
　重点目標一覧表（中間報告調書）
【令和3年度重点目標】

重点目標

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 ①「授業を語る会」の実施（1回）。第二回・第三回は10.11月開催予定

(2) ＭＩＭ担当者による学校訪問の実施 全校訪問の実施

全校でのＭＩＭ活用指導の実施 モデル授業・懇談等95回、ＭＩＭスタート研修5回、オンライン情報交換3回実施

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年間を通して研修や授業改善の支援

③ ③

(1)

①学校訪問の全校実施。スクリーニング会議の促進 ①全校訪問実施による不登校・不適応対応体制の確認・支援

　による教育相談体制の整備 ①スクールソーシャルワーカーが参加するスクリーニング会議の実施（22校）

(2)

①実践報告を市内4小学校が行い、市内全校に広める。 ①公開授業18回実施。取組状況を全小中学校に発信（2回）

④ ④

(1) 実施設計等の実施及び建設工事の業者選定 実施設計及び造成工事に着手。工事の業者選定に向けて工事費等を予算化

(2) 対応食の調理など対応内容を具体化 対応を要する児童の状況を調査し、対応における課題等を把握

(3) 学校関係者へ基本方針等を説明し、保護者への周知に向けて意見交換を実施

⑤ ⑤

(1) 広報誌などにより市民へ広く周知 広報誌による周知に向けて記事の作成

地域ごとに説明・懇談の場を設け、検討 教育委員会、総合教育会議で今後の進め方について協議を実施

特に小規模化が著しい学校の保護者との懇談の場を設け、意見交換等を実施

重点目標

① 3月（基本設計完了、実施設計着手） ①

② 年度内 ② 各小中学校のトイレ改修工事は順調に進捗中

③ 通年 ③ 修繕の必要箇所について順調に対応

重点目標

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 (1)　コンサルタント業者と契約し、計画原案を作成中

(2) 策定委員会を開催・計画案審議 (2)　12月の策定委員会開催を目指し準備を実施

② ②

(1) 新規の指定・登録件数2件を目指す。 (1)　6月 国登録1件「佐藤家住宅（三ッ引）」（9棟）

(2) 文化財de文化祭は2回開催 (2)　11月「信州上田ふるさと先人館」開館1周年記念事業としての開催を企画。準備を実施

(3) 9～11月に3か所以上で山城ガイドツアーを開催 (3)　11月に山城ガイドツアーを開催するため、関係者との協議および準備を実施

③ 史跡上田城跡整備専門家会議を1回以上開催 ③　9月 史跡上田城跡整備専門家会議をオンラインにて開催

④ ④

(1) 信州上田ふるさと先人館の入館者の増加を目指す。 (1)

(2) (2)　

(3) クジラ類化石の展示活用を図る。

担当部局名 教育委員会事務局

文化遺産の保存 ・継承・活用

安全・安心な教育環境の整備

「上田市教育支援プラン」の推進
進捗状況・進捗度

進捗状況・進捗度

進捗状況・進捗度

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

設計業者が決定し、基本的な各室レイアウトが決定。今後、詳細な基本設計を実施

(3)　5月 追加の発掘調査を行い全ての化石を採取。クリーニング作業を実施中

市立博物館：企画展３回、各種講座４回開催。史跡めぐりは新型コロナウイルス感染
対策のため中止

「出張どこでも先人館」を３回開催。パネル展示の充実

信濃国分寺資料館：企画展２回開催。講座は３回開催。新型コロナウイルス感染防止
のため教室は中止

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）

①8月末までに新規FWの構築と学校独自の新規回線の整備終了

②ICT支援員により年間を通して授業の支援。夏季研修の実施

(1)

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

⑤小中学校のあり方の検討

 (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

期限･数値目標等

期限･数値目標等

期限･数値目標等

 (1)郷土ゆかりの先人・偉人の顕彰事業

②文化財の保存と活用

②確かな学力の育成（支援策２）

 (1)ＩＣＴを活用した効果的な授業の推進

　①授業のユニバーサルデザイン化の推進

③すべての子どもに寄り添う支援

　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

　②教員のＩＣＴ活用指導力の向上

3

具体的な重点取組項目(箇条書き)

①「上田市文化財保存活用地域計画」の策定に向けた取組

 (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

 (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)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

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)計画案の作成

 (2)策定委員会の開催

2
具体的な重点取組項目(箇条書き)

①第五中学校改築事業（基本設計・実施設計）

②（国補）小中学校5校のトイレ改修工事実施

1

具体的な重点取組項目(箇条書き)

