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はじめに 

 

 町は、平成２３年３月、「美しいまち おおとう ～花いっぱいの里に開く 交流・安心・

協働の町～」を将来像とする「第４次総合計画」を策定しました。 

 

 この第４次総合計画は、町が目指す姿を示すとともに、町政の各分野における施策の方

向を示し、町の行政運営の指針となるものであり、「基本構想」「基本計画」及び「実施計

画」の３層で構成しています。 

 「基本構想」は本町の目指すべき将来像とそれを実現するための基本方針や施策の大綱

を示し、計画期間は平成３２年までの１０年間としています。 

 

 この第４次総合計画における教育分野については、町が推し進める教育行政の指針とな

ります。よって、この部分については、教育基本法第１７条に定める本町の教育振興計画

として位置付けられてきました。 

 

しかしながら、策定から既に４年過ぎ、この間、平成２５年６月には国の第２期教育振

興基本計画（平成２５年～２９年度）が閣議決定されました。さらに、平成２６年６月の

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では、地方公共団体の長

に教育施策の大綱を定めることが義務付けられました。 

 

このため、新たな教育行政を進めるため、第４次総合計画の教育分野についての見直し

を行い、今後３年間に取り組む教育施策の基本的な考え方と具体的な施策事項を取りまと

めた「大任町教育施策大綱」を策定しました。 
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施策⑫：教育費負担軽減に向けた経済的支援・・・・・・・・・・・・２１ 
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施策⑮：絆つくりと活力あるコミュニティの形成に向けた 
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５ 四つの基本的方向性を支える環境整備 

施策⑰：良好で質の高い学びを実現する教育環境の整備・・・・・・・２５ 

施策⑱：社会教育推進体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

Ⅰ これまでの教育施策 

１ 「第４次大任町総合計画」（平成２３～３２年度）の【基本目標・施策目標】 

 基 本 目 標 施 策 目 標    ＊行書体は教育関係 

１ いきいきと交流・定

住するまち おおと

う 

１ 緑豊かで安全な生活環境づくり 

２ 交流で活力を生み出す産業づくり 

３ 交流と定住を支える生活基盤づくり 

２ 子育て応援・生涯安

心のまち おおとう 

４ 心豊かな子どもを育む子育て応援のまちづくり  

５ 生涯安心の健康・福祉のまちづくり 

６ 一人一人が輝く生涯学習・スポーツのまちづくり  

３ みんなで築く美し

いまち おおとう 

７ みんなの絆で取り組む住民主導のまちづくり 

８ 協働のまちづくりと開かれた自治体経営の推進 

                            

２ 「第４次大任町総合計画」の【施策の大綱】 ＊教育関係のみ 

子 

育 

て 

応 

援 

・ 

生 

涯 

安 

心 

の 

ま 

ち 

 

お 

お 

と 

う 

１ 心豊かな子どもを育む子育て応援のまちづくり 

■学校教育の充実 

  心豊かで確かな学力のあるこどもたちの育成を目指して小中連 

携教育など特色ある教育活動の推進や学校教育環境の一層の充実 

を図ります。 

■地域教育・青少年の健全育成の推進 

  こどもたちを対象とした体験型学習や地域社会活動等の充実な 

ど青少年健全育成活動の推進を図ります。 

■子育て支援の充実 

  保育所・学童保育の充実や地域で支える子育て支援ネットワー 

クの充実、子育てへの経済的負担軽減への支援の充実等に努め、 

安心してこどもを生み育てる環境づくりを進めます。 

３ 一人一人が輝く生涯学習・スポーツのまちづくり 

■生涯学習社会の形成と町民主導の文化・スポーツ交流活動の充実 

  文化・スポーツ環境の充実に努め、すべての町民が学び続け、 

自己を高めていくことができる生涯学習社会の形成、町民主導の 

スポーツ・文化交流会活動の促進、有形・無形の貴重な文化財の 

保存とまちづくりへの一層の活用を図ります。これらによって、 

新たな時代を担う人材の育成と生涯にわたる学習・文化・スポー 

ツ交流のまちづくりを進めます。 

■地域間交流・国際交流の推進 
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  花いっぱいの里等の町の特性等を生かして、国内外の都市と活 

発な交流活動の推進に努めるとともに多文化共生社会づくりを進 

めます。 

Ⅱ 今後の本町教育行政の基本的な考え方 

１ 教育の目的及び理念  

   

     （教育の目的） 

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者とし

て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければなら

ない。 

（教育の目標） 

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる

目標を達成するよう行われるものとする。 

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳

心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自立の

精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を

養うこと。 

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精

神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこ

と。 

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するととも

に、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

     （生涯学習の理念） 

    第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう

その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することがで

き、その成果を適切に生かすことができる社会の実現が図られなければならない 

     （教育の機会均等） 

    第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられ

なければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって 

     教育上差別されない。 

    ２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状況に応じ、十分な教育

を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 

    ３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学

が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 

 

「教育基本法」第１章 

大任町における教育の目的・目標・理念 



資料２ 

 

 

  平成 18年に改正された「教育基本法」には、（教育の目標）が記された。今後は、この

文言をそのまま本町の教育の目標とし、年度によって、重点が変わることはあっても、基

本法の（教育の目標）達成に向けた教育行政を推し進めることとする。 

２ 教育行政の目指すもの  

 

 

 

      平成 25 年 6 月に閣議決定された第２期教育振興基本計画「前文」の書き出しで

ある。「前文」は、さらに、世界全体の急速な変化の中、東日本大震災の発生でこ

れまでの物質的な豊かさを前提とした我が国の社会の在り方、人の生き方に大き

な問いが投げかけられていること。持続可能な社会を実現するための一律の正解

は存在しないが、何もしないことが最大のリスクである。といった内容が書かれ、

次のように続く。 

       

 

 

 

 

 

      「自立・協働・創造」をキーワードと断定し、「前文」は、さらに続く。 

      

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

今正に我が国にもとめられているもの、それは、「自立・協働・創造に向けた

一人一人の主体的な学び」である。 

幸いにして、日本には世界から評価される「人の絆」や基礎的な知識技能の

平均レベルの高さなど様々な「強み」がある。これらを踏まえて、経済成長の

みを追求するのではない、成熟社会に適合した社会モデルを構築していくこと

が求められている。そのためには、多様性を基調とする「自立、協働、創造」

の三つがキーワードとなる。 

そして、教育こそが、人々の多様な個性・能力を開花させ人生を豊かにする

とともに、社会全体の今後の一層の発展を実現する基盤である。特に、今後も

進展が予想される少子化・高齢化を踏まえ、一人一人が生涯にわたって主体的

に学び続け、必要とする様々な力を養い、その成果を社会に生かしていくこと

が可能な生涯学習を目指していく必要がある。これこそが、我が国が直面する

危機を回避させるものである。 

教育行政としては、このような社会、すなわち、改正教育基本法の理念を踏

まえた「教育立国」の実現に向け、教育の再生を図り、何より、責任を持って

教育成果の保証を図っていくことが求められる。このため、第 2 期計画におい

ては、「①社会を生き抜く力の養成」「②未来への飛躍を実現する人材の養成」

「③学びのセーフティネットの構築」「④絆づくりと活力あるコミュニティの形

成」を基本的方向性として位置付け、明確な成果目標の設定と、それを実現す

るための具体的かつ体系的な方策を示す。 
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国の第 2期教育振興基本計画は、上記「前文」に続く第 1部で「社会の方向性」を

記している。一部変更した関係部分を以下に記し、これを、大任町教育施策大綱にお

ける「本町教育行政の目指すもの」とする。 

   

