
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲 美 町 教 育 委 員 会 

 

平成２６年３月  



は じ め に 

 

 「これからの教育は、『ゆとり』でも『詰め込み』でもありません。次代を担う子ども

たちが、これからの社会において必要となる『生きる力』を身に付けてほしい。」と、

そのような思いで定められた今回の「学習指導要領」は、小学校では平成２３年度から、

中学校では平成２４年度から本格実施されています。 

 ところが、いじめ、虐待、体罰等々、子どもたちの心のみならず、命までも脅かす事

件が後を絶ちません。また、生徒による対教師暴力、指導不服従等、全国のニュースを

ピックアップしていると、なんとも悲惨な教育現場の一面が浮かび上がってきて、心が

重くなります。 

 一方、稲美町の教育現場に目をやると、明るくて素直で礼儀正しい児童生徒、協力的

な保護者、やる気に満ちた教師がほとんどです。今年度の全国学力・学習状況調査の結

果を見ても、教師や児童生徒の頑張りが見られると同時に、保護者や地域の方たちの良

好な子どもたちへのかかわりが見えてきます。 

 今回の「万葉の 心育む 豊かな稲美 未来へ羽ばたく 人づくり」という基本理念

は、稲美町教職員の応募をもとに、教育委員会まで交えて選んだもので、学校の先生方

の熱い思いが込められています。この理念のもと、人と人との絆を深め、夢と志を育む

教育に努めます。 

 いよいよ平成２６年度からは中学校給食が始まり、今まで以上に食育にも力を入れて

いきたいと思いますし、各教科のみならず、道徳教育、情報教育、環境教育等々、子ど

もたちに伝えたいこと、学ばせたいことは山ほどあります。 

 生涯学習面においても、幼児から高齢者まで、生涯を通じて、学びたい、運動したい

という意欲を鼓舞できるような環境を整え、生きがいのある充実した人生を過ごしてい

ただけることを願います。 

 過去５年間、第１次の「稲美町教育振興基本計画」に則って進めてきた教育を、今回

の第２次「稲美町教育振興基本計画」でさらに深化し、学校・家庭・地域・関係機関が

一体となって、子どもたちに「生きる力」を育むための教育を進めていきたいと思いま

す。 

 最後になりましたが、第１次の基本計画の策定よりご尽力いただきました、兵庫教育

大学教職大学院客員教授（元教授）の廣岡徹先生をはじめ、第１次の評価委員、今回第

２次の策定委員の方々、パブリックコメントをいただきました方々に心から感謝を申し

上げます。ありがとうございました。 

  

  平成２６年３月 

                   稲美町教育長  松 尾 哲 子 
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第第 １１ 部部   策策 定定 にに ああ たた っっ てて 

１ 策 定 の 趣 旨 

  平成１８年、新教育基本法が公布・施行された。同法第１７条第２項で「地方公共

団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教

育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるように努めなければならな

い。」と規定された。 

  兵庫県教育委員会においては、平成２１年度から２５年度までの５年間の基本的な

方向を示した「ひょうご教育創造プラン※１」を策定し、これまでの兵庫の教育の成果

と課題を踏まえ、なお一層教育を充実させるため取り組んできた。 

  これらの動きを受け、稲美町教育委員会では、国の計画と兵庫県の計画を踏まえ、

第１次基本計画を策定した。このたび第１次の対象期間終了を受け、本町の教育のさ

らなる振興のための基本的な方向性を示す第２次稲美町教育振興基本計画を策定す

るものとする。 

 

（１） 策定にあたって 

  第１次基本計画において、平成２１年から平成２５年までの５年間を通して、稲

美町のめざすべき教育の実現に向けて取り組んできた。続く第２次基本計画では、

第１次基本計画の点検評価に基づき、これからの稲美町の教育のあるべき姿を検

証・検討してきた。 

策定にあたっては学識経験者や教育関係者、住民代表からなる第２次稲美町教育

振興基本計画策定委員会を組織し、今後の稲美町の姿を創造すべく取り組んできた。 

  本計画の対象期間は、平成２６年度から次期策定期間までとし、進捗状況につい

ては、毎年の稲美町教育委員会点検評価において検証していく。 

また、次期の計画策定にあたっては、国及び兵庫県の計画との整合や時代の変化

等を踏まえて検討することとする。 

 

（２）計画の構成 

   計画は４部構成とし、第１部「策定にあたって」では、策定の趣旨と稲美町教育

の現状と課題について考察した。第２部「総論」では、基本理念から基本方針そし

て基本目標へと、これからの稲美町教育の向かう方向を踏まえた基本体系を構想し

た。第３部「各論」では、これまでの施策と事業をふり返り、これからの具体的取

り組みを計画していくこととした。第４部については、本計画の策定にあたり稲美

町教育委員会の資料を参考として掲載した。 

                                        

※１ ひょうご教育創造プラン・・・平成２１年６月に策定された兵庫県教育振興基本計画。 
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 （３）計画の内容 

   国や兵庫県の計画を踏まえつつ、稲美町における学校教育、社会教育、生涯教育

に係る教育行政の基本的な方針を示すとともに、学校園、家庭、地域、文化的施設

等との連携など社会全体で取り組むべき教育課題を示し、今後の具体的な基本計画

やあり方を提示する。 

 

 （４）策定までの経緯 

①第１回策定委員会 平成２５年８月２６日 

・計画策定の趣旨・国、県との整合性等、概要説明 

・計画骨子の提案 

（基本理念、基本方針、基本目標、重点事項、施策事業一覧等について協議） 

 

   ②第２回策定委員会 平成２５年１０月２日  

・第１回策定委員会のまとめと修正部分の説明 

・計画素案の提案 

（基本理念、施策事業内容等について協議） 

 

   ③第３回策定委員会 平成２５年１１月７日 

    ・第２回策定委員会のまとめと修正部分の説明 

・計画原案の提案 

（全体を通して協議） 

 

   ④パブリックコメント※１の募集 

    ・募集期間：平成２５年１１月１８日～１２月１７日 

    ・募集方法：稲美町ホームページ 

・応募数： ２人（３件） 

 

   ⑤第４回策定委員会 平成２６年１月８日 

・第３回策定委員会のまとめと修正部分の説明 

・計画案の提案 

     （パブリックコメントと全体を通して協議） 

 

                                       

※１ パブリックコメント・・・公的な機関が規則等を制定しようとするときに、広く公に意見・情報・

改革案などを求める手続き。 
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２ 稲 美 町 の 教 育 

 

（１）稲美町立学校・幼稚園の変遷 

 

   昭和３０年、加古、母里、天満の３村合併によって稲美町が誕生してから５０余

年が経過した。稲美町誕生当時、小学校は加古小学校、母里小学校、天満小学校の

３校、中学校は母里中学校と天満中学校の２校であった。加古小学校出身者は加古

川市加古郡稲美町組合立山手中学校（現加古川市立山手中学校）に通っていた。 

   昭和５０年、母里中学校、天満中学校が統合され、加古小学校卒業生を加えた稲

美町立稲美中学校が創立された。加古川市に通っていた加古小学校卒業生にとって

は念願の町立中学校入学となった。広い校地に３階建ての大きな体育館、白亜の美

しい校舎は当時人々の目を惹いた。 

   昭和５０年代に入ると、経済発展とともに都市近郊の通勤圏が拡がり、稲美町に

も宅地開発の波が押し寄せる。市街化地域を校区にもつ天満小学校の児童数はいつ

のまにか２，０００名を超えた。マンモス校を解消するため、昭和５５年、森安に

天満南小学校が開校、そして続けて昭和５７年、岡に天満東小学校が開校し、稲美

町に現在の５小学校が設立された。 

   昭和６０年、創立から１０年を経た稲美中学校を分離して、加古に稲美北中学校

が開校した。母里小学校と天満南小学校、天満東小学校出身者が稲美中学校へ、そ

して加古小学校と天満小学校出身者が稲美北中学校に通学することになった。 

   幼稚園については各小学校に隣接して町立加古、母里、天満の各幼稚園が設置さ

れていたが、昭和４８年に今の天満南幼稚園の前身である町立南幼稚園が開園した。

天満東幼稚園は天満東小学校創立の翌年に開園し、現在の５幼稚園となっている。 

 

＜稲美町制施行以後の稲美町立学校・幼稚園＞ 

年 代 学 校 ・ 幼 稚 園 の 設 立 

昭和３０年 

（町制施行） 

・加古･母里･天満の各村立幼稚園→稲美町立幼稚園（加古,母里,天満） 

・加古･母里･天満の各村立小学校→稲美町立小学校（加古,母里,天満） 

・母里･天満の各村立中学校→稲美町立中学校（母里,天満） 

昭和４８年 南幼稚園（昭和５７年に天満南幼稚園に改称） 

昭和５０年 稲美中学校（母里中学校･天満中学校･組合立山手中学校の一部統合） 

昭和５５年 天満南小学校（天満小学校から分離） 

昭和５７年 天満東小学校（天満小学校から分離） 

昭和５８年 天満東幼稚園（天満幼稚園から分離） 

昭和６０年 稲美北中学校（稲美中学校から分離） 
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（２）教育の現状と課題 

 

＜稲美町教育委員会が実施した近年の重点事業＞ 

  平成２２年度 特別支援教育指導補助員配置事業により特別支援教育への取組 

を強化 

ＩＣＴ専門員を教育課に配置し、学校のＩＣＴ化を推進 

理科おもしろ推進事業開始 （平成２４度年で終了） 

耐震工事完了 

  平成２３年度  児童生徒相談員事業開始 

                  幼稚園預かり保育事業開始 

  平成２４年度  児童生徒相談員事業を拡充し、生きる力を育むための小・中連携推 

進委員会を設置 

幼稚園に３５人学級の尐人数教育事業を開始 

学童保育の指定管理 

  平成２５年度 理科だいすき推進事業開始 

         心の教育充実事業を開始し、いじめの早期発見、早期対応、早期解 

消を図るため、心の教育アドバイザー※１を人権教育課に配置 

学校・家庭・地域連携協力推進委員会を設置 

 

①個性や能力を伸ばす教育の推進 

   

昭和２２年に教育基本法が制定されてから半世紀以上が経過し、この間に高度情報

化、グローバル化、尐子高齢化、都市化の進行、ライフスタイルの変容など、社会の

状況が大きく変化し、教育を取り巻く環境も大きく変わってきた。また、学校教育に

おいては全国的な傾向として、子どもたちの学ぶ意欲や学力・体力の低下、公共心の

欠如、いじめや不登校などの教育課題が顕在化してきた。 

  こうしたなか稲美町教育委員会では、「自立的に生きる力を培い、創造性を伸ばす

教育の推進」を教育の重点のひとつとして掲げ、個性や能力を伸ばす教育の推進に取

り組んでいるところである。平成１３年度には児童生徒一人一人の個性や能力の伸長

と基礎学力の向上に向けて新学習システムを導入し、複数担任制※２や尐人数授業※３

など弾力的な学習集団の編成を行ってきた。また、平成１６年度から開始した幼稚

園・小学校における英語活動も充実に向けて研究を進めている。平成１７年度には稲

美町教育委員会独自の小学校３年生までの３５人学級編制を実施した。さらに、平成

２１年度には小学校高学年における教科担任制の研究を始めた。さらに、小中学校の

教員が情報交換会や研修会を合同で実施するなど、小学校での学びが中学校へ円滑に

つながるよう小中連携に取り組んでいる。 

  これらのうち特に英語活動・英語教育は、国際理解教育の基盤の上に、小学校での
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学習が中学校に円滑に接続し、学んだことが中学校でうまく生かされ、子どもたちの

コミュニケーション能力の向上へとつながっていくよう、さらに研究を進めていく。

また、兵庫型教科担任制※４においても、教師の専門性を生かした質の高い授業づくり

やきめ細かな指導、中学校の教科担任制へのスムーズな移行など、小学校と中学校が

より一層連携して、中１ギャップ※５の解消へとつなげていきたい。 

平成２４年度には、稲美町生きる力を育むための小・中連携推進委員会を立ち上げ、

児童生徒の規範意識を高め、社会性を培い、安全で安心かつ質の高い学習環境の整備

を図るとともに、児童生徒の発達や学びの連続性を確保する教育の充実をめざす取組

を進めている。 

  平成２５年４月に実施した全国学力・学習状況調査によると、公表されている全国

及び兵庫県の結果と比較して、本町の小学６年生・中学３年生ともに現状は概ね良好

であった。しかし、本町の小中学生ともに「知識」に関するＡ問題に比べ、「活用」

に関するＢ問題にやや課題があることが明らかになった。生活習慣や学習習慣の調査

によると、朝早く起き朝食をしっかりと摂り、地域の行事に参加する児童生徒が多い。

一方、家庭学習や読書に取り組む時間はやや短く、課題となっている。学力と学習習

慣、生活習慣等との相関関係は高いので、今後も継続して家庭や地域との連携を深め、

基本的な学習習慣や生活習慣の定着に取り組む必要がある。 

  幼稚園教育では、従来から豊かな心の育成、基本的な生活習慣の形成、道徳性の涵

養などを柱として特色ある教育活動を行ってきた。また、「家庭教育学級※６」「ひよこ

学級※７」などの事業を通じ、地域の子育て意識や家庭の教育力向上に努めてきた。今

後はさらに、豊かな人間性や生きる力の基礎を培うために、幼稚園教育の内容の充実

とともに、幼小の連携推進と子育て支援の強化を図っていく必要がある。 

                                        

※１ 心の教育アドバイザー・・・平成２５年度より設置。いじめの解消などに向けて、地域の支援ネッ

トワークを築き、学校・関係機関と協力しながら支援していく教育や福祉の分野の専門家。 

※２ 複数担任制・・・新学習システムのひとつで、学級担任と新学習システム担当教員が協力指導によ

り、小学校低学年の学習指導及び生活指導の充実を図る取り組み。 

※３ 尐人数授業・・・新学習システムのひとつで、学習内容や児童の学力・学習状況に応じて、学年や

学級を効果的な尐人数学習集団に編成し、学力の確実な定着や個性の伸長を図る取り組み。 

※４ 兵庫型教科担任制・・・教科担任制と尐人数授業とを組み合わせた実践研究。中学校での学習への

円滑な接続を目的に、小学校５･６年生で実施している。 

※５ 中１ギャップ・・・小学校から中学校へ進学してきた子どもに起こる精神面や学習面での問題。具

体的には不登校を起こしたり、学校不適応から生活習慣が崩れたりする。 

※６ 家庭教育学級・・・人間形成に大きな影響を与える幼児期の家庭教育の必要性を見直し、親の教育

力を高めるための講座。 

※７ ひよこ学級・・・３歳児を中心とした未就園児に対する園庭等の開放。集団活動体験や在園児との

交流を行っている。 
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  ②心の教育の推進 

 

問題行動を起こす子どもたちの背景にはさまざまな要因があるが、一般的に問題

行動の原因として、忍耐力の欠如、情緒や社会性の未発達などが挙げられる。また、

最近の傾向として、問題行動に関係する子どもたちの低年齢化が大きな問題になっ

ている。物質的に豊かになっているが、生活体験や自然体験等の不足により、人間

関係が希薄化し、美しいものや自然に感動する心、思いやりの心などの弱まりも見

られる。 

稲美町教育委員会では、生きる力を育む教育の推進のため、心の教育を重視して

いる。これを受け、小中学校では道徳教育の充実に向けて、道徳教育推進教師を中

心に校内の指導体制を整備するとともに、道徳の時間での学びと道徳的実践の場で

ある体験を両輪として、調和のとれた道徳教育の充実に取り組んでいる。また、子

どもたちに道徳的な心情、判断力、実践意欲を養うために、家庭や地域と連携を図

りながら、集団生活の基本的マナー・ルールの習得、よりよい人間関係を育む指導

の充実に努めている。生徒指導では、町独自に心の教育アドバイザーを配置し、内

面的共感に基づく生徒指導を推進する「心の教育充実事業」を柱に、「いじめ対応

マニュアル」「不登校へのチャレンジ※１」を基にした研修会、会場校の教職員とと

もに事例研究を行う「心の健康サポート委員会※２」、児童生徒の発達や学びの連続

性を確保し、小学校と中学校の教師が連携して子どもを育む「生きる力を育むため

の小・中連携事業」など、地域の実態に応じた取組を行っている。また、子どもた

ちの内面に自己肯定感や成就感、さらには、規範意識などを育むことをねらいとし

て、小学校の「環境体験事業」「自然学校」、中学校の「トライやる・ウィーク」「ト

ライやるアクション」など発達段階に応じた体験活動も実施している。 

今後は、これらの取組を踏まえ、子どもたちに基本的な生活習慣や規範意識をし

っかりと身に付けさせるとともに、生命を尊重する心、自尊感情や他人への思いや

り、公共の精神などを養うなど、豊かな心を培う教育をさらに推進していく。特に

いじめや不登校については、小中学校の連携をさらに強化し、児童会・生徒会を活

用した「いじめ撲滅」への取組、また、「不登校へのチャレンジ」を活用した取組、

心の健康サポート委員会や適応指導教室の充実を図る。そして、心の教育の充実の

ため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家チームなど

と一体となって、児童生徒の心を支える教育を推進していかなければならない。  

また、子どもたちの心身の健全な成長と安全確保のため、学校と警察等の関係行

政機関、ボランティアをはじめ多くの地域の方々の協力のもと、さらなる取組の充

実を図っていく。 

                                           

 ※１ 不登校へのチャレンジ・・・稲美町における不登校の実態をまとめ、その対応や関係機関につい

ての紹介、また、不登校への取組事例等を掲載した不登校問題指導指針。 

※２ 心の健康サポート委員会・・・不登校の解決に向け、幼小中学校の連携を強化し、本人・保護者

への対応をそれぞれの年代でどのように行えばよいか等を協議する取組。                                                                                                                                           
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  ③高度情報化への対応 

 

