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第 4 章 学校教育推進計画 

 

 

 

１ 幼児教育・学校教育の充実 

(1)確かな学力による「生きる力」の育成 

(2)豊かな心の育成 

(3)健やかな体の育成 

(4)社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成 

(5)家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進 

２ 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

の構築 

(１)学びを支える経済的支援等 

(２)多様なニーズに対応した教育機会の提供 

３ 教育政策推進のための基盤の整備 

(１)新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導体制の 

整備等 

(２)ICT 利活用のための基盤の整備 

(３)安全・安心で質の高い教育環境の整備 

(４)児童生徒等の安全の確保 
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第 4 章 学校教育推進計画 

 

１ 幼児教育・学校教育の充実 

（１）確かな学力による「生きる力」の育成 

子どもたちの基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、

主体的に学習に取り組む態度を養い、子どもたちへ「生きる力」を育成し

ます。 

 

１）幼児教育の充実 

  

＜現状と課題＞ 

    幼稚園と保育園が統合して認定こども園となりました。保育所型

の認定こども園は町部局の施設であり、小学校との交流や教職員同

士の情報交換など、認定こども園から小学校へのスムーズな接続に

向けた取り組みが課題です。 

 

  ＜施 策＞ 

① 幼児期と児童期の教育を円滑に接続するため、認定こども園・保

育所と小学校の連携会議の開催 

 

 

  ２）新学習指導要領の着実な実施、全国学力・学習状況調査

の実施・分析・活用 

 

＜現状と課題＞ 

新学習指導要領が、小学校では令和２年度から、中学校では令和３

年度から実施されます。 

本町では、新学習指導要領に基づき、主体的・対話的で深い学びの

視点からの授業改善の推進、カリキュラム・マネジメントの確立とい

った、新しい時代に求められる資質・能力の育成を図るため、様々な

改善に着手しています。 

また、全国学力・学習状況調査の結果から、学習状況の進捗度や児

童生徒の自己肯定感の低さといった全国平均とかい離する部分につ

いて、課題の把握・分析・結果の活用による教育施策・指導・教育課
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程の改善・充実を図っていきます。 

 

＜施 策＞ 

① 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立  

② 確かな学力を目指す創意ある教育課程の編成と実施  

③ 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の推進  

④ 全国学力・学習状況調査の分析による学習課題の把握、指導方  

法の改善 

 

 

３）就学前から中学校までの各段階の連携の推進 

  

＜現状と課題＞ 

本町では、就学前から中学校までの各段階間の移行を円滑にするよ

うに子育て支援室を設置し、切れ目のない支援の実現を目指していま

す。 

教育関係では、学校間連携や中高一貫教育を推進していきます。 

また、幼児期の教育と小学校教育の接続を図るため、認定こども

園・保育所と小学校の教職員との協議会や合同研修会を通じて、連携

した取組の一層の推進を図ります。 

 

＜施 策＞ 

① 子育て支援室の設置 

② 認定こども園・保育所と小学校の教職員との連携会議の開催 

 

 

４）連携型中高一貫教育の推進 

  

 ＜現状と課題＞ 

本町では、平成 18 年度より中高一貫教育が本格的にスタートし、

「地域の教育力を結集し、広尾の子どもは広尾で育てる」を基本理念

に、生徒の進路実現に向け、継続的な取り組みを行っており、町内の

中学校卒業生の約７割が広尾高等学校に進学しています。 

しかしながら、少子化の影響もあり、今後、広尾高等学校が二間  

口を維持する状況が厳しくなることが予測されています。 
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今後、広尾高等学校では、コミュニティ・スクールの導入を検討  

しており、更なる魅力にあふれた学校となるために、地域の教育力の

結集が不可欠となります。 

 

＜施 策＞ 

① 連携型中高一貫教育の推進 

② 広尾高等学校への支援 

③ コミュニティ・スクールを生かした地域の教育力の結集 

 