（新たな社会モデル～知識を基盤とした自立，協働，創造モデルとしての生涯学習社会の実

現～） 

○ 地球規模の問題が山積しており，資本主義社会を基調としつつも，物質的豊かさのみを追

求する時代の終焉に差し掛かっている現在，諸問題の解決に向けた「協働」や新たな社会

的価値を示すイノベーションの視点が求められている。同時に，変化が激しく，多様化が

一層進行する中にあっては，個人の幸福の実現に向けた，あるいは，社会全体の持続的成

長・発展に向けた今後の方向性を行政が一律に指し示すことは困難と考えられ，それぞれ

の現場においても様々な方向性を見いだし，実現していくことが必要となっている。 

                  ＊イノベーション=新しい捉え方、新しい活用法、革新 

○ このため，今後は，「自助」を基調としつつも，人々が主体的に社会参画し社会全体で支

え合う「互助・共助」の在り方が一層重要になり，これらが困難な場合に「公助」が必要

となる。すなわち，一人一人の自立した個人が多様な個性・能力を生かし，他者と協働し

ながら新たな価値を創造していくことができる柔軟な社会を目指していく必要がある。 

 

○ その鍵を握るのは，社会を構成する個人・集団・社会総体としての知識・知恵・意欲の量

と質にほかならない。国内的にも国際的にも，知が社会・経済を駆動する知識基盤社会が

本格的に到来する中にあっては，各自が生涯にわたって自己の能力と可能性を最大限に高

め，様々な人々と協調・協働しつつ，自己実現と社会貢献を図ることが必要となる。その

ためには，人々がそれぞれのニーズに応じた多様な学習をあらゆる機会にあらゆる場所に

おいて能動的・自発的に行い，その学習成果を社会に生かしていくことができる生涯学習

社会を構築する必要がある。 

   ＊生涯学習社会=「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯

にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において、学習することができ、その成果を適切に生

かすことができる社会」（教育基本法第3条）をいう。 

 

○ 以上を踏まえ，本計画（注：第2期教育振興計画並びに本大綱）においては，以下の「自立」「協

働」「創造」の三つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築を旗印とする。 

（自立）一人一人が，多様な個性・能力を伸ばし，充実した人生を主体的に切り拓いてい

くことのできる生涯学習社会 

全ての個人の社会的自立の保障に向けて，生涯を通じ，社会における居場所と社

会参加の機会を確保するとともに，それぞれの多様な個性・能力に応じて，社会を

生き抜くために必要な力を主体的に身に付け，生かしていくことができるようにす

ることを目指す。 
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（協働）個人や社会の多様性を尊重し，それぞれの強みを生かして，共に支え合い，高め

合い，社会に参画することのできる生涯学習社会 

社会全体の絆の確保に向けて，言語，伝統，文化，郷土，歴史，自然や協調性と

いった我が国の強みなどを尊重しつつも，様々な個性を持つ人々や集団が，多様な

価値観・ライフスタイル等を受容しながら相互に学び合い，支え合い，高め合うこ

とのできる環境の構築を目指す。 

（創造）これらを通じて更なる新たな価値を創造していくことのできる生涯学習社会 

最先端の場から日常生活に至る社会の様々なステージにおいて，多様な価値観を

受容し，それらがぶつかり融合することを通じ，新たな価値を創造することができ

る環境を構築することを目指す。 

 

（未来への投資による危機回避のシナリオ） 

「自立」「協働」「創造」の実現に向けて，教育は，人々の主体的・能動的な成長をもた

らすものであると同時に，社会の幅広いつながりをもたらす営みとして一層重要性を増すも

のである。・・・以降、国の第2期計画は続くが、本大綱においては削除                

 

（個々人の自己実現，社会の「担い手」の増加，格差の改善） 

人々の「潜在力」が社会の様々な分野で最大限に生かされるよう，社会的自立の基礎を培

う「子ども」から，職業生活におけるスキルアップ等を目指す「社会人」，これまでの経験

を社会に還元しつつ生涯にわたり学び続ける「高齢者」に至る全世代が，また，共生社会の

理念も踏まえ，これまで十分な社会参画が進んでいるとは言えない女性や外国人，障害者な

どを含む社会の構成員全てが，多様な個性と能力を高め，十分に発揮できる「生涯現役・全

員参加型」社会を構築する。あわせて，出生率が低い水準にとどまっている状況なども踏ま

え，未来の希望である子どもを安心して産み育てることができる教育環境を実現する。 

これらを通じて，今後の社会の担い手を増加させるとともに社会格差を改善する。 

 

（社会全体の生産性向上）・・・本大綱においては削除。 

 

（一人一人の絆の確保） 

一人一人が公共の精神を自覚し主体的に他者と協働する意識を醸成するとともに、仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現や学校・家庭・地域の連携強化などにより

学習や社会参画を可能とする環境を整備する。これを通じて，一人一人，さらには社会全体

の絆づくりを図り社会関係資本を形成する。 

  ＊社会関係資本=ソーシャル・キャピタル。社会・地域における人々の信頼関係や結び付きを表す概念 

 

（町民全体の幸福の実現） 

以上を通じて、一人一人が誇りと自信を持ち、社会の幅広い人々が実感できる成長

を実現する。また、田川市郡規模の教育課題解決に貢献し、持続可能な社会を構築す
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ることにより県内の他の市町村から信頼・尊敬される存在感ある町へと飛躍する。 

 

 ＊国の第2期計画で、（国民全体の幸福の実現）として、次のように記されているものを、本大綱では、下線

部分を改め、（町民全体の幸福の実現）とした。   （国民全体の幸福の実現） 以上を通じて、一人一人が誇り

と自信を取り戻し、社会の幅広い人々が実感できる成長を実現する。また、国際的にも、地球規模の課題解決に貢献し、

持続可能な社会を構築することにより、世界から信頼・尊敬される存在感ある国へと飛躍する。 

３ 本町の教育の現状と課題 

 

（１）小学校就学前教育段階における現状と課題 

小学校就学前教育段階は、生涯にわたる人格形成及び義務教育の基礎を培う大切な時期で

あり、この時期に質の高い教育を保証することが重要である。本町には幼稚園は無く、3保

育園があり、小学校との交流活動の推進、子育て支援センターの設置等で質の向上を図って

きた。今後は、家庭教育支援も含めた幼児教育の質的向上が引き続き課題となる。 

 

（２）義務教育段階における現状と課題 

 義務教育段階は、個々人の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社会の形成者と

しての基礎的資質を養うことが目的である。グローバル化や少子化・高齢化など急激な変化

の時代にあって、人材育成の基盤である義務教育は、格差の再生産・固定化をまねくことが

ないよう、本町においても、セーフティネットとしての機能を果たし、学力の向上、規範意

識、歴史や文化を尊重する態度を育むことが求められている。現学習指導要領は、児童生徒

に「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよく育成することを目指し、特に、

「確かな学力」については、「基礎的な知識・技能」「知識・技能を活用し、自ら考え、判断

し、表現する力」「学習に取り組む意欲」の三つの要素を育み、生涯にわたり学習する基盤を

培うことを明確にしている。 

 本町の児童生徒の学力の現状について、全国学力・学習状況調査の結果や標準学力検査の

結果からは、全国・県平均を大きく下回り、思考力・判断力・表現力等の問題のみならず、

基礎的・基本的な知識・技能の習得についても課題であることが明らかとなっている。また、

学校外での学習時間についてみると、宿題をする時間は、小学生・中学生ともに全国・県平

均より短い。さらに、学習意欲の面でも、国語、算数・数学に関する興味関心は全国・県平

均よりも低い。 

 こうした現状には、町内の小・中学校における教育環境整備の推進や全国学力・学習状況

調査の結果等を踏まえた指導方法の改善の提案など一層のきめ細かい支援が必要である。 

道徳教育については、社会全体のつながりの薄れ、異なる価値観を持った人々との交流や

各種体験の減少などを背景として、本町においても、規範意識や社会性などの育成、（特に社

会性の育成）には課題が残っており、各学校段階における取組の強化が必要である。 

子どもの体力については、平成 26年度は、小学校男女と中学校男子においては、全国平均

より高い水準になってきた。しかし、運動する子どもとしない子どもの二極化傾向など課題

が見られる。 
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これらの課題に対応し、きめ細かで質の高い教育を実現するため、配置されている加配教

