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基本方針１　夢実現力を育む教育の推進 担当課

基本的方向１　「あたまの力」の育成

1 １

2 ２

3 ３

4 ４

5 ５

6 ６

7 ７

8 ８

9 １

10 ２

11 ３

12 ４

13 １

14 ２

基本的方向２　「こころの力」の育成

15 １

16 ２

17 ３

18 ４

19 ５ 文化振興課

20 ６ スポーツ振興課

21 １

22 ２

23 ３

24 ４

25 ５

26 ６

27 ７ 文化振興課

28 １

29 ２

30 ３

31 １

32 ２

33 ３

34 １

35 ２

36 ３ 教育総務課

37 １

38 ２

39 ３

40 ４

41 ５ 生涯学習課

コミュニケーション教育の推進　＜拡＞

施策㋑　小中連携教育及び小中一貫教育を核とした連携教育

豊岡市小中一貫教育「豊岡こうのとりプラン」の実施に向けた確かな準備の推進　＜新＞

こども教育課
国語科９年間カリキュラムの研究と更新

小学校区を基本単位とした「保幼小連携教育」の推進

小規模校園の教育課題に対応するための「小小連携教育」の推進

施策㋒　家庭での基本的な生活習慣と学習習慣の確立のための家庭との緊密な連携

家庭での基本的な生活習慣と学習習慣の確立
こども教育課

家庭での読書習慣の確立

施策㋐　発達段階に応じた「夢実現力を育む」キャリア教育

組織的・系統的なキャリア教育の推進

こども教育課
キャリアプランリング能力の育成

多様な体験活動の実施によるキャリア形成への支援　＜関連＞

生徒一人一人の能力・適正を踏まえた進路指導の実施

第３次とよおか教育プラン　平成28年度実践計画　施策・取組一覧

施策㋐　全国学力・学習状況調査の結果等を踏まえた学力向上策

市及び各小・中学校の分析結果と対応策の作成

こども教育課

「活用する力」を高める授業研究及び「授業研究の充実」に向けた研究の推進

読書の質の向上に向けた豊岡市推薦図書一覧の活用

「チャレンジ！フィフティ」における認定証の発行と学校表彰の実施による読書活動の推進

放課後等における補充学習の実施

きめ細かな指導の充実を図るための指導補助教員の配置

新学習システムによる指導体制や指導方法の工夫・改善

施策㋔　コウノトリを核にした環境教育

地域の実態に応じた環境教育の充実
こども教育課

『いのち』について学ぶ「生きもの共生の日」（５月20日）の取組の充実

環境保護・省資源化に向けた節電活動の実践

施策㋒　学校教育活動全体を通じた道徳教育

こども教育課

施策㋓　生命の尊厳を基盤にした人権教育

こども教育課いじめ、虐待、新たな課題（ＤＶ、デートＤＶ、ネットによる人権侵害等）に対応した人権教育の充実

人権尊重を基盤とした社会をめざす教育の推進と家庭・地域・関係機関との連携の推進

地域の人材活用の推進

体験的・実践的な活動を通した道徳性の育成

「豊岡市地域道徳教材」と「兵庫版道徳教育副読本」の活用　＜関連＞

人権尊重に基づいた学校文化構築に向けての研修の充実

施策㋕　グローバル化に対応した教育

ネットワーク上の個人情報の適切な保護・管理及び著作権の尊重等、情報モラルに係る研修の完全実施

こども教育課

子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭の開催

大韓民国・アメリカ合衆国・モンゴル国との友好親善交流の実施

英語活動の充実　＜拡＞

学校・地域で学ぶことのできる文化や伝統を大切にする活動の推進

出石永楽館狂言教室の開催

地域との連携を図った「トライやる・ウィーク」事業の充実　＜関連＞

地域に学ぶ「体験的ふるさと教育」の推進　＜関連＞

福祉体験活動やボランティア活動など社会体験の機会の充実

異年齢集団を活用した取組の推進

 ＊「夢実現力を育む」文化・スポーツ振興事業

 ＊「ふるさと教育につながる」文化振興事業

美術展の開催

スポーツ教室の開催

施策㋑　子どもたちの発達段階に応じた体験を重視した活動

児童会・生徒会活動、リーダー研修会等の充実

こども教育課五感を使って地域の自然にふれる「ふるさと実感・環境体験事業」、地域の特性を活かした達成感のある「自然学校」
の推進
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42 １

43 ２

44 ３

45 １

46 ２

基本的方向３　「からだの力」の育成

47 １

48 ２

49 ３

50 １

51 ２

52 １

53 ２

54 ３

基本的方向４　「あたま・こころ・からだの３つの力を支える基礎力」の育成　　

55 １

56 ２

57 ３

58 １

59 ２

60 １

61 ２

62 ３

63 １

64 ２

65 ３

66 １

67 ２

68 ３

69 ４

基本的方向５　特別支援教育の充実　

70 １

71 ２

72 ３

73 ４

74 ５

75 ６

76 ７

77 ８

78 ９

79 １０

80 １

81 ２

82 １

83 ２

84 ３

85 ４

施策㋗　豊かな人間関係の構築

生涯学習課

施策㋐　全国体力・運動能力等調査の結果等を踏まえた体力・運動能力の向上

こども教育課

施策㋑　望ましい食習慣の形成を図る食育

家庭や地域と連携した食に関する教育の推進　「食育の日」（毎月19日）、「弁当の日」の推進
こども教育課

施策㋖　過去の災害の教訓を踏まえた防災教育

こども教育課

東日本大震災を踏まえた「5.23」「10.20」「1.17」メモリアルデー防災・減災授業の実施

災害対策マニュアルの不断の見直し

関係機関・地域と連携した防災訓練の実施

とよおか家族の日（10.8）及びとよおか家族の月間（10月）の取組強化　＜関連＞

子どもと心でつながる市民運動の推進　＜拡＞＜関連＞

各種体育大会の充実

新体力テストを活用した体力づくり運動の実施と体育・スポーツ活動の推進

「豊岡版小学校体育準備運動」の共通実践と体育授業の充実　＜拡＞

施策㋓　人の話を聞き、自分の思いを言葉で表現する力の育成

こども育成課

施策㋔　様々な体験活動

こども育成課

就学前の教育・保育計画「スタンダード・カリキュラム」や「すくすくプログラムー５つの育てたい力ー」を基本とした就学
前教育の充実

施策㋒　心身の健康課題に適切に対応する健康教育

こども教育課

施策㋐　健康な体をつくる運動遊び

こども育成課

施策㋑　基本的な生活習慣の確立

こども育成課

規則正しい生活習慣の確立

関係機関と連携した各種講習会の推進

発達段階に応じた健康教育の推進

英語への興味・関心を育む保育の推進　＜拡＞

身近な人（地域の在宅児や高齢者）と関わる力の育成

様々な体験活動の積み重ねと社会的ルールの育成

感じたことや考えたことを表現する力の育成

話す力・聞く力の定着

絵本の読み聞かせの推進

施策㋐　発達特性の理解と早期からの一貫した支援

こども教育課

施策㋑　共に学ぶことで豊かな人間性を育む交流及び共同学習

こども教育課

施策㋒　保護者支援

こども育成課

介助員並びにスクールアシスタントの効果的な活用

スクールカウンセラーによる相談支援事業の実施　＜関連＞

卒業後までを見通した一貫した支援の充実

就学指導のための教育相談の充実（校園内及び各関係機関）　＜関連＞

教職員の専門性向上をめざした実践的研修の推進

個別の指導計画の作成・活用の促進

個別の教育支援計画の作成・活用の促進

校園内支援体制の充実

スパーバイザー支援事業

豊岡市こども支援センターの機能の充実　＜関連＞

就学指導のための教育相談の充実（校園内及び各関係機関）　＜関連＞

豊岡市こども支援センターの機能の充実　＜関連＞

子育てに関する相談を通して支援が必要な園児児童生徒の早期発見と保護者支援

保育園等巡回相談の実施

地域における交流会の実施

交流及び共同学習の推進

食に関する指導の充実

「自然体験マップ」の活用

動物の飼育や野菜などの栽培活動の推進

自然体験の充実

幼児期の基本的な生活習慣の定着

生活リズムの定着の推進

親子ふれあい活動の推進

食育の推進

幼児期における運動遊びの推進

施策㋒　身近な環境への好奇心や探究心の育成

こども育成課
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基本方針２　子どもたちの学びを支える仕組みの確立

基本的方向１　学校園の組織力及び教職員の資質能力の向上　

86 １

87 ２

88 ３

89 １

90 ２

91 ３

92 ４

93 ５

94 ６

95 ７

96 ８

97 １

98 ２

99 ３

100 ４

101 ５

102 ６

103 ７

基本的方向２　安全・安心な教育環境の整備

104 １

105 ２

106 ３

107 ４

108 ５

109 ６

110 ７

111 ８

112 ９

113 １０ こども育成課

114 １

115 ２

116 ３

117 ４

基本的方向３　家庭の教育力の向上

118 １

119 ２

120 ３

121 ４

122 １

123 ２

124 ３

125 １

126 ２

こども育成課

こども教育課

施策㋐　親が親として成長するための学びの機会の提供

こども教育課

こども育成課

施策㋑　関係機関の連携による家庭教育への支援

こども育成課

こども教育課

施策㋐　学校園及び給食センターの安全対策やＩＣＴ環境等の教育環境の整備・充実

教育総務課

こども教育課

施策㋑　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就学支援

児童生徒及び教職員のＩＣＴ活用能力の向上

豊岡市中学校教育研究会・教科部会の充実

選択制研修講座の実施

トワイライト教師塾の実施

民間企業等における社会体験を行う「先生のトライやる」の実施

「いじめ対応マニュアル」「ＮＯ！体罰（改訂版）」等を活用した校内研修の実施

授業力づくりと学級づくりの一体化の質的向上

幼児教育・保育施設の整備

通学（園）手段の確保

防犯ブザーの小学１年生への配布

通学（園）路の安全点検と指導の充実及び関係機関・保護者・地域との連携強化

食物アレルギーへの取組の推進

多子世帯・ひとり親世帯の保育料負担軽減　＜新＞

施策㋒　家庭における子どもが伸びる習慣づくりの実践

すくすくメッセージや紙芝居「めらとにんじゃのしゅぎょう」を活用した乳幼児期の生活リズムの定着
こども育成課

「運動遊びパンフレット」「おでかけマップ」により、家庭や地域での運動遊び・外遊びの促進

施策㋐　校園長のリーダーシップのもと教職員一人一人の力を組織的かつ機動的にいかしていく協働体制の確立

こども教育課

施策㋑　いじめや暴力行為等の問題行動の未然防止、早期発見、早期対策

いじめ防止基本方針に基づく、いじめの未然防止、早期発見・早期対応における組織的な対応の充実　＜拡＞

こども教育課

地産地消の推進と安全・安心な学校給食の提供

吊り天井等落下防止対策の推進

ＩＣＴ環境の整備　＜拡＞

学校園施設、設備、遊具等の定期的な安全点検の実施及び改修の実施

老朽プールの整備

子どもと向き合う時間の確保

学校評価の推進

情報モラル研修会の実施

心理検査を活用した生徒指導の充実

「子どもの心を理解する強化月間」の充実

スクールカウンセラーによる相談支援事業の実施　＜関連＞

不登校児童生徒の学校復帰の取組の充実

不登校対策指導補助教員の配置

「不登校アクションプラン」の積極的な推進　＜拡＞

施策㋒　授業力や多様な教育課題への対応力等教職員の資質と実践的指導力の向上

小・中学校と関係機関との生徒指導に係る情報交換の推進　＜拡＞

特別支援学級在籍児童生徒への就学奨励費の支給

要保護・準要保護児童生徒への就学援助費の支給

学校園と家庭児童相談室・こども家庭センターなどの関係機関との連携

子育てに関する情報発信

子育てに関する相談の充実

親子が交流できる機会の充実

子育て家庭を対象とした子育て講座の実施

ＰＴＡ活動の充実

はばたきメッセージを活用した家庭教育のあり方の充実

就園奨励事業（実費徴収に係る補足給付事業）の実施
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基本的方向４　地域全体で子どもを育てる環境づくりの推進

