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第１章 計画の策定にあたって 

1. 策定の趣旨 

教育基本法第 17 条において、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国は基

本的な計画を策定することが義務付けられています。  
また、地方公共団体についても、国の教育振興基本計画を参酌し、地域の実情に応じた教育の振興のた

めの施策に関する基本計画の策定に努めることが求められています。 
本市においては、平成 27（2015）年に「高槻市教育振興基本計画」（計画期間：平成 27（2015）年度～

令和 2（2020）年度、以下「計画」と表記）を策定し、様々な教育施策を展開してきたところです。 
この現行計画が期間満了するにあたり、これまでの取組についての検証を行い、近年の少子高齢化や社

会情勢の急激な変化など、教育施策を取り巻く状況の変化を踏まえ、魅力ある教育施策をさらに推進する

ため、第 2 期高槻市教育振興基本計画を策定します。 
 
 

2. 計画の位置づけ 

この計画は、教育基本法第 17 条に基づく計画として位置付けるとともに、「第 6 次高槻市総合計画」の

教育に関する分野別計画として位置付け、同プランが掲げる将来の都市像の実現に向け、教育のめざす方

向性と基本方針を示します。 

 
 

  

第 ６次 高 槻 市 総 合 計 画 

関連する個別計画 

青少年育成計画・第二次子ども・子育て支援事業計画 など 
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3. 計画の期間 

計画期間は、「第 6次高槻市総合計画」の策定期間に合わせ、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年

度の 10 年間とします。また、社会状況等の変化により見直しの必要が生じた場合においては、国や大阪

府の動向を考慮しながら、適宜見直しを行います。 

 

4. 計画の推進方策 

子どもたちの、学びの相乗効果と地域社会全体の教育力を高めるため、本計画において、幼稚園から大

学までの校種間での「縦の接続」と、学校園･家庭･地域･関係者の「横の連携」を強化・推進します。また、

PDCA サイクルに沿った計画的な推進を図ることにより、各施策の着実な実施を推進します。 

（１）「縦の接続」「横の連携」の強化・推進  

幼稚園から大学までの「縦の接続」の強化 

「知・徳・体」の調和のとれた人間形成をめざし、各中学校区が「めざす子ども像」を共有します。

その実現に向け、「教育内容」「指導方法」を共有しながら、義務教育９年間の一貫した教育課程を編成

し、学習指導の充実に取り組みます。 

また、「幼・小・中」の連携が進む中、本市の高校・大学とも連携を促進し、「縦の接続」の効果を高

めます。 

家庭や地域、関係者との「横の連携」の推進 

子どもたちに、地域行事への参加やボランティア活動をはじめ、地域社会との様々な関わりを通じ

て、地域への愛着や誇りを育むとともに、地域に信頼される学校づくりを進めるために、学校と地域

の連携・協働体制を構築し、地域が人を育て、人が地域をつくる好循環の実現をめざします。 
また、「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という目標を学校と社会が共有し、保護者

や地域住民が一定の権限と責任をもって学校運営に参画し、学校、家庭、地域がそれぞれの役割を果

たしながら、協働して、子どもたちの教育に取り組みます。 
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（２）社会教育分野の役割  

大人には、家庭・地域の教育力の担い手として、子どもたちに社会を生き抜く力を身につけさせるだ

けでなく、自らも地域独自の課題や公共の課題に対応する地域住民としての当事者意識を持ち、これま

での経験・知識・スキルを活かすとともに、住民相互の連携・協力によって、地域づくりを実践できる

ように努めることが求められています。 

社会教育においては、地域住民の学習ニーズに応え、公民館や図書館などの地域の知の拠点、活動の

拠点を適切に運営して、地域住民が互いに学び合い、教え合うことができる場を提供し、学習成果を地

域課題の解決や地域の活性化へ結びつけ、住民主体の地域コミュニティが形成される環境を醸成してい

きます。 

（３）国や府への働きかけ 

国は、学校制度の基本的な枠組みや教育内容に関する全国的な基準となる学習指導要領を制定して、

義務教育の全国的な水準の維持･向上を図っています。また、都道府県は、教職員の給与費の負担など市

町村における教育の条件整備に対する財政的支援や、広域的な処理を必要とする教育事業の実施などを

行っています。このように教育に関する施策を推進していく上では、国の制度や府の施策が及ぼす影響

が大きいことから、必要に応じ、国や府に対して制度改善や施策提案等の働きかけを行っていきます。 

（４）進行管理 

本市では、従前より毎年「教育努力目標」を作成し、教育施策を推進してきました。その後、平成 18

（2006）年の教育基本法の全部改正により「教育振興基本計画」(第 17 条)の策定が地方公共団体にお

いては努力義務化され、翌年の平成 19（2007）年には地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正

により「教育事務の点検・評価」(第 26条)が制度化されました。 

本計画は、本市の教育が目指す方向性と基本方針を取りまとめたものであり、これを具体化し実践を

積み重ねることで実効性のあるものにしなければなりません。そのためには、種々の制度を活用した

PDCA サイクルに基づく円滑な進行管理を行う必要があります。 

その進め方としては、まず、本教育振興基本計画に基づき、毎年度「教育努力目標」を設定し、実施

計画（Plan）として位置付けます。これに基づき様々な取り組みを実施（Do）し、翌年度にはその実施

状況について、「教育委員会事務の点検・評価」（Check）を行います。この点検・評価に基づき、取り組

み内容を見直し、次期の教育努力目標を改善（Action）・設定します。 

この PDCA サイクルを連続して毎年度取り組むことで、教育施策の総合的かつ計画的な推進を図り、

本計画を進行管理していきます。また点検評価の結果については、報告書を作成し、教育委員会と議会

に提出するとともに、広く市民に公表します。 

 

• 計画に基づ
き取組を実施

•実施事務を点
検・評価

•実施計画
（教育努力目
標）の設定

•評価結果に基
づき取組内容
を見直し

改善
（Action）

計画
（Plan）

実施
（Do）

評価
（Check)

高 槻 市 教 育 振 興 基 本 計 画  
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第２章 高槻市の教育を取り巻く状況 

 

1. 社会潮流と教育 

 

（１） 教育を取り巻く社会情勢等 

 自然災害の増加と感染症の流行 

我が国では、気象災害、地震災害、火山災害など様々な自然災害による被害が発生しています。

今後も気象災害の甚大化や、南海トラフ地震等の大規模な自然災害の発生が懸念されていることに

加え、交通事故や犯罪等の社会的な情勢の変化など、新たな課題が次々と顕在化しているところで

す。 

さらに、令和元（2019）年度に発生した新型コロナウイルス感染症は、世界的な大流行（パンデ

ミック）となりました。我が国においても初めて緊急事態宣言が発出される等、社会経済だけでな

く日常生活にも大きな影響を及ぼしています。学校では、感染及びその拡大のリスクを可能な限り

低減させるべく、様々な対策を講じながら教育活動を継続しています。 

こうした現状を踏まえ、学校においては児童生徒の安全に関する資質・能力を確実に育むことが

できるよう、自助・共助・公助の視点を適切に取り入れながら、教育活動全体を通じて実践的な安全

教育を充実させるとともに、安全で安心な学校生活を送ることのできる教育環境の整備や危機事象

発生時の的確な対応といった安全管理の取組を徹底することが必要です。また、これらの課題に対し

ては、学校のみで対応・解決を図ることは困難であるため、学校、保護者、地域、関係団体等がより

密接に連携し、地域全体で子どもの安全確保に向けた取組を推進していくことが求められています。 

 人口減少と少子高齢化  

我が国の人口は、平成 20（2008）年をピークとして減少傾向にあり、令和 12 年（2030）年にかけ

て 20 代、30 代の世代が約 2 割減少するほか、65 歳以上が総人口の 3 割を超えるなど、生産年齢人

口の減少が加速することが予想されています。 

 情報化社会の進展  

スマートフォンをはじめとした ICT 機器の急速な普及に伴い、子どもから高齢者まで幅広くイン

ターネットが利用されるようになるなど、飛躍的に情報化社会が進展しています。今後、進化した

人工知能（AI）が様々な分野で活躍するなど、社会や生活が大きく変わることが予測され、学校に

おいても新時代に即した資質・能力の育成や、ICT 機器を活用した教育の充実が求められています。 

一方で、授業においてコンピュータを使っている日本の生徒の割合は、OECD 加盟国で最も低い水

準にあると報告されています。また、サイバー犯罪、個人情報の流出などの問題に加え、子どもた

ちが SNS 等を利用することで生じる課題も指摘されており、情報セキュリティの強化、情報漏洩の

対策、情報モラル教育の充実などについても、求められています。 
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 グローバル化の進展 

情報通信や交通分野での技術革新により、人間の生活圏も広がっています。世界の国々の相互影響

と依存の度合いは急速に高まっており、貧困や紛争、感染症や環境問題、エネルギー資源問題など、

地球規模の人類共通の課題が増大する中、我が国には、それらの課題の解決に積極的に取り組むこと

が求められています。 

このような社会を生き抜く子どもたちに、他者と協働し、人間ならではの感性や創造性を発揮しつ

つ、新しい価値を創造する力を育成することが一層重要になってきます。また教育の使命として、課

題を見いだし、解決するための思考力・判断力・表現力等を身につけることにより、子どもたちの「可

能性」を最大化することが求められています。 

 教育の機会均等  

所得格差をはじめとする家庭の社会経済的背景と子どもの学力には相関関係がみられており、家

計所得が高いほど 4 年制大学への進学率も高くなっているなど、各教育段階において影響を与えて

いるとの報告があります。 

家庭の経済事情や国籍等に関わらず、それぞれの夢・将来に向かって頑張ることができるよう、教

育格差を是正する必要があります。そのため学校教育における学力保障・進路支援の充実、福祉関係

機関等との連携の強化の必要性と、あわせて教員の児童生徒理解に基づく個別の支援や対応が求め

られています。 

 働き方改革の推進  

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少などの課題に対応するため、平成 30（2018）年 6月に、「働

き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、労働者の時間外労働の上限等が

示されました。 

平成 31（2019）年 1月、中央教育審議会は、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運

営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策」についての答申に対し、勤務

時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方の促進、業務の明確化・適正化等、学校にお

ける働き方改革に関する提言を行いました。 

提言を受け、文部科学省は、学校における働き方改革を推進し、その実効性を高めるため、「学校

における働き方改革推進本部」を設置し、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」

を策定しました。さらに、このガイドランを法的に根拠のある「指針」に格上げするために、令和 2

（2020）年１月「公立学校の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の一部が改

正されました。 

これにより、教員の勤務時間管理の徹底を図るとともに、在校時間は上限（原則月 45時間、年 360

時間）を超えないようにすることが求められています。また、小・中学校で、教員が心身の健康を損

なうことのないよう業務の質的転換を図り、限られた時間の中で、児童生徒に接する時間を十分に確

保し、教員の日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、教員の人間性を高め、児童生徒に真に

必要な総合的な指導を、持続的に行うことのできる状況を作り出すことが求められています。 
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（２） 教育に関する国・大阪府の動向  

 第 3期教育振興基本計画（国）について 

国が策定した『第３期教育振興基本計画』（平成 30（2018）年度～令和 4（2022）年度）は、第 2

期計画で掲げた「自立」、「協働」、「創造」の 3つの方向性を継承し、以下の姿を目指しています。 

【教育の目指すべき姿】 

＜個人＞ 自立した人間として、主体的に判断し、多様な人々と協働しながら新たな価値を創

造する人材の育成 

＜社会＞ 一人一人が活躍し、豊かで安心して暮らせる社会の実現 

社会（地域・国・世界）の持続的な成長・発展 

また、教育を通じて生涯にわたる「可能性」と「チャンス」を最大化することを中心に据えて取

り組むこととし、基本的な方針として次の５つを示しました。 

【今後の教育政策に関する基本的な方針】 

１ 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する 

２ 社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する 

３ 生涯学び、活躍できる環境を整える 

４ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

５ 教育政策推進のための基盤を整備する 

 学習指導要領について 

幼稚園教育要領（平成 30（2018）年度）、小学校学習指導要領（令和 2（2020）年度）、中学校

学習指導要領（令和 3（2021）年度）が全面実施されます。 

学習指導要領では、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会が

共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子どもたちに育む「社会に開

かれた教育課程」の実現を目指しています。知・徳・体にわたる「生きる力」を育むため、全ての

教科等を①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等の三つの柱

で再整理され、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進、教育課程に基づく

教育活動の質を向上させ、学習効果の最大化を図る「カリキュラム・マネジメントの確立」などが

示されています。 

 「新しい時代の初等中等教育の在り方について」の議論 

国は、平成 31（2019）年 4 月 17 日、第 10期中央教育審議会に対し、「新しい時代の初等中等教

育の在り方」について、諮問を行いました。審議事項の概要は大きく４点で、①新時代に対応した

義務教育の在り方、②新時代に対応した高等学校教育の在り方、③増加する外国人児童生徒等への

教育の在り方、④これからの時代に応じた教師の在り方や教育環境の整備となっています。 

高学年の教科担任制や、ICT や先端技術の効果的など、子どもの学びに係る内容について審議の

最中であるが、審議中の教育を実現するためには、学校のチーム力を高め、働き方改革を進めるこ

とと、これまでの常識にとらわれず、新しい時代の学びの在り方を見据えて検討を行っていくこと

も必要であると提言されています。 
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 大阪府教育振興基本計画について 

