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Ⅰ 教育基本計画の策定にあたって 

 １ 策定の経過及び趣旨 

（１） 取組の経緯 

新村上市発足後の教育基本構想を策定するにあたり、郷土愛を心のよりどころとした心

根を育む教育を「郷育（きょういく）」と名付け、子どもと大人が共に育つまち「郷育（き

ょういく）のまち・村上」を目指した理念を掲げました。そして、教育基本構想をもとに、

教育基本計画を策定し、各種の施策を推進してきました。 

 

取組の経緯を振り返ると、平成 20 年３月に村上岩船地域合併協議会が『新「村上市」

の教育基本構想』を策定し、平成 21 年３月には「第１次村上市総合計画（2009～2016）」

が策定され、これらをもとに平成 22 年３月に「村上市教育基本計画（平成 22 年～平成

28 年）」を策定しました。さらに、教育基本計画の実現を目指し、施策を具体的に展開し

ていくために「前期実施計画（平成 22 年～平成 24 年）」、「後期実施計画（平成 25 年～

平成 28 年）」を策定し、施策の推進にあたってきました。 

 

上記の基本計画や実施計画では、「ここに生きる」をテーマに、「『ここで生きる』こと

に喜びと誇りを持ち、輝いて生きる人々」が育つための取組が着実に且つ力強く推進され

るべきことを掲げています。多様な考えのあることを受け入れつつ、共につながり合って

いる意識を大切にして、互いに支え合い、子どもも大人も共に育つまち「郷育（きょうい

く）のまち・村上」をつくっていこうという願いのもと、教育行政の着実な推進に努める

とともに、家庭・学校・地域の三者も緊密な連携を進めていく中で市民総ぐるみの取組の

推進に努めてきました。 

 

（２） 本市の課題 

その一方で、新市発足から今日に至るまでの間、本市では想定以上に少子高齢化が進行

し、人口減少に歯止めのかからない状況が続いています。特に、児童生徒は減少の一途を

辿り、望ましい教育環境整備に向けた学校統合が急務となってきています。 

また、少子高齢化の影響は、教育のみならず、多様な分野における後継者不足への懸念

など、地域の活力が徐々に失われていくことへの危惧となって現われており、その状況を

打開するため、市では「市民協働のまちづくり」を主要施策に掲げ、町内・集落といった

従来のコミュニティを超えた新たな市民主体のまちづくり活動を展開しています。 

さらに、社会の急激な進展は、市民の生活にも様々な影響を与えています。市民の生活

の利便性が高まるなどのメリットがある反面、知らぬ間に犯罪被害等に巻き込まれてしま

うなどのデメリットも見られます。そのため、次代を担う子どもたちには、社会の急激な

進展に対応できる「生きる力」を身に付けることが求められています。 

これらのことを踏まえ、市教育行政は、引き続き「ここで生きる」をテーマに、子ども

たちの確かな学力と豊かな心、健康な身体を育てるとともに、市民が持つ能力の発揮を最

大限支援していく中で、「子どもも大人も共に育つまち」を創造していく施策を講じてい

く必要があると考えます。 
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（３） 国の動向 

平成 20 年、国の中央教育審議会答申（以下、中教審答申）「新しい時代を切り拓く生

涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」では、①自ら課題を見

つけ考える力 ②柔軟な思考力 ③身に付けた知識や技能を活用して複雑な課題を解決

する力および他者との関係を築く力等、豊かな人間性を含む総合的な「知」が必要である

ことが謳われています。これは、各個人が、自らのニーズに基づき学習した成果を社会に

還元し、社会全体の持続的な教育力の向上に貢献するといった「知の循環型社会」を構築

することが、持続可能な社会の基盤となると考えられるためです。 

また、平成 27 年 12 月の中教審答申では、「新しい時代の教育や地方創生の実現に向け

た学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」の中で、これからの学校

と地域の連携・協働の姿を次のように示しています。①地域住民等と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「地域とともにある学校」への転換 ②地域

