連携を図り、児童・生徒の学校生活が充

実するよう、より一層配慮していきます。 

学校は、家庭、地域と連携し、学校運営協議会・学校評議員・ＰＴ

Ａ・子ども会などを通じて、それぞれが相互に補完し合いながら子ど

もたちを育てていきます。さらに、学校運営協議会委員や学校評議委

員による客観的な評価のもと、学校改善を行い、子どもに寄り添い、

教職員とが一丸になって信頼される学校づくりに努めます。 

いじめの問題につきましては、「どの子どもにも、どこの学校でも

いじめは起こりうる」という前提のもとに、未然防止、早期発見に努

め、解消を図れるよう学校、家庭、関係機関との連携を強化し対応し

てまいります。 

不登校児童・生徒につきましては、様々な背景があることを理解し

て、訪問、相談など家庭との連携を深め、学校と教育支援教室が連携

した指導体制の充実を図るとともに、不登校の未然防止として、学校

では、Ｑ－Ｕアンケートにより学級集団を把握し、「絆」、「居場所」

を意識した学級づくりを推進してまいります。 

また、課題を抱えた児童・生徒個々の課題の解決に向けてスクール

カウンセラー、支援教育アドバイザー、スクールソーシャルワーカー

などを活用し、児童・生徒だけでなく教職員及び当該家庭を支援して
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いきます。 

暴力行為につきましては、暴力等が起こらない土壌を維持し、撲滅

に努めていきます。 

 

３ 「安全・安心な学校づくり」を推進します。 

学校は、児童・生徒が一日の多くの時間を過ごす場所であり、各学

校には、児童・生徒が安心して楽しく過ごし、やる気を出す場所とな

るような学校づくりに全力を挙げて取り組む責任と使命があります。

このため、３密を避けた「新しい生活様式」による感染予防を継続し

て行います。 

防犯対策として、学校施設内に防犯カメラなどを配備し、外部から

の不審者の侵入を防ぐ対策を講じております。また、不審者情報をい

ち早く保護者へ知らせるため、情報システムの活用をしておりますが、

更なる活用を図っていきます。 

  防災対策として、小・中学校の防災マニュアルなどを随時見直し、

防災訓練を実施して、小・中学校間、保護者、地域との連携を更に深

め、有事の際に備えます。 

  小・中学校校舎等の施設整備については、老朽化が進んでいるとこ

ろですが、湯河原町学校施設長寿化計画に基づき予防保全を原則とし、

優先順位を付けて維持修繕をしてまいります。 

登下校の安全対策では、小学校低学年から交通安全教育を実施し、

「こども 110 番」や安全マップを有効活用し、保護者、地域の方々に

よる登下校時の見守りを行うなどし、地域ぐるみで子どもの安全確保

に努めます。 

なお、学校の配置については、今後どうあるべきか検討を進めるた

め、「ゆがわら２０２１プラン」前期基本計画でも少子化を見据え、

今後の学校のあり方を含めた教育環境整備を検討していくこととして

おります。 

町では、公共施設等総合管理計画に係る個別施設計画である学校施

設長寿命化計画に基づき、将来の児童・生徒数や地域における学校の

あり方などを含めた、総合的な学校のあり方を引き続き検討してまい

ります。 

 

４ 人と人とのふれあいを大切にする思いやりの心、地球環境を大切に

する心を育みます。 

  日常生活を通して社会のルールやマナーについて理解し、発達段階

に応じた基本的生活習慣を身に付け、規律ある態度を取ることができ

る児童・生徒の育成に努めます。 

  本町が「湯河原町観光立町推進条例」を制定し、観光を町の基幹産

業として更に発展させるため、町民一人ひとりが「おもてなしの心」

を観光資源として捉え、観光立町の実現を目指していることの理解を
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深めます。 

  また、地球温暖化や大気汚染、都市化によるごみの増加など地球規

模での環境問題が世界共通の課題となっており、その解決に向けて国

際社会が共通で取り組むべき持続可能な開発目標「SDGs＝Sustainable 

Development Goals」が掲げられています。 

持続可能な社会づくりの担い手を育む教育として、子どもたちが自然

環境や地域の将来などを自らの課題として捉え、自分ができることを考

え、実践する機会を増やしてまいります。 

 

５ 人権教育及び人権啓発を推進します。 

人権は、人間の尊厳に基づいて、すべての人が生まれながらにもっ

ている権利であり、個人としての生存と自由を確保し、より幸福な人

生を送るために欠かすことができない権利です。 

町民一人ひとりが、学校教育や社会教育などを通じ、人権尊重の理

念についての正しい理解を深め、性別、国籍、ハンディキャップやそ

のほか他者との違いを認め、自身の置かれている状況を正しく判断し、

行動し、「ともに生き、支え合う地域社会」を実現することを目指し

た人権教育を総合的に推進します。 

いじめの問題に関しては、過去の悲しい事案を風化させることなく、

優先して取り組むものとし、いじめ問題対策連絡協議会などにより、

関係機関との緊密な連携を深め、家庭、学校、教育委員会に留まらず、

地域全体で関わり、見守っていく土壌を培っていくとともに、「湯河

原町いじめ防止基本方針」に基づき、未然防止、早期発見、解消に努

めていきます。 

また、各学校においては、「人権教育に係る年間計画」を策定し、

月別に目標・ねらいを定めた方策を実施し、振り返り評価を行うこと

により、人権に関する意識を高めていきます。 

 

６ 生涯にわたる各年代層に対応した自主的な学習活動を支援します。 

子どもから大人まで、いつでも・どこでも・だれもが学ぶことがで

き、また、ともに学び成長することができる「まち」の創生が求めら

れています。 

このようなニーズに加え、「教育」から「学習」への潮流の変化を

踏まえて、学習プログラムや文化・学習情報を提供し、町民の学習意

欲を高め、創意・工夫を凝らした自主的な文化活動や学習活動を支援

していきます。 

  また、国際化の進展に対応するためには、国際理解や国際感覚の醸

成を図る必要があります。 

  姉妹都市への中学生の派遣や語学講座の開催などコロナ下において、

どのような方法で、異なる文化や習慣などの理解を深めることができ

るのか検討していきます。 
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  このほか、超高齢化社会における具体的な生涯学習支援の方策や社

