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Ⅴ 学校づくりの目標  

「令和３年度 子どもたちが夢や将来にチャレンジできる学校づくり」 
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Ⅰ．吉川市教育大綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「教育大綱」とは、市の教育、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。 

 平成２７年４月１日に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律」により、総合教育会議において市長と教育委員会が協議・調整を

図り、市長が教育大綱を定めることとなりました。 

 吉川市では、１年の時間をかけ、計６回、「吉川市総合教育会議」を開催し、市長と

教育委員会の協議・調整を経て、平成２９年３月に「吉川市教育大綱」を策定しまし

た。 
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Ⅱ．まちづくりの目標 

 

 

 

 

１．市民一人ひとりが希望に向かって生きがいのある人生を送ることができ、生

涯にわたって学習機会が得られるよう、生涯学習による人づくり・まちづくり

を推進します。 

２．生涯学習の基礎となる学校教育での確かな学力の育成や、地域社会における

さまざまな活動を通じて教育力の向上を図り、青少年の豊かな人間性と自ら

生きる力を育みます。 

３．市民の自主的な文化活動を積極的に支援し、多彩で個性的な市民文化の創

造・郷土文化の継承を図り、活気あふれるまちづくりをめざします。 

 

 

生涯学習による人づくり・まちづくり

豊かな人間性を培う学校教育の充実

青少年健全育成の充実

幼児教育の充実

家庭・地域・学校の連携

多彩で個性ある文化の創造と伝承
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Ⅲ．令和３年度吉川市教育行政重点施策 

 

 

 

 

【目標】市民が生涯のあらゆる時期において、学習する機会が得られること 

をめざします。 

 

重点施策１ 生涯学習への支援 

・学習機会の拡充を図るため、市民講師による講座の開催や出前講座を積極的

に活用します。 

・市民活動やボランティア等の地域活動へのきっかけづくりとなるよう、各種

事業を実施します。 

 

重点施策２ 学習内容の充実 

・現代的な課題や市民のライフステージに応えた学習プログラムの充実に努

めます。 

 

重点施策３ 人権教育の推進 

・吉川市人権施策実施計画に基づき、人権教育の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．生涯学習による人づくり・まちづくり 
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  【目標】「家族を 郷土を 愛し 志を立て 凛として生きてゆく」ことが 

できる吉川の児童生徒を育成するために、教職員の資質の向上、学

校施設の整備、学校給食の充実、家庭・地域との連携をめざします。 

 

重点施策１ 確かな学力の向上 

・多様な学習内容や学習形態、ＩＣＴの活用により、児童生徒の主体的な学習

活動を支援します。 

・市内における学力等の現状に関する把握及び分析を行った上で、少人数指導

など個に応じた学習指導の充実を図ります。 

 

重点施策２ 教員の指導力の充実 

・教育課程、生徒指導、特別支援教育、情報教育など多様な研修の充実に努め

ます。 

・教職員自らが、指導方法の工夫改善を研究していく教育研究会の活動を支援

します。 

 

重点施策３ 健やかな心と身体の成長 

 ・健康の保持、増進について正しい理解を促し、学校保健の充実に努めます。 

  ・心身ともに健康な生活を送れるよう、体力向上の事業を展開します。 

 ・望ましい食習慣を形成するよう、栄養指導の充実に努めます。 

 

重点施策４ 学校施設と教育環境の整備 

・学校施設の大規模改修を計画的に行い、施設の維持管理に努めます。 

・引き続き、「統合型校務支援システム」を活用した学校教職員の負担軽減を 

図ります。 

 

重点施策５ コミュニティースクールの設置【新規】 

・令和 3 年度は、吉川中学校区（中曽根小、美南小、吉川中）で学校運営協議

会を設置します。令和 4 年度以降は、市内全小中学校で設置します。 

・これまで以上に、学校・家庭・地域の連携を深め、学校の教育力を高めてい 

きます。 

 

 

２．豊かな人間性を培う学校教育の充実 
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  【目標】次の世代を担う青少年が心身ともに健やかに成長し、自立した心豊 

かな社会人となることをめざします。 

 

重点施策１ 健全育成活動の充実 

・青少年育成推進員、補導委員等と連携して、市民への啓発活動、環境浄化活

動、パトロール等を実施し、青少年健全育成活動の充実を図ります。 

 