大阪府が策定した『大阪府教育振興基本計画』（平成 25（2013）年度～令和 4（2022）年度）は、

３つの「めざす目標像」に向けた人づくりと３つの「教育振興の目標」を掲げています。 

【めざす目標像】 

・自らの力や個性を発揮して夢や志を持ち、粘り強く果敢にチャレンジする人づくり 

・大きく変化する社会経済情勢や国際社会の中で、自立して力強く生きる人づくり 

・自他の生命を尊重し、違いを認め合いながら、自律して社会を支える人づくり 

【教育振興の目標】 

・すべての子どもの学びの支援 

・教育の最前線である学校現場の活性化 

・社会総がかりでの大阪教育力の向上 

大阪府は前期事業計画における取組の成果を検証し、新たな教育課題や国の第 3 期教育振興基

本計画を踏まえつつ、平成 30（2018）年度度からの 5 か年で実施すべき具体的な取組をまとめた後

期事業計画を策定し、学校・家庭・地域の相互連携による大阪の教育力向上に向けた取組を推進し

ています。 

 

2. 高槻の教育をめぐる現状 

 
（１） 本市の人口推移 

本市における人口の状況は、我が国の人口動態と同様の状況にあり、人口減少と少子高齢化の進行

による消費の縮小や税収の減少など、市域全体の経済の縮小に加え、地域活動の担い手の減少や空家

の増加など、地域活力の低下が懸念されます。 
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（２） 本市の財政状況の見通し 

人口減少と少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少が予想される中、税収の増加は見込めな

い状況です。一方、歳出においては、医療介護など社会保障費の増加や人口急増期に整備された公共

施設の老朽化対策等、様々な財政需要が増加すると予想され、今後も厳しい財政状況が見込まれま

す。 

（３） 児童生徒数の推移 

本市の市立小学校の児童数は、最近の 10年間の推移でみると、平成 23年度の 19,517 人がピーク

となり、その後は減少傾向にあります。市立中学校は、平成 22 年度には 8,918 人在籍しており、そ

れ以降も増加傾向にありましたが、平成 25 年度の 9,348 人がピークとなり、その後は減少傾向にあ

ります。 

支援学級に在籍している児童・生徒の総数及び割合は、小中学校共に、年々増加しており、今後も

増加傾向にあると推測しています。 

児童生徒数の推移（平成 22 年度～令和 11 年度末） 

  
（４） 学校規模の推移 

昭和 59 年度から令和 2（2020）年度までの、学校ごとの児童生徒数の推移をみると、小中学校と

もに多くの学校の規模が小さくなっています。その一方、一時期まで減少傾向にあった児童生徒数

が、住宅の大規模な開発の影響等で、再び増加している学校もあり、学校規模の推移には地域差がみ

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 小学校 中学校 

※平成 27 年以降については、支援学級も含めた児童生徒数として推測しています 



第３回検討委員会資料 素案【第２章】 

6 
 

（５） 家庭・地域・企業等との連携状況 

学校・家庭・地域・企業の連携協力のもとに、社会全体で子どもを育てる教育体制づくりが必要で

す。学校では、外部人材を活用し、様々な教育活動を展開しています。例えば、「学援隊事業」では、

事前に登録したボランティアが図書活動や部活動など様々な分野で学校を支援しています。 

また、全小学校学校と中学校の一部で、地域の方々をはじめとした学習支援アドバイザーによる学

習支援を行う「再チャレンジ教室」事業や、企業と連携した中学生の家庭学習の支援を行う「中学校

家庭学習支援事業」（平成 27年度から平成 30 年度までは「土曜学習支援事業」の名称）を実施して

います。 

【学援隊登録者の活動状況】 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

活用件数 16,584 件 16,259 件 16,683 件 13,439 件 14,117 件 

内
訳 

小・クラブ活動 16.2% 16.4％ 18.9％ 16.4％ 14.4％ 

中・部活動 14.1% 9.7％ 13.9％ 12.0％ 11.3％ 

各教科 11.0% 13.8％ 11.2％ 12.0％ 19.5％ 

領域等 2.8% 2.4％ 3.0％ 3.7％ 3.8％ 

図書活動 41.4% 38.9％ 34.2％ 40.6％ 40.3％ 

水泳・安全 0.4% 0.6％ 0.7％ 0.3％ 0.6％ 

校内環境整備 8.3% 9.6％ 8.6％ 9.1％ 8.5％ 

校外活動 0.2% 0.2％ 0.4％ 0.2％ 0.4％ 

その他 5.6% 8.4％ 9.1％ 5.7％ 1.2％ 

 

（６） 教育環境の整備 

子どもたちが安全に安心して、学校生活を送ることができるよう、質の高い教育環境の整備が求めら

れています。 

本市では、小学校に警備員を配置（平成 17年度から）、校舎の耐震化（平成 27 年度完了）、老朽化対

策のための方針を定め、計画的に学校環境の整備を進めてきたほか、エレベータの設置などの対応も段

階的に行っています。また、児童生徒の情報活用能力の育成や ICT 機器を活用した授業改善と併せて、

全教員へのタブレットパソコンの配付や、コンピュータ教室における児童生徒用タブレットパソコン

の導入など、ICT 環境の整備を行ってきました。 

さらに、教員が学習指導に注力できる体制の確立が必要であるため、令和 2（2020）年度より全小中

学校に統合型校務支援システムを導入したところです。 

また、誰でも気軽に利用でき、学び、体験できる環境の整備として、公民館、図書館、博物館などの

社会教育施設において様々な学習と体験の場を提供しています。 
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（７） 教員の年齢構成の状況 

本市の教員の状況について、教員経験年数が 10 年未満の教員の割合は、小学校においては 41.7％、

中学校は 41.3％となっています。教職員としての必要な使命感や責任感、職能に応じた専門的知識・

実践的指導力等に加え、キャリアステージに応じて求められている資質・能力を高めていくことが求め

られます。また、教員が心身ともに健康を維持して教育に携わることができるよう、教員のメンタルヘ

ルス対策や勤務時間の適正化を推進し、教職員相互の協働による働きやすい職場環境づくりが求めら

れています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

教員の年齢・性別構成（令和 2年度） 

（歳）

60～

55～59

50～54

45～49

40～44

35～39

30～34

25～29

20～24

中　学　校

(男) 330人 (女) 303人

200 150 100 50 100 150 2000 ・ 0 50

15

16

56

38

48

55

20

28

71

90

45

28

15

16

23

3231

6

20代

(25.1%)

30代

(37.6%)

40代

(16.0%)

50代

(13.3%)

60代～

(8.1%)

男女合計

633人

（歳）

60～

55～59

50～54

45～49

40～44

35～39

30～34

25～29

20～24

小　学　校

(男) 418人 (女) 678人

200 150 100 50 0 ・ 0 50 100 150 200

20代

(25.1%)

30代

(41.9%)

40代

(20.7%)

50代

(7.8%)

60代～

(4.5%)

男女合計

1096人

29

35

149

70

126

145

60

11

71

89

99

62

35

20

3115

3316

※教員数は、5月1日現在の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、養護助教諭、再任
用教諭が対象で、年齢は令和2年4月1日現在の満年齢
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3. これまでの主な教育施策 

第１期基本計画では、児童生徒に「社会参画力」を育むための 3つの目標と 13 の基本施策を、こ

どもを取り巻く教育力を高めるための 3つの目標と 14 の基本施策を設定し、学校、家庭、地域が連

携しながら取組を展開してきました。 

連携型小中一貫教育の実施 

平成 28 年度、本市の連携型小中一貫教育は、社会に参画し、責任を果たしながら自分らしく生きてい

くために、21 世紀の社会を生き抜く力としての学力の獲得を目的とし、全 18 中学校で 9年間の一貫した

「学習指導」、「生徒指導」、「地域連携」の充実に取り組みました。同年度、「小中一貫教育学校の在り方

について（答申）」において、小中一貫教育の成果をさらに高めるための今後の在り方として、施設一体

型小中一貫校の設置に向けて取り組んでいくこととし、候補地や今後の在り方等について検討を進めて

いるところです。 

地域と連携した特色ある学校づくりの推進 

学校は地域社会の将来を担う人材を育てる中核的な場所として、保護者は家庭教育の責任者として、

地域住民は地域教育の担い手として、それぞれの責任と役割があります。本市では、平成 25（2013）
年度からは、家庭・地域ならびに関係者との「横の連携」の強化をめざし、「地域と連携した特色ある

学校づくり推進事業」を実施してきました。本事業では、学校教育の課題を地域の方や保護者と共有し、

その課題の解決に向けて、校長のマネジメントの下、地域の人材や外部講師等を活用した取組、子ども

たちの社会参画力を育むための教育環境の整備など、地域の様々な教育資源を活用した特色ある学校

づくりを推進してきました。学校、家庭、地域が子どもを育てる当事者として積極的に関わることによ

り、校区の全体の教育力の向上につながったと考えています。 

小学校全学年での 35 人学級編制の実施 

社会の多様化が進展するとともに、子どもの実態もこれまで以上に多様となってきている中、義務教

育を行う学校の役割として、どの子どもにも個々に応じたきめ細かい指導が求められています。文部科

学省および大阪府の施策により小学校１・２年生において実施されている 35 人学級編制を、本市独自

の施策として平成 25(2013)年より小学校６年生にて実施。平成 26(2014)年からは、小学校３・４・５

年生にも拡大し、小学校全学年で 35 人学級編制を実施してきました。本事業により、１学級の平均児

童数は 10 人以上減じることができ、小学校段階での児童一人一人へのきめ細かな指導を学級経営全般

にわたって行い、学習指導や生徒指導の充実を図ることができたと考えています。 
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その他、この 10 年間で教育委員会が取り組んできた主な事業は次のとおりです。 

 安全確保の徹底と安全教育の推進  

平成 16（2004）年度 小学校でセーフティボランティア制度を開始 

平成 17（2005）年度 全小学校校門への警備員配置 

平成 22（2010）年度 校舎耐震化（～平成 27（2015）年度） 

平成 23（2011）年度 
地域安全センターの設置（～平成 25（2013）年度） 

「こども見守り中」の旗制度を開始 

平成 24（2012）年度 全小中学校に一斉メール配信システムを導入 

平成 26（2014）年度 

防災教育研究委嘱校（第八中学校区）を指定 

防災シンポジウムの開催 

防災教育の手引を作成 

平成 27（2015）年度 
防災教育実践モデル校（城南中学校区）を指定 

通学路安全推進会議の設置 

平成 28（2016）年度 
通学路防犯カメラの設置 

IC タグを活用した登下校メールを導入 

平成 30（2018）年度 「通学路における危険と思われる箇所連絡窓口」の設置 

令和元（2019）年度 

学校安全対策について（指針）を改定 

学校安全の手引を改定 

学校安全推進モデル校（寿栄小学校）を指定 

学校安全セミナーの開催 

 確かな学力をはぐくむ教育の推進   

平成 20（2008）年度 全小学校に学校図書館支援員を配置 

平成 23（2011）年度 
全中学校に読書活動協力員を配置 

蔵書充実により全小中学校で学校図書館図書標準を達成 

平成 24（2012）年度 
全小中学校で再チャレンジ教室事業の実施 

小学校６年生で 35 人学級編制事業の実施 

平成 25（2013）年度 
小学校の全学年で 35 人学級編制事業の実施 

電子黒板機能付きプロジェクターの設置 

平成 26（2014）年度 
全小中学校の教員に教育用・校務用として利用できるタブレットパソ

コンを導入 

平成 27（2015）年度 

18 中学校で、土曜学習支援事業「学び up↑」講座の実施 

（～平成 30 年度 3 月） 

中学校区に外国語指導助手（ALT）を配置 

小学校のコンピュータ教室にタブレットパソコンを導入 

平成 28（2016）年度 
全中学校区で連携型小中一貫教育の実施 

小学校５・６年生で市学力テストの実施 

平成 30（2018）年度 中学校のコンピュータ教室にタブレットパソコンを導入 
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令和元（2019）年度 
18 中学校で、家庭学習支援事業「学び up↑」講座の実施 