会教育施設、社会体育施設、学校施設などの役割について検討してい

きます。 

 

７ 家庭・地域の教育力の向上に努めます。 

家庭教育は、すべての教育の出発点であるとともに、乳幼児期の親

子の絆の形成にはじまる家族とのふれあいを通じて、基本的な生活習

慣、生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対する思いや

りや善悪の判断などの基本的倫理観、社会的なマナーなどを身に付け

る上で重要な役割を担うものです。 

家庭教育は、保護者の責任であると同時に、保護者の権利や喜びで

あるということを見い出せるよう、学校、家庭、地域が連携を深め、

協働する教育環境の醸成を図っていきます。 

 

８ 子どもの読書活動を推進します。 

  第四次湯河原町子ども読書活動推進計画（計画期間：令和４年度～

令和８年度）により、豊かな心を育てる子ども読書活動を進めるにあ

たり、イベントや講座などの開催を適切に判断するとともに、新型コ

ロナウイルス感染症からの新たな日常に向けた対策として、家に居な

がら体験できる読み聞かせや、本を紹介するブックトークなどを動画

配信し、本に親しむ機会を提供します。 

また、学校図書ボランティアの活動を支援するとともに、学校図書

館との連携も継続してまいります。 

 

９ 青少年の健全育成に努めます。 

青少年を取り巻く環境は、情報化の進展などめまぐるしく変化して

おります。携帯電話やスマートフォン等の通信機器は、急速に普及し、

コミュニケーション・ツールとして大きな役割を果たしている一方で、

インターネットなどから得られる有害情報の氾濫により、青少年が犯

罪に巻き込まれる事案が散見しており、青少年の健全育成を図る上で

慎重な対応を迫られています。 

このような状況の中で、未来を担う青少年が、社会の一員であると

の自覚を持って、心豊かにたくましく育つことができるよう、青少年

関係団体をはじめ、学校、家庭、地域、行政が一体となり、社会参加

や多様な体験ができる機会の提供に取り組み、青少年の健全育成と非

行防止に努めます。 

また、子どもたちが学校以外で安心して学び遊べる「居場所」のあ

り方及び運営方法等について、民間の取り組みとあわせ検討していき

ます。 
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10 芸術・文化の振興と文化遺産の保護・活用に努めます。 

生活に潤いと心の豊かさをもたらすため、文化の享受や活動の重要

性が認識されています。文化は、生涯を通じた「心の教育」にとって

重要な役割を果たすとともに、地域社会の活性化にとても大きな役割

を担っています。 

地域に息づく文化活動を支援し、発展させるとともに、伝統文化の

継承・発展にも積極的に取り組み、図書館、美術館や地域会館などを

拠点に、文化活動を実践、体験できる機会と発表の場を提供していき

ます。 

子どもたちに、湯河原の歴史や文化にふれる場、体験する場を設け、

郷土を愛する心を育みます。 

有形・無形の文化遺産の保護・周知に努め、新たな文化財の発掘・

指定について、今後も継続して調査や研究をしてまいります。 

 

11 町民一人ひとりのライフスタイルに対応した生涯スポーツの普及を

推進します。 

スポーツは、健康増進や体力向上を図るのみでなく、「心」と「体」

の健全な発達を促し、明るく豊かで活力に満ちた、生きがいのある社

会形成に寄与するものです。そして、生涯にわたり健康で文化的な生

活を送るために、自らの健康の大切さを認識し、進んで健康の増進を

図っていくことが重要です。 

町民の誰もが、それぞれの体力や年齢、能力、興味、目的に応じて、

コロナ下においても安全かつ気軽にスポーツに親しむことのできる生

涯スポーツ社会の実現に向けて、町民体育館やヘルシープラザ、弓道

場、学校施設、町有のスポーツ施設などの活用を図りながら、体育協

会、スポーツ推進委員、スポーツ関係団体などと協働してスポーツの

普及や活動支援を推進していきます。 

 

12 町ぐるみで教育を考えます。 

平成 27 年度に設置された「総合教育会議」では、教育の中立性、継

続性を確保しつつ、町長との連携強化、教育行政における責任の明確化、

迅速な危機管理体制の構築を図るとともに、社会情勢の変化に伴う学校

教育、社会教育のそれぞれが抱える課題について、町部局との共通認識

が図れるよう努めてまいります。 

  また、「総合教育会議」の場で協議した「湯河原町教育大綱」に掲

げる基本目標の推進に向けた計画を作成し、実施してまいります。 
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令和４年度 湯河原町教育委員会主要施策 

 

学校教育では 

１ 「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」を身に付けた児童・

生徒 の「生きる力」の育成を図ります。 

２ 「信頼される学校づくり」を推進します。 

３ 「安全・安心な学校づくり」を推進します。 

４ 人と人とのふれあいを大切にする思いやりの心、地球環境を大切に

する心を育みます。 

５ 人権教育及び人権啓発を推進します。 

 

１ 「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」を身に付けた児童・

生徒の「生きる力」の育成を図ります。 

(1) 活力ある学校経営と創意・工夫ある教育課程の編成 

「生きる力」を育むことを目指し、確かな学力・豊かな心・健やか

な体を身に付けた児童・生徒の育成に努め、新学習指導要領を基に

「創意・工夫をした教育課程の編成」「保護者、地域の方々の協力

を得た学校支援ボランティア」によって魅力ある教育活動の展開を

図ります。 

 また、教職員が授業などで、子どもに十分寄り添った指導ができる

ようにスクール・サポート・スタッフを積極的に活用します。 

ア 学習指導の充実・改善 

(ｱ) 基礎的・基本的な知識・技能の習得 

(ｲ) 主体的・対話的で深い学びの視点からの学習指導の改善 

(ｳ) 思考力、判断力、表現力等の育成 

(ｴ) 主体的に学習に取り組む態度の育成 

(ｵ) 家庭学習の習慣化の推進 

(ｶ) 校内研究の充実による授業改善の推進 

(ｷ) 障がいの有無にかかわらず、さまざまな課題を抱えた園児・

児童・生徒一人ひとりのニーズに適切に対応する「支援教育」

の推進 

(ｸ) 学校支援ボランティアの活用による教科指導の充実 

(ｹ) 民間活力を利用した学力向上への取り組みの推進 

(ｺ) スクール・サポート・スタッフによる子どもに寄り添った指

導の充実 

イ 特色ある『ゆがわらの学校教育』の推進 

(ｱ) 心の教育の推進 

(ｲ) 道徳教育の充実及び道徳的実践力の育成 
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(ｳ) ソーシャルスキルトレーニング（社会生活技能訓練）として 