員のより有効な活用方法の検討が必要である。 

また、これらの課題は、教育問題であると同時に社会全体の問題でもあり、家庭教育や地

域での教育が困難になっている現在、学校教育の充実のみならずコミュニティの再構築を通

じて、子どもの学びを支える必要がある。 

さらに、これらの課題には、保護者の経済力などの家庭環境や子どもの生活環境等に起因

することも考えられるところであり、教育課と住民課福祉係等の連携した取組が必要である。 

学校の教職員だけで義務教育段階における全ての課題を解決することは困難であり、町と

して、これまでも、学校評議員や外部人材、関係機関との連携促進などの方策を講じている。

今後も、学校内外の様々な知恵・資源を取り入れていくことが必要である。 

 

（３）生涯学習に関する現状と課題 

 グローバル化の進展などにより、社会の変化が激しく、多様化が一層進行する状況を踏ま

えれば、生涯を通じて一人一人の潜在能力を最大限伸ばしていくことが必要である。例えば

学校教育を離れた社会人等にとっては、スキルアップが絶えず求められる。若年無業者・フ

リーターやひきこもりの状態にある者に対しては、社会的自立・職業的自立につながるよう

な能力の向上が求められる。これらの課題に対して、町の抱える課題として、解決を図るこ

とが重要である。本来、社会教育は、このような地域社会における課題解決の担い手を育て

るため、中心的な役割を担っていくべきであるが、その役割を必ずしも果たせていない。 

また、超高齢社会の到来や少子化の進展の中にあって、定年退職時期を迎える人々が、こ

れまでの豊かな経験や知識・技能を社会貢献に生かしていく、持続可能で活力ある大任町を

構築していく必要がある。 

さらに、保護者は子の教育に第一義的責任を有しており、教育の原点である家庭教育は、

「生きる力」を身に付けていく基礎をつくる重要なものである。本町では子育て支援センタ

ーを設置し、これまで家庭教育支援に取り組んできたところであるが、家庭環境や地域環境

が変化する中、子育てについての不安や孤立を感じ、社会性や自立心等の子どもの育ちや基

本的生活習慣などに課題を抱える家庭は多いと思われる。今後は、家庭と地域とのつながり

をつくるとともに、教育課と住民課福祉係等の取組の連携・協力により、親子の育ちを一層

支援していくことが必要である。 

 

（４）これまでの施策 

本町では、平成２３年３月策定の「第４次大任町総合計画」における教育関係施策や、平

成２３年４月教育委員会作成の「大任町教育基本方針」に則った様々な改革努力により、教

育諸条件は向上し、自立に向けた児童生徒の生活態度や学習意欲に向上は見られるが、学力

をはじめとする諸課題は依然として未解決のものも多く、より複雑化・顕在化している。そ

の要因として、例えば、教育に対する社会全体の連携の強化や各学校段階間や学校・社会生

活間において円滑に接続できていないこと、担当部署（教育課と住民課福祉係、学校教育係

と社会教育係）等の縦割り的な視点、さらには、「どのような成果を目指すのか」「どのよう
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な力の修得を目指すのか」といった明確な目標が設定され、その取組の成果について、デー

タに基づく客観的な検証を行い、そこで明らかになった課題等をフィードバックし、新たな

取組に反映させる検証改善サイクル（ＰＤＣＡサイクル）が教育行政において十分機能して

いなかったこと等が挙げられ、改善が必要である。 

 

 

 

４ 本大綱が目指す基本的方向性 

   

   前述した社会の状況や、本町教育の状況に鑑みれば、本大綱においては、本年 1月に

教育委員会が掲げた「大任の子どもたちが『30歳になった時に、精神的にも経済的にも

自立した大人になる』ための礎を築く 10年（就学前年～中学校 3年）計画」の実施で、義務

教育修了までに、すべての子どもに社会的自立の基礎を築くと同時に、「自立」「協働」

「創造」を基軸とした新たな社会モデルを実現するための生涯学習社会の構築を旗印と

して、教育の再生に向けた施策を推進していく必要がある。 

 

     ＊国の第 1期計画（平成 20年 7月閣議決定）における 

【今後 10年間を通じて目指すべき教育の姿】 

 ○ 義務教育修了までに、すべての子どもに自立して社会で生きていく基礎を育てる 

       ・公教育の質を高め、信頼を確立する 

       ・社会全体で子どもを育てる 

      ○ 社会を支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てる 

       ・高等学校や大学等における教育の質を保証する    

       ・「知」の創造等に貢献できる人材を育成する。こうした観点から、世界最高水準の教育研究拠点

を重点的に形成するとともに、大学等の国際化を推進する。 

 

   その際、少子化・高齢化が進行し、人口減少が進んでいる本町が持続可能な発展を遂

げていくために、社会の構成員一人一人の能力を最大限伸ばしていくこと、学びを通じ

て自立・協働型の地域づくりを推進していくことが考えられる。 

 

   以上を踏まえ、本大綱にあっては、各学習機会を通じた以下の四つの横断的視点で教

育の在り方を捉え、必要な方策を整理することとした。 

 

 

① 社会を生き抜く力の養成 

～多様で変化の激しい社会での個人の自立と協働～ 

 

社会が激しく変化する中で自立と協働を図るための能動的・主体的な力である「社会を生
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き抜く力」を誰もが身に付けられるようにする。 

 東日本大震災を受け、様々な困難に直面しても、諦めることなく、状況を主体的かつ的確

に判断し臨機応変に行動する力やコミュニケーション能力などの必要性が浮き彫りになった。

これは、今までも育成を目指してきた「生きる力」や「課題探究能力」と軸を一にするもの

である。 

 今後は、一方向・一斉型の授業だけではなく、ＩＣＴなども活用しつつ、個々の能力や特

性に応じた学びを通じた基礎的な知識・技能の確実な修得や、子どもたち同士の学び合い、

さらには学校内外の様々な人々との協働学習や多様な体験を通じた課題探究型の学習など、

学習者の生活意欲、学習意欲、知的好奇心を十分に引き出すような新たな形態の学習が求め

られている。 

 その際、「何を教えるのか」という視点のみならず「何を修得したのか」という視点が学習

者本人にとっても学習を提供する側にとっても求められることを一層重視する必要がある。 

 また、いじめ等に起因して児童生徒が自ら命を絶つようなことがあってはならない。社会

性や規範意識、生命の尊重、他者への思いやりなど、子どもの豊かな人間性を育んでいくこ

とが必要である。 

 もっとも、これらの能力や意欲、志、自己肯定感や社会性・規範意識などは、学校教育に

おける学習を基礎としつつも、多様な人々との協働、異質な価値観・文化との接触、実生活

上の成功体験・失敗体験など様々な体験においても育まれること等に留意すべきである。こ

のため、学校教育内外の多様な環境からの学びができるような機会や仕組みを意識的に設け

る必要がある。 

 新学習指導要領の目指す「生きる力」は、生涯にわたる学習の基礎となり、あらゆる人々

に共通して求められるものである。小学校就学前の教育・義務教育段階において、学校と家

庭や地域社会との連携・協力を推進し、教育内容・方法・教育環境、教育システムの改善を

図るとともに、客観的なデータに基づいた検証改善（ＰＤＣＡサイクルの確立）を行うなど

各種方策を通じて、全ての児童生徒に「生きる力」を確実に育成することを目指す。 

 