の様々な機関や団体等がネットワーク化を図りながら、学校、家庭及び地域が相互に協力

し、地域全体で学びを展開していく「子どもも大人も学び合い育ち合う教育体制」の構築 

③学校を核とした協働の取組を通じて、地域の将来を担う人材を育成し、自立した地域社

会の基盤の構築を図る「学校を核とした地域づくり」の推進。 

これらの姿を具現化していくためには、学校と地域の双方で連携・協働を推進するため

の組織的・持続的な仕組みの構築が必要になってくると考えられます。 

 

（４） 今後の方向 

ここに、前回策定された本市教育基本計画に基づく施策の進捗状況、成果と課題を踏ま

えるとともに、国の動向や村上市の将来的な動向と課題を勘案しながら、平成 29 年度を

開始年度とする「第２次村上市教育基本計画」を策定し、今後、重要かつ必要となる施策

を示すこととしました。 

教育の基本目標や方向性については、平成 20 年３月に策定された「新村上市の教育基

本構想」と「第１次村上市教育基本計画」を受け継ぎつつ、「第２次村上市総合計画（2017

～2022）」にも基づいています。さらに、施策の設定にあたっては、村上市の教育が抱え

る喫緊の課題を踏まえ、国・県の動向を見据えるとともに、「郷育（きょういく）」の考え

方を大切にし、家庭・学校・地域の三者の連携を一層緊密に深め、市民総ぐるみで教育を

考え、力強く取り組んでいきます。 

 

 ２ 計画の期間 

   本計画は平成 29 年度～平成 33 年度までの５年間とし、各種施策の実施に取り組みます。 

なお、本計画は、村上市の教育施策を具体的な形で示した教育行政の指針であり、行動計

画とも位置付けていることから、本計画に基づく施策を着実に進めるため、定期的に点検・

評価を実施していきます。 
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Ⅱ 村上市の教育の目指す姿 

 １ 教育の基本理念 

村上市は、多彩な自然、歴史、文化を持った人情味あふれる地域です。平成 25 年 12 月に

制定された「村上市民憲章」には、「はぐくもう愛と思いやりのこころを つくろう創意に

満ちた明るい未来を ひろげよう伝統と文化 学びのすばらしさを 私たちは元気あふれる

まちを目指します」と謳われています。この市民憲章の目指す姿を具現化するにあたり教育

は大きな役割を担います。 

当地域の人々の生活の支えとなり、産業や文化などに大きな影響を与えてきた本市の特産

物の一つである「鮭」は、旧村上藩の時代から、その増殖事業で得た利益を人材の育成に役

立て、優れた人材を多く育て、その人材が各方面で活躍をしたという歴史がありました。こ

の全国でも稀有な、当地域の理念を受け継ぎ、次代を担う人材を育てていきたいと強く願っ

ています。 

さらに、人口減少という全市的な喫緊の課題とそれを克服しようとする市民の積極的な活

動を的確に捉えつつ、市民のライフステージやライフスタイルに応じた適切な教育・学習活

動の支援を行っていくことが求められています。継続していく教育・学習活動とともに、市

民一人ひとりが「知」を享受し、共に学ぶことを楽しみ、その成果を未来を担う子どもたち

の健やかな成長へのかかわりや地域づくりの中で具体的に活かしていく活動を推進してい

くことが期待されてます。 

 

以上のことを踏まえ、これまでの「郷育（きょういく）」の考え方を捉え直し、郷土に誇

りをもち自らの進路を切り拓くことのできる子どもたちを育成する活動と、全ての市民が生

涯にわたって学習し、その成果を展開することや、次世代に伝えるなどの活動を総じて「郷

育（さといく）」と改め、主体的・協働的な学びによる人づくり、地域づくり、学校づくり

をすべく、ここに村上市の教育の理念を次のように定めます。 

 

「郷育（さといく）のまち・村上」 ～郷
さと

に育ち・郷
さと

を育て・郷
さと

が育てる～ 

 