のＡＣＴ（アートコミュニケーショントレーニング）の小中の

連携に基づいた５か年計画の実施 

(ｴ) ＡＬＴ（外国語指導助手）と協働した外国語教育及び国際理 

解の更なる推進 

(ｵ) 地域教育力の活用（学校支援ボランティア） 

(ｶ) 総合的な学習の時間の充実 

(ｷ) 自然環境教育の推進 

(ｸ) 国際理解教育の推進 

(ｹ) 卒業記念講演会の開催 

(ｺ) 湯河原中学校生徒の各種大会等への派遣 

(ｻ) 湯河原町子どもフォーラムを通じ、小・中学校が連携した児

童・生徒による自治活動の推進 

(ｼ) 地域の協力による体験学習の実施（お茶摘み、稚鮎の放流、

温泉入浴体験など） 

ウ 学校図書館による充実した学習活動の展開 

(ｱ) 学校図書館司書教諭の特性を生かした学校図書館運営と学習

活動の展開 

(ｲ) 学校全体で取り組む読書活動の推進 

(ｳ) 学校図書館を利用した「学習情報センター」としての活用 

(ｴ) 学校図書館司書の配置 

(ｵ) 学校支援ボランティアによる学校図書館の有効活用 

(ｶ) 町立図書館との連携 

(ｷ) 湯河原町子ども読書活動推進計画の推進 

(ｸ) 児童・生徒の居場所としての活用促進 

エ 文化的活動の助長 

(ｱ) 美術館での芸術文化鑑賞会開催 

(ｲ) 図書館、美術館での児童・生徒作品展の開催 

(ｳ) 小学校音楽会の開催 

オ 児童・生徒の健康管理 

(ｱ) 就学時健康診断の実施（内科・歯科・耳鼻科・眼科）  

(ｲ) 健康診断の実施（内科・歯科・耳鼻科・眼科） 

(ｳ) 尿検査（幼稚園児、小・中学生）及び心臓検査（小・中学生）

の実施 

(ｴ) 身体測定、視力・聴力検査の実施 

(ｵ) 基本的な感染症対策の励行 

(ｶ) 子宮頸がん予防ワクチン接種の周知 

カ クラブ活動・部活動の充実 

(ｱ) 小学校クラブ活動の充実 

(ｲ) 湯河原中学校部活動への地域指導者の活用促進 
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(ｳ) 湯河原中学校部活動用品の整備 

キ キャリア教育の充実 

(ｱ) 職場体験教育の充実 

(ｲ) キャリアパスポートの推進 

ク がん教育の推進 

 

(2) 児童・生徒指導の推進・充実 

児童・生徒の良さや可能性・個性を互いに認め合い、高め合うこ

とのできる豊かな教育環境や人間関係づくりを推進します。そのた

めの校内指導体制の確立に努めます。 

その一つとして、児童・生徒を多角的・総合的に指導・支援でき

るよう、専門スタッフの配置を充実し、「チーム学校」で対応して

いきます。 

また、教職員が児童・生徒と向き合う時間を確保できるよう、補

助スタッフを配置します。 

ア 児童・生徒理解の深化 

イ 指導力の向上と校内指導体制の充実 

ウ 校内における教育相談コーディネーターによる教育相談体制の

充実 

エ 学校、家庭、地域社会、関係機関との連携体制の強化（スクール

ソーシャルワーカーの配置） 

オ 小・中学校児童・生徒指導担当教員との連携の強化 

カ 幼稚園・保育園児、小・中学生の相互交流の推進 

キ スタディーサポート（教員補助員）の配置 

ク 教育支援教室との連携の強化 

ケ 青少年相談室などの関係機関との連携の強化 

 

(3) 情報教育の推進 

令和２年度に本町では、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、児

童・生徒、教職員に一人１台のダブレット型端末を整備しました。 

進展する高度情報化社会により、今後も教育における情報コミュ

ニケーション技術（ＩＣＴ）を基盤とした先端技術等の効果的な活

用が求められる中で、児童・生徒の主体的・対話的で深い学びに向

けての授業改善に、ＩＣＴ機器を積極的に活用し、また、タブレッ

ト端末等の情報機器の利用により、児童・生徒が情報社会に対応し

た「情報活用能力」を身に付けることができるよう情報教育の一層

の充実を図ります。 

  また、携帯電話、パソコン、スマートフォンなどのＳＮＳの利用で

は、誹謗中傷の書き込みなどが行われる「ネットいじめ」が大人の

知らない中で行われることも多く、また、詐欺や性犯罪などの被害
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者となるばかりでなく、加害者となる可能性もあり、それらの対策

に取り組んでまいります。 

ア 教職員研修の充実及び研究体制の強化 

イ 授業での活用と実践 

ウ 情報管理体制の強化 

エ プログラミング教育の充実に向けた実践 

オ 携帯電話・スマートフォン・インターネットなどを使用する時の

ルールとマナー、安全に役立つ機能を学ぶ教室の開催 

カ 令和６年度デジタル教科書導入に向けたデジタル教科書活用の研

修 

 