重点施策２ 教育相談活動の充実 

・さわやか相談員、あおぞら相談員の配置など、学校相談機能を充実します。 

・少年センターにおける電話相談や来所相談、訪問相談等の充実を図ります。 

・少年センターに設置する教育支援センターにおいて、学校や関係機関と連携

をしながら、不登校児童生徒の支援を行ってまいります。 

 

重点施策３ 非行防止活動の充実 

・地域や関係機関との連携による補導活動等を展開します。 

 

重点施策４ いじめや不登校の早期対応・解消 

・「吉川市いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめの早期発

見、解消を図ります。 

・いじめ防止や不登校対策のため、学校での組織的対応に加え、さわやか相談

員、あおぞら相談員等の相談業務を充実を図ります。 

 

 

 

 

  【目標】小学校就学前の子どもたちが生活や学習の基礎を身に付けられるこ 

とをめざします。 

 

重点施策１ 保育所・幼稚園・小学校の連携 

・保育士、幼稚園教諭、小学校教諭の相互体験研修や情報交換等を実施し、保

育所・幼稚園・小学校の連携強化を図ります。 

 

 

３．青少年健全育成の充実 

４．幼児教育の充実 
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  【目標】・家庭の中で、子どもが社会で生活する力が身につくことをめざし 

ます。 

      ・子育て家庭を地域で支えることをめざします。 

 

重点施策１ 家庭教育学級の充実 

・家庭教育学級における学習機会の充実のため、食育など子育てに関する企 

画や講師の紹介等の支援に努めます。 

 

重点施策２ 地域の教育力の活用 

・「地域の中で子どもを育てる」という視点から、世代間交流やボランティ

ア活動など各種体験活動プログラムの企画・実施により、放課後や土日の

充実を進めます。 

 

 

 

 

  【目標】市民の自主的な文化芸術活動を通して地域に根ざした文化の振興と 

郷土の歴史や文化が広く伝承されることをめざします。 

 

重点施策１ 文化財の保護・保存 

・市指定文化財としての保護・保存に努めます。 

 

重点施策２ 歴史資料の収集・調査・保存・活用 

・市史編さん資料の公開や調査報告書等の刊行に努めます。 

・歴史資料の有効的な活用をします。 

 

重点施策３ 文化財愛護活動の推進 

・郷土の歴史や文化財に関する講座、見学会等を開催します。 

 

 

重点施策４ 文化芸術活動への支援 

・あらゆる世代が参加する演劇活動や一流の音楽家によるコンサートなどを 

通じて、文化芸術の振興を図ります。 

 

６．多彩で個性ある文化の創造と伝承 

５．家庭・地域・学校の連携 
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Ⅳ．重点的な取組及び重点事業 

１．生涯学習による人づくり・まちづくり    

 

 

○市民講師による講座や出前講座による学習機会の提供   【生涯学習課】 

 市民の求めに応じ、職員が行政のしくみや事業・施策などについて話をするこ

とや市民講師が学習や体験の支援を行うことにより、市民の学習の機会の提供・

充実を図るとともに、市政に対する理解を深め、市民がまちづくりに参画する

「生涯学習のまちづくり」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 前 講 座 

 

  

               よしかわ市民講座 

 

 

 

「吉川市の治水について」 「消費者講座(消費者教育)」 

「特別講座(社会科見学)～浅草ほか～」  「老人ホームのうれしい話・こわい話」 
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○公民館事業の充実                    【中央公民館】 

 実際生活に即する教育、学術文化に関する各種事業を行い、住民の教養の向上、

健康の増進などを図り、生活文化の振興、社会福祉の増進などについて推進して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

幼児家庭教育学級の様子           異世代交流事業の様子        

○人権施策実施計画に基づいた人権教育の推進        【生涯学習課】 

 人権教育を推進するため、埼葛１２市町で共同して「埼葛人権を考えるつどい」

を開催するなど、様々な事業を推進していきます。 

また、市人権教育推進協議会では、「女性の人権・子どもの人権部会」「高齢者

の人権・障がい者の人権部会」「同和問題・外国人の人権部会」の３部会を設置

し、６つの人権について人権教育啓発講座「人権セミナー」を企画し開催してい

きます。 

   

人権セミナー「外国人の人権」       埼葛人権を考えるつどい 
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○創意ある学校運営への支援               【学校教育課】 