 

５）複式教育の充実 

 

＜現状と課題＞ 

本町では、豊似小学校において複式学級が存在し、複式教育の充実

を図るためには、地域の環境や文化、小規模校の良さを生かしながら、

子どもたちの資質・能力を育成していかなければなりません。学校現

場での指導や課題等も踏まえながら、異校種や異学年との交流を図る

ため、広尾小学校、広尾中学校、広尾高等学校とも連携し、交流学習

における体験活動の充実に努めなければなりません。  

また、学習形態の工夫や指導方法などの授業改善を計画的に進める

ため、教職員の研修・研究活動の着実な推進を図っていかなければな

りません。 

 

＜施 策＞ 

① 小規模校の特性を生かした指導方法の改善 

② コミュニティ・スクールを生かした地域の教育力の結集  

③ 複式教育に対する教職員研修機会の確保 

④ 他校種との連携した研修・研究活動の推進 

 

 

 （２）豊かな心の育成 

子どもたちの豊かな情操や道徳心を培い、正義感、責任感、規範意識、

自他の生命の尊重、自己肯定感・自己有用感、他者への思いやり、人間関

係を築く力、社会性、個人の価値を尊重し、男女の平等を重んじる態度、

公共の精神に基づき、主体的に社会に参画し、その発展に寄与する態度、
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自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度、前向きに挑戦しやり遂げる

力などを養う事に取り組んでいきます。 

 

１）子どもたちの自己肯定感・自己有用感の育成 

   

 ＜現状と課題＞ 

全国学力・学習状況調査の結果から、児童生徒の自己肯定感が全国

平均よりも低い状態にあります。様々な要因が考えられますが、家

庭教育を含めた乳幼児期からの自己肯定感の醸成の視点を考えな

ければなりません。 

連携型中高一貫教育などを通して、多世代交流や異年齢交流の活

動を重視した学習指導要領の着実な実施を図るとともに、様々な体

験を通して学びに向かう姿勢や態度を育成するよう、幼児期からの

教育の質の向上に取り組みます。 

乳幼児期からの自己肯定感・自己有用感の育成に向けた家庭教育

支援に取り組むとともに、子どもたちが達成感や成功体験を得たり、

課題に立ち向かう姿勢を身に付けたりすることができるよう、様々

な体験活動の充実を図ります。 

 

＜施 策＞ 

① 連携型中高一貫教育などを通して、多世代交流や異年齢交流の活  

動の実施 

② 地域学校協働活動を通しての自己肯定感の醸成  

③ 主体的に課題を解決する力を付けるためのふるさと教育、キャリ 

ア教育の実施 

  

 

２）道徳教育の推進 

  

＜現状と課題＞ 

小学校では平成３０年度から、中学校では令和元年度から「特別の

教科 道徳」が実施され、授業の進め方、評価方法について、各学校

で検討が重ねられており、答えが一つではない道徳的な課題を一人一

人の児童生徒が自分自身の問題と捉え、向き合う、「考え、議論する

道徳」への転換を図るとともに、学校の教育活動全体を通じた道徳教
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育を推進しています。 

今後も、最善の授業を目指して研究を進めていきます。  

 

＜施 策＞ 

① 広尾町教育研究所による「特別の教科 道徳」の授業研究 

② 十勝教育局義務教育指導班による「特別の教科 道徳」の指導 

③ 各学校での「特別の教科 道徳」の研究事業指定 

 

 

３）いじめ等への対応の徹底、人権教育の推進 

 