全小中学校のホームページを CMS
※

導入及びクラウドに移行 

令 和 2(2020) 年 度 

全小中学校の児童生徒に１人１台端末を整備 

全小中学校の高速大容量のネットワーク環境を整備 

教育ネットワークシステムのクラウド化 

全小中学校に校務支援システムを導入 

CMS
※

…ContentsManagementSystem の略。web 制作に必要な専門的な知識が無くても、簡単にホーム

ページを管理・更新できるシステムのこと。 

 豊かな心をはぐくむ教育の推進（生徒指導関係の取組）  

平成 24（2012）年度 第 1 回児童・生徒議会の開催（～平成 28 年度） 

平成 25（2013）年度 
学校問題解決チームの設置 

「はにたんの子どもいじめ１１０番」の開設 

平成 27（2015）年度 
いじめ防止基本方針策定 

問題行動への対応指針（ガイドライン）の作成 

平成 28（2016）年度 全小中学校にスクールソーシャルワーカー派遣 

平成 29（2017）年度 児童生徒会サミット 

平成 30（2018）年度 いじめ防止基本方針改訂 

令和 2（2020）年度 小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン策定 

 健やかな体をはぐくむ教育の推進   

平成 23（2011）年度 全中学校で武道の授業開始 

平成 24（2012）年度 中学校 2 校で給食の試行実施（～平成 26 年 3 月） 

平成 26（2014）年度 全中学校で給食の実施 

平成 27（2015）年度 各校で体つくり推進計画（アクションプラン）の作成 

平成 30（2018）年度 中学校部活動ガイドライン策定 

 信頼される学校づくり  

平成 19（2007）年度 ２学期制導入 

平成 23（2011）年度 学援隊事業の開始 

平成 25（2013）年度 地域と連携した特色ある学校づくり推進事業の開始 

平成 28（2016）年度 全校区連携型小中一貫教育の実施 

 社会教育分野    

平成 21（2009）年度 
総合市民交流センター１階に無人の自動図書貸出返却コーナーを開

設  

平成 22（2010）年度 
市立図書館の児童書を幼稚園・小中学校・公民館で利用できる「まち

ごと『子ども図書館』」事業の開始 
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平成 23（2011）年度 

単位ＰＴＡの学習会(家庭教育学習会)の支援事業を開始 

「はにわの日」制定を記念して１３館連携講座を開始 

公民館のバリアフリー化推進に着手 

平成 24（2012）年度 
地域が運営主体となる放課後子ども教室の本格実施に着手 

高齢者で組織する稲穂塾がボランティア活動に参加開始 

平成 25（2013）年度 

市立服部図書館を開館、中高生向けのティーンズコーナーを設置 

天神山図書館跡地に子ども読書支援センター天神山書庫・配送センタ

ーを開設 

平成 26（2014）年度 

あくあぴあ芥川が博物館相当施設の指定を受ける（地域教育青少年

課） 

阪急上牧駅自転車駐車場１階に無人の「上牧駅前自動図書貸出返却コ

ーナー」を開設 

平成 29（2017）年度 北摂地区 7 市 3 町による図書館広域利用を開始（図書館） 

平成 30（2018）年度 
公民館と各支所において、予約した本の受取や返却及び一般書の貸出

し等の取組を行う「まちごと図書館」事業の開始 
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第３章 第１期計画の振り返り 

 

（１）子どもの社会参画力を育む 13 の基本施策 

 第１期計画においては、子どもの社会参画力を育む 13 の基本施策を展開してきました。、「公立小

中学校の教育に概ね満足してる市民の割合」が、平成２７年度の56.1％から令和元年度の63.7％と、

着実に上昇していることから、本市の取組の成果が表れていると捉えております。この間、児童生徒

の学力は上昇傾向にありますが、国でも指摘されているとおり、社会経済的背景による学力の格差な

どの課題があります。全ての児童生徒に、社会の一員として活躍することができるよう、社会を生き

抜く力としての「社会参画力」の育成をめざし取り組みました。 

目標 1-1 確かな学力の育成 

  学力については、全国学力・学習状況調査の結果から、全体的には上昇傾向となっています。

その要因としては、本市の 35人学級編制事業、連携型小中一貫教育における授業改善への取組

み及び児童生徒の体験活動等の充実の成果等が考えられます。 

 読解力や説明する力など、文章を的確に理解し、自分の考えを表現するという一連の過程をさ

らに充実させる必要があります。 

  学習状況については、全国学力・学習状況調査における「学校の授業時間以外に普段（月～金

曜日）1日当たり 1 時間以上勉強すると回答した割合」の変化をみると、小中学校とも上昇傾向

にあるものの、全国平均を下回っている状況です。 

 さらなる学習習慣の定着や自学自習力の向上を図る必要があります。 

 

「学力調査の結果（経年比較）全国を 1とした場合」の本市の結果 

 

（平成 31 年度全国学力・学習状況調査より） 

「学校の授業時間以外に普段（月～金曜日）1 日当たり 1時間以上勉強すると回答した割合」の変化 

小学校 中学校 



第３回検討委員会資料 素案【第３章】 

2 
 

 

（平成 31 年度全国学力・学習状況調査より） 

目標 1-2 豊かな人間性の育成 

 全国学力・学習状況調査の質問紙調査における「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」の

問いに対して肯定的に答えた割合は、9 割を維持しています。また同調査の「社会や地域をよくす

るために何をすべきか考えることがありますか」という問いに対して肯定的に答えた割合は上昇傾

向にあります。これらのことから、学習の取組や人とのつながり、地域・社会との関わりを意識し、

関わっていこうとする子どもの姿がみられますが、2 項目とも全国平均を下回っている状況です。 

 豊かな人生の実現や、よりよい社会を形成するためには、社会参画や規範意識の向上に向けた取

組みを充実させる必要があります。 

 

「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」という質問に肯定的に答えた割合（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「社会や地域をよくするために何をすべきかを考えることがありますか」という質問に肯定的に答えた割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 31年度全国学力・学習状況調査 質問調査結果より） 

小学校 中学校 

中学校 小学校 

中学校 小学校 
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目標 1-3 健やかな心身の育成 

 体力については、全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結果からは、体力合計点が全国平均を

下回っていることや、昭和 60 年の児童生徒と比較すると低下していることが指摘されており、本

市の児童生徒の体力向上へのさらなる取組みが必要です。 

 運動する子どもとそうでない子どもの二極化の傾向（特に中学校の女子が顕著）があり、スポー

ツを「する」のみならず、「みる、支える、知る」といった多様な視点から生涯にわたってスポーツ

との関わりを考えることができるようにすることなどが求められています。 
 

「体力合計点の推移」 

（令和元年度 全国体力・運動力、運動習慣調査より） 

 

「1週間の総運動時間の状況」 

 

（令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査より） 

  

中学校 小学校 
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（２）子どもを取り巻く教育力を高める 14 の基本施策 

「家庭」は、教育の原点であり、生きる力の基礎をつける場です。「地域」は、家庭と学校つなぐ連

携の要であり、子どもにとっては学校で学んだことを実生活で活かす場です。「学校」は、子どもの個性

を伸ばし可能性を広げ、社会に参画する子どもの育成をめざす教育活動の中心の場です。 

第１期計画においては、子どもを取り巻く教育力を高める 14 の基本施策を展開してきました。 

 

目標 2-1 学校力の育成 

  子ども達に必要な資質・能力を身に付けさせるため、校長のリーダーシップの下、教育課程、

日々の教育活動、学校の資源が一体的になるようカリキュラム・マネジメントを行いました。 

  教員の指導力を高め、本来の仕事に意欲的に取り組むために、教職員や学校内の様々な人材

が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮できるように努めました。 

また教員の指導力向上のための様々な研修を実施しました。 

  地域と連携した特色ある学校づくり推進事業や学援隊などを通して、地域の人材の力をかり

て、特色ある学校づくりを進めることができました。 

  学校施設については、平成 27 年度に耐震化を完了したほか、全校にカメラ付きインターホン

の設置、全小学校への警備員の配置などに取り組みました。 

  地域の人材による登下校の見守り活動として、「セーフティボランティア」や「『こども見守り

中』の旗」掲示の協力をよびかけ、「地域の子どもは地域で見守る」意識の醸成に取り組みまし

た。 

  幼稚園教育等の充実においては、発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実を図るとと

もに、子育ての拠点として地域の幼児教育センターとしての役割を果たしました。 

 

目標 2-2 家庭力の向上 

  家庭の教育職向上のため、ＰＴＡ家庭教育学習会の開催や、保護者や地域住民を対象とする各

種講座・研修会の開催に取り組みました。またＰＴＡを対象とした研修会を通じて、リーダー育

成の機会を提供しました。 

  子どもたちの安全・安心な学校生活のために、市ＰＴＡ協議会が行う取組みを協働して実施し

ました。 

目標 2-3 地域力の向上 

  地域教育協議会など、市民や地域団体が連携、協働する教育ネットワークを充実させ、「地域

の子どもは地域で育てる」という意識を高めるために、異世交流など多様な体験ができる放課後

こども教室を推進しました。 

  自ら考え主体的に地域社会に参加・参画する青少年を育むため、活動・発表・活躍の場や機会

を提供しました。 

  摂津峡青少年キャンプ場では、青少年に自然体験活動等の機会の提供や、青年リーダーに対し

研修や実務を通じて社会参画への自信や意欲を向上させることができました。 

  公民館では、市民の学習ニーズを踏まえた講座の実施や幅広い年代に対し学習機会の提供や、
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自主的な学習活動を支援しました。 

  図書館では、「まちごと子ども図書館」事業を実施し、学校や公共施設と連携しながら、子ど

もたちの読書環境の整備に努めました。 

  「いましろ大王の杜」を軸に「歴史のまち高槻」を積極的に発信するなど、豊かな歴史遺産を

活かしたまちづくりに取り組みました。 
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第３章 第１期計画の振り返りについて 

 

１ 目標１－１ 確かな学力の育成 

（１）小中一貫した学習指導の充実 

成果 課題 

・平成 28 年度より全中学校区で、小中学校が協
働して教育課程や指導方法、推進体制を整え、
連携型小中一貫教育を展開してきました。 

 小学校高学年においては児童の抽象的な思考力
が高まる時期であるため、専科指導等を活用し
た質の高い教科指導が必要です。 
 不登校児童生徒数の増加など、中一ギャップの
解消に対応する必要があります。 

 

（２）きめ細かな学習指導の充実 

成果 課題 

 小学校全学年において、任期付教育職員や学
校教育補助教員、指導方法の工夫改善定数の
担当教員を活用し、35 人以下学級編制を実
施しました。 

 １学級あたりの児童数を減少させることで、
きめ細かい学習指導を行うことができまし
た。 

 教職員研修や研究校（区）の委嘱等を通じて、
授業改善等の研究体制を推進しました。 

 学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い
学び」のさらなる実現が必要です。 
 児童生徒の一人一人の資質・能力の育成に向け
て、ICT 機器を活用した効果的な指導について
研究する必要があります。 

 

（３）自ら学び続ける力の育成 

成果 課題 

 地域人材等を活用した「再チャレンジ教室」
を全小学校及び一部の中学校で実施し、企業
と連携した「学びｕｐ↑講座」を全中学校で
実施しました。 

 教職員研修や研究校（区）の委嘱等を通じて、
学習習慣の定着や自学自習力の向上に取り
組みました。 

 全国学力・学習状況調査質問紙調査（以下、「調
査」と表記）では、「家で、自分で計画を立て
て勉強している」と答えた割合は年々上昇傾
向にあるものの、全国と比較すると依然とし
て低く、さらなる学習習慣の定着や自学自習
力を向上させる必要があります。 
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（４）学校図書館を活用した学習活動の推進 

成果 課題 

 学校図書館運営協議会の活動の充実によ
り、組織的な学校図書館の運営につなげる
ことができました。 

 「読書センター」としての機能だけでなく、
「学習センター」「情報センター」の役割を
意識し、学校図書館の機能充実を図りまし
た。 

 市立図書館の団体貸出等を活用し、教科等
の学習において学校図書館を活用しまし
た。 

 学校図書館の「学習センター」「情報センタ
ー」としての機能を充実させ、言語能力や情
報活用能力を育成する必要があります。 

 

（５）外国語活動・英語教育の充実 

成果 課題 

 教員研修の充実や学校における授業改善な
ど外国語活動・英語教育の充実に向けた取
組を行うことで、グローバル社会を生き抜
くために必要なコミュニケーション能力の
基礎を育成しました。 

 国際化に柔軟に対応できる人材の育成や、異
文化を理解し、様々な国の人とコミュニケー
ションを図ることができる資質・能力の育成
等に引き続き取り組む必要があります。 
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２ 目標１－２ 豊かな人間性の育成 

（６）道徳教育の充実・推進 

成果 課題 

 道徳の地区公開講座を実施することで、学
校、家庭、地域がともに当事者意識を持ち、
子どもの豊かな心の教育について考え、学
ぶ場を設けました。 

 調査において、「人の役に立つ人間になりた
い」「学校の決まりを守っている」と答えた割
合は全国平均を下回っており、社会参画や規
範意識の向上が必要です。 

 

（７）キャリア教育・シティズンシップ教育の推進 

成果 課題 

 各中学校区の「めざす子ども像」を軸にした
キャリア教育の方向性を共有し、特別活動
を要とした 9 年間の学習活動が、より系統
的・組織的に実施できるよう中学校区で取
り組みました。 

 

 調査において「将来の夢や目標を持ってい
る」と答えた子どもの割合は、年齢が上がる
につれて低くなっており、将来の希望や展望
が持てる社会環境づくりが必要です。 

 豊かな人生の実現や、よりよい社会を形成す
るためには、未だ経験したことがない新たな
課題に直面した際にも、これまで学習してき
た知識や技能、経験を活かし、他者と協力し
つつ試行錯誤しながら解決する力が必要で
す。 