稲美町の児童生徒の携帯電話の所持率は、平成２０年度以降上昇傾向にある。平

成２５年度は、小学校の高学年で２８．０％、中学生で５１．０％となり、電話や

メールの機能だけでなく、多機能型と呼ばれるパソコンの機能を備えた携帯電話が

急速に普及している。 

携帯電話を使う時のきまりを親子で決めている割合は増加しており、適切な使用

について家庭内での意識の高まりは見受けられるが、メール等を介した友だちとの

トラブルが発生したり、また、有害サイト等の制限に有効であるフィルタリングを

認知している児童生徒の利用率は６０％台だが、「知らない」と答えた割合は全体

児童生徒の６０～７０％と高く、保護者への啓発も今後さらに必要となる。きまり

の内容に関しては、「食事中の使用制限」と「有害サイトへのアクセス」に関する

ものが多くなっている。多機能になった分、無料の通話アプリケーションも入手し

やすく、常に連絡し合う使用方法が増えたり、有害サイトへの誘いも巧妙な手口と

なっている。２時間以上の長時間の使用に関しては、小学生では減尐しているが、

中学生では３０％台を超えており、情緒面への影響・健康被害・睡眠時間の減尐な

ど、心身ともに成長期に大きな影響を与えるため、より自制する自己管理が大切と

なる。 

知識基盤社会と言われる現代社会において、情報技術の著しい進展により、情報

教育を通して情報活用能力を身に付けさせることができるが、その反面、画面上の

疑似体験があたかも本物の体験であるかのような錯覚を起こしかねない状況にあ

る。そのため、豊かな体験活動を推進・充実させ、命の大切さや感動する豊かな心

の育成に努めていくことが求められている。 

今後は、情報化社会がより一層進むことが予想されるため、情報を適切に活用す

るために必要な基礎的知識や正しい活用技術を身につけさせることが重要となる。

そのためにも、家庭・学校での携帯電話の利用実態の把握や保護者等への理解促進

のための啓発、携帯電話に関する取扱いのルール・マナーの指導、人権教育の充実

等をさらに進め、子どもたちが自己判断できる力を身につけられるように、情報モ

ラル教育を推進していくことが必要である。 

＜所持率の変遷＞              （%）    ＜フィルタリングの利用＞       （%） 

 

＜家庭で使用時のきまりを決めている割合＞(%）    ＜使用時間：２時間以上＞       （%） 

    

 

        

 

（平成２０・２５年度 稲美町小中学校携帯電話アンケート調査結果より） 

 ２０年度 ２５年度 

小学校 5・6年 １６．１ ２８．０ 

中学校全学年 ３５．８ ５１．０ 

 ２０年度 ２５年度 

小学校 5・6年 ６３．３ ６１．５ 

中学校全学年 ５４．１ ６６．５ 

 ２０年度 ２５年度 

小学校 5・6年 １２．５ ９．６ 

中学校全学年 ３１．１ ３１．２ 

 ２０年度 ２５年度 

小学校 5・6年 ４７．２ ５２．８ 

中学校全学年 ４１．８ ５８．２ 
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④保護者と家庭状況      

 

経済発展にともない保護者のライフスタイルも大きく様変わりしてきている。稲

美町でもかつて大部分の家庭が農業に従事していた時代に比して、家族構成、生活

様式等大きな変化があった。そして社会が成熟化するなかで高度経済成長期までの

地域共同体的な価値観がしだいに薄れ、集団よりも個を重視する傾向が強まるなど、

多様な価値観をもった保護者が増えつつある。学校園においても保護者対応に費や

す時間は確実に増加している。個を強調する保護者の声と、集団としてのルールや

秩序を維持する学校園の間で、複雑な判断を迫られるケースが今後増加傾向に向か

うと予想される。一部ではあるが履き違えた個人主義の広がりは、家庭や地域の教

育力の低下、子どもたちの規範意識や学ぶ意欲にも影響を及ぼすものと考えられる。 

一方、非正規雇用の増加など就労形態の変化による収入の減少が子どもたちの家

庭状況に与える影響も少なくない。稲美町においても経済的二極化は例外ではなく、

就学援助や高校進学時の奨学金を必要とする家庭が増加したり、私立高校への進

学・通学を断念せざるを得ない子どもが増加する傾向が予想される。また、社会と

家庭の経済状況の悪化にともない、子どもたちに健全な勤労観・職業観が育ちにく

い状況も生まれてきている。 

小学校６年生と中学校３年生を対象とした全国学力・学習状況調査によると、「家

の人と学校での出来事について話をしていますか」という質問に対し、「している」、

「どちらかといえばしている」と回答した数値を合わせると、稲美町の小学校６年

生で６７．８％である。兵庫県平均や全国平均と比較して実に約１０％も低い数値

を示している。しかし、中学校３年生では、話をする数値が高くなっている。これ

は中学３年生の進路選択に際して、保護者との話し合いの場が増え、意見を参考に

していることが伺える。やはり困ったときに人生の経験者である保護者の意見は、

本人にとって一番よい道を選択する場合の支えとなるのだろう。小学校６年生にお

いても、中１ギャップが問題になっている今、家庭での会話の充実が必要である。 

 

＜家の人と学校での出来事について話をしていますか＞ 

 稲美町 兵庫県平均 全国平均 

小学校６年 ６７．８％ ７７．０％ ７６．５％ 

中学校３年 ７２．２％ ６７．６％ ６６．６％ 

（平成２５年度全国学力・学習状況調査結果より） 
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⑤人権教育の現状と課題 

    

国際化、情報化、少子・高齢化などが進展する社会において、人々の価値観や生

き方の多様化に伴い様々な課題が出てきている。基本的人権は憲法において保障さ

れているが、同和問題、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等の人権問題に

加えて、児童や高齢者への虐待、ＤＶ※１、インターネット等での人権侵害が大きな

社会問題となってきている。 

こうした中、国の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」※２に基づき、稲

美町でも平成１９年３月「稲美町人権教育及び人権啓発に関する基本計画」が制定

された。また「第５次稲美町総合計画」でも「人権を認めあう人づくり、まちづく

りの推進」を主要施策に掲げ、人権の尊重が社会の文化として根付いていくように、

一人一人が人権について正しく理解し、権利の行使に伴う責任を自覚するとともに、

お互いを認めあい、尊重しあい、共に生きる「共生社会」の実現をめざしてきた。 

   稲美町教育委員会では、稲美町人権・同和教育研究協議会、福祉・人権擁護等各

種団体と協力しながら、さまざまな機会を通じて人権啓発を推進し、人権課題の解

決に向けて取り組んでいる。 

学校教育では、道徳の時間を要として、全教育活動を通した人権教育の充実を図

っており、社会教育では、自治会を中心とする住民学習や小学生を対象とした学習

等を実施している。また、人権啓発冊子を作成して全戸配布し、家庭や学習会にお

いて人権について考える際の資料として活用している。 

しかしながら、アンケート等の結果※３などからさまざまな人権課題が完全には解

決されていないと言わざるを得ず、今後とも継続的・計画的に人権学習・人権啓発

に一人一人が取り組んでいく必要がある。 

そのため、人権を認めあう人づくり・まちづくりの推進に向けさまざまな人権課

題の解決をめざして、人権啓発活動を推進するとともに、児童生徒に対する人権教

育や地域における人権学習と交流を通じて、学校教育と社会教育とが相互に連携を

図りつつ住民の人権意識を高め、豊かな人権感覚を育んでいくことが大切である。 

 

                                        

※１ ＤＶ・・・同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のことである。近年では 

      ＤＶの概念は同居の有無を問わず元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もある。 

※２ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律・・・人権教育及び人権啓発に関する諸施策のより一 

   層の推進を図るために制定された。 

 ※３ アンケート等の結果・・・平成２０年３月人権に関する県民意識調査   
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⑥生涯学習の推進 

 

社会の変化が激しく、多様化が一層進行する状況であり、またグローバル化の進

展などにより、生涯を通じて町民一人一人の潜在能力を最大限伸ばすことのできる

社会の実現が求められている。 

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、人

生の第２ステージを歩もうとする人々が、これまでの人生での豊かな経験や知識・

技能を社会貢献に生かしていくことで、持続可能で活力ある社会を構築していく必

要がある。稲美町では「あたご大学」の活動が盛んであるが、一方で地域の文化を

受け継ぎ発展させ、さらに創造していくための中心的な役割を担っていく人材の育

成が求められている。 

町として対応すべき課題として、学習サービスの質の向上・保証、学習成果の評

価・活用、現代的・社会的課題への対応や学習機会の提供、学習活動を通じた地域

活動の推進などが挙げられる。施策を集中的に実施することによって、課題解決に

に取り組む必要がある。 

生きる喜びや感動をもたらし、豊かな心を育むために、町民一人一人が、その生

涯を通じて、その時々において生きがいを持ち、文化、芸術、スポーツ、教養など

の社会教育・生涯学習の場でさまざまな学びの機会を得ることが求められている。

平成４年に複合施設として誕生した「いなみ文化の森※１」を町民の芸術・文化交流

の場として活用し、昭和５８年開館の稲美町立郷土資料館においては、多くの町民

が気軽に立ち寄って、郷土の歴史や文化財への理解を深めてもらえるような取組の

充実を図っていく必要がある。 

スポーツは、健康を増進し人生を豊かにするとともに、明るく豊かで活力に満ち

た社会の形成に不可欠なものである。町民だれもがそれぞれの年齢や体力に応じて、

また地域において気軽にスポーツを楽しみ、人と人との絆を培い共に地域に生きる

喜びを広げる環境づくりをさらに推進することが重要である。スポーツクラブ２１

いなみやＮＰＯ法人体育協会・スポーツ推進委員会が密なる連携を図り、その役割

の明確化に取り組んでいく。また、町民だれもが幅広く豊かなスポーツライフを送

ることができるようにするとともに、利用者の視点に立って効果的かつ効率的な施

設運営に努めなければならない。 

   さらに、家庭教育では、家庭と地域や社会とのつながりをつくるとともに、親子

の育ちを一層支援していくことが必要となっている。それには、地域の多様な人材

の力を活用した家庭教育の支援の推進を進める必要がある。 

                                        

※１ いなみ文化の森・・・○□△の形を基本にデザインした３館複合施設。○型木造ドームの図書館、

□型で音楽専用ホールであるコスモホール、△型のとんがり屋根をもつふれあい交流館からなる。 
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＜社会教育施設利用状況＞ 

 ２０年度 ２４年度 ２５年度（２月末） 

学校開放施設利用者数 ６６，７９１人 ６６，３７５人 ４５，４１８人 

稲美町スポーツ施設利用者数 １７３，８６８人 １６２，７８９人 ９８，４０２人 

体育センタースポーツ教室参加者数 ２，２７８人 ７４０人 ６６９人 

水辺の里公園入園者数 ３１，２５２人 ３６，４５５人 ３４，５１０人 

文化会館利用者数 ３４，７２４人 ５３，１３４人 ４６，２６５人 

ふれあい交流館利用者数 ３８，０６８人 ５２，９８２人 ４９，９０２人 

図書館利用者数 ８２，９６１人 ９０，２６５人 ８２，０６５人 

（教育委員会調査より） 

 （注：平成２４年度は体育センター改修工事のため２カ月間休止） 
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第第２２部部   稲稲美美町町のの教教育育ののめめざざすす姿姿〔〔総総論論〕〕  

 

１ 基 本 理 念 

   第１部「策定にあたって」で述べた稲美町の教育の現状と課題を踏まえ、今後め

ざすべき教育の基本理念を示す。 

 

 

 

万葉の 心育む 豊かな稲美 未来へ羽ばたく 人づくり 

～人と人との絆を深め、夢と志を育む～ 

 

 

 

    万葉の昔から、先人たちが切り拓き、豊かに栄えてきたこの稲美の大地。そこに 

   は歌人が歌を詠み、みんなが愛した恵みあふれる自然があった。温暖な気候、広大 

     な大地に育まれ、人々は暮らしを営んできた。しかしそれは生活を守るため、水を 

     求めて奇跡の工事※１をやり遂げた、先人たちの闘いの上にあった。 

        第１次の基本理念にも読み込まれたその先人たちの心を受け継ぎ、さらに未来       

       へと大きく羽ばたいていく、そんな人づくりをめざしてこの基本理念を設定する。 

   この基本理念は、就学前の幼児から小中学校の児童生徒はもとより、一般社会人 

  までを含めた包括的な教育の振興をめざしている。子どもを中心とした人づくりと、 

  大人を念頭においた豊かな自己実現まで、稲美町に住むすべての人を対象に、長い 

  歴史の中で脈々と受け継がれてきた豊かな心をさらに育み、未来の自分の夢に向か 

  って力強く羽ばたいていく、そんな人づくりを進めていく。  

   基本理念のサブテーマには、この町で地域の人々に温かく見守られながら学び、 

  育ち、やがてここから立派に巣立っていく子どもたちの成長への願いが込められて 

  いる。 

   人と人との絆を深め、多くの人たちの中で、安心し、力を蓄え、自分の夢や志を 

  育んでいく。そして生涯を通じてふるさとを愛する心を持ち、広く社会に貢献でき 

  る人づくり、さらには地域で育つ子どもたちを支えて生きていく人づくり、それが、 

  この教育振興基本計画のめざすところとなっている。 

                                        

   ※１ 奇跡の工事・・・明治２４年水源に恵まれなかった当時、イギリス人技師パーマ-設計による日本初 

      のサイフォン橋を含む淡河川・山田川疎水の工事を行い、印南野の農業に重要な役割を果たした。 
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２ 基 本 方 針 

   基本理念に基づき、以下の３つの基本方針を定める。 

 

Ⅰ 社会を生き抜く人づくり 

 

社会が激しく変化し多様化が一層進む現代においては、社会を生き抜くために、

生涯にわたって自分に必要な知識や能力を身につけ、他者との関わり合いや生活の

中で応用し、実践できるような力が求められている。これらの能力や意欲、社会性、

規範意識などを、学校教育を中心に、家庭、地域において、さまざまな体験や機会

を通して身につけていくことが大切である。 

社会生活を積み重ねていく中で自己実現を図り、やがて自分に合ったそれぞれの

形で地域社会に貢献できる人を育てていくことを１つ目の基本方針とする。 

 

Ⅱ 未来へ向けての夢づくり 

 

子どもたちの夢と志を育てるため、学校・家庭・地域それぞれの教育力を有効に

生かし、基本的な生活習慣、健全な道徳心、確かな学力を培い、志を抱いて自らの

夢を実現させようとする姿勢を育むことが大切である。また、家庭の教育力を高め、

学校・家庭・地域の三者連携のもと、稲美町らしい、稲美町に適した一体感ある「い

なみの教育」づくりが必要である。 

これからの社会を担う人材の育成を目指して、未来へ向けて自分の夢に向かって

努力し続ける人の育成を２つ目の基本方針とする。 

 

Ⅲ 絆づくりと、活力ある社会づくり 

 

    さまざまな人々との関わりの中で、個人の社会性などが培われ、そのつながりや

支え合いの営みが、より暮らしやすい社会を創造していく。人間同士のつながりや

地域・家庭の結びつきを強め、それを大切にしていくことでお互いに明るく生きて

いく社会づくりが求められている。 

また、人権教育の観点からは、潜在する人権課題を見つめ直し、生き方や価値観

の多様性を認め、共に生きようとする心豊かな社会の実現をめざす。稲美町で暮ら

す人、働く人、学ぶ人がお互いを尊重し合い、温かい関係性を大切にしながら、心

の絆で結ばれた共生社会を形成していくことを３つ目の基本方針とする。 
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３ 基 本 目 標 

   ３つの基本方針のもと、６つの基本目標を掲げる。 

 

  

   幼児期から義務教育期まで、子どもたちの「生きる力」を育むために、発達段階

に応じた連続性のある教育の充実を図る。 

幼児期から、人や身近な環境に関わる力などを育み、義務教育期においては、確 

かな学力の向上を図るとともに、体験的な学習、読書活動の充実、豊かな人間性を 

育む教育や体力の向上に取り組み、夢と志を抱き、自己実現に向かうための力の育 

成に努める。 

 

 

   安全・安心をふまえ、教育の拠点となる学校園の連携を深め機能を見直すことが

求められている。社会のニーズと教育現場の状況を勘案しながら、言語活動の充実

など稲美町の特色ある教育の姿を展望していく。 

   教職員はもとより学校園に関わる家庭や地域の人々皆の努力で、誰もが安心して

成長することができる稲美町の教育の充実を図る。 

    

 

   学校園においては地域住民に教育活動への参画を求める機会が増えてきている。

教職員の力だけではなく、地域の教育力を活用した開かれた学校園づくりを進めて

いる。地域で子どもの学びを支援し、ふるさと稲美町を大切にする心を育て、地域

ぐるみで子どもを育成するとともに地域の教育力を引き上げる。  

    

 

   現代社会において人権をめぐる問題は多様化しており、これらの人権課題に的確

に対応できる人権教育の一層の推進が求められている。 

   人権文化あふれる社会づくりをめざして、学校と家庭、地域社会が連携し、人権

意識を高め、人権課題の解決に向けた実践力の育成を図る取組を推進する。  

    

 

   急激な社会変化に対応するため、生涯学習社会における学びの場を充実させると

ともに、その成果を適切に生かすことのできる地域社会を構築する。 

また、一人一人が個人として自立し、常にその能力を磨きながら、健康で充実し

た人生を実現できるよう、だれもが生涯にわたって学び、愉しみ、その成果を生か

して社会貢献や新たな挑戦のできる仕組みづくりを進める。 

    

    

   教育振興基本計画を効果的かつ着実に実施する観点から、各施策の進捗状況及び

具体的な成果を点検し、その結果を新たな取組に反映させていくことが不可欠であ

る。各施策の目的が達成されているかどうかを十分に評価した上で、教育の質の向

上、その他の施策など、今後の改善に繋げていく。 

 

基本目標１ 夢と志を育てる 

基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 

基本目標３ 地域とともに育てる 

基本目標４ 共生の心を育てる 

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 

基本目標６ 教育委員会の点検評価と教育の質の保証 
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稲美町教育振興基本計画体系表 

 

 

 

 

基本理念 

 

三 つ の 

基本方針 

 

Ⅰ 社会を生き抜く人づくり 

Ⅱ 未来へ向けての夢づくり 

Ⅲ 絆づくりと、活力ある社会づくり 

万葉の 心育む 豊かな稲美 未来へ羽ばたく 人づくり 

～人と人との絆を深め、夢と志を育む～ 

1  確かな学力の定着 

2  豊かな心の育み 

3  健やかな体の育成 

4  生き方の探求・社会の変化への 

対応 

5  読書活動の推進 

  

1  実践的な指導力の向上 

2  特色ある教育活動の展開 

3  安全・安心な教育環境の実現と 

安全教育の推進 
4  特別なニーズに対応した教育 

1  学校支援地域本部事業の充実 

2  「トライやる・ウィーク」の推進 

3  開かれた学校園づくり 

4  登下校の安全 

5  子育て支援 

1  学校園において園児児童生徒の 

人権感覚や人権課題を解決する 

力の育成 

2  地域における住民の人権学習の 

充実 

3  男女共同参画社会の推進 

4  心の教育の充実 

1  生涯学習実現のための基盤の整備 

2  生涯にわたるスポーツの推進 

3  家庭教育の推進 

4  芸術・文化の向上 

5  住民協働の推進 

基本目標１ 夢と志を育てる 

基本目標３ 地域とともに育てる 

基本目標４ 共生の心を育てる 

基本目標６ 教育委員会の点検評価と 

教育の質の保証 

基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 

基

本

目

標

に

関

わ

る

施

策 

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる

生涯学習を進める 

1  教育振興基本計画に基づく「いな

みの教育」づくり 

重点目標 
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基本目標１ 夢と志を育てる 

第第 ３３ 部部   主主 なな 施施 策策 とと 事事 業業 〔〔 各各 論論 〕〕  

 