  ＜現状と課題＞ 

いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こりえることを踏まえ、

いじめ防止対策推進法や広尾町いじめ防止基本方針の内容について

周知を図っています。 

また、各学校におけるいじめの解消に向け、積極的な認知と情報提

供の徹底を促すとともに、いじめ防止等への取り組みを徹底するため

の研修等の充実や、子ども自身の主体的な活動の中核となるリーダー

の育成を推進します。さらに、学校関係者や関係団体とともに、いじ

め防止対策推進法に基づく取組状況の把握・検証を的確に行い、加え

て「ネット上のいじめ」への対応を推進してまいります。 

問題行動等を起こす児童生徒については、当該児童生徒の人格の成

長を旨として、関係機関からの意見も含めた指導を促してまいります。 

誰もが安心できる教育現場を実現するため、いじめの未然防止を含

め、問題行動への対応等を行う関係者等を学校へ派遣するなど、学

校・教育委員会と警察等の関係機関との連携・協力を促進してまいり

ます。 

また児童生徒の自殺防止に向けた取組、人権教育の取組の充実を図

ってまいります。 

すべての教職員に体罰の無い、児童生徒理解に基づく生徒指導が行

われるよう、指導を徹底してまいります。 

 

  ＜施 策＞ 

① 広尾町教育研究所による「特別の教科 道徳」の授業研究 

② 十勝教育局指導班による「特別の教科 道徳」の指導 
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③ いじめや体罰に関するアンケートの実施 

④ 中高一貫教育生徒会交流事業による「いじめ撲滅」の話し合い  

⑤ 教職員へのアンガーマネジメント等研修の実施  

 

 

４）体験活動や読書活動の充実 

   

＜現状と課題＞ 

   本町では、各学校において、青少年教育施設等における自然体験活

動や集団宿泊体験活動、中高一貫教育による清掃活動などを含むボラ

ンティア活動、地域の行事への参加、中高生での国際交流体験など

様々な体験活動の充実に取り組んでいます。 

   また、読書活動を推進するため、司書教諭の配置など学校図書館の

整備充実や町立図書館と学校の連携の推進、図書ボランティアとの連

携や朝読書などの読書活動の普及啓発等に努めています。 

 

＜施 策＞ 

① 国際交流体験など様々な体験活動への支援・充実 

② 各学級へ推薦図書を配置するなど、児童生徒が読書と触れ合う機  

会の創出 

③ 町立図書館との連携による読書活動の充実 

④ 朝１０分間読書や図書ボランティアによる学校図書の充実 

 

 

５）伝統や文化等に関する教育の推進 

  

 ＜現状と課題＞ 

   郷土の伝統や文化を継承・発展させる教育を推進するため、小・中

学校等と博物館や文化芸術団体との連携・協力を図りつつ、子どもた

ちが一流の芸術に触れる機会や地域の伝統や文化に触れる機会を提

供する取り組みへの支援を行っています。 

 

＜施 策＞ 

① 町立博物館の活用促進 

② 芸術鑑賞などへの支援 
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６）青少年の健全育成 

  

 ＜現状と課題＞ 

    現在、本町でもスマートフォンをはじめとするインターネット機

器の利用が低年齢化しており、児童・生徒を有害情報から守るため、

学習指導要領に基づき情報モラル教育を推進するとともに、インタ

ーネット機器の対応も含め、インターネット利用のルールに関する

普及啓発活動を地域、民間団体等との連携により実施しています。 

    教職員等が、児童生徒の発達段階に応じて、性的な暴力の被害を

含む性にかかわる問題について効果的に教育・指導ができるよう、

支援していきます。 

 

＜施 策＞ 

① インターネット利用にかかる情報モラル指導への支援 

② 性にかかわる指導等への支援 

 

 

７）特別活動の推進（男女共同参画の推進、主権教育の推進、

消費者教育の推進） 

 