② 未来への飛躍を実現する人材の育成 

～変化や新たな価値を主導・創造し、社会の各分野を牽引していく人材～ 

  

グローバル化が進行する社会においては、多様な人と関わり様々な経験を積み重ねるなど、

上記①で述べた「社会を生き抜く力」を身に付ける過程で、未来への飛躍を担うための創造

性やチャレンジ精神、強い意志を持って迅速に決断し組織を統率するリーダーシップ、国境

を越えて人々と協働するために英語等の語学力・コミュニケーション能力・異文化に対する

理解、日本人としてのアイデンティティなどを培っていく視点も今後一層重要になるものと

考えられる。 

 このような人材を本町においても養成する方策として、例えば、以下の点を重視すること

とする。 

 ・若い段階で海外に出て、外から日本を見る機会を増加させること 
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 ・共通の視点として、人権尊重や社会貢献の意識が根底になければならないこと 

 

③ 学びのセーフティネットの構築 

～誰もがアクセスできる多様な学習機会を～ 

  

経済状況や家庭環境等による進学機会や学力等の差がその後の就労・賃金等の格差にもつ

ながるとの指摘があり、世代をまたがる格差が再生産・固定化され社会的連帯の保持が困難

になるおそれがある。また、家計の教育費負担の大きさが少子化の一因になっているとの指

摘もある。 

 格差の再生産・固定化を防ぐためには、幼児期・学齢期など早期の段階における対応が重

要であることから、家庭の経済状況や子どもの学力等に応じて経済的支援や、学習面・生活

面における支援などを適切に講じることが必要である。 

 フリーター、若年無業者など失業状態にある人々、退職後に生きがいを失っている高齢者

など様々な悩みや課題を抱える人が増加している。このような多様なニーズに応じた学習機

会の確保と教育成果を保証するきめ細かな取組を推進することが求められている。 

 また、地域の応急避難場所としての役割を学校が果たしていくため、学校施設の防災機能

強化、老朽化対策を推進すると同時に、学校の情報化や図書・教材の整備など教育環境の充

実に向けた取組を推進する。 

 

④ 絆づくりと活力あるコミュニティの形成 

～社会が人を育み、人が社会をつくる好循環～  

  

地域社会の抱える課題を、その地域のコミュニティにおいて解決していくためには、現役

世代から高齢者に至るまで、コミュニティを構成するあらゆる者が「互助・共助」の理念の

下で協働して課題に取り組んでいくことが重要となる。 

 その際、超高齢社会の到来を踏まえれば、特に第２ステージを歩もうとする人々が、その

経験や知識・技能をコミュニティへの積極的な参画により、次世代育成支援や地域課題の解

決等の社会貢献に生かしていくことが重要である。 

 また、子どもの育ちや子育て家庭を支える人間関係とシステムを持つ地域づくりが求めら

れている。 

 このような視点に立ち、学習活動を通じて「社会が人を育み、人が社会をつくる」という

好循環に向けたシステムを目指す。 

  

その際、以下の点を重視することとする。 

・学校や公民館等を地域コミュニティの拠点として位置付け、保護者や地域住民など多

様な人々が集い、学習することなどを通じ多様な主体によるネットワークを構築し、絆

を作り上げていくこと。また、このような観点から、社会教育行政の再構築を図ること。 

・当事者意識を持った地域づくりの担い手を育成する観点から、コミュニティの人々が
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現代的・社会的課題などについて共に学習し、その成果を実践につなげていけるような

機会を提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 今後３年間に実施すべき教育上の施策 

  

  本大綱では、Ⅱに示した四つの基本的方向性の実現に向けて、平成２７年度から２９年

度までの３年間における、①成果目標 ②成果指標 ③その目標を達成するために必要な

具体的施策を示すこととする。 

 

 

 ＊成果目標の考え方 

 ○ 成果目標は政策の事業の量ではなく、教育政策の受益者（学習者、地域社会）に対し

いかなる成果（アウトカム）を目指すかといった観点に基づく目標である。 

 ○ その内容は、「どのような知識・能力が身につくことを目指すのか」あるいは「どの程

度教育を受ける機会を確保するのか」といったような教育政策による寄与が比較的大き

いと考えられる成果目標を設定。 

 

 

 ＊成果指標の考え方 

 ○ 成果指標は、成果目標の内容を補足するとともに目標達成度を直接的又は間接的に測

定するための指標として、本大綱においては、特に重要と考える指標を例示。その際、

客観性の確保のためには数値による指標設定が望ましいが、数値化が困難である指標に

ついては経年において増減を把握できる内容とする。 

 

 

 ＊基本施策の考え方 

 ○ 施策は、本大綱に定める成果目標の達成に向けて、３年間において実施する取組（イ

ンプット）であり、いつどのように行うかといった工程（インプット目標）を極力明記。 
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１ 社会を生き抜く力の養成 

（１）児童生徒を対象とした取組  

 成果目標１ 「生きる力」の確実な育成 

  変化の激しい社会を生き抜くことができるよう、「生きる力」を一人一人に確実に身に付

けさせることにより、社会的自立の基礎を培う。また、一人一人の適性、進路等に応じて、

その能力を最大限伸ばし、国家及び社会の形成者として必要な資質を養う。 

   ＊生きる力：いかに社会が変化しようと、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断

し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」

から成る力 

 

基本施策① 確かな学力を身に付けるための教育内容・方法の充実  

   確かな学力：各種学力調査において県平均を目指す。 

     ＊確かな学力：①基礎的・基本的な知識・技能の習得 ②知識・技能を活用して課題を解決するため

に必要な思考力・判断力・表現力等 ③学習意欲などの主体的に学習に取り組む態度 

 

子どもたちに基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に 

学習に取り組む態度などの確かな学力を身に付けさせるため、教育内容・方法の一層

の充実を図る。その際、特に、自ら課題を発見し解決する力、他者と協働するための

コミュニケーション能力、物事を多様な観点から論理的に考察する力などの育成を重

視する。協働型・双方向型の授業への革新、学校と家庭・地域との連携を深める。 

 

【成果指標】 

① 各種学力調査において、各教科の得点を県平均にする。 

合わせて、習熟度レベルの上位層の増加、下位層の減少 

全国学力調査における無回答率の減少 

② 児童生徒の学習意欲の向上や学習習慣の改善 

③ 小中学校における障害のある児童生徒に対する個別の指導計画及び個別の教

育支援計画 100％作成 
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【主な取組】 

１－１ 学校が抱える課題を把握し、指導体制・教材等の整備などの必要な支援策を講 

じる。 

  １－２ 町予算で学力検査を実施し、児童生徒の実態を把握・分析し、課題を明らかに

する。 

  １－３ 家庭学習啓発資料を作成し、保護者へ啓発を行う。 

  １－４ おおとう未来塾の質的向上を図り、併せて学校との連携を深め、基礎的な学力

の定着を図る。 

  １－５ 町の学力向上推進委員会を機能化し、計画的に推進作業を進める。そのため、

三校合同で行われている学力保障委員会に、今年から教育課職員が出席する。 

  １－６ 教師の授業力向上のための研修会を教育委員会主催でも実施するとともに、研

修への外部講師招聘を積極的に行う。 

  １－７ 社会的・職業的自立に向け必要な能力を育成する「大任の子が 30歳になった時

に、精神的にも経済的にも自立した大人になるための礎を築く 10年計画」の推進

（今年が初年度） 

 