127 １

128 ２

129 ３

130 ４

131 ５

132 ６

133 ７

134 ８

135 ９ こども育成課

136 １

137 ２

138 ３

139 ４

140 ５

141 ６

142 ７ こども育成課幼稚園・保育園・認定こども園の園児と在宅親子との交流

学校関係者評価の実施と結果の公表

学校評議員制度を活かした学校園づくりの推進

開かれた学校づくりの推進

地域や警察等環形機関と一体となった防犯訓練の全校実施

学校・家庭・地域の連携強化　＜拡＞

生涯学習課

施策㋑　学校園からの積極的な情報発信を踏まえた地域と学校園の緊密な連携

「子どもを守る１１０番の家」等の避難場所の周知など地域安全マップの定期的確認

施策㋐　地域が主体的に学校運営に参画し、効果的な学校園支援活動を行うこと等地域ぐるみで子どもを育成する体制づくり

こども教育課

仕事と子育ての両立支援

子どもの野生復帰大作戦の展開

「家読」の推進

とよおか家族の日（10.8）及びとよおか家族の月間（10月）の取組強化　＜関連＞

青少年健全育成推進及び青少年補導委員の連携・活動の充実　＜拡＞

子どもと心でつながる市民運動の推進　＜関連＞

土曜チャレンジ学習事業の推進　＜拡＞

学校支援地域本部事業の推進

安全ボランティアによる見守り活動の継続及び活動支援　＜拡＞

こども教育課
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【表記・記号の説明】 

 

１ 指標項目について  

 ⑴ 「■」印の指標項目 

全国学力・学習状況調査（毎年４月20日頃実施・８月下旬結果公表）の結果の

数値を使用。従って、実施年度の数値は前年度の取組が反映すると捉えられる

が、実施年度の結果を目標値に対応させて評価することとする。 

⑵ 「□」印の指標項目 

全国学力・学習状況調査以外の全国調査や各担当課による独自調査、取組に

よる結果の数値を使用。 

 

２ 指標数値について 

⑴ H27現状値 

① 現状値の年度の考え方 

原則は平成27年度の実績値を表記するが、取組によっては前年度の実績値

を表記する。この場合においては、当該年度を［ ］で表記する。 

  ② 目標差 

（ ）内は現状値の対目標差を表す。 

「＋」「±0」表記は目標達成状況を、「－」表記は目標未到達状況を示す。 

  ③ 前年度からの改善状況 

前年度現状値よりも改善した指標に「○」印を表記する。 

 ⑵ H28目標値 

（ ）内は目標値の対前年差を表す。 

「＋」表記は上方修正を、表記が無いものは据え置きを示す。 

 

３ 施策・取組における備考欄について 

⑴ 新規項目 

  基本理念の実現に向け、平成28年度から新たに取組を実践計画に掲載するも

のについて、備考欄に「新」印を表記する。 

⑵ 拡充項目 

 基本理念の実現に向け、前年度の取組をさらに拡充し、充実をめざすものに

ついて、備考欄に「拡」印を表記する。 

⑶ 関連項目 

ひとつの取組が異なる施策にそれぞれ深く関係し、位置付けが必要なものに

ついて、備考欄に「関連」と表記する。 
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〔指 標〕                                    

指標名 H27現状値（目標差） H28目標値（前年差） 

■「全国学力・学習状況調査」のＡ問題にお
ける正答率が40％以下の児童生徒の割合 

小国Ａ 14.1％（-5.1） 
小算Ａ  7.4％（-4.4） 
中国Ａ  5.0％（-2.0） 
中数Ａ 13.7％（-4.7） 

小国Ａ  9％ 
小算Ａ  3％ 
中国Ａ  3％ 

中数Ａ  9％ 

■国語、算数、数学の勉強が好きだと思って
いる児童生徒の割合 

小国 62.7％（-0.3）○ 
小算 66.3％（+0.3）○ 
中国 53.3％（-0.7）○ 
中数 48.7％（-12.3） 

 小国  63％ 
 小算  68％（+2） 
 中国  54％ 
中数  61％ 

■普段の授業で、はじめに授業の目標（めあ
て・ねらい）が示されていると思う児童生
徒の割合 

小 87.6％（+1.6）○ 
中 71.7％（+0.7）○ 

 小 90％（+4） 
中 74％（+3） 

■普段の授業で、最後に学習内容を振り返る
活動をよく行っていると思う児童生徒の割
合 

小 78.0％（-1.0）○ 
中 52.5％（+4.5）○ 

 小 79％ 
   中 55％（+7） 

■話し合う活動を通じて、自分の考えを深め
たり、広げたりすることができていると思
う児童生徒の割合 

小 67.4％（-0.6）○ 
中 60.3％（-2.7）○ 

小 68％ 
中 63％ 

■学校の授業時間以外に、普段（月曜日から
金曜日）、１日当たり全く読書をしない児童
生徒の割合（教科書や参考書、漫画や雑誌
除く） 

小 16.9％（-1.9）○ 
中 31.6％（-5.6） 

小 15％ 
中 26％ 

■家庭など学校での授業以外で平日に学習時
間が30分未満の児童生徒の割合（学習塾で
勉強している時間や家庭教師に教わってい
る時間も含む） 

小  5.7％（-0.7）○ 
中  8.1％（-3.1） 

小  5％ 
中  5％ 

基本的方向１ 「あたまの力」の育成 

子どもたちに、基礎的・基本的な知識・技能を習得、活用し、自らを高め学び続ける力を身に 
付けさせることが重要である。 
このため、㋐全国学力・学習状況調査の結果等を踏まえた学力向上策、㋑小中連携教育及び小

中一貫教育を核とした連携教育、㋒家庭での基本的な生活習慣と学習習慣の確立のための家庭と

の緊密な連携等に取り組む。 

子どもたちが、夢実現力（なりたい自分になるためにがんばりぬく力）を高めるためには、

あたまの力、こころの力、からだの力をバランスよくかつ肯定的な言葉と行動によって育成す

ることが必要になる。また、乳幼児期における家庭や幼稚園・保育園・認定こども園での肯定

的な言葉と行動による関わり方は、夢実現力を支える基礎力を確かなものにする重要な要因

としてその充実に努める必要がある。 
このため、以下の基本的方向に沿って、教育施策の充実を図る。 

基本方針１  夢実現力を育む教育の推進 
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施策㋐ 全国学力・学習状況調査の結果等を踏まえた学力向上策 
 

取組 取組名 内容 

１ 
市及び各小・中学校の分析

結果と対応策の作成 

学力向上検討委員会（「国語部会」「算数・数学部

会」）で日常の授業改善に資することを視点にして、

本市の分析結果と対応策を作成する。また、同委員

会より平成26年度に提起された「授業における５つ

の『徹底・継続』実践事項１）」を継続して全小・中

学校で実践する。 

各小・中学校においても自校の分析を行い、その

対応策を各校の「夢実現力行動プラン2016」に落と

し込み、日常の授業に反映させる。特に、無解答が

多い児童生徒が何に対して困っているのかを明らか

にし、具体的支援を行う。 

 

２ 

「活用する力2）」を高める授

業研究及び「授業研究の充

実」に向けた研究の推進 

「活用する力」を高めるため、小学校の研究校（国

語科１校・算数科１校）の授業研究（授業と事後研

究協議会）を公開し、各校の授業研究の改善を図る。 

また、「授業研究の充実」のため、中学校１校の授

業研究を公開し、各校の授業研究の改善を図る。 

 

３ 
読書の質の向上に向けた豊

岡市推薦図書一覧の活用 

読書活動によって、子どもたちの知識を広げ、見

識を深め、心情を豊かにすることを目的として推薦

図書の活用を行う。 

 

４ 

「チャレンジ！フィフティ
3）」における認定証の発行と

学校表彰の実施による読書

活動の推進 

積極的に目標を持って読書に取り組むことで読書

活動の習慣化をめざすために、「チャレンジ！フィフ

ティ」における認定証の発行と学校表彰を実施する。  

５ 
放課後等における補充学習

の実施 

朝学習や放課後に地域人材等を活用した「とよお

かがんばりタイム４）（算数の補充学習）」や各校の実

態に応じた補充学習等を実施し、学力向上に向けた

取組を促進する。 

 

６ 

きめ細かな指導の充実を図

るための指導補助教員の配

置 

30人を超える小学校１年生の学級のほか、豊岡の

教育課題解決に向け、小学校外国語活動指導補助員、

特別支援教育アドバイザー、特別支援指導補助教員、

不登校対策指導補助教員を配置し、複数の教員等に

よるきめ細かな指導の充実を図る。 

 

７ 

新学習システムによる指導

体制や指導方法の工夫・改

善 

個に応じた指導の充実や基本的な学習習慣、生活

習慣の定着を図るため、小学校２～４年生での35人

学級編制を行う。 

また、基礎学力の向上や中学校への円滑な接続を

図るため、小学校５・６年生での「兵庫型教科担任

制５）」、柔軟な少人数学習集団の編成を行い、県の「新

学習システム」を推進する。 
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８ 
コミュニケーション教育の

推進 

小･中学校（指定校）で演劇的な手法を取り入れた

ワークショップ型、双方向型のアクティブ・ラーニ

ング６）を用い、児童生徒の学習意欲・自尊感情を向

上させる総合的な取組を行う。 

また、平成29年度からの全校実施に向け、指定校

の授業を活用して教職員の研修を行う。 

拡 

 

1）授業における５つの『徹底・継続』実践事項 

Ｈ２６全国学力学習状況調査の分析結果を基に学力向上検討委員会が提示した対応策。 

①めあて・学習課題の提示 ②考えを発表する場の設定 ③話し合う活動の場の設定 ④書く活動・活用する場の設定 

⑤振り返り活動の設定 

 