 ＜現状と課題＞ 

    現在の社会では、様々な集団活動への取り組む必要があります。

そのためには、児童生徒の発達段階に応じて、男女の平等や相互の

理解、男女が共同して社会に参画することや男女が協力して家庭を

築くことの重要性についての指導の充実を図る必要があります。 

また、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、

社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一員として主

体的に担うことができる力を発達の段階等に応じて身に付けさせる

必要もあります。 

国民一人一人が消費者として主体的に判断し、責任を持って行動で

きるようにするため、小・中学校等においては学習指導要領の趣旨

の徹底を図るとともに、指導の一助となる消費者教育教材の活用を

促すなど消費者教育を促進します。 
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＜施 策＞ 

① 児童生徒の多様な選択を可能にする教育・学習の充実  

② 地域課題に関する学習、租税教室の開催など、学習指導要領に基  

づく指導内容の充実、周知啓発などの取組の推進 

③ 学校・家庭・地域の連携による主権者教育の充実  

④ 消費者教育教材の活用など消費者教育の支援 

 

 

８）環境教育の推進 

 

＜現状と課題＞ 

持続可能な社会の担い手を育成するため、小・中学校等において、

学習指導要領に基づき教科等横断的に環境教育を進めなければなり

ません。また、地域等においても環境保全についての理解を深めると

ともに、持続可能な社会づくりへの意欲等を高めるため、自然体験活

動や農林漁業体験などの体験活動の推進等を図っていかなければな

りません。 

 

＜施 策＞ 

① オオバナノエンレイソウを教材とした環境学習の推進 

② 小学校の総合的な学習の時間における地域との体験活動の支援 

 

 

（３）健やかな体の育成 

生涯にわたってたくましく生きるために必要な健康や体力を育成します。 

 

１）学校保健・学校給食、食育の充実等 

 

＜現状と課題＞ 

生涯にわたって健康な生活を送るために必要な力を育成するため、

体育・保健体育などの教科学習を中核として学校の教育活動全体を通

じた体系的な保健教育を充実するとともに、多様化・深刻化する子ど

もの健康課題に対応するため、学校・家庭・地域の専門機関等の連携

による保健管理等を推進しなければなりません。 

保健教育及び保健管理等を推進するため、学校医・学校歯科医・学
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校薬剤師等の活用促進、連携を図っていきます。 

子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付け

ることができるよう、小・中学校等における各教科等を通じた食育を

推進していかなければなりません。その際、「生きた教材」である学

校給食を活用した実践的な指導を行うなど、栄養教諭を中核とした学

校・家庭・地域の連携による食育の充実を図っています。その取り組

みとして、食に関する指導を充実させるため、町の産業団体の協力に

より地場産物を活用し「ふるさと給食」を実施しています。 

 

＜施 策＞ 

① 学校保健会を中心とした健康教育の実践的指導力の向上  

② 学校医・学校歯科医・学校薬剤師等による健康講演会の実施  

③ 町の産業団体から給食用食材の提供による「ふるさと給食」の 

実施 

 

 

２）子どもの基本的な生活習慣の確立に向けた支援 

  

＜現状と課題＞ 

全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙では、学校の授業以外に 

勉強している時間や読書の時間、新聞を読んでいる回数などが全国・

全道平均よりも低い傾向にあります。家庭の教育力の向上に向けた取

り組みを進めるとともに、子どもが情報機器に接する機会の拡大によ

る生活時間の変化等の状況等も踏まえつつ、学校における指導や「早

寝早起き朝ごはん」運動の継続的な推進等を通じ、子どもの基本的な

生活習慣の確立や生活リズムの向上につながる活動を展開していま

す。 

情報モラル教育の一環として、学校・家庭・地域の連携による、子

ども自身が主体的に情報機器を適切に利用できるように取り組みを

推進します。 

 

＜施 策＞ 

① 「家庭教育の手引き」の活用 

② ゲーム機を含めた情報機器の適切利用の指導 

③ コミュニティ・スクールによる家庭への情報発信  
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３）学校や地域における子どものスポーツの機会の充実 

 