 

（８）学校や地域に愛情を持ち、地域社会に参画する力の育成 

成果 課題 

 地域や市内にある企業等や地域等との連携
により、出前授業を行いました。 

 職場体験学習を全中学校で実施するなど体
験的な学習の充実を図りました。 

・調査において「将来の夢や目標を持っている」
と答えた子どもの割合は、年齢が上がるにつれ
て低くなっており、将来の希望や展望が持てる
社会環境づくりが必要です。 

・豊かな人生の実現や、よりよい社会を形成する
ためには、未だ経験したことがない新たな課題
に直面した際にも、これまで学習してきた知識
や技能、経験を活かし、他者と協力しつつ試行
錯誤しながら解決する力が必要です。 

 

（９）組織的な生徒指導の推進 

成果 課題 

 各学校において、組織的な生徒指導体制や
関係機関との連携により、暴力行為を含む
問題行動全体の延べ人数や件数は大幅に減
少しました。 

・社会的背景の変化や、子どもを取り巻く家庭環
境等の多様化により、不登校を含む長期欠席者
数は増加傾向にあり、長期欠席者数の低減に向
けた自立支援の充実や魅力ある学校づくりの
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 いじめの対応については、早期発見・早期解
決に向け、各校におけるいじめ不登校対策
委員会等を核として、組織的に取り組みま
した。 

 不登校を新規数と継続数に分けて分析し、
不登校の未然防止のための「魅力ある学校
づくり」を各中学校区で進めてきました。 
 

推進が必要です。 
・いじめを積極的に認知するために、教職員の感

度を高め、組織的に対応していくことが必要で
す。 

 

（１０）人権教育の充実・推進 

成果 課題 

・同和問題、障がい者、在日外国人、男女平等な
ど、あらゆる人権課題の解決に向け、校内推進
体制の充実を進めてきました。 

・インターネット上による人権侵害や多様な性的
指向・性自認などの新たな課題に対応していく
必要があります。 
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３ 目標１－３ 健やかな心身の育成 

（１１）学校における体育活動の活性化 

成果 
課題 

 全国体力・運動能力、運動習慣等調査等の各
種データをもとに、全小中学校で「体力づく
り推進計画（アクションプラン）」を策定し、
体力の向上に関する組織的・継続的な検証
改善サイクルの確立を進めてきました。 

 生涯にわたって心身の健康を保持増進し、
豊かなスポーツライフを実現するための資
質や能力を育むため、体育・保健体育の小中
学校９年間の指導計画を作成し、指導方法
や評価方法に関する研究を推進してきまし
た。 

・左記の調査における「体育の授業は楽しい」と
いう項目について、小中学校男女ともに全国平
均を下回る傾向にあり、運動に対する関心や意
識を高めるための育成と指導力の向上が必要
です。 

 

（１２）運動に親しむ機会の充実 

成果 課題 

 児童・生徒の体を動かす機会の充実を図る
ため、小学校では「駅伝大会」や「小学校な
わとび検定」の取組等を実施しました。 

 中学校では、部活動に必要な環境整備と実
施状況調査を行い、専門的な技術指導力を
備えた外部指導者を派遣しました。 

 中学校総合体育大会の実施や部活動ガイド
ラインの策定により、生徒の健全育成を主
とした取組を進めてきました。 

・運動習慣について、運動する子どもとしない子
どもの二極化が顕著になっていること、小中学
校共に１週間の運動時間６０分未満の児童生
徒の割合が、全国よりも高い傾向であることか
ら、その差を解消するための取組が必要です。 

 

（１３）生活習慣の定着を通した健康づくり 

成果 課題 

 全小中学校で「食に関する全体計画」を作成
することで、食育を計画的・組織的に推進し
ました。 

 「食育フェア」では、食育の取組の様子をパ
ネル展示することで、保護者・市民に各小学
校での特色を活かした取組の周知を図りま
した。 

・調査における朝食の摂取率では、「毎日食べる」
と回答した児童生徒の割合が依然として全国
平均を下回っており、さらなる改善が求められ
ています。 
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４ 目標２－１ 学校力の育成 

（１）小中一貫教育の推進 

成果 課題 

・中学校区ごとに小中一貫教育全体計画を作成
し、小学校と中学校が「めざす子ども像」や重
点の取組を共有することで、校区で一貫した
学習指導や生徒指導を推進しました。 

・学校施設間が離れているため、学校間の連携会
議や児童生徒間の交流を行う際の方法の工夫
が必要です。 

 

（２）教員の指導力の向上 

成果 課題 

 毎週水曜日の「一斉退庁日」や夏季休業中の
「学校閉庁日」の設定、「高槻市中学校部活
動ガイドライン」の策定、夜間等の電話を音
声ガイダンスによる「自動応答電話」対応等
を全市で実施しました。 

 各教科や生徒指導等を専門分野とする指導
教諭等を任用し、職種や経験年数に応じた
研修を行いました。 

 指導教諭等に対する職務内容のさらなる周
知や、経験の浅い教員の育成や研究・研修支
援体制を推進が必要です。 

 全国的に教員の勤務時間が 10 年前と比較し
て全ての職種において増加しているため、成
績処理や公簿作成等の事務処理における
ICT 化を推進し、業務の効率化を図る必要が
あります。 

 

（３）学校の組織力の向上 

成果 課題 

 学校教育自己診断や学校園評議員による学
校関係者評価を実施し、学校の教育活動の
取組について検証・改善を図るとともに、保
護者や地域の意見を反映させた学校運営を
進めました。 

 「OSAKA 小・中学校事務職員スタンダー
ド」に沿った年間研修計画を立て、学校事務
の質の向上や主体的に学校運営に参画でき
るよう、研修内容の見直しを図りました。 
 

 社会に開かれた学校づくりを推進するため、
幼稚園から大学までの「縦の連携」、保護者や
地域等の「横の連携」を強化する必要があり
ます。 

 次世代を担うリーダーの育成が必要です。 

 

（４）家庭・地域等との連携の推進 

成果 課題 

・教育内容や教育活動に必要な地域等の資源を
効果的に組み合わせて活用し、特色ある学校
づくりを進めてきました。 

 

・子どもを取り巻く環境や学校が抱える課題は、
複雑化・多様化しているため、より一層学校が
地域や家庭と連携することが必要です。 
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（５）安全・安心な学校づくり 

安全教育及び危機管理体制の確立 

成果 課題 

・学校安全計画に基づき、各学校では、火災や地
震などの非常時を想定した実践的な避難訓練
を実施するなど、教科等横断的な視点から安
全教育に取り組んできました。 

 

・今後新たに発生する危機事象にも迅速かつ柔軟
に対応していくことが必要です。 

 

安全対策の充実 

成果 課題 

 学校施設は平成 27 年度に耐震化を完了し、
老朽化対策の方針を定め、計画的に整備を
進めてきました。 

 不審者侵入を未然に防止するため、門扉の
施錠やカメラ付インターホンの設置、全小
学校への警備員の配置などを行ってきまし
た。 

 小学校区における幹線通学路の整備要望に
ついて、関係機関や庁内の関連部局と連携
して対策を実施し、幹線通学路に設置した
防犯カメラの管理・運用を着実に進めてき
ました。 
 

 学校施設においては安全な教育環境の確保
が今後も必要です。 

 引き続き通学路上の危険箇所について、関係
機関等と連携して改善していくことが必要
です。 

 

地域ぐるみの安全体制の整備 

成果 課題 

 登下校時の見守り活動を軸とする「セーフ
ティボランティア」や「『こども見守り中』
の旗」掲示協力の呼びかけを通じ、｢地域の
子どもは地域で見守る｣という意識の醸成
に取り組んできました。 

 学校・地域・警察等、地域の安全に関わる組
織が情報を共有する場として、｢地域安全セ
ンター｣を全小学校に開設しました。 

・今後も活動の担い手を継続的に確保し、地域全
体で子どもの安全確保に取り組むことが必要
です。 
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安全な環境の維持 

成果 課題 

 感染症対策については、関係機関等と連携
しながら感染予防に努めました。 

 各学校と感染症に関する情報を共有しなが
ら、それぞれの相談に対応しました。 

 学校保健安全法の学校環境衛生基準に基づ
く検査を実施し、安全な環境の維持に努め
ました。 

 学校給食においては、食物アレルギー対応
マニュアルなどを活用し、食物アレルギー
の誤食未然防止と誤食後の適切な対応を徹
底しました。 
 

・新たな感染症の発生や食物アレルギーを持つ児
童生徒数の増加等、学校生活に影響する環境の
変化に対し、柔軟に対応することが必要です。 

 

（６）教育環境の整備 

教育相談 

成果 課題 

 不登校等支援員の配置や不登校児童生徒支
援室（エスペランサ）の運営を行ってきまし
た。 

 教育上の不安や悩みに関して専門家による
面接相談や電話相談を行ってきました。 

 

・教育上の不安や悩みは多様化・複雑化しており、
引き続き、支援や相談体制の充実が必要です。 

 

ICT 機器の活用 

成果 課題 

・全教員へのタブレットパソコンの配付や、小学
校へのモニターテレビ設置、中学校への電子黒
板機能付きプロジェクターの設置等により、
ICT 機器を活用した授業改善に取り組みまし
た。 

 

・新時代を生き抜く力を育む教育環境の充実に向
け、ICT 機器の適切な維持管理や更新及び教員
の指導力の向上が必要です。 

 

（７）幼稚園教育等の充実 

きめ細やかな指導の推進 

成果 課題 

・高槻市立就学前施設共通の「高槻市教育・保育
カリキュラム」をもとに、各園が実態に応じた
教育課程を編成し、計画的・体系的な教育活動

・今後、幼児教育で大切にしている「遊び」や「生
活」がどのような「学び」につながっているの
か、検証していくことが必要です。 
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を実施しました。 

異年齢児学級保育の充実 

成果 課題 

・全園で４・５歳児の異年齢児学級保育を実施
することに加え、令和２年度より、認定こども
園４園および就労支援型預かり保育実施園３
園にて、３・４・５歳児の異年齢児学級保育を
実施しました。 

 

・今後は、３歳児を含めた異年齢児学級保育の充
実が必要です。 

 

幼児教育と小学校教育との円滑な接続 

成果 課題 

 授業参観や行事交流を実施することで小学
校教育との円滑な接続に向けて教職員の共
通理解が進みつつあります。 

 市立幼稚園(認定こども園)等との交流も定
着しつつあります。 
 

・就学前児童の７割が通う民間施設と小学校教育
との円滑な接続についても進める必要があり
ます。 

 

体力の向上 

成果 課題 

・日々の総合的な遊びの中で、戸外で体を十分
に動かす活動を計画的に取り入れてきまし
た。 

 

・体力の向上のため、さらなる内容や方法の工夫
が必要です。 

 

地域の幼児教育センターとしての取組の推進 

成果 課題 

・周知等により、子育て拠点としての取組を定
着させることが出来ました。 

・子育てに関する相談が高度化していることや、
家庭状況の厳しさも増しているため、今後も子
育て支援の拠点として、民間施設、地域、関係
機関連携のための調整役を担うなど、コーディ
ネートにも努める必要があります。 
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５ 目標２－２ 家庭力の育成 

（８）家庭教育への支援 

ＰＴＡ家庭教育学習会への支援 

成果 課題 

・学校園ＰＴＡがそれぞれの課題やニーズに合
った学習会を企画し、子育てに関する新たな
発見や気づきの機会を提供できるよう、企画
及び実施の支援を行ってきました。 

 

・市域全体の家庭の教育力向上のため、一人でも
多くの保護者がＰＴＡの主催する家庭教育学
習会の機会に触れることができるように、学校
園で学習会を実施する必要があります。 

 

家庭教育の推進と青少年相談体制の充実 

成果 課題 

 市内３か所の青少年交流施設において、保
護者と子どもが一緒に参加できる体験教室
や保護者向けの子育てや人権教育に関する
講座などを開催し、家庭教育を推進してき
ました。 

 青少年相談において、相談員間での意見交
換会を実施し、組織力の強化を図りました。 
 

・人々のつながりの希薄化などにより子育てが孤
立化しており、さらなる家庭教育への支援が必
要です。 

 

 

（９）ＰＴＡ活動への支援 

成果 課題 

 ＰＴＡを対象とした研修会を通じてリーダ
ー養成の機会を提供しました。 

 保護者対象の学習会や家庭への教材配付な
どを通じて、子育て世代に対し、人権の学び
を深め、考える機会を提供しました。 

 

・時代や環境の変化に伴う市民ニーズや社会的課
題をＰＴＡと共有する必要があります。 

 

 

（１０）福祉機関等との連携 

成果 課題 

・福祉機関等、様々な関係機関と連携し、学校だ
けでは対応が難しい不登校や貧困、虐待など
の問題に対応してきました。 

 

・困難ケースに対応していくためには、社会福祉
等の専門的な知識や技能をもつスクールソー
シャルワーカーの活用が今後も必要です。 
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６ 目標２－３ 地域力の育成 

（１１）地域等との協働の推進 

成果 課題 

 地域教育協議会において、地域の防災・減災
など地域課題に即した取組の実施や、中学
生、高校生、大学生などの若い世代が参画す
る地域イベントの開催により世代間の交流
等を図りました。 

