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Ⅰ 知多市教育委員会活動の点検及び評価について 

 

１ 点検及び評価の概要 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、教育委員会がその権限に属する事 

務の管理及び執行の状況について、毎年点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成 

し、これを議会に報告するとともに公表するものです。 

 

２ 点検及び評価の対象及び方法 

  知多市教育委員会では、各年度の教育方針「知多市のめざす教育」に掲げた３つの基本目標

とその事業についての取組状況を点検し、評価しています。 

  ＰＤＣＡサイクルに沿って、以下のとおり「知多市のめざす教育」に掲げた目標について、 

「主な取組状況」を点検し、「成果と課題」にその評価をまとめ、その評価を「今後の方針」と 

して次年度以降の教育行政の施策につなげます。 

  点検・評価  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＬＡＮ

めざす教育

ＤＯ

主な取組状況

ＣＨＥＣＫ

成果と課題

外部評価

ＡＣＴＩＯＮ

今後の方針

＜参考＞ 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）（抄） 

 

 （教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委

任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 

市議会に報告 

市民に公表 

（ホームページ） 
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Ⅱ 知多市教育委員会の活動状況について 

 

１ 教育委員会定例会・臨時会の開催状況 

  教育委員会の会議は、原則として毎月第２金曜日に定例会を開催しています。平成30年度は、

13回（定例会12回、臨時会１回）開催し、合計22件について審議し、71件の報告を受けました。 

  また、毎回、自由討議の時間を設け、情報の共有、意見交換を行いました。 

 (1) 開催状況 

会 議 名 日  程 審 議 報 告 自由討議 

第４回教育委員会定例会 平成30年４月13日  3件 10件  4件 

第５回教育委員会定例会     ５月11日  1件  8件  2件 

第６回教育委員会定例会     ６月８日  1件  9件  4件 

第７回教育委員会定例会     ７月13日  0件  5件  6件 

第８回教育委員会臨時会     ７月25日  2件  0件  0件 

第９回教育委員会定例会     ８月10日  3件  2件  4件 

第10回教育委員会定例会     ９月14日  1件  3件  3件 

第11回教育委員会定例会     10月12日  0件  5件  3件 

第12回教育委員会定例会     11月９日  3件  5件  2件 

第13回教育委員会定例会     12月14日  1件  4件  3件 

第１回教育委員会定例会 平成31年１月11日  2件  8件  1件 

第２回教育委員会定例会     ２月８日  2件  7件  2件 

第３回教育委員会定例会     ３月５日  3件  5件  2件 

 (2) 主な審議及び報告内容 

  【審議】 

   ・平成30年度知多市立小中学校教務主任等の任命について 

   ・平成30年度知多市優良児童等表彰の被表彰者について 

   ・平成30年度教育費補正予算（案）について 

   ・平成31年度使用小・中学校教科用図書の採択について 

   ・平成31年度使用中学校道徳科用図書の採択について 

   ・平成29年度知多市教育委員会活動の点検及び評価について 

   ・平成31年度小学校新入学児童に係る通学距離による就学校の変更の受入児童数の範囲に

ついて 

   ・知多市指定文化財の指定について 

   ・知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

   ・平成31年度教育費歳出予算（案）について 

   ・平成30年度知多市公立学校教職員等表彰について 

   ・知多市のめざす教育（平成31年度版）（案）について 

   ・平成31年度知多市立小中学校教職員の定期人事異動について 

   ・平成30年度社会教育指導員の任命について 
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   ・知多市学校施設の長寿化計画（案）について 

  【報告】 

   ・平成30年度知多市立学校事務共同実施組織表について 

   ・平成30年度知多市スポーツ推進委員及びスポーツ委員の委嘱について 

   ・市民体育館利用中止について 

   ・平成30年度中学生海外派遣事業派遣者の選考結果について 

   ・平成30年度社会体験型教員研修派遣者の選考結果について 

   ・平成30年度知多市立学校給食センター運営委員会委員について 

   ・学校におけるブロック塀等の安全点検等について 

   ・平成30年度全国学力・学習状況調査の結果について 

   ・知多市芸術文化全国大会等出場者激励記念品等支給要綱の一部改正について 

   ・知多市スポーツ競技全国大会等出場選手激励金等支給要綱の一部改正について 

   ・平成30年度体力・運動能力調査の結果について 

   ・知多市学校施設の長寿化計画（案）について 

   ・知多市新図書館基本計画（案）について 

   ・知多市文化財保存事業補助金交付要綱の一部改正について 

   ・知多市総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金交付要綱の一部改正について 

   ・知多市学校施設の開放に関する要綱の一部改正について 

２ 教育委員会会議以外の活動状況 

 (1) 協議会及び研修会 

研  修  名  等 参 加 者 

全国都市教育長協議会定期総会及び研究大会 教育長 

東海北陸都市教育長協議会定期総会及び研究大会 教育長 

愛知県都市教育長協議会総会及び研修会 教育長 

愛知県市町村教育委員会連合会総会及び研修会 教育長、委員 

市町村教育委員会教育長研修会 教育長 

尾張部都市教育長会議 教育長 

知多地方教育事務協議会 教育長、委員 

 (2) 学校訪問・各種行事などへの出席 

   学校現場の実態把握、めざす教育に掲げた目標の取組状況の把握のため、全小中学校を訪

問し、意見交換を行うとともに、教育行事への出席や県外視察を実施しました。 
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Ⅲ 知多市のめざす教育 

 

 

 

 