2）活用する力 

学習して得た基礎的・基本的な知識や技能を使って、課題を解決する力 

 

3）チャレンジ！フィフティ 

各校での読書活動を一層推進するため、小学生で 50 冊、中学生で 30 冊を読破した児童生徒については、教育委員会に申請

することにより認定証を交付する表彰制度。達成した児童生徒が半数を超えた学校は学校表彰を行う。 

 

4）とよおかがんばりタイム 

学習につまずきのある児童の学力の底上げを図るために、地域人材等を指導員として放課後に基礎的な計算などを行う補充

学習。 

 

5）兵庫型教科担任制 

小学校から中学校への円滑な学習の接続を図るため、小学校高学年において「教科担任制」と「少人数授業」を組み合わせた

学習システム 

 

6）アクティブ・ラーニング 

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者

が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学

習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワ

ーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「活用する力」を高める授業づくり（公開授業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演劇的な手法によるコミュニケーション教育 
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施策㋑ 小中連携教育及び小中一貫教育を核とした連携教育 
 

取組 取組名 内容 

１ 

豊岡市小中一貫教育「豊岡

こうのとりプラン」の実施

に向けた確かな準備の推進 

子どもたちの夢実現力を高め、小さな世界都市を

目指す豊岡の未来を創造する子どもの育成と、豊岡

市の３つの教育課題（不登校・学力の二極化・特別

な支援が必要な子どもへの教育的ニーズに対応す

る問題）の改善のため、小中連携から小中一貫教育

への移行の準備をモデル中学校区（但東中校区・城

崎中校区）に学びながら、次の２つの視点を中心に

行う。 

１ ローカル＆グローバル学習の時間 

 「ふるさと教育」「英語教育」「コミュニケーショ

ン教育」の実施内容等を市校長会によるワーキン

ググループ会議より提起されたものを元に準備

を進める。 

２ 学習指導と生活指導 

小中連携で培った学習内容と指導内容の系統

性・連続性を重視した教育の質を高めるため、各

小中一貫ブロックにおいて、引継連携システム・

授業づくりにおける取組・乗り入れ授業・各中学

校区の課題に応じた独自実践・ＰＴＡによる取組

等の見直しと再構築に取り組む。 

新 

２ 
国語科９年間のカリキュラ

ムの研究と更新 

【「多読型単元」の学習における「読むこと」と

「書くこと」を連動させた授業】に焦点化させ、日々

の授業改善に資する国語科カリキュラムをめざし、

各校における実践化を進める。 

 

３ 
小学校区を基本単位とした

「保幼小連携教育」の推進 

子どもの発育と学習の系統性・連続性を重視した

教育を行うために、「運動遊び」の継続と教育課程

における効果的な位置付け、民間の保育園との連

携、各小学校区の課題に応じた独自の実践等に取り

組む。 

 

４ 

小規模校園の教育課題に対

応するための「小小連携教

育」の推進 

小規模校における教育課題を解消するため、近隣

の学校と計画的な合同授業等を行う。 

【小小連携のグループ】 

①港東小・港西小 

②竹野小・中竹野小・竹野南小 

③府中小・八代小・静修小 

④福住小・寺坂小 

⑤合橋小・高橋小・資母小 
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ハッピースクールプロジェクト（但東地域３小学校6年生が中学校生活を体験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中連携教育推進協議会 

 

施策㋒ 家庭での基本的な生活習慣と学習習慣の確立のための家庭との緊密な連携 
 

取組 取組名 内容 

１ 
家庭での基本的な生活習慣

と学習習慣の確立 

基本的生活習慣の実践と家庭学習の習慣化（学年

×15分）を図るため、「はばたきメッセージ７）」の活

用、学校だよりによる啓発、各校のＰＴＡとの連携等

に取り組む。 

 

２ 家庭での読書習慣の確立 

家庭での読書習慣の確立に向け、家庭での親子読

書や家読（うちどく）を推奨する。また、学校図書館

ボランティアの積極的な活用と研修会を実施する。 

 

 

7）はばたきメッセージ 

子どもたちの心身ともに健やかな成長を願い、教育の原点である家庭生活における実践内容をメッセージとして豊岡市教育委

員会がまとめたもの。小学校入学説明会で、全入学児童の家庭に配布 

 
 
 
       

はばたきメッセージ冊子 
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8）キャリア教育 

児童生徒の一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す
教育 

 
9）グローバル化 

情報通信技術の進展、交通手段の発達による移動の容易化、市場の国際的な開放等により、人、物材、情報の国際的移動が活
性化して、様々な分野で「国境」の意義があいまいになるとともに、各国が相互に依存し、他国や国際社会の動向を無視できな
くなっている現象。教育分野では、諸外国との教育交流、外国人材の受入れ、国際社会に対応できる人材の養成等をいう。語学
力やコミュニケーション能力、国際理解も含まれる。  

 

〔指 標〕                                    

指標名 H27現状値（目標差） H28目標値（前年差） 

■自分にはよいところがあると思う児童生徒
の割合 

小 80.4％（+1.4）○
中 67.3％（-2.7）○ 

小 83％（+4） 
中 69％ 

■将来の夢や目標を持っていない児童生徒の
割合 

小 14.5％（-3.5） 
中 32.3％（-3.3） 

小 11％以下 
中  29％以下 

■人の役に立つ人間になりたいと思う児童生
徒の割合 

小 95.4％（+0.4）○ 
中 94.1％（-0.9） 

小･中 95％以上 

■地域や社会をよくするために何をすべきか
考えることがある児童生徒の割合 

小 41.9％（+1.9）○ 
中 32.9％（+2.9）○ 

小 45％（+5） 
中 35％（+5） 

■いじめはどんな理由があってもいけないこ
とだと 思う児童生徒の割合 

小 97.4％（-2.6） 
中 94.2％（-5.8） 

小･中 100％ 

 
 
施策㋐ 発達段階に応じた「夢実現力を育む」キャリア教育 

 

取組 取組名 内容 

１ 
組織的・系統的なキャリア

教育の推進 

各校における９年間を見通したキャリア教育の全

体計画を作成し、教育活動全体を通して、組織的・系

統的なキャリア教育を推進する。 

 

２ 
キャリアプランニング能力
10）の育成 

「なりたい自分になるためにがんばりぬく力」を

育成するため、県の小学校教員用「キャリア教育指導

資料」、「中学生キャリアノート」等を活用し、生涯を

通じて学ぶことや働くこと、家庭・地域生活を送るこ

となど、将来の生き方を理解し、自らが果たすべき役

割について考えさせる指導を系統的・継続的に行う。 

 

３ 
多様な体験活動の実施によ

るキャリア形成への支援 

他者と協力・協働して社会に参画する態度や、自ら

考え主体的に行動し問題を解決する能力等を育成す

るため、兵庫型「体験教育」の推進をはじめ、保護者

や地域、関係機関等と連携しながら、発達段階に応じ

た多様な体験活動を通じ、児童生徒のキャリア形成

を支援する。 

関連 

P13 

基本的方向２ 「こころの力」の育成 

子どもたちに、ふるさとの「ひと・もの・こと」に学びねばり強く挑戦する力、また、全ての

命に共感する力及び人と肯定的に関わる基本的態度を身に付けさせることが重要である。 
このため、㋐発達段階に応じた「夢実現力を育む」キャリア教育８）㋑子どもたちの発達段階に

応じた体験を重視した活動、㋒学校教育活動全体を通じた道徳教育、㋓生命の尊厳を基盤にした

人権教育、㋔コウノトリを核にした環境教育、㋕グローバル化９）に対応した教育、㋖過去の災害

の教訓を踏まえた防災教育、㋗豊かな人間関係の構築等に取り組む。 
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４ 
生徒一人一人の能力・適性

を踏まえた進路指導の実施 

自らの意思と責任で主体的に進路を選択し決定で

きる能力や態度を育成するため、保護者との連携の

もと、生徒一人一人の能力・適性を踏まえた進路指導

に取り組む。 

 

 
10）キャリアプランニング能力 

夢や目標を持ち、その実現に向かって進んでいく力 

 

＊「夢実現力を育む」文化・スポーツ振興事業 

５ 美術展の開催 

市美術展や伊藤清永賞子ども絵画展など、書、絵画

等の出品機会を提供することによって、子どもたち

が文化に親しむ機会をつくるとともに、豊かな感性

を磨き、創造力を高め、豊かな心を育成する。 

 

６ スポーツ教室の開催 

野球、サッカー、バレーボールなど、日本のトップ

レベルのクラブチームを招聘し、市内の小学生、中学

生、高校生のチームを対象に教室を開催する。技術の

向上はもとより、日本のトッププレイヤーから指導

を受けることにより、子どもたちが大きな夢を持ち、

新たな気持ちで競技に取り組むことができるように

なる。併せて、指導者の育成を図る取組も展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
豊岡市美術展                  バレーボール教室 

                   （講師：元日本代表 井上 香織 さん） 

 

施策㋑ 子どもたちの発達段階に応じた体験を重視した活動 
 

取組 取組名 内容 

１ 
児童会・生徒会活動、リーダ

ー研修会等の充実 

夢や志を持つリーダーを育成し、自分たちの学校

生活をよりよくする取組を実施する。 
 

２ 
異年齢集団を活用した取組

の推進 

縦割り班を組織して、清掃活動・学校行事等異年

齢がふれあう事業を展開する。 
 

３ 

福祉体験活動やボランティ

ア活動など社会体験の機会

の充実 

「ふれあい育児体験」や高齢者との交流など特色

ある地域の福祉施設や関係機関とのつながりを強化

し、命の大切さや思いやりの心を育てる。 

また、ＰＴＡとタイアップした資源ゴミ回収、ク

リーン活動、除雪活動等に参加することを通して、

地域の一員としての自覚を高め、共に生きる心を育

てる。 
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４ 

五感を使って地域の自然に

ふれる「ふるさと実感・環境

体験事業」、地域の特性を活か

した達成感のある「自然学校」

の推進 

自然に対する畏敬の念や、命の大切さ、命のつな

がり、美しさに感動する豊かな心やふるさと意識を

育むため、地域の「ひと」「もの」「こと」とふれあう

体験型環境学習（環境体験事業）や自然学校の充実

を図る。 

また、自主的・実践的な活動や探究的・問題解決

的な学びを通して社会的自立へのステップとなる機

会にする。 

 

５ 
地域に学ぶ「体験的ふるさ

と教育」の推進 

子どもたちが将来にわたり、ふるさと豊岡を思い、

思いつづけ、豊岡を支える力となるため、自然・文

化・歴史・人々から体験を通して学び、地域を誇り

に思い、自分の言葉でふるさとを語れる子どもを育

てる。 

そのためにも、「豊岡市地域道徳教材」実践事例集

（H23）、「社会科副読本」（H26）、「ふるさとの先人に

学ぶ 豊岡偉人伝」（H25）11）等、地域に特化した教

材を活用し、ふるさと教育を充実させる。 

また、様々な発表の機会を通じ、ふるさと教育の

学習の成果を発信する交流会を実施する。 

関連 

P14 

６ 

地域との連携を図った「ト

ライやる・ウィーク」事業の

充実 

生徒の主体性を尊重した社会体験を通して、豊か

な感性や創造性を高め、自分なりの生き方を見つけ

ることができるよう支援する。 

関連 

P11 

 
11） 『ふるさとの先人に学ぶ 豊岡偉人伝』（H25） 

ふるさと豊岡出身で、大きな功績を残した先人を取り上げ、その偉業、生き方を紹介したもの 

 

