
Ⅱ　いわき市の教育に関する主な取組み

　市では、総合教育会議での協議を経て、「いわき市教育大綱」を策定しております。
　また、その内容を「いわき市教育振興基本計画」として位置付けています。
　教育振興基本計画は、いわき市が行う教育や学術、文化の振興に関する様々な取組みの基本的な
方向性を定めたものです。

基本理念
　地域全体で人を育て、誇れるまち “いわき” をつくる。

　「地域が人を育み、人が地域をつくる」という認識に基づき、学校、家庭、地域、企業や
NPO など様々な主体が連携しながら、個性にあふれ、多様性に富み、自ら考え判断する自立
した心を持ち、知・徳・体のバランスのとれた子どもたちを育む。
　また、子どもから大人まで、市民一人ひとりが、それぞれのライフステージの中で、ふるさ
と “いわき” に誇りと愛着を持てるような学びの機会を設けるとともに、いわきで育った人が、
また次の世代を支え育てる「豊かな土壌づくり」を進める。

基本目標
１　未来に夢を持ち、ふるさとを支え、日本を支え、世界に飛躍する人づくり
２�　市民がいつでも、どこでも、生涯にわたって学び、生かすことができる仕組
みづくり

３�　文化やスポーツに親しみ、健康で、心豊かな人生を送ることができる環境づ
くり

施策の柱
Ⅰ　個性を生かした学校教育の推進
Ⅱ　生涯を通した学習活動の推進
Ⅲ　確かな人間力を育む幼児教育の充実
Ⅳ　生涯にわたるスポーツライフの実現
Ⅴ　地域に根ざした市民文化の継承と創造

　次ページからは、施策体系ごとに、令和４年度の主な取組みと事業一覧をご紹介します。
　いわき市教育大綱・教育振興基本計画について、詳しく知りたい場合は、本庁・各支所の情報公
開センター又は情報公開コーナーで閲覧できるほか、市公式ホームページで 　　　　 と検索して
みてください。

教育大綱
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　次代のいわきを担う子どもたちが、「確かな学力」、「豊かな人間性」、「たくましく生きるた
めの健康や体力」を身につけるとともに、「知・徳・体」のバランスの取れた「生きる力」を
高めるための取組みを進め、いわきを支え、日本を支え、夢や未来に向かってチャレンジする
人づくりを推進します。

　学校ＩＣＴ環境の充実を図り、個に応じた多様な学びを
推進するとともに、情報機器（小・中学校教育用、教職員
研修用、校務用）の安定的で効率的な運用保守体制を確保
し、良好なＩＣＴ学習環境を維持します。
　・情報機器の更新・運用保守
　・小・中学校ＩＣＴ支援の強化【拡充】
　・小学校プログラミング教育用教材の整備【拡充】　等

　指導主事等に対し、指導業務全般や全国学力・学習状況
調査等の分析結果に基づいた指導・助言等を行う人材の配
置や、学校事務の負担軽減を図るための学校事務職員の配
置等を行います。
　・学校教育専門員：１名【拡充】
　・学力向上アドバイザー：２名【新規】
　・学校事務職員　等

　教職員が児童生徒と向き合う時間を確保するとともに、
教育の質の向上を実現するため、教職員の働き方改革を推
進します。
　・統合型校務支援システムの運用保守【拡充】
　・学校法律相談業務の実施【新規】
　・デジタル健康観察アプリの活用【新規】
　・中学校へ部活動指導員の配置【拡充】

次世代の教育情報化推進事業
� （学校教育課／1,285,754千円）

教育指導事務費（学校教育課／55,612千円）

【主な取組み】

教職員の働き方改革推進事業
� （学校教育課／120,142千円）

個性を生かした学校教育の推進１

タブレット端末・大型提示装置を活用した授業

学力向上チームミーティング

統合型校務支援システム（イメージ）

令和４年度拡充事業

令和４年度拡充事業

令和４年度拡充事業
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キャリア教育推進事業
� （学校教育課／8,423千円）

小・中学校屋内運動場長寿命化改修事業（学校支援課／462,198千円）

支援員設置事業（学校教育課／216,024千円）

要保護・準要保護児童生徒就学援助費（学校教育課／261,086千円）

　将来のいわきを担う人材育成を目的とし、「いわき生
徒会サミット全体ミーティング」「いわき志塾」「派遣事
業」等の各種プログラムを通して、企画力、問題解決力、
実践力を育成します。

