
　重点目標一覧表 担当部局名
【令和2年度重点目標】 【令和3年度重点目標】

重点目標 重点目標

① ①

(1) (1)

① ①自校の取組や課題を自由討論する場を年3回開催

(2) ＭＩＭ担当者による学校訪問の実施

② 全校でのＭＩＭ活用指導の実施

②

(2) (1)

①9月までに新規FWの構築と学校独自の新規回線の整備

② ②年間を通して研修や授業改善の支援

(1)

(2) ③

(1)

③ ①学校訪問の全校実施。スクリーニング会議の促進

(1) 　による教育相談体制の整備

(2)

(2) ①実践報告を市内4小学校が行い、市内全校に広める。

④ ④

(1) 令和2年9月1日竣工 (1) 実施設計等の実施及び建設工事の業者選定

(2) (2) 対応食の調理など対応内容を具体化

⑤ (3)

(1)

(2) ⑤

⑥ (1) 広報誌などにより市民へ広く周知

(1) 地域ごとに説明・懇談の場を設け、検討

(2)

(3)

⑦

(1)

重点目標 重点目標

① ① 3月（基本設計完了、実施設計着手）

② ② 年度内

③ ③ 通年

重点目標 重点目標

① ① 令和4年度の文化庁認定を目指し、令和3年度中に計画の策定

(1) (1) 計画策定に向け計画案の作成

(2) (2) 策定委員会を開催・計画案審議

② ②

(1) (1) 新規の指定・登録件数2件を目指す。

(2) (2) 文化財de文化祭は2回開催

(3) 9～11月に3か所以上で山城ガイドツアーを開催

(3) ③ 史跡上田城跡整備専門家会議を1回以上開催

④

③ (1) 信州上田ふるさと先人館の入館者の増加を目指す。

④ (2)

(1)

(2) (3) クジラ類化石の展示活用を図る。

(3)

 (1)「わかる・できる授業」につなげる授業改善

  ①長野大学と塩田地区4小中学校が授業改善に取り組み、 　①学力向上委員会の充実

  ②教員同士の授業を語る会を実施

 (2)ＭＩＭの活用による「読み」の向上

 (1)特定天井耐震化事業　神科児童センター天井改修工事

 (2)特別な支援を要する児童生徒への支援

 (1)いじめ・不登校など悩みを抱える児童生徒への支援

　①授業のユニバーサルデザイン化の推進

 (1)菅平小中学校に児童生徒用のタブレットPCの整備

 (2)タブレットPCの活用方法、運用方法の調査研究

③すべての子どもに寄り添う支援

④放課後児童対策の充実

　①相談体制の整備による支援の強化

　①ＧＩＧＡスクール構想に基づく機器の整備及び学校ネットワークの再構築

③教員のＩＣＴ活用指導力の向上

　②教員のＩＣＴ活用指導力の向上

 (2)ＭＩＭの活用による「読み」の向上

②いじめ・不登校など悩みを抱える児童生徒への支援

②確かな学力の育成（支援策２）

 (1)「SOSの出し方に関する教育」の推進

 (1)ＩＣＴを活用した効果的な授業の推進

    成果を全小中学校に発信

 (1)第二学校給食センター改築事業の着実な実施

 (1)第二学校給食センター改築事業基本・実施設計

 (2)第二学校給食センターにおける食物アレルギー対応の検討

⑤教員の働き方改革の推進

 (1)教員の勤務時間の把握と適正化

 (2)統合型校務支援システムの導入（中学校）

④学校給食施設の計画的な整備

 (2)適正な利用児童数を維持するための施設整備

 (1)令和2年度に検討委員会が策定した小中学校のあり方に関する基本方針の周知

7施設のスペース拡充等を図り、定員を161人増加

校務支援システムは目標通り中学校に導入できた。

平均時間外勤務が45時間以下の学校が15校で目標は達成でき
なかった。

業者選定を行い基本設計を実施（一部繰越）

 (3)食物アレルギー対応の基本方針及び対応マニュアルの周知

 (3)学校給食における食物アレルギー対応の検討

⑤小中学校のあり方の検討

2

安全・安心な教育環境の整備
具体的な重点取組項目(箇条書き) 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目(箇条書き)

①第五中学校改築事業（配置計画・基本設計）

⑦小中学校のあり方の検討

①第五中学校改築事業（基本設計・実施設計）

②上田市学校施設長寿命化計画[個別施設計画]の策定 ②（国補）小中学校5校のトイレ改修工事実施

③学校施設の適正な営繕の実施

⑥学校給食施設の計画的な整備

1

「上田市教育支援プラン」の推進
具体的な重点取組項目(箇条書き) 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目(箇条書き)