＊「ふるさと教育につながる」文化振興事業 

７ 出石永楽館狂言教室の開催 

大切な文化資産である出石永楽館で伝統芸能「狂

言」の鑑賞という芸術文化に触れることによって、子

どもたちのふるさと意識の醸成とともに豊かな心を

育む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ふれあい育児体験              出石永楽館狂言教室 
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施策㋒ 学校教育活動全体を通じた道徳教育 
 

取組 取組名 内容 

１ 

「豊岡市地域道徳教材」と

「兵庫版道徳教育副読本」

の活用 

「豊岡市地域道徳教材」と「兵庫版道徳教育副読

本」を年間指導計画に位置付け、道徳の時間をはじめ

あらゆる教育活動で積極的に活用する。 

関連 

P13 

２ 
体験的・実践的な活動を通

した道徳性の育成 

学校の教育活動全体で道徳教育と密接な関連を図

りながら、計画的に体験的・実践的な活動を取り入

れ、児童生徒の道徳性を育成する。 

 

３ 地域の人材活用の推進 

道徳の授業を授業参観やオープンスクールの機会

を捉え、積極的に公開し、家庭や地域の人々の理解と

積極的な協力を得るように工夫する。 

また、地域人材を授業や学校行事に活用すること

で、豊岡をより深く知るとともに、地域の方々の生き

方に学んで実践する意欲を育てる。 

 

 

 

豊岡市を代表する先人 

５人を取り上げ編集した 

「豊岡市地域道徳教材」 

 

 

中学校の道徳公開授業 
 

 

施策㋓ 生命の尊厳を基盤にした人権教育 

 

取組 取組名 内容 

１ 

人権尊重に基づいた学校文

化構築に向けての研修の充

実 

学校の教育活動全体を通じて、生命の尊厳を基盤

に、自他に対する肯定的な態度と共生の心を育む人

権教育を推進するため、校内推進体制を確立し、組織

的、計画的に取り組む。 

人権教育関係資料（「ＮＯ！体罰(改訂版)[H25]」

「学校いじめ防止基本方針」「（改訂版）セクシャルハ

ラスメントのない学校に」等）の効果的な活用と普及

を図る研修を行い、人権教育の充実・深化を図る。 

外部講師を招聘するなど、全小・中学校で、教職

員、児童生徒、保護者を対象にした情報モラル研修に

取り組む。 

 

２ 

いじめ、虐待、新たな課題

（ＤＶ、デートＤＶ、ネット

による人権侵害等）に対応

した人権教育の充実 

 人権教育資料（改訂版）（「ほほえみ」「きらめき」）、

いじめを許さない人権教育教材等を人権教育年間指

導計画に位置付け、組織的・計画的に活用し、いじめ

や新たな課題に対応した人権教育の充実を図る。 

 

３ 

人権尊重を基盤とした社会

をめざす教育の推進と家

庭・地域・関係機関との連携

の推進 

男女がともに尊重する心や多様な文化的背景をも

つ人々と豊かに共生する心を培うため、家庭・地域・

関係機関と連携を図りながら、自分自身や他者に対

する肯定的な態度を育成し、人権尊重の精神を培う。 
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施策㋔ コウノトリを核にした環境教育 
 

取組 取組名 内容 

１ 
地域の実態に応じた環境教

育の充実 

河川や沿岸、湿地や里山など自分たちの暮らす地

域の課題を自ら捉え、環境の保全・再生に主体的に取

り組む態度を育成する。 

 

２ 

『いのち』について学ぶ「生

きもの共生の日」（５月20

日）の取組の充実 

自然豊かな豊岡で身近な生き物とふれあい、コウ

ノトリをはじめとする生き物とヒトとのつながりを

実感する取組を推進する。 

 

３ 
環境保護・省資源化に向け

た節電活動の実践 

 新フィフティ・フィフティシステム12）による節電

活動への還元を通して、子どもたちの省資源・省エネ

ルギーへの理解と関心を高める。 
 

 
12）新フィフティ・フィフティシステム 

平成 22 年の電気使用量と比較して、各学校が節電した電力量に応じて、節減額の半額を学校に還元。 

 

 

 
                小・中学生が連携した 

            環境保全活動 

 

 

 

 

施策㋕ グローバル化に対応した教育 
 

取組 取組名 内容 

１ 

ネットワーク上の個人情報

の適切な保護・管理及び著

作権の尊重等、情報モラル

に係る研修の完全実施 

ネットいじめ、個人情報流出、犯罪被害等の情報の

「影」の部分についての理解を深め、情報モラルの向

上に努める。 
 

２ 

学校・地域で学ぶことので

きる文化や伝統を大切にす

る活動の推進 

自国の伝統・文化のみならず、地域で学ぶことので

きる他国の歴史や文化についても理解を深め、大切

にする態度を育成する。 

 

３ 英語活動の充実 

発達の段階に応じて、ＡＬＴや地域の外国人と連

携し、積極的にコミュニケーションを図ろうとする

態度を育てる。 

また、平成29年度からの小１から中３までの英語

教育の全校実施に向け、授業力の向上を図る研修を

行う。 

指定校区において、幼児期からの継続的な英語活

動を推進する。 

拡 

４ 

大韓民国・アメリカ合衆国・

モンゴル国との友好親善交

流の実施 

諸外国との交流や外国人とのふれあいを通して、

国際社会に生きる日本人としての自覚を持たせ他国

を理解し共に生きていく態度を育成する。 
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５ 
子どもたちが豊岡で世界と

出会う音楽祭の開催 

子どもたちが、世界で活躍する音楽家とふれあう

機会を通じて、豊岡に居ながらにして世界とつなが

ることができる、そんな豊岡のまちを誇りに思う子

どもを育てるとともに、大人も一緒に楽しめるクラ

シック音楽があふれるまちづくりをめざし、小学校

訪問コンサート（10箇所）・街角コンサート・ホール

コンサート等を開催する。 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

   英語活動の充実              子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭       

 

施策㋖ 過去の災害の教訓を踏まえた防災教育 
 

取組 取組名 内容 

１ 
関係機関・地域と連携した

防災訓練の実施 

消防や地域の防災組織等と連携し、地域の災害特

性を踏まえた防災訓練（含避難所開設）を実施し、安

全な学校、安全な地域をめざして、地域と一体となっ

た学校園の防災体制の充実を図る。 

 

２ 
災害対応マニュアルの不断

の見直し 

最悪の事態を想定して課題を洗い出し、マニュア

ルに基づいた防災訓練を踏まえて、計画・実践・評

価・改善を重ね、実効性のあるものにする。 

 

３ 

東日本大震災を踏まえた

｢5.23」「10.20」「1.17」メモ

リアルデー防災･減災授業

の実施 

全学校園において、「台風23号に係る防災教育資

料」、「兵庫の防災教育 明日に生きる（改訂版）」等を

活用し、年３回の「5.23」「10.20」「1.17」メモリア

ルデー防災･減災授業を実施し、発見的、体験的、集

団的、継承型の防災教育を充実させることで、子ども

自らが状況を判断し、「自分の命は自分で守る」力を

育てる。 

 

 

 

                地震に備えた防災教育 

               

 
救急救命講習 
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施策㋗ 豊かな人間関係の構築 
 

取組 取組名 内容 

１ 
子どもと心でつながる市民

運動の推進 

地域ぐるみで子どもを育てるため、子どもと心で

つながる市民運動推進協議会及びその運動の担い手

となる各地区青少年健全育成会議とともに、子ども

と家庭、地域との連携事業（子どもの基本的生活習

慣の確立のための事業）を実施する。 

⑴ 夏休みラジオ体操顔見知り運動 

⑵ 保・幼・小・中・高校生の地域・地区行事への 

参加 

⑶ 豊岡あいさつＡ７運動13） 

拡 

関連 

P34 

２ 

とよおか家族の日（10.8）及

びとよおか家族の月間（10

月）の取組強化 

子どもは家庭の中で、信頼や思いやり、愛情のあ

る温かい関わりなどを学ぶ。家族の中で、しっかり

子どもと向き合い、生活習慣、信頼や思いやりを育

む取組の一層の周知と啓発に努めるとともに、様々

な親子ふれあいの場を提供する。 

周知・啓発に当たっては、月に一度の家族の日の

設定等の検討を行う。 

関連 

P34 

 
13）豊岡あいさつＡ７（エーセブン）運動 

あいさつの基本は家庭から。 

・朝おきたら「おはよう」 

・外出するときは「いってきます」 

・外から帰ったら「ただいま」 

・食事の前に「いただきます」 

・食べ終わったら「ごちそうさま」 

・寝る前に「おやすみなさい」 

・感謝の気持ち「ありがとう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
とよおか家族の日ロゴマーク           平成27年度とよおか家族の日写真コンクール  

最優秀賞「見送るね ばあばあデイサービスへ」 
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〔指 標〕                                    

指標名 H27現状値（目標差） H28目標値（前年差） 

□新体力テストにおける小学校５年生と中学
校２年生の体力合計点のＴ得点14） 

小５男 52.1（+2.1）○ 
小５女 51.8（+1.8） 
中２男 49.5（-0.5）○ 
中２女 50.3（+0.3）○ 
【全国平均値 50】 

全国平均以上 
（Ｔ得点50以上） 

□体育の授業は楽しいと思う児童生徒の割合 小 94.5％（-0.5） 
中 88.7％（-4.3） 

小 95％以上 
中 93％ 

■朝食を毎日食べる児童生徒の割合 小 87.8％（-5.2） 
中 85.5％（-3.5） 

小 93％ 
中 89％ 

 

14)T 得点 

全国平均値(50)に対する相対的な位置を示し、単位や標準偏差が異なる調査結果を比較する。 

 

 

施策㋐ 全国体力・運動能力等調査の結果等を踏まえた体力・運動能力の向上 
 

取組 取組名 内容 

１ 

「豊岡市版小学校体育準備

運動」の共通実践と体育授

業の充実 

「幼児期の運動遊び」を小学校につなげる「豊岡市

版小学校体育準備運動」を共通実践し、健やかな体づ

くりに継続して取り組むとともに、「運動と学習をセ

ットにした豊岡モデル」を全小学校において実践し、

取組の更なる充実を図る。 

小・中学校では児童生徒に体育の学習のねらいを

明確に提示し、「豊岡市版小学校体育準備運動」等の

活用により十分な活動量を確保しながら、運動する

楽しさや心地よさを味わわせる授業づくりに取り組

む。 

拡 

２ 

新体力テストを活用した体

力づくり運動の実施と体

育・スポーツ活動の推進 

運動する機会と運動量の確保のため、新体力テス

トの結果分析に基づき各校の課題を設定し、各校の

特色ある体力づくりを推進する。 

 

