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基本目標Ⅰ 夢と志を育てる

第 3部 主 な 施 策 と 事 業 〔 各 論 〕

重点目標1 確かな学力の定着

これからの社会は、複雑で予測困難な社会といわれる。そこでは、主体的な学びや多様な

人々との協働を通じて課題解決につなげる価値観や行動を生み出すこと、生活、人生を豊か

なものにしていくための人間としての感性を働かせることが求められている。

そこで、児童生徒の学習意欲を高め、さらなる学力向上を図るため、学習指導要領の趣旨

を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の取組を推進するととも

に、小・中学校の各段階において、各教科等における「ことばの力※」の育成、科学技術の

基礎となる理数教育、情報社会を主体的に生きるための情報教育等を一層充実する必要があ

る。

【 重 点 事 項 】

(1)学習指導要領に対応した学力の向上

これまで

の取組

「生きる力」を育む教育を推進し、確かな学力の定着を図るために、自ら

課題を設定し、その解決に向けて各教科等の学習に取り組んだ。

これから

の取組

①学習指導要領の着実な実施

社会の変化に向き合い、自ら新しい社会を創造する子どもの育成をめざし

た取組を行う。学習指導要領改訂に伴い、その趣旨の理解を深めるための研

修を行う。

②「主体的・対話的で深い学び」の視点にたった授業改善の推進、論理的思

考を身につけるための学習活動の推進

児童生徒の学習意欲を高め、さらなる学力向上を図るために、これまで各

校において取り組んだ実践を生かし、各教科等の特質に応じた、「見方・考え

方」を働かせながら、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

の取組を推進する。
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(2) 新しい時代に求められる資質・能力の育成

これまで

の取組

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とともに、学力向上に向け、授業改善に活用した。また、

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を継続して推奨

してきた。

これから

の取組

①全国学力・学習状況調査の実施・分析・活用

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とともに、教育活動の質の向上に向けて、教育課程を編

成し、実施し、評価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立する。

②学力向上に関する校内研究、効果的な指導実践の共有と推進

指導目標に則した評価規準や評価方法を明確にし、指導方法の工夫・改善

に取り組むなど、指導と評価の一体化を図り、学力向上の取組を促進する。

(3) さまざまな形態による学習の推進

これまで

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てきた。また、少人数学

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

取組となった。

これから

の取組

①言語活動・理数教育の充実、情報活用能力の育成

各教科等の学びを支える基盤となる「情報活用能力」の育成を図り、ICT機

器を効果的に活用しながら、論理的思考力の向上に努めるとともに、子ども

の思考力・判断力・表現力や探究する能力等を育成するために言語活動・理

数教育の充実を図る。

②新学習システムの充実・活用

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、引き続

き新学習システムを推進する。

〈根拠法令等〉

・学習指導要領

・全国学力・学習状況調査に関する実施要項

・新学習システムの推進に係る実施要項
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重点目標2 豊かな心の育み

現在の複雑化・多様化した社会において、子どもたちが感性を働かせてより豊かに生活し

ていくためには、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。

子どもたちが豊かな情操を育み、人格形成を図っていく上で大きな役割を担っている自然

体験活動や読書活動等についても、創意工夫ある取組を継続していくことが必要である。ま

た、いじめや不登校等、生徒指導上の諸課題について、学校園長のリーダーシップのもと、

SCやSSW等の専門家や関係機関・団体と連携し未然防止や早期発見、早期対応に学校園を挙

げて取り組むことが重要である。

これらの考え方や取組を基本とし、園児児童生徒や学校園の実態等に応じた心の教育及び

人権教育の充実を図っていかなければならない。そのためにも学校・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だ。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

努めた。

これから

の取組

①考え、議論する道徳の推進

人間尊重の精神や生命に対する畏敬の念を養うとともに、主体的に未来を

切り拓く力を育み、人間としてよりよく生きるための基盤となる道徳性を育

成するため、「特別の教科 道徳」を要とし、学校の教育活動全体を通して道

徳教育に取り組むことが出来るよう指導体制の充実や学校・家庭・地域の連

携を推進する。

②道徳科における評価の在り方の見直し・検証

「特別の教科 道徳」の評価の推進において、評価方法等の明確化や評価

の視点の共通理解、実践事例の蓄積に組織的・計画的に取り組む。

③いじめ等への対応の推進

いじめ防止基本方針に基づき、いじめは、どの子どもにも、どの学校にも

起こりうるとの認識のもと、家庭や地域との連携を図るとともに、未然防止

や早期発見、早期対応に向けた取組を推進する。                         
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(2) 体験活動の推進

これまで

の取組

発達段階に応じ、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

てきた。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を推進

した。

これから

の取組

①小・中学校における体験活動の推進

子ども一人一人が豊かな社会生活を育むため、人間ならではの感性を働か

せ、自然や社会、芸術文化に触れる「本物と出会う体験」や学校や家庭地域

社会において、その一員としての自覚や誇りを持つことができるよう、家庭

や地域と連携しながら、自ら進んで協力し、働きかけることの大切さや、人

の役に立つことの喜びなど、子どもが人の絆の素晴らしさを実感する学習や

体験教育を充実させる。

②学びを活かす取組の充実

学びの成果を発表したり、体験活動で見聞きしたことを各教科の中で取り

上げたりするなど、体験を通して学んだことを、その後の生活や学習に生か

すための事後指導を充実させる。
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(3) 心の教育の充実

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

た。年2回開催の稲美町心の健康サポート委員会では、医師やSC等、専門家を

交え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

り組んだ。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た。

児童生徒相談員の配置、年2回開催の稲美町生きる力を育むための小・中連

携推進委員会、楽しい学校生活を送るためのアンケート｢Q-U｣を実施し、問題

行動等の早期発見・対応、学級経営の充実をめざした取組に努めた。

これから

の取組

①生徒指導の研究、実践の充実

各校において、相手のよさや自分との違いを理解する力や、進んで他者と

関わろうとするコミュニケーション能力を育むため、日常的な関わりを通し

た共感的な児童生徒理解に努め、互いに心が通い合う学級づくり・集団づく

りの取組を推進する。

②児童生徒の健全育成を図る取組の推進

学校園におけるいじめ、不登校、暴力行為等の問題行動への対応としてSC、

SSWを配置し、子どもの悩み等を積極的に受け止め、子どもたちや家庭を支え

る相談体制の充実に努め、児童生徒の健全育成を図る。

不登校については、一人一人の状況に応じたきめ細かな支援に努めるとと

もに、人間関係を築く力を育み、自己存在感を高める学級づくりや集団づく

りを推進する。

いじめについては、その実態をとらえるために様々な手立てを講じ、積極

的な把握に努める。今後も、いじめ防止基本方針に基づき、いじめは、どの

子どもにも、どの学校にも起こりうるとの認識のもと、家庭や地域との連携

を図るとともに、未然防止や早期発見、早期対応に向けた取組のほか、子ど

もの心のケアを図る継続的な事後指導の徹底等の一層の充実を図る。

③稲美町心の健康サポート委員会の実施

稲美町心の健康サポート委員会を引き続き開催し、臨床心理士や医師、SC

等心理の専門家と連携した事例検討会や研修会を実施することにより、園児

児童生徒の心の健康に関する教職員の相談能力や指導力の向上に努める。
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(4) 人権教育の推進

これまで

の取組

教育活動の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※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た。

これから

の取組

①人権尊重の精神の涵養

計画的、組織的な人権教育の推進体制を確立し、教育活動全体を通して人

権に関する知的理解と人権感覚の涵養を図る。

②多文化共生社会の実現

外国人園児児童生徒の自己実現を支援するとともに、子どもたちが多様な

文化的背景をもつ人々と共に生きようとする意欲や態度を育成する。

(5) 読書活動の推進

これまで

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、家庭で兵庫版道徳教育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、家庭で読書の習慣づけを図った。ま

