
第２次総合計画政策体系（原案） 文化・学習分野 NO.1

赤字：2次総で変更した施策名

分野 中　施　策 左の政策体系に対応した事業の方向(例) 想定される具体的な事業のイメージ(例)

文化・
学習 2-1 1 多様化・高度化する学びの支援と情報の提供

・学びの支援と多様な学習機会の創出
・高度化・多様化する学習ニーズへの対応

・生涯学習推進大網の推進
・図書館・生涯学習交流館等の運営

1 まちづくりへの参加の促進と活動の支援
・学びを契機とした市民力のパワーアップ
・学校を拠点としたまちづくり活動の推進

・人材養成塾の開講
・市民活動の支援（協働事業など）

2 学びの成果の認証と活用
・学習成果の評価・認証システムの構築と人材バンク整備
・生涯学習施設と市民活動センターとの連携

・認証制度づくりの検討
・人材バンクの登録と活用

文化・
学習 2-2 1 多彩な市民文化活動の支援と交流の促進 ・市民文化団体等の活動支援 ・市民文化活動への助成

2 創造性あふれる文化活動の環境整備 ・文化拠点の整備とネットワーク化
・美術館整備
・清水駅東地区文化施設整備

3

1 全国へ、世界へ地域文化を発信する機会の整備
・文化情報の発信とネットワークの構築
・静岡の通史が一環して学べる環境整備

・歴史文化施設の整備
・文化施設のデータベース化

1 文化財の保護、活用の推進 ・文化財の保存整備と活用
・史跡等整備
・登呂博物館改築
・学校教育との連携

2 伝統ある文化の保存・伝承と発信
・地域伝統文化の継承と発信
・文化的景観、伝統的建築物の保存と情報発信
　(景観計画の推進)

・無形民俗文化財等の保存伝承

静岡の風土につちかわれた歴史
と文化の伝承

・全国規模の文化・催事の企画実施
・国内外での文化交流の推進

3

各文化施設の企画運営
（音楽館、市民文化会館、芹沢銈介美術館等）

2 しずおか文化の発信と交流

多彩な文化交流事業の推進

・大道芸ワールドカップ in 静岡
・清水港祭り
・かんばらまつり
・中学生の姉妹都市派遣
・羽衣まつり

1
個性あふれる市民文化の創造と
地域への誇りの形成

豊かな地域資源を活かした文化事業の推進
・地域資源の発掘と再認識
・しずおか文化の発信と地域への誇りの形成
・施設活性化による地域文化力の発信と交流推進

学習環境の充実と施設のネットワーク化

・生涯学習施設・図書館などの効果的な地域配置およびネット
ワーク化
・多様な利用者に配慮した施設環境整備ときめ細やかなサー
ビス提供（子ども、高齢者、障害者、多文化共生など）

生涯学習の推進
とまちづくりへの
参加

1
自ら学び、互いに高めあう学習シ
ステムの構築

2

政　　策
（基本構想）

大　施　策

・生涯学習支援システムの整備充実
・生涯学習施設の整備
・図書館の整備

2
学びの成果の活用とまちづくりへ
の参加

3 大学、NPO、企業等との連携

・生涯学習施設、文化施設、高等教育機関、ＮＰＯ、企業など
との連携・共同による、効果的な学習プログラムの開発と、学
習機会のコーディネイト機能の充実
・学習施設と福祉施設の連携

・市民大学講座の開講
・市民活動による文化学習施設支援の推進

2

多彩な文化の継
承と独自の文化
の創造



第２次総合計画政策体系（原案） 文化・学習分野 NO.2

分野 中　施　策 左の政策体系に対応した事業の方向(例) 想定される具体的な事業のイメージ(例)

文化・
学習 2-3 1 新しい幼児教育の推進 ・幼保一元化の推進（家庭の子育てニーズに対応）

・幼保一元化の推進
・地域に開かれた幼稚園づくりの推進

3 確かな学力を育成する教育の推進 ・「基礎・基本」の定着 ・個に応じた補充的指導

4 健やかな体を育成する教育の推進
・給食内容の充実、食育の推進
・学校体育、健康教育の充実
・生と性に対する指導

5 多様なニーズに対応する教育の推進
・発達障害など特別支援の必要ある子ども等への教育支援
・外国人児童・生徒に対する教育支援
・いじめ、不登校の子ども等への支援

・特別支援教育センターの設置

6 創造的人材を育む教育の推進 ・創造性を育む教育体制づくり ・理数科設置等による新構想の普通高校改革

7 地域性を活かした特色ある教育の推進
・生活圏における地域文化に根ざした地域教育と経営
・特色ある教育の推進

・地域と連携した教育活動
・職場体験の実施
・複式学級校への非常勤講師配置

1 熱意ある優れた人材の確保 ・教員を支援する仕組みづくりや、ｶﾘｷｭﾗﾑ開発支援 ・静岡熱血教師塾の開講

2 子どもの実情に応える教職員の配置 特別な教育ニーズに対応する配置
・尐人数授業の実施
・ﾁｰﾑ・ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ

3 学び続ける教職員の育成と支援
・教員を支援する仕組みづくりや、ｶﾘｷｭﾗﾑ開発支援
・教員研修の充実　　・危機管理のサポート

・教育ｾﾝﾀｰの機能充実
・教職大学院大学との連携
・学校問題解決支援ﾁｰﾑ等の設置

1 家庭・地域の教育力の向上
・家庭の教育力向上（子育てしやすい社会環境づくり、ワーク・
ライフ・バランスなど）　・子どものあそび場づくり

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人材の育成確保
・PTA活動の活発化

2
学校と地域が相互に支援し合う体制の整備

・学校応援団の組織化
・次世代育成プロジェクトの推進
・学校応援団の設置

3 社会変化に対応した青尐年教育の推進 ・子どもの地域参画　　・青尐年の社会性の育成
地域ぐるみの青尐年健全育成、非行防止、社会環境の浄化
活動事業

4 文化・学習施設と学校の連携
・生涯学習施設、文化施設、高等教育機関、ＮＰＯ、企業など
との連携・共同による、効果的な学習プログラムや学習機会
のコーディネイト機能の充実

1 尐子社会に対応した教育環境の整備と活用
・適正規模に基づく学校再編の推進
・施設の適切かつ計画的な維持管理の推進

・学校再編計画の策定
・耐震対策、補強、改修

2 情報社会に対応した教育環境の整備と活用 ・情報教育（操作能力、活用能）の推進
・情報倫理教育の推進
・コンピュータ教室の機器整備

3 安全、安心な教育環境の整備と活用 ・教育施設の耐震化対策

・学校安全システム（不審者・防災）

4 たくましい身体をつちかう環境の整備
・学校体育・ｽﾎﾟｰﾂ環境の充実
・学校教育施設の整備

・学校給食施設の整備

豊かな心と社会性をつちかう教育の推進
・体験活動・奉仕活動の充実
・子ども・若者の社会参加の促進
・道徳教育の充実

・自然体験の実施
・ボランティア体験
・動物とのふれあい事業の推進
・静岡版道徳事業の実施

2
次代を担う人材の
育成と環境の整
備

1
子どもたちの「生きる力」をはぐく
む教育の推進

社会情勢に対応した教育環境の
整備と活用

信頼される教職員の確保と育成

2

3
家庭、地域、学校等の連携・交
流・協働による教育の推進

赤字：2次総で変更した施策名

・小中学校体育館の耐震化
・余裕教室の有効活用
・地域・学校連携施設の整備
・グラウンド整備（雨水貯留施設整備）

政　　策
（基本構想）

大　施　策

4



第２次総合計画政策体系（原案） 文化・学習分野 NO.3

分野 中　施　策 左の政策体系に対応した事業の方向(例) 想定される具体的な事業のイメージ(例)

文化・
学習 2-4 1

健康づくりを目指す生涯スポーツ・レクリエーション
の推進 ・市民スポーツの振興と健康づくり

・市民一人１スポーツの推進
・スポーツボランティア制度の整備・登用
・グラウンドゴルフ等の高齢者スポーツ活動の推進

2 多様なスポーツ・レクリエーション活動の支援
・多様なスポーツ活動の環境づくり（機会の創出）
・高齢者ｽﾎﾟｰﾂへの支援（介護予防）

・ニュースポーツの普及促進
・各種スポーツ教室の充実、支援
・体育指導委員活動の充実

1 選手・指導者・団体の育成、強化 ・全国及び世界レベルで活躍する選手等の育成 ・競技団体等の支援

2 各種大会の開催、誘致 ・国際スポーツ大会などのスポーツ交流 ・大規模各種大会等の開催

1 身近で活動できる環境の整備と活用
・学校施設の市民開放（スポーツ）
・スポーツ広場の整備、拡充

・学校施設利用者運営協議会の支援
・人工芝グラウンド化の検討

2 多様な活動に対応できる環境の整備と活用
・拠点スポーツ施設の整備
・施設の耐震化

・日本平運動公園球技場改修、バリアフリー対策整備
・清水総合運動場等の耐震対策

3 豊かな自然と触れ合う環境の整備と活用 ・野外活動施設の整備と利用促進
・日本平動物園再整備
・キャンプ場の整備（改修等）
・奥大井・南アルプスマウンテンパーク構想の推進

・広域スポーツセンター機能の整備
・総合型地域スポーツクラブの推進
・スポーツ情報ネットワークの整備
　（スポーツ施設予約システム改善）
・スポーツリーダーバンク制度の構築

2 全国に誇る競技スポーツの振興

サッカーをはじめとしたスポーツによるホームタウン
の推進

・市民、NPO団体、企業等との協働事業
・ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄによるｼﾞｭﾆｱ指導

健やかな心と身体
をつちかうスポー
ツ・レクリエーショ
ンの推進

1
生涯スポーツ・レクリエーション活
動の推進

・広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰの設置促進
・総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの展開促進
・民間ｽﾎﾟｰﾂ施設との連携

3 スポーツ・レクリエーション環境の
整備

政　　策
（基本構想）

大　施　策

赤字：2次総で変更した施策名

スポーツ・レクリエーション活動推進体制の整備3

3
・サッカーのホームタウン活動の推進
・他の競技スポーツのホームタウンづくり