この理念には、村上という郷土の地で、市民という郷土の人々が、つながり合い、支え合

い、高め合いながら、 

   ○地域（郷土）の将来を担う人材を育成する 

   ○自立した地域社会を目指す基盤となる人材を育成する 

という願いが強く込められています。 
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『郷育（さといく）のまち・村上』 

～郷
さと

に育ち・郷
さと

を育て・郷
さと

が育てる～ 

【郷
さと

に育ち】 

○ 自らを高めるとともに、他の人々と共に高まろうとする学びの推進      

私たちの郷土、村上には、美しい自然環境があり、先人から受け継いできた知識・技術・

伝統文化等が豊富に存在します。こうした地域独自の資源を学びに活用するとともに、最

新の知識や技術等も学び続け、より質の高い知識や技術を身に付け、変化し続ける現代社

会に対応できるようにする必要があります。 

大人の主体的学びは、子どもたちに生きる自信と目標を与え、地域をフィールドとした

子どもたちの学びは、大人たちや地域に大きな活力を与えてくれます。 

そして学びは一人では成立しません。学校においても地域においても目的を同じくする

仲間とともに、声を掛け合い、支え合い、励まし合い、競い合ったり発表したりし合う中

で、学びの成果を喜び合い、互いの成長を確認し合うことで成立するものといえます。本

市では、市民が生涯にわたり、郷を基軸に学び続けていこうとする意欲のある人を育てて

いきます。 

 

【郷
さと

を育て】 

○ 社会や地域の向上に貢献していこうとする学びの推進 

これからの学びは、個の満足度を高めるだけではなく、市民協働のまちづくりや、優し

さ・笑顔あふれる交流のある地域づくりに結び付くようにレベルアップを図っていく必要

があります。 

本市では、市民一人ひとりが、持続可能な地域社会の構築を意識し、主体的・協働的に

かかわっていく学びを推進していきます。郷における次代の担い手の育成は、郷の将来に

かかわる大切な視点でもあります。各個人が、自らのニーズに基づき学習した成果を社会

に還元し、社会全体の持続的な教育力の向上に貢献するといった「知の循環型地域社会」

の構築を目指していきます。小さな学びの努力を積み重ねて、学びをとおして新たなまち

づくり運動を展開していきます。 

 

【郷
さと

が育てる】 

○ 地域の子どもを地域のみんなで育てる教育活動の推進 

次代の郷土をつくる人材の育成のためには、家庭・学校・地域や関係機関・関係団体が、

地域の子どもたちへの思いや願いを共有し、自分たちができることは何かを考え活動した

り、連携・協働したりしていくことが必要となります。特に、子どもたちと地域住民が、

主体的に地域課題に向き合い、課題解決に向け協働的に学びを推進することは、子どもた

ちの成長につながるとともに、学校を核とした地域の創生、大人の自己実現にもつながっ
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ていきます。 

また、学校の抱える課題は、著しく複雑化・多様化しており、教職員のみならず地域社

会総掛かりで対応することが求められます。これからの次代を生き抜く力の育成、地域か

ら信頼される学校づくりのためにも、学校と地域がパートナーとして連携・協働するため

の組織的・継続的な仕組みが必要となってきます。 

 

  ２ 教育の基本目標 

教育は「人づくり」であり、教育振興が地域づくりに貢献できるという観点から、市民

である「子ども」と「大人」が共に育つ「まち」、「郷育（さといく）のまち・村上」を目

指し、以下の基本目標を定めます。 

 

   基本目標１「目指す子どもの姿」として 

   「ここで生きる」ことに自信と誇りをもち、自らの進路を切り拓いていくこ

とのできる実力（知力・気力・体力・徳性）を備えた子ども 

 

   基本目標２「目指す市民の姿」として 

   「ここで生きる」ことに喜びと生きがいを感じ、生涯を通じて学び、活かし、

つながり合う市民 

 