た、地域の力を活用し、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等行った。

これから

の取組

①子どもの読書活動の推進を図る普及啓発の充実

子どもの想像力を養い、感動する心を育て、考える力を培う読書活動の充

実を図る。

②学校図書館の整備充実

子どもたちが読書活動を通して感性を磨き、読解力や表現力を高めること

ができるよう、学校図書環境の整備・充実に努めるとともに、多様な本にふ

れる機会の提供等、読書習慣の定着と読書意欲の向上を図る。

③町立図書館との連携

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に町立図

書館と連携し、本と出会う機会を増やす取組を推進する。また、発達段階に

応じ、学校・家庭・地域と町立図書館との連携を強化する。



- 39 -

(6) 青少年の健全育成

これまで

の取組

青少年の健全育成のため、啓発活動を推進してきた。また、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り、児童虐待に対して地域や専

門機関の連携を密なるものとしていくよう努めた。

これから

の取組

①稲美町青少年健全育成推進協議会による協働と連携

各中学校区の学校園・家庭・地域が協力し、青少年の健全育成のため、地

域ぐるみの研修、情報交換及び啓発活動等を推進する。

②稲美町青少年問題協議会による協働と連携

関係機関と情報を共有し、青少年を取り巻く社会環境の浄化活動、非行防

止活動等、青少年の健全育成に努める。

〈根拠法令等〉

・いじめ防止対策推進法

・兵庫県いじめ防止基本方針

・学習指導要領

・生徒指導提要

・人権教育の指導方法等の在り方について〔第3次とりまとめ〕

・人権教育の基本方針

・稲美町青少年問題協議会条例

・環境体験事業実施要項

・自然学校推進事業実施要項

・地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」実施要項

・稲美町いじめ防止基本方針

・稲美町心の健康サポート委員会設置要項

・生きる力を育むための小・中連携推進委員会設置要綱

・読書活動推進計画

・稲美町要保護児童対策地域協議会設置要綱
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重点目標3 健やかな体の育成

生涯にわたり継続して運動に取り組むことができる資質や能力を育むため、運動習慣の定

着による基礎的な体力向上に向けた取組や、部活動等において責任感、連帯感の涵養を図っ

た取組が求められている。そこで、児童生徒の健康な体を支えるため、心身の調和のとれた

発達をめざし、家庭・地域と連携しながら、望ましい食習慣の形成や学校教育全体を通じた

計画的・継続的な食育実践体制の充実を図る。さらに多様化・深刻化している心身の健康課

題を解決するため、学習指導要領に即した体系的な保健教育の充実、家庭や地域の医療機関

等との連携による保健管理に取り組む。

【 重 点 事 項 】

(1) 体力運動能力向上への取組

これまで

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った。

これから

の取組

①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

人生100年を通じて継続して運動に取り組むことができる資質・能力を育

み、児童生徒の運動習慣の確立を図る。

②学校運動部活動への取組の充実

運動部活動については、適切な休養等による安全の確保、生徒の自主性の

尊重等に留意しつつ、責任感、連帯感の涵養を図る取組を推進する。

③部活動専門指導員の積極的な活用

適切な練習時間や休養日の設定等、部活動の適正化を進め、部活動専門指

導員を積極的に活用することで、中学校部活動の指導体制の充実を図る。

(2) 食育の推進・充実

これまで

の取組

食育を組織的・計画的・継続的に進めるため、教育活動全体を通した取組

や食育ハンドブック等の資料を活用しながら指導の充実に努めた。

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

等、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

取り組んだ。

これから

の取組

①学校食育推進計画の充実

児童生徒に食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせるた

め、学習指導要領に基づき、学校教育全体を通して、組織的・計画的に食育

を推進する。

②地産地消の推進

学校給食における地場産物の活用の促進を図り、家庭・地域と連携しなが

ら食育の実践に取り組む。
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(3) 心身の健康づくりの推進

これまで

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

携を推進してきた。

これから

の取組

①学校保健・保健教育の推進

子どもたちの規則正しい生活習慣を培うために、健康の保持増進に向けた

学校保健活動を推進するとともに、アレルギー疾患や生活習慣病、心身の健

康等について、医療機関等の関係機関や家庭と連携を図りながら、一人一人

に応じた保健指導の充実や子どもの心に寄り添った支援に努める。

②心の健康教育の推進

園児児童生徒一人一人の自尊感情や自己肯定感を高め、ストレスへの対処

の方法を身に付けさせるため、発達の段階に応じた、きめ細やかな支援を行

っていくとともに、日常的に園児児童生徒の心身の状況を把握し、教職員間

での共通理解のもと、心の健康に関する指導の充実に努める。

〈根拠法令等〉

・学習指導要領

・学校保健安全法

・食育基本法

・食育ハンドブック  

・学校における食育実践プログラム（改定版）
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重点目標4 生き方の探求、社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成

子どもたちが学びの原動力となる夢や目標を持ち、自分らしい生き方を実現するために幼

稚園、小・中学校それぞれの発達段階に応じ、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。また、職業や働き方が多様化し、就労構造の変化や

新産業の創出が見込まれる中で、IT化やグローバル化等の進展に対応しながら、他者と協

力・協働し、自ら考え主体的に行動し問題を解決する能力を育成し、社会的・職業的自立の

基盤となる基礎的・汎用的能力を育んでいくことをめざす。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。

【 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」等体験活動を活用したり、職業講話等を

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、家庭や地域と

の連携のもと、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取り組んだ。

これから

の取組

①キャリア教育に関する校内研修の充実と効果的な指導実践の情報共有の推

進

教職員の共通認識のもと、特別活動を要とし、教育活動全体を通してキャ

リア教育に取り組む。また、学校におけるキャリア教育の目標を明確にし、

全体計画を作成するなど、校内の組織的・系統的な推進体制を整備する。     

②地域人材の活用、ふるさとの先輩事業の実施

保護者や地域の人々、関係機関と連携しながら、自然体験、社会体験、も

のづくり体験等、多様な体験活動を行う。また、体験活動の学びを生活や学

習に生かすため、事前・事後の指導の充実を図る。    

③キャリアノート等の活用

児童生徒が、生涯を見据え、学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実

感し、将来の生き方・働き方を考える機会をつくる。また、キャリアノート

等を活用し、社会とのつながりや社会における自らの役割を考え、志を持っ

て自らの未来を切り開く力の育成を図る。
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(2) 幼小中一貫した国際理解教育の推進

これまで

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っていることから、幼稚園、小・

中学校の英語教育連携を稲美町の特色ある教育の一つとして、12年間を見通

した段階的な指導の工夫、カリキュラムの開発等を推進してきた。

これから

の取組

①国際理解教育の推進

グローバル化が進展する社会では、言語や文化、価値観が異なる人々と交

流する機会が多くなるなか、より一層、語学力やコミュニケーション能力、

他国の伝統と文化を尊重する態度等を育成し、国際理解を深めることで、様々

な人々と協働して社会を創ろうとする資質・能力を育むことに努める。

②幼児期からの外国語の学びと小中一貫した外国語教育の推進

発達段階に応じた、外国語指導講師との外国語を用いたふれあいや対話、

討論を通して、外国語における言語や文化に関する体験的な理解を深め、基

本的な表現に慣れ親しむよう取組を進める。

③外国語科等の指導方法の研究

小学校中学年での「外国語活動」や高学年での「外国語科」の導入を踏ま

え、言語活動を通してコミュニケーションの素地となる資質・能力の育成が

図られるような指導方法の工夫に関する研修を充実させる。
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(3) 情報教育の推進