各小中学校における創意工夫と特色ある教育活動を支援。 

・教育課程検討委員会への支援。 

教務主任を中心とした学力向上策の共有と実施への支援。 

・本市独自で行う学力テストの実施への支援。 

・学力向上支援員および学生ボランティア活用への支援。 

 

○全小学校における少人数指導の充実            

 少人数指導の充実のため、市費少人数指導教員を配置します。 

 

○全小中学校に特別支援学級を設置             

個に応じた支援の充実に向け、全小中学校に特別支援学級を設置するとと

もに市費による特別支援員を配置します。 

 

○読書活動の充実への支援   

 各校に学校図書館司書を配置し、児童生徒のよりよい読書

環境づくりに努めます。 

 

○日本語学習支援の充実                 

 外国人等の児童生徒に対して学校生活への円滑な適応を目的とした、日本

語学習支援事業を制度化します。 

・「吉川市外国人等児童・生徒に対する日本語学習支援実施要綱」の制定。 

・日本語学習支援業務委託契約の締結（吉川市国際友好協会）。 

 

○郷土学習への支援                   

 小学校中学年児童を対象に「なまず」についての学習に取り組みます。 

 

○小学校英語教育の充実                  

外国語活動（外国語）の指導の充実に向けて、加配教員を活用した指導方法

の研究を行います。 

 

２．豊かな人間性を培う学校教育の充実    

http://illpop.com/png_school/integrate_a28.htm
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○若手教員の指導力向上                 【学校教育課】 

 市独自の研修を行い、若手の先生方の指導力を高めます。 

・年次別研修会（１年次～４年次）。 

 ・教育指導支援員の配置。 

 

○通級指導教室指導者への支援           

 小・中学校通級指導教室担当職員が指導の相談・助言を受けられるよう講師

を派遣します。 

 

○校内研修・研究委嘱や授業研究発表などの指導・支援    

体力向上推進研究および小中一貫教育推進研究委嘱校への支援を行いま

す。また、授業改善を主としてそれぞれの研究成果を市内全校で共有し、より

よい学校づくりを推進します。 

研究委嘱校（令和３年度） 

① 体力向上推進研究（北谷小学校、栄小学校）。 

② 小中一貫教育推進研究（全小中学校）。 

 

○ＩＣＴ教育の推進〈拡充〉       

・国の「GIGAスクール構想」による、高速大容量の無線    

LAN環境及び、一人１台端末環境の整備を完了したこと   

による、ICTをフル活用した教育活動を推進します。 

 ・「思考の可視化」や「共有化」、「個別最適化された学習」   

など ICTの利活用と、今までの教育とのベストミックスを図ります。 

 ・ICT支援員を配置し、学校の実態に応じた ICT支援を、学校現場で直接行

うことで、児童生徒の情報活用能力の向上および、教師の ICTを活用した

指導力の向上を図ります。 

 ・長期休業中の校内研修支援や、有効活用できる資料の共有化を図り、教師

の ICTを活用した指導力の向上を図ります。 

  

 

 

 

 

http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/jugyou/sozaitext/203.htm
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○学校保健事業の充実                  【学校教育課】 

 児童生徒及び未就学児童の健康診断、感染症及びアレルギー対応、学校にお

ける災害共済給付事業などの保健事業を実施します。また、小学校１年生・５

年生・中学校１年生を対象に歯科衛生士による口腔歯科保健事業（ブラッシン

グ指導）を実施します。 

小学校１年生に「わたしの歯っぴー」ファイルを配布します。 

 

○心理検査員の配置                    

 特別支援学級の入級判断の基礎となる個別知能検査・発達相談ができる心理

検査員を配置します。個々の児童生徒に適した支援について、専門的な立場か

らアドバイスを行います。 

 

○いじめ防止、不登校解消のための学校の組織的対応     

 いじめ防止や不登校解消に向け、管理職や生徒指導主任、教育相談主任を中

心に、さわやか相談員やあおぞら相談員からの情報も共有し、組織的に対応し

ます。 

 

○全小学校で「不登校対策プログラム」の実施    

千葉大学子どものこころの発達教育センターとの連携により「勇者の旅プロ

グラム」を小学５年生対象に実施します。 

 

