第四次長野市総合計画基本計画（たたき台）の展開フロー図
柱

心豊かな人と多彩な文化が輝くまち

政策 次世代を担う人材の育成と環境の整備
基本施策

1 魅力ある教育の推進
2 家庭・学校・地域の連携による教育力の向上
3 −

基本施策１

魅力ある教育の推進

目指す姿、あるべき状態

意欲をもって自主的に行動し、豊
かな人間性を兼ね備えたたくまし
い人材の育成

基
本
構
想

・次世代を担う子どもたちの個性を伸ばし、心の優しさと豊かな感性を培い、生きる力をはぐく
む多様な教育を展開します。
・関係機関や関係団体と連携し、個々の児童・生徒の様々な能力や適性に応じた支援体制の
充実を図ります。
・国際化や情報化などの社会情勢に適応した教育環境を整備します。

施策０１

主な取組

幼児教育の充実
施策の目指す姿

直接的な成果

人間形成の基礎となる豊かな
心と社会性の育成

・幼・保・小の連携や交流の促
進
・幼児教育を受ける機会の充
実

施策０２

主な取組

小・中学校の教育内容の充実
活動の直接的な成果

・子どもの個性を尊重した発達段
階に応じた魅力ある教育の推進

・幼稚園・保育所・小学校の連携強化と交流
の促進
・幼保一元化への対応
・保護者の経済的負担の軽減
・私立幼稚園の支援

施策の目指す姿

直接的な成果

確かな学力の向上と創造力
や感性の養成など子どもの持
ち味をいかす教育の展開

・わかる授業の実践
・地域の特色をいかした学校
づくり

施策０３

・基礎学力の定着と学力向上の推進
・教職員の資質・能力の向上
・地域の特色や教育力を活用した特色ある
学校づくり
・教育の情報化、環境教育、キャリア教育
・国際理解教育の推進
・学校間の連携や交流の推進
・食育指導の推進

主な取組

個々の児童・生徒に応じた支援
直接的な成果

個々のニーズに応じた指導や
相談体制の充実
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資料 ３

施策の目指す姿

児童・生徒一人ひとりの自立
と主体的な社会参加を支援す
る環境

・特別な教育的支援が必要な児童・生徒へ
の対応
・不登校・いじめなどの相談体制の整備・充
実
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施策０４

主な取組

社会情勢に対応した教育環境の整備
施策の目指す姿

直接的な成果

児童・生徒が健やかに育ち、
安心して快適に学習できる環
境づくり

・学校給食や健康診断の実施
・社会情勢に対応した施設整
備

施策０５

・耐震補強や老朽化した施設の計画的な改
修などによる安全で安心して学習できる教育
環境の整備
・学校規模の適正化と通学区域制度の弾力
化
・子どもたちの体力増進と健康管理
・学校給食での地域食材の利用促進

主な取組

高等学校・大学等の教育の充実
施策の目指す姿

直接的な成果

より高度で専門性を持った人
材の育成

・市立高等学校の整備
・大学等高等教育機関との連
携
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・特色のある市立高等学校の整備・充実
・県立・私立高等学校の整備
・市内大学等高等教育機関の連携による高
等教育機会の充実
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心豊かな人と多彩な文化が輝くまち

政策 次世代を担う人材の育成と環境の整備
基本施策

1 魅力ある教育の推進
2 家庭・学校・地域の連携による教育力の向上
3 −

基本施策１
家庭・学校・地域の連携による教育力の向上

目指す姿、あるべき状態

社会全体で子どもたちを守り育て
るまち

活動の直接的な成果

・生活習慣を身に付ける場である
家庭の教育力の向上
・家庭・学校・地域それぞれの役
割分担と連携、交流の推進

基
本 ・家庭や地域の教育力の向上を図るとともに、家庭・学校・地域の連携と交
構 流の推進により、子どもたちを育てていく環境を整備します。
想

施策０１

家庭・地域の教育力の向上
施策の目指す姿

直接的な成果

家庭・地域の教育力の向上が
図られる環境

・家庭教育講座の開催
・子ども会活動を通した体験
活動の増加

主な取組
・啓発活動や家庭教育講座の実施
・子ども会活動など体験活動
・青少年育成施設等の活用

施策０２

家庭・学校・地域の連携と交流の推進
施策の目指す姿

直接的な成果

家庭・学校・地域が連携、交
流して子どもたちを守り育てて
いく環境

・関係団体との連携強化
・地域の拠点となる開かれた
学校づくり
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主な取組
・地域の拠点となる開かれた学校づくりの
推進
・放課後や週末の子どもの居場所づくり
・地域が一体となった子どもの安全確保
・青少年育成団体との連携による子どもた
ちを取り巻く有害環境対策の推進
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心豊かな人と多彩な文化が輝くまち

政策 豊かに学びあう社会の形成
基本施策

1 活力ある地域を創る生涯学習の推進
2 −
3 −

基本施策１
活力ある地域を創る生涯学習の推進

目指す姿、あるべき状態

・学びの成果が活力ある地域づく
りへのつながる生涯学習のまち

活動の直接的な成果

だれもが生涯にわたりいつでもど
こでも自由に学び、互いに高めあ
う環境づくり

基
本
構
想

・だれもがいつでも自由に学びあうことができる学びの場や機会の充実に
より、生涯学習環境づくりを推進します。
・学びの輪の広がりによるいきいきとした地域づくりを促進し、生きがいに
つながる生涯学習社会を目指します。