学び合い、豊かな心を育むまち 
 

 知多市を取り巻く社会環境は、人口減少、少子高齢化の進行、経済産業構造の変化、市民

活動の活発化を受け、地域社会の構造や市民の価値観が大きく変化し、新たな地域づくりに

取り組む必要があります。 

 知多市教育委員会では、第５次総合計画（平成２３年度から令和２年度まで）の「教育文

化」の分野別計画として掲げた「学び合い、豊かな心を育むまち」をめざして、教育施策を

展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知多市のめざす教育 

次代の社会で活躍できる子どもをみんなで育めるよう、教育力の強化、学習環

境の整備を推進するとともに、魅力ある学校給食の提供に取り組みます。 

生涯を通じて学び合い、豊かな人間性や創造性を育めるよう、生涯学習環境の

整備、文化芸術活動の促進、文化財保護に取り組みます。 

豊かなスポーツライフを実感できるよう、スポーツ振興に努めるとともに、総

合型地域スポーツクラブの設立に取り組みます。 

知多市教育委員会 
（平成３０年度版） 

学校教育 
 

次代の社会で活躍で

きる子どもをみんな

で育むまち 

生涯スポーツ 

 

豊かなスポーツライ

フを実感できるまち 

生涯学習 

 

生涯を通じて学び合

い、豊かな人間性や創

造性を育むまち 
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めざす教育の見方 

 

 

 

 

基本目標１ 次代の社会で活躍できる子どもをみんなで育むまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本戦略と主要施策】 

１ 教育力 

(1) 学校教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 魅力ある学校づくり推進事業による現職教育の充実や、教科等指導員の活用、

若手教員研修などにより、教員全体の授業力向上に取り組みます。 

  

 

学校、家庭、地域、市役所が連携・補完しながら適切な教育環境を整備し、次代の

社会で活躍できる子どもが健やかな体とたくましい心を形成し、確かな学力、豊かな

人間性・社会性を育んでいます。 

めざす将来の姿（ビジョン） 

次代の社会で活躍する人材を育成するため、教員の授業力向上やアクティブラー

ニング、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業などの推進に取り組み、子

どもたちの基礎的・基本的な学力の充実を図るとともに、キャリア教育を推進し、

将来の生き方・働き方について自ら選択・決定できる力を育みます。 

第５次総合計画における「めざす将来の姿（ビジョン）」 

第５次総合計画で掲げる基本戦略を具体化し、中短期的

視点から明らかにした第５次総合計画組織別計画（後期

４年）における「課の経営方針」 

第５次総合計画及び第５次総合計画組織別計画（後期４年）に基

づき、めざす教育において掲げる単年度における主要施策 
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基本目標１ 次代の社会で活躍できる子どもをみんなで育むまち 
 

 

 

 

 

 

【基本戦略と主要施策】 

１ 教育力 

(1) 学校教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ① 魅力ある学校づくり推進事業による現職教育の充実や、教科等指導員の活用、

若手教員研修などにより、教員全体の授業力向上に取り組みます。 

    ② 授業においてＩＣＴ（情報通信技術）の導入を図ったり、アクティブラーニン

グを推進するなどして、子どもたちが主体的に学ぶ機会を増やし、学習意欲の向

上に取り組みます。 

    ③ 学ぶ意義や働く意義などについて考えるキャリアデザイン事業を行うなど、ラ

イフステージに合わせ、キャリア教育の充実を図ります。 

    ④ 健やかな心、思いやりの心を育む道徳・人権教育に取り組みます。 

 

(2) 安心で楽しい学校生活の推進 

 

 

 

 

 

 

 

    ① 知多市いじめ防止基本方針に則り、いじめ防止対策の組織的な対応を進めます。 

    ② 園児・児童、児童・生徒、教職員間の交流に取り組むとともに、幼保小中連携

について家庭への啓発の充実に努めます。 

    ③ 学校、家庭、スクールカウンセラー、学校生活適応指導教室、ＮＰＯなどとの

連携の充実に努め、不登校傾向にある児童生徒の早期発見・早期対応に取り組む

とともに、不登校児童生徒に対して個に応じた支援を行います。 

    ④ 学校生活指導員を配置して、特別な支援や配慮が必要な子どもたちの教育的ニ

 

学校、家庭、地域、市役所が連携・補完しながら適切な教育環境を整備し、

次代の社会で活躍できる子どもが健やかな体とたくましい心を形成し、確かな

学力、豊かな人間性・社会性を育んでいます。 

めざす将来の姿（ビジョン） 

次代の社会で活躍する人材を育成するため、現職教育に基づく教員の授業力向上

やアクティブラーニング、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業などの推

進に取り組み、子どもたちの基礎的・基本的な学力の充実を図ります。また、子ど

もたちが社会や世界に向き合い、関わり合う力を身に付けることができるように、

キャリア教育を推進し、将来の生き方・働き方について自ら選択・決定できる力を

育みます。 

子どもたちの豊かな心、自主性・自律性を育むため、学校生活における子どもた

ちの主体的な取組を推進し、相手を思いやる心やルールを守る規範意識を育み、い

じめのない学校生活の実現に取り組みます。また、子どもたちが安心して楽しく学

校生活を営むことができるよう、幼・保小中連携などに取り組むとともに、学校生

活指導員などを配置し、子どもたちに、よりきめ細やかな指導・支援を行います。 
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ーズに合わせ、きめ細やかな指導・支援を行います。 

    ⑤ 国際理解教育を推進するなど、多文化共生の資質や能力の育成に努めます。 

    ⑥ 各種防災訓練を行うとともに、地域等と連携して防災教育の実施に努めます。 

 

２ 学習環境 

(1) 地域の教育力を生かした魅力的な学校づくりの推進 

 

 

 

 

    ① 魅力ある学校づくり推進事業などによって、地域の特性に合わせた特色ある学

校づくりに取り組みます。 

    ② ホームページなどを活用し、保護者、地域に積極的に情報発信するとともに、

学校評議員や、ゲストティーチャー、学校支援ボランティア、大学等の教育関係

機関との連携に基づく人材活用など、地域の声や力を学校運営に生かします。 

 

(2) 学校施設の整備 

 

 

 