○よりよい学校生活友達づくりアンケートの実施 

【学校教育課】 

小学５年生と中学 1年生を対象に、「よりよい学校生活友

達づくりアンケート」（Ｑ－Ｕ）を小学生は年１回実施、中

学校は年２回実施し、「いじめの防止」と「中１ギャップの

解消」を図ります。   

 

○人権作文集「もくせい」の作成             

 市内小中学生の作品による人権作文集（データ集）を作成し、人権意識の高

揚とともに、豊かな心の育成に努めます。 

 

http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/jugyou/sozaitext/303.htm
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○体力向上の推進                    【学校教育課】 

 吉川市体力向上推進委員会を中心に、全小中学校において新体力テストの

実施及び結果分析を行います。課題解決に向け、実態に応じた工夫ある取り組

みを推進します。 

・体育朝会等の業前運動 

マラソン、ダッシュ、ボール投げ、等 

・体育授業の充実 

運動量の確保、基礎基本の確実な定着 

 ・広報誌「やくどう」の発行 

 

〇学校給食センターでの取組            【学校給食センター】 

 ・アレルギー対応食の提供 

   アレルギー対応食は最大で８５食の提供を可能とし、卵、乳、卵・乳の

３種類の除去食を提供します。 

・マカオ料理の提供 

東京 2020パラリンピックのホストタウンの相手地域となったマカオの  

料理を献立に取り入れ、給食を通じて文化的な交流を図ります。 

・なまずの日献立の提供 

  ７月２日の「なまずの日」にちなみ、児童生徒に「なまず料理」に対し

て親しみを持ってもらえるよう「なまずの日献立」を提供します。 

     

「なまずカレー南蛮」(小学生)(右手前)   「なまずカレー南蛮」(中学生)(右手前) 

・図書とのコラボ給食の提供 

 読書意欲の向上と食への関心を高めるため、小中学校と連携し給食に 

関わる図書の紹介を行います。 

・地場産物を取り入れた献立の提供 

  市内の農産物生産者と連携を図り、地場産物を使用した献立を提供し 

地域の食文化や産業、自然への恩恵を深める機会を提供します。 

 

 



- 13 - 
 

・図書とのコラボ給食の提供 

 小中学校と連携し学校内の展示や献立表を通じて給食に関わる図書の

紹介を行います。身近な学校給食から本へ、本から学校給食に興味関心を

深める機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

                 

    学校内展示コーナー           学校内展示コーナー 

・思い出給食の提供 

   小学校６年生及び中学校３年生にもう一度食べたい思い出の給食のア

ンケートを実施し、卒業前の３月の献立に反映させます。 

    

アンケート第 1位「揚げパン」(小学生)(左手前)  アンケート第１位「揚げパン」(中学生)(左手前) 
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○学校ホームページによる情報提供             【学校教育課】 

学校ホームページの充実を図り、児童生徒、保護者及び地域の方々への「開か

れた学校づくり」に向けた情報発信を行います。 

 緊急時には、本サイトを通して、教育委員会や学校からの情報発信を行い、安

心安全の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

吉川市立小中学校 教育ポータルサイト 【http://www.yoshikawa-ed.net/】 

 

○保護者メールによる情報提供〈拡充〉                

 市内小中学校の緊急メールを刷新し、教育委員会や学校からの積極的な教育活

動についての情報発信を支援します。また、緊急時には、緊急情報が速やかに発

信できるようにし、児童生徒の安全・安心の確保に務めます。 

 

〇総合型校務支援システム（ＩＣカード導入による出退勤管理）  

 働き方改革の一環として、総合型校務支援システムを導入し、教職員の事務負

担の軽減および効率化の推進を図ります。具体的に各種名簿、通知表、指導要録

等の作成システムを市内で統一し、ペーパーレス化を推進していきます。また、

ＩＣカード導入による教職員の勤務状況の把握を行い、改善を促します。 

 

〇学校事務支援員の配置                   

 市内小中学校へ学校事務支援員を配置し、教職員がおこなっていた事務の負担

を軽減し児童生徒に関わる時間の確保に努めます。 

 

〇アウトリーチ支援（家庭訪問支援員）           【少年センター】 

 様々な理由で登校渋りや不登校となり、家庭にひきこもりがちな・ひきこもっ

ている児童生徒に対して、定期的に家庭訪問し、児童生徒への個別の状況に応じ

た支援を行っていきます。 

 

 