 

 

 

 

１ 確かな学力の定着 

知識基盤型社会※１に対応する確かな学力を身に付け、児童生徒に基礎的・基本的な

知識・技能と、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・表現力等をバ

ランスよく伸ばしていくとともに、主体的に学習に取り組む態度を養うことが求めら

れている。 

また、学習指導要領の改訂内容や全国学力・学習状況調査※２の結果を踏まえ、指導

方法の工夫・改善に取り組み、尐人数指導や補充的な学習といった個に応じたきめ細

かな指導を一層充実する必要がある。 

 

 

【 重 点 事 項 】 

①学力の実態把握 ＜これまでの取組＞ 

 抽出調査で行われた全国学力・学習状況調査の結果を全

県的な視点から分析するとともに、調査結果について今ま

での結果と対比・分析し、児童生徒の実態を明らかにしな

がら指導に生かしてきた。 

＜これからの取組＞ 

引き続き、全国学力・学習状況調査の結果を全県的な視

点から分析し、児童生徒の実態を適切に把握する。また、

学力向上に向け、授業改善に活用するとともに、保護者と

の連携を進め、学力と相関関係が見られた学習習慣の確立

を継続して推進する。 

②基礎力・応用力の育成 ＜これまでの取組＞ 

授業の中で問題解決型の学習を多く取り入れるなど、思

考力・判断力・表現力を高める授業づくりを目標とし、校

内研究の推進はもとより「稲美町特色ある学校づくり研究

事業※３」等を通して、町内の学校が研究発表を行うなど、

成果の共有と交流を図った。 
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＜これからの取組＞ 

 児童生徒の発達や学びの連続性を確保する教育の充実

をめざし、小中学校が連携した取組となる校内研究、各教

科における言語活動や兵庫型教科担任制の教育効果を生

かした授業実践の推進を通して、基礎力・応用力の育成に

努める。また「稲美町特色ある学校づくり研究事業」を通

して、理数教育の充実をめざした多様な取組を推進してい

く。 

③さまざまな形態によ

る学習の推進 

＜これまでの取組＞ 

兵庫県から配置される加配教員や非常勤講師、稲美町教

育委員会派遣の特別支援教育指導補助員を有効に活用し、

さまざまな形態による学習指導の充実に努めてきた。 

＜これからの取組＞ 

 きめ細かな指導や多面的な児童生徒理解に基づく指導

を行うため、新学習システムを推進し、個に応じた教育を

一層充実させる。また、専門性を生かした学習指導や小学

校における教科担任制については、今後も引き続き、尐人

数学習集団の編成と組み合わせた兵庫型教科担任制の研

究を進め、より効果的な展開について検証する。 

 

《根拠法令等》 

 ・全国学力・学習状況調査に関する実施要項 

・稲美町特色ある学校づくり研究事業実施要項 

・新学習システムの推進に係る実施要項 

 

 

 

                                        

※１ 知識基盤型社会・・・新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域で

の活動の基盤として飛躍的に重要性を増す社会。 

※２ 全国学力・学習状況調査・・・文部科学省が小学校６年生全員と中学校３年生全員を対象に、全国

一斉に実施した調査で、学力だけでなく、生活に関する質問紙調査も同時に実施した。 

※３ 稲美町特色ある学校づくり研究事業・・・稲美町教育委員会の研究指定事業。各学校における独自

の研究を支援していくことを目的に、平成２１年度から始めた事業である。町内の他の学校に向け

て研究内容や成果などを発表する。  

基本目標１ 夢と志を育てる 
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２ 豊かな心の育み 

社会の変化に伴って、「社会生活上のルールを守るといった基本的な倫理観」の低下

が指摘されるなか、子どもたちに、道徳的な心情、判断力、実践への意欲と態度など

を養うためには、道徳教育の充実に向けて校内の指導体制を整備するとともに、学校

教育全体の中で子どもたち相互の人間関係や、教職員との信頼関係を築いていくこと

が重要である。 

さらに、家庭や地域との連携を図りながら、自然体験活動やボランティア活動等の

豊かな体験活動を通して児童生徒の内面に根ざした創意工夫ある指導を行うことが大

切である。 

  こうしたなか稲美町では、保育園、幼稚園、小学校、中学校を通して、発達段階に

応じた一連の体験活動に取り組んでおり、高い評価を受けている。 

 

 

 【 重 点 事 項 】 

①道徳教育の推進 ＜これまでの取組＞ 

子どもたちの規範意識や公共の精神など、道徳性を育

む観点から、指導方法・指導体制等に関する研究や教材

の開発に努めるとともに、体験活動を取り入れるなど、

実践に結びつく道徳教育の充実に取り組んできた。ま

た、教職員研修の一層の充実を図り、道徳教育への理解

を深め、個々の指導力の向上に努めてきた。 

＜これからの取組＞ 

引き続き、子どもたちの規範意識や公共の精神など、

道徳性を育む観点から、指導方法・指導体制等に関する

研究や教材の開発に努める。さらに教職員研修の一層の

充実を図り、道徳教育への理解を深め、個々の指導力の

向上に努める。 

また、道徳の授業公開を推進することで、学校・家庭・

地域社会が一体となって子どもを育てるという機運を

醸成する。 

②豊かな体験活動の実

施 

＜これまでの取組＞ 

地域人材をこれまで以上に活用し、地域でさまざまな

課題に取り組んでいる人々に学ぶなど、多様な体験活動

を通して、自然に対する畏敬の念や共に生きる心、感謝

の心などを育む取組を進めてきた。 

基本目標１ 夢と志を育てる 
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＜これからの取組＞ 

発達の段階に応じ、子どもたちの成長を長期的な視点

で捉え、体験活動を通じ、自然に対する畏敬の念や共に

生きる心、感謝の心などを育む取組を進める。また、体

験で培った学びをその後の生活や学習に生かす取組の

充実を図る。 

③心通わす生徒指導の

研究と実践 

 

 ＜これまでの取組＞ 

学校においては、子どもたちと向き合いながら教育相

談体制の充実を図ってきた。年２回開催の心の健康サポ

ート委員会では、医師やスクールカウンセラーなど専門

家と協力して事例検討会や研修会を実施することによ

り、教職員の教育相談能力や指導力の向上に努め、不登

校やいじめなどの問題に適切に対応できるよう取り組

んできた。また、再登校をめざして、適応指導教室にお

ける指導を充実させ、児童生徒の支援に努めてきた。

様々な体験活動において、試行錯誤の過程を通して自己

認識を深め、自尊感情を高めながら、社会的自立の基礎

を培ってきた。 

平成２３年度から児童生徒相談員を配置し、平成２４

年度からは「稲美町生きる力を育むための小・中連携推

進委員会」を立ち上げ、問題行動の解消を柱に、共通教

材（Ｑ－Ｕテスト※１）を導入し、問題行動等の早期発見、

学級経営の充実をめざした取組に努めてきた。 

 ＜これからの取組＞ 

 学校におけるいじめ、暴力行為等の問題行動や不登校

への対応として「心の専門家」であるスクールカウンセ

ラーを配置し、子どもの悩み等を積極的に受け止め、そ

のような状況に立ち至った子どもたちや家庭を支える

相談体制の充実に努める。また、事例検討会や研修会な

どを開催し、教職員の教育相談能力や指導力の向上に努

め、不登校やいじめなどの問題に適切に対応していく。

引き続き、再登校をめざして、適応指導教室における指

導をさらに充実させ、児童生徒の支援に努める。 

                                         

※１ Ｑ－Ｕテスト・・・学校生活意欲と学級満足度の２つの尺度と自由記述アンケートで構成。学級経 

   営のための有効な資料が得られ、いじめや不登校などの問題行動の予防と対策に活用できる。 
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３ 健やかな体の育成 

子どもたちが学校園で過ごすこの時期は、生涯を通じて健康で安全な生活を送るため

の基礎を培う大切な時期である。心身の調和のとれた発達を図るため、バランスのよい

食事をし、適度な運動を心がけるといった基本的な健康づくりはもちろん、深刻化して

いる精神的ストレスを要因とする子どもたちの健康問題についても、適切に対応するこ

とが必要である。このため、学校園の教育活動全体を通して、子どもの発達段階に応じ

た健康教育を推進しなければならない。体力は人間のあらゆる活動の源であり、健康な

生活を営む上でも、また、物事に取り組む意欲や気力といった精神面にも深く関わって

いる。将来を担う子どもたちの体力を向上させることは、きわめて重要なことである。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①体力向上への取組  ＜これまでの取組＞ 

幼稚園や小学校低学年のうちに運動の習慣化や「早

寝・早起き・朝ごはん」などの望ましい生活習慣の育成

を図るとともに、子どもたちが身体を動かすことの楽し

さやスポーツをする喜びを体験し、生涯にわたり積極的

に運動・スポーツに親しむ習慣や体力を養うことのでき

る取組を進めてきた。 

中学校の部活動では、「部活動月間練習計画表」等を

作成し、生徒の健康面にも配慮した、ゆとりある活動を

推進している。また、外部指導者の活用等により効果的

な活動を行っている。 

 ＜これからの取組＞ 

児童生徒に自己の体力や運動能力の状況を把握させ、

健康・安全を確保しながら、運動の特性や魅力にふれさ

せ、体育や運動の楽しさや喜びを味わわせることによ

り、基礎的・基本的な体力・運動能力の向上を図る。 

②食育の推進 ＜これまでの取組＞ 

関係機関と連携し食育の推進を図るとともに、幼稚園

と小中学校の教員が合同で研修会を実施し、理解を深め

た。また各学校園では、子どもたちが食について系統

的・計画的に学ぶことができるよう食育推進計画を作成

した。さらに安全な学校給食の実施に努め、地場産物を

取り入れるなど、献立内容の充実を図り、学校給食を生

きた教材として活用した指導を行ってきた。子どもたち

が心身ともに健やかに成長し、安心して学校生活を送る
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ことができるよう、家庭や地域社会とも連携しながら学

校の教育活動全体で食育と健康づくりを推進している。 

＜これからの取組＞ 

食育を組織的・計画的・継続的に進め、指導内容の充

実を図るため、教育活動全体を通して、「食育ハンドブ

ック※１」等の資料を活用し、授業等を実施する。また、

地域ボランティアの協力を得ながら食に関する体験教

育を展開するなど地域とも連携した活動を広げ、学校・

家庭・地域で子どもたちの食育に取り組む。 

③心身の健康づくり ＜これまでの取組＞ 

児童生徒の健康状況や発育状況について、実態把握に

努めながら、健康増進の啓発活動に取り組んできた。 

＜これからの取組＞ 

学校教育の円滑な実施を行うため、定期健康診断を適

切に行い、その結果等を活用して子どもたちの健康の保

持増進を図るなど、学校保健部会との連携を推進する。 

④部活動の推進  ＜これまでの取組＞ 

 平成２０年３月告示の中学校学習指導要領総則に明

記されたことを受け、指導計画の作成等に配慮しなが

ら、教育活動の一環として位置づけ取り組んできた。ま

た、外部の指導者については、稲美町教育委員会の３名

の部活動専門指導員※２や兵庫県教育委員会の１名の部

活動指導補助員を活用してきた。 

 ＜これからの取組＞ 

運動部・文化部とも個性の伸長を図り、友情を深め、

好ましい人間関係の育成に努めるとともに、保護者や地

域と連携し、ゆとりのある効果的な活動となるよう、外

部指導員等を活用した取組を行いながら部活動の充実

を図る。 

                                        

※１ 食育ハンドブック・・・新学習指導要領で、学校の教育活動全体で食育に取り組むことが明記され

たことを受け、平成２５年３月、兵庫県教育委員会が学校の取組を支援するために作成した。 

※２ 部活動専門指導員・・・専門的指導に困難をきたしている中学校の部活動を対象に、専門知識及び

技術を有し、生徒に対し適切な指導が出来る学校の教員以外の者で、当該中学校の校長が推薦した

者から教育長が任命した指導員。 
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４ 生き方の探求・社会の変化への対応 

 国際社会においては、子どもたちが日本人としての自覚を持ち、主体的に生きてい

く上で必要な資質や能力を育成することが大切である。また、我が国の歴史や文化、

伝統などに対する理解を深め、これらを愛する心を育成するとともに、広い視野を持

って異文化を理解し、異なる習慣や文化を持った人々と共に生きていくための資質や

能力を育成することも重要である。 

子どもたちが、社会人・職業人として自立していくためには、一人一人が望ましい

勤労観、職業観を身に付けることができるよう、職業に従事するために必要な知識、

技術、態度を修得させることを目的とした職業教育、望ましい勤労観、職業観を育て

るキャリア教育※１を充実させることが求められている。このため、子どもたちの発達

段階に応じて、学校の教育活動全体を通じた組織的・系統的なキャリア教育の充実に

取り組む必要がある。さらに、情報教育の体系的な推進のために、情報教育の目標と

系統性、情報活用能力を身に付けさせるための学習活動を柱とした取組が必要である。

そのためには、教員のＩＣＴ活用指導力の向上と学校におけるＩＣＴ環境整備が求め

られるとともに、学校においては、家庭・地域との連携に基づく情報モラル教育も必

要とされている。 

今後、環境適合型社会の実現に向けて、住民一人一人が環境に関心を持ち、責任と

役割を理解し、環境負荷の尐ないライフスタイルや社会経済活動に積極的に取り組む

ことが必要である。このため、多様な主体の参画と協働により、学校、企業、地域等、

日常生活のあらゆる場面で環境学習・教育を積極的に展開することが求められている。 

【 重 点 事 項 】 

①キャリア教育の推進 ＜これまでの取組＞ 

 地域人材やトライやる・ウィークを活用したり職業

講話などを開催したりし、人間としての在り方・生き

方という観点から、将来、社会の一員としての役割を

果たし、それぞれの個性、持ち味を発揮しながら、自

立して生きていくために必要な能力や態度を育成する

ことをめざすキャリア教育に、家庭や地域との連携の

もと取り組んできた。 

＜これからの取組＞ 

引き続き、地域人材やトライやる・ウィークを活用

したり、職業講話などを開催したりし、人間としての

在り方・生き方という観点から、キャリア教育に、家

庭や地域との連携のもと取り組んでいく。そして将来、

社会の一員としての役割を果たし、それぞれの個性、

持ち味を発揮しながら、自立して生きていくために必

要な能力や態度を育成することをめざす 
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②幼小中一貫した国際

理解教育 

＜これまでの取組＞ 

平成１６年度から、幼稚園と小学校１・２年生に月

１回程度、小学校３・４年生に月２回程度、小学校５・

６年生に週１時間の割合で、外国語指導講師を活用し

た外国語活動を実施してきた。中学校では、全学級に

週１時間の割合で国際理解のための英語授業を行って

きた。１１年間を見通した幼・小・中英語教育連携に

おける稲美町の特色ある教育をめざし推進してきた。 

＜これからの取組＞ 

幼稚園、小学校低学年のころから育ててきた国際感

覚の芽を、いかに伸ばしていくことができるかが大き

な課題となる。小学校と中学校、そしてときには幼稚

園まで交え、各年代で何をすべきか検証し、幼・小・

中の英語教育連携を稲美町の特色ある教育のひとつと

して、１１年間を見通した段階的な工夫、カリキュラ

ムの開発等を推進する。 

③情報教育の推進 ＜これまでの取組＞ 

小学校低学年時から発達段階に応じコンピュータに

親しみ、基本技術を習得するとともに、情報モラルに

ついても正しく学習し、これからの高度通信技術時代

に対応する力の基礎を養う取組を行ってきた。また、

スマートボード・電子黒板を配備し、教職員用パソコ

ンを一人一台配置して、業務負担の軽減を図った。運

用については、イントラネット環境の整備で教育系ネ

ットワークが構築されたことにより、情報セキュリテ

ィポリシーとホームページ作成ガイドラインを定め

て、個人情報の保護と各学校園での適切なホームペー

ジの運用に努めた。 

＜これからの取組＞ 

指導面については、小学校段階での「基本的な操作」

の確実な習得と、学校全体としての体系的な情報教育

の推進を主な柱とする。 

ＩＣＴの環境整備については、機器の更新時に見直

しを行い、業務改善、情報教育の充実、システム管理

を一層推進する。また、教員のＩＣＴ活用能力の重要

性に鑑み、定期的に効果的な研修を引き続き行い、校

務用システムについても順次検討を行う。 
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④環境教育の推進 ＜これまでの取組＞ 

学校では、環境に関する効果的な指導方法の工夫・

改善を図るとともに地域の人材・施設等の教育資源を

活用し、地域の特性を踏まえた環境教育を推進してき

た。希尐動植物の保全活動や環境適合型社会に向けた

ごみの発生抑制・リサイクル等の活動、また、小学校

３年生による稲作や野菜の栽培、自然観察等、校外で

の環境体験学習を年３回以上実施してきた。小学校５

年生では、自然とふれあう様々な体験活動を通して「生

きる力」を育成するための長期宿泊研修を行っている。 

＜これからの取組＞ 

引き続き学校では、環境に関する効果的な指導方法

の工夫・改善を図るとともに地域の人材・施設等の教

育資源を活用し、地域の特性を踏まえた環境教育を推

進していく。 

また、家庭・地域においては、子どもたちが学校で

培った基礎的な力を活用し、生活の在り方を見直して

いけるよう支援していく。 

 

《根拠法令等》 

・地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                         

※１ キャリア教育・・・子どもたちが社会の変化に対応し、主体的に自己の進路を選択・決定し、社会

人・職業人として自立していくことを目的とした教育。 
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５ 読書活動の推進 

 子どもにとって読書は、豊かな情操をはぐくみ、人格形成をしていく上で大きな役

割を担っている。読書を通じて、読解力や想像力、思考力、表現力等を養うとともに、

多くの知識を得たり、多様な文化を理解したりすることができる。子どもの読書活動

は、人生を豊かに生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものである。 

学校園では、幼児期に読書の楽しさを知り、生涯にわたって読書に親しみ、読書を

楽しむ習慣を形成するため、共感したり感動したりできる魅力的な本に接する機会を

与え、読書体験を通して、生涯にわたる読書習慣を形成していけるような環境を整備

し、適切な支援を行うことが重要である。 

家庭では、読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読んだり、図書館に出向いた

りするなど、工夫して子どもが読書に親しむきっかけを作ることが大切である。 

こうした観点から、子どもの読書活動の推進は社会全体の課題であり、学校・家庭・

地域が担うべき役割を果たしつつ取り組むことが重要である。 

 

 