私たち村上市民は、将来にわたって村上市が活力に溢れ、市民一人ひとりが輝き、「ここ

で生きる」ことのできる「まち」であることを願っています。それは、子ども・大人が「こ

こで生きる」者としての自覚を持ち、連帯感を一層強めて、つながりを確かなものにする

取組を確実に積み重ねていくことにより、子どもも大人も共に育つ「まち」とも言えます。 

なお、基本目標にある「ここで生きる」とは、ここだけで生きることではありません。当

然のことながら、将来的にどこで暮らすかは、本人の意思によります。たとえ、将来、故

郷以外（市外、県外、国外）で暮らそうとも、常に愛着と誇りのよりどころとして郷土愛

を育てることは、自らの基盤を確かにする意味で必要かつ大切なことです。そのことはま

た、人生の一時期、故郷の外で暮らしたとしても、いずれ故郷に戻り暮らそうと思う気持

ちを育てることにもつながることが期待されます。 

     

基本目標１「目指す子どもの姿」として 

   「ここで生きる」ことに自信と誇りをもち、自らの進路を切り拓いていくこ

とのできる実力（知力・気力・体力・徳性）を備えた子ども 

 

子どもたちは、村上の自然、伝統、文化、そこに暮らす人々とのかかわりの中で育まれ

ていきます。しかし、家族形態が変容し、価値観やライフスタイルが多様化する現代にお

いては、子どもたちは、普段の生活の中で地域のすばらしさに気付きにくい状態にありま

す。子どもたちが、自分を取り巻く地域の良さに気付くためには、村上の豊富な自然と多

様な伝統、文化、人々とこれまで以上に積極的にかかわりながら、その良さを感じていく
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ことが大切です。幼児期、児童期、少年期、青年期などそれぞれの発達段階で、地域をフ

ィールドとした多様な体験を通じて地域の良さを実感することが、子どもたちの「ここで

生きる」ことへの自信と誇りにつながっていきます。その自信と誇りが、子どもたちが地

域を支える次世代の担い手となる源となります。そして、たとえ将来この地域を離れても、

自分を育んでくれた村上に愛着を感じ、心のよりどころとしてたくましく生きていきます。 

グローバル化や少子高齢化の進行など、急激に変化するこれからの社会では、子どもた

ち一人ひとりが社会の変化に柔軟に対応し、多様な価値観をもった人々と連携・協働しな

がら、複雑化･困難化していく課題に対応していくことが求められます。そのためには、子

どもたちが、自ら課題を見つけ、主体的に考え判断し、粘り強く取り組み、解決していこ

うとする資質と能力を身に付けていくことが必要となります。そのような、知力、気力、

体力、徳性を身に付けた子どもは、将来どこで暮らそうとも、自らの進路を切り拓き、自

分らしくより強く生きていくことができます。 

基本目標１では、地域にふれ、その良さを実感し、愛し、心のよりどころとして故郷を

もち、なお実力を十分備えて、地域で活躍し、あるいはまた、ときに故郷を出でて、とき

にまた故郷に戻る、そのような気心を育てる教育「郷育（さといく）」の実現を目指してい

ます。 

 

   基本目標２「目指す市民の姿」として 

   「ここで生きる」ことに喜びと生きがいを感じ、生涯を通じて学び、活かし、

つながり合う市民 

 