    ① 子どもたちの生活様式の変化に対応するため、老朽化した南粕谷小学校及び旭

東小学校のトイレを洋式化する改修を行います。 

    ② 老朽化した施設を計画的に整備するため、旭南中学校の北棟の屋上防水及び外

壁の改修を行うと共に校内インターホンの改修を行います。 

    ③ 快適な学習環境の向上のため、特別教室（音楽室）に空調機がない旭北小学校、

東部中学校及び中部中学校にエアコンを設置するとともに、全小中学校の普通教

室にランニングコストを考慮した最適なエアコンを設置する基本設計を行います。 

 

３ 学校給食 

(1) 魅力ある学校給食の提供 

 

 

 

 

    ① 愛知県内産や知多市の特産物を生かして、地域の食文化を献立に取り入れ、安

心・安全でおいしい学校給食の提供に取り組みます。 

    ② 給食センターの効率的な管理運営を行うため、引き続き、調理業務等を民間事

業者に委託します。 

 

(2) 食育の推進 

 

 

 

学校、家庭、地域の連携を深め、学校支援ボランティアをはじめとする地域人材

やゲストティーチャーを活用するなど、地域の教育資源や特色を生かして創意工夫

を凝らし、魅力ある学校づくりを進めます。 

快適で安全な学習環境の向上のため、トイレ改修など時代やニーズに合わせて計

画的に学校施設の整備を進めます。 

地産地消を推進するとともに、地域の郷土食や行事食を取り入れ、子どもたちの

食体験を豊かにするような献立とするなど、安心・安全で魅力ある学校給食を提供

します。 

健やかな体と心を育むため、望ましい食習慣や正しい食生活のあり方などを身に

付けさせます。 
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    ① 市食育推進計画に基づき、栄養教諭、学校栄養職員を中核として食育を推進し

ます。 

    ② 地域人材と連携した地場産物の栽培・収穫体験等を通じて、食の大切さを啓発

します。また、保護者参加型の食に関する指導を実施します。 

 
 

基本目標２ 生涯を通じて学び合い、豊かな人間性や創造性を育むまち 
 

 

 

 

 

【基本戦略と主要施策】 

１ 生涯学習環境 

(1) 生涯学習都市づくり推進計画に基づく計画の推進 

 

 

 

 

 

 

    ① 生涯学習地域推進員を学校支援ボランティアの地域の窓口とし、地域全体で学

校を支援する学校支援ボランティア活動を推進し、地域と学校の連携を進めます。 

    ② 生涯学習ガイドブックの発行等をちた塾と協働で行い、市民への効果的な学習

情報の提供に努め、市民の自主的な学習活動を支援します。 

 

(2) 生涯学習施設の適正な整備と管理・運営 

 

 

 

    ① 勤労文化会館・図書館については、指定管理者による管理運営を行い、施設の

設置目的に合った効果的な事業実施に努めます。 

    ② 勤労文化会館の屋上防水改修工事や図書館の建築物定期調査等を実施するなど、

施設の適切な管理に努めます。 

    ③ 朝倉駅周辺整備基本構想に基づき、新たな図書館に必要とされる機能などの調

査等を行います。 

 

２ 文化芸術 

(1) 文化及び芸術事業の振興 

 

 

 

 

多くの市民が生涯にわたって学習し、文化芸術に親しむ市民が増え、伝統文

化が大切に継承され、豊かな人間性や創造性が育まれています。 

めざす将来の姿（ビジョン） 

生涯学習地域推進員、コミュニティ、ボランティア等と協働し、地域における学

習活動の充実や出前講座、リカレント講座の拡充など、多様な学習機会の提供を図

ります。さらに、これらの学習成果を地域へ還元するための取組として、地域住民

による学校支援ボランティア活動の推進や、教えたい人と学びたい人をつなぐ場を

提供する「市民大学ちた塾」の活動を支援します。 

 

生涯学習活動の場として多く市民に利用されている勤労文化会館・公民館・図書

館について、公共施設等総合管理計画に沿って適切な整備と管理・運営に努めます。 

市民自らが創造し、表現する文化芸術活動を支援し、特色ある市民文化の創造と

文化の高揚を図ります。そのために、サークルや団体が気軽に交流できる場の提供

や人材のネットワーク化を進めるなど、文化芸術活動の成果がまちづくりにつなが

るよう努めます。 
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    ① 様々な人が出会い、交流のできる機会をつくるため、文化芸術情報の収集・整

理・発信に取り組みます。 

    ② ミニコンサート、まちかどギャラリー、市民美術展の開催や勤労文化会館指定

管理者が行う文化芸術事業の支援を行い、市民が文化芸術活動の成果を発表でき

る機会の提供や、文化芸術に触れる機会をつくり、市民の文化芸術活動の支援と

文化の高揚に努めます。 
 

３ 文化財保護 

(1) 文化財の保護・管理 

 

 

 

    ① 郷土に残る歴史的遺産について調査・研究し、展覧会やホームページで公開す

るほか、「知多の講」調査など文化財調査を継続実施します。 

    ② 学校教育の場などを利用して伝統芸能の実演を行い、その重要性を伝えていく

とともに後継者の育成を支援します。 

 

 

基本目標３ 豊かなスポーツライフを実感できるまち 
 

 

 

 

 

 

【基本戦略と主要施策】 

１ スポーツ振興 

(1) スポーツ推進計画に基づく計画の推進 

 

 

 

 

 

    ① スポーツ推進委員を推進母体とし、キンボールスポーツやミニテニスなどのレ

クリエーションスポーツの普及に取り組みます。 

    ② 市体育協会の行う競技スポーツの育成・振興活動を支援します。 

    ③ 広報やホームページを活用した参加者の募集を行うとともに、関係団体と連絡

調整を図りながら、各種大会を開催します。 

    ④ 全国高等学校総合体育大会フェンシング競技を開催し、円滑に運営します。 

  

文化財調査を行い、それらの適切な保存を図り、データの収集・開示を行うとと

もに、地域に伝わる郷土民俗芸能や伝統技術の保存や継承、後継者育成を図ります。 

 