(4) 英語教育の推進 

外国語教育は、小学校では令和２年度から３・４年生において外

国語活動として必修化され、５・６年生においては、外国語科とし

て教科化されました。また、令和２年度からは、専科教員が配置さ

れました。 

また、中学校では、小学校との学びの連続性を図りつつ、令和３

年度から、自分の考えや気持ちを英語で伝え合う対話的な言語活動

が重視されてます。これらに対応するため、小・中学校でのコミュ

ニケーション能力を重視したカリキュラムの再編成、ＡＬＴ（外国

語指導助手）の活用や小中の連携など充実を図ってまいります。 

町独自の事業としては、令和元年度から町立の保育園や幼稚園に

おいても、外国語活動を実施しております。 

今後も、子どもが幼児期から外国語に慣れ親しむことで、小・中

学校での外国語学習へ円滑に移行できるよう取り組んでまいります。 

 

(5) 支援教育の充実 

障がいのある児童・生徒一人ひとりのニーズに応じて、障がい種

別に教育課程を編成し、個別の指導計画に基づき、個々に応じた指

導を推進するとともに、教職員の研究・研修の推進に努め、施設・

設備や教材・教具等の整備を充実するとともに、介助員の配置も充

実してまいります。 

また、障がいのあるなしに関わらず、多様なあり方を相互に認め

合える学校を目指し、インクルーシブ教育（包括的な一体化教育）

のあり方を研究し、推進していきます。 

また、令和３年９月に開設された県立小田原養護学校湯河原校舎

ゆがわら・まなづるっこ教室との連携を図りながら、町立学校の支

援教育・支援体制の充実に取り組んでまいります。 

ア 障がいのある児童・生徒の就学相談の充実（教育相談コーディネ

ーターの積極的活用） 
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イ 障がいの特性に応じた指導内容の研究、専門的指導の充実 

ウ 交流教育の推進 

エ 言語や構音に課題があり、「ことばの教室」に通室する児童は、

増加傾向にあるため充実した運営に努めます。 

オ 小田原養護学校支援連携部担当と各小・中学校の特別支援学級担

任との連携の推進 

カ 障がい児介助員の配置 

キ 支援教育アドバイザー（心理職）の配置 

ク インクルーシブ教育のあり方の研究・推進 

 

(6) 教職員研修と研究体制の充実 

学習指導要領の趣旨を生かし、学力の向上を目指し、学校内での

研究・研修体制の強化や、町教育委員会主催の研修会の充実と町教

育研究会における研究活動の充実を図り、教育への使命感や誇りな

どの再認識や教職員の意識改革と指導力の向上を支えます。 

ア 指導力向上のための研修会・講座の充実 

イ 教育研究委託校における研究の推進 

ウ 校内研究体制の強化 

エ 学力向上を図るための方策の実践研究 

 

(7) 地産地消による「食育」の推進 

様々な経験を通して食に関する知識を習得し、健全な食生活を実

践することができる児童・生徒を育てる「食育」を「地産地消」と

併せて推進していきます。 

中学校給食施設整備については、基本設計業務が終了し、今後、

施設整備に向けた、具体的な検討をしてまいります。 

ア 地産地消の推進 

イ 学校給食調理業務の委託 

 ウ 教育研究会の「学校給食と食育研究部」が作成した「弁当レシピ

集」の活用 

 エ「お弁当の日」の推奨 

オ 栄養教諭を中心とした食育推進のためのネットワークの構築 

 

(8) 教材教具の充実 

学習指導要領に基づき、学校での児童・生徒の学習をより豊かな

ものとするため、学校図書館の図書や教材・教具の更なる充実に努

めます。 

ア 教材・教具の整備・充実 

イ 学校図書館の整備と蔵書の充実 
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(9) 幼児教育の充実 

幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な

時期です。福浦幼稚園は、施設が小学校との同一校舎内にあり、幼・

小連携など、特色を生かした教育を図っていきます。 

また、少子化を迎えている現在、公立幼稚園の今後のあり方を町

立小中学校の今後のあり方と併せて、引き続き検討いたします。 

ア 幼稚園教育要領に基づく教育計画の実践と改善 

イ 小学校との交流、教員との指導連携を深め、豊かな感性や表現す

る力を養い、幼児・児童相互の成長に期する活動の充実 

ウ 家庭、地域との連携により、子どもたちの園生活の活性化を図る 

エ 幼稚園子育て事業（預かり保育）の実施 

オ 保育園や小学校との連携を図りながら、外国語活動の推進 

 

(10) 育英奨学金給付事業の実施 

優良な生徒であって経済的な理由で高等学校の課程を修学するこ

とが困難な生徒に対し、育英奨学金の給付を行い、就学を支えてま

いります。 

   

(11) 学校支援ボランティアの活用 

保護者・地域の協力を得ながら、学校のニーズに応じた学校支援

ボランティアを活用し、学校運営の向上を図ります。 

   ア 「学習支援ボランティア」など学校支援ボランティアへの支援

強化 

イ 「学校支援ボランティア・コーディネーター」の研修や情報交

換会の開催 

ウ スタディーサポート事業と学校支援ボランティアとの連携、融

合についての調査研究の推進 

 

２ 「信頼される学校づくり」を推進します。 

(1)  学校運営の充実 

教育目標の実現のため「学校経営ビジョン」を策定し、「学校教

育活動の評価」を行い、学校運営の更なる充実を図ります。また、

教師が子どもと向き合う時間や授業の準備のための時間を多く取

れるよう、業務の適正化に向けた検討など働き方改革も推進いたし

ます。 

ア 校長によるリーダーシップのとれた学校づくり 

イ 学習指導要領に基づいた教育課程の研究・改善 

ウ 学年学級経営の充実（各学年学級経営方針の策定） 

エ 校内研修・教材研究体制の充実 

オ 校内安全計画の見直しとその推進 
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カ 適正な情報管理の徹底 

キ 湯河原町いじめ防止プランの推進 

ク 湯河原町体罰防止プランの推進 

ケ 体罰防止チェックリストの活用による体罰根絶の徹底 

コ 教職員の勤務状況の適正把握及び勤務状況改善の推進 

サ 日直及び宿直を置かない日の設定及び実施に係る環境整備の推 

 進 

シ 学校給食費の公会計化実施に向けた課題の解決 

 