【 重 点 事 項 】 

①学校園における読書

活動の充実 

＜これまでの取組＞ 

 町立図書館から各学校への図書館司書の派遣を受

け、図書ボランティアと協力して読書の楽しさを伝え

るため、読み聞かせをしたり、学校図書館内の環境整

備に取り組んだりしてきた。 

また、学校図書館の一層の活用を図り、自主的に読

書活動に取り組むことのできる環境づくりの推進に努

めてきた。 

＜これからの取組＞ 

引き続き、町立図書館や図書ボランティアと連携・

協力して、学校図書館内の環境整備の充実を図る。学

校図書館の活用、一斉読書の実施、辞書・新聞の活用

を推進し、知識の拡大や思考力の深化を図ることが大

切である。また、各学校園における読書活動の推進計

画のもと、幼児や児童生徒への読み聞かせ、ブックト

ークなどを実施し、読書の楽しさを伝え読書習慣を育

む。 

②家庭・地域における

読書活動の充実 

＜これまでの取組＞ 

家庭での読書の時間を確保するため、学校と家庭が

連携して家庭読書の習慣づくりを進めてきた。 

また、町立図書館では地域の人々にさまざまな情報
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を提供し、おはなし会や、絵本パフォーマンスなど、

季節・行事ごとの本の展示等、家庭や地域における読

書活動の充実に取り組んできた。 

＜これからの取組＞ 

「子ども読書の日」（４月２３日）を中心として、読

書に関心を持ち、積極的に読書活動を行うために、家

庭で兵庫版道徳副読本を読みあったり、定期的に家庭

読書の時間を設けたりして、家族で読書の習慣づけを

図る。 

また、図書館等を積極的に利用したり、ボランティ

アによる読み聞かせに触れる機会を増やしたりするな

ど地域の力を活用する。 
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基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 
  

 

 

１ 実践的な指導力の向上 

  子どもたちに質の高い教育を提供するとともに、さまざまな教育課題に適切に対応

するため、教職員の資質と実践的な指導力の向上が求められている。さらに平成２３

年度の小学校に続き、平成２４年度の中学校での新学習指導要領の全面実施を踏まえ、

「生きる力」を着実に育むため、学校園がそれぞれの役割を果たすとともに、１１年

間の発達や学びを確保する幼小中連携がますます重要となっている。 

各学校園の教育目標の達成に向けた取組や重点課題等の解決には、教職員一人一人

の自覚と日々の教育実践が必要である。そのためには、学校園としての組織的な取組

や教職員の資質向上につながる研修会等を実施し、子どもたちはもちろん保護者や住

民から寄せられる期待や信頼に応える努力をしていかなければならない。 

 

【 重 点 事 項 】 

①個に応じたきめ  

 細かな指導の充実  

＜これまでの取組＞ 

日々の活動を通して、豊かな感性、意欲、態度を培い、

「生きる力」の基礎を育成するとともに、集団生活を送る

ための基本的生活習慣の確立や道徳性の芽生えを大切に

した教育活動を実施してきた。 

＜これからの取組＞ 

尐人数授業や小学校高学年の「兵庫型教科担任制」等の

新学習システムを推進する。児童生徒の習熟の程度に応じ

た指導や補充的発展的な学習を取り入れた指導法等を充

実させる。また、幼稚園教育の充実をめざすため、家庭と

の連携を密にし、家庭教育の支援や家庭の力を生かした取

組や地域力を生かした活動を推進する。 

②幼小中連携による

教育  

＜これまでの取組＞ 

幼小連携では、基本的な生活習慣の定着や道徳性の育

成、そして「生きる力」の基盤の育成をめざす取組を進め

てきた。また、小中連携では、基本的な生活習慣の確立、

学力向上をめざした取組、そして校種別教員間での指導方

法の研究を行ってきた。平成２４年度には「稲美町生きる

力を育むための小・中連携推進委員会」を立ち上げ、問題

行動の解消を柱に、共通教材（Ｑ－Ｕテスト）を導入し、

問題行動等の早期発見、学級経営の充実をめざした取組に

努めてきた。 
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＜これからの取組＞ 

学力向上をめざした取組や多様化する問題行動等への

対応など、様々な教育課題の解消に向け、幼稚園から小・

中学校１１年間を見通した効果的な指導を行い、子どもた

ちに生きる力を培っていく。また、連携の内容として、幼

児児童生徒の交流、教員の交流を図るとともに、教育課程

の編成等についても創意工夫し、生活面と学習面において

恒常的に幼・小・中学校の連携を推進していく。 

③教職員の資質向上  ＜これまでの取組＞ 

小・中学校の学習指導要領や幼稚園教育要領の改訂内容

等を踏まえた研修を実施し、学校園の今日的課題に対応で

きる教職員の育成を図ってきた。教員免許更新制※１の周知

徹底や若手教職員の育成を図る取組も行ってきた。 

また、「稲美町特色ある学校づくり研究事業」では、ほ

とんどの町内園・小中学校教員が参加し資質向上に努めて

きた。 

＜これからの取組＞ 

各学校園がそれぞれの課題に沿って校園内研修会を実

施し、学級崩壊や体罰、ハラスメント等の今日的課題に対

応できる教職員の育成を図る。教員免許更新制も順調に推

移し、教員の研修面も深まっている。また、学校自己評価

における項目等を見直し、改善に向けたＰＤＣＡ※２サイク

ルを構築していく。 

 

《根拠法令等》 

・学習指導要領 

・新学習システムの推進に係る実施要項 

・稲美町生きる力を育むための小・中連携推進事業 

・幼稚園教育要領 

・学校教育法施行規則 

・稲美町特色ある学校づくり研究事業実施要項 

 

 

 

                                         

※１ 教員免許更新制・・・平成２１年度から始まった制度。教職員の資質向上をめざして、３０時間の

免許更新講習を指定された期間内に終了しなければならない制度。 

※２ ＰＤＣＡ・・・Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階のこと。 

基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 
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２ 特色ある教育活動の展開 

  教育活動を進めるにあたっては、各学校において児童生徒に生きる力を育むことを

めざし、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で、個性を生かす教育の

充実に努めなければならない。そこで、言語活動の充実など特色ある学校づくりのた

めには、幼小中の連携や教育課程の編成において各学校の児童生徒の実態に応じた創

意工夫を凝らすことが肝要である。これらの点を踏まえ、教職員が学校園の実態を把

握し、また学校評価※１から改善策を講じて、一人一人を生かすための教育課程を考え

ていかなければならない。 

 

【 重 点 事 項 】 

①特色ある活動の推進 

 

＜これまでの取組＞ 

各学校においては、平成２１年度から実施している「稲

美町特色ある学校づくり研究事業」の取組を参考にした

り、学校の実態に沿った教育課程を編成したりするなど、

特色ある活動を推進してきた。また、道徳教育や生徒指導

の充実など、特色ある活動についても研究を進めてきた。 

＜これからの取組＞ 

 平成２３年度の小学校に続き、平成２４年度の中学校で

の新学習指導要領の全面実施を踏まえ、「生きる力」を着

実に育むため、学校の実態に沿った教育課程を編成するな

ど、特色ある活動をさらに推進していく。また、各教科や

総合的な学習の時間等を活用し、新聞を教材として活用さ

せようというＮＩＥ※２の研究を通して、子どもたちの興

味・関心を引き出すとともに、情報を取捨選択し、分析す

る能力を養っていく。 

②教科指導力の向上 ＜これまでの取組＞ 

小中連携の一環として、中１ギャップの解決をめざし、

小学校６年生担当教員と中学校１年生担当教員との連携

を強化してきた。また、教科指導法等の研究においても連

携を図ってきた。 

基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 
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＜これからの取組＞ 

教科指導法の研究において、小中の連携をさらに強化す

る。 

また、各教科等における言語力の充実のために、新聞を

生きた教材とした教育（ＮＩＥ）を積極的に推進していく。 

③学校の点検と評価 ＜これまでの取組＞ 

 学校園の実態や地域の特色を踏まえ、評価項目の重点化

や実施方法の工夫等を図ってきた。評価者である学校関係

者評価委員が、客観的にしかも評価しやすいシートや分か

りやすい公表のための評価書のあり方等について研究を

行ってきた。 

＜これからの取組＞ 

 学校評価については、各学校園の実態や地域の特色を踏

まえ、評価項目の重点化や実施方法の工夫等を基に、全て

の学校園で活用し、その評価結果に沿ったＰＤＣＡサイク

ルにのっとり改善を図る。 

 

《根拠法令等》 

・学習指導要領 

・学校教育法施行規則 

・稲美町特色ある学校づくり研究事業実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

※１ 学校評価・・・学校の教職員の行う自己評価とその自己評価を検証する学校関係者評価がある。 

※２ ＮＩＥ（Newspaper in Education）・・・学校などで、新聞を教材にして活用すること。 

基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 
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３ 安全・安心な教育環境の実現と安全教育の推進  

学校施設は子どもの学習・生活の場であるとともに、東日本大震災では多くの施設

が避難所として機能したことから、その安全性の確保が極めて重要であることが改め

て認識された。このため、全国的に緊急性、即効性のある防災対策を講じる観点から、

既存施設の補強や改築等、地震から児童生徒等の生命・身体の安全を確保する耐震化

事業及び非構造部材※１の耐震対策等の防災対策事業を実施する。また、各学校の実態

に応じた災害対応マニュアルを整備していくことで、災害などの発生時に、より的確

に対応することができる。普段の学校生活においても防犯・安全対策の取組が必要で

ある。 

  現在、建築後２５年以上経過した学校施設が大部分を占め、安全面・機能面におい

て多くの課題を抱えていることから長寿命化対策を推進するとともに、インクルーシ

ブ教育システムの構築や尐人数学級の推進など、近年の教育内容・方法の変化に対応

した施設整備を行う。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①学校施設の改善と

充実  

＜これまでの取組＞ 

 これまで、大規模改造を計画的に行ってきた。構造体の

耐震化を優先事業として、平成２２年度末をもって新耐震

基準による耐震化は幼・小・中学校で全て完了した。 

＜これからの取組＞ 

 計画的な大規模改造事業の中で、非構造部材の耐震化を

進め、施設の長寿命化と併せてバリアフリー化などの実施

を図る。 

②防災教育の充実  ＜これまでの取組＞ 

 地震・風水害や火災を想定した避難訓練等を各学校園で

計画的に実施する中で、工夫・改善を行い、「災害対応マ

ニュアル」の点検・見直しにも努めてきた。また、防災教

育担当者を中心に防災教育の年間カリキュラムを作成し、

総合的な学習の時間等で指導をしてきた。さらに、スクー

ルカウンセラーを活用した研修会等を通して、教職員のカ

ウンセリング・マインドの向上を図り、ＰＴＳＤ※２への理

解とケアの実践力を高めてきた。 

基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 
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＜これからの取組＞ 

引き続き、地震・風水害や火災、不審者を想定した避難

訓練等を各学校園で計画的に実施し、訓練等の工夫・改善

を行う。また、訓練等を通して、「災害対応マニュアル」、

「不審者対応マニュアル」等の点検・見直しに努める。 

また、防災教育担当者を中心に、映像資料の活用や先進

的な地域の防災教育も取り入れながら更なる充実に努め

る。また、学校現場での避難所設営訓練や、スクールカウ

ンセラーを活用した研修会等を通して、教職員のカウンセ

リング・マインドの向上を図り、心に傷を受けた子どもた

ちの心の理解とケアの実践力を高める。 

③児童生徒の安全対

策の推進  

＜これまでの取組＞ 

 幼稚園にはカメラ付きインターホン、小学校には通用門 

にインターホンと防犯カメラ及び電磁錠、中学校には敷地 

内に防犯カメラと警告灯を設置し、不審者の侵入防止に努 

めてきた。また、学校施設や遊具などの点検を定期的に行 

い、児童生徒の安全対策を推進してきた。 

＜これからの取り組み＞ 

 学校の防犯対策については、引き続き設備等を使って行 

う。また、学校園内外の施設や遊具などの点検を定期的に 

行い、今後も児童生徒の安全対策を推進していく。 

 

《根拠法令等》 

・学校施設環境改善交付金交付要綱 

・学校保健安全法第２６条 

 

 

 

 

 

                                        

※１ 非構造部材・・・天井材・窓・外壁などの主体構造以外の部材。 

※２ ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）・・・命の危険を感じるような出来事によって心に加えられた

衝撃的な傷が元になり、様々なストレス障害を引き起こす疾患のこと。 

 

基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 
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４ 特別なニーズに対応した教育  

 全国的に見ても、特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒数は増加傾向に

ある。また近年、通常の学級に在籍するＬＤ（学習障害）※１、ＡＤＨＤ（注意欠陥／

多動性障害）※２、自閉症スペクトラム※３等の特別な支援を必要とする児童生徒に関す

る課題が取り上げられるようになってきた。「通常の学級に在籍する発達障害の可能

性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」（文部

科学省）においても、全般的な知的発達に遅れはないものの、学習面又は行動面で著

しい困難を示す児童生徒が全体の６．５％の割合で小中学校の通常学級に在籍してい

ると、具体的な数字をあげている。 

児童生徒一人一人の教育的ニーズ※４に応じた指導・支援を充実させるため、障害の

理解と啓発を進めるなど、関係機関と連携を図る体制の充実が必要である。  

【 重 点 事 項 】 

①特別支援教育の充実  ＜これまでの取組＞ 

特別支援教育コーディネーター※５が中心となり、担任

や指導補助員等と連携しながら特別な支援を必要とす

る子どもたちへの支援の充実を図ってきた。また、保護

者や関係機関と連携しながら「サポートファイル※６」の

作成と活用も進め、長期的な視点で一人一人の教育的ニ

ーズに応じた支援を行ってきた。さらにいなみ野特別支

援学校との連携を図り、教育相談体制を充実させてい

る。 

＜これからの取組＞ 

今後も、心身に障害のある幼児、児童及び生徒の障害

の種類や程度、特性等に応じて、就学指導を総合的かつ

適切に行うため、医療・福祉関係とも連携した就学指導

委員会を置き、就学に関する指導・支援を行っていく。  

また「ことばの教室」を開催し、幼児・児童一人一人

の実態に応じた言語活動及び保護者の教育支援を行う。

発達支援連絡会※７においては、福祉課と情報交換等を行

い、「サポートファイル」の作成・活用により、入園、

入学と同時に支援が行えるよう連携を行い、また、関係

機関と情報を共有することで就労を支援していく。 

②外国人児童生徒への

支援  

＜これまでの取組＞ 

「外国人児童生徒にかかわる教育指針※８」に基づき、

外国人児童生徒の自己実現が図れるように、教育相談な

どを通して個々の状況を把握し、一人一人の人権に配慮

した学級経営に努めるなど、支援してきた。 

基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 
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＜これからの取組＞ 

帰国・外国人児童生徒の個々の実態を踏まえた指導を

行い、誇りを持って過ごせる環境づくり、共に支え合う

集団づくりを行う。それぞれが育った国の言葉、文化、

生活習慣などの背景を理解し、外国人にかかわる差別や

偏見の不当性について認識を深めるための支援を行う。

自国の文化や伝統のすばらしさにふれたり、外国の文化

を学ぶ機会を設け、意見や立場の違う人々と協力できる

方法を探り出す力を育成する。 

 

《根拠法令等》 

・学校教育法 

・発達障害者支援法 

・外国人児童生徒にかかわる教育指針 

・子ども多文化共生サポーター設置要綱 

 

                                        

※１ ＬＤ（学習障害）・・・基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計

算する又は推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すも

の。 

※２ ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）・・・年齢あるいは発達に不釣合いな注意力、衝動性、多動性を

特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの。 

※３ 自閉症スペクトラム・・・重い自閉症からアスペルガー症候群まで、広汎性発達障害を連続的にと 

   らえた概念の名称。 

※４ 教育的ニーズ・・・園児・児童・生徒に対して、教育上必要である特別な支援内容（特別支援教育・ 

多文化共生など）。 

※５ 特別支援教育コーディネーター・・・児童生徒への適切な支援のために、関係機関・者間を連絡・

調整し、協同的に対応できるようにするための役割のこと。 

※６ サポートファイル・・・障害のある本人に関する障害の種別、生育歴、既往歴、指導歴等を保護者

が記入する。幼稚園・保育園、小学校、中学校と教育機関が移ったり、生活環境が変化したりして

も、支援者に正確な情報が伝わるように作成されたファイルのこと。 

※７ 発達支援連絡会・・・就園前の幼児、就学前の園児、児童の入学・就学・進級に際して、教育・保

健・福祉の実務者が協議を行う。 

※８ 外国人児童生徒にかかわる教育指針・・・平成１２年８月に兵庫県教育委員会が、外国人児童生徒

の人権にかかわる課題の解決に取り組むために策定された指針。 

基本目標２ 魅力ある学校園をつくる 
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基本目標３ 地域とともに育てる 
 

 

 

１ 学校支援地域本部事業の充実 

 学校支援地域本部事業は学校・家庭・地域が一体となって、学校が必要とする活動

について地域の方々をボランティアとして派遣し、地域ぐるみで子どもを育てる体制

を整えることが目的である。これまでの取組をさらに発展させて組織的なものにし、

より効果的な事業の推進を図っていく必要がある。 

また、地域住民がボランティアとして学校の教育活動に参画することで、生涯学習

の成果を生かす場が拡がり、自己実現やいきがいづくりに寄与するとともに、学校と

地域、地域と地域のつながりを強化し、地域の教育力の向上や活性化を図る。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①地域住民の授業参画 ＜これまでの取組＞ 

学校支援地域本部事業では、学習支援として総合的な

学習の時間や音楽・生活科を中心に、ゲストティーチャ

―を招いた取組を実施している。また、町単独事業であ

る「ふるさとの先輩事業」を通して、身近な先輩のキャ

リアにふれさせ、児童生徒に夢や憧れを与える取組も実

施している。 

＜これからの取組＞ 

これまでの成果をふまえ、今後とも学校支援地域本部

事業として継続し、保護者・地域住民のなかで、高い専

門性や優れたノウハウをもっている人を発掘し、ゲスト

ティーチャ―として招へいするとともに、オープンスク

ール等を活用し、広く住民への参加を促すなど、学校業

務支援や地域の教育力の活性化につなげる。 

②教育環境の整備 

 

 ＜これまでの取組＞ 

夏季休業中のＰＴＡ奉仕作業によって、年１回環境整

備をしてきた。また、学校からの要望で、技術を要する

校内の修繕、備品の修理、戸棚や椅子等の制作協力を得

てきた。 

＜これからの取組＞ 

今後も、学校支援地域本部事業において、学校から要

望があれば、校内の環境整備において、ボランティア活

動のコーディネートを進める。人材バンクの登録を増や 
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し、ボランティアの種類を増やしていく。 