 

http://www.yoshikawa-ed.net/】
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○ＩＣＴ教育機器の活用                  【教育総務課】 

 令和２年度市内小中学校の児童生徒に 1 人 1 台のタブレット端末や大型提示

装置、遠隔授業等の為のカメラ・マイクを整備したため、家庭への持ち帰り等を

含め、ＩＣＴを活用した学習が有効に実施できるように努めてまいります。 

 

○就学援助制度の円滑な実施                 

 経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、就学に必

要な費用の援助してまいります。特に、新入学児童生徒が小中学校入学前に必要

とする学用品費について、入学前支給を実施してまいります。また、市ホームペ

ージや広報の活用及び各部署の窓口や公共施設に案内書を置くほか、学校から

保護者あて案内書を配付する取組をおこない、就学援助制度の周知に努めます。 

 

○学校施設の安全点検                      

 既存の学校施設は老朽化が進み、教育環境に影響が及ぶこともあるため、常に

施設の状況を把握し、問題になる前の対応が重要になっています。 

学校は子どもたちが 1日の大半を過ごす場所であり、安全で安心な学校生活を送

れる施設が求められるため、学校施設の安全点検により状況を把握するととも

に、早期の改善と優先順位を付けた計画的な予算措置に努めてまいります。 

  

○学校施設整備事業 

旭小学校、栄小学校のトイレについては、経年による劣化が著しく、設備改修

が急務であることや、新型コロナウイルス感染症予防対策の観点から、令和３年

度に、大便器の洋式化、床の乾式化のほか、小便器や洗面台のなどの衛生器具や

給排水管の改修を行います。 

また、小学校全学年の３５人学級の移行に伴い、教室数の不足が見込まれる美

南小学校につきましては、学校との調整を図り、様々な解決方法についての検討

を進めてまいります。 

    
     納品されたタブレット端末      埼玉工業大学とのリモート授業風景 
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○学校運営協議会を設置した学校             【学校教育課】 

 ３つのメリット 

  ・持続可能性 

  ・当事者意識・役割分担 

  ・目標・ビジョンの共有 

 ３つの期待される効果 

  ・学校、家庭、地域の総合理解   

  ・家庭、地域の学校支援推進による教育の質的向上 

  ・家庭、地域の教育力向上による地域活性化 

 役割と権限 

  ・学校運営に関する「基本的な方針の承認」を行うこと。 

  ・学校や教育委員会に意見を申し出ること。 

  ・小中一貫教育の視点で学校関係者評価を実施すること。 

 

 小中一貫教育を充実させるために「学校評価」「学校関係者評価」の見直しを

図り、学校全体や学校経営方針に沿った協議をすることを重視してまいります。 

 

 

○小中連携教育推進事業    

市内４中学校区で連携・一貫教育を実施します。  

中学校１＋小学校２のブロックにして全校を研究指定校とします。 

・東中学校、旭小学校、三輪野江小学校 

・南中学校、吉川小学校、北谷小学校 

・中央中学校、関小学校、栄小学校 

・吉川中学校、中曽根小学校、美南小学校 

 

 各中学校区による９年間の学びと育ちの連続性を重視した教育の充実を図り

ます。 
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○青少年健全育成事業を推進               【少年センター】 

青少年育成吉川市民会議主催の「吉川市青少年健全育成大会」の企画や運営を

支援します。 

 ・あいさつに関する標語、作文の発表 

 ・少年の主張の発表 

 ・社会体験学習の発表 

 

 

 

 

 

 

 

「クリーン作戦」活動の様子        青少年健全育成大会の様子 

 

○市民への啓発活動の充実            

吉川市青少年育成推進員による「家庭の日」啓発

活動を推進します。 

      

 

「家庭の日」の啓発活動の様子  

３．青少年健全育成の充実    
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○児童生徒の抱える悩みや不安に寄り添った相談の実施    【少年センター】 

                              

            

           

面  談        電話相談          家庭訪問 

○児童生徒の保護者や家族の支援         

・面談の継続化 

・関係機関との連携      

○教育支援センター「宇宙（そら）」通室者への継続的な面談の実施 

・入室時の面談                     

 ・定期的な個別面談 

・保護者や担任との面談 

○さわやか相談員、あおぞら相談員、スクールカウンセラー、スクールソー   

シャルワーカーとの連携の充実               

・学校相談員等連絡協議会の開催 

・さわやか相談員、あおぞら相談員による小中連携 

・小中学校訪問 

・関係機関との連携 

 