これまで

の取組

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

情報教育の推進に取り組んだ。

ICT機器の環境整備については、機器の更新時に見直しを行い、校務支援シ

ステムを導入し、業務改善、情報教育の充実、システム管理を一層推進して

きた。

これから

の取組

①情報活用能力の育成

児童生徒が情報通信ネットワークや学習用タブレットPC等のICT機器の効

果的な活用を通して、「情報活用の実践力」「情報の科学的な理解」「情報社会

に参画する態度」の3観点を意識し、発達段階に応じて情報活用能力を育成す

る。

②情報モラルの育成

ネットによる誹謗中傷・いじめ、ネットトラブル等を防止するため、情報

モラルの指導を徹底するとともに、家庭や関係機関と連携し、児童生徒の主

体的な取組を促進する。

③ICT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

情報活用能力を育成するため、各教科等の年間指導計画に、ICT機器の活用

を位置づける。また、コミュニケーションツールの利用拡大に伴う、個人情

報の取り扱いや著作権等の権利を尊重することの重要性を正しく認識する学

習活動を充実させる。

(4) 環境教育の推進

これまで

の取組

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。

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た。

これから

の取組

①持続可能な社会の担い手を育成する環境教育の推進

身近な生活の中での気づきや発見を大切にし、環境に関心を持ち理解を深

め、命あるものとふれあう中での感動や生命の大切さ、生命の連鎖を実感さ

せる取組を推進する。    

②地域の特性を踏まえた環境教育の推進

地域の人材・施設等を活用したり、ふるさとの自然や風土をいかした学習

素材を積極的に取り上げたりするなど、地域の特性を踏まえた環境教育を推

進する。

〈根拠法令等〉

・学校教育法第21条第1項第4号

・学習指導要領

・兵庫県環境学習環境教育基本方針   

・稲美町環境基本計画  

・環境体験事業実施要領
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基本目標Ⅱ 学びを支える基盤をつくる

重点目標1 持続可能な学校指導体制の充実

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。さらに令和2年度の小学校に続き、令和

3年度の中学校で改訂された学習指導要領の全面実施を踏まえ、「生きる力」を総合的に育むため、

学校園がそれぞれの役割を果たすとともに、12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、計画的な管理職の育成、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や学校評価等を活用し、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) 持続可能な学校運営を担う管理職の育成、確保

これまで

の取組

校長のリーダーシップのもと、きめ細やかな学習指導により学力課題の解

消に向けた取組を進め、いじめ・不登校等の未然防止・早期対応の強化を図

った。また、学校の資源が一体的にマネジメントされ、教諭はもとより、養

護教諭、栄養教諭、事務職員等が、それぞれの異なる専門性を生かし取り組

んだ。

これから

の取組

①学習指導要領の趣旨を踏まえた教職員の資質向上研修の充実

カリキュラム・マネジメントや教職員の勤務時間管理等を適切に実施する

とともに、学校が抱える様々な課題を積極的に解決し、持続可能な学校運営

を担う教職員を育成する。

②学校教育目標達成に向けた基盤形成の充実

時代に対応した資質・能力を育むために、各学校園の教育の在り方を短期

的、中・長期的視野に立って考え、めざすべき学校園づくりに向けて、教職

員全体が目標意識の共有を図り学校教育を推進する。
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(2) 教職員の資質向上

これまで

の取組

学習指導要領や幼稚園教育要領の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た。学校園全体で若手教職員

の育成に努め、その際、日々の教育活動や保護者・地域とのかかわりの中で

ベテラン教職員の豊富な知識や経験の伝承に工夫を凝らせ取り組んだ。

また、稲美町特色ある学校づくり研究事業では、町内幼稚園、小・中学校

教員が多数参加し資質向上に努めた。

これから

の取組

①学習指導要領の趣旨に沿った指導力の向上

教職員として必要な使命感や責任感、教育的愛情、教科や教職に関する専

門的知識・実践的指導力に加え、キャリアステージに応じた資質能力を生涯

にわたって高めていく力、情報を適切に収集・選択・活用する能力、知識を

有機的に結びつけ構造化する力等を養成するため、体系的な研修を推進する。

②個性を尊重した指導力の向上

園児児童生徒の意識や行動の変化を的確に把握し、カウンセリングマイン

ド※をもって、一人一人の個性や能力、可能性を伸ばすよう指導力の向上を図

る。

(3) 個に応じたきめ細かな指導の充実

これまで

の取組

少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

し、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

指導法等の充実を図った。

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してきた。

これから

の取組

①研究会への参加や教育実践の推進、学校自己評価の活用

学習指導や職場での協働、保護者・地域との連携について、各校園の実態

を把握し、課題を明確にした上で、教員の資質向上を目的とした取組を推進

する。                      

②望ましい基本的生活習慣の定着を図るための指導法の研究

児童生徒が、学習面・生活面に関する目標設定を達成できるよう、特別活

動の時間等を活用し、自身の生活を振り返る取組を進める。

③新学習システムの充実・活用

少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

し、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

た指導法の工夫に努める。
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(4) 幼小中連携による教育

これまで

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12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きた。また、連携の内容として、園

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稚園、小・中学校の連携

に努めた。

これから

の取組

①運動会や音楽会等の行事連携

幼稚園、小・中学校での交流活動を通して、自分の近い将来の姿や自分の

成長に気づく機会を設ける。また、教員間の交流を深めることで、教員同士

のよりよい人間関係の構築や組織力の向上に繋げる。

②特別な支援を必要とする園児児童生徒への一貫性のある支援体制の構築

園児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応するため、多様な学びの場の

指導の充実を図り、進路指導・個別の教育支援計画等の引継ぎ情報を活用し

た継続的な支援を推進する。

〈根拠法令等〉

・学校教育法施行規則

・学習指導要領

・幼稚園教育要領    

・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・中連携推進委員会設置要綱
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重点目標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、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、子どもを見守り支える地域の教育力

を高めることが重要である。加えて、改訂された学習指導要領では、「社会に開かれた教育

課程」の実現が求められており、学校教育の家庭及び社会との連携・協働がより一層求めら

れている。そのため、教職員一人一人の資質向上及び働き方改革はもとより、安全・安心で

質の高い教育環境の整備、地域全体で家庭教育を支える仕組みづくりを支援し、学校・家庭・

地域が連携・協働した社会総がかりの教育を推進する。

【 重 点 事 項 】

(1) 地域の教育資源の活用

これまで

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きた。

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※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きた。

これから

の取組

①特色ある学校づくり研究事業の実施

令和2年度の小学校に続き、令和3年度の中学校での改訂された学習指導要

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する。

②ふるさとの先輩事業の実施

ふるさと稲美を愛し、誇りをもつ心を育て、地域の一員としての自覚を高

めるため、様々な伝統文化、環境に触れる機会を充実させるとともに、地域

に根ざした行事への参画を促すなど郷土を知る取組を推進する。

③町立施設の活用、連携

児童生徒の学習活動の充実を図るとともに、より複雑化・困難化する学校

現場の課題に適切に対応するため、地域人材・町立施設と連携し、学校の教

育力を高める。
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(2) 特色ある学校運営協議会の運営

これまで

の取組

ふるさとの先輩事業や地域学校協働活動として、保護者・地域住民から、

人材を発掘し、ゲストティーチャ―※として招聘するなど活用し、学校教育へ

の支援につなげた。また、学校園便りや、学校園ホームページを活用して情

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た。平成30年度には、稲美北中学校をコミュニティ・ス

クールとして開校し、学校運営協議会を立ち上げ、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きた。

これから

の取組

①中学校区学校運営協議会の実施

町立学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能と

なる「地域とともにある学校」への転換を図るとともに、各中学校区コミュ

ニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体

となって特色ある学校づくりを進める。

②地域とともにある学校づくりの推進

学校からの積極的な情報発信を行うとともに、家庭・地域と連携・協働し

学校教育の充実を図る。

(3) ふるさと意識を醸成する教育の推進

これまで

の取組

地域行事への参加や伝統文化の体験等を通じて、郷土の伝統文化に親しん

だり、「トライやる・ウィーク」をはじめとする体験活動を通じて、地域の歴

史・産業等に触れたりする機会の充実を図った。また、各小・中学校の卒業

生等出身者のなかで、社会の各方面で活躍している人を自分たちのふるさと

の先輩として学校に招き、児童生徒に広い視野を育むため、体験談や専門的

な分野の話を聞く機会を設けた。

これから

の取組

①ふるさとの魅力を学ぶ機会の充実

地域行事への参加や伝統文化の体験等を通じて、郷土の伝統文化に親しむ

機会を設ける。

②ふるさとの先輩事業の実施

各小・中学校の卒業生を自分たちのふるさとの先輩として学校に招き、児

童生徒に広い視野を育むため、伝統文化等の専門的な分野の話を聞く取組を

実施する。    

③児童生徒の地域活動の充実

「トライやる・ウィーク」をはじめとする体験活動や、コミュニティ・ス

クール等の活動を通じて、地域の歴史・産業・行事等に多く触れる機会を充

実させる。

〈根拠法令等〉

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律    

・学校教育法施行規則   ・学習指導要領

・稲美町特色ある学校づくり研究事業実施要項   
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重点目標3 安全・安心な教育環境の整備と安全教育の充実

