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 大川市教育振興プログラム体系図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

具体的目標⑧ 

社会教育の振興 

第4次産業革命が進行する中、高度な専門的知識と倫理観
を基盤に自ら考え、行動し、新たな知と、その知から新たな
価値を生み出す創造性を育成することが求められています。 

そのため、国際社会の平和と発展に寄与する態度や豊かな
語学力を身に付けた人材を育成に努めます。また、これまで
の保幼・小・中連携事業の成果を生かし、さらに連続した学
びを充実させ、異校種間の連携教育を推進します。  

 

指  標  

施策推進の視点 

具体的目標⑦ 

家庭教育への 
支援 

家庭は教育の原点であり、すべての教育の出発点です。  
そのため、生活習慣の確立や豊かな心の育成など、子ども

の心身の健全な成長に向け、重要な役割を担う家庭教育の
支援に向けた環境づくりを推進します。  

また、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、
創造力を豊かなものにするための読書活動を推進します。
 さらに、地域と連携した青少年の感性豊かな心の醸成と
基本的生活習慣の形成に向けた取組を進めます。  

■学力調査全国との
比較 

■学習状況調査全国
との比較 

■体力・運動能力全
国との比較 

■健康・食育実態調
査 

■特別支援教育支援
員の配置活用度 

 
■不登校率：出現率 
 

■総合美術展等の来
場者数 

■旧吉原家住宅・清
力美術館入館者数 

■諸実態調査 

（自己有用感） 

■校種間連携の派遣
教員数 

■ＩＣＴの活用度 
■英語外部検定試験

の得点率（全国比
較） 

■家庭教育憲章の認
知度 

■家庭読書の実施率 
■スマホのルール定

着度 
■青少年健全育成校

区活動参加者数 
 

施策の方向性 基 本 的 方 針 

具体的目標① 

確かな学力の 
育成 
 

具体的目標② 

豊かな心の 
育成 

具体的目標③ 

健やかな体の 
育成 

具体的目標⑨ 

安全で安心な教
育の充実と環境
整備 

生涯にわたって、能動的に学び続けたり、学習内容を人生
や社会のあり方と結び付け深く理解したりするなどより一
層質の高い教育が求められます。  

そのため、子どもたちの基礎的・基本的な知識・技能を活
用したり、思考力・判断力・表現力等や学びに向かう力、人
間性等を発揮させたりして、各教科の特質に応じた「見方・
考え方」を働かせながら、問題解決策を考えたり、創造した
りすることに向かう過程を重視した学習の充実を図ります。
また、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を
図ります。  

道徳教育は、人が生きる上で、必要なルールやマナー、社
会規範などを身につけ、人としてよりよく生きることを支
え、持続可能な発展の基盤となるものです。  

そのため、道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動
等を通して、豊かな心や創造性の涵養をめざした教育の充実
に努めます。特別の教科である道徳を要として、教育活動全
体を通して、実施するとともに、本市が持つ豊かな自然や歴
史、伝統、文化など、先人が積み上げてきたものを継承しな
がら、豊かな感性・情操・社会性を養うとともに、礼儀や規
律を重んじる心を育む取組を推進します。  

生涯にわたって生き生きとたくましく生きるためには、そ
れを支える基盤として健康や体力が必要です。  

また、それらは自らの目標に向かって、失敗を恐れず挑戦
し続ける力を発揮する源となるものです。  

そのため、楽しく体を動かす習慣を身に付けさせながら、
体力、運動能力の向上を目指すとともに、知育・徳育・体育
の基盤となる食育をはじめ、健康な生活習慣を確立できるよ
う取り組みを推進します。  

 

全国学習状況調査や自校の児童生徒の生活課題を
踏まえ、課題解決のための豊かな心の育成プランを
作成し、道徳教育の一層の充実を図ります。また、子
どもたちの自己肯定感の育成や人権についての知識
理解及び人権感覚の涵養を基盤とした、意識・態度・
実践的な行動力等の資質・能力の育成を図ります。  

教育において、一人ひとりをかけがえのない存在として大
切にし、その個性を尊重するとともに、その能力と可能性を
見出し、それらを最大限に伸ばすことは重要な目標です。  

そのため、障がいや不登校、日本語能力、複合的な困難等
の多様なニーズに対応し、一人ひとりの子どもの能力・可能
性を最大限に伸ばす教育を実現します。併せて、きめ細かな
指導体制の充実を図ります。  

少子高齢化社会の中、地方創生に参画・貢献できる人材育
成が求められています。また、急激に変化する社会に対して
柔軟かつ的確に対応できる力は、今後ますます重要になって
きます。  

