
 

 

 

 

 

 

■スクールイノベーション総合推進事業

■次世代 ICT教育推進事業【新】 
（タブレット型 PC の配置と電子黒板の 
追加配置） 

 

情報教育の推進と ICT の活用 

 

■豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 

■神社小学校・大湊小学校統合校整備事業 

■明野小学校特別教室棟増築事業 

小中学校適正規模化・適正配置の推進 

 

教育委員会事務局 
平成 30 年度重点取組事業  

 

 

■学校図書館活性化支援事業 

■読書大好キッズプロジェクト事業 

■ブックスタート支援事業 

読書活動の推進 

 

 

 

 
○やさしいまち伊勢市発見大賞 
①ユニバーサルデザイン ②発見・体験エピソード ③俳句・短歌 

○子ども未来会議（皇學館大学との連携） 
○いのちの学習（中学生対象） 
○事業推進校での体験学習（高齢・障がい福祉課との連携） 

子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業 

 

■不登校対策ハーモニーハート総合推進事業 

■カウンセリングルーム総合推進事業 

■子ども輝き生き活き総合推進事業 

いじめ、不登校対策 

 

■夫婦岩景観修復事業【新】 

■造船資料保存調査経費【新】 

■文化財保存整備事業補助金 

 

文化財の保存・活用 

 

 
■次世代のための文化芸術推進事業 

■文化芸術鑑賞事業 

■芸術祭開催事業 

文化芸術活動の支援 

 

 

 

 

■高校総体・国体施設整備事業 

スポーツの推進 

 

第２期伊勢市教育振興基本計画 

～郷土を愛し、夢と意欲を持ち未来を切り拓く人づくり～ 

 

 
■エンジョイイングリッシュ事業 

○どきどき！わくわく！キッズイングリッシュ【新】 

（就学前英語活動支援事業） 

○小学生ちょこっと英語体験 
○中学生英語スピーチコンテスト 
○英語検定チャレンジ 
○小学校外国語活動研究指定 

■ALT（外国語指導助手）を小中学校に 16名配置 

 

外国語教育の推進 

 

資料 1 

https://www.illust-pocket.com/illust/3621
https://www.illust-pocket.com/illust/7157
https://www.illust-pocket.com/illust/1819
https://www.illust-pocket.com/illust/3784


 

 

 

 

 

         

■高校総体・国民体育大会に向けて  

競技スポーツ推進事業          5,390 千円 

高校総体・国体施設整備事業    298,732 千円 

■読書活動の推進  

読書大好キッズプロジェクト事業（新） 18,648 千円 

学校図書館活性化支援事業         26,828 千円 

ブックスタート支援事業                1,533 千円 

 

やさしさあふれる 
伊勢の教育プロジェクト 

 

平成２９年度 重点取組事業 

■文化芸術に親しむ機会の拡充  

芸術祭開催事業             2,232 千円 

次世代のための文化芸術推進事業（新） 1,337 千円 

第２期伊勢市教育振興基本計画 

～ 郷土を愛し、夢と意欲を持ち未来を切り拓く人づくり ～  

■充実した学校生活を送るために  

①グローバル教育の推進 

エンジョイ♪イングリッシュ事業（新）           8,177 千円 

ALT 活動事業                     62,880 千円 

・英語検定チャレンジ補助金、英語スピーチコンテスト開催、 

小学校での授業時間増に対応するため、ALT 計 3 名増員【16 名配置】 

 

②情報教育の推進と ICT の活用 

スクールイノベーション総合推進事業（新）        6,683 千円 

 ・皇學館大学との連携による授業改善研究 

 

③小中学校の適正規模・適正配置の推進 

  神社小学校・大湊小学校統合校の整備         81,768 千円 

豊浜中学校・北浜中学校統合校の整備       1,188,761 千円 

 