私たち市民は、この村上という郷土の豊富な自然環境と歴史豊かな伝統文化から多くの

学びを享受し、この村上の地に息づくと同時に、守るべきこの豊かな自然と伝統文化を次代

に継承することを責務として担っております。 

また、人口減少・少子高齢化は本市でも大きな課題であり、地域コミュニティの衰退な

ど現実問題として顕在化してきており、早急に対応を図らなければなりません。 

科学技術が発達し、日進月歩で人々の生活の利便性が増し、個人の趣向が尊重される社

会においても、なお、この郷土が活力ある地域であるためには、全ての市民が責務を果たし、

これら諸課題の克服に取り組むことが必須であり、そのためには、「ここで生きる」市民一

人ひとりが輝き、つながり合い、互いに高め合うことが重要です。 

基本目標２では、すべての市民が郷土を愛し、さらなる高みを求めて生涯にわたり「学

び」、その成果を発揮することで更なる「学び」の輪を形成し、つながり合って共に支え合

いながら地域を活性化していく人材の育成や、次代を担う子どもたちの豊かな心を育むため

の環境を提供していく人材の育成など、自立した地域社会の基盤づくりとなる「郷育（さと

いく）」の実現を目指しています。                             

なお、「生涯を通じた学び」には、スポーツや文化も含み、「活かし」は、学んだことを

自分自身の生活や周りの方々に役立てることを意味し、「つながり合う」には、人と人とが

つながる、子どもと大人がつながる、人と地域がつながる、人と学校がつながるという願い

を込めています。 
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Ⅲ 教育施策の基本方針 

 １ 幼児・学校教育の推進 

（１）  本市ならではの歴史文化や風土、産業、生活様式に根差した人材育成としての「郷

育（さといく）」を進めるため、地域や世代間の連携を通じた一体的な教育体制づくり

を進めます。 

また、学習指導要領の改訂やデジタル教科書使用に備え、英語活動や英語学習の充

実を図るための支援計画及び ICT 教育推進のための整備計画を策定し、グローバル化

や高度情報化に対応した教育環境の整備に努めます。 

（２）  特別な支援を必要とする児童生徒への適切な支援を図るための特別支援教育の充実

と併せて、就学前からの相談体制の充実も図り、個々のニーズに応じた適切な支援体

制を整備していきます。また、不登校をはじめとした様々な困難な状況に対応するた

めに、子どもや保護者及び学校関係者の相談や個別支援の体制を強化します。 

（３）  未来を担う子どもたちの健全な育成に向け、安全・安心の確保をはじめ、少子化や

多様化する教育ニーズに対応した教育環境の整備を推進します。特に、「小・中学校の

望ましい教育環境整備計画方針」に基づいた学校統合を推進し、将来を見据えた学校

環境整備に努めます。 

 

２ 生涯を通じた学びの推進 

（１）  市民の「学び」により得られる満足感から、「学び」による知識・能力を発揮（見せ

る・伝える）することで得られる充実感へと展開していく意識の高揚を図り、地域づ

くりや学校支援活動など様々な場面で市民がつながり合い、高め合う基礎を支援する

社会教育の推進に努めます。 

（２）  社会情勢の変化を的確に捉えた高度な学習機会を提供するとともに、地域の状況に

即した教育施設の適正な管理・運営・整備に努めます。併せて、図書館蔵書の充実を

図り、学習活動初期から学習発展期における図書活用の有効性について市民意識の高

揚を図ります。 

（３）  子育て支援や子どもたちの学習・体験活動に関わる市民が充実感を持って参画でき

る仕組みづくり・人材育成支援を推進し、将来を担う子どもたちをすべての市民が育

み・見守る家庭教育・社会教育の推進に努めます。 

 

３ スポーツの推進 

（１）  市民のライフスタイルの多様化により健康面におけるスポーツの重要性が注視され

ています。そのため、野外活動や遊びも含めた様々なスポーツを通じた子どもたちの

体力向上と、健康志向の高い壮年・中高年層が日常的にスポーツをする機会の充実を

図るため、総合型地域スポーツクラブをはじめとする各種団体等と連携し、生涯スポ

ーツの推進に努めます。 

（２）  全国的に活躍する選手の育成をさらに推進させるため、スポーツ指導者の育成と競

技者・指導者がともに活動しやすい環境整備を進めるとともに、各種大会の誘致を推

進し、市民がより高度なスポーツに触れることのできる環境整備に努めます。 
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（３）  多様な市民ニーズに対応したスポーツ施設の整備と有効活用を促進することで、市

民が安全で利用しやすい環境の整備に努めます。 

 機能的かつ総合的なスポーツの推進が図られるよう、スポーツ団体の連携と調整を

図るとともに推進組織体制の整備に努めます。 

 