多くの市民が、生涯のいずれの時期においても、豊かなスポーツライフを実

感しています。 

めざす将来の姿（ビジョン） 

スポーツ推進委員を中心としたレクリエーションスポーツの普及・指導を図りま

す。また、競技スポーツの育成・振興を中心的に担っている体育協会の活動を支援

します。さらに、ジュニアスポーツから一般競技スポーツまで幅広い分野での各種

大会を開催し、生涯スポーツの機会の提供を行います。 
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(2) 子どもの体力向上の推進 

 

 

 

    ① 各小学校の児童の課題を洗い出し、「子どもの体力向上実践事業」として、至学

館大学と連携し、子どもの体力向上に取り組みます。 

    ② 実技研修や研究事業を通して、教員の指導力の向上などの実践を行います。 

    ③ 子どもが体を動かす機会を提供するため、昔ながらのあそび（竹馬、こまなど）

を中心にした「あそびチャンピオン大会」を開催し、子どもの体力向上に取り組

みます。 

 

(3) 生涯スポーツの環境整備 

 

 

 

 

    ① 市民体育館特定天井等改修工事の設計やトレーニング室の機器の計画的な更新

などを行い、利用者が安心して利用できるスポーツ施設の整備を進めます。 

    ② 各種スポーツ研修会などを通して、スポーツ指導者の養成などスポーツの振興

を図る下地づくりを進めます。 

 

２ 地域スポーツ 

(1) 総合型地域スポーツクラブの推進 

 

 

 

 

    ① 総合型地域スポーツクラブプロジェクト会議で、総合型地域スポーツクラブの

未設置地区に助言等を行い、令和２年度までの設立を支援します。 

    ② 総合型地域スポーツクラブの拡充に向け、クラブ間の情報交換の場を設け、連

携に努め、各クラブの特長や地域の特色を生かしたあり方を検討するとともに、

新規会員の加入促進と会員の定着に努めます。 

 

(2) 地域スポーツ事業の充実 

 

 

 

    ① スポーツ推進委員、コミュニティとの連携によって、ウォーキング事業などを

実施するとともに、地区運動会などを支援し、健康を視野に入れた地域スポーツ

事業の充実に努めます。  

子どもの体を動かす機会の確保、教員の指導力の向上などの体力向上実践事業を

行います。 

スポーツ施設の計画的な修理や備品の更新など、より安全な施設となるよう整備

するとともに適切に管理します。また、スポーツ指導者の養成などスポーツ振興を

支える環境を整備します。 

総合型地域スポーツクラブ間の連携の強化に努め、地域の特色を生かした運営と

会員数の定着を図るとともに、自立した多様な活動ができるようなあり方を検討し

ます。 

 

スポーツ推進委員会及びコミュニティと協働し、健康を視野に入れた地域スポー

ツ事業の充実を図ります。 
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Ⅳ 基本目標とその取組の柱に関する点検及び評価 

 

基本目標１ 次代の社会で活躍できる子どもをみんなで育むまち 

 １ 教育力 

  (1) 学校教育の充実 

① 魅力ある学校づくり推進事業による現職教育の充実や、教科等指導員の活用、若手教

員研修などにより、教員全体の授業力向上に取り組みます。 

② 授業においてＩＣＴ（情報通信技術）の導入を図ったり、アクティブラーニングを推

進するなどして、子どもたちが主体的に学ぶ機会を増やし、学習意欲の向上に取り組み

ます。 

  〔主な取組状況〕 

   ・魅力ある学校づくり推進事業における現職教育や現職教育研究事業などを中心に、授業

研究を柱とした実践研究を行い、学校ごとに特色あるテーマで現職教育を推進しました。 

   ・主な現職教育の目標とテーマ 

目  標 テ  ー  マ 

新教科「特別の教科 道
徳」に関わる教員の授業
力向上 

よりよい生き方を見つけることができる児童の育成－考え、
議論する道徳の授業を通して－ 

豊かな心をもつ中部中生の育成－発問を工夫した道徳の授
業実践を通して－ 

自ら考え、生き生きと活動できるかすやっ子の育成－アクテ
ィブ・ラーニングを取り入れた道徳の授業を通して－ 

自己を見つめて、よりよく生きようとする子どもの育成－各
教科における道徳教育の目標を生かしながら－ 

共感的に学び合い、豊かな心をもつ八中生の育成－道徳の授
業を中心とした道徳教育の充実－ 

キャリア教育とカリキュ
ラムマネジメント能力の
向上 

地域・学校に誇りをもち協働して自らの未来を切り拓く佐布
里っ子の育成 ～「ほこり」「ひと」「じぶん」「いま」「み
らい」の５つの視点によるキャリア教育の実践を通して～ 

主体的・対話的な学習方
法を取り入れた深い学び
につながる授業の構築 

主体的に考え、学び合う児童の育成－効果的な話し合い活動
の手だてと工夫を通して－ 

主体的・対話的で深い学びができる児童の育成－道徳科にお
ける問題解決的な授業展開を通して－ 

児童が生き生きと学ぶ、主体的・対話的な学習をめざして－
「アクティブラーニング」と取り入れた授業実践を通して－ 

他者とのかかわり合いの
中で、自らの個性を発揮
し心豊かに、学びを深め
る生徒を育成する授業の
構築 

生きる力を育む総合的な学習の時間の創造－異学年や保護
者、地域の方々との交流を通して－ 

多様な考えに触れ、思考を深めることのできる児童の育成－
豊かな対話のある授業づくりを通して－ 

他者とのかかわり合いの中で主体的に学びを深める生徒の
育成－生徒一人一人が活躍する「全員参加の対話」が生まれ
る授業づくりを通して－ 

自らの個性を発揮し、心豊かに、学びを深める生徒の育成－
自他とつながる「対話」を軸とした学習活動の構築を目指し
て－ 
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学び合い、「わかる・で
きる」授業の実践 

