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はじめに・・・ 

 

 このたび、平成 27 年度に策定した「軽井沢町教育大綱」について、平成

29年度に実施した組織改革、平成 29年９月に改訂した軽井沢「こぶし教育」

及び平成 30 年度からスタートする第５次軽井沢町長期振興計画（基本構

想・後期基本計画）との整合性を図るための見直しを行い、改訂版を策定

いたしました。 

策定にあたり、子ども・子育て支援事業計画やいじめ防止対策推進法の

施行など社会情勢の動向を踏まえ関係者と協議してきました。 

 この改訂した大綱は、「こぶし教育」の趣旨を共有しながら子どもの教

育・支援にあたり、一人で解決出来ない子育てへの不安や迷い、障がいを

持つ子どもへの理解や共生に対する相談・支援体制を整え、特別に配慮の

必要な子どもの支援も町の責務であり、そのためにも、将来の軽井沢町を

担う「軽井沢っ子」育成のため、子どもたちの生きる力を育み、グローバ

ル社会に活躍できるよう策定いたしました。 

 今後、教育行政につきましては、この「軽井沢町教育大綱」により、そ

の方向性を共有し、連携して各施策の推進が図られるよう、事業の充実に

努めてまいります。 

 

平成 30 年４月 26 日改訂 

軽井沢町長 藤巻  進 
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１ 軽井沢町の教育理念 

   ◆軽井沢「こぶし教育」◆ 

    心豊かでたくましい軽井沢の子どもの育成 

     こ・・・こころ豊かに 

         「人」「物」「環境」への思いやりを備えた人の育成に努めます。 

     ぶ・・・ぶんかを育て 

         国際親善文化観光都市にふさわしい人の育成に努めます。 

     し・・・しぜんを愛する 

         軽井沢の自然を愛し、自然環境を守り続ける人の育成に努めます。 

※軽井沢「こぶし教育」リーフレット参照 

 

 

２ 軽井沢町教育大綱の策定趣旨・期間 

（１）軽井沢町教育大綱の策定趣旨 

  軽井沢町教育大綱（以下「大綱」という。）は、平成 27 年４月１日改

正の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「地方教育行政

法」という。）第１条の３に規定されるもので、軽井沢町の教育、学術及

び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本と

なる方針を定めるものです。なお、地方教育行政法第１条の４第１項に

基づき設置した「軽井沢町総合教育会議」において協議・調整をした上

で大綱を策定するものです。 

 

（２）大綱の期間 

  大綱が対象とする期間は、平成 27 年度を始期、第５次軽井沢町長期振

興計画の基本構想期間である平成 34 年度を終期としますが、当町の後期

基本計画や国県及び社会情勢の動向を踏まえ、適時改訂するものとしま

す。 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

基本構想 【10 年間】 

基本計画 前期基本計画【5 年間】 後期基本計画【5 年間】 

実施計画 

【3 年間】  
  

 

 

【3 年間】 

 【3 年間】 

教育大綱   【3 年間】 【5 年間】 
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毎年見直し 



３ 軽井沢町教育大綱 

 軽井沢町の教育行政を推進するため、軽井沢「こぶし教育」基本方針の

理念を踏まえて、大綱として４つの目標を掲げ、各施策に取り組みます。 

（１）子育てを地域で支える仕組みの充実 

●目標 

  地域とともに子どもの育ちを喜べる、子育てが楽しいまち 

 ●目標指標 

指 標 現 況 目 標 

待機児童数（3 歳以上） 0 人（H28） 0 人（H34） 

子育てに適した行政サービスが整っていると感じ

る親の割合（*1） 
72％（H28） 80％（H34） 

 出産祝金給付件数 127 件（H28） 147 件（H34） 

 多子世帯保育料補助件数 68 件（H28） 70 件（H34） 

0.1.2 歳児童の保育定員の確保 146 人（H28） 150 人（H34） 

子育て支援センターの登録者数 480 人（H28） 680 人（H34） 

 

*1：保育園での保護者に対するアンケート調査 

●目標達成のための取組 

  ①子育て支援の充実 

子育て支援センター、保育園、児童館等による子育て・子育ち支援 

を充実するとともに、地域と連携してまちぐるみで子育て・親育ち 

を支えていきます。 

○子育て支援センター機能の充実（子育てに関する情報・相談・交 

 流の充実） 

○子育て支援施設の整備と充実（保育園・児童館・放課後子ども教 

室） 

○保育サービスの充実（保育園施設の充実、保育園の延長保育、休 

日保育、一時保育、障がい児保育） 

○子育て支援の充実（ひとり親家庭の支援・障がい児への支援） 

○子どもが育つ環境の整備（児童遊園等の点検・整備） 

○地域と連携した子育ての環境づくり（要保護児童対策地域協議会 

 、子ども子育て会議を通じた地域連携） 

 