４ 文化活動、文化財の保存・活用の推進 

（１）  本市が有する豊富な文化・芸術資源は、後継者不足によりその保存・伝承が危ぶま

れています。この豊かな資源に市民が気軽に触れることは、市民の知識・教養を高め

ることが期待されることから、文化・芸術資源の適切な保全と関係団体等への支援を

図るとともに、市民が触れる事業企画の充実と後継者の育成支援に努めます。 

（２）  市民共有の財産であり郷土の大きな魅力である国県市指定の文化財を支え次代に確

実に伝えるため、所有者・保存団体等への支援・拡充と後継者の育成支援に努めます。

また、これらの文化財や歴史資料に市民が気軽に触れることは、市民の教養を高め、

普及啓発を図るうえで有効なことから、関係施設の適切な管理運営と整備を図り、各

種資料の適切な保存と展示公開や歴史講座等の事業企画の充実に努めます。 

（３）  歴史的価値とともに観光資源としても活用が見込まれる村上城跡・平林城跡・山元

遺跡について、調査研究に基づき保存・整備を実施するとともに、市民のみならず本

市を来訪される多くの方々にその魅力を感じていただけるよう「保存活用計画」を策

定し、多様な視点での活用を図ります。 
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Ⅳ 計画の推進体制と実施施策 

     本計画は、家庭・学校・地域の連携・協働とそのネットワークを支援する教育行政の 

施策実施により推進します。主体的な市民の学びと成果の発揮が推進エンジンとなるこ 

とで、少子高齢化・人口減少の克服と将来にわたる地域活力の維持向上を目指します。 

     また、基本理念に基づく２つの基本目標を達成するため、本計画では次の９つの基本 

施策と３９項目の施策を体系的に示し、その実施に努めます。 

 

基本施策１ 支え合い、つながり合って共に育つ学びの推進 

    1-1 子どもたちの成長を地域で支える体制づくり 

    1-2 郷土愛を育む特色ある学びへの支援 

    1-3 学校・地域・世代間を結ぶ学びと学びの場の展開 

    1-4 地域と連携した防災教育の推進 

    1-5 将来を担う人材への育成支援 

    1-6 郷土が育んだ文化の伝承 

 

基本施策２ 学ぶ意欲と確かな学力・知力の向上 

    2-1 自らの生き方を考え、社会の変化や課題に対応できる学びへの支援 

    2-2 基礎・基本を身に付ける教育の推進 

    2-3 グローバル化に対応した教育の推進 

    2-4 高度情報化に対応した教育の推進 

    2-5 読書活動の推進 

    2-6 家庭学習習慣の定着 

 

基本施策３ 豊かな心と健やかな体の育成 

    3-1 いのちと心に関する学びへの支援 

    3-2 家庭教育への支援 

    3-3 子どもの体力、健康づくりの推進 

    3-4 生涯スポーツの推進 

    3-5 文化芸術活動等の推進 

    3-6 不登校、非行等への対応 

    3-7 青少年健全育成活動の充実 

 

基本施策４ 自立と共生を目指す特別支援教育の推進 

    4-1 特別な支援を要する子どもへの教育の充実 

    4-2 特別支援教育の支援体制の充実 

    4-3 地域が支える自立と共生 
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基本施策５ 人権を尊重し、共に支え合う社会の創造 

    5-1 人権教育、同和教育の推進 

    5-2 男女共同参画意識を高める取組の推進 

 

基本施策６ 高度な専門性の追求 

    6-1 競技スポーツの推進 

    6-2 図書館蔵書の充実 

    6-3 文化芸術の振興 

    6-4 文化財の調査研究 

 

基本施策７ 望ましい学びの場の整備 

    7-1 望ましい学校環境の整備 

    7-2 安全・安心な学校施設の整備充実 

    7-3 安全対策、安全教育の推進 

    7-4 多様な学習活動に対応した教育施設の整備充実 

    7-5 スポーツ推進組織体制の整備・充実 

 

基本施策８ 開かれた教育行政の推進 

    8-1 教育施策の評価の充実 

    8-2 教育情報の発信 

 

基本施策９ 教育に携わる人材の育成と支援 

    9-1 教員の指導力向上の推進 

    9-2 教職員への支援体制の充実 

    9-3 社会教育指導員の指導力向上の推進 

    9-4 マネジメント力の向上 