基本施策② 豊かな心の育成  

  豊かな心：豊かな情操や、他者、社会、自然・環境と関わり、自らを律しつつ共に生き 

る力、主体的に判断し、適切に行動する力などを持つ子どもを育てる。 

 

    子どもたちの豊かな情操や規範意識、自他の生命の尊重、自尊感情、他者への思い

やり、人間関係を築く力、社会性、公共の精神、主体的に判断し、適切に行動する力

などを育むため、道徳教育や人権・同和教育を推進するとともに、体験活動や読書活

動、生徒指導、青少年を取り巻く有害情報対策等の充実を図る。 

 

【成果指標】 

① 自分自身や他者、社会等との関わりに関する意識の向上 

・学校の決まりを守っている児童生徒の割合の増加 

・自分には良いところがあると思う児童生徒の割合の増加 

・人の気持ちが分かる人間になりたいと思う児童生徒の割合の増加 

・将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合の増加 

・地域社会などでボランティア活動などに参加している児童生徒の割合の増加など 

② いじめ、不登校の状況改善 

 

【主な取組】 

２－１ 道徳教育の推進 

     ・「道徳の時間」を要として学校教育全体を通じた道徳教育の質の向上を図り、道徳 
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的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うため、教員の指導力向上に向 

け研修会への参加奨励。並びに、魅力的な地域教材の開発や購入。 

２－２ 人権・同和教育の推進 

   ・「大任町人権尊重の町づくり計画」における推進委員会の一つである「啓発・研 

修、地域の教育力小委員会」を充実させ、学校・家庭・地域の連携により、社会参画 

意識や公共の精神など主権者として社会で自立するための基礎的な能力や態度の育成 

に資する取組を推進する。 

  ２－３ 生徒指導体制及び教育相談体制の整備・充実 

     ・小・中学校の継続性を保ちつつ、関係機関等と連携を図りながら、全校体制で一人 

一人の児童生徒の健全な成長、自ら現在および将来における自己実現を図っていく自 

己指導能力の伸長を目指した各学校における教育活動を促進する。 

   ・教育相談を必要とする児童生徒が相談を受けることができるよう県から町に 1名週 

1日派遣されているスクールカウンセラーの教育相談体制の整備を支援するとともに 

関係機関との橋渡し役としてのＳＳＷ（ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）の配置を促進する。 

２－４ いじめ、暴力行為等の問題への取組の徹底 

     ・いじめは決して許されないことであるが、現実的には「どの子どもにも、どの学校 

でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、定期的に児童生徒から直接状況を聞 

く機会（毎月いじめに特化したアンケートの実施等）を確実に設けるよう各学校に周 

知するとともに、いじめの問題に関する認識を深め、人権感覚を涵養し、早期発見や 

適切に対応できる能力を向上するため、いじめの問題に関する教職員の研修を校内研修 

に毎年位置付けるようにする。 

     ・いじめや暴力行為等を未然に防止するため、道徳教育・人権教育・体験活動等の推 

進、非行防止教室の開催などの取組を推進する。 

     ・問題行動等を起こす児童生徒については、出席停止や懲戒等の措置も含め毅然とし 

た指導を促し、いじめられている児童生徒の立場に立った取組を促進するとともに、 

安心できる教育現場とするため、学校・教育課と警察を含む関係機関との連携・ 

協力を促進する。さらに、社会全体で子どもを見守り育むため、学校・家庭・地域の 

連携により、いじめの問題など、学校や地域が抱える課題を共有し地域ぐるみで取り 

組めるような体制の構築を推進する。 

     ・体罰は、学校教育法で禁止されており、いかなる場合も許されるものではない。体 

罰のない、児童生徒理解の内面に迫る生徒指導が行われるよう、全ての教職員に体罰 

禁止を徹底する。 

    ２－５ 学校における体験活動及び読書活動の充実 

     ・生命や自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、社会性、規範意識などを育て 

るため、学校における自然体験活動や集団宿泊体験等の様々な体験活動の充実に取り 

組む。また、豊かな情操等を育む読書に子どもたちが親しむよう、全校一斉の読書活 

動（毎日の朝読）など子どもの読書活動を推進する。 

    ２－６ 伝統・文化等に関する教育の推進 
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     ・我が国や郷土の伝統・文化を受け止め、それを継承・発展させるための教育を推 

進する。また、国が提供している「児童生徒が一流の文化芸術に触れる機会」への参 

加申し込みを学校に推奨するとともに、子どもたちが地域の伝統文化に触れる機会を 

提供する取組をする。さらに、我が国固有の伝統的な文化である武道の授業の充実を 

図る。 

    ２－７ 青少年を有害情報から守るための取組の推進 

 ・インターネットの利用に関する親子間のルール作りについて、スマートフォンなど 

新たな機器にも配意した啓発活動を、ＰＴＡや少年補導員連絡会等との連携により実 

施する。同時に、新学習指導要領に基づき情報モラルを身に付けるための学習活動を 

推進し、中学入学説明会における講師を招聘しての情報機器対応の保護者啓発も継続 

実施する。（Ｈ２６年度から実施） 

基本施策③ 健やかな体の育成  

 健やかな体：体力調査において県平均以上を目指すなど、生涯にわたってたくましく生

きるために必要な健康や体力を養う。 

 

  学校保健、学校給食、食育の充実により、現代的な健康課題等に対応し、子どもの心 

身の健康の保持増進を図る。さらに、子どもの安全・安心を確保するため、防災教育を 

含む学校の安全に関する教育を推進する。また、子どもの体力向上が確実なものとなる 

よう、学校や地域における子どものスポーツ機会の充実を図る。 

 

【成果指標】 

① 体力の向上傾向を確実にする（体力調査で全項目の県平均以上を目指す。） 

② 学校における健康教育・健康管理の推進 

・健康の重要性を認識し、日常生活の実践に生かしている児童生徒の割合増加 

・学校保健委員会を設置する学校 100% 

・朝食抜きの子どもの割合の減少 

・学校給食における地場産物を使用する割合の増加 

 

【主な取組】 

３－１ 学校保健、学校給食、食育の充実 

・学校保健に係る教職員の資質・能力の向上及び学校医・学校歯科医・学校薬剤師等 

の活用促進を図るとともに、体育・保健体育など教科学習を中核として学校の教育活 

動全体を通じた体系的な保健教育を充実する。また、学校保健委員会を 3校すべてに 

設置し、学校、家庭及び地域の医療機関等との連携による健康管理等を推進する。 

・食育担当教員を中核とした学校・家庭・地域の連携による食育の充実を図る。あわ 

せて食に関する指導を充実させるため、学校給食において地場産物を活用する取組を 

促すとともに、米飯給食の一層の普及・定着を図る。 

３－２ 学校や地域における子どものスポーツ機会の充実 
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・体育・保健体育の授業や運動部活動等の学校の体育に関する活動や地域スポーツを 