施策０１

生涯学習環境の整備
施策の目指す姿

直接的な成果

生涯にわたり自ら学び互いに
高めあえる学習環境

・学習機会や相談体制の充実
・学習指導者の育成・活用
・生涯学習施設の整備・充実

主な取組
・生涯学習センターや公民館を中心とした
生涯学習の総合的・体系的な推進
・市民ニーズに対応した学習機会の提供
・生涯学習指導者の育成と活動体制の整
備
・学習情報の提供方法の充実
・学習相談体制の充実・整備
・大学等高等教育機関等との連携による
学習機会の提供
・公民館の整備・充実
・図書館のサービス機能向上

施策０２

学習成果の活用と地域づくりへの参加
施策の目指す姿

直接的な成果

生涯学習を通したいきいきと
した地域づくり

・人的ネットワークの形成
・学習の成果を社会の中でい
かせるシステムづくり
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主な取組
・学習グループやサークルなど仲間づくり
の促進
・学習成果を発表する機会や活用の場の
充実
・講座やイベントの企画運営へ市民が参
画できるしくみづくり
・地域への愛着や地域の連帯感を高める
活動への支援
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心豊かな人と多彩な文化が輝くまち

政策 ゆとりと潤いを感じる多彩な文化の創造と継承
基本施策

1 多彩な文化の創造と文化遺産の継承
2 −
3 −

基本施策１
多彩な文化の創造と文化遺産の継承

目指す姿、あるべき状態

地域への誇りと愛着をはぐくむ文
化の薫りあふれるまち

活動の直接的な成果

・新たな文化芸術の創造
・貴重な文化遺産や伝統芸能の
継承
・文化の発信

基
本
構
想

・一人ひとりが文化・芸術を身近に感じることができる文化的風土の醸成を
図るとともに、市民の主体的・創造的な文化芸術活動を促進します。
・地域の伝統文化や文化財を市民参加により保存し、将来へ継承するとと
もに、その積極的な活用を促進します。

施策０１

文化芸術活動への支援と文化の創造
施策の目指す姿

直接的な成果

個性と魅力ある市民文化の振
興

・文化的風土の醸成
・文化芸術の新たな担い手の
育成
・市民の文化芸術活動の支援

主な取組
・市民の文化芸術活動への支援
・若手芸術家の育成
・文化芸術を鑑賞する機会の充実
・文化芸術活動の発表機会の充実
・学校での文化芸術体験、表現教育の推
進
・文化芸術活動の拠点機能の整備・充実
・効果的な情報発信
・野外彫刻の魅力向上

施策０２

文化遺産の継承と活用
施策の目指す姿

直接的な成果

歴史的・文化的遺産をいかし
た魅力的な地域づくり

・市民と一体となった伝統芸
能や文化財の積極的保存、
活用、継承
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主な取組
・文化財の調査と保存・整備
・地域資源の再発掘
・伝統的な行事・祭り・芸能の継承
・歴史的建造物や庭園など伝統環境の保
存・整備
・善光寺の世界遺産登録に向けた支援
・市民参加による伝統行事や文化財継承
への支援と新たな活用策の展開
・観光と連携した効果的な情報発信
・展示公開施設の整備・充実
・公文書等の保存・整理・活用
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心豊かな人と多彩な文化が輝くまち

政策 躍動する生涯スポーツの振興と競技力の向上
基本施策

1 スポーツを軸としたまちづくりの推進
2 −
3 −

基本施策１
スポーツを軸としたまちづくりの推進

目指す姿、あるべき状態

だれもが生涯を通してスポーツを
楽しみ互いに交流し、健康な心と
身体を培い、活力に満ちた明るく
豊かな生活を送ることができるま
ち

基
本
構
想

・だれもが気軽にスポーツ・レクリエーションに親しめる環境づくりを推進します。
・高いレベルのスポーツ活動に触れる機会を拡充し、競技スポーツを振興することに
より、市民のスポーツへの関心を高め、競技力の向上とスポーツ人口の拡大を図りま
す。

施策０１

生涯スポーツの振興
施策の目指す姿

直接的な成果

だれもが、いつでも、どこで
も、いつまでもスポーツに親し
める生涯スポーツの振興

・多様なスポーツ活動への支援
・地域スポーツ推進体制の整備
・指導者の養成・活用

施策０２

競技スポーツの振興

活動の直接的な成果

・だれもが、いつでも、どこでも、
いつまでもスポーツに親しめる生
涯スポーツの振興と環境の整備
・競技力の向上とスポーツ活動へ
の関心の向上

主な取組
・市民ニーズに応じたスポーツ教室やイ
ベントの開催
・健康の保持増進と体力の向上
・総合型地域スポーツクラブなど地域ス
ポーツクラブの創設・育成への支援
・ユニバーサルスポーツの振興
・地域間のスポーツ交流の促進
・質の高いスポーツ指導者や体育指導
委員の養成と活躍の場の提供

施策の目指す姿

直接的な成果

・競技力の向上とスポーツ活
動への関心を高める競技ス
ポーツの振興

・競技スポーツ大会・イベントの
開催の増加
・選手強化、指導者の養成

主な取組
・トップレベルの競技者等によるスポー
ツ教室やイベントの開催
スポーツ拠点づくりの推進
・国際大会や全国大会等の誘致・開催
・競技団体や各種スポーツ団体の選手
強化への支援と団体間の連携強化
・専門的能力を有する指導者の養成と
確保

施策０３

スポーツ環境の整備・充実
施策の目指す姿

直接的な成果

多様なニーズに応じたスポー
ツ環境づくり

・スポーツ施設の整備・充実
・ボランティアの育成
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主な取組
・スポーツ施設の計画的な整備と有効
活用
・学校体育施設などの利用拡充による
地域のスポーツ活動の拠点整備
・ナショナルトレーニングセンター指定に
向けた取組
・情報提供体制の整備・充実
・スポーツボランティアの育成と組織化
・体育施設愛護会活動などへの市民参
加の促進