 

 

○補導活動を充実                    【少年センター】 

吉川市補導委員会による補導活動として「愛の声かけ運動」を推進します。 

  昼の補導校門あいさつの様子      

○ネットトラブル防止にむけた事業の推進                           

  関係機関と連携しトラブル未然防止の注意喚起、フィルタリングサービス

等の利用啓発 
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○「吉川市いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめの早期 

発見、解消                     【少年センター】 

 

○いじめ防止や不登校対策のため、関係機関との連携を図り、学校での組織的

対応、学校相談員等の相談業務の充実      
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４．幼児教育の充実    

 

 

○未就学児が小学校へスムーズに就学できるよう関係機関との連携によるスム

ーズな就学支援                    【学校教育課】 

 

・保幼小連絡協議会の開催 

   保育士、幼稚園教員、小学校教員による情報交換・合同研修                  

・幼稚園や保育所及び認定こども園と小学校との相互体験研修の実施 

    幼稚園教員や保育士と小学校教員との相互交流 

   幼児と児童の様々な交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

              幼児と児童の交流活動の様子 

 

○子育ての目安「３つのめばえ」の活用の促進              

 

・小学校入学前に家庭や幼稚園・保育所で身に付けてほしいことについて、

啓発していきます。 

 

○「接続期プログラム」の活用の促進        

 

・幼児期の教育から小学校教育への円滑な接続による、小１プロブレムの解

決を図ります。 

 

○就学相談の充実                  

 

・小学校や幼稚園、保育所など各関係機関との連携を図り、お子様の就学先

について、保護者と相談を行っていきます。 

http://illpop.com/png_school/break_a28.htm
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５．家庭・地域・学校の連携  

 

 

〇家庭教育学級の充実                   【生涯学習課】 

各小中学校ＰＴＡや各保育所（園）及び幼稚園保護者会が開催する家庭教育

学級において、企画の助言や講師紹介などの支援に努めます。 

・令和２年度実施個所：新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から各団体で実 

施を見送り。（昨年度は 11 小中学校 PTA、10 保育所(園)・幼稚園）          

       家庭教育講座            吉川市ＰＴＡ連合会   

    

わくわく科学実験講座           合同家庭教育研修会 

 

 

○「地域寺子屋事業」の充実と支援             【生涯学習課】 

 地域の子どもを集会所等で地域の大人が見守ることで、世代間の交流が進み、

地域の活性化が図られる「地域寺子屋事業」を促進します。 

・令和２年度実施個所：新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から各地区で実

施を見送り。（昨年度は６地区実施） 

         高富地区                中曽根地区 

                  

吉川美南高校生徒による科学実験           昔あそび 



- 22 - 
 

 

○「子どもの体験活動」の充実               【生涯学習課】 

 子どもたちに様々な体験を通して「生きる力を育み、家庭・学校・地域社会が

一体となって、地域で子どもを育てよう」という機運を醸成し、各小学校区の実

行委員会が体験事業を提供し、奉仕活動・体験活動等を推進します。 

平成３１年度実績 

学 校 名 参加者数 活 動 内 容 

吉 川 ６事業 
中華まん作り体験、八坂祭り山車体験、茶道

体験、ホットケーキ作り、染物教室 など 

旭 ２事業 
夏野菜カレー＆フルーツゼリー作り、郷土か

るた＆小麦まんじゅう体験 

三輪野江 ３事業 
昔のあそび体験、消防士体験、しおりづくり

体験 

関 １５事業 

将棋教室、お楽しみパソコンタイム、書道教

室、フラワーアレンジメント、サッカー教室、

石けんアート、らくらく手芸教室 など 

北 谷 ３事業 
飯ごう炊さん体験、流しそうめん、宿泊体験

教室 

栄 ４事業 
料理教室、流しそうめん、神輿体験、防災教

室 

中曽根 ７事業 

書道教室、将棋教室、フラワーアレンジメン

ト教室、料理教室、カラーボール工場見学、

トールペイント、茶道教室 

美 南 １０事業 

タグラグビー、和菓子作り、子ども神輿体験、

ハロウィンイベント、工場見学、ケーキ作り、

バルーンアート、木工教室 など 

 