通じて、子どもが十分に体を動かして、スポーツの楽しさや意義・価値を実感できる 

環境整備を図る。 

３－３ 学校における体験活動の充実 

３－４ 主体的に行動する態度を育成する防災教育など学校安全に関する教育の充実（基

本施策１４－１に後掲） 

 

基本施策④ 教員の資質能力の総合的な向上  

  基本施策①②③に掲げた質の高い学習を実現するため必要な教員の資質能力を総合 

的に向上させる。 

  すなわち、課題探究型の学習、協働的な学びなど、新たな学びを展開するための教 

員の実践的指導力、高度な専門的知識や地域との連携・協働する力などを向上させる 

ため、講師を招聘しての研修会を推進する。 

 

【主な取組】 

４－１ 県教育センターや付属小・中学校等への研修会参加を奨励 

４－２ 外部講師を招聘した教育委員会主催の教員研修会の計画的な実施 

 

基本施策⑤ 幼児教育の充実 

  生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を踏まえ、幼児教育の充実を図 

るとともに、子ども・子育て支援法に基づく質の高い幼児教育・保育を総合的に提供す

るための条件整備を図る。 

 

【主な取組】 

５－１ 幼児教育の質の向上 

・幼児教育の質の向上を図るため、小学校教育との円滑な接続や子育て支援活動の充 

実等、幼児教育の改善及び、立腰、３つの躾（①あいさつ ②返事 ③イス入れ、靴そ

ろえ）の徹底を図る。 

５－２ 子育て支援センターの充実促進 

５－３ 家庭における幼児教育支援 

・就学前年度の家庭に「入学までの 1年間」の冊子を作成し配布する。 

・立腰教育を推進する。 

 

基本施策⑥ 特別なニーズに対応した教育の推進 

   様々な背景を有する者が共に暮らし、支え合う共生社会の形成に向けて、特別なニー 

ズに対応した取組を行う。 

 

【主な取組】 
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６－１ 障害のある子どもに対する合理的配慮の基礎となる環境整備 

・個別の教育支援計画・指導計画の作成等による指導、職業教育・進路指導の充実、 

バリアフリー化の推進や支援員等の人的配置等に取り組む。 

   ＊障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等に全ての人 

権及び基本的自由を享受し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整で 

あって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を 

課さないものをいう」とされている。 

６－２ 発達障害のある子どもへの支援の充実 

・発達障害のある子どもへの支援の充実を図るため、小・中学校における通級による

指導への対応や発達障害に関する知識・技能を身に付けるための特別支援教育支援員

を含めた教職員の研修を実施する。 

 

 

 基本施策⑦ 各学校段階における継続的な検証改善サイクルの実施 

    基本施策①に係る取組をより実効あるものとする観点から、全ての児童生徒を対象と 

する標準学力検査や全国学力・学習状況調査の結果等に基づく教育施策や教育指導の充 

実・改善を行う継続的な検証改善サイクルを実施する。 

 

【主な取組】 

７－１ 検証改善サイクルの充実 

・調査結果を活用した、教育施策や教育指導の充実・改善に向けた一層の取組を推 

進する。 

・各学校における教育活動その他の学校運営の改善を図るため、実効性ある学校関 

係者評価の実施の促進等、学校評価の取組の充実を図る。      

 

基本施策⑧ 子どもの成長に応じた柔軟な教育システムの構築 

 

【主な取組】  

８－１ 保小中連携の取組推進 

  ・幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を目指し、各学校における教育課程編成や

指導方法の工夫を促すとともに、幼児と児童の交流や教職員による合同研修など、保

小連携の取組を促進する。 

・小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指し、義務教育 9年間を通じて児童

生徒の発達に合った学びを実現するため、児童と生徒の交流や教員による合同研修な

ど、小中連携の取組を促進する。 

・年に一度実施している、保小中の教職員等の合同研修会の質的向上を目指す。 

８－２ 田川地区中等教育環境整備の推進 

・平成 30年 4月開校を目標に、田川地区 8市町村で協力し環境整備を推進する。 
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（２）生涯の各段階を通じて推進する取組 

  成果目標２ 生涯を通じた自立・協働・創造に向けた力の修得 

   社会を生き抜く上で必要な自立・協働・創造に向けた力を生涯を通じて身に付けられ

るようにする。 

   このため、個々人の直面する課題や社会の多様な課題に対応した質の高い学習機会等

を充実するとともに、学習成果が広く社会で活用されるようにする。 

           ＊力の例：思考力や課題解決力、健康や豊かな人間性、社会性や公共性など 

 

【成果指標】 

① 現代的・社会的な課題に対応した学習を行った人の割合の増加 

② 体験活動・読書活動の実施状況等の改善 

・体験活動を行う児童生徒数の増加 

・全校一斉の読書活動（毎日の朝読）を実施する学校の増加（現在は大任中のみ） 

＊「子ども読書活動推進計画」は策定済み 

③ 学習成果の活用状況の改善 

・身に付けた知識・技能や経験を生かしている人の割合の増加 

・青少年の体験活動の成果に対する評価・顕彰の仕組みに参加した青少年の数の増

加 

 

 基本施策⑨ 現代的・社会的な課題に対応した学習等の推進 

個々人が、社会の中で自立して、他者と連携・協働しながら、生涯にわたって生き 

   抜く力や地域の課題解決を主体的に担うことができる力を身に付けられるようにする。 

このため、現代的・社会的な課題に対応した学習や、様々な体験活動及び読書活動 

が主体的な実践につながるよう、各学校や公民館、図書館等の社会教育施設による提 
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供のみならず、一般行政や民間等の多様な提供主体とも連携して、推進する。 

国が推進している、「現代的、社会的な課題に対して地球的な視野で考え、自らの問 

題として捉え、身近なところから取り組み、持続可能な社会づくりの担い手となるよ 

う一人一人を育成する教育（持続可能な開発のための教育：ＥＳＤ）」を学校に推奨する。 

 

【主な取組】 

９－１ 現代的・社会的な課題等に対応した学習等の推進 

・男女共同参画社会の形成の促進、人権、環境保全、消 

 費生活、地域防災・安全、スポーツ等について、各分野 

の基本計画に基づき、学習機会の充実を促進する。 

    ・また、学習の成果を地域参画・社会貢献につなげてい 

 く観点からも、社会の形成者としての自覚と社会参画の 

力を育む学習、地域の中で自立した高齢期を送るととも 

に、これまでの人生での豊かな経験や知識・技能を生かす

ための学習などの機会の充実を促進するとともに、多様な主体の連携・協働による地

域課題の解決に向けた取組を推進する。さらにユネスコスクールの質量両面における

充実等を通じ地球規模での持続可能な社会の構築に向けた教育（持続可能な開発のた

めの教育：ＥＳＤ）を推進する。 

９－２ 様々な体験活動及び読書活動の推進 

   ・学校や青少年教育施設等において、関係行政機関や民間団体等とも連携し、自然体 

験やボランティア活動を含めた社会体験、国際交流体験など、特に青少年を対象と 

した様々な体験活動を推進する。 

  ・また、国の「子どもの読書活動の推進に関する基本計画」や「大任町子ども読書活 

動推進計画」等に基づいた、全校一斉の読書活動（毎日の朝読）や公立図書館と学校 

の連携の推進、子どもの読書活動の重要性などに関する普及啓発等を通じた子ども読 

書活動を推進する。 

 

成果目標３ 社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成等 

社会的・職業的自立の基盤となる基礎的・汎用的能力を育成する。 

このため、キャリア教育を充実する。 

   