＜現状と課題＞ 

    第２期スポーツ基本計画に基づき、学校における体育活動を通じ、

スポーツをする楽しさを気付かせ、生涯にわたって豊かなスポーツ

ライフを実現する資質・能力や豊かな人間性・社会性を育成すると

ともに、生活習慣病の予防の観点も含め、子どもたちの運動習慣の

確立や体力の向上につながるよう、外部指導者等の専門人材をはじ

めとする地域資源も活用しつつ、放課後や地域におけるスポーツ機

会の充実を図っています。 

また、オリンピック・パラリンピックの理念に基づき、子どものス

ポーツへの関心を高めていきます。 

 

＜施 策＞ 

① スポーツ機会の拡充のための少年団活動への助成  

② 外部指導者による部活動の活性化 

 

 

（４）社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成 

  自主及び自立の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し

勤労を重んずる態度を養い、社会的・職業的自立の基盤となる基礎的・

汎用的能力を育成します。 

 

１）各学校段階における産業界とも連携したキャリア教育・ 

職業的教育の推進 

 

 ＜現状と課題＞ 

    各学校段階を通じた体系的・系統的なキャリア教育を推進してい

ます。総合的な学習の時間で、小学校では、将来就きたい職業につ

いて調べたり、中学校では職場体験学習を行っています。また、広

尾高等学校が行うインターンシップ発表会に小学 6 年生と中学生が

参加するなど、地域を担う人材育成に資するために、地元企業等と

連携した職場体験、インターンシップの普及促進を図っています。 
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＜施 策＞ 

① キャリア教育への地元企業等の理解・連携の促進  

② 中高一貫教育の中でのキャリア教育の連携 

 

 

（５）家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進 

   多様化する家庭環境に対し、地域全体で家庭教育を支えます。また、

地域社会との様々な関わりを通じて、子どもたちが安心して活動できる

居場所づくりを進め、これからの時代に必要な力や、地域への愛着や誇

りを子どもたちに育成します。さらに、コミュニティ・スクールを通し

て家庭や地域と学校との連携・協働を推進します。 

 

１）家庭の教育力の向上 

 

＜現状と課題＞ 

    関係機関が連携し、妊娠期から学齢期以降までの切れ目のない支

援の実現に向けて、子育て支援室の設置など、地域における子育て

支援と家庭教育支援の連携体制を構築し、教育委員会、関係機関・

関係者の間で支援が必要な子どもや家庭に関する情報の共有化や協

働の促進を図っています。 

    関係機関との連携を図りながら、様々な課題を抱えながらも地域

から孤立し、自ら相談の場にアクセスすることが困難な家庭やその

親子に対する支援を強化してまいります。 

 

＜施 策＞ 

① 教育関係機関と福祉関係機関との連携の促進 

② スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの活用 

③ 要保護児童対策協議会や自立支援協議会の活用  

 

 

２）地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進 

 

 ＜現状と課題＞ 

    本町では、コミュニティ・スクールを始めるにあたり、住民アン  

ケートをとったところ、「学校で行っている事業に関心はあるが、ど
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のように支援をしてよいか分からない。」とした回答が大多数を占め

ています。また、教職員へのアンケートでは、「地域に支援をお願い

したいが、依頼先が分からない。」とした回答が多くありました。 

小・中学校に導入したコミュニティ・スクールの推進を担う人材 

の確保・育成等を通じて、地域の教育力を学校に注いでいく運営の

充実を図っていきます。 

また、地域と学校をつなぐ広尾っ子応援団本部の充実により、幅広 

い地域住民や地域の多様な機関・団体等を通じた地域学校協働活動

の推進を図ってまいります。 

更には、児童生徒の地域行事やボランティア活動への参加等によ 

り、地域の大人とともに地域課題を解決する取組を促進してまいり

ます。 

 

＜施 策＞ 

① コミュニティ・スクールの推進 

② 広尾っ子応援団本部の充実 

③ 児童・生徒によるボランティア活動への支援 
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２．誰もが社会の担い手となるための学びのセーフ