学校施設は子どもの学習・生活の場であるとともに、阪神・淡路大震災、東日本大震災等

災害時に多くの施設が避難所として活用されたことから、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の耐震対策等の防災対策事業を実施してきた。また、各学校の実態

に応じた学校防災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30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

の構築や少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。

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。社会教育施設も長寿命化計画を策定し、年次的に施設の改修を行い、利

用者の安全ならびに利用を促進していく。

【 重 点 事 項 】

(1) 学校施設の改善と充実

これまで

の取組

大規模改造工事を計画的に実施し、教育環境の改善を図ってきた。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。

これから

の取組

①学校施設の長寿命化、年次的大規模改造事業の実施

計画的な大規模改造工事を進めていくとともに、中長期的な学校園施設の

維持管理等に係るトータルコストの縮減、予算の平準化を図るための学校園

施設の長寿命化計画を策定し、計画を基にした施設の維持管理や改修を行う。

②ICT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

ICTの環境整備については、学習指導要領の実施を見据え、機器の更新時に

見直しを行い、学習活動を支えるICT環境の整備に取り組む。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。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う。

③社会教育施設の長寿命化、年次的改造事業の実施

社会教育施設の長寿命化計画を策定し、年次的に施設の改修計画に基づき、

施設の改修を行う。
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(2) 安全教育と防災教育の充実

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、学校防災マニュアルの点検・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た。さらに、SC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※への理解と心の

ケアの実践力を高めた。

これから

の取組

①防災・防犯マニュアルの改訂、避難・防犯訓練の実施

災害から自分の命を守り、身近な人を助ける自助・共助の考え方をもとに、

避難訓練を積み重ねることで減災に努める。また、学校防災マニュアルを見

直し、改善を図り、災害発生時に適切な判断が出来るよう体制を構築する。

②防犯設備の活用

現状ある防犯カメラ等の設備を点検し、安全管理に関する運営体制を強化

し、学校防犯体制の整備に努める。

(3) 児童生徒の安全対策の推進

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だ。

各地区の交通状況を確認し、町内26箇所に稲美町交通安全指導員を配置し、

子どもたちが安全に登下校できるよう努めた。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

質向上を図った。また、平成24年4月の京都府亀岡市での事故を受け、関係機

関と連携し、通学路の危険箇所の緊急合同点検を行った。さらに、登下校防

犯プランで把握した危険箇所については、関係機関と協議し、防犯上の対策

を講じた。

これから

の取組

①登下校の安全

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間や家

庭・地域と共有するとともに稲美町通学路交通安全対策協議会を組織し関係

機関と協議し順次危険箇所を整備する。

②登下校防犯プランに基づいた安全対策の推進

登下校防犯プランで把握した危険箇所については、引き続き関係機関と協

議し、防犯上の対策を講じる。

〈根拠法令等〉

・学校保健安全法第26条     ・学校施設環境改善交付金交付要綱

・稲美町公共施設等総合管理計画 ・稲美町学校園施設長寿命化計画(R元策定)

・稲美町通学路交通安全基本方針 ・登下校防犯プラン
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重点目標4 多様なニーズに対応した教育の充実

全国的に、特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒は増加傾向にある。すべての

学校や学級に、発達障害を含めた障がいのある児童生徒等が在籍する可能性があることを前

提として、一人一人の子どもの特性や発達段階に応じて能力や可能性を最大限に伸ばし、自

立して社会参加するために必要な力を育成することが必要である。

また、日本語指導が必要な外国人児童生徒が増加を続けている。このような中で、持続可

能な社会の担い手を育成するため、伝統や文化への理解を深めるとともに、民族や国籍を異

にする人々と互いに自他の文化や習慣、価値観を認めあい、共に生きる心を育成することが

重要である。さらに、不登校生に対する教育の機会の確保等に関する法律などを踏まえ、児

童生徒が安心して教育を受けられるよう魅力のある学校づくりを推進するとともに、個々の

不登校児童生徒の状況に応じた支援を推進する。

児童生徒の異なる価値観に応じた指導・支援を充実させるため、多様なニーズに丁寧に対

応し、一人一人の児童生徒の能力・可能性を最大限にのばす教育の実現を図っていく。

【 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た。

これから

の取組

①障がいの状況等、個々の教育的ニーズに応じた多様で柔軟な仕組みの充実

障害者の権利に関する条約や障害者差別解消法を踏まえつつ、児童生徒が

合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられる体制

を充実するとともに、障がい者理解に関する学習、交流及び協働学習、自立

と社会参加に向けた主体的な取組への支援等、一人一人の教育的ニーズに応

じた多様で柔軟な仕組みの整備を推進する。    

②多様な支援を行うための校内支援体制の構築

教育支援委員会、発達支援連絡会等において、関係機関と連携して情報共

有、協議等を行い、入園、入学前から継続した支援を行う。

2011年版「障害者白書」(内閣府)の中で、「障害」という書き方についての調査があった。「障害」の「害」の字はイ

メージが悪く障害者差別につながるので表記を改めるべきだ、との意見についての回答は、「そう思う」が21.9％、

「そうは思わない」が43.0％、「どちらともいえない」が35.1％だった。

文部科学省は、「障害」の表記については、「障害」のほか、「障がい」「障碍」「しょうがい」等の様々な見解がある

ことを踏まえ、障害者の「者」にあたる部分の表記の在り方も含め、推進会議としては、今後とも、学識経験者等の意

見を聴取するとともに、国民各層における議論の動向を見守りつつ、それぞれの考え方を整理するなど、引き続き

審議を行うとしている。

表記に関しては地方自治体の判断に任されている状況の中、「障がい」を使う自治体や障害者団体などが多くな

っており、「障がい」が一般的にもなじみのあるものになりつつある。本計画では、第5次稲美町総合計画の表記を

参酌し、障がい(者)と表記（法令等を除く）することとする。

〈障がい(者)と障害(者)の表記について〉
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(2) 不登校児童生徒への支援

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

た。年2回開催の稲美町心の健康サポート委員会では、医師やSC等専門家を交

え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、不登校の問題に適切に対応できるよう取り組んだ。また、

学校復帰をめざして、適応指導教室(ふれあい教室)における指導を充実させ、

児童生徒の支援に努めた。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た。

これから

の取組

①不登校の未然防止と早期発見・早期対応の強化

SCやSSWを活用して、子どもや保護者の悩み等を受け止めるとともに相談体

制の充実に努める。また、SCやSSW等との情報共有に努めるとともに、稲美町

心の健康サポート委員会で事例検討会や研修会を実施し、教職員の教育相談

能力や指導力の向上に努める。

②適応指導教室（ふれあい教室）の充実

心理的要因等によって学校不適応を起こしている児童生徒に対して、適応

指導教室で一人一人の状態に応じた指導、支援を行う。また、適応指導教室

が中心的な役割を担い、学校や関係機関と連携するためのネットワークを構

築し、学校復帰プログラム等の充実を図り、社会的自立へ向けての支援を行

う。

(3) 多様なニーズのある児童生徒への支援

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、支援した。

また、稲美町国際交流協会※と連携し、日本語指導が必要な外国人児童生徒

の支援に努めた。

これから

の取組

①個々の実態に応じた支援の充実

外国人児童生徒等、様々な背景をもつ子どもたちの実態を踏まえた指導を

行い、一人一人の良さや可能性をより発揮できるよう支援に努める。       

②相談体制の充実

多様な支援が必要な児童生徒一人一人の内面に対する共感的な理解を深め

るとともに、児童生徒や保護者が相談しやすい環境づくりに努める。

〈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

・兵庫県特別支援教育第三次推進計画

・子ども多文化共生サポーター設置要綱

・稲美町心の健康サポート委員会設置要項

・稲美町要保護児童対策地域協議会設置要綱
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重点目標5 幼児期の教育の充実