ボランティアの作業にかかる負担等については、実行

委員会が対応する。 

③学校図書館の充実  ＜これまでの取組＞ 

主にＰＴＡの中から各学校に、学校図書館支援ボラン

ティアを募集して組織した。ボランティアにできるとこ

ろから計画的に作業をし、読み聞かせ等の活動も行い学

校の負担軽減を図った。 

また、町立図書館から学校へ司書の派遣を受け、学校

図書館運営の充実を図った。 

＜これからの取組＞ 

引き続き、各学校に学校図書館支援ボランティアを、

主にＰＴＡの中から募集する。ボランティアにできると

ころから定期的に作業を依頼し、学校の負担軽減を図

る。読み聞かせも練習し、その活動のひとつにする。 

また、町立図書館から資料支援はもちろんのこと、今

まで蓄積したスキルやノウハウ、新しい情報や知識を学

校図書館の運営に役立てていく。 

④教育活動の支援  ＜これまでの取組＞ 

自己学習支援、環境整備、登下校や校外活動での見守

り、部活動指導等さまざまな分野で幅広くボランティア

を登録した。 

＜これからの取組＞ 

地域住民やＰＴＡ会員など、広くボランティア登録を

募る。 

 また、学校支援ボランティア養成講座を開催し、これ

からボランティアを始めたい人が、円滑に活動できるよ

うにしたり、現在ボランティアをされている方の資質向

上を図ったりする。 

 

《根拠法令等》 

・稲美町学校・家庭・地域の連携協力推進委員会設置要綱 

基本目標３ 地域とともに育てる 
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２ 「トライやる・ウィーク」の推進 

「トライやる・ウィーク」は、中学校２年生が事業所や地域ボランティアの人たち

の協力を得て、地域を学びの場に、生徒の主体性を尊重したさまざまな体験活動を通

して、自ら学び、考え、体得しながら自分なりの生き方を見つけられるよう支援して

いく活動である。また、子どもたちが「生きる力」を身に付け、さまざまな課題を乗

り越えていくたくましさを持ち、社会人・職業人として自立していくための進路学習

としての側面も求められている。したがって、地域や企業・事業者と連携しながら望

ましい勤労観・職業観を育むキャリア教育の視点も踏まえ、マンネリ化することなく

「トライやる・ウィーク」への取組の充実を図っていく。 

   

 【 重 点 事 項 】 

①地域住民の参画 ＜これまでの取組＞ 

「トライやる・ウィーク」推進事業の円滑な実施を図

るため、地域、保護者の代表が中心となって構成された

稲美町「トライやる・ウィーク」推進協議会と、各中学

校区「トライやる・ウィーク」推進委員会を設置した。 

多くの事業所に「トライやる・ウィーク」の意義を理

解してもらい、平成２４年度は１５０ヶ所もの事業所の

バンク登録により、中学生が体験活動事業に積極的に関

わりを得ることができた。 

この活動を通して、地域の子どもは地域で育てていく

という子育ての理念をより多くの人たちに広めていく

ことができた。 

＜これからの取組＞ 

今後も事業所や地域ボランティアの理解と協力のも

と、「トライやる・ウィーク」推進事業の一層の充実を

図る。そしてこの活動を通して、地域の子どもは地域で

育てていくという子育ての理念をより多くの人たちに

広めていく。 

②トライやる・ウィーク

の活用 

＜これまでの取組＞ 

「トライやる・ウィーク」を体験した生徒の多くは、

仕事の厳しさ、あいさつやマナー・人と人とのつながり

の大切さなどを学んできた。こうしたことは、その後の

学校生活にもプラスに働いている。また、自分が誰かに

支えられている事を実感し、感謝の気持ちを家族や自分

の周囲の人たちに持つようになった生徒も多い。 

基本目標３ 地域とともに育てる 
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＜これからの取組＞ 

「トライやる・ウィーク」実施の背景や趣旨を再確認

するとともに、生徒や関係者がともに語り合えるような

場を設定するなど、一人一人の社会的自立に向けた取組

へと発展させていく。 

また、体験を通して生徒が実感した働くことの大切

さ、厳しさ、楽しさなどから、自分の進路や生き方につ

いて考えさせるなど、生徒の進路意識を高めていくため

の事後指導の充実に努める。 

③学びの成果の活用 ＜これまでの取組＞ 

「トライやる・ウィーク」推進事業で培われた地域の

教育力を活用し、地域の後継者である生徒が継続的に地

域のよさやふるさとの恵みにふれることができた。 

休日や長期休業日等を利用して地域の既存の行事の

一部を企画運営したり、「トライやる・ウィーク」での

体験活動を継続的に実施したりする地域に活かす「トラ

イやる」アクション※１に取り組んできた。 

また、体験を通して生徒が実感した働くことの大切

さ、厳しさ、楽しさなどから、自分の進路や生き方につ

いて考えさせるなど、生徒の進路意識を高めていくため

の事後指導の充実を図ってきた。  

＜これからの取組＞ 

幼稚園での焼き芋大会や児童館の祭り、地域の運動会

に参画するなど、「トライやる」アクションの取組も徐々

に広まってきたが、地域の協力と理解を継続的に得るこ

とにより、更に成果の充実を図る。 

 

《根拠法令等》 

・地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」実施要項 

・地域に活かす「トライやる」アクション実施要項 

 

                                       

※１ 地域に活かす「トライやる」アクション・・・地域の後継者である生徒が地域のよさやふるさとの

恵みにふれることができるよう、休日や長期休業日等を利用して地域の既存の行事の一部を企画運

営したり、「トライやる・ウィーク」での体験活動を継続的に実施したりする取組。 

基本目標３ 地域とともに育てる 
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３ 開かれた学校園づくり 

保・幼・小・中学校が保護者や地域住民の意見や要望を的確に反映させ、家庭や地域

社会と連携協力することが、近年一層求められている。 

そのような中、地域に開かれた信頼される学校園を実現するため、学校園便りの発行

や、学校園ホームページの定期的な更新、またオープンスクールの実施など、広く保護

者等に対して教育活動その他、学校園運営の状況について積極的に情報提供をし、理解

を得る必要がある。 

また、学校関係者評価の実施など学校評価において保護者や地域住民等の意向を踏ま

えるとともに、評価結果の公表をはじめ、学校園が教育活動その他の学校園運営の状況

に関する情報を積極的に提供する。 

こうした取組を通して、ＰＴＡとの連携やふるさと教育の推進などを積極的に行 

い、開かれた学校園づくりを一層推進していく必要がある。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①オープンスクールの 

充実 

＜これまでの取組＞ 

広く地域住民に学校園を公開し、住民視点の意見や感

想を求めるとともに、公開講座等いっしょに学ぶことが

できる授業を設けるなど、住民が参加しやすいスタイル

に取り組んできた。 

＜これからの取組＞ 

さらに保護者や地域の人々はもちろん、学校園は、園

児児童に教育活動を公開し、各学校園の魅力・特色等に

ついての情報発信に努める。 

②地域への情報発信 ＜これまでの取組＞ 

学校園便りの発行や、学校園ホームページを活用して

学校行事を中心とした情報を発信するとともに、学校自

己評価のみならず、学校評議員等による学校関係者評価

を公開してきた。 

＜これからの取組＞ 

学校園便りの発行やホームページの定期的な更新等

により、学校園の運営に関する新しい情報の提供に努め

ていく。また、ＰＤＣＡという一連の活動による学校園

運営の改善、地域と連携した教育活動の展開等により、

学校評価を充実させ、結果を広く公表し、開かれた学校

園づくりをさらに推進する。 

基本目標３ 地域とともに育てる 
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③ふるさと教育の推進  ＜これまでの取組＞ 

 生まれ育った稲美町をより深く理解させていくため、

「ふるさとの先輩事業」等を通じて、各界で活躍する地

元出身者からさまざまな体験を聞いたり、世代を超えた

地域での交流行事を実施したりするなど、地域ぐるみで

伝統文化や伝統芸能の振興を図ってきた。これらの取組

を通じて、子どもたちの夢や希望を育み、ふるさとへの

愛着心も育ててきた。 

 ＜これからの取組＞ 

ふるさと教育の推進を通し、生まれ育った稲美町の歴

史、伝統、文化に対する関心や理解を深める。さらに、

それらを尊重し、地域を愛する態度を育て地域の一員と

しての自覚を高めるとともに、児童生徒と地域とのつな

がりを深めていく。 

④地域行事への参加  ＜これまでの取組＞ 

毎年校区まちづくり委員会※１の主催する「ウオーキン

グ」や「スポーツ大会」等の校区行事や、「稲美ふれあ

いまつり」や「いなみ大池まつり」などの町主催行事に

たくさんの子どもや大人が参加してきた。 

また、祭礼や子ども会等各種団体の行事など、自治会

を中心として地域とのつながりを大切にしてきた。 

 ＜これからの取組＞ 

校区まちづくり委員会等の主催する校区行事や地域

のスポーツ大会にも積極的な参加を促し、ふるさと稲美

町を大切にする心を育てる。 

⑤地域人材の活用 ＜これまでの取組＞ 

「ふるさとの先輩事業」や「学校支援地域本部事業」

を活用し、さまざまな分野で学校支援体制ができつつあ

る。 

＜これからの取組＞ 

「ふるさとの先輩事業」や「学校支援地域本部事業」

を活用して、さまざまな分野での人材の獲得と学校支援

の枠組みを増やしていく。 

⑥ＰＴＡとの連携  ＜これまでの取組＞ 

各学校園の状況に応じたＰＴＡ研修会や行事等の実

施、並びに家庭教育に関する啓発活動が、各単位ＰＴＡ

で実施されている。 

基本目標３ 地域とともに育てる 
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 ＜これからの取組＞ 

 連合ＰＴＡ及び各学校園の単位ＰＴＡが、家庭の教育

力や子育て等に焦点をあてた研修会の開催や、ＰＴＡと

学校が連携した教育活動ができるよう支援を行う。 

⑦学校運営の改善  ＜これまでの取組＞ 

各学校園とも学校評議員会や学校関係者委員会を定

期的に開催し、学校運営の改善等に生かすべく取り組ん

できた。 

 ＜これからの取組＞ 

 学校評価については、各学校園の実態や地域の特色を

踏まえ、評価項目の重点化や実施方法の工夫などを行

い、その評価結果を基にＰＤＣＡサイクルにのっとり改

善を図る。 

 

《根拠法令等》 

 ・ふるさとの先輩事業実施要綱 

・稲美町学校支援地域本部事業実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                                          

※１ 校区まちづくり委員会・・・こころ豊かなまちづくり（生涯学習）にかかわる事業を総合的・効果 

的に推進するため、各小学校区に設置された委員会。 

基本目標３ 地域とともに育てる 
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４ 登下校の安全 

 子どもたちの登下校の安全確保が問題になっている。通学路等における安全確保を

図るため、学校と地域のボランティア、関係機関が連携し、地域ぐるみで子どもの安

全を見守る体制をさらに整備していく必要がある。 

また、教職員の一層の危機管理意識の向上のもと、実践的な安全教育の充実を図っ

ていかなければならない。 

【 重 点 事 項 】 

①地域ボランティアと

の連携 

＜これまでの取組＞ 

学校の通学路における安全確保を図るため、関係機関

と連携して危険箇所を把握し、子どもたちの安全を見守

る体制の整備を進めてきた。 

「子どもを守る１１０番の家」等の避難場所を周知す

るとともに、児童生徒が自ら危機を予測し常に的確な判

断のもと安全に行動できるよう、万一の事態に即した対

処法など発達段階に応じた安全教育に取り組んできた。 

＜これからの取組＞ 

通学路の安全点検を定期的に行い、危険個所等に関す

る情報を学校間や家庭・地域と共有する。   

児童生徒が危機を予測し、常に的確な判断のもと安全

に行動できるよう、万一の事態に即した対処法など、発

達段階に応じた安全教育を推進する。 

②通学路の安全対策 

 

 

 

 

 

＜これまでの取組＞ 

各地区の交通状況を確認し、町内２２箇所に稲美町交

通安全指導員を配置し、子どもたちの安全に配慮してき

た。また、各校で行われている交通安全教室に協力する

とともに、研修会を行って交通安全指導員としての資質

向上を図ってきた。 

また平成２４年４月の亀岡での事故を受け通学路の危

険箇所の緊急合同点検を関係機関と連携のもと行った。 

＜これからの取組＞ 

通学路の安全点検を定期的に行い、危険箇所等に関す

る情報を学校や家庭・地域と共有する。   

また、緊急合同点検における危険箇所を関係部局と協

議し、順次整備していくように努める。 

《根拠法令等》 

・稲美町交通安全指導員設置及び運営要綱                              

基本目標３ 地域とともに育てる 

基本目標３ 地域とともに育てる  
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５ 子育て支援 

 少子化、核家族化など子育てをする家庭の環境が変化してきている。そんな中、子

育てに不安を抱いている親が増えている傾向にある。 

そこで、保育園の預かり保育の延長や一時預かり事業の実施、幼稚園の預かり保育

や学校施設の一部を活用した放課後子どもプラン※１の充実をめざす。また、ＰＴＡ活

動の一環としての家庭教育力の向上策や地域における児童生徒の見守りなど、人的・

物的資源を活用した総合的な取組が必要とされる。まさに地域ぐるみで子育て支援を

していくことが重要である。 

   

 【 重 点 事 項 】     

①放課後子どもプラン

の推進 

＜これまでの取組＞ 

子ども教室は、核家族化や地域の連帯意識の希薄化な

どにより、子どもが集団で交流する機会が少なくなって

いるという社会的課題に対応するため、余裕教室を利用

し、地域の人々の協力を得て、子どもの基本的な社会性、

自主性、創造性を養うことを目的とし開設してきた。 

児童クラブは、保護者が働いている間、子どもたちに、

家庭に代わる生活の場を確保するために、町が募集から

保育、施設管理まで一貫した責任体制のもと、公設で運

営してきた。 

＜これからの取組＞ 

子ども教室は、より定着するよう、多くのボランティ

アに参加してもらい、一層の充実を図る。 

児童クラブは、放課後の子どもの生活の場を提供する

とともに、心身ともに健やかに育成する施設として一定

の質の確保を保持していく。 

②教育課程時間終了後

の教育活動 

＜これまでの取組＞ 

 園児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子

育てを支援する目的で、平成２３年度より保護者が希望

する園児を対象に１６時まで、稲美町預かり保育事業を

実施している。 

＜これからの取組＞ 

幼児期にふさわしい多様な体験ができる活動、保護者

が幼稚園と共に幼児を育てるという意識を高めること

ができる取組等も工夫し、更に充実した事業に発展させ

ていく。 

基本目標３ 地域とともに育てる 
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③地域の教育センター

の機能充実 

 ＜これまでの取組＞ 

月２～３回の割合で未就園の子どもとその親を対象

に、ひよこ学級を開いている。遊戯室や園庭を開放した

り、運動会や七夕会等の園行事に参加を得たりするなど

親子の遊びの場や仲間づくりの場を提供してきた。 

＜これからの取組＞ 

ひよこ学級の機会を利用して、保護者向けに３歳児ま

でのしつけについて話し合う。また、子育て相談を実施

するとともに、同年代の子どもをもつ親同士の絆づくり

を積極的に進めていく。 

④学校園・家庭・地域の

連携 

 ＜これまでの取組＞ 

 家庭教育学級は、各幼稚園で講演会や親子のふれあい

行事等を実施し、保護者の教育力の向上に寄与した。ま

た、家庭教育シンポジウムを開催し、「家族の絆を考え

る」をテーマーに４人のパネラーによるパネルディスカ

ッションを行い、家庭教育の重要性を見直す一助となっ

た。 

異年齢・異世代交流を図ることを目的としたスポーツ

大会、交流餅つき大会、三世代交流運動会等を開催する

異世代交流いなみネット事業に取り組んできた。 

 ＜これからの取組＞ 

現代社会における家庭教育の役割は重要であり、子ど

もに与える影響も多大である。家庭と地域が連携して、

子育てを応援するため講演会等を実施し、家庭教育力の

向上を図っていく。 

また、地域の多様な人材の力を活用した家庭教育支援

などに取り組み、親子の育ちを一層支援していく。 

 《根拠法令等》 

 ・幼稚園教育要領 

 

 

 

 

                                        

※１ 放課後子どもプラン・・・放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、文

部科学省の放課後子ども教室と厚生労働省の学童保育を一体的に捉えた連携事業。 

基本目標３ 地域とともに育てる 
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基本目標４ 共生の心を育てる 
 

 

 

１ 学校園において園児児童生徒の人権感覚や人権課題を解決する力の育成 

 一人一人の園児・児童生徒がその発達段階に応じて、人権の意義や重要性につい

て理解し、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができるようになる

ことが大切である。そして様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとと

もに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるように取り組んでいく。 

各学校園では、このような考え方を基本としつつ、園児児童生徒や学校園の実態等

に応じて、主体的に取り組もうとする意欲や態度の育成を図っていく。そして学校・

家庭・地域と連携しながら、人権教育を総合的に推進する。 

 【 重 点 事 項 】 

①道徳の時間を中心と

した全領域での人権

教育の推進 

＜これまでの取組＞ 

全領域で人権教育を推進するとともに、国の「人権教

育の指導方法等の在り方について※１」を活用し、学校と

しての組織的な取組とその点検・評価を行った。また家

庭・地域・関係機関や校種間の連携を図ってきた。 

＜これからの取組＞ 

道徳の時間を要として、人権教育の目標である、自他

のよさを認め合い、共感的理解を育むことや、自己表現

できる力やコミュニケーション能力を育成したりする

ことなどを、園児児童生徒の発達段階に応じ、教育活動

全体を通じて推進していく。 

②人権教材の効果的な

活用 

 ＜これまでの取組＞ 

副読本等の人権教材を道徳の時間を中心に活用して

学習してきた。また、総合的な学習の時間や特別活動な

ど、全領域を通して人権教育を実施してきた。 

＜これからの取組＞ 

兵庫版道徳教育副読本や｢ほほえみ｣｢きらめき｣※２｢い

じめを許さない人権教育教材｣など、副読本等の人権教

材を効果的に活用し、すべての園児児童生徒が、さまざ

まな体験活動や交流を通して人権尊重の意義や重要性

を理解し、命の大切さや自他に対する肯定的な態度と

「共生社会」の実現に向けて主体的に取り組む実践力を

育成していく。 
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③多文化共生教育の充

実 

 ＜これまでの取組＞ 

「外国人児童生徒にかかわる教育指針※３」に基づき、

外国人児童生徒が民族的自覚と誇りを持ち、自己実現を

図ることができるように努めてきた。また、すべての児

童生徒に外国人に対する偏見や差別の不当性について

認識を深めさせるとともに、あらゆる偏見や差別をなく

していこうとする意欲や態度を身につけさせるよう取

り組んできた。 

＜これからの取組＞ 

「外国人児童生徒にかかわる教育指針」に基づき、多

文化共生の視点に立って、外国人児童生徒の自己実現を

図ることを支援するとともに、すべての児童生徒に互い

を尊重しあい､多用な文化的背景をもつ外国人児童生徒

と共に生きていくための態度や意欲の育成を図ってい

く。 

 