①学力の定着・向上 ①確かな学力の育成（支援策１）

 (1)「わかる授業」につなげる授業改善

 (2)相談体制の整備による支援の強化

③学校施設の適正な営繕の実施

　　関する基本方針の策定

 (1)「上田市小中学校のあり方検討委員会」による小中学校のあり方に

 (1)計画案の作成

 (2)策定委員会の開催  (2)策定委員会の開催コロナ渦のため、3月に書面決議で開催

 (2)第二学校給食センター建設予定地の用地取得

②文化財の保存と活用 ②文化財の保存と活用

3

文化遺産の保存 ・継承・活用
具体的な重点取組項目(箇条書き) 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目(箇条書き)

①「上田市文化財保活用地域計画」の策定に向けた取組 ①「上田市文化財保存活用地域計画」の策定に向けた取組

 (1)計画案の作成

 (3)全国山城サミットの開催

 (3)全国山城サミットアフター大会の開催

③史跡上田城跡整備事業の推進

③史跡上田城跡整備事業の推進

 (1)文化財の指定・登録の推進  (1)文化財の指定・登録の推進

 (2)文化財の積極的な活用（文化財de文化祭・日本遺産）  (2)文化財の積極的な活用（文化財de文化祭・日本遺産）

 (2)郷土の歴史、文化、人物等をテーマとした展覧会や講座等の開催

 (3)発掘した文化財等の活用

 (3)発掘した文化財等の活用

④郷土の歴史、文化、先人・偉人の業績等を知る機会の創出

④郷土の歴史、文化、先人・偉人の業績等を知る機会の創出

 (1)郷土ゆかりの先人・偉人の顕彰事業

 (1)郷土ゆかりの先人・偉人の顕彰事業

山城サミット、日本遺産等と連携した展示を実施

 (2)郷土の歴史、文化、人物等をテーマとした展覧会や講座等の開催

教育委員会事務局

期限･数値目標等

期限･数値目標等

期限･数値目標等

「上田市教育支援プラン」の推進

安全・安心な教育環境の整備

文化遺産の保存 ・継承・活用

公開授業を34回実施し、その成果を全小中学校に13回発信

   

「授業を語る会」を開催。様々な考え方に触れ自身を
振り返る機会となった。

研修会、模擬授業など延べ85回の学校訪問を実施し、全市
的に取り組んだ。

市内8中学校で実施

全校に訪問。相談件数は前年度の約2倍になり、児童生徒や
保護者の情緒の安定等に繋がった。

タブレットPCの整備が1月末になり、当初計画より大幅に遅
れた。

機器整備の遅れから活用や運用方法の十分な調査研究がで
きなかった。

令和4年度から基本方針等に基づく対応を開始するため関
係職員及び保護者に説明

市立博物館・信濃国分寺資料館での企画展開催 (6回)、体
験教室・講座等の開催（20回以上）

国登録文化財（建造物）2件、申請中1件

コロナ禍のため集客ができず、中止あるいは計画変更を余
儀なくされた。

10月31日・11月1日に規模を縮小、あるいは内容を変更して
開催

史跡上田城跡整備専門家会議の開催（3月25日・書面決議）

信州上田ふるさと先人館を6月に開館。入館者432人

市立博物館・信濃国分寺資料館での企画展の開催 (6回)、
体験教室・講座等の開催(15回)

土地収用法の事業認定などを進め、用地取得を完了

検討委員会を設置し、基本方針及び対応マニュアルを策定

検討委員会において議論を重ねるとともに、基本方針案に
対するパブリックコメントを経て、基本方針を策定

配置計画作成完了、基本設計実施

R3年2月策定完了、3月公表

必要な営繕について、すべての業務を実施

文化財調査（祇園祭礼）を行い、計画案を作成中



　重点目標一覧表 担当部局名
【令和2年度重点目標】 【令和3年度重点目標】

教育委員会事務局

重点目標 重点目標

① ①

②

(1) ②

(1) 研修会、交流・情報交換会の開催(2回)

(2)

(2)

③

④ ③ 人権啓発団体が行う啓発事業の実施

⑤ ④ 自然体験活動6回実施、啓発印刷物17,000部

(1) ⑤

(2) (1) オンライン講座開催に向けた調査・研究

(2) 分館への支援強化（相談窓口の開設等）

(3) (3) 公民館情報の発信強化に向けた調査・研究

⑥ (4) 新たな減免基準の見直し、及び冷暖房費徴収の検討

(1) ⑥

(2) (1) 各図書館の資料収集方針の明確化と情報共有

(3) (2) Web利用者登録の促進とホームページでの情報発信の強化

(3) 各種研修会への参加と情報の共有

重点目標 重点目標

① ①

(1) (1) 各種スポーツ大会等【20回】

(2) (2) 「夢の教室」【7校】「ﾎﾞｰﾙｹﾞｰﾑﾌｪｽﾀ」【1回】

(3) (3) 「あすチャレ！」【1回】

② (4) 競技力向上を図る全国大会等出場奨励金の交付【30件】

(1) ②

(2) (1) 年度内に整備予定地の80％を買収

③ (2) 年度内に意見聴取の機会を設定

(1) (3) 管理事務所毎の計画的修繕

(4) 関係各課と検討会議の開催

(2) ③

(3) (1) 総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連携事業【10回】

(2) 「みる」スポーツ開催等支援【随時】

⑤公民館事業の充実

⑤公民館事業の充実 (1)「人生100年時代」に対応したシニア世代の学び場の提供

 (1)新型コロナウイルス感染対策に対応した新しい学習形態についての調査・研究オンライン方式など、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの感染対策を立て、一部
事業を実施。101周年児童自由画展及び講演会の開催