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。

町内幼稚園のうち、2幼稚園において空き教室等を利用して3歳児教育を開始した。引き続

き、人口の推移や入園希望園児など子育て家庭の動向を踏まえて検討していく。また、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の充実を図り、子育て支援

に努める。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) 幼稚園教育の充実

これまで

の取組

幼児一人一人の発達や学びの連続性及び家庭生活との連続性を確保すべ

く、幼児教育の推進を図った。また、小学校の教育活動とのつながりを見通

し、幼小の円滑な接続がなされるよう取り組んできた。平成30年度から、町

内2幼稚園で3歳児教育を実施した。

これから

の取組

①きめ細やかな幼稚園教育の推進

幼稚園教育要領に基づき、地域の状況や園の規模、教職員の構成等の実態

を考慮し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を見通した創意ある教育

課程の編成、実施、評価、改善を行う。

②幼稚園教員の研修の充実

園児理解に基づく指導計画、環境の構成と活動の展開、活動に沿った必要

な援助について、指導の改善を図るとともに、園内研修を充実する。
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(2) 子育ての支援

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年度から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

育事業を実施した。

未就園の子どもとその保護者を対象に、月2～3回の割合でひよこ学級を開

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

得たりする等、親子の遊びの場や仲間づくりの場を提供した。

これから

の取組

①預かり保育の推進

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ため、

引き続き預かり保育事業の充実を図る。

②就園前の子育て支援の充実

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関して話

し合ったり、子育て相談を実施したりし、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る。

③小学校への円滑な接続

教育の連続性・一貫性を確保し、生涯にわたる学びの基礎となる力の育成

を図るとともに、幼児期の教育と児童期の教育の目標・目的、教育課程、教

育活動を共有する。

〈根拠法令等〉

・幼稚園教育要領
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基本目標Ⅲ 地域とともに育てる

重点目標1 学校・家庭・地域の連携、協働の推進

学校・家庭・地域は、それぞれが子どもたちの成長にかかわる当事者として、責任と役割

を果たし、互いに連携・協力して、子どもたちの教育に取り組む必要がある。地域が主体的

に学校支援活動を行うとともに、地域における子育て家庭の支援や放課後等における子ども

の居場所の確保、登校時の見守り活動、学校支援活動等を継続的に実施するなど、地域ぐる

みで子どもを育てる体制づくりや、学校からの積極的な情報発信を踏まえた地域と学校の緊

密な連携等の取組の充実を図っていく。

【 重 点 事 項 】

(1) 地域からの学習支援の充実

これまで

の取組

学校支援地域本部事業として、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継続して発掘し、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た。

これから

の取組

①オープンスクールの推進

オープンスクールを通して、保護者や地域の人々等に教育活動を公開し、

各学校園の魅力・特色等に関する情報を発信する。また、学校園だよりの発

行やホームページの更新、広報誌の活用等により、家庭・地域との連携を一

層推進するための学校園運営に関する情報を日常的かつ積極的に提供する。

②地域の教育力の活用

「地域とともにある学校」づくりの組織的な取組を推進し、地域住民によ

るボランティア活動を受け入れたり、地域住民と園児児童生徒との交流を促

進したりするなど、地域の教育力を活用し、学校園の教育環境を充実する。

(2) 教育環境の整備

これまで

の取組

学校支援地域本部事業では、学校から要望により、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た。また、人材バンクの登録者

数やボランティアの種類を増やした。ボランティアの作業にかかる負担等に

ついては、実行委員会が対応した。

これから

の取組

①学校協働ボランティア登録と協働活動、コーディネート活動の推進

人材バンクの制度を充実していくとともに、学校の要望を受けてボランテ

ィア活動のコーディネートを進める。  

②学校図書館ボランティアの充実、町立図書館との連携

図書館司書が学校図書館ボランティアと連携し、読み聞かせや図書の配架

等の充実を図る。  

③地域資源の活用と連携

地域で、学校でのボランティア活動に意欲のある人の発掘をするために情

報発信を行う。
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(3) 学校図書館の充実

これまで

の取組

各学校で、主に保護者の中から学校図書館支援ボランティアを募集して組

織した。ボランティアと教職員が連携を図りながら計画的に作業を進め、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図書館司書を派遣し、学校図書館運営の充実

を図った。

これから

の取組

①学校協働ボランティアの充実

各学校で、主に保護者の中から学校図書館支援ボランティアを引き続き募

集する。ボランティアと教職員が連携を図りながら、計画的に作業を進め、

学校の負担軽減を図る。

②町立図書館からの支援

町立図書館から各学校に司書を派遣し、情報提供や書架整理を行うなど、

学校図書館の円滑な運営の支援に努める。

(4) 教育活動の支援

これまで

の取組

体験活動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教育を推進してきた。

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た。

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だ。

これから

の取組

①体験活動への支援・協力

園児児童生徒の主体的・自発的な活動を取り入れた体験活動となるよう工

夫するとともに、地域の人材や稲美町の自然・風土をいかした学習を通して、

発達段階に応じた体系的な取組を推進する。   

②登下校防犯プランに基づいた安全対策の推進

登下校防犯プランで把握した危険箇所については、関係機関と協議し、防

犯上の対策を講ずる。
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(5) 地域学校協働活動「いなみいきいき共育ネット」の充実

これまで

の取組

地域全体で子どもたちの健全な成長を支え、未来を担う子どもたちに生き

る力と夢を育む事を目的として、地域学校協働活動「いなみいきいき共育ネ

ット」を実践した。

学校・家庭・地域の連携協力推進委員会を開催し、ボランティアの確保や

活動内容について意見を聞き、その後の活動に生かすように努めた。

町内全小学校において、夏休みを中心に10回程度、土曜日・日曜日に地域

未来塾等を実施した。平成30年度から母里小学校、天満小学校でそれぞれ2回

の土曜体験活動を実施し、ものづくりや地域の歴史に触れる活動を行った。

これから

の取組

①地域学校協働本部の充実

未来を担う子どもたちに生きる力と夢を育むことを目的とし、地域住民の

参画を得て地域学校協働本部を年次的に全小学校区に設置し、活動内容を協

議検討する。

②学校協働ボランティア活動の推進

ボランティアの登録を積極的に行い、学校の要望を受けてボランティア活

動のコーディネートを進める。

③放課後子ども教室の推進

子どもたちの放課後の過ごし方について状況を確認し、内容の検討を行い

ながら事業を推進する。  

④地域未来塾の実施

長期休業中の、地域における子どもの居場所づくりを行うとともに、学習

の習慣が身につくよう支援する。   

⑤土曜体験活動の充実

子どもたちに、ものづくりの機会を提供したり、地域の歴史に触れさせた

りする等、体験活動の充実を図る。

〈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

・稲美町地域学校協働活動推進員設置要綱
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重点目標2 開かれた学校園づくりの推進

学校が抱える複雑化・困難化した課題を解決し、子どもの生きる力を育むためには、地域の人々

と目標やビジョンを共有し、地域住民の参画・協力を得ながら、地域と一体となって子どもたち

を教育する地域とともにある学校づくりへの転換が求められている。そこで、地域や学校の実情

を踏まえたコミュニティ・スクールの仕組みによる、「地域とともにある学校づくり」と「学校を

核にした地域づくり」を推進していく。学校と地域との連携・協働の取組が組織的・継続的に行

われ、あらゆる世代が一体となった教育活動が展開されるよう、一層の推進を図る。

【 重 点 事 項 】

(1) コミュニティ・スクールの推進

これまで

の取組

稲美町では、学校教育の基本方針の具現化を図るための基本方針の一つに

「絆づくりと、活力ある社会づくり」を掲げ、各校において、家庭や地域と

連携した様々な取組を行った。

学校と家庭が協力しながら、運動会、体育祭やスポーツ大会等の学校行事

への保護者の参加、保護者とともに行う清掃やあいさつ運動等のPTA活動、地

域パトロール等の安全活動を行っているほか、学校と地域との連携により、

地域の行事などへの子どもの参加、地域の方々をゲストティーチャーとして

招いての授業、下校時の安全指導などを行った。

これから

の取組

①学校運営の改善

地域住民や保護者等が学校運営に参画する仕組みである学校運営協議会制

度を広く導入し、各地域における推進を担う人材の確保・育成等を通じて、

コミュニティ・スクールの導入の促進及び活動の充実を行い、地域、学校が

連携した学校運営の改善を図る。                      

②児童生徒の地域貢献活動の推進

児童生徒が土、日や長期休業中等を利用して、既存の地域行事の一部や新

たな行事を企画し、主体的に運営するといった実践的な取組を実施する等、

子どもたちが主体的に地域に関わる地域貢献活動の充実を図る。                            

③学校関係者評価委員会の活用、学校運営協議会の活用・保護者・住民の参

加

学校運営協議会委員、学校評議員等と協力、協働し、学校と地域が連携・

協働した取組を組織的・継続的に実施することなど、様々な世代が一体とな

った学校を核とした教育活動を展開する。
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(2) 地域資源の活用と地域との連携