 地域教育協議会の様々な取組を支援するこ
とで、子どもを見守り育てる地域づくりが
推進され、子どもが主体的に地域活動に参
画できる取組を進めました。 

 放課後子ども教室おいては、地域の参画を
得て、子どもの多様な体験活動や異世代の
交流等が活発に行われ、地域の教育力の向
上につなげました。 
 

 社会環境の急激な変化に対応し、地域の課題
解決力や教育力を一層向上させる必要があ
ります。 

 放課後子ども教室の活動内容の一層の充実
や、若い世代のスタッフ確保など運営基盤の
整備を図る必要があります。 

 

（１２）青少年健全育成の推進 

青少年の社会参加・社会参画の推進 

成果 課題 

 摂津峡青少年キャンプ場や市内３か所の青
少年交流施設、自然博物館を活用し、青少年
の自主的な活動・発表・活躍の場や異世代と
の交流の機会を提供しました。 

 関係団体と連携する様々な事業を行うこと
で、自ら考え主体的に社会に参加・参画する
人格形成に寄与しました。 
 

・青少年に対して、人と関わり自ら課題を見つけ
て主体的に考え、解決策を見出していく力（生
きる力）を育成していくことが必要です。 

 

青少年を育む社会環境づくり 

成果 課題 

 青少年の健全育成に係る取組や情報共有等
を行うことで、地域の中で青少年が健やか
に育つ環境の整備を図りました。 

 非行防止活動や薬物乱用防止等の啓発活動
を通じ、青少年を取り巻く多様な有害環境
に対する市民の意識を高める取組を行いま
した。 

・社会環境等の変化により青少年に関わる問題が
多様化する中、関係機関と連携し、青少年健 
全育成の取組の大切さを市民に呼びかけ、青少
年が安全で安心して生活ができる環境づくり
を推進することが必要です。 
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（１３）公民館・図書館の充実 

公民館の充実 

成果 課題 

 公民館では市民ニーズを踏まえた多彩な講
座を実施し、幅広い年代に対する学習機会
の提供や、自主的な学習活動を支援しまし
た。 

 地域コミュニティや公民館活動グループと
の共催を促進しました。 
 

・今後も市民の様々な学習ニーズや地域の活動拠
点として対応することが必要です。 

 

図書館の充実 

成果 課題 

・「まちごと子ども図書館」事業等を実施し、学
校や公共施設等と連携を図りながら、子ども
たちが読書を楽しめる環境整備に努めまし
た。 

 

・子どもの読書離れが進む中、さらなる読書環境
の充実が必要です。 

 

（１４）文化財の保存と活用 

成果 課題 

 「いましろ大王の杜」を軸に「歴史のまち高
槻」を積極的に発信したほか、安満遺跡公園
の令和３年の全面開園に向けて公有化を完
了し整備を進めるなど、本市の豊かな歴史
遺産を活かしたまちづくりに取り組みまし
た。 

 今城塚古代歴史館としろあと歴史館を拠点
に、市民ボランティア団体等と協同し地域
の豊かな歴史文化に接する機会を積極的に
設け、文化財を通じて子どもの学びを豊か
にすることや多世代間交流を進め、郷土へ
の理解と愛着を育むことにつなげました。 
 

・地域の文化財を次代に継承するため、さらなる
保存と活用の取組が求められています。 
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 第４章 高槻のめざす教育 

 

1. 高槻のめざす教育 

めざす社会像の設定 

本市の上位計画である第６次総合計画では、将来の都市像を設定し、めざすまちづくりの方向性と、

その実現に向けての施策を定めています。第２期計画においては、その将来の都市像とその構成員となる

人間像をまとまりのある社会像として捉え、理想とする「めざす社会像」を設定しました。 

めざす子ども像の設定 

第２期計画において、「めざす子ども像」は、「めざす社会像」の構成員として、急激に変化する時代の

中で、学校教育がめざす子どもの姿を示すものです。さらにその「めざす子ども像」を実現するために、

４つのつけたい力を設定しました。 

学校教育分野を中心に据えつつ、大人を対象とした施策が軸となる社会教育分野についても、家庭や地

域を構成し、自らも地域づくりの主体となる大人を育む視点から、取組を掲げています。 

 

 高槻のめざす社会像 

「多様な人々と協働しながら、一人一人が活躍し、 

安全で安心して豊かに暮らせる社会」 

 

 高槻の教育がめざす子ども像 

「人や社会とつながり、学び続け、よりよい自分と社会を創る子ども」 

 

 つけたい４つの力 

「かんがえる力」、「つながる力」、「きりひらく力」、「たかめる力」 

急激に変化する社会の中で、「めざす社会像」を実現するため、子ども達に、他者と連携・協

働しながら、生涯にわたって生き抜く力や地域の課題解決を主体的に担うことができる力「社会

参画力」を身に付けられるように、４つのつけたい力を設定しました。 
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 つけたい 4 つの力 
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よ
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形
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に
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、
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的
に
か
か
わ
る
力
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・基礎的・基本的な知識・技能を身に付け、これらを活用し課題を発見し、解

決する力 

・習得した知識やこれまでの経験を活かし、つなげて考える力 

・自分を見つめ、主体的に学び続ける力 

つながる力 

・自然や人、社会とつながり、目標を共有しながら豊かに生きる力 

・自分を大切にし、多様性を尊重し、協働して生きる力 

・高槻に誇りを持ち、よりよい地域や社会、自分の将来を描く力 

きりひらく力 

・夢や志をもち、困難にぶつかってもあきらめず、粘り強くやり抜く力 

・グローバルな視野をもち、新たな価値を創造しようとする力 

たかめる力 

・健康で安全な生活を保持・増進しようとする力 

・運動を通じ、心身ともにたくましく生きる力 

・生涯にわたって運動やスポーツに親しむ力 

 

かめる力 んがえる力 ながる力 りひらく力 

 
 
  

た か つ き 

徳 

体 

知 

徳 

（仮）ロゴマーク 
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2. 6 つの目標と 26 の基本施策 

（１）子どもの社会参画力を育む 3 つの目標と 13 の基本施策 

 3 つの目標 

高槻の子どもにつけたい 4 つの力「① かんがえる力」、「② つながる力」、「③ きりひらく力」

「④ たかめる力」を「社会参画力」とし、その力をつけるため、次の 3 つの目標を定めます。 

「目標１－１ 確かな学力の育成」 

「目標１－２ 豊 かな心 の育 成」 

「目標１－３ 健やかな体の育成」 

 13 の基本施策 

子どもの社会参画力を育む３つの目標のもと、13 の基本施策を定め、具体的な取組を進めま

す。 

（２） 子どもを取り巻く教育力を高める 3 つの目標と 13 の基本施策 

 3 つの目標 

児童・生徒の社会参画力を育成するため、学校･家庭･地域の教育力を高める３つの目標を定め

ます。 

「目標２－１ 学校力の向上」 ：知･徳･体を育む学校の教育力の向上 

「目標２－２ 家庭力の向上」 ：望ましい生活習慣、規範意識や学習習慣を育む家庭の 

 教育力の向上 

「目標２－３ 地域力の向上」 ：安心安全な居場所であり、子どもが多様な人や社会と出会え、 

 実践力を育む地域の教育力の向上 

 13 の基本施策 

子どもを取り巻く教育力を高める３つの目標のもと、１３の基本施策を定め、具体的な取組を

進めます。  
【構造図】 
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3. 重点取組 

本市の教育を進めるにあたり、複雑化、多様化する様々な教育課題や、国の動向や本市の状況を踏まえ、

この 10 年間で重点的に取り組むべき内容として、以下の 5 項目を設定しました。このことにより、本市

における教育施策を推進していくことはもとより、高槻の教育が重要視している方向性を明確に打ち出

すものです。 

（１）安全・安心な学校づくり 

平成 30（2018）年 6月 18 日に発生した大阪府北部地震では、本来、安全であるべき学校施設により、

1 人の児童の尊い命が失われました。教育委員会では、二度と同様の事故を起こしてはならないとの

強い決意のもと、ブロック塀の撤去をはじめとする再発防止策を着実に推進してきました。 

近年では、事前の予測が難しい気象災害が増えているほか、子どもたちが登下校中に事件・事故に巻

き込まれる事案や、従来想定されなかった新たな危機事象による被害も発生していることから、市民

の安全・安心に対する意識は高まっています。こうした状況のもと、子どもたちが安全に安心して学

校生活を営むことができるよう、学校・家庭・地域が一体となって、児童生徒の安全確保に向けた取

組を組織的かつ継続的に推進していくことが必要になっています。 

学校安全の取組は、平成 5・6年に発生した学校プール事故を契機に指針を定め、以降も時代の変遷

に合わせた対策を講じる中で、総合的な安全対策に努めてきました。そして、平成 30（2018）年の地

震事故を受け、指針を改定し「学校安全のめざすべき姿」を示すとともに、「安全教育」・「安全管理」・

「組織活動」という学校の安全活動の具体的なあり方を新たな手引で示したほか、安全・安心な学校

施設を維持するための今後の整備方針を定めるなど、学校安全の取組を着実に進めるための基盤づく

りに力を注いできたところです。 

教育関係者が一体となり、全力を挙げて学校安全の取組を推進することで、学校における安全
教育の更なる充実と登下校時を含む学校生活の安全確保に努めていきます。 

取組にあたっては、学校安全に関する先進的な施策である「セーフティプロモーションスクー
ル」の考え方を取り入れながら、組織的・継続的に取組を進めていきます。 

（２）施設一体型小中一貫校の推進 

近年の教育内容の質的・量的充実への対応、児童生徒の発達の早期化、中学校進学時の不登校・いじ

めなどのいわゆる「中１ギャップ」、少子化等に伴う学校の社会性育成機能の強化の必要性等、近年の

教育環境を取り巻く課題は複雑、多様化しています。 

そのような背景のもと、本市では、平成 22（2010）年度から中学校区を単位に、既存の校舎を活用

した「連携型（施設分離型）」で小中一貫教育に関する研究を進め、平成 28（2016）年度から全中学校

区で連携型小中一貫教育を実施しています。連携型小中一貫教育の実施により、学力向上、豊かな人間

性の醸成、地域との協働関係の強化等に、一定の成果がみられました。しかしながら、教職員の学校間

の移動距離や打合せ時間の確保等、推進面での課題も見られるため、それらを解消するためには施設一

体型小中一貫校の設置が有効です。 

現在の連携型小中一貫教育の効果をさらに高め、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」
という目標を、学校と社会が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる力を子どもたち
に育むため、施設一体型小中一貫校の設置に向けた取り組みを進めるとともに、導入による研究成果
を市内全域に普及させることで、一層の教育の質の向上を目指します。 

今後の方針 

今後の方針 
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（３）コミュニティ・スクールの推進 

学校や地域が抱えている課題は複雑かつ多岐にわたっており、学校だけ、地域だけで解決することが

難しくなっています。そういった状況の中で、学校と社会の連携・協働によるよりよい学校教育及び社

会の実現が求められています。 

本市においては、平成 25（2013）年度から「地域と連携した特色ある学校づくり推進事業」を実施

し、地域の人材をはじめとする地域資源の活用や、学校園評議員制度や PTA 総会等で地域や保護者の

声をききながら教育活動を展開してきました。 

地域が学校と連携することにより、子どもたちは、地域の人々に支えられ学んでいくことで、地域へ

の愛着や地域の担い手としての自覚等が育まれたり、信頼できる大人との関わりにより、安心感や他人

を思いやる心など、豊かな心の育成にもつながります。 

学校園評議員制度や地域教育協議会など既存の仕組みや、学校教育に係る地域の教育資源の活用の
在り方を見直し、各校区の持ち味を生かした新たな仕組みを構築し、コミュニティ・スクールの導入
に向けた検討を進めます。そして、様々な年齢層や経験を持つ地域住民の学校運営への参画を得なが
ら、学校を核とした地域の教育力の向上に努めます。 

（４）ICT 機器を活用した教育の充実 

これまで、本市では ICT 機器を活用した教育の充実に向け、全教員にタブレットパソコンを配付し

たほか、小学校にはモニターテレビ、中学校には電子黒板機能付きプロジェクターの設置など環境整備

に取り組み、児童生徒の情報活用能力の育成を目指し、ICT 機器を活用した授業改善などを進めてきま

した。 

情報社会の進展に伴い、国からは、新たな社会（Society5.0）の実現を目指すことが提唱される中、

児童生徒 1人 1台の端末及び高速大容量の通信ネットワーク整備を一体的に行う GIGA スクール構想の

実現に向けた取り組みを進め、より質の高い学びを目指すことが求められています。 

今後の社会状況を踏まえ、ICT 機器を効果的に活用することで、児童生徒が新しい社会を生き抜
く力を一層育むとともに、教員の指導力の活用と安定的な教育の継続を図ることでこれからの時代
に求められるより質の高い教育をめざし、「高槻ならではの ICT 教育」を推進します。 