【成果指標】 

① 児童生徒の進路に向けた意識の向上 

・将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合の増加 

・教科学習が将来社会に出た時に役立つと思う児童生徒の割合の増加 

② 中学校における職場体験の準備段階から関わる町の人々の数の増加 

③ 「10年計画」における新規行事の完全実施 
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基本施策⑩ キャリア教育の充実 

  「社会を生き抜く力」の一態様として、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる

能力や態度を身に付けさせるとともに、職業を通じて社会の一員となる役割を果たすこ

との意義についての理解をはじめとした、勤労観・職業観等の価値観を自ら形成・確立

できる子どもの育成を目指す。 

 

【主な取組】  

１０－１ 社会的・職業的自立に向け必要な能力を育成するキャリア教育の推進 

  ・幼児期の教育から中学校まで各学校段階を通じた体系的・系統的なキャリア教育を

充実する。その際、子どもの発達段階に応じて学校の教育活動全体を通じた指導を進 

めるとともに、地域におけるキャリア教育支援のための協議会の設置促進等を通じ、

職場体験活動や外部人材の活用など地域・社会や産業界等と連携・協働した取組を推

進する。 
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２ 未来への飛躍を実現する人材の養成 

  成果目標４ 新たな価値を創造する人材の育成 

  「社会を生き抜く力」に加えて、卓越した能力を備え、社会全体の変化や新たな価値を 

主導・創造するような人材、社会の各分野を牽引するリーダー、グローバル社会にあって

様々な人々と協働できる人材、とりわけ国際交渉など国際舞台で先導的に活躍できる人材

の養成を国は目標にしている。 

本町においては、これに向けて、実践的な英語力の向上や何事にも挑戦する児童生徒の

育成を目指す。  （＊能力の例：国際交渉できる豊かな語学力・コミュニケーション能力や主体性、 

チャレンジ精神、異文化理解、日本人としてのアイデンティティ、創造性など） 

 

【成果指標】 

① 難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している児童生徒の割合の増加 

② 「科学の甲子園ジュニア」参加希望生徒の増加 

③ 国際共通語としての英語力の向上 

・学習指導要領に基づき達成される英語力の目標（中学校卒業段階：英検３級程度以

上）を達成した中学生の割合５０％・・・国の指標と同じ 

④ 英語教員に求められる英語力の目標（英検準１級、TOEFL iBT80点、TOEIC730 点程

度以上）を達成した英語教員の割合５０％・・・国の中学校の指標と同じ（高校は 75%） 

⑤ 国や県主催の国際的な行事・会議等に進んで参加する町行政職員の割合の増加 

 

基本施策⑪ 優れた才能や個性を伸ばす多様で高度な学習機会の提供 

 社会全体の変化や新たな価値を主導・創造する人材を育成するためには、初等中等教育

段階から、「社会を生き抜く力」を育成し、各分野に興味・関心を有する子どもを育成する

とともに、その才能を見いだして、創造性やチャレンジ精神などをより一層伸ばしていく

ことが必要である。 

このため、意欲と能力のある児童生徒に対し、ハイレベルな学習機会や切磋琢磨する場 

を提供することが求められている。 

 

【主な取組】  

１１－１ 優れた才能や個性を伸ばす仕組みの推進 

・一人一人の能力を伸ばすための教育の推進を図るため、子どもの成長に応じた柔軟

な教育システム等の構築に向けて、基本施策８－２に記載した取組を進める。 

 １１－２ 理数好き児童生徒の拡大を目指し理数授業充実の推進 

   ・「科学の甲子園ジュニア」の参加希望者を増加させる。 

 １１－３ 子どもたちに一流の文化芸術に触れる機会の提供 

   ・子どもたちに一流の文化芸術に触れる機会を提供し、将来の芸術家や観客層の育成

を図る。国や県の関連事業への積極的参加を各学校に奨励する。（関連２－６） 
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３ 学びのセーフティネットの構築 

成果目標５ 意欲ある全ての者への学習機会の確保 

 様々な困難や課題を抱え支援を求めている者に対して、生涯を通じて多様な学習機会を 

確保する。また、能力と意欲を有する全ての者が中等・高等教育を受けられるようにする。 

 

 

【成果指標】 

① 家庭の経済状況や教育環境の違いが学力に与える影響の改善 

② いじめ、不登校の状況改善（いじめの認知件数に占めるいじめの解消しているものの

割合の増加、全児童生徒数に占める不登校児童生徒数の割合の減少など） 

 

基本施策⑫ 教育費負担軽減に向けた経済的支援 

教育格差の固定化解消に向けて、これまでも実施してきた就学支援の取組を継続する。 

 

【主な取組】  

１２－１ 幼児教育に係る教育費負担軽減 

・保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減等を目的として、保育料等を軽減する

就園奨励事業を引き続き実施する。 

＊国は、「幼児教育の無償化への取組について、財源、制度等の問題を総合的に検討しながら進

める」と、第 2期教育振興基本計画に記している。 

 １２－２ 義務教育に係る教育費負担軽減 

   ・国公立学校の授業料や教科書は無償である。経済的困難を抱える家庭に対しては 

 就学援助を引き続き実施する。 

  

基本施策⑬ 学習に困難を有する者への学習機会の提供など教育支援 

 １３－１ 生徒指導体制及び教育相談体制の整備・充実（基本施策２－３の再掲） 

 １３－２ いじめ、暴力行為等の問題への取組の徹底（基本施策２-４の再掲） 

 

 

 成果目標６ 安全・安心な教育環境の確保 

 子どもが安全・安心な環境において学習できるようにするため、学校等施設の耐震化、 

防災機能強化等の環境整備を図るとともに、自らの安全を守るための能力を身に付けさせ 

る安全教育を推進するなど、学校等における児童生徒等の安全を確保する。 

 

【成果指標】 

① 学校管理下における事件・事故災害で負傷する児童生徒等の減少、死亡する児童生徒等

のゼロ化 

② ３校すべてで、児童生徒の安全対応能力の向上を図るための取組の実施 
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③ 避難所に指定されている学校の防災関係施設・設備の整備状況の向上 

＊「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針」を踏まえ、学校施設の耐震化は平成２６

年度末までに完了している。 

 

基本施策⑭ 教育環境の整備や安全に関する教育の充実など学校における児童生

徒の安全の確保 

学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害発生時には地域住民の応 

急避難場所となることから、学校施設の耐震化や防災機能の強化、老朽化対策を推進する。

また、学校においては、安全の確保を保障するとともに、児童生徒がその生涯にわたり 

自らの安全を確保することのできる基礎的な素養を育成していくことが求められているこ 

とから、各校の学校安全の推進に関する計画に基づき、主体的に行動する態度を育成する 

防災教育等の学校安全に関する教育や学校における組織的取組の推進、地域社会、家庭と 

の連携の強化等を図る。    

 

【主な取組】  

１４－１ 学校安全の推進 

・生活安全・交通安全・災害安全の三つの領域を通じて、危険に際して自らの安全を 

守り抜くための「主体的に行動する態度」を育成し、共助・公助の視点から安全で安 

心な社会づくりに貢献する意識を高めるための教育内容の充実や教育手法の改善・普 

及を図る。 

・学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時 

間の確保など、防災に関する教育の充実を図る。 

・関係部局や地域住民・保護者と連携した学校の施設・設備の安全点検等を含む学校 

安全計画及び危険等発生時対処要領の改善を促す。 

・少年補導員と学校教職員、行政職員との連携を強める。 

・特に通学路について、関係機関や学校評議員、保護者や地域住民等関係者等との連 

携を強め、交通安全の確保に関する取組を進める。 
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４ 絆づくりと活力あるコミュニティの形成 