３ 各種体育大会の充実 

豊岡市小学校児童体育祭、中学校総合体育大会等

を通して運動の楽しさや喜びを実感させ、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。 

 

 

 

 

基本的方向３ 「からだの力」の育成 

子どもたちに、心と身体の健康と安全を主体的につくり出し、維持する力を身に付けさせる

ことが重要である。 
このため、㋐全国体力・運動能力等調査の結果等を踏まえた体力・運動能力の向上、㋑望ま

しい食習慣の形成を図る食育、㋒心身の健康課題に適切に対応する健康教育等に取り組む。 
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運動と学習をセットにした豊岡モデルの例 
 

運動タイム 

 
 

きりかえタイム 

 
 

集中タイム 

 
 

 

施策㋑ 望ましい食習慣の形成を図る食育 
 

取組 取組名 内容 

１ 

家庭や地域と連携した食に

関する教育の推進 

「食育の日」（毎月19日）、

「弁当の日」の推進 

栄養教諭等による学校給食等での訪問指導を含

め、学校園の教育活動全体を通して食に関する指導

を実施する。 

「豊岡市食育実践事例集」等を活用しながら、地域

の人材活用、体験活動など学校園・家庭・地域が連携

した取組を行う。 

 

２ 食に関する指導の充実 

栄養教諭等と連携しながら、地域の特色を活かし

た食に関する指導の充実を図る。 

学校の教育活動全体を通じた食育実践のため、「学

校における食育実践プログラム（改訂版）」や学校給

食等を教材として積極的に活用し、より充実した食

育を推進する。 

 

 

施策㋒ 心身の健康課題に適切に対応する健康教育 
 

取組 取組名 内容 

１ 
発達段階に応じた健康教育

の推進 

多様化、深刻化している心身の健康課題を解決す

るため、発達段階に応じて、規則正しい生活習慣（食

事、運動、睡眠）や喫煙、飲酒、薬物乱用、危険ドラ

ッグ、エイズ、アレルギー等、体系的な健康教育を推

進する。 

 

２ 
関係機関と連携した各種講

習会の推進 

教職員をはじめ、児童生徒自らが健康や安全に関

する対応能力を身に付けるために、消防署と連携し

た救命講習会（ＡＥＤを含む）等、関係機関と連携

し、各種の講習会等の開催を推進する。 

 

３ 規則正しい生活習慣の確立 

心身の健康課題を解決するために、学校園だより

等を通じて家庭や地域と連携し、園児児童生徒の規

則正しい生活習慣（食事、運動、睡眠）の確立を図る。 

 

 

その後 その後 

朝の時間、元気ハツラツ、笑顔で運動 運動の後、｢動｣から｢静｣に 

メリハリをつけ、静かに黙想 
そして、｢心｣も｢体｣も落ち着いた 
ところで、集中して問題に取り組む 
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〔指 標〕                                    

指標名 H27現状値（目標差） H28目標値（前年差） 

□体を動かして遊ぶことが好きな園児の割合 
98.5％（-0.3） 

現状値を 
下回らない 

□友だちと遊ぶことが好きな園児の割合 
99.7％（-0.2） 

現状値を 
下回らない 

□午後９時までに就寝する園児の割合 55.6％（-11.4） 
(10 時まで 97.1％) 

67％ 

□毎日朝食を食べている園児の割合 99.4％（+4.4）○ 95％ 

□毎週1回以上、家庭で絵本の読み聞かせをし
ている家庭の割合 

73.7％（-2.3） 
(3 回以上 36.1％) 

76％ 

□幼稚園・保育園・認定こども園に行くことが
楽しいと思っている園児の割合 

98.6％（-0.2） 
現状値を 
下回らない 

□「おはよう」などのあいさつや「ありがとう」
のお礼が言える園児の割合 

92.5％（新規） 
現状値を 
下回らない 

□家で遊んだ後に、おもちゃなどの片付けがで
きる園児の割合 

66.6％（新規） 
現状値を 
下回らない 

※現状値は５歳児保護者アンケート調査結果による。 
 
施策㋐ 健康な体をつくる運動遊び 

 

取組 取組名 内容 

１ 
幼児期における運動遊びの

推進 

幼児期から楽しく体を動かして、子どもたちが一

緒に遊ぶ機会を多く持ち、心も体も健康で豊かな人

間性を持った子どもを育成する。 

 

２ 食育の推進 

野菜の栽培やクッキングなど楽しく食べる体験

活動や栄養士による食育指導を通して、食事のマナ

ーや食習慣の定着と食への関心を育む。 

 

３ 親子のふれあい活動の推進 

親子で楽しく体を動かす習慣を身につけさせる

ために、地域や子育てセンター等において親子がふ

れあう活動を推進する。 

 

 

    

              

 

 運動遊びで 

       元気いっぱい！ 

 

        

 

子どもたちに、夢実現力の基礎力の育成期にあたる乳幼児期において、肯定的な言葉と行動を

基盤とした関わり方により、人や物事へ自分から関わる意欲、健全な生活を営むために必要な態

度、基本的な生活習慣等を育成することが重要である。 
このため、㋐健康な体をつくる運動遊び、㋑基本的な生活習慣の確立、㋒身近な環境への好奇

心や探究心の育成、㋓人の話を聞き、自分の思いを言葉で表現する力の育成、㋔様々な体験活動

等に取り組む。 

基本的方向４ 「あたま・こころ・からだの３つの力を支える基礎力」の育成 
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施策㋑ 基本的な生活習慣の確立 
 

取組 取組名 内容 

１ 生活リズムの定着の推進 

幼児期から子どもたちが基本的な生活習慣と道

徳性を身に付けられるように、家庭や地域と幼稚

園・保育園・認定こども園がそれぞれ役割を分担し、

「早寝・早起き・朝ごはん・省テレビ」を推進する。 

 

２ 
幼児期の基本的な生活習慣

の定着 

子どもの発達段階に応じた生活の場を整え、見通

しを持って行動できる生活習慣を身に付ける。 

また、園だよりやアンケート調査等を通して、生

活習慣について保護者の理解が深まるように努め

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

歯磨きシュッシュ！ 
 

施策㋒ 身近な環境への好奇心や探究心の育成 
 

取組 取組名 内容 

１ 自然体験の充実 
 季節や自然と積極的に関わる中で様々なもの・こ

とに興味や関心を持つ。 
 

２ 
動物の飼育や野菜などの栽

培活動の推進 

小動物の飼育や花・野菜の栽培やクッキングなど

の活動を通して、生命を大切にする心を育てる。 
 

３ 「自然体験マップ」の活用 
園外保育を通して身近な地域の自然や歴史・文化

への関心を深める。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

近くの川原で魚とり                園庭の畑でおいもほり 
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施策㋓ 人の話を聞き、自分の思いを言葉で表現する力の育成 
 

取組 取組名 内容 

１ 絵本の読み聞かせの推進 

園における毎日の読み聞かせにより、絵本や物語

などに親しみ、興味をもって見たり、聞いたりして、

豊かな感性を育てる。 

 

２ 話す力・聞く力の定着 

園生活の中で言葉への興味・関心を育て、思いを

伝える、聞いてもらえることの楽しさや人の話を聞

く力を育てる。 

 

３ 
感じたことや考えたことを

表現する力の育成 

園児が生活の中で体験したことを大切にし、それ

を表現することや人に伝えることを通して、集団の

中で子ども同士が育ちあえるよう援助する。 

 

 

 
 

 
 
   
 

 

絵本の読み聞かせ            外国のお姉さんと英語で遊ぼう！ 

 

施策㋔ 様々な体験活動 
 

取組 取組名 内容 

１ 
様々な体験活動の積み重ね

と社会的ルールの育成 

様々なごっこ遊びや集団遊びを通して、友だちと

の関わりを深め、思いやりの心を養う。 
 

２ 

就学前の教育・保育計画「ス

タンダード・カリキュラム
15）」や「すくすくプログラム

―５つの育てたい力―」を基

本にした就学前教育の充実 

乳幼児期から生きる力の基礎を育成するため、０

歳から５歳までの発達や学びの連続性を踏まえ、小

学校を見通した教育・保育内容の工夫に努める。 
(1) 子どもの発達課題を踏まえて、保育者の合同研

修や経験年数、担任年令別の研修の充実を図る。 
(2) 園児と児童との交流や幼稚園・保育園・認定こ

ども園の保育者と小学校教員との交流により、情

報共有と共通理解を図る。 

 

３ 
身近な人（地域の在宅児や高

齢者）と関わる力の育成 

交流保育や園庭開放等により地域の人と関わる

中から、社会における望ましい生活習慣や態度を身

に付ける。 

 

４ 
英語への興味・関心を育む保

育の推進 

幼児期から英語に接することのできる機会を提

供し、外国の文化への興味・関心を育てる。 
拡 

 
15）スタンダード・カリキュラム 

「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」を基に、0～5歳児の発達段階に応じて身に付けておきたい能力などを定めた豊岡市の

就学前教育・保育年間指導計画。本市が策定した「すくすくプログラムー育てたい５つの力―」を踏まえて作成したもの。 
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14 
 

16)ＬＤ、ＡＤＨＤ 

ＬＤ：Learning Disabilities の略。学習障害。基本的に全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算

するまたは推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態。 

ＡＤＨＤ：Attention Deficit Hyperactivity Disorder の略。注意欠陥・多動性障害。年齢あるいは発達に不釣り合いな注

意力または衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたす。 

 

17)インクルーシブ教育システム 

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参

加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。 

 
〔指 標〕                              

指標名 H27現状値（目標差） H28目標値（前年差） 

■学校に行くのが楽しくないと思う児童生徒
の割合 

小  7.6％（+3.4）○ 
中 21.5％（-7.5） 

小  5％以下（+6） 
中 14％以下 

□豊岡市こども支援センターが、子どもたちの
適切な支援の在り方について連携した学校
園の割合 

    100％（±0）○ 100％ 

 
施策㋐ 発達特性の理解と早期からの一貫した支援 

 

取組 取組名 内容 

１ 
豊岡市こども支援センター18）

の機能の充実 

特別な支援が必要な児童生徒等に適切な支援を

するために、豊岡市こども支援センターにおいて、

教育相談、各種検査（心理検査、視機能検査、語彙

検査等）、保護者相談等を実施。学校との情報共有

を図り、医療機関・特別支援学校・療育センター等

関係機関と連携した取組を行う。 

関連 

P25 

２ スーパーバイザー19）支援事業 

“支援の要らない子は一人もいない”の理念のも

と、スーパーバイザーの指導により、モデル中学校

区内全児童生徒の発達特性の把握に努め、支援指導

の充実を図る。また、中学校において全ての子ども

の発達特性に寄り添った分かりやすい授業（授業の

ユニバーサルデザイン化）の研究を公開校内研修会

として行い、授業の質を高める支援の研究を行う。 

 