（５）教職員の資質向上について  

これまで本市では、教職員としての必要な使命感や責任感、職能に応じた専門的知識・実践的指導力

等に加え、キャリアステージに応じて求められている資質・能力を高めるため、教職員研修の充実など

を通して教職員の資質向上を図ってきました。 

子どもたち一人一人の力を最大限伸ばすためには、教職員が心身共に健康を維持し、使命感や責任感

をもって教育に携わることが重要です。「働き方改革」を進めながら、校内外で教職員が学び続けるこ

とができる環境を整え、引き続き、資質向上を進めることが必要です。 

 

  

子どもたちに社会参画力を育むことをめざし、教育に携わる教職員自身が自ら学び続け、人や社
会とつながり、自らの資質向上を図っていけるよう取り組みます。 

今後の方針 

今後の方針 

今後の方針 
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4. 教育振興基本計画体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回 

反映予定 



目標1－1　確かな学力の育成 目標1－1　確かな学力の育成
1 ９年間を見通した教育課程の編成と実施（名称変更） 1 小中一貫した学習指導の充実
2 きめ細かな学習指導の充実 2 きめ細かな学習指導の充実
3 一人一人に応じた教育・支援の充実（新規） ー ー
4 自ら学び続ける力の育成 3 自ら学び続ける力の育成
5 ICT機器を活用した教育の充実（新規） ー ー
6 学校図書館を活用した学習活動の推進 4 学校図書館を活用した学習活動の推進

 外国語活動・英語教育の充実(統合） 5 外国語活動・英語教育の充実
目標1－2　豊かな心の育成 目標1－2　豊かな人間性の育成

7 道徳教育の充実・推進 6 道徳教育の充実・推進
7 キャリア教育・シティズンシップ教育の推進

8 学校や地域に愛着を持ち、地域社会に参
加する力の育成

9 組織的な生徒指導の推進（名称変更） 9 組織的な生徒指導の推進
10 人権教育の充実・推進 10 人権教育の充実・推進

目標1－3健やかな体の育成 目標1－3健やかな心身の育成
11 安全教育の充実（新規） ー ー
12 健康教育の充実（名称変更） 13 生活習慣の定着を通した健康づくり

11 学校における体育活動の活性化
12 運動に親しむ機会の充実

目標2－1　学校力の向上 目標2－1　学校力の向上
1 安全・健康対策の推進（名称変更） 5 安全・安心な学校づくり
2 小中一貫教育の推進 1 小中一貫教育の推進
3 教職員の資質・能力の向上 2 教員の指導力の向上
4 学校の組織力の向上 3 学校の組織力の向上
5 「地域とともにある学校づくり」の推進（名称変更）　　　 4 家庭・地域等との連携の推進
6 教育環境の整備 6 教育環境の整備
7 幼児教育等の充実（名称変更）　 7 幼稚園教育等の充実

目標2－2　家庭力の向上 目標2－2　家庭力の向上
8 家庭教育の推進 8 家庭教育の推進
9 ＰＴＡ活動との協働と活動支援 9 ＰＴＡ活動との協働と活動支援
10 関係機関等との連携 10 福祉機関との連携

目標2－3　地域力の向上 目標2－3　地域力の向上
11 地域等との協働の推進 11 地域等との協働の推進
12 青少年健全育成の推進 12 青少年健全育成の推進
13 公民館・図書館の充実 13 公民館・図書館の充実
ー ー 14 文化財の保存と活用

　第２期計画　第６章 第１期計画　第６章

施策対照表
基本計画施策一覧

第2期計画　第５章 第１期計画　第５章

8 キャリア教育・シティズンシップ教育の推進（統合）

運動に親しむ機会のと体力向上（統合）13

【第4章 参考資料】
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 第５章 子どもの社会参画力を育む 15 の基本施策 

目標 1－1 確かな学力の育成 

子どもたちが、自分の力や可能性を最大限に伸ばして、未来の高槻・社会を担う市民として成長してい

くためには、これまで経験したことがない、答えのない問いにも、まわりの人と協力し合って、考え続け、

立ち向かっていく力が必要になります。 

今求められる学力は「何を知っているのか」という知識の量だけではなく、「自分の知っていることを

使って、何ができるのか」「どのように問題を解決することができるのか」という、実生活や実社会にお

いて知識や技能を活用して問題を解決する力、将来にわたって学び続ける力です。 

このような学力をつけるには、知識・理解の質をさらに高め、学びに向かう力を涵養することが大切に

なります。具体的には「自分の将来や社会とのつながりを実感しながら学ぶ」「新たに得た知識をそれま

で得てきた知識や経験と結びつける」「こつこつと忍耐強く学び続ける」「周りの人との対話や協働を通じ

て新しい答えを生み出す」といった学習を行います。 

【基本施策】 

（１）9年間を見通した教育課程の編成と実施 （２）きめ細かな学習指導の充実 

（３）一人一人に応じた教育・支援の充実（新規） （４）自ら学び続ける力の育成 

（５）ICT 機器を活用した教育の充実（新規） （６）学校図書館を活用した学習活動の推進 

 

【基本施策】（１）9年間を見通した教育課程の編成と実施 

グローバル化が進展する中、社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、地域や学校、児童・生徒の実態等

を踏まえ、義務教育９年間を見通した教育課程（学校の教育計画）を編成します。必要な学習内容をどの

ように学び、どのような子どもを育てるのかといった目標を保護者や地域と共有し、連携と協働によりそ

の実現を図っていくことを目指します。 

 ＜主な取組＞ 

 小中学校が連携して、９年間の学年の区分を「小学校１年～４年」「小学校５年～中学校１年」「中学校２・３年」

の３つのステージに分けた教育計画を編成します。児童・生徒の発達段階に合わせた指導により、学び方を学んだ

り、学習習慣の定着を図ります。 

 学習の基盤となる言語能力や読解力、情報活用能力等を向上させ、これからの予測困難な社会を生き抜く力を育成

するために、教科間のつながりを意識して教育課程を編成します。 

 教育課程の編成にあたっては、各種調査等の結果を活用するなどして、児童・生徒や学校、地域の実態を把握し、

また実施状況を評価して改善を図っていきます。 

 教育課程の実施に当たっては、地域等の人的又は物的な資源を効果的に組み合わせて活用し、教育活動の質の向上

を図ります。 

 義務教育９年間を見通した児童生徒の発達段階に応じた学級担任制の在り方を整理しつつ、特に小学校高学年にお

ける教科担任制の導入についての検討を進めます。 
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 グローバル社会を生き抜くために必要なコミュニケーション能力の基礎を育成するため、外国語活動・英語教育に

取り組み、児童・生徒の英語力の向上を図ります。 

 

【基本施策】（２）きめ細かな学習指導の充実 

学習したことを活用したり、課題の解決に向けて探究したりする学習の過程の中で、深い理解を伴う「知

識」や熟達した「技能」の習得と、それらを活用して課題を解決するための思考力、判断力、表現力の育

成を図ります。 

＜主な取組＞ 

 多様な指導体制の効果的な活用により、基礎的・基本的な知識や技能の習得と、それらを活用して課題を解決する

ために必要な思考力、判断力、表現力等を育成するため、「主体的・対話的で深い学び」のある授業づくりを推進し

ます。 

 子どもたち一人一人の多様なニーズに対応する学習指導や、課題探究学習など、ICT 機器の効果的な活用を研究・

推進していきます。 

 学習指導に係る PDCA サイクルを機能させるため、学習の過程で行う評価（形成的な評価）や、学習結果の評価

（総括的な評価）をていねいに行い、その評価の結果をもとに、指導内容や指導方法の改善につなげます。 

 研究校（区）を指定し、その研究成果を各校の取組に生かす研究体制を推進します。 

 

【基本施策】（３）一人一人に応じた教育・支援の充実（新規） 

多様な教育的ニーズが求められている中、一人一人の実態に応じた教育・支援の充実を図ります。 

＜主な取組＞ 

 一人一人の障がいの状況にあった支援を行うために、障がい特性に基づいた指導の在り方について理解を深めます。 

 障がいによる生活上や学習上の困難さを克服するために特別の教育課程を編成し、個別の指導を行う場合は、「個

別の指導計画」、「個別の教育支援計画」を作成します。 

 通常の学級に在籍しながら、障がいによる生活上・学習上の困難さを改善・克服する児童生徒には、通級による指

導の充実を図ります。 

 日本語指導の必要な児童生徒について、「特別の教育課程」の編成します。日本語指導協力者の派遣による日本語

指導を実施します。 

 学校における医療的ケア体制の整備を進めます。 

 

 

【基本施策】（４）自ら学び続ける力の育成 

現代社会の課題を自らの問題としてとらえ、より良い社会の実現に向けて、他者と協力しながら行動で

きる力、将来にわたって学び続ける力の育成に取り組みます。また、家庭、地域、企業等と連携して、学

校の授業以外に子どもたちが学習できる機会を充実させることで、学習量を増やし、やり続ける力を育む

など自学自習力を育成します。 
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＜主な取組＞ 

 「総合的な学習の時間」における探究課題や、特別活動における集団や自己の生活上の課題に取り組むことを通

じて、各教科等での学習内容と関連付けながら、物事の中から問題を見いだし、解決方法を考えるなど、問題を

発見し、解決していく能力の育成に取り組みます。 

 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」と関連した教育活動の展開を推進します。 

 子どもたちに目標をもって学ばせたり、またどのような力が身に付いたかなどを自覚させることで、子どもたち

の次への学びとつなげます。また、集中して粘り強く学びに向かう力を授業の中で育みます。 

 子どもたちが学ぶ意義を感じられるように、全ての教科で、実生活や実社会と関連づけたり、自分の将来とのつ

ながりを考えて学習するなどキャリア教育の視点を取り入れた学習の工夫をします。 

 地域や企業等と連携しながら、放課後や休日の学校を利用し、全ての子どもたちに学習できる場を提供します。 

 

【基本施策】（５）ICT 機器を活用した教育の充実（新規） 

児童生徒１人１台端末をはじめとする ICT 機器を効果的に活用することで、児童生徒が新しい時

代を生き抜く力を一層育むとともに、これからの時代に求められるより質の高い教育をめざして教

員の指導力の向上を図り、「高槻ならではの ICT 教育」を推進します。 

＜主な取組＞ 

 ICT 機器を活用し、多様な人や知識とつながる豊かな学びを実現する授業づくりを進め、新時代に即した情報活用

能力を育成します。 

 児童生徒 1 人 1 台端末を効果的に活用するため、教員のさらなる指導力の向上を目指した研究及び研修体制の構築

等を適切に実施します。 

 ICT 環境等を活用し、授業と家庭学習を結び付けた学習を支援することで、確かな学力を育成につなげます。 

 

【基本施策】（６）学校図書館を活用した学習活動の推進 

児童・生徒が語彙力を培い、感性を磨き、表現力・創造力を高め、将来にわたって豊かな読書習慣を身

に付けることができるよう、学校図書館の計画的な利用を推進し、児童・生徒が主体的に学ぶ活動を充実

します。 

＜主な取組＞ 

 学校図書館が落ち着いて読書を行うことができる、安らぎのある環境と知的好奇心を醸成する開かれた場となる

よう環境整備を行い、読書好きな児童・生徒を増やし、確かな学力、豊かな心を育みます。 

 各教科等での学習活動に学校図書館の活用を位置づけ、言語活動や探究活動の場とすることで、児童・生徒の主

体的な学習を支え、言語能力や情報活用能力等を学校全体として計画的かつ体系的に育みます。 

 司書教諭と学校司書が連携・協力し、組織的に学校図書館の運営に当たることができるよう支援をします。 
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目標 1－2 豊かな心の育成 

豊かで安心して暮らせる社会とは、多様な人々が互いの人格を尊重し支え合いながら生きることが

できる社会であり、また、自らの役割と責任を果たし皆が生き生きと活躍することができる社会です。

子どもたちには、将来の高槻を担う市民として、このような社会の実現に貢献しようとする態度を育成

する必要があります。 

そのために、安全で安心に学ぶことができる居場所づくりを推進し、様々な人の生き方や多様な考え

方等に触れる豊かな学習活動を通して、子どもたちが、人の役に立つことや社会に貢献することの喜び

を感じたり、規範意識や、自他の生命の尊重、人間関係を築く力、互いの人権を守ることや公共の福祉

に配慮することの大切さについて考えさせる教育を行います。 

 

【基本施策】 

（７）道徳教育の充実・推進 （８）キャリア教育・シティズンシップ教育の推進 

（９）生徒指導の推進 （10）人権教育の充実・推進 

 

【基本施策】（７）道徳教育の充実・推進 

考え議論する道徳の授業をめざすとともに、学校の教育活動全体を通じ、自己の生き方を考え、主体的

に判断し行動できる人間として、他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養います。 

＜主な取組＞ 

 児童・生徒の実態や家庭、地域の状況を踏まえ、中学校区で９年間の系統性のある全体計画及び年間指導計画を作

成し、指導方法の研究や効果的な指導方法の共有を推進します。 

 答えが一つではない道徳的な課題を自分自身の問題と捉え、向き合い「考え議論する」道徳科の授業の創造に向け、

道徳教育推進教師を中心とした指導体制の充実を図ります。 

 家庭や地域との連携・協力体制を構築し、地域全体で児童・生徒の豊かな心を育む道徳教育を推進します。 

 