(2)  地域に開かれた学校の推進 

   保護者や地域住民が学校教育に参加することを通じ、また、児

童・生徒が地域の実情に合わせた活動に参加することにより、地

域の方々との触れ合いや自然の大切さに触れるなど開かれた学校

づくりを推進する。 

ア 地域清掃活動の実施 

イ ふれあい給食の実施 

ウ 景観作物作付事業への参加 

エ お茶摘み体験の実施 

オ 温泉入浴体験の実施 

カ 稚鮎の放流体験の実施 

キ いも掘り体験、体験給食・体験保育の実施（幼稚園） 

 

(3)  小中一貫教育の検討 

小学校から中学校への円滑な進学を目指し、本町の教育施設の配

置や施設整備と併せて、義務教育の９年間を通じて、児童・生徒に

合った学び方について先進事例を研究し、検討いたします。 

 

(4)  コミュニティスクール（学校運営協議会制度）の導入 

 「開かれた学校」を目指し、学校と地域の人々が目標やビジョンを

共有し、地域と一体となって子どもたちを育むコミュニティスクー

ル（学校運営協議会制度）については、各学校それぞれの特性や地

域との繋がりを鑑み、順次、学校評議員制度から学校運営協議会制

度に移行してまいります。 

 

(5) いじめを含めた問題行動の対応 

いじめの対応としては、アンケート調査、教育相談などによって

早期発見し、更に学校内で情報共有を図り、「児童・生徒を守る組

織体制」を築くことにより、早期解消に努めます。 

また、いじめ問題対策連絡協議会により、いじめ、不登校、暴力

行為、家庭問題等について、関連する団体等と連携して対策を図っ
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てまいります。 

ア 小・中学校にいじめ問題対策委員会の設置 

イ 命の大切さなど道徳性を育む教育活動の推進 

ウ いじめ早期発見チェックリスト等の改善による児童・生徒指導

の徹底 

エ いじめに悩む児童・生徒が安心して相談できる体制の整備・充 

 実 

オ 中学校においては、部活動の目的を再確認し、自主性やリーダ

ーの育成など部活動の運営方法について、生徒を含め点検を行う。 

 

(6) 不登校児童・生徒に対する指導体制の充実 

   不登校問題は、児童・生徒の心の課題だけでなく、人との関わ

りや距離感がうまくとれないなど、見えにくい障がいによるものや、

家庭環境に起因するものなど、原因が複雑化しており、児童・生徒

を指導するだけでは、解決が難しい状況となっています。 

このため、教育支援教室、青少年相談室、支援教育アドバイザー、

スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなど「チーム

学校」の機能を十分に活用するとともに、地域の人々や関係機関と

の有機的な連携を図り、保護者との連絡を密にし、訪問指導や相談

活動を充実していきます。 

ア 教育支援教室運営の充実 

イ 青少年相談室の相談体制の充実 

ウ 児童・生徒相談体制の充実 

エ スクールカウンセラーの活用 

オ 学校サポート会議の開催 

カ 各分野専門スタッフの活用 

 

(7) 外国につながりのある児童・生徒のための教育体制構築 

外国につながりのある児童・生徒の増加により、日本語指導、教

科指導、生活指導等の充実を図ることが必要となっています。外国

につながりのある児童・生徒の母語に関しては、スペイン語、タガ

ログ語、タイ語などが増えており、関係機関と緊密に連携した指導

体制を構築してまいります。 

 

３ 「安全・安心な学校づくり」を推進します。 

(1)  児童・生徒の安全の確保 

    交通安全、防犯、防災、疾病、非行などに対して、学校、地域、

家庭や関係機関が連携して、児童・生徒の見守りの充実を図ります。 

ア 保護者・地域住民と連携した通学路パトロールの実施 

イ 不審者情報システムの活用（メール配信） 
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ウ 小学校新一年生を対象に防犯ブザーを配付 

エ 安全マップの有効的な活用 

オ 環境ボランティアと連携した学校安全管理の推進 

カ 小・中学生の交通安全教育の実施 

キ 地震や津波などへの意識付けの徹底  

ク 地震・津波・火災避難訓練、防犯訓練などの定期的な実施 

ケ 感染症対策の励行 

 

(2)  校舎等の施設整備の推進 

学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ごす学習、生活の場所で

あり、学校施設長寿命化計画に基づき、老朽化した箇所の修繕につ

いては、優先順次を付け、計画的に整備するとともに、各種施設の

保守、整備を進め、安全、安心な施設づくりの充実を図ります。 

   

(3)  学校支援ボランティアの活用 

教科に関する知識や技術を持つ保護者・地域の協力を得ながら、

学校のニーズに応じた学校支援ボランティアの活用を図ります。 

   ア「環境整備ボランティア」、「安全確保ボランティア」など学

校支援ボランティアへの支援強化 

イ 登下校時の見守り活動の実施 

ウ 「学校支援ボランティア・コーディネーター」の研修や情報交

換会の開催 

   

４ 人と人とのふれあいを大切にする思いやりの心、地球環境を大切に

する心を育みます。 

(1)  「笑顔」でさわやかな「あいさつ」の促進 

相手を思いやる情操を育てるために、登校時のあいさつ運動など

学校内はもとより、近隣の人や、地域の人々に対しても「笑顔」で

さわやかな「あいさつ」を心がけ、社会のルールやマナーを学ぶと

ともに、観光地である本町を訪れる人々にも「おもてなしの心」で

接することができるように、様々な機会を通じて促してまいります。 

 

(2)  環境に対する豊かな感受性を育みます 

人間のくらしと環境との望ましい関係を総合的に理解し、身近な

体験活動等の実践を通して、地球にやさしい行動のできる児童・生

徒の育成に努めます。 

ア 環境に関する作品の募集 

イ 学校周辺の美化活動の実施 

ウ 環境・美化施設の見学 

エ 節電や節水など「エコ教育」の実施 
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(3)  認知症の人を含む高齢者への理解の推進 

   国の新オレンジプランは、認知症にやさしい地域づくりを推進

しています。高齢社会の現状や認知症の人を含む高齢者に対して正

しい理解をするため、小・中学校で「認知症サポーター養成講座」

を開催します。 

 