すべての児童が生き生きと学べる授業づくり－ユニバーサ
ルデザインを取り入れた算数科の授業を中心として－ 

道徳授業の研究と外国語
学習環境の整備 

異なる価値観を受け入れることができる児童の育成世界を
身近に感じ、理解し合える児童を目指して－対話による言語
活動を活かした授業・「揺れる」体験を通して－ 

   ・若手教員の授業力や学級経営力の向上を図るため、若手教員研修会の中で約８か月にわ

たる授業研究や研修、教育講演を実施するとともに、若手教員を指導する立場にある教員

に対しては、ミドルリーダー研修会を実施しました。 

   ・若手教員研修会及びミドルリーダー研修会における講演内容 

 内    容 講 演 者 

若手教員研修会 心に届く 道徳の授業を求めて 
西尾市立西野町小学校 
校長 石川 雅春 氏 

ミドルリーダー
研修会 

特別な支援を要する児童生徒の教育
における今日的課題（講義） 

知多市教育委員会 
指導主事 越智 真剛 

事例からミドルリーダーとしての役
割を考える（グループ協議） 

 

ミドルリーダーとして期待すること 
知多市教育委員会 
 教育長 永井 清司 

   ・外部講師を活用して、カリキュラムマネジメント能力の向上を図り、体系的なキャリア

教育を推進するための研究授業を行いました。 

   ・ミドルリーダー研修では、各自が選択した課題の事例レポートを持ち寄り、課題解決を

図るためにミドルリーダーとしてするべきことについて議論しました。 

   ・「脳を活性化させ、課題と向き合い、自分でじっくり考える学習（主体的な学び）」と

「話し合いにより、友達と一緒に問題を解決していく学習（対話的な学び）」を活用した

授業に、様々な学習課題の中で、図表や、画像、動画などのイメージや実物などの見える

教材を導入し、視聴覚的に理解しやすい工夫を凝らして学習意欲の向上を図るなど、それ

ぞれの学校で「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に努めました。 

   ・社会科や、算数・数学科、外国語活動（英語科）を中心に、タブレットや電子黒板など

を活用することで、見える化（視覚的に理解を深める）を図った授業を実施しました。 

   ・県委託事業「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」を知多市立八幡小学校で実

施し、道徳教育の在り方について学ぶ機会を設けました。 

   ・教科等指導員を積極的に活用し、若手教員の授業力の向上に取り組みました。 

   ・教科等指導員活用状況 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

活用回数 180回 131回 136回 

  〔成果○と課題△〕 

   ○今年度から小学校で全面実施された「特別の教科 道徳」について、授業研究を重ねる

ことで、授業の実施から評価までを通した教員の授業力を向上させることができました。 

   △中学校での「特別の教科 道徳」の全面実施や、小学校中学年での外国語活動、高学年

での外国語科の全面実施など、次期学習指導要領の全面実施に向けて、教員の授業力の向

上にさらに努める必要があります。 
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   ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業や教室環境の整備を行うことで、より分

かりやすい授業を行ったり、人に優しい学習環境を整えたりすることができました。 

   ○ＩＣＴ機器を用い、映像や音声を効果的に授業に取り込むことで、児童生徒の集中力や

理解力、学習意欲が高まっている様子が見受けられました。また、児童生徒が話し合いに

よる学習の場においても、ＩＣＴ機器を利用することでその内容が深まる場面も多く、「主

体的・対話的で深い学び」を推進の一助とすることができました。 

   ○タブレットや電子黒板を積極的に活用することで、児童にとって分かりやすく、かつ知

的好奇心を喚起するような授業を行うことができました。 

   △ＩＣＴは、自在に活用できれば、より効果的に授業を行うことができるため、使用方法

や、学習に有効なコンテンツについて、研修・研究などをさらに進める必要があります。 

   △教科等指導員は、資質に優れた教員に委嘱し、市内の学校の要請に応じて、適宜、教科

指導を行っていますが、各指導員はそれぞれの所属校でも中心的な教員として活躍してお

り、指導員の活用が進むにつれ、負担が増大しています。 

  〔今後の方針〕 

   ・現職教育をはじめ、若手教員研修、ミドルリーダー研修など、今後も積極的に教員の資

質向上に努めます。 

   ・各学校の授業研究の成果については、様々な機会を捉えて、市内の全ての教員に還元し、

学校全体の授業力の向上に努めます。 

   ・「主体的・対話的で深い学び」の実現を図るため、引き続き、各学校で特色ある授業を

行い、児童生徒の学習意欲を高めるなど、アクティブラーニングの推進に努めます。 

   ・市教育研究会のコンピュータ部会などと連携し、プログラミング教育の教育課程、ＩＣ

Ｔ環境の充実を図り、デジタル教科書等を活用した授業力の育成に努めます。 

   ・教科等指導員の制度は、教員の資質向上に非常に有効な取組のため、指導員の活用の場

を精選したり、一つの教科等で複数の指導員を配置したりするなど、負担とのバランスを

図りながら制度の適切な運用に努めます。 

   ・ＩＣＴ機器の導入方針の検討と伴に、積極的な活用と指導方法の研究に努めます。 

 

③ 学ぶ意義や働く意義などについて考えるキャリアデザイン事業を行うなど、ライフス

テージに合わせ、キャリア教育の充実を図ります。 

④ 健やかな心、思いやりの心を育む道徳・人権教育に取り組みます。 

  〔主な取組状況〕 

   ・キャリア教育の一環として、小学校では４年生を対象に、ドリームマップ作成講座を、

中学校では２年生を対象に、自転車冒険家によるキャリアデザインセミナーを実施しまし

た。 

   ・県委託事業「キャリアスクールプロジェクト（中学校）」を全中学校で実施したのをは

じめ、地域から様々な職種に就いている社会人を招き、仕事や生き方についての講演会を

行うなど、子どもの学年、発達段階に合わせたキャリア教育を実施しました。 

   ・地域や保護者の協力を得て、焼き物の制作や米作りを行ったり、学校の近隣で働く人々
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への取材体験を行うなど、地域との交流を図りながら様々な体験活動を実施しました。 