成果目標７ 互助・共助による活力あるコミュニティの形成 

 個々人の多様な学習活動の実施や参画を通じ、家庭や地域のネットワークを広げ、互助・

共助による活力あるコミュニティを形成する。 

 特に、学校や社会教育施設等を地域の振興・再生に貢献するコミュニティの中核として

位置付け、多様なネットワークや協働体制を整備し、個々人の地域社会への自律的な参画

を拡大する。 

 

【成果指標】 

① 全ての学校区において、学校と地域が組織的に連携・協働する体制を構築 

② 住民等の地域社会への参画度合いの向上 

・地域の行事に参加している児童生徒の割合の増加 

・公民館講座や地域の学習・活動に参画する高齢者数の割合の増加 

・社会教育施設等におけるボランティア登録者数の増加 

・学校支援・放課後等の活動に参画した地域住民等の数の増加 

③ 全ての学校、社会教育施設で運営状況の評価や情報提供を実施 

④ 家庭教育支援の充実 

・各小学校区で家庭教育に関する学習機会の確保 

・家庭教育支援チームを編成し、家庭教育支援チームによる相談対応などの家庭教育

支援を実施 

⑤ 地域に向けた公開講座数の増加 

⑥ 総合型地域スポーツクラブの設置 

＊国の第２期計画で「全ての市町村に総合型地域スポーツクラブを設置」が成果指標になっている 

 

基本施策⑮ 絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた学習環境・協働体制

の整備推進 

活力あるコミュニティが人々の学習を支え、生き抜く力をともに培い、人々の学習が 

コミュニティを形成・活性化させるという好循環の確立に向けて、地域の教育資源を結

びつけ、学校や公民館等を拠点とした多様な人々のネットワーク・協働体制を確立する

必要がある。 

このため、全ての学校区において、学校と地域が連携・協働する体制が構築されること

を目指し、社会全体で学校や子どもたちの活動を支援する取組や地域とともにある学校づ

くりを推進する。また、学校や公民館等の社会教育施設をはじめとする学びの場を核にし

た地域コミュニティの形成を目指した取り組みを推進する。 

 

【主な取組】  

１５－１ 社会全体で子どもたちの学びを支援する取組の推進 

・学校支援組織や「放課後子ども教室」などの取組を充実させ、保護者はもとより、
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地域住民の参画により子どもたちの学びを支援するための体制を、平成２９年度まで

にすべての小・中学校区に構築する。（下線部は、国の第２期計画における主な取組の一つでもある。） 

１５－２ 地域とともにある学校づくりの推進 

   ・保護者や地域住民の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校づくり」により

子どもが抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みづくりや、質の高い学校教育の実

現を図る。あわせて、「地域とともにある学校づくり」に必要な学校マネジメント力の

強化を図るため、管理職等に研修の機会を設ける。 

    学校と地域・社会や産業界等とが連携・協働した教育活動の充実が図られるよう、

「学校が望む支援」と「地域・社会や産業界等が提供できる支援」とのマッチングの

促進などの取組を推進する。 

１５－３ 学びの場を拠点にした地域コミュニティ形成の推進 

   ・公民館等の社会教育施設を拠点に、関係部局や関係機関が連携・協働しつつ、地域

の課題解決に向けた講座等の学習や地域活動の支援等を地域コミュニティの形成につ

なげていく取組を推進する。 

 

基本施策⑯ 豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実 

保護者は子の教育に第一義的責任を有しており、家庭教育は、基本的な生活習慣の習得、

自立心の育成、心身の調和のとれた発達などに大きな役割を担うものである。しかし、現

代の社会は、家庭環境の多様化や地域社会の変化により、家庭教育が困難な社会となって

いる。このような状況を踏まえ、家庭教育の自主性を尊重しつつも、基本施策⑮に掲げた

取組とあいまって、地域や学校をはじめとする豊かなつながりの中で家庭教育が行われる

よう、親子の育ちを応援する学習機会を充実するとともに、コミュニティの協働による家

庭教育支援を強化する。 

また、多様化する家庭が抱える様々な課題に対応した家庭教育支援の充実が図られるよ 

う、課題を抱える家庭への学校及び福祉等と連携した支援の仕組みづくりを推進する。 

 

【主な取組】  

１６－１ コミュニティの協働による家庭教育支援の推進 

・家庭教育の担い手である親の学びを応援するため、子育て経験者などの地域人材を

生かし、小学校等の地域の身近な場において、親が交流・相談できる拠点機能を整備

するなど、家庭教育支援体制の強化に向けた取組を促進する。 

さらに、公民館、図書館等の社会教育施設における学習機会の提供のみならず、Ｐ

ＴＡ等とも連携し、親とつながりやすい学校という場や、子育て支援センター等の多

様な場を活用した学習機会の拡大に向けて取り組む。加えて、乳幼児との触れ合いを

含む将来親になる中学生の子育て理解学習を推進する。 

 １６－２ 子どもから大人までの生活習慣づくりの推進 

   ・ＰＴＡ等と連携し、親・地域・企業等に、子どもの生活習慣づくりの重要性につい 

ての情報提供を行うとともに、生活の自己管理が可能になってくる中学生以上の世代 
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向けの啓発を実施する。 

５ 四つの基本的方向性を支える環境整備 

基本施策⑰ 良好で質の高い学びを実現する教育環境の整備 

 

【主な取組】  

１７－１ 良好で質の高い学校施設の整備 

１７－２ 教材等の教育環境の充実 

  ・平成２３年度に定められた国の教材整備指針に基づき教材の整備を計画的に推進する

とともに、観察・実験等の教育活動を充実させるために必要となる施設設備の整備

を図る。 

  ・教育用コンピュータ１台あたりの児童生徒数３．６人（国は、各学校に、①コンピュータ

教室４０台、②各普通教室１台、特別教室６台、③設置場所を限定しない可動式コンピュータ４０

台を整備することを目標として算出）、教材整備指針に基づく電子黒板・実物投影機の 

整備、超高速インターネット接続率及び無線ＬＡＮ整備率 100%、校務用コンピュー 

タ教員１人１台の整備を目指す。（国の第 2期計画での取組でもある） 

  ・平成２４年度からの「学校図書館図書整備 5か年計画」により、「学校図書館図書標 

準」の達成に向けた図書の整備や新聞の配備を促進するとともに、学校図書館担当 

職員の配置等により本と子どもをつなぐ人的体制の充実を図る。（国の 2期計画での取組

でもある。Ｈ27年 4月 5日現在、町内 3校とも図書標準は達成。新聞は大任中配置。学校図書館担

当職員は 3校ともに配置済み） 

 

基本施策⑱ 社会教育推進体制の強化 

 地域における学習活動を、活力あるコミュニティ形成と絆づくりをはじめとする課題 

に、より積極的に貢献できるものとすることが重要である。 

 このため、社会教育行政が、学校や家庭、まちづくり、福祉等の関係部局や民間団体、

大学等の地域の多様な主体と、より積極的に連携を仕掛け、地域住民も一体となって協働

して取組を進めていく「社会教育行政の再構築」を実施するための環境整備を図るととも

に、地域の学びを支える人材を育て、地域の学びの場をより質の高いものにするための取

組を推進する。 

 

【主な取組】  

１８－１ 社会教育推進体制の強化 

   ・社会教育行政が関係部局、大学等、民間団体、企業等の様々な主体と自ら積極的に

連携・協働しつつ、地域課題の課題解決に取り組んでいる先進的な市町村に学び、社

会教育推進体制を強化する。 
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