【基本施策】（８）キャリア教育・シティズンシップ教育の推進 

職業人として自立するためのキャリア教育や、社会の一員として役割を果たすためのシティズンシップ

教育を組織的・系統的に進めます。また、自分が生活する「地域社会や高槻のまち」に関心と愛着をもち、

社会の一員としての自覚を育む教育を推進します。 

＜主な取組＞ 

 地域や市内にある企業等との連携により体験活動や調査活動等の教材や取組を開発し、児童・生徒が学ぶことや働

く尊さを理解し、自己の将来を力強く着実に切り拓いていこうとする意欲や社会に貢献しようとする態度を育てま

す。 

 社会の仕組みを理解し、公共の福祉を優先的に配慮できる成熟した社会人としての資質や能力を育成します。 



第３回検討委員会資料 素案【第５章】 

5 
 

 キャリア教育の実施にあたっては、幼児期の教育から高等学校教育への連続性も視野に入れ推進するとともに、教

育活動全体を通じて、系統的に社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育成します。 

 自分の地域や高槻に誇りが持てるように、様々な芸術に触れる学習や、地域の人材、伝統や文化等に触れる学習を

充実します。 

 

【基本施策】（９）生徒指導の推進 

誰もが安心できる学校を実現するため、いじめ・不登校・虐待等の生徒指導上の課題についての未然防

止、早期発見・早期対応を図るため、対策や支援の充実を図ります。 

＜主な取組＞ 

 いじめ防止対策推進法に基づく、「高槻市いじめ防止基本方針」に則った、いじめの未然防止や早期発見早期対応を

推進します。また、校内いじめ対策委員会の機能を充実させ、いじめの積極的な認知や情報共有の徹底など組織的

に対応を図ります。 

 不登校の児童・生徒に対して、その子どもに合わせた支援を行います。また、未然防止の取組として「魅力ある学

校づくり」を推進します。 

 学校だけで解決困難な問題については、必要に応じて学校問題解決チームを学校に派遣し、学校の生徒指導体制の

再構築に向けて支援を行います。 

 いじめ・不登校・虐待等の課題に対して、家庭・地域・関係機関と連携を図り、未然防止と課題解決に向けた取組

を推進します。 

 児童・生徒の社会的自立学校復帰に向けて、教員と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

家及び教育センター内の不登校児童・生徒支援室（エスペランサ）が連携し、児童・生徒の状況に応じた支援を行

います。 

 

 
【基本施策】（10）人権教育の充実・推進 

同和問題、障がい者、在日外国人、多様な性的指向・性自認など、あらゆる人権課題の解決に向けて適

切な教育と啓発を行います。また人権に関する知的理解と人権感覚の涵養を基盤として、自他の人権を守

ろうとする意識、態度、実践的な行動力を育てる人権教育を推進します。 

＜主な取組＞ 

 効果的な指導方法に関する研究を推進し、児童・生徒に豊かな人権感覚と人権意識を育みます。 

 児童生徒の実態に応じた人権教育年間計画を作成し、計画的かつ系統的に人権教育を推進するとともに、年度ごと

に点検や評価を行い、計画の見直しや指導の改善につなげます。 

 「ともに学び、ともに育つ」教育をさらに推進するとともに、自分の人権を守り、他者の人権を守るため実践力を

育む障がい理解教育を推進します。 

 各教科等において、多文化共生についての学習に取り組みます。 
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目標 1－3 健やかな体の育成 

児童・生徒が自然災害や事故等の危機に際して、自らの命を守るためには、危険が発生した場合に情報

を正しく理解し、危険を回避する行動を選択していく資質能力を育む必要があります。 

あわせて、生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現するために、児童生徒が運動する機会を充実

し、体を動かすことの楽しさを実感させることが大切です。さらに、健康で充実した生活を送るために、

食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるよう、体育活動の充実と食育の推進

を図ります。 

 

 

【基本施策】（11）安全教育の充実（新規）  

子どもたちが自らの行動や外部環境に存在する様々な危険を制御して、自ら安全に行動し、他の人や社

会の安全のために貢献したりできるようにするために必要となる、安全に関する資質・能力を確実に育む

ことができるよう、自助・共助・公助の視点を取り入れながら、学校教育活動全体を通じ、教科等横断的

な学習による実践的な安全教育に取り組みます。 

＜主な取組＞ 

 学校安全の３領域「生活安全」「交通安全」「災害安全」に係る教育を計画的に実施します。 

 子どもたちが、災害発生時等に主体的に行動する態度を養うために、非常時を想定した、より実践的な避難訓練に

取り組みます。 

 教職員の学校安全に関する意識や対応能力、指導力を高めるとともに、安全教育に係る教材の充実を図ります。 

 

【基本施策】（12）健康教育の充実 

児童・生徒の食に関する理解を深め、健全な食習慣を形成できるよう取組を推進するとともに、基本的

な生活習慣の定着を通した健康づくりを進めます。 

＜主な取組＞ 

 児童・生徒が食に関する知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、「食に関する指導の全体計画」に

基づき、学校教育活動全体を通じた指導を推進します。 

 児童・生徒が積極的に健康づくり取り組むよう、地域や家庭と連携して児童・生徒の生活習慣の定着や健康に関

する教育を進めます。 

 

 

【基本施策】 

（11）安全教育の充実（新規） （12）健康教育の充実 

（13）運動に親しむ機会の充実と体力の向上  
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【基本施策】（13）運動に親しむ機会の充実と体力の向上 

体育活動の活性化と運動する機会の充実を通して、運動習慣の確立と体力の向上を図り、豊かなスポー

ツライフを実現する資質能力を育成します。 

＜主な取組＞ 

 小中学校において「体力づくり推進計画（アクションプラン）」の策定を行い、児童・生徒の体力の向上に向けた検

証改善サイクルを確立します。 

 運動の楽しさや喜びを実感できる授業の研究を推進します。 

 豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育むため、小中９年間のカリキュラムの中で、「体育」・「保健体育」

の授業の充実を図ります。 

 主体的に体を動かす機会の充実を図ることで児童・生徒に運動習慣を育みます。スポーツ大会の開催などの取組を

実施します。 

 「高槻市部活動ガイドライン」に基づき、学校教育の一環として行われる中学校運動部の活動の活性化を図ります。 

 地域と連携し、より専門的な指導が受けられる機会や、体を動かすことができる機会を充実します。 
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第６章 子どもを取り巻く教育力を高める１３の基本施策 

 

目標２－１ 学校力の向上 

教育活動の中心になるのは学校です。学校は、急激に変化する社会の中で、生涯にわたって生き抜く

力や地域の課題解決を主体的に担うことができる力「社会参画力」を育成しなければなりません。そ

のために教職員は、子どもへの愛情と、豊かな人間性や感性を備え、高い倫理観と指導力、教育者として

の情熱と使命感を持って指導にあたることが必要です。 また、学校は、家庭や地域との連携を図るため

に、より一層の働きかけを行い、地域と共にある学校の実現に努めます。 

 

【基本施策】 

（１）安全・健康対策の充実         （２）小中一貫教育の推進   

（３）教職員の資質能力の向上         （４）学校の組織力の向上 

（５）「地域とともにある学校づくり」の推進  （６）教育環境の整備   

（７）幼児教育等の充実 

 

【基本施策】（１）安全・健康対策の充実 

登下校時を含む学校管理下における事故等に関し、死亡事故についてはゼロ、負傷・疾病の発生率につ

いても減少傾向となることをめざし、学校施設の効果的な整備や、点検等による事故の未然防止、発生時

の対応、再発防止策等の安全管理を徹底し、学校・保護者・地域・関係団体等とのより一層の連携のもと、

安全対策を推進していきます。 

学校保健安全法及び学校給食法に基づき、感染症への対応や食中毒防止を図ります。また、学校環境衛

生基準に基づく検査を実施するなど保健指導、保健活動を充実させることで学校保健の振興を図ります。

そして学校給食においては、食物アレルギーを持つ児童・生徒が安全に給食を食べることができるよう

に、未然防止と誤食後の適切な対応を徹底します。 

＜主な取組＞ 

学校環境の整備と管理体制の確立 

 学校施設の老朽化対策や時代のニーズに適した質的向上を図る整備を計画的に行い、安全で快適な教育環境を確保

します。 

 学校施設における全てのブロック塀等を撤去します。 

 学校施設及び通学路における点検等の管理体制を充実させ、整備要望や危険箇所に対し、関係者と連携し安全確保

を図ります。 

組織的な安全活動の推進 

 学校安全の中核となる教職員を中心とした組織的取組を推進し、より実行性のある学校安全計画の策定や危機管理

マニュアルの定期的な見直しなどを行い、学校の安全体制の強化を図ります。 

 セーフティボランティアへの登録及び「こども見守り中」の旗の掲示協力等、子どもを見守る安全活動への市民参
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画を推進します。 

 学校、地域、警察、行政が情報を共有する場である「地域安全センター」の活動を支援します。 

組織的な安全活動の推進 
 国などからの感染症に関する情報の提供を行うとともに、感染症に関する学校からの相談に対応していきます。 

 教室の空気検査や飲料水検査、プールの水質検査などを継続して実施し、安全な環境の維持に努めます。 

 アレルゲンを調理段階で除去した除去食の提供を行うなど、食物アレルギーへの適切な対応を徹底します。 

 
【基本施策】（２）小中一貫教育の推進 

これまでの連携型小中一貫教育の成果を踏まえ、施設一体型小中一貫校の設置に向けた取組を進める中

で、これからの時代を生きる子どもたちに必要な力を育む義務教育９年間の一貫性・継続性のある学習指

導、生徒指導の在り方を研究します。また、今後さらに幼児教育等との連携や高等学校、大学等の「縦の

接続」を強め、学校教育の質の向上を図ります。 

＜主な取組＞ 

 これまでの連携型小中一貫教育の成果を踏まえ、施設一体型小中一貫校の設置に向けた検討を進めます。 

 中学校区の「めざす子ども像（１５歳時の姿）」を実現するための一貫した教育課程を小中学校が協働して編成し、

教職員、家庭、地域と共有します。 

 入学直後の小学校生活を円滑にするため、幼稚園等から引き継ぐ視点として「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」を共有し、幼児期の教育と小学校の教育を連続性・一貫性のあるもととして教育課程を編成します。 

 学校教育の質を向上させるために、高等学校への教育との連続性を意識した取組や、地域の人材、大学、企業等と

の連携を進めます。 

 

【基本施策】（３）教職員の資質能力の向上 

複雑化・多様化する教育課題に向き合い、変化の激しい、新しい時代を生き抜く力を子どもたち

に育むため、キャリアステージに応じた専門性を高める多様な研修を実施するなど「学び続ける教

職員」を支援し、教職員の資質向上に向けた取組を推進します。 

 

 

＜主な取組＞ 

 「高槻市教職員研修基本方針」に基づき、キャリアステージに応じた教職員研修を充実します。 

 社会状況や新たな課題、本市の教育課題と向き合い、職責を果たす教職員を育成します。 

 学校力の向上に向け、質の高い授業づくり等各学校及び中学校区における取組を支援します。 
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【基本施策】（４）学校の組織力の向上 

小・中学校で、教員が心身の健康を損なうことのないよう業務の質的転換を図り、限られた時間

の中で、児童生徒に接する時間を十分に確保し、教員の日々の生活の質や教職人生を豊かにするこ

とで、教員の人間性を高め、児童生徒に真に必要な総合的な指導を、持続的に行うことのできる状

況を作り出すことに努めます。 

校長がマネジメント力を発揮し、教職員のそれぞれの専門性や持ち味を生かした組織運営や、外

部の専門スタッフや地域のボランティア等を活用した学校運営を推進します。 

校長や教頭に加えて、首席・指導教諭・事務職員等のミドルリーダーがリーダーシップを発揮で

きる組織運営を行います。経験の浅い教員の指導力向上のために、研修体制を充実すると共に、指

導教諭等を研修講師として活用していきます。また、事務職員の学校運営への積極的に参画に向け

て、事務職員の資質・能力の向上を図る研修体制の確立と事務職員組織の再編成に向けた取組を推

進します。 

＜主な取組＞ 

働き方改革の推進 

◆ 教員の業務の質的転換を図り、限られた時間の中で、児童生徒に接する時間を十分に確保できるよう、教職員の働

き方改革を推進します。 

◆ 校務支援システムを導入し、成績処理や名簿作成、通知表や指導要録等の公簿作成の際、児童生徒の学籍情報や成

績データシステムを導入することにより、業務の効率化を図ります。 

 

校長のマネジメント力の強化 

 校長のリーダーシップのもと、教職員や学校内の多様な人材がそれぞれの専門性をいかして能力を発揮できるよう

な学校運営体制の在り方を支援します。 

 