《根拠法令等》 

・兵庫県教育委員会人権教育基本方針 

・人権教育の指導方法等の在り方について（第三次とりまとめ） 

 ・外国人児童生徒にかかわる教育指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                       

※１ 人権教育の指導方法等の在り方について・・・平成２０年３月に人権教育の指導方法等に関する調

査研究会議がとりまとめた学校教育における人権教育の在り方。 

※２ 「ほほえみ」「きらめき」・・・兵庫県教育委員会が作成した人権教育資料。小学校用「ほほえみ」、

中学校用「きらめき」がある。 

※３ 外国人児童生徒にかかわる教育指針・・・平成１２年８月に兵庫県教育委員会が、外国人児童生徒

の人権にかかわる課題の解決に取り組むために策定された指針。 

基本目標４ 共生の心を育てる 
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２ 地域における住民の人権学習の充実 

 「人権教育基本方針」※１を基本として、人権教育を生涯学習体系に位置づけ、人権

に対する具体的な課題に即しつつ、さまざまな学習情報・教材の提供を行い、学習機

会の拡充を図るなど住民主体の学習活動を行っていく。   

人権学習を通して、町民の人権感覚を育むことにより、差別解消への態度の形成を

図り、日常生活において態度や行動に現れるような人権感覚の涵養に努め、誰もが住

みよいまちづくりをめざしていく。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①各自治会の課題に応

じた学習会の実施 

＜これまでの取組＞ 

住民が主体的に取り組めるように、地域の人権課題に

沿った内容で実施できるよう工夫した。また啓発ビデオ

の利用や講演、体験学習など、効果的な学習教材の提供

に努めてきた。 

＜これからの取組＞ 

人権感覚等は地域における日常の交流を通じて会得

していくものである。地域の教育力を高めるため、教育

及び啓発リーダーの育成や学習機会の拡充を図るなど

住民主体の学習活動を実施していく。 

②住民が関心のある人

権課題の講座の実施 

＜これまでの取組＞ 

住民に関心の深い課題や、現実的な課題を中心のテー

マとして、住民を対象とした人権啓発講座「ほっとホッ

トセミナー※２」を年間５回実施してきた。人権大会等の

講師においても住民が関心のある講師を精選して開催

し、住民に啓発してきた。 

＜これからの取組＞ 

近年、新たな問題になってきている人権課題を踏まえ

つつ、稲美町人権大会、ほっとホットセミナーでのアン

ケート結果を参考にしたり、兵庫県の「人権に関する県

民意識調査※３」も参考にしたりして、住民の関心が高い

課題や、現実的な課題をテーマとして講座を開設し、住

民に啓発していく。 

③体験活動を通した人

権教育の推進 

＜これまでの取組＞ 

小学生や保護者を対象とし、身近な生活や地域の人権

にかかわる多様な体験活動を用意した。地域の人材を活

用して人権教育を推進し、子どもたちの感性に訴える

「稲美町じんけんわくわくスクール※４」を実施してき

た。 

基本目標４ 共生の心を育てる 
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 ＜これからの取組＞ 

「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めるこ

と」ができるようになるために、身近で分かりやすい内

容で、多様な専門的講師を精選し、子どもたちや保護者

が意欲を持って主体的に参加できるように推進してい

く。また、地域の人材を活用して人権教育を推進してい

く。 

 

《根拠法令等》 

・人権啓発講座「ほっとホットセミナー」事業実施要項 

・人権に関する県民意識調査 

・稲美町じんけんわくわくスクール実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                       

                                          

※１ 人権教育基本方針・・・平成１０年、兵庫県教育委員会が人権という普遍的文化を築くことを目

標に策定した方針。 

※２ 人権啓発講座「ほっとホットセミナー」・・・稲美町の住民を対象とした人権学習講座。年５～６

回実施している。 

※３ 人権に関する県民意識調査・・・平成２０年度に兵庫県全域で二十歳以上の男女３，０００人を

対象に実施された県民の人権・差別に対する意識等の調査。 

※４ 稲美町じんけんわくわくスクール・・・稲美町の小学生とその保護者のなかで希望者を対象とし

て、体験を通して人権に関する学習を推進している。年１０回程度を実施している。 

基本目標４ 共生の心を育てる 
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３ 男女共同参画社会の推進 

 男女共同参画社会の実現に向けて、平成２４年度より、新たに「だれもが輝き 認

め合うまち いなみ」を基本理念とした「第２次稲美町男女共同参画プラン」を策定

した。 

基本方針として、男女の人権が尊重される社会づくり、変化に対応する制度や慣行

の見直しに配慮された社会づくり、それらの立案及び決定に共同参画できる社会づく

り、生活を基本に仕事や地域活動に取り組む社会づくりをめざしている。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①人権尊重の基盤とな

る男女共同参画 

＜これまでの取組＞ 

第２次稲美町男女共同参画プランを実行するために、

関係機関との連携を密にしながら、住民に対して、ライ

フステージに応じた講演会や研修会を工夫して実施す

るように努めてきた。また稲美町男女共同参画プラン推

進委員会において、プランの進捗状況等を把握し、必要

に応じて見直しを図ってきた。 

＜これからの取組＞ 

男女共同参画の視点に立った人権意識を高めるため、

男女共同参画プランの周知に努めるとともに、講演会の

開催等、学習機会の提供を図る。また、ＤＶをはじめと

した暴力を防止するための啓発や早期発見・救済に向け

て取り組んでいく。 

②地域で進める男女共

同参画 

＜これまでの取組＞ 

学校園において男女平等意識を育む教育を進めてき

た。また、地域のさまざまな分野で男女共同参画を推進

するため、広報誌等を通じてプランの周知を図りなが

ら、研修会やセミナー等を開催し、啓発活動を推進して

きた。 

＜これからの取組＞ 

学校園において男女共同参画の考え方について教え

る指導の充実に取り組んでいく。 

地域活動を進めるにあたっては、男女の多様な意見・

考え方を反映するため、学習機会の拡充を図り、男女共

同参画の視点を啓発しながら、男女双方の参画を促進し

ていく。 

基本目標４ 共生の心を育てる 
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③だれもがいきいきと

暮らせる社会づくり

のための男女共同参

画 

＜これまでの取組＞ 

男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直

しに取り組み、人権尊重と男女平等を推進する学習環境

の充実を図ってきた。 

また仕事と家庭生活の調和が図れるよう、家庭や職場

における啓発活動にも取り組んできた。 

＜これからの取組＞ 

職場における男女共同参画の実現に向けて、男女とも

に働きやすい職場づくりのための情報提供や啓発を推

進する。 

また多様なライフスタイルに応じた環境整備や支援

の充実を図る。健康の維持・向上に関する学習機会や情

報の提供にも努めていく。 

 

《根拠法令等》 

・第２次稲美町男女共同参画プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                      

基本目標４ 共生の心を育てる 
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４ 心の教育の充実 

学校でのいじめを防ぐため、平成２５年「いじめ防止対策推進法」が制定された。

いじめはどの子、どの学校においても起こり得るものであり、だれもが被害者にも加

害者にもなり得ることを認識し、きめ細やかな対応をすることが不可欠である。また、

携帯電話やパソコンの普及により、いじめが一層見えにくいものとなってきている。 

いじめ問題への対応には、早期発見と早期対応、組織的対応、そして予防的な生徒

指導のあり方が求められている。一方、心理的要因による学校不適応を起こしている

児童生徒に対し、自立心や社会性を育て、学校生活への復帰を支援していくことも必

要である。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①いじめ・不登校対策 ＜これまでの取組＞ 

学校における教育相談体制を充実させ、スクールカウ

ンセラーなどと連携を図り、事例検討や研修会などを実

施してきた。また、教職員の相談能力の向上を図り、い

じめ・不登校に対応してきた。 

＜これからの取組＞ 

社会福祉に関して専門的な知識と技術を持つ心の教

育アドバイザー（スクールソーシャルワーカー※１）やス

クールカウンセラーが連携し、学校の校内体制づくりや

関係機関と協力しながら、児童生徒が置かれた様々な環

境へ働きかける。またＱ－Ｕテストの活用、心の健康サ

ポート委員会やふれあい教室（適応指導教室）との連携

を図り、いじめ・不登校の解消に向けて取り組んでいく。 

②青少年の健全育成 ＜これまでの取組＞ 

各中学校区の全住民と学校園が協力し、青少年の健全

育成のため、地域ぐるみでの研修、情報交換及び啓発活

動等を推進している。また、地域福祉課、健康福祉課、

専門機関等とも連携して毎月会議を開き、児童虐待の防

止、早期発見、早期対応に努めている。 

＜これからの取組＞ 

青少年の健全育成のため、引き続き研修や啓発活動を

推進していくとともに、より多くの参加者が得られるよ

うに、一層の連携強化を図る。また、児童虐待に対して

地域や専門機関の連携をさらに密なるものとしていく。 

                                                

 

                                                  

※１ スクールソーシャルワーカー・・・社会福祉士の専門的知識、技術を活用し、問題を抱えた児童 

   生徒を取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地域の関連機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱え 

   ている問題の解決に向けて支援する専門家。                                                

基本目標４ 共生の心を育てる 
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基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 
 

 

 

１ 生涯学習実現のための基盤の整備 

 生涯学習は、学ぶことによって住民が新たな自分を発見し、その人生を充実させる

とともに、学びを通して地域の活性化を図ることを目的とする。稲美町では、すでに

公民館、図書館、資料館、文化会館、スポーツ施設などがあり、芸術・文化活動、人

権学習、青尐年健全育成、スポーツ活動等の生涯学習活動が盛んに行われている。ま

た地域では、伝統行事やボランティア活動などへの取組など、住民の自主的な活動も

活発である。 

しかしながら、科学技術の発展にともなう高度情報化社会の到来をはじめ、国際化、

尐子高齢化、住民の学習ニーズが多様化、高度化、専門化する傾向がみられることか

ら、こうしたさまざまな学習を支援する生涯学習基盤の整備に努める。 

 【 重 点 事 項 】 

①生涯学習推進員の配置

充実 

＜これまでの取組＞ 

６６の各自治会から推薦された１３２名の生涯学習

推進員※１を配置している。 

校区まちづくり委員会の行事への協力及び地域コミ

ュニティ活動の推進など、地域のリーダーとして活躍し

ている。 

＜これからの取組＞ 

校区まちづくり委員会が実施する各種行事や人権学

習など、あらゆる分野で活躍をするリーダーとしての推

進員に対し、まちづくり講演会やニュースポーツ実技講

習会等を実施し、行政と協働でまちづくりを進めてい

く。 

②学校施設開放のための

環境整備 

 ＜これまでの取組＞ 

学校教育に支障の無い範囲において、町内２中学校、

５小学校のグラウンド・体育館を学校施設開放事業とし

て、町内在住・在勤者１０人以上で構成する団体に開放

し、町民の健康増進を図ってきた。 

各学校に学校開放管理指導員※２を配置し、施設利用団

体登録事務・利用申し込み受付・施設の管理運営を行っ

ている。 

＜これからの取組＞ 

各学校と学校開放管理指導員との連絡調整を密にし

て、町民のスポーツを通じての健康増進に寄与するた

め、学校休業期間等における学校施設の有効的な利用を

促進していく。 
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③学習を支える人材発掘

と養成の計画的推進 

 ＜これまでの取組＞ 

平成２３年度に「いなみ夢づくり案内人※３」冊子を新

しく作成し、各所に配付した。また、夢づくり講座の開

催や各種団体等の総会で発表するなど広くＰＲを行っ

ている。平成２４年度からは、夢づくりフェステバルを

開催し、案内人制度の周知に努めている。 

＜これからの取組＞ 

夢づくりフェスティバルや夢づくり講座の機会を利

用し、夢づくり案内人の活動を広く町民に周知し、その

活用を促す。併せて、仕事や趣味で培われた貴重な知識

や技術を持った人に夢づくり案内人として登録を得て、

この制度の拡充を図っていく。 

④生涯学習の学びの成果

を生かす場の充実 

 ＜これまでの取組＞ 

校区まちづくり委員会は、小学校区毎に活力ある地域

づくりをめざして、まちづくり活動をしている。全校区

で実施している特色あるまちづくり桜ウオーキングに

ついては、平成２２年度に備品等の整備を行った。 

また、ふれあい交流館で行っている高齢者大学「あた

ご大学」は、学生数約６７０名と大勢ではあるが、学習

や生きがいづくり場として提供してきた。 

＜これからの取組＞ 

校区まちづくり委員会が中心となり、自治会・各種団

体と連携を取り、人々の交流やふれあいの場づくりのた

め、それぞれ地域の特色を生かした独自の活動の一層の

充実を図っていく。 

また、高齢者大学「あたご大学」は、高齢者の学びの

場としてだけでなく、団塊の世代の能力や技能の活用の

場として運用していく。 

《根拠法令等》 

 ・稲美町生涯学習推進員設置に関する規則 

 ・稲美町立学校施設の開放に関する規則 

 ・学校開放管理指導員に関する要項 

                                          

※３ いなみ夢づくり案内人・・・仕事や趣味で培われた貴重な知識や技術のある方に「夢づくり案内人」

として登録してもらい、各種団体やグループなどの要請に応じて活動してもらうもの。 

※１ 生涯学習推進員・・・生涯学習の推進を図るために、各自治会からの推薦により教育委員会が委嘱

した者。 

※２ 学校開放管理指導員・・・町内小中学校の開放施設の管理及び利用者の危険防止等を図るために教

育委員会が委嘱した者。 

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 
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２ 生涯にわたるスポーツの推進 

  尐子高齢化社会の進展、日常生活における利便性の向上及び自由時間の増大等、社

会を取り巻く環境は大きく変化している。健康で元気に暮らしたいということは、す

べての人々の願いであり、健康はこころ豊かに幸せに生きるための源である。このよ

うな中において、町民誰もが日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、各自の健

康・体力を保持増進するとともに、地域社会の連携と明るく豊かな生活の実現や青尐

年の健全育成に資することを目的に環境の整備に努める。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①地域における身近な

スポーツ環境の整備 

＜これまでの取組＞ 

平成１５年度迄は小学校区各クラブに各々配置して

いた事務補助員の経費を助成していたが、平成１６年度

からは加入受付・募集事務を支援するため、生涯学習課

に専属の事務補助員を配置してきた。 

また平成１２年度に設立した小学校区５つのスポー

ツクラブを運営の効率化及び組織強化を図るため、平成

２２年度に「スポーツクラブ２１いなみ」として統合し

た。 

＜これからの取組＞ 

「スポーツクラブ２１いなみ」において、ＮＰＯ法人

の認証を取得し、財政基盤の確立や組織の効率的な運

営、新規会員増を図る取組を進める。 

また、ＮＰＯ法人稲美町体育協会やスポーツ推進委員

会等の他スポーツ団体との連携による健康スポーツ事

業を推進していく。 

②各世代間のスポーツ

交流の推進 

＜これまでの取組＞ 

各世代間交流を推進していくための地域交流スポー

ツ大会や町民を対象とした体力測定の開催を進めた。 

また、園児や小学生を対象として、学校・家庭・地域

が一体となり、地域の子は地域で育てることを目的に、

交流餅つき大会、三世代交流運動会などを開催する「異

世代交流いなみネット事業」を実施し、異年齢・異世代

の交流促進に取り組んできた。 

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 
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＜これからの取組＞ 

地域の各種団体が関わり、家庭・学校・地域が一体と

なり、異世代・異年齢の交流を図ることにより、青少年

の健全育成及び、こころ豊かな人づくりを推進してい

く。 

そのために町内５校区のまちづくり委員会が主催す

る地域交流スポーツ大会の開催、また、子どもから大人

まで誰もが目的やレベルに応じて多様なスポーツを楽

しめる機会と場を提供していく。 

③部活動の推進  ＜これまでの取組＞ 

中学校学習指導要領総則に明記されたことを受け、指

導計画の作成等に配慮しながら、教育活動の一環として

位置づけ取り組んでいる。また、外部の指導者について

は、稲美町教育委員会の部活動専門指導員や兵庫県教育

委員会の部活動指導補助員を活用している。 

 ＜これからの取組＞ 

運動部・文化部とも、個性の伸長並びに友情を深め、

好ましい人間関係の育成に努めるとともに、生涯学習に

もつながるように社会教育団体等との連携を推進する。

また、学校教育活動の中でゆとりのある効果的な活動と

なるよう、外部指導員等を活用した取組を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

             

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 
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３ 家庭教育の推進 

 少子化、核家族化など子育てをする家庭の環境が変化してきている。このような中、

子育てに不安を抱き、しかもその悩みを一人で抱え込んでしまい、児童虐待につなが

るケースが増える傾向にある。子育て支援は行政に課せられた大きな課題のひとつで

ある。 

そこで、学校施設の一部を活用した放課後子どもプランの推進をはじめ、幼稚園の

子育て支援推進策、ＰＴＡ活動の一環としての家庭教育力の向上策、関係機関との連

携による児童虐待防止や地域における児童生徒の見守りなど、人的・物的資源を活用

した総合的な取組が必要とされる。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①家庭教育の推進 ＜これまでの取組＞ 

核家族化や地域のつながりの希薄化により、家庭の教

育力の低下が指摘されるなど、社会全体で家庭教育支援

の必要性が高まっている。そこで、家庭における教育力

の向上を図るため、町内各幼稚園で保護者と園児を対象

にした家庭教育学級を開催してきた。また、平成２３年

度よりＰＴＡ・子ども会育成協議会などの社会教育団体

を巻き込んだ家庭教育シンポジウムを開催してきた。 

＜これからの取組＞ 

今後も、保護者と園児を対象とした町内各幼稚園の家

庭教育学級等の取組を推進していく。また、講演会等を

開催し、保護者や地域の人々が家庭教育の重要性を再認

識してもらうように努めていく。 

②学校園でのＰＴＡ研

修 

 ＜これまでの取組＞ 

ＰＴＡが中心となって、各家庭の課題に沿ったテーマ

を設定し、ＰＴＡ会員に対して、教育力を高めるための

人権研修会を実施してきた。 

＜これからの取組＞ 

人権感覚の育成等には、学校での人権学習を肯定的に

受容するような家庭や地域の基盤づくりが大切であり、

人権教育に対する保護者等の理解を促進することが求

められる。人権を守り人権尊重の社会を支える活動をす

る専門家等から、各家庭の課題に沿ったテーマについて

の研修会を通して、より一層人権感覚を培う機会として

いく。 

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 
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③幼稚園のひよこ学級

の実施 

 ＜これまでの取組＞ 

月２～３回の割合で３歳児を中心とした未就園の子

どもとその親を対象に、ひよこ学級を開いている。遊戯

室や園庭を開放したり、運動会、七夕会等の園行事に参

加を得たりするなど、集団活動や園生活の体験活動を通

して、親子の遊びの場や仲間づくりの場を提供してき

た。 

＜これからの取組＞ 

ひよこ学級の機会を利用して、保護者向けに３歳児ま

でのしつけについて話し合う。また、子育て相談を実施

するとともに、一人で悩みを抱え込まないようにするた

めにも、同年代の子どもをもつ親同士の絆づくりを積極

的に進めていく。 

 