５ 人権教育及び人権啓発を推進します。 

(1)  「ともに生き、支え合う地域社会」の実現 

       人権尊重の理念について正しい理解を深め、これを体得し、真

に尊重される「ともに生き、支え合う地域社会」の実現を目指し

た人権教育を総合的に推進します。 

ア 人権尊重の精神を基本とした人権教育の推進 

イ ４月の「人権教育月間」、各学校で策定する「人権教育に係る

年間計画」などによる計画的な人権教育、人権啓発の実施と、定

期的な振返り評価の実施 

   ウ 湯河原町いじめ防止宣言の基本理念を浸透させ、家庭や地域と

連携して、子ども一人ひとりの「いのち」輝く湯河原をめざす取

り組みの実施 

   エ 人権教育の推進のため、教職員研修の積極的な実施 

 

(2)  道徳の「特別の教科」化に対応した研究・実践 

小学校は平成 30 年度から、中学校は令和元年度から、これまで

の「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」として新たに位置付けら

れたことに伴い、発達の段階に応じた道徳的な課題を一人ひとりの

児童・生徒が自分自身の問題と捉え、向き合いながら「考える道徳」

「議論する道徳」となるよう、指導力、授業技術力及び意識の向上

を図ってまいります。 
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社会教育では 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生涯にわたる各年代層に対応した自主的な学習活動を支援します。 

(1)  学習情報の提供と学習相談機能の充実 

多様化、高度化する町民の学習意欲に応えるため、学習情報の提

供や学習相談の充実等、自主的な学習活動を支援するとともに、講

座や学級などの充実に努めます。 

ア ＰＬＡＮＥＴかながわ（神奈川県生涯学習情報システム）の利

活用 

イ 町内学習サークル等の情報提供 

 

(2)  生涯の各期に応じた学習機会の提供と充実 

地域の各種団体、ボランティアと連携し協力を得て、町民の自主

的な学習活動を促進するほか、町部局とも協力し、魅力ある講座や

講演会など各年齢層に対する学習機会を提供することにより生涯

学習の推進を図り、「子どもから大人まで、いつでも、どこでも、

だれもが学ぶことができる環境の創出」に努めます。 

また、町民大学については、コロナ対策や利便性を考慮して会場

を防災コミュニティセンターに変更し、幅広く町民の参加を呼び掛

けます。 

ア 町民大学の運営 

イ 自然・環境学習の開催 

ウ 家庭教育学級等の開催 

 

(3)  自主学習活動の育成と支援 

   自主学習活動を推進するため地域会館を活用した学習活動を支

援します。 

ア 生涯学習推進員の養成 

イ 吉浜文化福祉会館、門川会館、川堀会館を活用した学習活動の

支援 

１ 生涯にわたる各年代層に対応した自主的な学習活動を支援します。 

２ 人権教育及び人権啓発を推進します。 

３ 家庭・地域の教育力の向上に努めます。 

４ 子どもの読書活動を推進します。 

５ 青少年の健全育成に努めます。 

６ 芸術・文化の振興と文化遺産の保護・活用に努めます。 

７ 町民一人ひとりのライフスタイルに対応した生涯スポーツの普及

を推進します。 
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(4)  社会教育団体の活動支援 

  生涯学習推進団体、青少年育成団体及び文化団体等への支援の

充実を図ります。 

 

２ 人権教育及び人権啓発を推進します。（再掲載） 

(1)  人権研修の充実 

    人権は、決して侵したり侵されたりしてはならない人間の基本

的な権利です。近年、この人権に対する考え方や問題が多様化し

てきているため、人権尊重の理念について、正しい理解を深め、

意識を高めていただくため、家庭教育学級等での人権研修の充実

を図ります。 

 

(2)  「子ども（児童）の権利条約」の啓発 

   子どもに対しては、いじめや虐待から守るため「子ども（児童）

の権利条約」の啓発を図ります。 

 

３ 家庭・地域の教育力の向上に努めます。 

(1)  地域の教育力の向上 

     社会的つながりの希薄化などにより、地域の教育力の低下が指

摘される中、そこでの教育力を意識的に高めていく必要性があり

ます。 

このため、身近な地域や学校が協働して家庭教育を支えていく基

盤の形成と育成に努め、社会全体の教育力の向上を図ります。 

また、青少年育成団体やスポーツ団体など幅広い住民等の参画を

得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学

校を核とした地域づくり」として、地域と学校が相互にパートナー

となり連携・協働して行う地域学校協働活動を推進します。 

ア 学校を核としたボランティア活動、スポーツ及び文化体験活動 

など、地域に根ざした多様な活動の推進 

イ 地域全体での家庭教育支援の体制づくりの推進   

 

(2)  家庭の教育力の向上 

  家庭教育は、すべての教育の出発点であり、保護者の各種講座

への参加を促し、家庭における教育力の向上を図ります。 

  また、家族や子どもを取り巻く環境が変化する中で、保護者が

子どもとともに成長できるよう、ニーズに合った事業の実施に努

めます。 

ア 子どもの発達段階に合わせ、保護者も学べる学習機会及び情報

交換の場の提供 

イ 保育ボランティアの育成 

ウ 家庭教育に関する相談体制の充実 
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４ 子どもの読書活動を推進します。 

  子どもの成長における読書活動の大切さを家庭に伝え、子どもがよ

い本に出会える手助けを「第四次湯河原町子ども読書活動推進計画」

に沿って推進していきます。 

(1)  学校図書館の活性化 

学校図書館は、読書を楽しんだり調べものをするための学習活動

の場であり、また子どもが安心して居られる場所でもあります。 

司書教諭、学校司書、ボランティアや町立図書館で連携し、子ど

も達が使いやすく、利用したくなる学校図書館を目指します。 

  