④「いじめ」を生み出さないよりよい学校づくり 

子ども輝き生き活き総合推進事業（新）         47,378 千円 

・鈴鹿医療科学大学との連携による教職員研修 

伊勢市教育委員会 

 13 



総額　H28当初　34億6，177万1千円

- 15 -



平成２７年度
重点取組事業

夢と意欲を持ち未来を切り拓く人づくり夢と意欲を持ち未来を切り拓く人づくり

・hyper-QU の実施　・非常勤講師の配置・hyper-QU の実施　・非常勤講師の配置

H22～27H22～27学ぶ意欲の向上学ぶ意欲の向上
（子どもリレーションシップ総合推進事業）（子どもリレーションシップ総合推進事業）

・CRT の実施　・「わかる授業」研究・CRT の実施　・「わかる授業」研究

H23～27H23～27確かな学力の向上確かな学力の向上
（学びのグレードアップ総合推進事業）（学びのグレードアップ総合推進事業）

・教育相談員や臨床心理士による専門的な相談

・学校訪問、巡回相談の実施

・教育相談員や臨床心理士による専門的な相談

・学校訪問、巡回相談の実施

H23～27H23～27教育相談の充実教育相談の充実
（スクールサポート事業）（スクールサポート事業）

H27   46,642千円

H27   10,572千円

H27   24,614千円

・地域シェフの活用・食育支援・地域シェフの活用・食育支援
・体力、運動能力の向上・体力、運動能力の向上

H22～27H22～27健やかな体の育成健やかな体の育成
（食育推進事業）（食育推進事業）

・活動支援　・交流会の実施　・大学との連携・活動支援　・交流会の実施　・大学との連携

総合型地域スポーツクラブの育成総合型地域スポーツクラブの育成
（総合型地域スポーツクラブ育成事業）（総合型地域スポーツクラブ育成事業）

・倉田山公園野球場外周防球ネット設置工事

・朝熊山麓公園ソフトボール場フェンス改修工事

・倉田山公園野球場外周防球ネット設置工事

・朝熊山麓公園ソフトボール場フェンス改修工事

スポーツ施設の充実スポーツ施設の充実
（体育施設整備事業）（体育施設整備事業）

H27　    551千円

H27 　7,595千円

H27  45,716千円

H27  103,398千円 H27   58,204千円 H27 　5,734千円

・支援ネットワーク構築等の研究

・NEST 体験活動の実施

・家庭訪問・学校訪問の実施

・支援ネットワーク構築等の研究

・NEST 体験活動の実施

・家庭訪問・学校訪問の実施

H25～27H25～27

（不登校対策ハーモニーハート総合推進事業）（不登校対策ハーモニーハート総合推進事業）

・やさしいまち伊勢市発見大賞

・子ども未来会議

・体験活動支援、「いのちの学習」支援　

・やさしいまち伊勢市発見大賞

・子ども未来会議

・体験活動支援、「いのちの学習」支援　

H26～27H26～27豊かな心の育成豊かな心の育成
（子どもたちとつくる

　　　　　「やさしいまち伊勢市」支援事業）

（子どもたちとつくる

　　　　　「やさしいまち伊勢市」支援事業）

H27   11,570千円

H27　 2,845千円

不登校児童・生徒の支援不登校児童・生徒の支援

総額　H27当初　317,441千円

確かな学力確かな学力 健やかな体健やかな体豊 か な 心豊 か な 心確かな学力確かな学力 健やかな体健やかな体豊 か な 心豊 か な 心

ICTの効果的な活用ICTの効果的な活用
・デジタル教科書・電子黒板等の整備

・タブレット端末を使用した自主的な
　学習支援の実施

・デジタル教科書・電子黒板等の整備

・タブレット端末を使用した自主的な
　学習支援の実施

・学校図書館スタッフの配置（H25 ～ 28）

・新学習指導要領対応の教材、教具の
　　　　　　　整備及び充実（H24 ～ 33）

・学校図書館スタッフの配置（H25 ～ 28）

・新学習指導要領対応の教材、教具の
　　　　　　　整備及び充実（H24 ～ 33）

担当課：学校教育課、スポーツ課、教育研究所

わかる授業づくりを支援しますわかる授業づくりを支援しますH24～33H24～33

学習環境の整備・充実学習環境の整備・充実

・よくわかる授業づくり　・今日的課題

・体力づくり

・よくわかる授業づくり　・今日的課題

・体力づくり

教員の資質向上教員の資質向上
（キャリアステージに応じた研修の機会の提供）（キャリアステージに応じた研修の機会の提供）
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平成２６年度
重点取組事業