○放課後子ども教室の実施 

 放課後の子どもたちの安心安全な居場所を 

確保し、次代を担う人材を育成するため、三 

輪野江小学校において実施しています。ふれあ 

いホールや体育館、校庭を活用し、様々な講師 

を招いての体験・活動などを行います。                

                            舞踊教室 
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○文化財調査の実施                    【生涯学習課】 

市内に残る貴重な文化財を保護・保存するため、文化財保護審議委員や専門家

の協力のもとに、文化財調査を実施します。 

 

○文化財保護審議委員会の開催 

委員会を開催し、文化財の市指定等について、審議を行います。 

 

               

 

平成 30年 3月 30日市指定 有形文化財(古文書) 

         「慶応日記帳(吉川市所蔵)」 

 

 

 

○吉川市史編さん委員会の開催               【生涯学習課】 

委員会を開催し、市史編さんの刊行計画や資料の管理、保存並びに活用につい

て、調査・審議を行います。 

○歴史資料の収集・調査・保存・活用    

市史編さん事業で収集した古文書等の整理や歴史的行政文書の収集を進め、保

存に努めます。また、活用への検討を進めていきます。  

○古文書教室（初級編）の開催 

 市内の古文書をテキストとして活用し、古文書について学ぶ機会を提供しま

す。 

 

 

 

 

 

 

『慶応日記帳』より一部抜粋 

６．多彩で個性ある文化の創造と伝承  
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○「吉川市偉人リーフレット」の活用             【生涯学習課】 

「吉川の偉人物語リーフレット」を引き続き配布し、各小学校との連携を図り

ながら、リーフレットの活用を進めていきます。 

 

 

○歴史パネル巡回展の開催                    

市内小学校、中央公民館及び市民交流センターおあしすにて、「市制施行 25周

年記念」“吉川市の歩み”に関する歴史パネル巡回展を開催します 

 

○「子ども歴史学習会」・「夏休みワクワクミュージアム」の開催  

 小学生に、歴史や「郷土よしかわ」を知ってもらい、郷土愛の醸成を図るため 

体験型の「子ども歴史学習会」や「夏休みワクワクミュージアム」を開催します。 

 

○絵本 市制施行 25周年記念誌『吉川むかしばなし第 2集』の頒布・活用 

制作協力者・制作協力団体とともに制作・刊 

行した『吉川むかしばなし第 2集』を広く頒布 

し、郷土愛の醸成を図るため、各制作協力団体 

にも絵本の活用をお願いするとともに、郷土学 

習や地域の歴史学習などで活用していきます。 

 

 

 

 

吉川むかしばなし第 2集 

 

平成29年度から発行した各リーフレット(表紙) 
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〇文化芸術施策の振興                   【生涯学習課】 

 「文化芸術を総合政策として推進するための基本的な方針」について、市民へ

周知を図るとともに、様々な意見を伺いながら、総合政策として取り組む事業を

検討していきます。また、文化芸術活動の灯を消さないよう、市民文化祭で選ば

れた作品を展示した「市展」を開催し、発表の場の創出に取り組みます。 

 

○演劇プロジェクト                      

あらゆる世代や経歴、ハンディキャップ

の   の有無に関わらず市民から参加者を募い、 

演劇公演を行います。また、参加者らによ 

り、平和のつどいでの朗読劇を行うなど、 

文化芸術を総合政策として推進するため 

の事業を展開していきます。 

 

演劇公演「らしょうもんのおに」     

 

○「文藝よしかわ」の発刊 

市民から小説、随筆、俳句、短歌、挿絵、小中学生 

作品などの文芸作品を募集し、市制施行２０周年記念 

として刊行した「文藝よしかわ」の第６号を発刊しま 

す。また、レセプションは、受賞者と選考編集委員と 

が交流を図ることができるよう、コロナウイルス感染 

状況を勘案しながら懇談の場を検討します。 

 

○ハイク探検団の開催                 文藝よしかわ第５号 

「文藝よしかわ」からのスピンオ 

フ企画として生まれた事業で、子ど 

もたちが吉川市の風土と歴史を体験 

し、日本語の響きやリズムに親しむ 

俳句をとおして郷土愛を育み、文化 

の振興を図ります。俳句協会に協力 

いただき、吉川の魅力を俳句で詠ん 

でいきます。 

 

  

 

 

 

中川を詠んだ句を次々に発表    
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