　施設の長寿命化を図るため、老朽化した屋内運動場
の改修工事を実施します。
　・高坂小学校屋内運動場長寿命化改修工事　
　・小名浜第三小学校屋内運動場長寿命化改修工事
　・平第三中学校屋内運動場長寿命化改修工事

　肢体不自由など障がいがある児童生徒が在籍する通常学級や在籍者数の多い特別支援学級に支援
員を配置し、学級の円滑な学習活動を支援します。
　・支援員：130 名【拡充】

　経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費などの
就学に必要な経費の援助を行います。
　・卒業アルバム代の支給【新規】

オンラインワークショップの１コマ

高坂小学校屋内運動場（イメージ）

○総合教育センター
　 　いわき市文化センター内に総合教育センターを設置

し、教職員の研修及び教育に関する調査研究により学
校教育の充実を図るとともに、いじめ・不登校などの
困難な状況を抱える子どもたちへの支援や、障がいの
ある子ども一人ひとりのニーズを踏まえた支援がより
充実したものとなるよう、取組みを進めています。

教職員研修の様子

令和４年度新規事業

令和４年度拡充事業

令和４年度拡充事業
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　市民一人ひとりが、自己の「ちから」を磨き、その成果を地域社会に活かし、住みよいまち
づくりにつなげていくため、地域を取り巻く様々な主体が一体となって、生涯を通して、学ぶ
ことができる生涯学習社会の形成を推進します。

生涯を通した学習活動の推進２

植田中学校「職業講話」

　全市立小・中学校における学校・家庭・地域が連携した
取組みの実施、学校・家庭・地域とコーディネート役であ
る公民館との連携・協働の体制づくり、関係者のスキルアッ
プ・意識共有等を行うことにより、子どもたちに多様な体
験・人との関わりの機会を設けるとともに、地域をより豊
かな学習環境として整え、いわきの未来を担う人財の育成
を図ります。

学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業
� （生涯学習課／3,005千円）

【主な取組み】

地域課題に対応した公民館機能強化事業（生涯学習課／3,151千円）

　市民の学習機会の拡大と交流促進を図り、生涯学習の振興・発展に寄与することを 
目的として、市立公民館等の社会教育施設をはじめ、各種サークル・団体や、学校、企業、地域等
における生涯学習に関連する各種講座、イベント、活動状況などの情報を一元的に集約・発信する

「生涯学習ポータルサイト」を構築します。

いわき市電子図書館トップページ

　パソコンやスマートフォンなどから専用サイトに接続し、電子
書籍を利用することができる電子図書館システムにより、図書館
への来館を躊躇する市民への対応のほか、来館時間の確保が難し
い子育て世代や読書離れが進むスマホ世代の中高生向けのサポー
トを図り、子どもの読書活動推進を目指すとともに、読書バリア
フリー法に準拠した読書環境を提供します。

電子図書館システム事業
� （いわき総合図書館／7,256千円）

令和４年度新規事業

小川小学校・小玉小学校「手話をおぼえよう」

　子どもたちにとって豊かで有意義な土曜日を実現 
するとともに、地域教育力の向上を図るため、学校・家庭・
地域とコーディネート役である公民館が連携し、地域人財
や企業、高等教育機関等の協力を得ながら、体系的・継続
的な学習プログラムを実施します。
　・実施箇所数：16 箇所【拡充】

土曜学習推進事業（生涯学習課／4,709千円） 令和４年度拡充事業

令和４年度拡充事業
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　安心して子どもを産み育てられる社会的環境を整えるために、切れ目ない支援を行っていく
とともに、人格の形成の基礎となる重要な幼児期において、様々な体験や人との関わりなどを
通じて「生きる力」を身につけるための豊かな学びの土壌づくりに取り組みます。

市立幼稚園での授業風景

「おやCoCo」相談窓口

確かな人間力を育む幼児教育の充実３

【主な取組み】

いわきネウボラ（出産・子育て総合支援事業）
� （こどもみらい部／417,451千円）

子育て支援施設等利用給付費
� （こども支援課／383,588千円）

　出産、子育てに関する不安や悩みを解消し、孤立を防止す
るとともに、安心して妊娠・出産、子育てができる環境の整
備を図ること、また、子どもの人権を守りながら、健やかな
成長を支援することを目的に、妊娠期から子育て期にわたる
切れ目のない支援を行うための仕組みとして、「いわきネウ
ボラ（おや CoCo）」を実施します。