夢と意欲を持ち未来を切り拓く人づくり夢と意欲を持ち未来を切り拓く人づくり

・hyper-QUの実施　・非常勤講師の配置・hyper-QUの実施　・非常勤講師の配置

H22～27H22～27学ぶ意欲の向上学ぶ意欲の向上
（子どもリレーションシップ総合推進事業）（子どもリレーションシップ総合推進事業）

・CRTの実施　・「わかる授業」研究・CRTの実施　・「わかる授業」研究

H23～27H23～27確かな学力の向上確かな学力の向上
（学びのグレードアップ総合推進事業）（学びのグレードアップ総合推進事業）

・教育相談員や臨床心理士による専門的な相談
・学校訪問、巡回相談の実施
・教育相談員や臨床心理士による専門的な相談
・学校訪問、巡回相談の実施

H23～27H23～27教育相談の充実教育相談の充実
（スクールサポート事業）（スクールサポート事業）

H26   46,642千円

H26     9,785千円

H26   22,393千円

・地域シェフの活用・食育支援・地域シェフの活用・食育支援
・体力、運動能力の向上・体力、運動能力の向上

H22～27H22～27健やかな体の育成健やかな体の育成
（食育推進事業）（食育推進事業）

・活動支援　・交流会の実施・活動支援　・交流会の実施

総合型地域スポーツクラブの育成総合型地域スポーツクラブの育成
（総合型地域スポーツクラブ育成事業）（総合型地域スポーツクラブ育成事業）

・大仏山公園スポーツセンターつり橋修繕工事
・市営庭球場法面等改修工事
・大仏山公園スポーツセンターつり橋修繕工事
・市営庭球場法面等改修工事

スポーツ施設の充実スポーツ施設の充実
（体育施設整備事業）（体育施設整備事業）

H26　    758千円

H26 　4,050千円

H26  19,691千円

H26  125,969千円 H26   52,205千円 H26 　1,824千円

・支援ネットワーク構築等の研究
・NEST体験活動の実施
・家庭訪問・学校訪問の実施

・支援ネットワーク構築等の研究
・NEST体験活動の実施
・家庭訪問・学校訪問の実施

H25～27H25～27
（不登校対策ハーモニーハート総合推進事業）（不登校対策ハーモニーハート総合推進事業）

・やさしいまち伊勢市発見大賞
・体験活動支援　・子ども未来会議
・やさしいまち伊勢市発見大賞
・体験活動支援　・子ども未来会議

H26～27H26～27豊かな心の育成豊かな心の育成
（子どもたちとつくる
　　　　　「やさしいまち伊勢市」支援事業）
（子どもたちとつくる
　　　　　「やさしいまち伊勢市」支援事業）

H26   20,244千円

H26　 2,118千円

不登校児童・生徒の支援不登校児童・生徒の支援

総額　H26当初　305,679千円

確かな学力確かな学力 健やかな体健やかな体豊 か な 心豊 か な 心確かな学力確かな学力 健やかな体健やかな体豊 か な 心豊 か な 心

ICTの効果的な活用ICTの効果的な活用
・デジタル教科書・電子黒板等の整備
・タブレット端末を使用した自主的な
　学習支援の実施

・デジタル教科書・電子黒板等の整備
・タブレット端末を使用した自主的な
　学習支援の実施

・学校図書館スタッフの配置（H25～ 28）
・新学習指導要領対応の教材、教具の
　　　　　　　整備及び充実（H24～ 33）

・学校図書館スタッフの配置（H25～ 28）
・新学習指導要領対応の教材、教具の
　　　　　　　整備及び充実（H24～ 33）

担当課：学校教育課、生涯学習・スポーツ課、教育研究所

わかる授業づくりを支援しますわかる授業づくりを支援しますH24～33H24～33

学習環境の整備・充実学習環境の整備・充実
・よくわかる授業づくり　・今日的課題
・体力づくり
・よくわかる授業づくり　・今日的課題
・体力づくり

教員の資質向上教員の資質向上
（キャリアステージに応じた研修の機会の提供）（キャリアステージに応じた研修の機会の提供）
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