そのため、市民が文化・芸術に触れる機会の提供やその関
係団体の活動支援を行い、文化・芸術の振興を図るとともに、
地域の誇りである文化財の保護と活用を図ります。  

また、本市の豊かな自然、受け継がれてきた歴史や文化を
継承し、市民が地域に誇りと愛着を持つような機会を整える
ともに、ふるさと学習とキャリア教育とが連動した教育を推
進します。  

子どもや高齢者が安全・安心で自由な空間で遊び・学び・
寛ぐなど、充実した学校・社会生活を送れるようにするこ
とは、教育を行う上での前提条件です。  

そのため、地域社会と連携した学校内外における安全確
保や学校サポート体制の充実をはじめ、時代の変化に対応
した学校・社会教育施設の整備や安心して学校に通える支
援の充実など、安全・安心な教育環境づくりを推進します。 

 

体力テストの調査や自校の児童生徒の体力等の実
態を踏まえ、体力向上プランを作成し、体力向上や
運動部活動の充実を図ります。また、子どもたちが
健康な生活が送れるよう健康教育の充実を図る中
で、フッ化物による洗口を推進します。さらに、基本
的な生活習慣の形成や知育・徳育の基礎となる食に
関する指導を充実させます。  

■施設設備の健全度 
■学校安全の日の取

組 
■通学路の改善率 
 

総合美術展の開催や文化団体の活動支援など文
化・芸術の鑑賞・創作活動の充実を図り、その振興
を進めるとともに、旧吉原家住宅をはじめとする本
市の貴重な文化財の保存・活用を図ります。また、
伝統産業である木工業や匠の技に重点を置いたふ
るさと学習に取り組み、郷土を愛する心を育むとと
もに、郷土の発展に寄与する態度や豊かな創造性に
富んだ人材育成のためのキャリア教育を推進しま
す。  

■市民大学講座・市
民学習講座の受講
者数 

■市立図書館の総貸
し出し冊数 

■地域学校協働本部
活動参加者数 

■社会体育施設の利
用者数 

■人権講演会の参加
者数 

個人が生涯にわたって多様な学習を行い、その成果を生
かす実践の機会を提供する社会教育は、学び合い支え合う
地域づくりにおいて大いに期待されています。  

そのため、市民が充実した人生を送ることができるよう、
市民の学習ニーズを把握し、生涯学習活動の支援や読書活
動の促進などの学習機会の充実を図ります。  

また、地域と学校が共に手を携え、子ども達の豊かな学
びや健やかな成長と、地域活性化の双方を目指す地域学校
協働活動の取組を推進するとともに、人生を豊かにする各
種スポーツイベント、レクリエーションの振興を図ります。
さらに、市民の人権意識を高め、人権が尊重される取組を
進めます。  

全国学力・学習状況調査や県学力調査等で把握し
た課題や自校の学力の課題を踏まえ、学力向上検証
サイクルの効果についてまとめます。その結果、次
年度の学力向上プランを作成し、知識・技能の定着
や思考力・判断力・表現力の育成とともに学習意欲
の向上を図る取組を推進します。  

 

基 本 構 想 

１ 社会総がかりで取り組む教育 

 

２ 幼児期から生涯を通した教育 

 

３ 大川の力を活かした教育 

 

教育大綱：目標 具体的目標 

いじめ・不登校の対応のため、学校に多様なスタ
ッフを配置し、新たな教育相談体制を構築するとと
もに、ライフスキル教育を通して子どもたちのコミ
ュニケーション能力を高めます。また、発達障がい
を含む全ての障がいのある児童・生徒に対して、早
期からの教育相談・支援体制の構築及び一貫した支
援を行うための指導体制の整備改善を図ります。  

（7）体力の向上 

（8）健やかな体・健康の保持増進 

（9）食に関する指導の充実 

連携教育、特に小中一貫型教育や中高連携教育な
どの特色ある学校づくりを推進し、地域と一体とな
って子どもを育む地域とともにある学校づくりを目
指します。また、優れた才能・個性を伸ばす教育の
推進のため、イノベーション教育の推進やグローバル化
教育の推進に向けての外国語（英語）教育の強化を図りま
す。 

主 要 施 策 

将来を担う子どもの健やかな育ちを支援するた
めＰＴＡの家庭教育活動への支援や、家庭における
読書活動、生活習慣・学習習慣の定着に向けた取組
を進めることにより、家庭教育の支援を進めます。  

また、親と子ども、子育て世代の横のつながりを
深め、保護者の学習機会の拡充や家庭教育に関する
サポート体制の充実を図ります。さらに、地域と連
携した非行や被害の防止、児童生徒の安全確保とＳ
ＮＳ等の情報モラル教育などに取り組みます。  