（２）幼児教育・学校教育・家庭教育が連携した学びの環境づくり 

 ●目標 

  一人ひとりの子どもがのびのびと個性・体力・学力・社会性を育んで

いるまち 
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●目標指標 

指 標 現 況 目 標 

チームティーチング・特別教育支援員・低学年支  

援員の講師数 
12 人（H29） 16 人（H34） 

外国人英語指導（ALT）講師数 
各学校 1 名

（H29） 

各学校 1 名

（H34） 

 放課後こども教室に登録する児童の割合 81％（H29） 90％（H34） 

 

●目標達成のための取組 

  ①個性や能力を伸ばす教育の推進 

教育体制を充実し、家庭・地域との連携、校種間連携などにより基  

礎学力の向上と生きた教育を提供できる学校をつくります。 

○教育体制の充実（少人数学級・30 人規模学級編制、チームティー 

チング、特別教育支援員、低学年補助教員、外国人英語指導講師、 

放課後子ども教室、放課後学習支援の充実） 

○教職員の資質の向上（各種研修会等への参加促進） 

○地域との連携体制の充実（学校施設開放・登下校の見守り・親同 

士の交流促進、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校等の連 

携促進） 

   ○ICT 教育推進の環境整備 

  ②児童・生徒の安全と心身の健康を守る学校づくり 

   学校生活の安全を守り、環境教育等にもつながる施設や環境を整備

するとともに、子どもたちの健やかな心身の成長を支える体制を強

化します。 

○学校施設の設備の整備と充実 

○食育の推進（給食への地元野菜供給の推進） 

○健康指導・相談体制の充実（健康管理指導、定期健康診断、スク 

ールサポーターによる就学前児童発達相談及び関係機関との連携 

、教育相談員、心の相談員体制の充実、中間教室での受け入れ） 

（３）人とまちが輝く生涯学習の発展 

●目標 

  住民が生涯にわたって学びとスポーツに親しみ、心豊かに暮らせるま 

  ち 

●目標指標 

指 標 現 況 目 標 

 中央公民館主催講座・行事年間延参加者数 4,191 人（H28） 4,400 人（H34） 

中央公民館登録団体数 79 団体（H28） 95 団体（H34） 

図書館の年間延利用者数 184,414 人（H28） 190,000 人（H34） 
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●目標達成のための取組 

  ①生涯学習の振興 

   身近な地域で、それぞれの関心や習熟段階に即した学習を継続して

いくことができるような環境を整備するとともに、学習を通じた地

域づくりを進めます。 

○生涯学習の基礎の充実（指導人材の育成・確保、ICT を活用した情 

報の整備・提供） 

○多様な生涯学習機会の充実（公民館・図書館での学習プログラム 

の充実、大学や高校・保養所との連携、自然観察、農林業体験、 

まちづくりへの参加のきっかけづくり） 

○地域ぐるみの社会教育活動（公民館、児童館、地域での行事や世 

代間交流の促進と、家庭・地域の教育力育成） 

 

（４）多彩な蓄積を生かした地域文化の振興 

●目標 

   歴史と伝統の蓄積を活かし、住民が文化を楽しみ、文化を発信し続

けるまち 

 ●目標指標 

指 標 現 況 目 標 

 町指定文化財登録数 18 件（H28） 24 件（H34） 

ブルー・プラーク認定数（*1） 30 件（H28） 100 件（H34） 

 

*1：軽井沢ブルー・プラーク制度とは、町に残されている歴史的建造物を歴史遺産として継

承していくための認定制度 

 

●目標達成のための取組 

  ①文化・芸術活動の振興 

歴史的に充実してきた文化的環境を活かし、住民が主体的に町の文 

化を継承・創造していける環境をつくっていきます。 

○文化・芸術施設の充実と活用（公・民の文化施設のネットワーク 

化、博物館・資料館の内容の充実・文化施設の交流機能の活用） 

○文化・芸術活動の振興（ミニコンサートの拡充、各種鑑賞機会の 

充実、グループ活動の育成と交流の促進、成果発表機会の充実、 

参加・体験型の芸術文化活動機会の充実、アーティストによる文 

化芸術活動の支援） 

○文化財の調査・保全・活用（文化財・古街道の調査、民俗資料の 

収集、文化財の登録、指定、文化財の整備と資料的利用、文化財 

のパトロール） 
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○伝統文化の継承（地域行事の継承、継続の育成） 

②国際交流の推進 

国際交流の伝統を活かし、ともに過ごす外国人との心豊かな交流や 

これからの国際社会を生きて行く人材の育成を進めます。 

○国際理解の促進（小・中学校の国際交流事業への支援・協力、町 

内の小・中・高校との連携協定による交流活動への支援、住民の 

国際理解学習等の支援、事業への支援） 

○国際交流の推進（通訳ボランティアの養成、中高生のホームステ 

イ支援、各国との文化交流の推進、外国語対応の観光情報・生活 

情報等の充実） 

 

 

４ 大綱に基づく施策の実施 

 軽井沢町は大綱に掲げる目標の達成に向け、軽井沢町の現状と課題を明

確にした上で、効率的かつ効果的に教育施策を推進していきます。 
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