ティネットの構築 
 

（１）学びを支える経済的支援等 

教育の機会均等に向け、家庭の経済状況や地理的条件によって生じる

教育費等の負担軽減を図ってまいります。 

 

１）就学援助 

 

＜現状と課題＞ 

    本町では、ひとり親家庭の世帯や生活保護世帯が全世帯に対して

占める割合が多く、経済的な理由により就学が困難な小・中学生が

いる世帯が多い状況にあります。 

それらの世帯に対し、就学援助における収入要件の緩和も図り、学

用品費、修学旅行費、給食費などの学校教育にかかる費用の一部を

助成しています。 

 

＜施 策＞ 

① 就学援助制度の周知徹底 

 

 

２）学校教育における学習支援、福祉関係機関等との連携強 

 化 

 

＜現状と課題＞ 

子どもたちの特性に応じ、学習の支援を行うよう、少人数の習熟 

度別指導や補充学習等の取り組みを行うため、教員補助員や教科指導

助手を配置し、きめ細やかな指導を推進しています。 

児童・生徒の心理に関して高度な専門的知見を有するスクールカ 

ウンセラーを北海道の事業で配置しています。さらに、不登校等の児

童・生徒を家庭も含めての支援を福祉の視点より行うスクールソーシ

ャルワーカーを北海道の委託事業で配置しています。今後も、支援が

必要なケースに活用できる体制を構築し、教育委員会・学校等と福祉

関係機関との連携強化を図っていきます。 
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＜施 策＞ 

① スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置  

② 各関係機関との支援体制の構築 

 

 

３）遠距離通学の児童・生徒への支援 

 

 ＜現状と課題＞ 

    本町では、遠距離通学の必要がある児童・生徒に対し、スクール

バスの運行を行っています。広尾高等学校へ遠距離通学する生徒に

対してもスクールバスの運行又は公共交通機関利用交通費の助成、

又は下宿等費の助成を行っています。 

 

＜施 策＞ 

① 児童・生徒へのスクールバスの運行 

② 広尾高校生へのスクールバスの運行、公共交通機関利用交通費の  

助成、下宿等費の助成 

 

 

（２）多様なニーズに対応した教育機会の提供 

障がいや不登校、複合的な困難等の多様なニーズに丁寧に対応し、一人

一人の子どもの能力・可能性を最大限に伸ばす教育を実現します。 

 

１）特別支援教育の推進 

 

＜現状と課題＞ 

    近年、特別な支援が必要な児童生徒が増加する中で、障がいのあ

る子どもの自立と社会参加に向けた主体的な取り組みを支援する視

点に立ち、障がいのある子どもと障がいのない子どもが可能な限り

共に十分に教育を受けられるよう、一人一人の教育的ニーズに応じ

た多様で柔軟な仕組みを整備しています。そのため、基礎的環境整

備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じ

て、認定こども園・保育所、小・中学校に在籍する障がいのある子

どもが合理的配慮を受けながら、適切な指導や必要な支援が受けら

れるようにしています。また、小・中学校と特別支援学校とが連携
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しつつ、学校の教育全体を通じた障がい者理解に関する学習や交流

及び共同学習の一層の推進を図っています。さらに、校長のリーダ

ーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体

制を構築するとともに、最新の知見を踏まえながら、全ての教職員

が障がいや特別支援教育に係る理解を深める取り組みを推進してい

ます。あわせて、就学前の早期発見や適切な支援が行われるよう、

教育委員会と福祉部局などの関係機関との連携を促進します。 

 

＜施 策＞ 

① 個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用 

② 認定こども園・保育所、小・中学校の円滑な引継ぎ  

③ 小・中学校と特別支援学校との連携 

④ 教育委員会と福祉関係機関との連携 

 

 

２）不登校児童生徒の教育機会の確保 

 