（1）主体的・対話的で深い学びの推進 

（2）学力向上に向けた検証・改善 

（3）教科指導力の向上 

保護者や地域社会と連携して、学校内外におけ
る安全確保に向けた取組や施設設備の整備・充実、
学習支援等の推進に向けて長寿命化を図ります。
社会教育施設においても安全確保に向けた施設設
備・充実・補修等を行うことで長寿命化を図りま
す。特に、1 月 13 日を「大川市安全の日」と位置
づけ、安全・安心な学校生活が送れるよう安全管
理・安全教育を充実させます。また、防災教育につ
いては、火災・地震・台風水害など、災害に対応し
た学習や取組を進めます。  

 

◇家庭教育の指針となる
家庭教育憲章の周知・
啓発 

◇家庭における子どもの
読書活動の推進 

◇家庭教育に資する PTA
活動への支援 

◇青少年健全育成に向け
た取組 

教育施策の推進の方向 取組の点検・評価の方向

社会教育施設の各種講座を充実させ、市民が生涯
にわたって学び続けられる環境づくりと読書活動
を推進します。また、学校、地域の連携を強化し、
学びと活動が好循環する地域づくりとそれぞれの
役割において地域全体で子どもを育てる体制の整
備を図るとともに、だれもが積極的に取り組めるス
ポーツ・レクリエーション活動を促進します。さら
に地域における人権講演会を開催し市民の人権意
識を高めます。  

４ 持続可能な開発のための教育 

「未来へつながる、人がつな

がるまち おおかわ」の教育 

（10）いじめ・不登校等への対応 

（11）障がいのある児童生徒への対応 

（12）新しい時代の指導体制の整備・充実 

◇個に応じた生徒指導の充
実 

◇適応指導教室・教育相談
業務の充実 

◇きめ細かな指導体制の推
進 

 

◇市民の文化・芸術の振
興 

◇文化財等の保存・活用 
◇木育の推進 
◇職場体験・生き方教育

の推進 

◇特色ある異校種間連携教
育の推進 

◇学校運営協議会の充実 
◇イノベーション教育の推

進・グローバル化教育の
推進 

◇学校教育・社会教育環
境整備の推進 

◇防災教育・安全教育の
推進 

◇通学路安全の推進 
 

◇市民大学講座・市民学
習講座の開催 

◇読書活動の充実 
◇地域学校協働活動事業

の支援 
◇各種スポーツイベント

等の開催 
◇人権教育・啓発の推進 
 

育みたい力 

 

生きる力 

（知･徳・体） 

郷土愛 

(ふるさと) 

共生･協働 

(つながり) 

教育環境(人的･物的) 

創造性 

(創る) 

<目標１> 

たくましくしなやかに
生きる力の育成 

（基盤の教育） 

<目標４> 

安全で安心な学びのた
めの環境の確保 

（教育環境づくり） 

<目標２> 

ふるさとに誇りと愛着
を持ち、生き甲斐と豊
かさを実感できる人づ
くり 

（人づくりの教育） 

<目標３> 

共に支え合い高め合
う、学びと活動が循環
する地域づくり 

（地域づくりの教育） 

（19）家庭教育力の向上 

（20）青少年の健全育成の推進      

【めざす人間像】 

ふるさとを愛し、人とのつな

がりを大切にする、創造性豊

かなひと 

 

○ 大河に育まれた木の香るふるさとの伝統

文化を継承・尊重し、人、社会とのつな

がりを大切にするひと 

 

○ 活力ある社会づくりに貢献し、新しい価

値を創り出し、可能性に挑戦するひと 

◇学力調査の活用 
 
◇実践的指導力の向上 

主な取組 

(4)自尊感情・人権感覚の醸成 

(5)道徳的判断力・実践意欲・態度の向上 

 
(6)規範意識の高揚 

 

◇道徳的実践力の向上 
 
◇体験活動・読書活動の推

進 

◇体力テストの活用 

◇保健指導の充実 

◇基本的生活習慣の形成 

具体的目標⑥ 

郷土愛の育成と
担い手づくり 

具体的目標④ 

多様な教育的 
ニーズへの支援 

具体的目標⑤ 

新時代における
自立した人づく
り 

■学習状況調査全国
との比較 

 （自尊感情、自
律、規範意識） 

 

（13）連続した学びの保障の充実 

（15）今日的諸教育の推進 

（14）地域とともにある学校づくりの推進 

（16）市民の文化・芸術活動の振興 

（17）地域の誇りである文化財の保存・活用 

（18）キャリア教育の充実 

（21）市民の学びの機会と読書活動の充実 

（22）学校を核とした地域づくりの推進 

（23）スポーツ・レクリエーションの充実 

（24）人権教育の推進 

（25）学校安全教育の推進 

（26）学校教育施設の整備・充実 

（27）社会教育施設の整備・充実 