SNSによる公民館情報の発信を全公民館において開始

4

生涯学習の推進と学習環境の整備
具体的な重点取組項目(箇条書き) 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目(箇条書き)

①上田自由大学運動等の顕彰による生涯学習推進 ①上田自由大学運動等の顕彰による生涯学習推進

②地域とともにある学校づくりの充実

③人権同和教育・啓発の推進

③人権尊重の精神が日常的に発揮できる人権同和教育・啓発の推進④青少年の健やかな成長を支援する取組

④青少年の健やかな成長を支援する取組

②地域とともにある学校づくりの充実 (1)市ホームページの充実で「活動の見える化」を推進

 (1)地域全体で子供たちの成長を支えていく仕組みづくりの推進と地域における

 (2)コーディネーター等のスキルアップ研修会と交流会（情報交換会）の実施

 (2)学校支援ボランティア活動の推進のため活動を紹介

   交流・情報交換の支援

⑥図書館サービスの充実 (1)「上田市子ども読書活動推進計画」の見直し

 (1)資料収集方針の明確化と情報共有

第二次上田市子ども読書活動推進計画を策定

各研修会参加後、研修報告を行い情報の共有化

各館ごと計画に沿って資料を整理

 (2)地域資源（自然、歴史、人等）を生かした、青少年向け自然・社会体験

 (2)各分館に対する応援体制の強化　の機会と学習の場の充実

 (3)公民館事業の情報発信力向上 (3)公民館事業の情報発信の強化

 (4)使用料減免基準の見直し及び冷暖房費徴収についての検討

 (1)上田市スポーツ推進審議会での検討  (1)だれもがスポーツに親しむ機会の充実

 (2)アンケートやパブリックコメント等による市民・関係団体からの意見聴取  (2)子どもたちの運動・スポーツの推進

5

生涯スポーツ活動の推進とスポーツ環境の整備
具体的な重点取組項目(箇条書き) 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目(箇条書き)

①第二次上田市スポーツ推進計画の策定

 (2)新テニスコート整備基本構想に基づく整備着手  (1)新テニスコート整備基本構想に基づく用地買収

（3）審議会からの答申とこれに基づく計画の策定  (3)障がい者スポーツの推進

②上田市スポーツ施設整備計画に基づく施設整備  (4)国民スポーツ大会を見据えた競技力の向上

③生涯スポーツ振興、競技力向上、人材育成とスポーツを支える地域づくり  (2)新テニスコート設計に向けた関係団体との協議

 (1)魅力あるスポーツイベントとスポーツに触れる機会の充実  (3)修繕計画に基づく各施設の計画的修繕

 (1)自然運動公園総合体育館の耐震化・大規模改修工事の実施 ②上田市スポーツ施設整備計画に基づく施設整備

 (3)総合型地域スポーツクラブとの連携  (1)総合型地域スポーツクラブの活動促進

 (2)ブリリアントアリーズとの連携

 (4)新体育館の整備に向けた検討

 (2)競技力の向上 ③スポーツを通じた地域づくりと交流拡大

総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞに関する市民周知(ﾁﾗｼ全戸配布)

期限･数値目標等

期限･数値目標等

生涯学習の推進と学習環境の整備

生涯スポーツ活動の推進とスポーツ環境の整備

 (2)職員の資質向上

 (2)インターネットを活用したサービスの提供 (3)貴重資料などの整備

 (3)職員の資質向上

⑥図書館サービスの充実

市民総体【5競技】、夢の大切さを伝える事業【2校4ｸﾗｽ】

ｻｯｶｰ大会の開催、V2ﾘｰｸﾞ開催等支援、運動動画制作【2回】

奨励金交付【6件】

2021年のシンポジウム(100周年)プレ大会を実施

特色ある取組の紹介をホームページに掲載

研修会の実施

人権啓発団体が行う啓発事業の実施

自然体験活動4回実施、啓発印刷物24,000部

公民館事業の充実

新たな生活様式に対応した学びの場を高齢者に提供

特色ある学校支援ボランティア活動の取組をホームページ
に紹介

創設100周年記念シンポジウムの開催(実行委員：20人、参
加者300人)

スポーツ推進審議会開催【6回】

市民アンケート(回収率37.3％)・パブリックコメント(0件)

スポーツ推進審議会からの答申1/29 計画策定2月

追加工事が必要となり、年度内竣工が困難

整備予定地の不動産鑑定業務を実施

①生涯スポーツの振興と競技力向上