＜現状と課題＞ 

    本町においても、友人関係や学習面などの様々な課題を抱え、不登

校となる児童生徒が存在しております。義務教育の段階における普通

教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律等を踏まえ、個々の

不登校児童生徒の状況に応じた支援を推進します。児童生徒が安心し

て教育を受けられる魅力のある学校づくりを推進するとともに、不登

校児童生徒に対し、その実態に配慮して特別に編成された教育課程に

基づく教育を行う学校の推進、教育委員会・学校と関係機関との連携

等による支援など、不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の

確保を推進します。さらに、不登校児童生徒に対する教育相談体制の

充実を図っていきます。 

 

＜施 策＞ 

① スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談  

体制の推進 

② 教育委員会・学校と関係機関との連携等による支援  
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３．教育政策推進のための基盤の整備 

 

（１）新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導体制の整  

備等 

  学校の指導・事務体制の効果的な強化・充実、専門スタッフとの連携・

分担体制構築等を通じて、教職員が本来行うべき教育に関する業務に集

中できる持続可能な学校指導体制を整備します。  

 

１）教職員指導体制・指導環境の整備 

 

＜現状と課題＞ 

本町においても、学習面などの様々な課題を抱える児童生徒が存 

在しています。 

補助教員や教科指導助手を配置し、質の高い教育の提供に向けた専

科指導や少人数によるきめ細やかな指導の充実、障がいのある児童生

徒への指導、貧困等に起因する学力課題の解消に向けた取り組みや、

いじめ・不登校の未然防止・早期対応の強化を図り、学校の指導・事

務体制の効果的な強化・充実を図っていきます。 

校長のリーダーシップの下、カリキュラムや、日々の教育活動、  

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、心理や福祉、法律相談等の専門家（専門スタッ

フ）等の多様な人材が、それぞれの異なる専門性を生かし、連携・分

担して子どもたちに必要な資質・能力を身に付けさせることができる

学校（チームとしての学校）の実現に向けて取り組みます。 

課題を抱えた児童生徒に対し、教師と連携・分担しながらチーム 

で支援を行うことができるよう、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーの配置をしています。 

一方、本町の教職員においても、様々な課題や、少年団・部活動指

導等により勤務時間の上限を超える状況も見受けられます。 

「広尾町立学校の部活動の在り方に関する方針」に基づきスポー

ツ・文化指導に係る専門性を有し、教師と連携して部活動を支え、大

会引率も可能な部活動指導員の配置を促進します。  

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向け、業務の役割分担・適正化を
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着実に実行するため、「学校における働き方改革広尾町アクション・

プラン」に基づき、取り組みを推進します。 

新しい時代の教育に対応できる質の高い教職員が求められており、 

研修機会の充実が必要です。教科はもとより、様々な教育課題に対応

した実践研修や専門性を高めるための専門研修や民間企業を活用し

た社会体験など、幅広い教職員研修の充実に努めなければなりません。 

教職員の能力や業績等を適切に評価する教職員評価の実施と、評 

価結果を教職員の処遇等へ適切に反映していかなければなりません。 

一方、最近はストレス等により健康に不安を感じている教職員が 

増加傾向にあり、教職員のメンタルヘルス対策等適切な人事管理の促

進など教職員の健康保持・増進に向けた対策を一層進めていかなけれ

ばなりません。 

 

＜施 策＞ 

① 補助教員や教科指導助手を配置によるきめ細やかな指導  

② スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談  

体制の推進 

③ 部活動指導員、外部コーチの導入 

④ 各種研修事業への参加機会確保 

⑤ 校内研修の促進と研究交流の推進 

⑥ 教職員の適切な評価と処遇等の反映 

⑦ 教職員の健康保持・増進 

 

 

（２）ICT 利活用のための基盤の整備 

 