①確かな学力の育成（支援策１）

③学校施設の適正な営繕の実施

 (1)第二学校給食センター改築事業の着実な実施

 (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

④学校給食施設の計画的な整備

 (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

 (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

 (1)「わかる・できる授業」につなげる授業改善

　①学力向上委員会の充実

 (2)ＭＩＭの活用による「読み」の向上



　重点目標一覧表（中間報告調書）
【令和3年度重点目標】

担当部局名 教育委員会事務局

重点目標

① ①　9月 新型コロナウイルス感染防止のため、無観客収録での開催(実行委員：9人、

    事前申込者108人)

② ②

(1) 研修会、交流・情報交換会の開催(2回) (1) 新型コロナウイルス感染症の影響により研修ができない状況

(2) (2) 各地域のボランティアコーディネーターから情報収集を実施

③ 人権啓発団体が行う啓発事業の実施 ③　5月 人権啓発推進委員会定期総会、6月 企業人権教育連絡会定期総会にて講演会を実施

④ 自然体験活動6回実施、啓発印刷物17,000部 ④　7月 自然体験活動1回実施

⑤ ⑤

(1) オンライン講座開催に向けた調査・研究 (1)

(2) 分館への支援強化（相談窓口の開設等） (2) 主にコロナ禍での分館活動について、相談が317件寄せられ、助言や情報提供実施

(3) 公民館情報の発信強化に向けた調査・研究 (3) 研修会への参加（2回）や館長会や主事会において情報発信に関する意見交換を実施

(4) 新たな減免基準の見直し、及び冷暖房費徴収の検討 (4) 新たな減免基準（案）を作成し、公民館運営審議会へ諮問して了承済

⑥ ⑥

(1) 各図書館の資料収集方針の明確化と情報共有 (1) 資料収集方針の明確化に向け、分野ごとの資料収集の確認等検討会議を開催

(2) (2) 資料のインターネット予約の促進に向け、強化月間を設けPRすることを決定

図書館ホームページの課題及び統一したルールなど運用について検討

(3) 各種研修会への参加と情報の共有 (3) 県立長野図書館等の研修会へ参加し、職員間で研修結果を共有

重点目標

① ①

(1) 各種スポーツ大会等【20回】 (1)　市町村対抗駅伝、市民総体、シルバースポーツ大会等　8回

(2) 「夢の教室」【7校】「ボールゲームフェスタ」【1回】 (2) 「夢の教室」事業　4校　11月実施予定　「ボールゲームフェスタ」　5月　126人

(3) 「あすチャレ！」【1回】 (3) 「あすチャレ！」 7月　5校

(4) 競技力向上を図る全国大会等出場奨励金の交付【30件】 (4)　全国大会等出場奨励金交付　18件

② ②

(1) 年度内に整備予定地の80％を買収 (1)　年度内に概ね買収が完了する見込

(2) 年度内に意見聴取の機会を設定 (2)　5月、9月に競技団体との意見交換会開催

(3) 管理事務所毎の計画的修繕 (3)　計画に基づき修繕を実施

(4) 関係各課と検討会議の開催 (4)　庁内協議に向けて準備中

③ ③

(1) 総合型地域スポーツクラブ連携事業【10回】 (1)　アリオ上田内でのモールウォーキング 4回　健康フェア 1回

(2) 「みる」スポーツ開催等支援【随時】 (2)　中学生を対象としたジュニアチームのチラシ配布等のPR、練習会場確保の支援

生涯スポーツ活動の推進とスポーツ環境の整備

生涯学習の推進と学習環境の整備

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

進捗状況・進捗度

各公民館でオンライン講座に関する研究を行い、中央公民館ではWi-Fi設備の予算を計
上

進捗状況・進捗度

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)

期限･数値目標等

期限･数値目標等

①上田自由大学運動等の顕彰による生涯学習推進

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

②地域とともにある学校づくりの充実

 (2)子どもたちの運動・スポーツの推進

 (2)各分館に対する応援体制の強化

 (3)公民館事業の情報発信力向上

 (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

 (2)インターネットを活用したサービスの提供

 (3)職員の資質向上

5

具体的な重点取組項目(箇条書き)

 (1)新テニスコート整備基本構想に基づく用地買収

 (3)障がい者スポーツの推進

 (4)国民スポーツ大会を見据えた競技力の向上

 (2)新テニスコート設計に向けた関係団体との協議

 (3)修繕計画に基づく各施設の計画的修繕

②上田市スポーツ施設整備計画に基づく施設整備

 (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

 (1)だれもがスポーツに親しむ機会の充実

①生涯スポーツの振興と競技力向上

 (4)新体育館の整備に向けた検討

③スポーツを通じた地域づくりと交流拡大

4

具体的な重点取組項目(箇条書き)

 (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)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)資料収集方針の明確化と情報共有

⑤公民館事業の充実

 (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