３ 校園内支援体制の充実 

管理職のリーダーシップのもと、特別支援教育コ

ーディネーターを中心に、校園内委員会を定期的に

開催し、特別な支援が必要な園児児童生徒の実態把

握や指導・支援内容の協議等により、教職員の共通

理解のもと支援を行う。 

 

基本的方向５ 特別支援教育の充実 

特別支援学級のみならず、通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ16）等を含めた特別な支援が必要

な子どもたちの能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を培うことが

重要である。 

このため、インクルーシブ教育システム 17）構築を見据えた障害のある子ども一人一人の教育ニ 

ーズに対応した「兵庫県特別支援教育第二次推進計画」に基づき、㋐発達特性の理解と早期から 

の一貫した支援、㋑共に学ぶことで豊かな人間性を育む交流及び共同学習、㋒保護者支援等に取 

り組む。 
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４ 
個別の教育支援計画の作成・

活用の促進 

効果的な支援を継続して行うために、医療・保健・

福祉・労働等の関係機関との連携のもと、特別支援

教育コーディネーターが中心となり、保護者との合

意形成を図りながら、合理的配慮の提供を含む個別

の教育支援計画を作成する。 

 

５ 
個別の指導計画の作成・活用

の促進 

学級担任と通級指導担当教員が、優先的に取り組

む指導・支援内容を共有するため、保護者との共通

理解のもと、個別の指導計画を作成し指導する。通

級指導対象児童生徒の指導にあたっては、通常学級

での学習や生活に活かすため、通級指導担当教員と

学級担任が連携を強化して指導にあたる。 

 

６ 
教職員の専門性向上をめざし

た実践的研修の推進 

通常の学級において特別な支援が必要な園児児

童生徒の障害特性等に配慮した指導を充実するた

めに、校園内研修の実施や、市教委等の主催の研修

に参加して、教職員の専門性の向上を図る。 

 

７ 
就学指導のための教育相談の

充実（校園内及び各関係機関） 

就学、進学及び就労にあたっては、早期から教育

相談を実施し、保護者等に十分な情報提供を行う。 

関連 

P25 

８ 
卒業後までを見通した一貫し

た支援の充実 

進学、就労にあたっては、特別支援教育コーディ

ネーターを中心に、個別の教育支援計画や個別の指

導計画、小中連絡シート、保幼小連絡シート、サポ

ートファイルを組織的に引き継ぐ。 

 

９ 
スクールカウンセラーによる

相談支援事業の実施 

スクールカウンセラーを市内の小・中学校に配置

することにより、学校における教育相談体制の充実

や教員の資質の向上を図る。 

関連 

P27 

１０ 
介助員並びにスクールアシス

タント20）の効果的な活用 

介助員並びにスクールアシスタントを幼稚園、

小・中学校に配置することにより、園児児童生徒一

人一人を大切にし、きめ細かく適切な教育の推進を

図る。 

 

 
18)こども支援センター 

不登校･発達障害等、特別な支援を必要とする子どもたちへの組織的な支援を行うために、豊岡市が設置する教育機関 

 
19)スーパーバイザー 

事業の指導を行う専門家 

 
20)スクールアシスタント 

ADHD等による多動性や衝動性が顕著で、行動面で著しい困難を示す児童が通常の学級に在籍する小学校や、不登校や問題行動

などの課題を抱えている学校へ支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 
 

スーパーバイザー中尾先生による事後研究       介助員・スクールアシスタント研修会 
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施策㋑ 共に学ぶことで豊かな人間性を育む交流及び共同学習 
 

取組 取組名 内容 

１ 交流及び共同学習の推進 

交流及び共同学習の狙いを明確にし、教育課程や

個別の指導計画への位置付けや年間指導計画の作

成により、計画的・組織的・継続的に推進する。 

 

２ 地域における交流会の実施 

特別支援学級在籍の児童生徒の自立をめざし、家

庭・地域等との連携のもと、地域との交流活動や自

然体験活動を実施する。 

 

 

 

施策㋒ 保護者支援 
 

取組 取組名 内容 

１ 保育園等巡回相談の実施 

個別の支援が必要な園児について、心理士等が保

育園等を訪問し、園児や保護者への対応について保

育者への指導助言を行う。 

 

２ 

子育てに関する相談を通して

支援が必要な園児児童生徒の

早期発見と保護者支援 

子育てに関する相談の中から、支援が必要な園児

児童生徒を早期に発見し、保護者の思いに寄り添い

ながら適切な支援を受けられる関係機関へつない

でいく。 

 

３ 
豊岡市こども支援センターの

機能の充実 

特別な支援が必要な児童生徒等に適切な支援を

するために、豊岡市こども支援センターにおいて、

教育相談、各種検査（心理検査、視機能検査、語彙

検査等）、保護者相談等を実施。学校との情報共有

を図り、医療機関・特別支援学校・療育センター等

関係機関と連携した取組を行う。 

関連 

P23 

４ 
就学指導のための教育相談の

充実（校園内及び各関係機関） 

就学、進学及び就労にあたっては、早期から教育

相談を実施し、保護者等に十分な情報提供を行う。 

関連 

P24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               豊岡市こども支援センター 
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〔指 標〕                              

指標名 H27現状値（目標差） H28目標値（前年差） 

□授業中に学習に対する児童生徒の興味・
関心を高めるために、コンピューターや
提示装置を活用して資料などを効果的
に提示できる教職員の割合 

小[H26] 74.8％（-2.2）○ 
中[H26] 62.3％（-15.7） 

小 77％ 
中 78％ 

□悩みを抱えたときに、誰にも相談しない児
童生徒の割合 

小 11.9％（+7.1）○ 
中 14.1％（+5.9）○ 

小 10％（+9） 
中 12％（+8） 

□認知したいじめを解消させた割合 
 

小・中[H26] 100％（±0）○ 100％ 

□不登校児童生徒の割合 小[H26] 0.43％（-0.04）○ 
 【国平均 0.39％】 
中[H26] 2.75％（+0.01） 
 【国平均 2.76％】 

全国平均以下 

 

 

施策㋐ 校園長のリーダーシップのもと教職員一人一人の力を組織的かつ機動的にいかして

いく協働体制の確立 

取組 取組名 内容 

１ 

小・中学校と関係機関との

生徒指導に係る情報交換の

推進 

学校・家庭・地域社会や警察、青少年センター等

関係機関が連携を密にして連絡会等を開催し、多面

的かつ共感的理解に基づく生徒指導の推進を図る。 

拡 

基本的方向１ 学校園の組織力及び教職員の資質能力の向上 

子どもの状況の変化や、保護者や社会からの要請が多様化・高度化する中で、学校園の組織力 

を向上させ、緊急・重大な事案等に教職員が一丸となって迅速に機動的にかつ的確に対応すると 

ともに、子どもたちに夢実現力を育成する学校教育の専門家として保護者・地域に信頼される開 

かれた学校園づくりを進めることを視点とすることが重要である。また、教職員には、子どもた 

ちに寄り添うことで、一人一人の個性や能力・可能性を伸ばし、育てるとともに、夢実現力の育 

成と様々な教育課題に適切に対応できるよう、資質向上に努め、心身の健康を保持することが求 

められている。加えて、体罰の防止にも取り組む必要がある。 

このため、㋐校園長のリーダーシップのもと教職員一人一人の力を組織的かつ機動的にいかし 

ていく協働体制の確立、㋑いじめや暴力行為等の問題行動の未然防止、早期発見、早期対策、㋒ 

授業力や多様な教育課題への対応力等教職員の資質と実践的指導力の向上等に取り組む。 

基本方針２  子どもたちの学びを支える仕組みの確立 

学校園・家庭・地域は、それぞれが子どもたちの夢実現力を育成していく当事者として、責 
任と役割を果たし、互いに連携・協力して、肯定的な言葉と行動によって子どもたちの教育に

取り組む必要がある。また、教育行政は、学校園・家庭・地域における教育が、効果的に実施

され、円滑に連携協力がなされるよう、総合的な施策が実施されるよう取り組む必要がある。 
このため、以下の基本的方向に沿って、教育施策の充実を図る。 
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施策㋑ いじめや暴力行為等の問題行動の未然防止、早期発見、早期対策 
 

取組 取組名 内容 

１ 

いじめ防止基本方針に基づ

く、いじめの未然防止、早期

発見・早期対応における組

織的な対応の充実 

各校においては、「学校いじめ防止基本方針」に基

づき、教職員が危機管理意識を持って未然防止、早期

発見・対応に努め対応能力を向上させるとともに、家

庭・地域との連携強化を図る。また、「いじめアンケ

ート」を毎月実施し、いじめの早期発見といじめに対

する意識の高揚を図る。 

市においては、いじめの問題は社会全体で取り組

む問題であるという認識の下、「豊岡市いじめ防止基

本方針」に基づき、関係機関や関係団体と緊密な連携

を図りながら、学校と一体となって取り組む。 

拡 

２ 
「不登校対策アクションプ

ラン」の積極的な推進 

定期的に不登校担当者会等を開催し、各校の課題

と対応策について協議するとともに、「不登校対策ア

クションプラン」の積極的な推進により、不登校対策

の充実を図る。 

拡 

３ 
不登校対策指導補助教員の

配置 

不登校児童生徒への別室指導等の対応の充実を図

るため、不登校対策指導補助教員を配置する。 
 

４ 
不登校児童生徒の学校復帰

の取組の充実 

不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向け

て、こども支援センターにおいて児童生徒への学習、

生活支援、保護者への支援を行う。 

 

５ 
スクールカウンセラーによ

る相談支援事業の実施 

スクールカウンセラーを市内の小・中学校に配置

することにより、学校における教育相談体制の充実

や教員の資質の向上を図る。 

関連 

P24 

６ 
「子どもの心を理解する強

化月間」の充実 

全校で年３回（５月、９月、２月）、「子どもの心を

理解する強化月間」を設定して、アンケート調査、個

別面談等を実施し、子どもの状況について把握する

とともに、いじめや不登校、問題行動の早期発見、早

期対応に努める。 

 

７ 
心理検査を活用した生徒指

導の充実 

心理検査を小学校３年生以上の全児童生徒で年２

回以上実施し、子どもたちの心の状態を客観的に把

握する。また、結果を分析して、全職員によるきめ細

かな対応の充実を図る。 

 

２ 
子どもと向き合う時間の確

保 

教職員が心身ともに健康で、子どもたちと向き合

う時間を確保し、教育活動の充実を図るため、教職

員定時退勤日の実施、「ノー会議デー」「ノー部活デ

ー」の徹底、校務・業務の効率化及びＩＴ化の推進、

学校行事及び事業の見直し、外部人材等の活用など

に取り組む。 

 

３ 学校評価の推進 
「学校評価ハンドブック」等を活用した学校自己

評価及び学校関係者評価の充実・改善を図る。 
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８ 情報モラル研修会の実施 