   ・豊かな心を育むため、命に触れ合う活動として、赤ちゃんふれあい体験事業を実施した

ほか、小学校では学校公開日に積極的に道徳の授業を行い、保護者が授業に参加する場面

を設けるなど、家庭における道徳教育も視野に入れた授業を行いました。 

  〔成果○と課題△〕 

   ○キャリアデザイン事業は、小学校では、２分の１成人式の前に、中学校では職場体験に

関連付けて行うほか、中学１年及び３年では職業調べや地域講師による職業講話、また地

域の産業に関わる体験活動など、子どもの発達の段階に合せて様々なキャリア教育を実施

したことで、将来への夢や希望を考えたり、これまでの成長を振り返ったりする契機とな

るなど、子どもたちが自らの今後について具体的な目標を持つきっかけを作ることができ

ました。 

   ○道徳教育として、障害がありながら社会で活躍する職業人の講演会を聞いたり、福祉施

設において、福祉体験活動を行うだけでなく、介護作業の体験や施設維持などの実務事務

を、時間をかけて体験したりすることで、キャリア教育の視点が加わり、社会で働くこと

の意義や、生きる喜びについても学ぶことができました。 

   ○家庭の場で道徳が話題に上ることで、学校で授業として学ぶだけでなく、身近な日常で

考える機会となり、道徳教育に広がりを持たせることができました。 

  〔今後の方針〕 

   ・キャリアデザイン事業は、市のキャリア教育の中心事業として効果を上げており、夢や

将来といった未来志向の視点に重点を置きながら、継続的に実施します。 

   ・キャリア教育をより効果的に進めるため、指導計画や授業手法に工夫、改善を行うとと

もに、小中連携を一層推進し、体系的なキャリア教育となるよう努めます。 

   ・児童生徒の良好なキャリアの形成のために、発達の段階に応じた多様な体験活動や、人

との触れ合いが重要であることから、地域の力を積極的に活用し、効果的なキャリア教育

の推進に努めます。 

   ・人権意識や思いやりの心を育むため、家庭と連携を図り、日常的に人権意識を高めるこ

とができる環境作りに努めます。また、新たに教科となる道徳について、授業研究や教員

研修などを行い、指導内容の充実に努めます。 

 

  (2) 安心で楽しい学校生活の推進 

① 知多市いじめ防止基本方針に則り、いじめ防止対策の組織的な対応を進めます。 

③ 学校、家庭、スクールカウンセラー、学校生活適応指導教室、ＮＰＯなどとの連携の

充実に努め、不登校傾向にある児童生徒の早期発見・早期対応に取り組むとともに、不

登校児童生徒に対して個に応じた支援を行います。 

  〔主な取組状況〕 

   ・いじめ問題等対策委員会及びいじめ問題等対策講演会を開催するとともに、全小中学校

でいじめに係る校内研修などを実施しました。 

   ・いじめ問題等対策講演会 
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演 題 
思春期の子どもとつき合うコツ 
－勉強や友達関係の子どもの悩みに焦点を当てて－ 

講 師 東京成徳大学大学院 教授・博士（心理学） 田村 節子 氏 

対象者 ＰＴＡ関係者や各学校の生徒指導担当者等 人 数 249人 

   ・学校いじめ防止基本方針に基づき、それぞれの学校で、いじめに関するアンケートや教

育相談などを実施し、いじめの早期発見に努めるとともに、いじめを認知した場合には、

教員間で情報共有を図り学校全体で対応して早期解決に努めました。 

   ・インターネット上のいじめ防止対策として、子ども、保護者を対象にした情報モラル教

室を開催し、コミュニケーションアプリやＳＮＳを利用するときのルールを学ぶ機会を提

供しました。 

   ・不登校対策として、家庭、学校、適応指導教室の３者の連携などにより、心因的要素の

解消や生活習慣の改善などに取り組みました。 

   ・いじめ・不登校対策委員会を各学校で定期的に行い児童の様子を全職員が把握し、問題

行動に対して全職員で取り組む体制をとりました。 

   ・県教育委員会が配置するスクールカウンセラーのほか、市教育委員会のスクールカウン

セラー１人を小学校に巡回配置し、児童生徒、保護者に臨床心理の専門的見地からのカウ

ンセリングを行いました。 

   ・スクールカウンセラーが、現職教育での講師や、不登校対策部会におけるケース会議へ

の参加を行うなど、心の専門家として、学校運営を支援する場を設けました。 

   ・学校生活適応指導教室「ふれあいスクール タッチ」において、通所児童生徒の学校復

帰に向け、体験活動やカウンセリングなどを通した指導・支援を行いました。 

   ・市配置スクールカウンセラーのその他の活動実績 

活動内容 
いじめ問題対策連絡協議会、学校生活適応指導教室事例検討会、
教育支援委員会等各種会議、各学校等との連絡会、幼稚園相談
（東部幼稚園、梅が丘幼稚園） 

   ・市配置スクールカウンセラーによる小学校６校の相談実績 

相談内容別内訳 
Ｈ28（110件） Ｈ29（117件） Ｈ30（109件） 

件 数 比 率 件 数 比 率 件 数 比 率 

メンタルヘルス 69件 62.7％ 81件 69.2％ 59件 54.1％ 

養育上の問題 23件 20.9％ 20件 17.1％ 17件 15.6％ 

発達 12件 10.9％ 10件 8.5％ 24件 22.0％ 

不登校 5件 4.6％ 5件 4.3％ 8件 7.4％ 

その他 1件 0.9％ 1件 0.9％ 1件 0.9％ 

 

   ・いじめの認知件数、解消件数 

区  分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

小
学
校 

 認知件数 36件 225件 337件 

 解消件数 34件 220件 261件 

 認 知 率 7.3件 46.1件 69.1件 

文部科学省「Ｈ29児童生徒
の問題行動等生徒指導上の
諸問題に関する調査」によ
ると、いじめの認知率
（1,000人当たりの認知件
数）は小学校49.1件、中学
校24.0件です。 
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中
学
校 