《根拠法令等》 

 ・家庭教育学級開催要項 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 
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４ 芸術・文化の向上 

いつでも、どこでも、だれでもが学習できる環境づくりを進めている。ふれあい交

流館、文化会館、図書館、郷土資料館において、住民の教養の向上、生活文化や芸術

文化の振興、文化財の保護・啓発など、子どもから高齢者までの各世代による自主活

動を支援するとともに、習得した成果を地域に還元する活動の場を提供し、生きがい

づくりを支援できるよう施策を講じている。  

 【 重 点 事 項 】 

①公民館活動の推進 ＜これまでの取組＞ 

いなみ文化の森の複合施設（ふれあい交流館・文化会

館・図書館）として、３館の連携を図りながら、ふれあ

い交流館事業を実施してきた。１町１館という他市町と

は異なった公民館であるため、特色を生かした事業とし

て高齢者大学、成人式、美術展、各種展示会等、幅広く

事業を実施してきた。 

＜これからの取組＞ 

地域の学習拠点としての公民館機能の充実を図り、ま

た、住民が主体的・積極的に「集い」「学び」「広げる」

活動を展開し、さらに、活動を通じて「人々をつなぐ」

「まちづくりの拠点」としての公民館をめざしていく。 

②図書館活動の推進  ＜これまでの取組＞ 

平成２３年度からは、開館日数も約４０日増加し、地

域の人々に読書をはじめとする情報サービスを提供し、

おはなし会（としょかんえほん会等）、絵本パフォーマ

ンス、おりがみ教室、はじめての絵本運動、季節・行事

ごとの本の展示等、様々な事業に取り組んできた。 

また図書館・学校連携事業により町立図書館の司書を

学校図書館に派遣し、学校図書館の環境整備をしたり児

童生徒が本に親しむ機会を増やしたりするなど、読書活

動の推進を図った。 

＜これからの取組＞ 

資料の整備・充実、調査相談業務の質の向上、地域へ

の情報発信の充実を図り、利用者増につなげていく。絵

本の読み聞かせ等、子育て支援に今後も取り組んでい

く。また町立図書館と学校図書館との連携を強化し、図

書館支援ボランティアの協力を得ながら、児童生徒が本

に親しむ機会が増えるように読書活動を推進していく。 

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 
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③芸術・文化活動の推進  ＜これまでの取組＞ 

開館日数が約４０日増加し、施設の稼働率も伸びてき

た。文化連盟の１０協会による観月会、芸能フェスティ

バルなど日頃の学習成果を発表し、参加者相互が他市町

との交流を図りながら生きがいづくりに努めてきた。 

＜これからの取組＞ 

地域の子どもや青少年を含めた多様な年齢層の人々、

地域の文化芸術団体にとって必要不可欠な地域の文化

インフラとして、また、まちづくりや地域活性化の核と

して、地域の発展や豊かな暮らしづくりに大いに貢献で

きる施設をめざし、アンケート結果等を考慮しながら事

業を実施していく。 

④歴史文化活動の推進 ＜これまでの取組＞ 

郷土資料館において、各種文化財の調査・収集・保存・

展示等の諸事業を通じて、文化財保護と啓発に努めてき

た。平成２５年４月現在、稲美町には、文化財保護法に

基づく国史跡播州葡萄園跡と、稲美町文化財保護条例に

基づく町指定文化財１６件がある。いずれの指定文化財

も、国史あるいは地域史を理解するうえで欠かせない一

級資料であり、それらを良好に永久保存できるように、

法または条例による保護措置がとられている。 

＜これからの取組＞  

これまでの取組では、文化財保護と啓発に努めてき

た。今後は、文化財を通して、現在の生活の礎を築いた

祖先に対する畏敬の念を育み、生きる知恵や力、あるい

は自然との共生や生命への尊厳等を学ぶ教材として学

校教育における諸活動、さらには生涯学習で活用してい

く。 

《根拠法令等》 

 ・社会教育法 

 ・文化財保護法 

 ・稲美町文化会館の設置及び管理に関する条例 

 ・稲美町公民館の設置及び管理に関する条例 

 ・稲美町図書館の設置及び管理に関する条例 

 ・稲美町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例 

 ・稲美町文化財保護条例 

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 
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５ 住民協働の推進 

  計画を具体化する過程のあらゆる分野に住民が参画する視点を取り入れ、生涯学習

に関する住民と行政の協働を進めていくことが求められている。地域力を高めるため、

各小学校区まちづくり委員会、学校支援ボランティア、夢づくり案内人など、住民が

主体となってまちづくりを進めていく。 

 【 重 点 事 項 】 

①住民が主体となって

参画・協働する仕組み

づくりの推進 

＜これまでの取組＞ 

校区まちづくり委員会は、校区の各種団体から選出さ

れる委員と、公募委員として活動する委員からなり、各

小学校区でそれぞれ地域の特色を生かした独自の活動

（夏祭り・どんど大会等）を展開し、委員が一丸となっ

て地域の人との交流、ふれあいの場づくりのための事業

を計画して参加者を募ってきた。 

学校支援ボランティアや夢づくり案内人といった地

域の学びを支える人材の確保、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行ってきた。 

＜これからの取組＞ 

校区まちづくり委員会が活力あるコミュニティ形成

の基盤となり、行政はもとより自治会、各種団体との連

携・協働することで住民の意識を高め、強い絆を築く仕

組みを構築していく。また、学校や社会教育施設をはじ

めとする地域コミュニティの形成をめざした取組を推

進していく。 

②社会教育施設等の活

用と促進 

＜これまでの取組＞ 

いなみ文化の森は開館日の増・利用料金の支払いの簡

素化、いなみ野水辺の里公園は清掃等の外部委託を軽減

し、職員自らで公園の清掃等を実施、憩いの館はコニュ

ニティビジネス等を実施し住民へのサービス向上を図

った。 

＜これからの取組＞ 

自己評価にとどまらず、他者評価（関係者評価）を取

り入れ、地域性や学習者の多様なニーズが反映される社

会教育施設をめざしていく。また、住民サービスの一層

の向上のため、指定管理者制度も活用しながら社会教育

施設の機能強化、活性化を図り、住民の文化芸術の向上

につなげていく。 

 

基本目標５ 豊かな自己実現をはかる生涯学習を進める 
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基本目標６ 教育委員会の点検評価と教育の質の保証 
 

 

 

１ 教育振興基本計画に基づく「いなみの教育」づくり 

  教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実を図るべく地方教育行政の組織及び

運営に関する法律が一部改正され、平成２０年４月から施行された。この改正により、

教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況について、毎年点検評価を行い、その

報告書を作成し議会に提出するとともに、公表することとなった。 

  また、教育基本法第１７条第２項「（前略）地方公共団体における教育の振興のた

めの施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない」に基づき、平成

２２年３月、稲美町教育振興基本計画が策定された。 

  このため稲美町教育委員会では、稲美町教育振興基本計画点検評価委員会を組織し、

同計画を毎年点検評価することをもって、前述の教育委員会の権限に属する事務の管

理執行状況の点検評価とする。 

 

 【 重 点 事 項 】 

①教育振興基本計画の見

直しと点検評価 

＜これまでの取組＞ 

毎年、前年度の事業に対して主なもの４０事業を選び

出し、点検評価を行ってきた。事務局が、必要性、効率

性、有効性の観点から分析し、課題や今後の対応等につ

いて評価した。評価の客観性を確保するため、外部委員

からさまざまな意見や助言を受け、次年度への改善へと

つなげてきた。 

＜これからの取組＞ 

点検評価委員の客観的な視点で見た稲美町の教育へ

の意見、助言を踏まえながら、点検評価を生かし現在の

事業を見直していく。また、近年起こってきているさま

ざまな新しい課題についても効果的に対応できるよう

取り組んでいく。また学校園支援のために、教育委員会

の一層の活性化を図っていく。 
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基
本
目
標

重　点　目　標 重　点　事　項 施　策　・　具　体　的　取　組

１　確かな学力の定着
①学力の実態把握
②基礎力・応用力の育成
③さまざまな形態による学習の推進

・全国学力・学習状況調査結果の検証、学力と生活の関連に
  関する調査・研究
・校内研究の推進、言語活動・理数教育の充実
・新学習システムの充実（尐人数、兵庫型）

２　豊かな心の育み
①道徳教育の推進
②豊かな体験活動の実施
③心通わす生徒指導の研究と実践

・心のノート、ほほえみ、きらめきの活用、先人の伝記、自
  然など魅力的な教材の活用
・小学校・中学校体験活動
・いじめ・不登校、問題行動の取組の推進
・あいさつ運動の推進
・心の健康サポート委員会、Ｑ－Ｕテストの実施

３　健やかな体の育成

①体力向上への取組
②食育の推進
③心身の健康づくり
④部活動の推進

・県児童生徒体力・運動能力調査の活用、地域スポーツへの
  参加
・食育の充実、小学校給食の理念を継承した中学校給食の実
  施、全学校における学校食育推進計画の作成
・学校保健の推進
・部活動への取組の充実、部活動専門員の積極的な活用

４　生き方の探求・社会の変化への対応

①キャリア教育の推進
②幼小中一貫した国際理解教育
③情報教育の推進
④環境教育の推進

・校内研修の充実、地域人材の活用、ふるさとの先輩事業
・国際理解教育の推進、幼児期からの英語の学びと小中一貫
  した英語学習の推進、国際交流協会との連携
・ＩＣＴの環境の充実、情報セキュリティの徹底と安全安心
  な情報管理の推進
・環境体験事業の充実、自然学校の充実

５　読書活動の推進
①学校園における読書活動の充実
②家庭・地域における読書活動の充
　実

・幼児期からの読書活動の推進、図書館教育の充実図書ボラ
  ンティアの活用
・家庭における読書活動の充実、図書館活動の推進

１
　
夢
と
志
を
育
て
る

施 策 ・ 具 体 的 取 組 一 覧 表
施
策
・
具
体
的
取
組
一
覧
表
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基
本
目
標

重　点　目　標 重　点　事　項 施　策　・　具　体　的　取　組

１　実践的な指導力の向上
①個に応じたきめ細かな指導の充実
②幼小中連携による教育
③教職員の資質向上

・新学習システムの活用（再掲）
・きめ細やかな幼稚園教育の充実
・基本的生活習慣を図るための指導法の研究
・道徳の時間の充実
・運動会や音楽会等の行事連携
・研究会への参加や教育実践の推進、学校自己評価の活用

２　特色ある教育活動の展開
①特色ある活動の推進
②教科指導力の向上
③学校の点検と評価

・特色ある学校づくり研究事業
・ふるさとの先輩事業（再掲）
・外国語指導講師による外国語活動・英語教育
・教科別研究委託による助成、新聞を生きた教材とした教育
 （ＮＩＥ）
・学校評議員会の充実、学校関係者評価の推進、ＰＴＡによ
  る情報交換

３　安全・安心な教育環境の実現と安全
　　教育の推進

①学校施設の改善と充実
②防災教育の充実
③児童生徒の安全対策の推進

・学校施設の長寿命化、年次的大規模改造事業、バリアフリ
  ー化の推進
・防災・防犯マニュアルの改訂、避難・防犯訓練の実施（東
　日本大震災を受けて）
・防犯設備の活用、通学路の安全対策

４　特別なニーズに対応した教育
①特別支援教育の充実
②外国人児童生徒への支援

・指導補助員の配置、通級指導及び個別の教育支援計画の活
　用、サポートファイルの活用
・多文化共生サポーターの活用
・個別指導の充実

施
策

・
具
体
的

取
組
一
覧

表
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基
本
目
標

重　点　目　標 重　点　事　項 施　策　・　具　体　的　取　組

１　学校支援地域本部事業の充実

①地域住民の授業参画
②教育環境の整備
③学校図書館の充実
④教育活動の支援

・ゲストティーチャーの招へい
・オープンスクールの推進
・ボランティア登録と派遣要請、コーディネート活動の推進
・学校図書館ボランティアの充実（再掲）、町立図書館との
　連携
・学校支援ボランティアの充実、学校支援ボランティア養成
　講座の開催

２　「トライやる・ウィーク」の推進
①地域住民の参画
②トライやる・ウイークの活用
③学びの成果の活用

・地域ボランティアとの連携、新規事業所の開拓
・トライやる・ウイークの推進、受け入れ事業所との交流
・「トライやる」アクションの実施
・実践発表会の実施

３　開かれた学校園づくり

①オープンスクールの充実
②地域への情報発信
③ふるさと教育の推進
④地域行事への参加
⑤地域人材の活用
⑥ＰＴＡとの連携
⑦学校運営の改善

・保護者・住民の参加
・ホームページ、学校だよりの充実、町広報紙の活用
・ふるさとの先輩の活用（再掲）、郷土資料館の活用、まち
　づくり行事などへの参加、地域スポーツ大会への参加
（再掲）
・地域の教育力向上に向けた取り組み、学校支援への取組
・家庭の教育力向上をめざす研修の実施、学校の教育活動へ
　の連携・支援
・学校関係者評価委員会の活用、学校評議員の活用

４　登下校の安全
①地域ボランティアとの連携
②通学路の安全対策

・子どもを守る１１０番の家、ＰＴＡ学校安全ボランティア
　や地域ボランティア等の活用
・交通安全指導員の配置、通学路の点検

５　子育て支援

①放課後子どもプランの推進
②教育課程時間終了後の教育活動
③地域の教育センターの機能充実
④学校園・家庭・地域の連携

・放課後児童クラブの充実、放課後子ども教室の推進
・預かり保育の推進、ひよこ学級での子育て教育
・家庭教育学級の推進、異世代交流いなみネット事業の実施

３
　
地
域
と
と
も
に
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基
本
目
標

重　点　目　標 重　点　事　項 施　策　・　具　体　的　取　組

１　学校園において園児児童生徒の人権感覚
　　や人権課題を解決する力の育成

①道徳の時間を中心とした全領域で
　の人権教育の推進
②人権教材の効果的な活用
③多文化共生教育の充実

・学校園における教育プログラムの作成、カリキュラムの編
　成
・「ほほえみ」「きらめき」等の活用と指導方法の工夫
・新たな教材開発への取組
・外国人児童生徒の自己実現の支援充実
・すべての児童生徒が異なる文化への理解促進

２　地域における住民の人権学習の充実

①各自治会の課題に応じた学習会の
　実施
②住民が関心のある人権課題の講座
　の実施
③体験活動を通した人権教育の推進

・ふれあい学習会の充実
・人権教育促進事業の充実
・人権啓発講座「ほっとホットセミナー」の充実
・人権文化をすすめる町民運動事業（人権大会）の推進
・じんけんわくわくスクールの充実

３　男女共同参画社会の推進

①人権尊重の基盤となる男女共同参
　画
②地域で進める男女共同参画
③だれでもがいきいきと暮らせる社
　会づくりのための男女共同参画

・男女共同参画の視点に立った人権意識の高揚
・地域での研修会等の開催
・生活を基盤に仕事との調和（ワークライフバランス）の実
　現に向けた支援の充実

４　心の教育の充実
①いじめ・不登校対策
②青少年の健全育成

・心の教育アドバイザーの配置
・心の健康サポート委員会（いじめ・不登校対策）の充実
・ふれあい教室の充実
・Ｑ－Ｕテストの実施（再掲）
・稲美町青少年健全育成推進協議会の開催
・放課後こども教室の推進（再掲）
・児童虐待の防止（福祉との連携）

施
策

・
具
体
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組
一
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基
本
目
標

重　点　目　標 重　点　事　項 施　策　・　具　体　的　取　組

１  生涯学習実現のための基盤の整備

①生涯学習推進員の配置充実
②学校施設開放のための環境整備
③学習を支える人材発掘と養成の計
　画的推進
④生涯学習の学びの成果を生かす場
　の充実

・生涯学習推進員設置事業
・小中学校グラウンド及び体育館の学校施設開放事業
・いなみ夢づくり案内人
・校区まちづくり委員会の充実、高齢者の学び（あたご大学
　の充実

２  生涯にわたるスポーツの推進

①地域における身近なスポーツ環境
　の整備
②各世代間のスポーツ交流の推進
③部活動の推進（再掲）

・スポーツクラブ２１の充実
・スポーツ団体の連携によるスポーツ活動の推進
・地域交流スポーツ大会の実施
・部活動への取り組みの充実（再掲）、部活動専門員の積極
　的な活用（再掲）

３　家庭教育の推進
①家庭教育の推進
②学校園でのＰＴＡ研修
③幼稚園のひよこ学級の実施

・一般住民への家庭教育の啓発、家庭教育学級の推進
　（再掲）
・各学校に応じた研修会、人権教育の推進
・ひよこ学級での子育て教育（再掲）

４　芸術・文化の向上

①公民館活動の推進
②図書館活動の推進
③芸術・文化活動の推進
④歴史文化活動の推進

・公民館事業の充実、公民館サークルの活性化
・子どもの読書活動の推進（再掲）、町立図書館の活用
　（再掲）
・文化会館の芸術・文化団体の支援、美術展、菊花展の実施
・文化財の保護、国史跡の保護・啓発・活用

５　住民協働の推進
①住民が主体となって参画・協働す
　る仕組みづくりの推進
②社会教育施設等の活用と促進

・校区まちづくり委員会活動、子ども会活動、婦人会活動
・あいさつ運動の推進（再掲）
・住民協働による社会教育施設等の運営
・社会教育施設等の運営についての評価と検証

５
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基
本
目
標

重　点　目　標 重　点　事　項 施　策　・　具　体　的　取　組

施
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組
一
覧
表

６
　
教
育
委
員
会
の
点
検
評
価
と
教
育
の
質
の
保
証

１　教育振興基本計画に基づく「いなみの教育」
　　づくり

①教育振興基本計画の見直しと点検
　評価

・教育施策のＰＤＣＡサイクルによる評価と見直し
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第４部 

資 料 編 

 
１ 全国学力・学習状況調査結果 

２ 問題行動の発生状況の推移 

３ 稲美町園児・児童・生徒数の推移 
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１  平成 25 年度全国学力・学習状況調査結果 

（１）稲美町の小学校 6年生学力調査結果(参加生徒 285名) 
 

平成 25 年 4 月 24 日に実施された「全国学力・学習状況調査」の結果から、稲美町小学 6

年生（285 名）の「学習成果と課題」「学校・家庭でのようす」「生活と学力の関係」の 3 項

目について分析した。公表されている全国及び兵庫県の結果と比較して、稲美町小学 6 年生

の現状はおおむね良好である。 

※文部科学省の方針通り、学校の序列化や過度な競争につながるような数値は使っていない。 

 