ミドルリーダーの育成及び活用 

 首席等のミドルリーダーが積極的に学校運営に参画して学校の組織力の向上を図るため、首席の全校配置に向け

て、校長会等で首席の活用方法を周知すると共に、学校のミドルリーダーとなる人材の育成に努めます。 

  経験の浅い教員の指導力向上のために、専門分野をもつ指導教諭等を研修講師として活用し、教員の指導力の

向上図ります。 

 学校事務職員が主体的に学校運営に参画できるよう、学校事務の共同実施のさらなる充実と共同学校事務室の設

置に向けた研究を行います。 

 

【基本施策】（５）「地域とともにある学校づくり」の推進 

家庭・地域が学校教育に参画し、協働して子どもたちの社会を生き抜く力を育成する仕組みとして、コ

ミュニティ・スクール（学校運営協議会）を導入し、地域とともにある学校づくりを推進します。 

 

＜主な取組＞ 

 学校運営協議会にて、校長の学校経営の方針を承認することを通し、地域、家庭等の参画を得ながら地域とともに
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ある学校づくりを推進します。 

 教育活動の実施にあたっては、豊かな経験や高い専門性を持つ地域人材や、図書館、博物館等の学習環境や、その

他地域の教育資源（地域組織、NPO、企業、大学）を活用します。 

 学校運営の改善に当たっては、学校教育自己診断等を活用した自己評価を実施し、目標の達成度や計画の進捗状況

について点検・評価を行うとともに、学校関係者評価により、保護者や地域住民等の意見を学校運営に反映させま

す。 

 

【基本施策】（６）教育環境の整備 

児童・生徒が、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導・支援を受けることができるよう支援体

制の整備を進めていく必要があります。 

学校図書館は、読書活動に加え、授業における様々な学習での利活用を通じて、子どもたちの言語能力、

情報活用能力等の育成を支え、児童・生徒の主体的な学びを効果的に進める基盤としての役割を果たす必

要があります。 

児童・生徒及び教職員が、授業等でＩＣＴ機器及びネットワークを効果的に利用できるよう、時代に応

じたＩＣＴ機器の整備を行うことで、ＩＣＴを活用した授業を推進します。 

＜主な取組＞ 

 多様な学びの場として、通常の学級、通級指導教室、支援学級それぞれの環境の整備を進めます。 

 適切な指導・支援を効果的に行うために、特別支援教育支援員の配置をすすめます。 

 読み物としての図書の充実と調べ学習等に必要な図書資料の両面の充実を図り、学校図書館図書標準を維持した

図書の更新を推進します。 

 より質の高い「高槻ならではの ICT 教育」の実現に向けて、ＩＣＴ機器を適切に維持管理し、計画的に更新しま

す。 

 保護者や本人を対象に、教育上の不安や悩みに関して専門家による面接相談や電話相談を行います。 
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【基本施策】（７）幼児教育等の充実 

幼児期の教育及び保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、この時期に質の高い

幼児教育、保育を保障することが極めて重要です。しかし、核家族化の進行や少子高齢化、地域のつなが

りの希薄化、児童虐待の深刻化など、子どもや子育てを取り巻く環境はより厳しさを増しています。 

本市の公立幼稚園・保育所は、全ての子どもの「最善の利益」の実現に向け、保護者の就労状況に関わ

らず、３歳児以上の子どもの連続した育ちが保障できる「認定こども園」への移行を進めます。 

多様化する幼児教育・保育ニーズへの対応と、市全体の教育・保育の質の向上という公的役割のもと、

民間施設との連携を強化し「めざす子ども像」の実現に向けた土台をしっかりと形成できる幼児教育・保

育環境の整備に努めます。 

＜主な取組＞ 

きめ細やかな指導の推進 

 一人ひとりの発達課題に応じたきめ細やかな指導の工夫に努め、幼児期にふさわしい生活の中で、子どもの自発性

や主体性等を育みます。 

 教育内容の充実と改善につながるようなカリキュラムマネジメントに努めます。 

 教職員の専門性や指導力の向上を図るため、教職員の課題に応じた研究・研修の充実を図ります。 

 民間施設とともに学び合える研修体制を構築するとともに、研究・研修を深めていきます。 

異年齢児学級保育の充実 

異年齢児学級保育の中で、自尊感情・自己有用感など豊かな心を育みます。必要に応じて、年齢別活動などにも取り

組み、学年の育ちの保障に努めます。 

幼児教育と小学校教育との円滑な接続 

 認定こども園、幼稚園及び保育所の相互理解の推進と体制の確保、及び幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図り

ます。 

 幼・小が「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有するなど連携を図り、教育目標やカリキュラムの交流及

び生活科などによる園児と小学生との合同活動などを年間計画に位置付け、円滑な接続を図ります。 

 公立・民間のどちらの施設に通っていても、小学校教育に円滑に接続できるよう、取組を進めていきます。 

地域における子育て・家庭教育の拠点としての機能の充実 

 保護者が子どもに対する理解を深め、子育て力が高まるような支援を進め、地域の幼児教育センターとしての役割

を担う取組の推進に努めます。 

 必要に応じて、障がいのある子どもへの支援や虐待防止を推進し、専門機関との連携を図ります。 

公立施設と民間施設の役割分担と連携 

 施設間連携や保・幼・小連携のコーディネーターとしての役割を果たし、全ての子どもが小学校に円滑に接続でき

るよう努めます。 

 民間施設が機動性・独自性を生かし、就学前教育・保育の主要な担い手として役割を果たせるよう、運営を下支え

していきます。 

 民間施設に対し、要配慮児童等の保育に関する相談や子育て支援に関する助言を行うなど、事業運営のセーフティ

ネット的な役割を果たしていきます。 
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目標２－２ 家庭力の向上 

家庭は、子どもの基本的な生活習慣や豊かな情操、他者に対する思いやりや命を大切にする気持

ちなどを養う上で、最も重要な役割を担います。基本的な生活習慣、規範意識などを身に付けること

は、人と関わり生活したり、生涯を通じて学んだりする上で、大変重要なことです。 

家庭教育は、保護者が第一義的責任を有するものであり、子どもが安心できる家庭環境づくりが

求められます。一方、近年の家庭環境の多様化に伴い、子育てについての不安や孤立を感じる家庭な

ど家庭教育を行う上での課題が指摘されており、地域全体で家庭教育を支える仕組みづくりが求め

られています。 

学校や、子育て経験者をはじめとした地域人材など、地域の多様な主体が連携協力して、親子の育

ちを応援、支援します。 

 

 

【基本施策】（８）家庭教育の推進  

保護者と子どもが多様な体験を通して共にふれあい学ぶ機会や、保護者が子育てや人権について学習す

る機会を提供するとともに、子育てや教育に関する相談体制の充実を図ることで、家庭の教育力の向上を

目指します。 

＜主な取組＞ 

 多様な体験や交流・学習機会を提供するため、保護者と子どもが一緒に参加し、遊びや学びを通してふれあいを深

める体験教室や、保護者を対象に子育てや人権教育に関する講座を開催します。 

 親子での交流や保護者対象の教室・講座等の開催、情報発信など、学習の機会を提供します。 

 子育てや教育に関する相談体制を充実します。 

 青少年相談において、青少年や保護者等からの相談に対して、電話相談、面接相談及び相談機関の紹介などを行い

ます。 

 
【基本施策】（９）ＰＴＡ活動との協働と活動支援 

ＰＴＡと協働して研修会や講座を開催するとともに、ＰＴＡ主催の「家庭教育学習会」の運営支援を行

うなど、保護者が子育てや家庭教育について学ぶ機会を提供していきます。また、地域や学校とも連携し

て、総合的な教育力の向上をめざす取組を推進していきます。 

＜主な取組＞ 

 家庭教育、子育て等について理解を深め、教育力の向上を目指すために、幼稚園・認定こども園・小中学校及び地

域住民を対象とした講座･研修会をＰＴＡや地域教育協議会等と協働して実施するとともに、ＰＴＡ家庭教育学習

【基本施策】 

（８）家庭教育の推進 

（９）ＰＴＡ活動との協働と活動支援 

（10）関係機関等との連携 
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会を支援します。 

 ＰＴＡ活動の活性化や充実のために、協働して学習会、研修会を実施します。 

 ＰＴＡと協働して、人権教育講座や人権問題学習会を開催します。 

 ＰＴＡが開催する家庭教育学習会を支援します。 

 ＰＴＡや地域教育協議会等と協働し、学校や地域における親子交流や保護者の学習機会を提供します。 

 

【基本施策】（10）関係機関との連携 

家庭環境は、児童･生徒の人格形成に大きな教育的影響を与えます。家庭における保護者の子育てに対

する不安や負担感を少しでも和らげ、ゆとりを持って子育てできる環境を整えることが、子どもたちの成

長に好影響を与えます。子どもたちやその家族を支援･援助する医療や福祉制度、生活困窮世帯に対する

学習支援の充実等、福祉的な観点からのより進んだ援助が求められています。 

＜主な取組＞ 

 子育て総合支援センター（通称：カンガルーの森）や吹田子ども家庭センター、主任児童委員をはじめとする民生

委員児童委員、コミュニティソーシャルワーカー、本市福祉部局等、関係機関との連携の一層の充実を図ります。 

 相談機関についての啓発を行います。また関係機関との連携の下、子どもたちを取り巻く家庭の課題に対する支援

を行います。 

 学校と関係機関との連携を図るため、専門的な資格を有するスクールソーシャルワーカーを学校に派遣します。 
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目標２－３地域力の向上 

地域は、さまざまな役割を持つ異なる年齢層の人々で構成されています。そして、子どもは、多

様な目的を持つ集団活動に参加することで、自己肯定感や社会参画意識を高めるとともに、自然や

優れた文化や芸術、伝統に触れ、豊かな体験をすることができます。 
地域は、家庭や学校と目標を共有し、人と人がつながり、連携・協働しながら子どもを育む場と

なることが求められます。 また、地域は、生涯を通じて一人一人がそれぞれの資質・能力の向上

を図り、その個性を伸ばし、活躍する場となります。 
 

【基本施策】 

（11）地域等との協働の推進 

（12）青少年健全育成の推進 

（13）公民館・図書館の充実 

 

【基本施策】（11）地域等との協働の推進 

地域教育協議会では、地域・家庭・学校が一体となった総合的な教育力の向上をめざした取組を推進し

ていきます。また、地域の参画を得て放課後子ども教室を実施し、豊かな経験や世代間交流のできる子ど

もの体験や学びの場づくりを推進していきます。 

＜主な取組＞ 

 地域・家庭・学校が連携、協働するネットワークを充実し、「地域の子どもは地域が見守り、育てる」意識を高めま

す。 

 若年世代の参画を促し、幅広い年代の地域の大人と子どもの交流を促進します。 

 地域教育協議会などのネットワークを活性化し、子どもを育てる地域づくりを推進します。 

 学習支援や多様な体験プログラム、スポーツ活動等を通じて、子どもたちの生きる力を育む体験や学びの場づくり

を推進します。 

 地域の参画を得て、放課後等における多様な体験や活動ができる放課後子ども教室を推進します。 

【基本施策】（12）青少年健全育成の推進 

青少年の活動・発表・活躍の場や機会を提供し、多様な体験を通じて自ら考え主体的に行動する青少年

を育み、社会への参加・参画に向けた取組を推進します。また、青少年の非行の未然防止等を図るため、

関係機関・関係団体と連携し、健全育成のための環境づくりを推進します。 

＜主な取組＞ 

 子どもたちの生きる力を育みつつ、次代を担うリーダー育成を推進します。 

 青少年が社会へ参加・参画する機会を提供し、生きる力を育成します。 

 青少年が安全で安心して健やかに成長できる社会環境づくりに向けて、啓発活動を充実します。 

 関係機関や団体と連携し、地域・家庭・学校が一体となって、非行・問題行動の防止や有害環境から子どもたちを



第３回検討委員会資料 素案【第６章】 

8 
 

守る取組を行います。 

 非行など様々な問題を抱える子どもの立ち直り支援に向けた取組を推進します。 

 自然観察や自然素材を活用した体験学習など、身近な自然や生き物とふれあう機会を提供し、青少年が自然に親し

み、自立心と自主性を育む契機となる取組を推進します。 
【基本施策】（13）公民館・図書館の充実 

市立公民館は地域の活動拠点として、市民の自主活動の場を確保するとともに様々な学習ニーズに対

応していきます。また市民が市民をもてなす公民館まつりやこどもまつりなどを通じて、相互の絆を深

め、地域をより元気にしていきます。 

図書館は、市民の教養と文化の発展に寄与するための地域の知の拠点であり、多様なニーズに応える図

書館サービスを向上させていくことが求められています。また、子ども読書支援センターを拠点に公共施

設等を結ぶ「まちごと『子ども図書館』」を充実し、市民とも連携して、子どもの読書環境の整備を図り

ます。 

＜主な取組＞ 

公民館活動の充実 

 地域の拠点施設としての役割を強化します。 

 地域の活性化に向けた絆づくりと人材育成、多世代交流を推進します。 

 児童書を中心に図書コーナーを充実し、子どもの読書機会や居場所づくりに努めます。 

図書館活動の推進 

 図書館サービスの向上に努めると共に、子どもの読書環境の充実を図るため、引き続き学校や公共施設等との連携

強化に努めます。 

 子どもの読書活動の支援と普及啓発を推進します。 

 