 認知件数 19件 36件 46件 

 解消件数 17件 33件 32件 

 認 知 率 7.7件 14.7件 18.8件 

   ・不登校児童生徒の割合（小学校） 

区  分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

小
学
校 

 児 童 数 49人 63人 66人 

 全児童数 4,965人 4,933人 4,879人 

 発 生 率 0.99％ 1.28％ 1.35％ 

 解消者数※1 19人 22人 17人 

   ・不登校児童生徒の割合（中学校） 

区  分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

中
学
校 

 生 徒 数 125人 121人 120人 

 全生徒数 2,525人 2,461人 2,442人 

 発 生 率 4.95％ 4.92％ 4.91％ 

 解消者数※1 16人 13人 26人 

   ※１ 不登校児童生徒数のうち、支援・指導により登校する（できる）ようになった児童

生徒数 

   ・学校生活適応指導教室の通所・学校復帰実績 

区  分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

通所者 12人 14人 16人 

上記のうち学校復帰者 1人 2人 4人 

体験・見学者 14人 16人 10人 

  〔成果○と課題△〕 

   ○いじめ防止基本方針を基に、市、学校、保護者及び地域と連携し、共通の認識をもって、

いじめ防止対策を推進する枠組みをつくることができました。 

   ○いじめについては、教育相談や校内アンケートなどを定期的に実施するなど、子どもか

らのサインの発見と確認に努めているため、昨年度に比べて認知件数が増えています。し

かし、学校全体の問題として対応したことで早期解決を図ることができました。 

   ○スクールカウンセラーとの面談やカウンセリングにより、登校日数が増えた児童生徒が

いました。カウンセリングやプレイセラピーは児童生徒や保護者の心のケアにつなげるこ

とができました。 

   △スクールカウンセラーが行うカウンセリングは、保護者にも理解が広まってきており、

保護者の活用が増加傾向である一方で、スクールカウンセラーの訪問回数に限りがあるた

め、面接相談にすぐに応じられない場合があります。 

   △いじめについては、発生時期により年度をまたいでしまう案件もあるため、関係者で綿

密に情報の共有を図り、丁寧な対応を心掛ける必要があります。 

   △不登校の児童生徒数は、昨年度に続き、ほぼ横ばいとなりました。昨年度から不登校傾

向であった児童生徒の人数が新たに不登校傾向になる人数より上回っています。これ以上

「Ｈ29児童生徒の問題行動
等生徒指導上の諸問題に関
する調査」によると、不登
校児童生徒の発生率は、小
学校0.54％、中学校3.25％
です。 

不登校＝年間30日以上欠席
した児童生徒のうち、何ら
かの心理的、情緒的、身体
的あるいは社会的要因・背
景により、登校しないある
いはしたくともできない状
況にある者 
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不登校を増やさない取組と、不登校が長期化している児童生徒に対する粘り強い取組が必

要です。 

   ○養育上の問題で不登校傾向にある場合には、スクールカウンセラーや児童相談センター、

警察などの関連機関と連携することで、複数の目で対応することができました。 

   ○学校生活適応指導教室の指導員を学校に派遣したことで、対象児童生徒の情報の共有が

図られ、適応指導教室と学校の双方で、より適切な指導を行えるようになりました。 

   ○学校と適応指導教室の連携を密にし、不登校児童生徒の早期発見と早期対応に取り組む

とともに、指導主事を１人増員して３人体制に強化し、各学校の不登校児童生徒の状況を

的確に把握して、学校に対し積極的に支援や助言を行いました。 

  〔今後の方針〕 

   ・いじめ防止基本方針を基に、学校いじめ防止基本方針の見直しを進め、適切ないじめ防

止対策の推進に努めます。 

   ・いじめ問題については、学校、家庭、地域をはじめ、関係機関と連携を図りながら、粘

り強く対応するとともに、いじめの未然防止、早期発見と早期対応に取り組みます。 

   ・「該当児童などが心身の苦痛を感じたらいじめである」という考えのもと、引き続き、

子どもからの小さなサインも見逃すことなく、子どもたちに寄り添った支援に努めます。 

 

② 園児・児童、児童・生徒、教職員間の交流に取り組むとともに、幼保小中連携につい

て家庭への啓発の充実に努めます。 

  〔主な取組状況〕 

   ・幼保小連携として、給食体験、授業参観、遊具遊び等、接続期カリキュラムに従い、就

学前から積極的に交流を行いました。また、小中連携として、小中合同のあいさつ運動、

清掃活動を始め、中学生による小学生への出前授業や部活動指導などを実施しました。 

   ・教員間の幼保小中連携として、各中学校区を中心に情報交換会や合同研修会、授業研究

への参加活動などを行いました。 

   ・幼保小交流の様子を、学校のホームページや学校便りに掲載し、家庭や地域に情報を発

信しました。 

   ・地域と連携したあいさつ運動や学校祭などの児童会・生徒会行事を、子どもが主体とな

って実行委員会を組織し、企画・運営しました。 

   ・幼保小中連携活動の一例 

 

 

 

  【岡田小学校・岡田保育園・岡田西保育園】     【東部中学校・東部幼稚園】 

       給食体験（保小交流会）           幼稚園訪問（読み聞かせ） 
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  〔成果○と課題△〕 

   ○幼保小連携では、園児は、遊びや給食交流会を通じて、学校生活の始まりという大きな

変化への準備ができ、入学への安心感や良いイメージを膨らませることができました。児

童は、園児の面倒を見ることで年長者としての自信と責任感を自覚し、共に成長する良い

機会となりました。小中連携では、児童生徒会行事や水泳などの部活動指導、出前講座、

学校訪問など、多岐にわたる交流を行い、それぞれに効果的な発達を促すことができまし

た。また、教員も、進学してくる子どもたちの様子を把握することで、入学後の適切な指

導に役立てることができました。 

   ○様々な行事でペア活動を行い、異年齢交流を行う中、お互いの役割や人関係性を理解す

ることで、上級生には思いやりや責任感を、下級生には、将来自らが上級生となる自覚を

持つ機会となるなど、自己肯定感や自己有用感を高めることができました。 

   △異校種の交流となるため、日程調整や交流の実施に必要な準備時間の確保が難しくなっ

ています。 

  〔今後の方針〕 

   ・児童会や生徒会、また委員会活動を中心に、地域と積極的に関わりながらボランティア

活動や奉仕活動などを行い、子どもたちの相手を思いやる心やルールを守る規範意識を育

みます。 

   ・幼保小中の年間事業計画の調整を進めるなかで、交流事業の見直しを行い、効果と効率

のバランスの取れた事業の検討を進め、子どもたちのよりよい成長の場となるよう、異年

齢交流に取り組みます。 

 