１ 稲美町小学 6年生≪学習成果と課題≫ 

 

 

 

 

[国語] 

<調査問題の趣旨・内容> 

◇国語Ａ：基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題 

（例）・ことわざの意味を理解する。 

     ・資料を読み、分かったことを的確に書く。 

     ・広告を読み、編集の特徴を捉える。 

     ・スピーチの表現の工夫を捉える。  

◇国語Ｂ：基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題 

（例）・話し手の意図を捉えながら聞き、自分の意見と比べるなどして助言をする。 

     ・目的や意図に応じ、内容を関係付けるなどしながら、リーフレットを編集する。 

     ・2人の推薦文を比べて読み、推薦している対象や理由を捉えるとともに、本や 

       文章の読み方の違いを明確にする。  

 

＜成果と課題＞    ○成果があった点   ●課題となる点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【話すこと・聞くこと】 

●話し手の意図を捉えながら聞き、適切に助言をする 

【書くこと】 

○学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく書く 

●目的や意図に応じて、複数の内容を関連付けながら自分の考えを具体的に書く 

【読むこと】 

○2人の推薦文を比べて読み、推薦している対象や理由を捉える 

○2人の推薦文を比べて読み、読み方の違いを捉える 

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

○学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読む 

○ことわざの意味を理解する 

 

教科（国語・算数）に関する 60 問の調査問題の結果から、稲美町小学 6 年生の学習成

果と課題についてまとめている。また、全国・兵庫県の小学生と比較して、数値が高いも

のや、やや低いものを抽出している。 

 

- 69 -



 

 

 

[算数] 

<調査問題の趣旨・内容> 

◇算数Ａ：基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題 

（例）・整数、小数、分数の四則計算をする。 

     ・単位当たりの大きさを求める式の意味として正しいものを選ぶ。 

     ・合同な三角形をかくことができる条件を選ぶ。 

     ・基準量と割合を基に、比較量の大きさとして適切なものを選ぶ。  

◇算数Ｂ：基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題 

（例）・示された情報を基に条件に合うものを選択し、その理由を記述する。 

     ・表の数値を基に、二つの数量の関係が比例していない事実を記述する。 

     ・単位量当たりの大きさに着目して筋道を立てて考え、数量の関係を記述する。 

     ・基準量と割合の変化から比較量の大小を判断し、その理由を記述する。 

 

＜成果と課題＞    ○成果があった点   ●課題となる点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数と計算】 

○数を四捨五入して、概数で表す 

○小数の乗法及び除法、分数の乗法、余りのある除法の計算をする 

○単位当たりの大きさに着目し、数量の関係の求め方を記述する 

●小数の加法の計算をする 

●単位量当たりの大きさに着目し、数量の関係の求め方を記述する 

【量と測定】 

○飛び離れた数値を除いた場合の平均を求める式を選択する 

○示された分け方で二つの三角形の面積が等しくなることを記述する 

●単位量当たりの大きさを求める乗数の式の意味を理解する 

【図形】 

○台形の面積の求め方を理解する 

○合同な三角形をかくために必要な条件を理解する 

【数量関係】 

○割合が同じで基準量が増えているときの比較量の大小の判断の理由を記述する 

○棒の長さと最小目盛りに着眼し、数値と項目を読み取る 

●表から数値を適切に取り出し、比例の関係について記述する 

 

 ※「単位量に着目した数量関係・三角形の面積・比例関係などの求め方を記述する」問

題で、無解答の割合が高い状況である。 

 

※「推薦している理由を書く」問題や、「スピーチの表現を工夫する」問題では、無解

答の割合が高い状況である。 
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（２）稲美町の中学校 3年生学力調査結果(参加生徒 269名) 

 

平成 25 年 4 月 24 日に実施された「全国学力・学習状況調査」の結果から、稲美町中学 3

年生（269 名）の「学習成果と課題」「学校・家庭でのようす」「生活と学力の関係」の 3 項

目について分析した。公表されている全国及び兵庫県の結果と比較して、稲美町中学 3 年生

の現状はおおむね良好である。 

※文部科学省の方針通り、学校の序列化や過度な競争につながるような数値は使っていない。 

 

１ 稲美町中学 3年生≪学習成果と課題≫ 

 

 

 

 

[国語] 

<調査問題の趣旨・内容> 

◇国語Ａ：基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題 

 (例）・話合いの方向を捉えた司会の発言として適切なものを選択する。 

     ・出された意見を整理して、決定の理由を適切に書く。 

     ・前日までに申し込みをしなくても中学生が参加できる講座番号を選択する。 

     ・「かすみ」や「雲」のように見えたものを本文中から抜き出す。 

◇国語Ｂ：基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題 

 (例）・「かるた」について分かったことを基に、調べたいこと・方法を具体的に書く。 

・文章を読んで感じたことや考えたことを具体的に書く。 

・間違えやすい漢字を学習時の注意点やコツを、漢字の特徴から説明する。 

 

＜成果と課題＞    ○成果があった点   ●課題となる点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【話すこと・聞くこと】 

●話合いの方向を捉えて司会の役割を果たす 

【書くこと】 

○文の接続に注意し、伝えたい事柄を明確にして書く 

○段落の役割を考えて文章を構成する 

●課題を決め、それに応じた情報の収集方法を考える 

【読むこと】 

○描写の効果を考えて、内容を理解する 

○文章の展開に即して内容を捉える 

●描写に注意して読み、内容を理解する 

●文章の構成や表現の特徴を捉える 

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

○文脈に即して漢字を正しく読み書きする 

 

 

 

教科（国語・数学）に関する 93問の調査問題の結果から、稲美町中学 3年生の学習成果

と課題についてまとめている。また、全国・兵庫県の中学生と比較して、数値が高いもの

や、やや低いものを抽出している。 
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[数学] 

<調査問題の趣旨・内容> 

◇数学Ａ：基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題 

(例)・正と数と負の数とその計算、文字式の計算をする。一元一次方程式を解く。 

    ・証明で用いる図が考察対象図形の代表であることについて、適切な記述を選ぶ。 

    ・事象から一次関数の式を求める。 

    ・平均値に関して、適切な記述を選ぶ。事象の起こる確率を求める。  

◇数学Ｂ：基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題 

（例）・安静時心拍数が一定時の目標心拍数の変わり方を選び、その理由を説明する。 

     ・表やグラフを用い、水温が 80℃になるまでの時間を求める方法を説明する。 

     ・まとめ直したヒストグラムの特徴を基に、学級の生徒が美しいと思う長方形に 

ついて新たにわかることを説明する。 

     ・碁石全部の個数を、3(n-2)+3 という式で求めることができる理由を説明する。 

 

＜成果と課題＞    ○成果があった点   ●課題となる点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数と式】 

○二元一次方程式の解の意味を理解している 

○数学的な結果を事象に即して解釈することができる 

●発展的に考え、予想した事柄を説明することができる 

【図形】 

○平行四辺形になるための条件を理解している 

●空間における 2直線の位置関係を理解している 

●方針に基づいて証明することができる 

【関数】 

○座標平面上にある点の位置を、2つの数の組で表すことができる 

○反比例の式から、グラフを書くことができる 

●事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明することができる 

【資料の活用】 

○ヒストグラムから相対度数を求めることができる 

○事象を数学的に解釈することができる 

●確率の意味を理解している 

 ※「資料の傾向を的確に捉え、事柄の特徴を数学的に説明する」など、理由を記述する

問題で、無解答の割合が特に高い状況である。 

 

○敬語の働きについて理解する 

○歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直して読む 

※「文章の内容について、根拠を明確にして自分の考えを書く」問題では、無解答の割合

が高い状況である。 
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（３）稲美町の小学校 6年生の学校・家でのようす     

 

 

 

 

 

<高い項目> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<やや低い項目> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習状況（生活）に関する 62項目のアンケート結果から、稲美町小学 6年生の学校や家

でのようすをまとめている。また、全国・兵庫県の小学生と比較して、数値が高いものや、

やや低いものを抽出している。 

稲美町の小学 6 年生は、全国や兵庫県の同学年と比べ、家庭において早寝早起き

の良い習慣が身についており、携帯電話の所持率もやや低くなっている。また、地

域の行事に積極的に参加している。学習面では、国語の授業の内容がよくわかり、

学習が好きであるという割合が高い。意見を発表するときに、うまく伝わるように

話の組み立てを工夫し、自分の考えを他の人に説明したり文章に書いたりすること

が難しくないと感じている割合が高い。 

 

それ以外の高い項目として 

・土曜日の過ごし方として、習い事やスポーツ、地域の活動に参加している 

・家の人と（兄弟姉妹除く）と普段(月～金曜日)、夕食を一緒に食べている 

・家の手伝いをしている 

・学校のきまりを守っている 

・家で、学校の宿題をしている 

・算数の問題の解き方が分からないときは、諦めずにいろいろな方法を考える 

などがあげられる。 

 

学習面では、家庭において、計画を立てて勉強をしたり、授業の復習をする割合が低

く、また学校においては、授業の中での友だちとの話し合い活動やグループでの調べ学

習の機会を増やしてほしいと感じていることがわかった。 

 家庭生活では、1 日当たりのＴＶ・ビデオ・ＤＶＤを見る時間が長く、家の人と学校で

の出来事について話をする時間は短いこともわかった。 
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<図１：就寝時間>  普段（月～金曜日）、何時ごろ寝ますか 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

稲美町

兵庫県

全国

午後９時より前 ～１０時 ～１１時 ～１２時 １２時以降
 

<図２：起床時間>  普段（月～金曜日）、何時ごろ起きますか 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

稲美町

兵庫県

全国

午前６時より前 ～６時３０分 ～７時 ～７時３０分 ～８時 ８時以降
 

<図３：家庭での会話>  家の人（兄弟姉妹除く）と学校での出来事について話をしていますか 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

稲美町

兵庫県

全国

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない
 

<図４：地域の行事への参加>  今住んでいる地域の行事に参加していますか 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

稲美町

兵庫県
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当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない
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（４）稲美町の中学校 3年生の学校・家でのようす    

 

 

 

 

 

<高い項目> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<やや低い項目> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習状況（生活）に関する 62項目のアンケート結果から、稲美町中学 3年生の学校や家

でのようすをまとめている。また、全国・兵庫県の中学生と比較して、数値が高いものや、

やや低いものを抽出している。 

稲美町の中学 3 年生は、全国や兵庫県の同学年と比べ、家庭において早起きの良

い習慣が身についており、携帯電話を持っていない割合が高くなっている。また、

地域の行事に積極的に参加し、土曜日の午前は特に習い事やスポーツを行っている

割合が高い。学習面では、国語・数学の授業の内容がよくわかり、学習が好きであ

るという割合も高い。 

また、普段の授業では、本やインターネットを使ってグループで調べる学習や、

生徒間で話し合う活動がよく行われていると感じている。 

 

それ以外の高い項目として 

・数学の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書く 

・自分には良いところがあると思う 

・家の人（兄弟姉妹除く）と学校での出来事について話をする 

・数学の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思う 

・普段の授業で、自分の考えを発表する機会が与えられていると思う   

・難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している 

などがあげられる。 

 

家庭生活において、携帯電話を持っている人は少ないが、家の人と決めた使い方の約

束を守れている割合は低くなっている。学習塾（家庭教師含む）で勉強している割合は

やや多いが、学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）1 日当たり 2 時間以上学習し

ている割合は低くなっている。 

また、400 字詰め原稿用紙 2～3枚分の感想文や説明文を書くことは、難しいと感じて

いることもわかった。 

- 75 -



 

<図１：就寝時間>  普段（月～金曜日）、何時ごろ寝ますか 
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稲美町

兵庫県
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午後９時より前 ～１０時 ～１１時 ～１２時 １２時以降
 

<図２：起床時間>  普段（月～金曜日）、何時ごろ起きますか 
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午前６時より前 ～６時３０分 ～７時 ～７時３０分 ～８時 ８時以降
 

<図３：家庭での会話>  家の人（兄弟姉妹除く）と学校での出来事について話をしていますか 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

稲美町

兵庫県

全国

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない
 

<図４：地域の行事への参加>  今住んでいる地域の行事に参加していますか 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

稲美町

兵庫県

全国

当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない
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（５）稲美町の小学校 6年生の生活と学力の関係 

 

 

 

※左下のグラフは、「最後までやり遂げて、うれしかったことがあるかどうか」と「学力調査の正答率が高いか低

いか」の関係を示している。凡例■で書いている 75.8 とは、稲美町の 6 年生の 75.8%が最後までやり遂げて、うれ

しかったことがあることを表し、その児童達の平均正答率が国語･算数(知識・活用)で一番高いことを示している。 

その他にも、以下のことがおおむね密接な関係を示した。 

○地域や社会での問題や出来事に関心がある。○人の気持ちが分かる人間になりたい。 

○国語の授業で意見などを発表するとき、うまく伝わるように話の組み立てを工夫している。 

○国語の授業で文章を読むとき、段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読んでいる。 

○算数の授業で問題を解くとき、もっと簡単に解く方法がないか考える。 

○最後までやり遂げてうれしかったことはありますか。 

 

○家で、学校の授業の予習をしていますか。 

 

○国語の授業で自分の考えを書くとき、考えの理由が分かるよう

に気を付けて書いていますか。 

 

○国語の授業で目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、

書いたりしていますか。 

 

○算数の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書

いていますか。 

 

○算数の授業で学習したことは、将来、社会に出てときに役立つと

思いますか。 

 

学習状況（生活）に関するアンケートと教科（国語・算数）に関する調査問題の結果か

ら考察し、稲美町小学 6年生の生活と学力の間に密接な関係があるものを抽出している。 
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（６）稲美町の中学校 3年生の生活と学力の関係 

 

 

 

※左下のグラフは、「家で学校の宿題をしているかどうか」と「学力調査の正答数が高いか低いか」の関係を示し

ている。凡例■で書いている 63.6 とは、稲美町の 3 年生の 63.6％が家で学校の宿題をしていることを表し、その生

徒達の平均正答率が国語･数学(知識・活用)で一番高いことを示している。   

その他にも、以下のことがおおむね密接な関係を示した。 

○普段（月～金曜日）、1日のテレビゲーム（コンピュータゲーム、携帯式ゲーム）の時間 

○家で、学校の授業の予習をしている。 ○いじめはどんな理由があってもいけないと思う。 

○普段の授業では、自分の考えを発表する機会が与えられていると思う。 

○国語の授業で目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしている。 

○家で学校の宿題をしていますか。 

 

○自分で計画を立てて家庭学習をしていますか。 

 

○朝食を毎日食べていますか。 

 

○学校の規則を守っていますか。 

 

○国語の授業で自分の考えを書くとき、考えの理由が分かるよう

に気を付けて書いていますか。 

 
 

○国語の授業で文章を読むとき、段落や話のまとまりごとに内容

を理解しながら読んでいますか。 

 

学習状況（生活）に関するアンケートと教科（国語・数学）に関する調査問題の結果か

ら考察し、稲美町中学 3年生の生活と学力の間に密接な関係があるものを抽出している。 
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２ 問題行動の発生状況の推移(稲美町調査より) 

本資料は、各学校から教育委員会に報告される児童生徒の問題行動を、平成 21年度 

から平成 24年度までの 4年間をまとめたものである。この間の件数発生状況を確認す 

ることにより、児童生徒の発達段階と問題行動との関係を考察し、今後の取組の基礎資

料とした。 

 

（１） 万引き（刑法犯行為）  

       

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊ 図 1より、小学生の万引き件数が平成 21・22年度で高い数値となっているが、 

以降は減少している。また、図 2より、学年別では小学校 3・6年生、中学校 2年 

生と散在して高くなっており、今後とも規範意識を高めるための啓発を継続してい 

く必要がある。 

 

（２） けんか（ぐ犯・不良行為） 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊  図 3より、中学校において、児童生徒相談員を配置した平成 23 年度以降は減少 

傾向にある。また、図 4より、学年別では小学校では高学年、中学校では全学年で

高い発生率で推移している。自分の感情をコントロールする力や、人間関係構築の

基本となるコミュニケーション能力の育成が必要である。 

 

 

 

（件） 

（件） 

（人） 

（人） 

＜図 1 件数発生推移＞ ＜図 2 学年毎の過去 4年間の累計＞ 

＜図 3 件数発生推移＞ ＜図 4 学年毎の過去 4年間の累計＞ 
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（３） いじめ 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊ 図 5 より、小学校での件数が多く、主な態様としては言葉によるいじめであり、

相手の気持ちを考えた言動の育成が必要である。また、図 6より、学年別では、小

学校高学年から中学校 1年生にかけて多く発生しており、特に中学校へ入学し、新

たな環境において、適切な人間関係を築いていくための取組が必要である。 

 

（４） 不登校 

     

 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 

平成 21 年 0 1 0 0 0 3 3 8 23 

平成 22 年 2 0 0 1 1 0 5 5 16 

平成 23 年 0 0 1 1 0 1 5 11 9 

平成 24 年 1 1 1 1 0 0 4 11 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 表 1より、平成 22年度からの 3年間は、一般的に中一ギャップと言われる状況 

が見られるため、授業交流・情報交換など小・中連携の取組を今後も継続していく。 

 また、図 7より、校種別不登校出現率が、小学校では全国、県よりも低くなって 

おり、中学校でもほぼ平均となってきているが、再登校に向けた担任による家 

庭訪問や関係機関との連携など地道な対応を継続していく。 

＜図 6 学年毎の過去４年間の累計＞ ＜図 5 件数発生推移＞ 
（件） 

（人） 

＜表１ 小 1 から中 3までの学年別不登校数変遷（斜め右下に見ていく）＞ 

＜図 7 校種別不登校出現率の推移＞ 
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３　稲美町園児・児童・生徒数の推移（昭和６１年度からの統計より）

年 小学校 中学校 ※幼稚園

61 3,374 1,885 346

62 3,158 1,973 313

63 2,995 1,941 319

元 2,865 1,855 269

2 2,723 1,760 260

3 2,670 1,692 193

4 2,589 1,615 259

5 2,555 1,491 275

6 2,517 1,403 257

7 2,465 1,370 291

8 2,358 1,360 322

9 2,284 1,347 309

10 2,204 1,313 293

11 2,121 1,263 287

12 2,057 1,222 302

13 1,966 1,185 315

14 1,955 1,094 332

15 1,942 1,054 355

16 1,923 1,005 351

17 1,942 1,001 351

18 1,928 968 331

19 1,937 936 367

20 1,908 919 339

21 1,898 942 305

22 1,820 956 303

23 1,832 941 254

24 1,752 907 266

25 1,723 894 292

※ 幼稚園児数の推移について・・・平成２年度から以下のように順次２年保育が始まった。

〔平成２年度から天満南幼稚園、平成４年度から天満東幼稚園、平成５年度から天満幼

　稚園、平成７年度から加古幼稚園、母里幼稚園〕
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