小・中学校では、①情報活用能力の育成、②主体的・対話的で深い学び

の視点からの授業改善に向けた各教科等の指導における ICT活用の促進、

③校務の ICT 化による教職員の業務負担軽減及び教育の質の向上、④そ

れらを実現するための基盤となる学校の ICT 環境整備の促進に取り組み

ます。 
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１）情報活用能力の育成 

 

＜現状と課題＞ 

    新学習指導要領において、情報活用能力（情報モラルを含む。）が

学習の基盤となる資質・能力として位置付けられたことを踏まえ、そ

の育成に係る優れたカリキュラム・マネジメント事例を参考に取り組

んでいきます。また、情報モラルの育成を推進するため、指導資料や

啓発資料を参考に、プログラミング教育の推進に向け、教職員の指導

力向上を図っていきます。 

 

＜施 策＞ 

① マネジメント先進事例の研究・取組 

 

 

２）各教科等の指導における ICT 活用の促進 

 

＜現状と課題＞ 

教職員の ICT を活用した指導力の向上を図るため、指導資料の活用

や研修への参加機会を確保するとともに、主体的・対話的で深い学び

の視点からの授業改善に向けた ICT 活用実践事例の研究を行います。 

配慮が必要な児童・生徒への情報保障やコミュニケーションの方 

法、教材の活用について配慮します。 

 

＜施 策＞ 

① 教職員の研修機会の確保 

 

 

３）校務の ICT 化による教職員の業務負担軽減及び教育の質 

の向上 

 

＜現状と課題＞ 

    教職員の業務負担軽減に効果的な校務支援システムの導入を促進

します。指導要録については、新様式に沿ったシステムを構築し、

小中学校教職員の負担軽減を図っていきます。 
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＜施 策＞ 

① 校務支援システム、勤務管理システム、指導要録作成システムの  

導入 

 

 

４）学校の ICT 環境整備の促進 

 

＜現状と課題＞ 

ICT 機器を活用した授業が日常的に行うことができるよう、ネッ 

トワーク環境のほか、タブレット端末や教育用デジタル教材等の整備

を進めます。 

 

＜施 策＞ 

① タブレット端末や教育用デジタル教材等の計画的な利活用  

 

 

（３）安全・安心で質の高い教育環境の整備 

教育環境の質的向上を図りつつ、長寿命化改修を中心とした計画的な老

朽化対策を進めます。また、教材、学校図書室等における教育環境を充実

します。 

 

１）安全・安心で質の高い学校施設等の整備の促進 

 

＜現状と課題＞ 

    町立学校施設について、長寿命化改修を中心とした計画的な老朽

化対策の実施に加え、非構造部材の耐震対策、防災機能強化、教育

環境の質的向上を推進します。 

 

＜施 策＞ 

① 町立学校施設の長寿命化計画の策定 

 

 

 

 

 



49 

 

２）学校における教材等の教育環境の充実 

 

＜現状と課題＞ 

    小・中学校の教材整備を計画的に推進します。また、学校図書室

における図書の整備や司書教諭の設置、地域ボランティア等も活用

しつつ、学校図書の整備充実を図ります。 

 

＜施 策＞ 

① 計画的な教材や学校図書の整備 

 

 

（４）児童生徒等の安全の確保 

学校管理下における障害や重度の負傷を伴う事故を可能な限り減少さ

せるとともに、死亡事故の発生を限りなくゼロとすることを目指します。 

 

１）学校安全の推進 

 

＜現状と課題＞ 

    児童生徒等を取り巻く多様な危険を的確に捉え、児童生徒等の発

達段階や学校段階、地域特性に応じた質の高い学校安全の取り組み

を家庭、地域、関係機関等とも連携・協働しながら、全ての学校に

おいて推進します。このため、全ての学校において危機管理マニュ

アル及び学校非常配備体制を策定しています。これらの計画につい

ては、刻々と変わる情勢に対応するため、随時更新を図っていきま

す。 

 

＜施 策＞ 

① 危機管理マニュアル及び学校非常配備体制の随時更新  
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