全校で年１回以上、関係機関と連携した情報モラ

ル研修会を実施し、教職員の指導力向上をはじめ、児

童生徒に情報モラルを身に付けさせる指導の充実を

図るとともに、保護者への啓発に努める。 

 

 

 

施策㋒ 授業力や多様な教育課題への対応力等教職員の資質と実践的指導力の向上 
 

取組 取組名 内容 

１ 
授業づくりと学級づくりの

一体化の質的向上 

小学校において、ブロックごとに学年（ブロック

の規模によっては低･中･高学年）別に「授業で学級

づくりを行う」ことを基本構想にして、学級づくり

研究と、授業研究を一体化した実践の質を高める研

究を行う。 

 

２ 

「いじめ対応マニュアル」

「Ｎｏ！体罰（改訂版）」等

を活用した校内研修の実施 

いじめや体罰を根絶するため、「いじめ対応マニュ

アル」「Ｎｏ！体罰（改訂版）」等を活用し、子ども

に寄り添う指導の充実・校内体制の確認・教職員と

しての使命感と高い倫理観を保持すること等につい

て校内研修を計画的に継続して行う。 

 

３ 

民間企業等における社会体

験を行う「先生のトライや

る」の実施 

教職員の豊かな人間性の涵養に努めるため、夏季

休業中に、教職員が民間企業等で職場体験研修を行

う。 

 

４ トワイライト教師塾の実施 

教材研究・児童生徒理解・授業構成・人間関係構

築等々の授業を核とした教師の専門的力量を高める

ために、参加者の学び合いを通して実践研究を行う。

参加は希望制で、１年間を通して勤務時間外に連続

講座として実施する。 

 

５ 選択制研修講座の実施 
学校現場の教育課題の研修ニーズに対応する内容

で理論研修と実践研修を行う。参加は希望制。 
 

６ 
豊岡市中学校教育研究会・教

科部会の充実 

中学校教職員としての専門性と実践的指導力量の

向上を図るため、授業研究によって指導方法の工夫

や改善について実践的な研究を行う。 

 

７ 
児童生徒及び教職員のＩＣ

Ｔ活用能力の向上 

情報社会に対応できるよう、コンピューターや情

報通信ネットワーク等を使って必要な情報を収集・

選択・処理・発信・伝達できる能力を育成する。 

 

 
  

 
 
 
 
 

トワイライト講師塾               選択制研修講座 
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21)ＩＣＴ環境 

ＩＣＴ(Information and Communication Technology)は「情報通信技術」の略で、それに伴うパソコンの配置や校内ＬＡＮ

等の環境。 

 

〔指 標〕 

指標名 H27現状値（目標差） H28目標値（前年差） 

□吊り天井等の落下防止対策（屋内運動場・武
道場）の実施率（小・中学校） 

27％(3 校)（±0）○ 64％(7 校)（+37） 

□小・中学校ＰＣのタブレット導入 小 10％(3 校)（±0）○ 
中  0％(0 校)（±0） 

小 62％(18 校)（+52） 
中 11％(1 校)（+11） 

□学校給食において地場産物を使用する割合 [H26] 28.9％（-1.1）○ 30％以上 

 

 

施策㋐ 学校園及び給食センターの安全対策やＩＣＴ環境等の教育環境の整備・充実 
 

取組 取組名 内容 

１ 老朽プールの整備 

安全で快適な水泳指導を行うため、豊岡市学校施

設整備計画に基づき、老朽化した小学校のプールの

整備・改修を行う。 

 

２ 

学校園施設、設備、遊具等の

定期的な安全点検の実施及び

改修の実施 

子どもたちの安全を確保し、学習環境を向上させ

るため、老朽化した施設、設備、遊具等の定期的な

点検を行い、計画的な改修を進める。 

 

３ ＩＣＴ環境の整備 

情報社会に対応できるよう、教育用コンピュータ

ー等を整備する。 

タブレット端末については、平成 30 年度での全

小中学校導入をめざし、計画的に整備を進める。 

拡 

４ 
吊り天井等落下防止対策の推

進 

地震によって落下する恐れのある吊り天井等を

有する屋内運動場・武道場について、豊岡市学校施

設整備計画に基づき落下防止対策を継続して行う。 

 

５ 
地産地消の推進と安全・安心

な学校給食の提供 

地元生産者や栄養教諭と連携し、地場産物を生き

た教材として活用することにより、児童・生徒の理

解を深めるとともに、地産地消の推進を図る。 

また、学校給食センターにおける衛生管理体制の

充実を図り、安全安心な学校給食の提供を行う。 

 

６ 
食物アレルギーへの取組の推

進 

「学校におけるアレルギー疾患対応マニュアル」

等を活用し、学校と給食センター、保護者、学校医、

消防等の関係機関と緊密に連携を取りながら、安全

安心な学校給食の提供を行う。 

 

基本的方向２ 安全・安心な教育環境の整備 

子どもたちが安心して学校園生活を送るため、安全で質の高い教育環境の整備が重要である。 
 このため、㋐学校園及び給食センターの安全対策やＩＣＴ環境 21）等の教育環境の整備・充実、 
㋑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就学支援等に取 
り組む。 
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７ 

通学（園）路の安全点検と指

導の充実及び関係機関・保護

者・地域との連携強化 

子どもたちが安全で安心して通学（園）できるよ

う交通安全面、防犯面の両面から、警察、県及び市

の道路部局等の関係機関と連携して、点検・整備を

行う。 

 

８ 
防犯ブザーの小学１年生への

配布 

小学生への防犯対策として、小学校へ入学する全

児童に、防犯ブザーを無償配布する。 
 

９ 通学（園）手段の確保 

遠距離通学・通園する幼児児童生徒のために通学

（園）手段を確保する。 

・バス及びＪＲ定期券代の補助（補助率 10/10） 

・路線バスがない地域でのスクールバスの運行 

 

１０ 幼児教育・保育施設の整備 

幼児教育・保育ニーズに対応した教育・保育施設

（幼稚園・保育園・認定こども園）の整備を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校プール改築竣工           タブレット端末を使った授業 

 

施策㋑ 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就学支援 
 

取組 取組名 内容 

１ 
要保護・準要保護児童生徒へ

の就学援助費の支給 

経済的な理由により、就学させることが困難な児

童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等必要な

援助を行う。援助対象は、生活保護及び生活保護に

準ずる家庭。 

（要保護は国庫補助事業：国費 1/2） 

 

２ 
特別支援学級在籍児童生徒へ

の就学奨励費の支給 

特別支援学級在籍児童生徒の保護者の経済的負

担を軽減するため、学用品費や給食費等、就学に必

要な経費の一部を援助する。 

（国庫補助事業：国費 1/2、所得制限あり） 

 

３ 
就園奨励事業（実費徴収に係

る補足給付事業）の実施 

経済的な理由により、就園させることが困難な園

児の保護者に対し、給食費等の実費徴収に係る補足

給付を行う。 

 

４ 
多子世帯・ひとり親世帯の保

育料負担軽減 

多子世帯・ひとり親世帯の保育料負担を軽減す

る。 

(1) 多子世帯：第２子及び第３子以降が対象 

（国及び県の制度、いずれも所得制限あり） 

(2) ひとり親世帯：第１子以降が対象 

（国の制度、所得制限あり）  

新 
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〔指 標〕                              

指標名 H27現状値（目標差） H28目標値（前年差） 

□はばたきメッセージを入学説明会等で活用
した学校の割合 

100％（±0）○ 継続実施 

□子育て講座の実施 子育てセンター 
3箇所で実施 

子育てセンター 
6箇所で実施 

 

 

施策㋐ 親が親として成長するための学びの機会の提供 
 

取組 取組名 内容 

１ 
はばたきメッセージを活用し

た家庭教育のあり方の充実 

教育の原点である家庭生活の中での留意点等

をまとめた「はばたきメッセージ」を、小学校新

入学時に保護者に配布し、保護者が家庭教育のあ

り方を学ぶ契機とする。 

 

２ ＰＴＡ活動の充実 

子どもたちを育むため、保護者が子育てをする

ための学習や、保護者自らも成長していくための

学習の機会を提供し、子どもたちを支える基盤の

強化を図る。 

 

３ 
子育て家庭を対象とした子育

て講座の実施 

子育てセンター等において、妊娠期から乳幼児

期にかけての子育て不安の解消を図るため、子育

て家庭を対象とした講座を実施する。 

 

４ 親子が交流できる機会の充実 
地域や地区公民館等で、乳幼児の親子を対象と

した交流の機会を充実する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て講座               ベビーマッサージ講座 

 

基本的方向３ 家庭の教育力の向上 

家庭は、教育の原点であり、家族のふれあいの時間を確保し、基本的なしつけを行うことによ

り、人間関係の基礎を形成し道徳性の芽生えを培うことや、食生活と睡眠を重視した規則正しい

生活習慣を身に付けさせることが重要である。 
このため、㋐親が親として成長するための学びの機会の提供、㋑関係機関の連携による家庭教

育への支援、㋒家庭における子どもが伸びる習慣づくりの実践等に取り組む。 
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施策㋑ 関係機関の連携による家庭教育への支援 

 

 
 
 

                           子育て相談事業 

 

 

 

 

 
施策㋒ 家庭における子どもが伸びる習慣づくりの実践 

 

取組 取組名 内容 

１ 

すくすくメッセージや紙芝

居「めらとにんじゃのしゅ

ぎょう」を活用した乳幼児

期の生活リズムの定着 

園や子育てセンター等で妊娠期（マイナス１歳）か

ら就学前の子どものいる保護者を対象に、様々な機

会を活用して、乳幼児期に身に付けておきたい生活

リズムについて普及啓発を行う。 

 

２ 

「運動遊びパンフレット」

「おでかけマップ」により、

家庭や地域での運動遊び・

外遊びの促進 

運動遊びや外遊びにより家庭や地域での親子の交

流を促進する。 
 

 

 

 

 

   「めらとにんじゃのしゅぎょう」紙芝居  

（子育て総合センター） 

 

 

 

  

取組 取組名 内容 

１ 子育てに関する相談の充実 

子育てセンターや家庭児童相談員により、子育

てに関する悩みや不安を抱える保護者や子どもに

関する相談を充実する。 

 

２ 子育てに関する情報発信 

「すくすくタウン（市ＨＰ）」「子育てセンターイ

ベント情報（携帯電話サイト）」「子育て支援ガイド

ブック」等により子育て支援情報を提供する。 

 

３ 

学校園と家庭児童相談室・こ

ども家庭センターなどの関係

機関との連携 

学校園と豊岡市要保護児童対策協議会の構成機

関との連携強化により、支援を必要とする児童や

児童虐待の早期発見・対応と早期支援を図る。 
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〔指 標〕                          