(2)  うちどく（家読）の推進 

読書は、言葉を学び、感性を育み、表現力や想像力を豊かにし、

コミュニケーション能力を高めるうえで、子どもの成長に欠くこと

のできないものです。 

本の読み聞かせ会が催せない場合は、読み聞かせの動画の配信な

どを通じて、本に親しむ機会を提供し、家族みんなで本を読む「う

ちどく（家読）」を推進します。 

また、子どもの読書意欲を喚起するため、借りた本の書名等をシ

ールに印字・配布し、これまで読んだ本が確認できる「たくさん読

んだね手帳」サービスを継続していきます。 

  

(3)  本に接する機会の提供 

ブックスタート、セカンドブック事業やブックリストの活用、各

種イベントなど読書への第一歩として、本に接する機会を提供し、

読書へつなげられるよう努めます。 

    

５ 青少年の健全育成に努めます。 

(1)  青少年の健全育成の推進 

   近年の急激な社会環境の変化に伴い、人間関係の希薄化や規範

意識の低下などが青少年へ様々な影響を及ぼすことが指摘されて

います。 

次代を担う青少年が豊かな創造性や若いエネルギーを十分に発

揮し、それぞれの夢に向かって成長することができるよう、青少年

の意欲を高める体験活動、青少年を取り巻く有害環境対策の推進等、

家庭、地域、学校、青少年育成団体や関係機関とともに手を携え取

り組んでいきます。 

ア 青少年相談の充実 

(ｱ) 青少年相談室の運営 

(ｲ) 教育支援教室との連携 

(ｳ) 有害環境対策の推進 

(ｴ) ＳＮＳなどを利用した新たな相談ツールの検討 
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   イ 青少年育成団体への支援 

(ｱ) 町青少年指導員会への支援 

(ｲ) 町子ども会育成団体連絡協議会への支援 

(ｳ) 青少年健全育成地域活動推進団体への支援 

   ウ 二十歳のつどいの開催 

   エ 次世代地域指導者（青少年リーダー）の育成 

     (ｱ) ジュニアリーダー・シニアリーダーの育成 

(ｲ) リーダー研修会の開催 

   オ スポーツ・体験活動等の開催 

    (ｱ) 少年少女球技大会の開催 

(ｲ) 少年少女砂の芸術大会の開催 

     カ 親善提携都市等との交流 

(ｱ)  国際化の進展を見据えた国際理解や国際感覚の醸成を図 

   る 

(ｲ)  新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら、三原 

市との親善都市子ども交流を検討 

(ｳ) 新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら、オー 

ストラリアポートスティーブンス市との中学生交流を検討 

(ｴ) 大韓民国忠州市との親善交流 

 

(2)  児童が安全で安心して過ごせる場の提供 

すべての小学生を対象とし、放課後に安全、安心な子どもの活動

拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、様々な体験活動

や学習活動を行う「放課後子ども教室」として、湯河原小学校に「放

課後まなび教室」、吉浜小学校に「ＪＵＭＰ」、東台福浦小学校に

「そよかぜきょうしつ」を、それぞれ開設し運営しています。 

「放課後まなび教室」では、土曜日や長期休業期間中にも運営を

するなど、充実に努めます。 

また、児童が安全で安心して過ごせる生活の場として、３小学校

に開設している学童保育所は、民間事業者へ運営委託を実施し、学

童支援員の確保並びに研修等による資質の向上を図ることで、より

一層の充実に努めます。 

 

６ 芸術・文化の振興と文化遺産の保護・活用に努めます。 

(1)  芸術文化活動の振興・文化遺産の保護と活用 

芸術や文化の創造は、潤いのある生活と生涯を通じての「心の教

育」の源泉であり、「潤いと安らぎのまちづくり」を進める上で特

に重要視されます。 

このため、文化団体活動への支援、音楽会・文化祭の開催などを

通じ、芸術と文化に彩られるまちづくりを目指します。 

また、私たちの祖先が残した貴重な文化遺産である文化財や天然
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記念物を保護・保存し、活用することを積極的に推進するほか、引

き続き郷土資料の展示場所を検討します。 

ア 芸術文化活動の振興 

(ｱ) 文化団体の活動・文化行事の協賛と支援 

(ｲ) 音楽会・文化祭の開催を支援 

イ 文化遺産の保護と活用 

  (ｱ) 鹿島踊り保存会（吉浜・鍛冶屋）の活動の支援 

(ｲ) 湯河原ばやし保存会の活動の支援 

(ｳ) 焼亡の舞保存会の活動の支援 

 (ｴ) 城堀元服祝唄保存会など文化財保存団体の支援 

ウ 文化財の保護及び普及・啓発 

(ｱ) 町内の指定文化財の保護・保存 

(ｲ) 地域の歴史と文化の探訪の開催 

(ｳ) 郷土史歌の伝承 

エ 鍛冶屋製鉄遺跡に関連する事項の調査・研究 

(ｱ) 正宗屋敷跡製鉄遺跡関連の継続調査 

(ｲ) 鍛冶屋地区に伝承される製鉄に関する事項の調査・研究 

 

(2)  図書館活動及び運営の充実 

町立図書館は、「自ら求めて学ぶ」学習文化活動の拠点として

多くの町民に利用されています。生涯学習に対する関心が高まっ

ている昨今、図書館の使命である町民への情報提供のための資料

整備と各種講座を開催し、質の高い親しまれる施設を目指します。 

また、学校や家庭、地域全体で連携のもと読書活動が盛んにな

るよう、文字・活字文化の振興も図っていきます。 

図書館は建築から 40 年以上が経過しているため、今後「湯河原

町公共施設個別施設計画」の中で、あり方を検討していきます。 

   ア 資料の整備 

(ｱ) 図書の整備（一般図書・児童図書・郷土資料等） 

 (ｲ) 定期刊行物の整備 

 (ｳ) 視聴覚資料の整備 

イ ブックスタート事業及びセカンドブック事業の推進 

ウ リクエスト、レファレンス（調査相談業務）への対応 

エ 施設の維持管理と充実 

オ 図書館セミナーの開催 

カ 図書館クラブ、おはなし会等子ども向け行事の開催 

キ インターネットを活用した情報の発信 

ク 図書館ボランティアの育成 

ケ 小・中学校の学校図書館との連携 

コ 子ども読書活動推進協議会の活動推進 

サ 来館困難者へ宅配サービスによる対応 
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シ 小学校への巡回文庫、中学校、保育園等への団体貸出 