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、一緒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だ。

これから

の取組

①地域資源の活用と連携

ふるさと先輩事業等を活用し、郷土の良さを知る取組や自然との共生の観

点から郷土の自然環境を考える学習を推進する。                      

②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

ふるさとを愛し、誇りを持つ心を育て、地域の一員としての自覚を高める

ため、稲美町の様々な伝統文化に触れる機会を充実させるとともに、地域に

根ざした行事への参画を促す。

(3) PTA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

る啓発活動を、各単位PTAで実施した。

これから

の取組

①地域の教育力向上に向けた取組、学校支援への取組         

保護者と学校が連携した教育活動ができるようPTA活動への支援を行う。   

②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

家庭の教育力や子育て等に焦点をあてた研修会を開催する。
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重点目標3 地域・家庭の教育力の向上と子育て支援

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。

子どもたちの学習環境を保障するため、経済的理由によって就学が困難な児童・生徒に対

して援助を行うなど、様々な困難や課題を抱える子どもたちに対する教育の機会を確保して

行かなければならない。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。

【 重 点 事 項 】

(1) 放課後子どもプランの推進

これまで

の取組

放課後児童クラブは、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指定管理者を指定し、募集から保育、施設管理ま

で一貫した責任体制のもと運営した。

放課後児童クラブと一体的かつ総合的に各小学校で放課後子ども教室事業

を実施した。

これから

の取組

①放課後児童クラブの充実

放課後児童クラブは、放課後の子どもに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する。

②放課後子ども教室の推進

放課後子ども教室は、今後内容の充実ならびに対象学年等の検討を行う。

(2) 教育課程時間終了後の教育活動の充実

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年度から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

育事業を実施した。

これから

の取組

①預かり保育の推進

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ため、

引き続き預かり保育事業の充実を図る。

②ひよこ学級での体験活動の実施

3歳児を中心とした未就園児を対象に、幼稚園での集団生活を体験するなど

親子で集い楽しめる機会を増やすことに努める。
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(3) 家庭教育の推進

これまで

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、子育てを支援するため講演会等を実施し、

家庭教育力の向上を図った。

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きた。異世代異年齢が交流することにより、青少年

の育成およびこころ豊かな人づくりを推進するために異世代交流いなみネッ

ト事業に取り組んだ。

これから

の取組

①一般住民への家庭教育の啓発

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する。

②家庭教育学級の推進、異世代交流いなみネット事業の充実

家庭環境の多様化に伴う家庭教育の課題を解決するため、地域全体で家庭

教育を支えていくことも重要であり、子どもたちを中心とした異世代交流事

業の充実を図る。

(4) 学校園でのPTA研修

これまで

の取組

幼稚園で保護者向けに講演会を開催し、親の教育力向上に努めた。親が親

として成長するための学びを支援するため、子どもとの関わり方や子どもの

生活習慣づくりをテーマに、保護者同士の交流等の機会・場や情報の提供等

を行った。

これから

の取組

①各学校園や地域の実態に応じた研修支援

保護者と教職員がともに子どもたちの心身の健全育成に向けた学びを深

め、PTAが一層充実した活動を展開できるよう、組織的・継続的な研修の実施

を支援する。

②生活指導等における連携の充実

いじめ等の問題行動、スマートフォン等に関する家庭でのルールづくりや

使用マナーの徹底、食育による生活習慣の育成等について、定期的な情報提

供や意見交換を行うなど、PTAが実施する活動との連携を図る。

(5) 教育費負担軽減に向けた経済的支援

これまで

の取組

経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し学用品費などを補

助する就学援助を実施し、義務教育の円滑な実施を図った。

これから

の取組

①就学援助等による経済的支援

教育費負担の軽減に向け、就学援助事業などの効率的な執行を行う。

②その他教育費負担の軽減

様々な困難や課題を抱える子どもたちに対する教育の機会を確保するため

の支援に取り組む。
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〈根拠法令等〉

・幼稚園教育要領             

・稲美町立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例

・稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

・稲美町要保護児童対策地域協議会設置要綱

・稲美町学校・家庭・地域の連携協力推進委員会設置要綱

・異世代交流いなみネット事業実施要領    

・家庭教育学級実施要領

・新放課後子どもプラン

・健康いなみ21､健やか親子21計画



基本目標Ⅳ 豊かな社会・自己実現をはかる生涯学習を進める

重点目標1 生涯学習社会実現のための基盤整備

生涯学習は、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の

できる社会の実現をめざしている。

稲美町では、すでにふれあい交流館、図書館、郷土資料館、文化会館、スポーツ施設等が

あり、芸術・文化活動、人権学習、青少年健全育成、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等への取組など、住民の自主

的な活動も活発である。

人生100年時代を見据えて、全ての人が生涯を通じて自らの人生設計し、活躍することが

できるよう必要な知識・技能の習得、知的・人的ネットワークの構築に努めなければならな

い。また、高齢者大学等を長寿社会における生きがいづくりの場として活用し、学んだ成果

を地域活動などの社会に還元できる仕組みづくりを進める。

【 重 点 事 項 】

(1) 生涯学習推進員の配置充実

これまで

の取組

各自治会に生涯学習推進員を配置し、自治会における生涯学習の推進を図

るために活動した。

これから

の取組

①生涯学習推進員設置事業の推進

各自治会に生涯学習推進員を配置し、関係機関と連携することを推進する。

②生涯学習推進員の役割の充実

自治会での人権学習、体育活動、文化活動ならびに青少年教育を推進する

ために、地域ぐるみで組織体制を構築する。

(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、町内の小・中学校のグラウンド・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、住民の健康増進を図った。

各校に学校開放管理指導員※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た。

これから

の取組

①学校開放管理指導員事業の推進

各小学校に地域住民からの学校開放管理指導員を委嘱し、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する。

②小・中学校グラウンド及び体育館の学校施設開放事業の推進

住民のスポーツを通じての健康増進に寄与するために学校との連絡調整を

行い、学校施設の利用を推進する。
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(3) 学習を支える人材発掘と養成の計画的な推進

これまで

の取組

平成29年度に、いなみ夢づくり案内人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

た。平成24年度からは、夢づくりフェスティバルを開催し、案内人制度の周

知に努めるとともに活動の発表の機会を設けた。

これから

の取組

①いなみ夢づくり案内人の登録の推進

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

て登録を推進する。

②いなみ夢づくり案内人の活用の推進

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

の活動を広く住民に周知し、その活用を推進する。

(4) ライフステージに応じた学びの充実

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た。

また、高齢者大学「あたご大学」を実施し、住民の学習や生きがいづくり

の場を提供した。

これから

の取組

①校区まちづくり委員会の充実と活用

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

活動をめざし一層の充実を図る。   

②高齢者の学びの機会と充実

ふれあい交流館等で実施する各種教室等において、高齢者に学びの場を提

供し、長寿社会における生きがいづくりの場として活用し、学んだ成果を地

域活動などの社会に還元できる仕組みづくりを進める。

③園児児童生徒の地域行事への参画

子どもたちがスポーツ等を通じて地域行事に積極的に参加できるよう環境

整備に努める。
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(5) 高齢者の地域貢献活動の推進

これまで

の取組

高齢者大学「あたご大学」において、高齢者に学びの場を提供し、学生相

互の親睦を図り、長寿社会における生きがいづくりの場として活用した。

これから

の取組

①高齢者の学びの成果を地域にいかす

高齢者大学「あたご大学」は高齢者に学びの場を提供し、長寿社会におけ

る生きがいづくりの一助となることをめざす。また、学んだ成果を地域活動

などの社会に還元できる仕組みづくりを進める。

②高齢者の地域貢献活動

子どもの見守り等、地域のニーズに応じた高齢者の活動を進められるよう

努める。

〈根拠法令等〉

・稲美町生涯学習推進員配置要綱

・学校開放管理指導員に関する要項

・稲美町立学校施設の開放に関する規則

・人材バンク「いなみ夢づくり案内人」規約

・稲美町あたご大学学生自治会会則
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重点目標2 生涯にわたるスポーツの推進