指標名 H27現状値（目標差） H28目標値（前年差） 

■今住んでいる地域の行事に参加している児
童生徒の割合 

小 92.1％（-1.9）○ 
中 67.2％（-2.8） 

小 94％ 
中 70％ 

□土曜チャレンジ学習事業を実施する小学校
の校区数  

11小学校区（+1）○ 20小学校区（+10） 

□ＰＴＣＡあいさつ強化月間の取組参加者数 5月10,756人（+666）○ 
11月10,552人（-571） 

前年度以上の 
参加者数 

□夏休みラジオ体操顔見知り運動中学生参加
率 

92％（-3.0） 
（2,114人） 

95％ 

□学校支援地域本部事業に係る活動事例発表
校数 

発表済み校数 

小学校 25校（±0）○ 
中学校  8校（±0）○ 

未発表校5校のうち 
3校以上の発表 

□子どもの野生復帰大作戦子ども向けコース
定員に対する参加者率 

87.5％（-12.5）○ 100％ 

□保育園待機児童数 6人（-6）○ 
（H27.8.25現在） 

待機児童なし 

□放課後児童クラブ待機児童数 7人（-7）○ 
（H27.8.1現在） 

待機児童なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜チャレンジ学習事業（トランポビクス）      土曜チャレンジ学習事業（干し柿作り体験） 

 

 

 

基本的方向４ 地域全体で子どもを育てる環境づくりの推進 

子どもたちが地域の中で多様な学びと交流による経験豊かな成長がかなえられるよう、学校園・

家庭・地域が一体となって、地域全体で子どもたちの教育に取り組むことが重要である。 
このため、㋐地域が主体的に学校運営に参画し、効果的な学校園支援活動を行うこと等地域ぐ 

るみで子どもを育成する体制づくり、㋑学校園からの積極的な情報発信を踏まえた地域と学校園 
の緊密な連携等に取り組む。 
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施策㋐ 地域が主体的に学校運営に参画し、効果的な学校園支援活動を行うこと等地域ぐ

るみで子どもを育成する体制づくり 
 

取組 取組名 内容 

１ 

安全ボランティアによる見

守り活動の継続及び活動支

援 

登下校の児童生徒の安全を確保するため、地域の

安全ボランティアの協力を得たり、安全ボランティ

アの活動を支援したりするなどして、見守り活動の

継続と更なる充実を図る。 

拡 

２ 
学校支援地域本部事業の推

進 

学校・家庭・地域が一体となり地域ぐるみで子ど

もを育てることを目的に、学校が必要とする活動に

ついて地域住民による学校支援ボランティアを組

織し、学校教育への支援を行うとともに地域の教育

力の向上を図る。 

 

３ 
土曜チャレンジ学習事業の

推進 

多様な体験や技能をもつ地域の方を講師に、土曜

日ならではの体験活動を行い、豊かで有意義な土曜

日の教育活動を実現する。 
拡 

４ 
子どもと心でつながる市民

運動の推進 

青少年を非行から守り健全な育成を図るため、次

のスローガンを掲げて、浸透を図り全市をあげての

市民運動として取り組む。 

⑴ 家庭でしつけ、学校で学び、地域で育てる。 

⑵ 地域の子どもは地域で育てよう。 

⑶ 顔でつながり、声でつながり、心でつながる。 

⑷ やめよう見て見ぬふり、しっかりほめて、 

しっかり叱ろう。 

関連 

P17 

５ 

青少年健全育成推進及び青

少年補導委員の連携・活動

の充実 

子どもと心でつながる市民運動推進協議会を中

心として、地域の子どもを見守り育てる体制を強化

する（心でつながるパトロールの実施）。また、青少

年補導委員により行っている街頭パトロールは、非

行を未然に防ぐため、実情に即して実施する。双方

で適宜情報交換を行い、連携を密にする。 

 新しい地域コミュニティの伸展と合わせて今後

の団体のあり方を検討する。 

拡 

６ 

とよおか家族の日（10.8）

及びとよおか家族の月間

（10月）の取組強化 

子どもたちの育ちを家族と地域の絆で支援する

ため一層の周知と啓発に努める。特に会社や事業所

をはじめ市民全体に対し、帰ろうデーや月に一度の

家族の日の設定等の取組を検討する。 

関連 

P17 

７ 「家読」の推進 

家族みんなで本について語らい、親子の想いを交

流することで家族の絆が深まる。家族の新しいコミ

ュニケーション手段として家読（うちどく）を推進

する。 
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８ 
子どもの野生復帰大作戦の

展開 

自然体験によって醸成される心身の鍛錬・躍動、

磨かれる感性、地域への愛着、共生の精神をより深

め、地域の自然・文化・伝統を学び、一年をかけて

四季型周年プログラムとして将来の豊岡を担う子

どもたちを育成する。 

また、地区公民館を拠点に地域の自然や文化遺産

の再発見など特色あるプログラムを実施する地域

に出向く野生復帰大作戦を展開するとともに、公開

野生復帰まつり（10月予定）を開催する。 

 

９ 仕事と子育ての両立支援 

仕事と子育ての両立を支援するため、保育園・

認定こども園や放課後児童クラブ・放課後子ども

教室の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜チャレンジ学習事業（木工教室）             街頭パトロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真提供：家読推進プロジェクト                 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

野生復帰まつり             野生復帰シンボルマーク 
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施策㋑ 学校園からの積極的な情報発信を踏まえた地域と学校園の緊密な連携 
 

取組 取組名 内容 

１ 学校・家庭・地域の連携強化 

「子どもと心でつながる市民運動推進協議会」

やＰＴＣＡ等と連携し、「夏休みラジオ体操顔見

知り運動」や「中学生生徒会リーダー研修会」「中

学生の地域・地区行事への参加」「あいさつ運動」

「携帯電話等の使用に対する意識啓発、研修会等

の開催」「パトロールの実施（夏休み等）」「市民総

参加訓練」等を推進する。 

拡 

２ 
地域や警察等関係機関と一体

となった防犯訓練の全校実施 

警察等の関係機関と連携し、不審者の侵入等に

備えた防犯訓練や防犯教室を実施する。 
 

３ 

「子どもを守る１１０番の

家」等の避難場所の周知など、

地域安全マップの定期的確認 

年度初めに、児童に教員が同伴して「子どもを

守る110番の家」の場所を確認したり、地域安全マ

ップを確認して安全を守る取組を実施する。 
 

４ 開かれた学校づくりの推進 
学校の取組を地域に発信するため、学校ホーム

ページを活用するとともに、月１回の更新を行う。  

５ 
学校評議員制度を活かした学

校園づくりの推進 

地域の声を活かした学校づくりを進めるため、

学校評議員会を開催し、特色ある教育活動を行う。 
 

６ 
学校関係者評価の実施と結果

の公表 

学校の取組について、外部からの評価を得て、

学校づくりに活かす。 
 

７ 
幼稚園・保育園・認定こども

園の園児と在宅親子との交流 

公開保育や園庭開放により、園児と在宅の子ど

もたちとの交流を推進する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

夏休みラジオ体操顔見知り運動 

 

 

 

 

 
 
 
 

ＰＴＣＡ活動 子どものことを考える会         公開保育 みんなで玉入れ 

ネット利用に関する研修会 
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◇ 豊岡市小中一貫教育「豊岡こうのとりプラン」概要   資料１ 
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資  料 



 

 

 

 

 
 
１ 目的 

（１）一人一人の子どもたちの夢実現力（なりたい自分になるためにがんばりぬく力）を高め，小さな世界都市を目指す豊岡の未来を創造する子ども

を育成する。 

（２）豊岡市の３つの教育課題（不登校問題・学力の二極化の問題・特別な支援が必要な子どもたちへの教育的ニーズに対応する問題）の改善を図る。 

 
２ 内容 

（１）系統性と一貫性のあるカリキュラムで実践するローカル＆グローバル学習の時間 ＊総合的な学習の時間を充てる 
  ①英語教育 
  ②ふるさと教育 
  ③コミュニケーション教育 
（２）系統性と一貫性のある寄り添い方で実践する生活指導と学習指導 
  ①授業づくりと学級づくりの一体化 
  ②引継ぎ連携システムの強化 
  ③家庭・地域との連携 
 
３ 豊岡市小中一貫教育に係る施策の総称 

   豊岡市では，これまで小中連携教育に取り組んできた。その取組の総称を「はばたきプラン」とし，中１ギャップ問題と学力問題の改善に向け

共通実践と中学校区の独自実践を柱に据え取組を進めてきた。この度，小中連携教育の実効性を一層高める小中一貫教育へシフトするにあたり，

小中一貫教育として位置付ける取組の総称を「豊岡こうのとりプラン」とする。小中一貫教育の目的に示した通り，課題を改善し，夢実現力を高

め豊岡で夢を実現させる子ども，また，豊岡に軸足を置きながら世界規模で考え世界にもはばたいていく子どもの姿の象徴として「こうのとり」

をプラン名に冠した。 
 

豊岡市小中一貫教育の目的と内容 

資
料
１

 

豊岡市小中一貫教育「豊岡こうのとりプラン」の概要 



 

 

４ 豊岡こうのとりプラン全体構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統性と一貫性のあるカリキュラムで実践する 

ローカル＆グローバル学習の時間 

系統性と一貫性のある寄り添い方で実践する 

学習指導と生活指導 

コミュニケーション教育 
グローバルコミュニケーショ

ンスキルの獲得を見据え，性

別や年代を超えて，対等な関

係の中で自分を主張し，他者

を理解できる基礎的なコミュ

ニケーション能力の育成を目

指します。 

授業づくりと学級づくりの一体化 
授業における５つの徹底・継続実践事

項を軸にした「分かる授業」と，肯定

的な人間関係を構築する学級づくりを

一体化させ，”授業で子どもに寄り添

い，授業で学級をつくる”ことを目指

します。 

家庭・地域との連携 
「家庭でしつけ，学校で学

び，地域で育てる」の視点

で，学校・家庭・地域が一

層緊密に連携することで夢

実現力を支えます。 

引継ぎ連携システムの強化 
子どもの声に耳を傾け，子ど

もたちの願いや課題を教職員

が確実に共有化し引継ぐこと

で，子どもに寄り添う支援・

指導を行います。 

ふるさと豊岡を愛し 夢の実現に向け挑戦する子どもの育成 

～夢実現力（なりたい自分になるためにがんばりぬく力）を子どもたちに～ 

２つの視点と６つの柱で９年間の学びと育ちを支え，夢実現力を育む「豊岡こうのとりプラン」 

子どもたちの夢実現力を高め， 

小さな世界都市を目指す豊岡の未来を創造する子の育成 

３つの教育課題（不登校・学力の二極化・特別な支援が必要な子

どもたちへの教育的ニーズに対応する問題）の改善 

英語教育 
小学校１年生から，外国語指

導助手のネイティブな発音に

触れる機会を通して，英語遊

び⇒英語活動⇒英語科へと９

年間の系統性と連続性のある

学習で，英語でふるさとのこ

と自分のことを語る力を高め

ます。 

ふるさと教育 
「コウノトリ」「ジオパーク」

「産業・文化」を共通の学習

課題にし，豊岡の「ひと・こ

と・もの」に学び，ふるさと

豊岡を自分の言葉で語り誇れ

る力の育成を目指します。 
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