 

(3)  美術館活動及び運営の充実 

  町の長い歴史に息づいた先人たちの文化遺産である絵画・書な 

どを展示・保存する美術館は、教育施設として、また、観光施設と

して大きな役割を果たしています。 

町民だれもが誇れる「町の美術館」として、芸術性に優れた美術

品を収集し、その保存・研究に努めるとともに、所蔵品及び現代日

本画家・平松礼二画伯の作品の常設展示や町内在住作家の紹介など

工夫した運営と活動を行ってまいります。令和４年度以降も平松礼

二画伯の「湯河原十景」作品の利活用を図りながら、魅力ある特別

展を企画していきます。 

なお、美術館施設は開館から 20年、建築から 60 年以上が経過し

老朽化していることから、継続して維持管理に努めるとともに「公

共施設等個別施設計画」の中で今後のあり方を検討してまいります。 

   ア 美術資料の収集・保存及び研究 

イ 展覧会の開催 

  (ｱ) 特別展、平松礼二館企画展、常設館展示の開催 

 (ｲ) 現代作家展の開催 

 (ｳ) 展覧会に関連した講演会等の開催 

(ｴ) ギャラリートークの実施 

ウ アトリエ公開事業の実施 

(ｱ) 平松名誉館長によるアトリエ案内の実施 

 (ｲ) アトリエ公開 

エ 小・中学校等の美術教育の推進 

(ｱ) 小・中学校児童・生徒作品の展示 

 (ｲ) 幼・小・中学校児童・生徒を対象にした鑑賞教室の実施 

オ 文化及び観光関係団体並びに町内外の美術館との連携 

カ 付帯施設の活用の推進 

(ｱ) もみじライトアップの実施 

(ｲ) ミュージアムカフェイベントの実施 

   キ 観光誘客の契機となる事業及びイベントの実施 

 

７ 町民一人ひとりのライフスタイルに応じた生涯スポーツの普及を推

進します。 

(1)  生涯スポーツの普及 

町民が生涯にわたってスポーツに親しみ、健康増進と体力の向上

を図り、楽しく充実した日々を送ることができるよう、一人からで

も、また、家族や友人などと気軽に参加できるような各種教室、大

会などを新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら対策を
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講じて開催し、スポーツの普及とスポーツ活動への参加機会の拡充

を図ります。 

また、子どもの体力の低下問題に対応するため、学校、家庭、地

域、体育関係団体と協働し、子どもの体力の向上を図るほか、高齢

者に対する体力、健康の保持・向上について、積極的に働きかけて

いきます。 

ア スポーツ大会の開催 

(ｱ) 湯河原温泉オレンジマラソン大会のコロナ下における感

染症対策などの検討 

(ｲ) 町民レクリエーションの集いのコロナ下におけるあり方

の検討 

(ｳ) 城下町おだわらツーデーマーチ（ウォーキング）への協力 

イ スポーツ推進委員への委託 

(ｱ) グラウンドゴルフ大会の開催 

(ｲ) ファミリーバドミントンなどニュースポーツ大会の開催 

(ｳ) スポーツ・レクリエーションフェスティバルの開催 

ウ 町体育協会への委託 

(ｱ) 町民バレーボール大会の開催 

(ｲ) ママさんバレーボール大会の開催 

(ｳ) 弓道大会開催の検討 

エ スポーツ大会出場者への支援 

オ スポーツ指導者の育成 

カ ニュースポーツの普及推進 

キ ラジオ体操の普及を図り、未病を改善する活動を支援 

 

(2)  スポーツ団体の活動支援 

日常的にスポーツ活動ができる環境づくりに努め、スポーツ団体

活動の支援や指導者の育成に努めます。 

ア 町体育協会の活動への助成 

イ スポーツ少年団の活動への助成（サッカー、バレーボール、柔

道、剣道など） 

 

(3)  スポーツ環境の整備と活動場所の確保 

誰もが身近にスポーツを日常的に親しむことができる場の確保

を推進します。 

ア 小・中学校の運動場及び体育館等の開放 

イ スポーツイベントの開催に際する関係団体等の支援 

 

(4)  シルバースポーツの推進 

     高齢者が健康と体力の維持増進や参加者相互の交流を図り、気

軽にスポーツを楽しむ機会の提供を検討していきます。 
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ア 保健センター、介護課と協働したシルバースポーツ推進の検討 

イ ヘルシープラザ及び町民体育館での高齢者向け体操教室の開催 

 

(5)  ヘルシープラザの運営 

ヘルシープラザは、利用促進とサービスの向上を図るため、平成

20年度から指定管理者による運営を実施しています。 

  今後も、コロナ対策を考慮したトレーニング機器の更新を図る

など、指定管理者と連携して利用者の利便や安全性を図り、利用

率の向上に努めます。 

  また、「未病いやしの里の駅（運動の駅）」に指定された施設

でもあり、健康体操教室等の参加促進により、未病改善の拠点と

して利用を図っていきます。 

  施設管理については、継続して維持管理に努めるとともに、建

築後 33年が経過し経年劣化や損傷等が見られることから、「公共

施設個別施設計画」の中で長寿命化に向けた計画的な改修を検討

していきます。 

 

(6)  町民体育館の運営 

町民体育館は、平成 28 年度からヘルシープラザなど他の体育施

設と併せて指定管理者による運営を実施しています。 

平成 30 年度に冷暖房設備を整備したことから、年間を通して健

康体操教室等を開催し、また、スポーツや多目的な活用など、多く

の町民の利用が図られるよう、指定管理者と連携して運営を行って

いきます。 

施設管理については、大規模改修を実施後 10 年以上経過してお

りますので、各部位の修繕や更新等、計画的に維持管理を行ってい

きます。 

   

(7)  弓道場の運営 

弓道場は、令和２年７月から供用を開始し運営しております。 

令和３年度から利用促進とサービスの向上を図るため、指定管理

者による運営を実施しており、初心者教室や大会などの開催を検討

していきます。 