少子高齢化、人口減少などの環境変化に対応し、個々が孤立することなく、高齢者を含め、

全ての人々が地域において世代を超えて、互いに交流しながら、地域や暮らし、各々の生き

がいを創り、共に高め合えるよう努める必要がある。

第2期スポーツ基本計画に基づき策定した稲美町スポーツ推進計画では、「“するスポーツ”、

“みるスポーツ”、“ささえるスポーツ”を推進し、すべての住民が生涯スポーツを楽しむこ

とができる環境づくりを目指す」基本理念とし、目標の実施に努める。

【 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

スポーツクラブ21いなみは、各小学校区で支部として活動を行うとともに、

関係団体と連携して町民体力測定事業を実施した。

これから

の取組

①スポーツクラブ21の充実

スポーツクラブ21いなみにおいて、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。

②関係団体との連携・協働

稲美町スポーツ推進計画の重点分野である「スポーツ団体と地域団体との

連携・協働の推進」に努める。

(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、校区まちづくり委員会主催の地域交流

スポーツ大会や、スポーツクラブ21いなみ主催の町民を対象とした体力測定

を開催した。

これから

の取組

①スポーツ団体の連携によるスポーツ活動の推進

地域の各種団体が関わり、学校・家庭・地域が一体となり、世代間でスポ

ーツ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

りを推進する。  

②地域交流スポーツ大会の実施

今後も引き続き校区まちづくり委員会で地域交流スポーツ大会の開催、異

世代交流いなみネット事業で地域住民との交流を図るためにスポーツ・レク

リェーション活動も推奨する。

③学校運動部活動の取組の充実

運動部・文化部とも生徒の個性の伸長を図り、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、部活動専門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。
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(3) 障がい者スポーツの推進

これまで

の取組

スポーツ団体の関係者が、障がい者スポーツの種目等の研修を受け、障が

い者のスポーツ推進事業を実施する必要が生じてきた。

これから

の取組

①障がい者スポーツの取組の推進

稲美町スポーツ推進計画に基づき、障がい者が楽しくスポーツができるよ

う環境整備に努める。

②障がい者のスポーツ実施者の増加

障がい者がスポーツを行うための指導者の養成を行い、実施者が増えるよ

うに取り組む。

〈根拠法令等〉

・稲美町スポーツ推進計画

・スポーツクラブ21いなみ規約

・異世代交流いなみネット事業実施要領

・稲美町スポーツ推進会議設置要綱

・稲美町スポーツ推進委員に関する規則

・稲美町部活動専門指導員配置要項
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重点目標3 芸術・文化の向上

稲美町では、いつでも、どこでも、だれ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、図書館、郷土資料館、文化会館において、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、住民の生きがいづくりを

支援できるよう施策を講じていく。

【 重 点 事 項 】

(1) 公民館活動の推進

これまで

の取組

文化複合施設「いなみ文化の森（ふれあい交流館・文化会館・図書館）」3

館の連携を図りながら、ふれあい交流館を中心に公民館事業を実施した。特

色ある事業として、高齢者大学、成人式、美術展、各種展示等について幅広

く展開した。

これから

の取組

①公民館事業の充実

地域の学習拠点としての公民館機能の充実を図り、住民が主体的・積極的

に「集い」「学び」「広げる」活動を展開するなど、「まちづくりの拠点」とし

ての公民館をめざす。

②公民館サークルの活性化

住民の生きがいづくりや自主的な学習活動を推進するため、公民館サーク

ルの一層の活性化を図る。

(2) 図書館運営の充実

これまで

の取組

読書をはじめとする情報サービスを住民に提供し、おはなし会、はじめて

の絵本運動※、ビブリオバトルの実施や季節・行事ごとの本の展示等、様々な

事業に取り組んだ。

また、図書館・学校連携事業により図書館司書を学校図書館に派遣し、学

校図書館の環境整備や児童生徒が本に親しむ機会を増やすことにより、読書

活動の推進を図った。

これから

の取組

①図書館活動の推進

資料の整備・充実、相談業務の質の向上、地域への情報発信等の充実を図

り、利用者増につなげる。

②子どもの読書活動の推進を図る普及啓発の充実

絵本の読み聞かせ等、子育て支援に今後も取り組み、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、子ども

が本に親しむ機会が増えるように読書活動を推進する。
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(3) 芸術・文化活動の推進

これまで

の取組

文化連盟による観月会、芸能フェスティバルなどを開催し、参加者相互の

交流を図りながら、住民の生きがいづくりの支援に努めた。

部活動については、平成20年3月告示の中学校学習指導要領総則に「生徒の

自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化及

び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するも

のであり、学校教育の一環として教育課程との関連が図られるよう留意する

こと。」と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

員を活用した。

これから

の取組

①文化会館の芸術・文化団体の支援、美術展、菊花展の実施

子どもから高齢者まで、多様な年齢層の住民や文化芸術団体に必要な地域

文化インフラ施設として、また、地域活性化の核として、豊かな地域づくり、

生きがいづくりに貢献できる施設をめざした事業を展開する。

②学校文化部活動への取組の充実

運動部・文化部ともに生徒の個性の伸長を図り、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。

(4) 歴史文化活動の推進

これまで

の取組

稲美町立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、文化財の保護と啓発に努めた。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、法または条

例による保護措置がとられているため、それらを良好に保存できるように努

めた。

これから

の取組

①国史跡等文化財の保護・啓発

国史跡ならびに町指定文化財の保護と啓発に努める。

②文化財の活用

郷土愛をさらに高めるために、地域固有の歴史や伝統、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する。

〈根拠法令等〉

・社会教育法   ・図書館法 ・文化財保護法

・稲美町公民館の設置及び管理に関する条例及び同施行規則

・稲美町図書館の設置及び管理に関する条例及び同施行規則

・稲美町文化会館の設置及び管理に関する条例及び同施行規則

・稲美町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例

・稲美町立郷土資料館の管理運営に関する規則

・稲美町文化財保護条例及び同施行規則
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重点目標4 住民協働の推進

住民が主体となるように地域コミュニティ活動の支援、地域交流の推進、地域における交

流活動拠点の活用など住民相互の連帯感を強めていくことが必要である。小学校区まちづく

り委員会ならびに子ども会、各種ボランティア団体等が連携して地域でのまちづくりを進め

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、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実施した。

各小学校区子ども会は、子どもたちの自主性を尊重しながら事業を実施し、

町子ども会として他校区との交流の事業を行った。

これから

の取組

①校区まちづくり委員会活動の充実

校区まちづくり委員会が、行政、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、地域コミュニティの

形成をめざした取組を推進する。

②子ども会活動の充実

地域社会における子ども会の役割を認識し、より一層活動の充実に努め、

子どもを育てる地域活動を推進する。

(2) 社会教育施設等の活用と促進

これまで

の取組

水辺の里公園ならびに憩いの館等を住民協働による指定管理制度を利用し

て管理運営し、住民へのサービス向上に努めた。

なお、令和元年度から憩いの館等の管理運営については、指定管理者に委

託を行わず、町の直営になった。

これから

の取組

①住民協働による社会施設等の運営

住民サービスの一層の向上のため、指定管理者制度の活用も検討しながら

社会教育施設の機能強化、活性化を図り、生きがいづくり及び住民の文化芸

術の向上につなげる。

②社会教育施設等の運営についての評価と検証

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す。

〈根拠法令等〉

・稲美町立いなみ野水辺の里公園の設置及び管理に関する条例及び同施行規則

・稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び同施行規則
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重点目標5 地域における住民の人権学習の充実