　令和元年 10 月から実施されている幼児教育無償化にあたり、
私立幼稚園に通う園児の授業料や、保育を必要とする幼児の預
かり保育利用料を給付します。

市立幼稚園特別支援教育推進事業
� （こども支援課／34,755千円）

　障がいを有する幼児の発達を助長し、社会への適応性を高め
るため、市立幼稚園６園において、健常児とともに保育する統
合保育を実施します。

○児童館・こども元気センター
　 　児童に健全な遊びを与え、健康増進や情操を豊かにす

ること、また、子育てをする家庭及び地域社会との交流
を推進し、子どもの健やかな成長を支援するため、小名
浜児童センター・内郷児童館・こども元気センターを設
置しています。

こども元気センター　屋内運動場

令和４年度一部拡充
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　市民の誰もが、生涯にわたりスポーツに親しみ、健康で明るく、豊かなスポーツライフを実
現できる環境づくりを推進するとともに、次世代を担う子どもたちの体力向上や市民の健康増
進を図るひとづくり、スポーツを通じた地域活性化による魅力的なまちづくりを目指します。

市民スポーツ教室「体操教室」

元気キッズサポーターによる運動指導

視覚障害者柔道日本代表候補合宿

生涯にわたるスポーツライフの実現４

【主な取組み】

生涯スポーツ振興事業
� （スポーツ振興課／2,031千円）

　生涯にわたりスポーツに親しめる環境づくりに努め、市
民が気軽にスポーツを行う場を提供するとともに、総合型
地域スポーツクラブの普及啓発や親子体験型スポーツ教室
の実施を通じた子どもの体力・運動習慣の重要性等につい
ての理解を深める取組みなどを行います。

　運動の楽しさを体感させ、多様な運動を指導する「元気
キッズサポーター」を市内の幼稚園・保育園等に派遣し、
子どもの体力向上を図ります。

　市外チームを招き独自大会を主催する市内団体へ補助金
を交付し、施設の有効活用と合宿誘致の両立を図るととも
に、日本パラサイクリング連盟と連携し、パラスポーツ・
サイクリングコンテンツ活用により、本市独自のスポーツ
を軸とした新たな人の流れの創出による地域活性化を目指
します。

スポーツ交流推進事業�
� （スポーツ振興課／50,214千円）

　いわきＦＣが掲げるスポーツの力を最大限に活用したま
ちづくりに共感した市内の様々な団体が参画している「ス
ポーツによる人・まちづくり推進協議会」やいわきＦＣと
連携し、市民のスポーツへの興味や関心を高めるとともに、
ホームタウンとしての機運醸成を図りながら、スポーツを
通したまちづくりの推進を図ります。 Ｊ３リーグ　いわきＦＣホームゲーム

スポーツによる人・まちづくり推進事業
� （スポーツ振興課／17,476千円）

元気キッズサポーター派遣事業�
� （スポーツ振興課／2,000千円）

令和４年度新規事業

8
Iwaki City education guidebook



　市民の文化に対する知識や教養の向上に資するとともに、文化活動等を通して、郷土愛を育
み、様々な芸術文化を生涯を通して学び、鑑賞できる環境づくりや、地域の財産である貴重な
歴史・文化遺産に対する理解を深めるための施策を推進します。

地域に根ざした市民文化の継承と創造５

【主な取組み】

茅葺屋根改修工事の様子

指定文化財等保存事業（文化財課／31,669千円）

　指定文化財の保存・継承を図るため、文化財の所有者が行
う補修等に対する補助等を行います。
　・対象事業： 国指定飯野八幡宮宝蔵保存修理事業 

県指定高蔵寺三重塔修復事業 
市指定旧猪狩家茅葺屋根葺替工事　等

平城跡発掘調査時の状況

磐城平城の歴史を後世に伝える事業
� （文化財課／830千円）

　歴史を振り返るシンボル的な場である磐城平城を、地域の「た
から」として、未来への継承と地域活性化を実現させ、市民がふ
るさとの歴史に関心を持ち、理解し、大切にする意識の醸成を図
ります。
　・実施事業： 磐城平城を中心としたいわきの歴史の学びの機会

の提供　等

第９回フラガールズ甲子園

フラガールズ甲子園プロジェクト事業
� （文化交流課／1,000千円）

　交流人口の拡大や文化によるまちづくりを推進するた
め、本市の地域資源の一つであるフラダンスを活用した高
校生のための全国大会である「フラガールズ甲子園」の開
催を支援します。