人権教育基本方針※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、様々な学習情報・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、住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す。

男女共同参画社会の実現に向け、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した社会づくり、生活を基本に仕事や地域活動に取り組む社会づく

りをめざす。

【 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、体験学習など、効果的な学習

教材の提供に努めた。

これから

の取組

①ふれあい学習会の充実

地域における人権学習を通して住民の人権意識を高め、豊かな人権社会を

育むために、ふれあい学習会の充実を図る。

②学習活動の支援

人権教育基本方針を基本として、人権教育を生涯学習体系に位置づけ、多

様な学習情報・教材の提供を行い、住民の自主的な学習活動を支援すること

で、人権感覚の涵養を図る。

(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を実施した。人権大会等の講演会にお

いても住民が関心のある講師を精選して開催し、人権意識の高揚を図るため

の啓発に努めた。

これから

の取組

①人権啓発講座ほっとホットセミナーの充実

「人権に関する県民意識調査（兵庫県）」や人権啓発講座ほっとホットセミ

ナーのアンケート結果等を参考にし、共生社会実現への実践力の育成に向け

た講座内容の充実を図る。

②人権文化をすすめる町民運動事業（人権大会）の推進

心のふれあう温かい人間関係を築き明るいまちづくりへの積極的な参画を

促すために、近年の新たな人権課題と地域の実態を踏まえた講演会を開催す

ることで、人権意識の高揚を図る。
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(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

験活動に取り組んだ。地域の人材を活用して人権教育を推進し、子どもたち

の感性に訴えるじんけんわくわくスクールを実施してきた。

これから

の取組

①じんけんわくわくスクールの充実

自分の大切さとともに他の人の大切さを認められるようになることをめざ

して、身近でわかりやすい体験講座を実施し、子どもたちや保護者が主体的

に参加できるよう内容の充実を図る。

②地域人材の活用

体験活動を通して他者と共生する態度を育むために、福祉や芸術等の分野

で活動している地域人材を活用し、人権教育を推進する。

(4) 男女共同参画社会の推進

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、講演会や研修会を実施した。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た。

これから

の取組

①人権尊重の基盤となる男女共同参画の推進

男女共同参画社会を推進するため、第2次稲美町男女共同参画プランの周知

に努めるとともに、講演会や研修会を開催し、学習機会の提供を図る。

②啓発による社会制度・慣行の見直し

性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができ

るように、関係機関と連携しながら啓発活動を推進する。

〈根拠法令等〉

・人権教育基本方針

・人権に関する県民意識調査

・稲美町ふれあい学習会実施要項

・人権啓発講座ほっとホットセミナー事業実施要項

・稲美町じんけんわくわくスクール実施要項

・第2次稲美町男女共同参画プラン



- 74 -

重点目標6 障がい者の生涯学習の推進

障害者権利条例の批准や障害者差別解消法の施行等も踏まえ、障がい者が学校卒業後も含

めたその一生を通じて、自らの可能性を追求しつつ、地域の一員として豊かな人生を送るこ

とができるよう、生涯を通じた教育やスポーツならびに文化等の様々な学習機会を確保して

いく。

【 重 点 事 項 】

(1) 学校卒業後における障がい者の学びの支援

これまで

の取組

学校卒業後の障がい者の学びの場について情報発信に努めた。

これから

の取組

①学びの場の体制づくり

学校卒業後における障がい者の学びを推進するために、教育、スポーツ、

文化、福祉、労働等の関係部局と連携できる体制を構築する。

②関係情報の収集・発信

近隣の学校・団体の取組に関する情報を収集し、HP等で情報発信を行う。

(2) 障がい者スポーツ、障がい者の文化・芸術活動の振興

これまで

の取組

障がい者のスポーツ、文化・芸術活動等に取り組むにあたり、事業実施に

関係する様々な情報を収集する必要が生じてきた。

これから

の取組

①障がい者スポーツの取組の推進

稲美町スポーツ推進計画に基づき、障がい者が楽しくスポーツができるよ

うに環境の整備を推進するとともに、スポーツを行うための指導者の養成を

行う。

②障がい者への文化・芸術活動に関する情報発信

障がい者への文化・芸術活動に関する情報については、いなみ文化の森を

中心に、関係機関等に発信する。

〈根拠法令等〉

・稲美町スポーツ推進計画
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基本目標Ⅴ 教育委員会の点検評価と教育の質の保証を図る

重点目標1 教育振興基本計画に基づく稲美町の教育の充実

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、令和2年3月に第3次稲美町教育振興基本計画を策定した。これをもとに稲美町教

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

ることで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事業を選び出し、点検評価を行った。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、外部委員から様々な意見や

助言を受け、次年度への改善へとつなげた。

これから

の取組

①質の高い教育の推進

学校・家庭・地域における教育環境の整備・充実を図り、それぞれの実情

に会わせた適切な環境の中で、計画的、総合的に質の高い教育を進める。

②教育施策PDCAサイクルによる評価と見直し

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、点検評価を生かして事業の見直しを行う。また、様々な新しい教育

課題について適切に取り組み、学校園支援のために教育委員会の一層の活性

化を図る。

(2) 総合教育会議の充実

これまで

の取組

平成27年度から年1回（初年度のみ2回）の総合教育会議を開催し、新規事

業及び教育大綱における点検評価の結果について協議を重ねてきた。その中

で中学校給食、コミュニティ・スクール、3歳児教育等に関する教育政策の方

向性を共有し、一致して執行にあたってきたことで効果的な事業となった。

これから

の取組

①総合教育会議の推進

第3次稲美町教育振興基本計画を引き続き教育大綱に位置づけ、町長と教育

委員会が十分な意思疎通を図り、教育の課題やあるべき姿を共有することに

より、稲美町の教育の推進に資する。

②重点施策等における協議・調整等の連携強化

教育の条件整備等重点的に講ずべき施策や、園児児童生徒の生命・身体の

保護等緊急の場合に講ずべき措置について、速やかな連携により協議・調整

を行う。
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重点目標2 教育委員会の活動の充実

公教育の質を高め、児童生徒や保護者、住民の公教育に対する信頼を確保する上で、地方

教育行政を担う教育委員会の役割がますます重要となっている。このため、教育委員会会議

の一層の活性化を図るとともに、学校等教育施設の視察等を通して、教育現場の実情の把握

に努めるなど、教育委員がそれぞれの識見を発揮しながら、教育委員の活動のさらなる充実

を図る。

【 重 点 事 項 】

(1) 教育委員会会議の充実

これまで

の取組

教育委員会会議の一層の活性化を図るため、毎年実施している点検評価の

中で、会議の開催状況、会議以外の活動状況、教育委員会関連事業への関わ

り等について評価を受けた。

これから

の取組

①組織・運営に関する点検・評価

教育委員会事務局からの十分な情報提供のもと、地域住民の意向を反映さ

せるための取組となるよう会議の充実に努める。また、教育委員会会議の開

催日時等を地域住民に積極的に知らせ、教育行政への理解を深める。

②教育現場の実態把握に基づく会議の充実

学校園の教育施設や学校園行事等の視察を通して、教職員や園児児童生徒

との対話や保護者、地域住民等との意見交換を行う場を設けるなどし、教育

現場の実情把握に努め、会議の充実を図る。

(2) 教育委員の教育活動の推進

これまで

の取組

学校訪問及び学校行事等への参加を通して、教育現場の実情の把握に努め

た。また、県内外の研修機会を積極的に活用し、教育の現代課題について知

見を深めた。

これから

の取組

①学校園視察

学校園の教育施設や行事等の視察を推進するとともに、教職員や園児児童

生徒との対話、保護者や地域住民等との意見交換を行い教育現場の実情把握

に努める。

②教育施策の推進に係る研修

学校園や教職員に必要な指導・助言を行い、教育活動の充実に資するため、

県内外の研修機会を積極的に活用して研鑽に努める。