デジタルミュージアム構築事業（文化財課／16,924千円）

　本市の文化施設等が所有する収蔵品や文化財を、「いつでも・どこでも・誰でも」閲覧できるデ
ジタルミュージアムの構築を行います。

安井曾太郎《女と犬》
1940年

公益社団法人糖業協会蔵

いわき市立美術館企画展事業（美術館／63,194千円）

　優れた美術作品を通して、市民の文化的生活の充実と文化振興を図るため、
様々な企画展を開催します。
　・松本竣介《街》と昭和モダン ―糖業協会と大川美術館のコレクションによる―
　・水木しげる 魂の漫画展　　
　・「がまくんとかえるくん」誕生 50 周年記念 アーノルド・ローベル展
　・生誕 110 年 傑作誕生・佐藤忠良展
　・ニューアートシーン・イン・いわき 竹内公太 浜の向こう
　・いわき市小・中学生版画展　等

9
Iwaki City education guidebook



いわき市公式ホームページ・ソーシャル�メディア一覧
　いわき市では、市公式ホームページのほかに、Facebook（フェイスブック）や Twitter（ツイッター）、
iTube（いわき市公式動画チャンネル /YouTube）などのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）を活用した情報発信を行っています。是非、こちらもご覧ください。

PCサイト

モバイルサイト

○いわき市

http://www.city.iwaki.lg.jp/
www/index.html

http://www.city.iwaki.lg.jp/
www/sp/index.html

○いわき生涯学習プラザ

http://gakusyuplaza.city.iwaki.
fukushima.jp/

○いわき市立図書館

https://library.city.iwaki.
fukushima.jp/

○いわき市電子図書館

https://web.d-library.jp/iwakisogo/
g0101/top/

PCサイト

モバイルサイト

○いわき市立美術館

http://www.city.iwaki.lg.jp/
artmuseum.html

http://www.city.iwaki.lg.jp/
www/sp/genre/1444022426816/
index.html

○いわき子ども・子育て支援サイト

http://www.iwaki-
kodomokosodate.com/

○いわき市総合教育センター

https://iwaki.fcs.ed.jp/
総合教育センター TOP

PCサイト

モバイルサイト

○いわき市教育委員会

http://www.city.iwaki.lg.jp/
www/genre/1000100000416/
index.html

http://www.city.iwaki.lg.jp/
www/sp/genre/1000500000416/
index.html

○キャリア教育推進事業
　「いわき生徒会サミット」

http://www3.schoolweb.ne.jp/
weblog/index.php?id=0740002

【いわき市公式ホームページ】
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■キャリア教育推進事業
　「いわき生徒会サミット」

https://www.facebook.com/
iwaki.summit/

■いわき市立図書館

https://www.facebook.com/
iwakilib/

■いわき市立美術館

https://www.facebook.com/
iwakicityartmuseum/

【いわき市公式 Facebook】

■ いわきWEB公民館
https://www.youtube.com/playlist?list=
PLjksk3zGFPUs9os39_mTv4i6caMvfNg1Y

【いわき市公式Twitter】 【iTube いわき市公式動画 /YouTube】
■いわき市立美術館
https://twitter.com/

iwakishibi

■いわき市立図書館
https://twitter.com/

iwakilib

■平地区公民館

https://www.facebook.com/
tairatikucommunication/

中央、豊間、高久、夏井、草野、
赤井、飯野、中央台、平窪、神谷

■常磐・遠野地区公民館

https://www.facebook.com/
jyoubantonotikucommunication/

常磐、磐崎、藤原、
上遠野、入遠野

■小名浜地区公民館

https://www.facebook.com/
onahamatikucommunication/

小名浜、江名、泉、渡辺、鹿島

■内郷・好間・三和地区公民館

https://www.facebook.com/
uchigoyosimamiwatikucommunication/

内郷、好間、三和

■勿来・田人地区公民館

https://www.facebook.com/
nakosotabitotikucommunication/

植田、金山、錦、勿来、
山田、川部、田人

■四倉・小川・川前・
　久之浜・大久地区公民館

https://www.facebook.com/
kitatikucommunication/

四倉、大浦、大野、小川、
川前、久之浜、大久

市立公民館 　各公民館での活動や取組み、地域のイベント等の地域振興に関する
情報を発信しています。
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