④ 学校生活指導員を配置して、特別な支援や配慮が必要な子どもたちの教育的ニーズに

合わせ、きめ細やかな指導・支援を行います。 

  〔主な取組状況〕 

   ・学校生活指導員は、特別な配慮が必要な子どもたちへの適切な指導・支援、担任教員な

どの負担軽減を図るためになくてならない存在であり、学校の教育現場の実情を鑑み、昨

年度に続き38人体制としました。 

   ・特別な配慮が必要な子どもたちを支援するため、「成

長ファイル」を活用し、保護者と教員が連携しながら、

子ども一人一人に応じた指導を行いました。 

    ※成長ファイル…特別な配慮が必要な児童生徒が、成

長段階に合わせて学校などで適切な支援が受けられ

るように、保護者と教員などが協働で作成する個別支

援計画を保存するファイル。 

   ・特別な配慮が必要な子どもたちに対し、学校生活指導員がより適切・効果的に支援でき

るよう、学校生活指導員向けの研修事業を実施しました。 

  〔成果○と課題△〕 

   ○成長ファイルの活用を推進することによって、学校と家庭、教員同士で情報の共有を図
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り、組織的に指導・支援を行うことができました。 

   ○学校生活指導員を38人体制としたことで、特別な配慮が必要な子どもたちに、状況に応

じたきめ細かな対応を行うことができました。 

   ○怪我や体調不良を訴える子どものほかに、支援を要する子どもや不登校傾向にある子ど

もが登校するために保健室を利用することも多く、規模の大きい学校では、学校生活指導

員だけでは手が足りず、業務に支障をきたす場合があり養護教諭補助員を配置し、保健室

業務の改善を行いました。 

  〔今後の方針〕 

   ・学校生活指導については、指導現場の声を聞き取り、より子どもたちが安心して学校生

活を営むことができるよう、適切な運営に努めます。 

 

⑤ 国際理解教育を推進するなど、多文化共生の資質や能力の育成に努めます。 

  〔主な取組状況〕 

   ・外国人児童生徒指導員、外国人児童生徒指導協力員を配置し、児童生徒の学校生活や学

習活動への支援を行うとともに、教職員と保護者の意思疎通の支援に取り組みました。 

   ・ＡＬＴを活用し、外国語活動のみならず、給食でのふれあいや低学年での国際理解教室

などを実施し、国際理解を深め、英語への関心を高めました。 

   ・社会見学でＪＩＣＡを訪問したり、国際交流として海外の学校とアートマイル事業で交

流したりするなど、国際理解教育を行いました。また、ＰＴＡが主体となって、知多市国

際ネットワーク協議会「ＡＥＬＵ」の協力を得て、「ワールドフェスティバル」を開催し

ました。 

   ・29年度より設置している日本語初期指導教室「えがお」には、指導員２名を配置し、日

本語がわからない外国人の児童生徒を対象に、日本の学校で過ごすための言葉やルールを

教えています。 

 

 

 

    【日本語初期指導教室「えがお」】         【つつじが丘小学校】    

        日本語初期指導教室            ワールドフェスティバル 

  〔成果○と課題△〕 

   ○外国人児童生徒指導員などを配置することによって、外国人児童生徒や保護者の母国語

による学習指導、生活支援を行い、学校生活への早期適応や、教職員と保護者の共通理解

を深めることができました。 

   ○ＡＬＴによる外国語活動の授業により、言語の習得だけでなく多様な価値観や多様な文
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化を学ぶことができ、外国に対する関心を高めることができました。 

   ○日本語の学習だけでなく、七夕やひな祭りなどの行事を行うことで、日本の文化につい

ても理解を深めることができました。 

   △日本語が理解できない外国人児童生徒の保護者に対して、通訳を行うなど外国人児童生

徒指導員の業務が増大しています。 

  〔今後の方針〕 

   ・外国人児童生徒指導員を増員するとともに、翻訳機を導入することにより学習場面での

指導や保護者との意思疎通をよりスムーズに行えるように努めます。 

 

⑥ 各種防災訓練を行うとともに、地域等と連携して防災教育の実施に努めます。 

  〔主な取組状況〕 

   ・警察署の協力のもと、不審者対応訓練を行うとともに、通学路周辺にある「こども110

番の家」を訪問し、日頃の感謝の気持ちを手紙にしたためて手渡しました。 

   ・地震や火災などの通常の避難訓練に加え、登下校時や校外活動など、多様な状況を想定

した避難訓練、大規模災害を想定した津波避難訓練を行うなど、より実効性が高まる各種

の避難訓練を行いました。 

   ・地域と連携し、防災訓練や、避難所設営訓練を行うなど、地域とともに災害を乗り越え

る体制づくりに努めました。 

   ・中学校では、災害時における救援者側の防災教育として、応急救護活動や炊出しなどの

訓練を実施するとともに、地域の防災訓練に積極的に参加しました。 

   ・全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を利用した緊急地震速報訓練に伴う安全行動

訓練やあいちシェイクアウト訓練に全校で参加しました。 

   ・地域や団体と連携した防災訓練等の実施例（※〔 〕は連携先） 

八幡小学校 ・地域との協働による避難所運営マニュアルの点検と避難訓練〔地域〕 

新知小学校 ・避難所設営訓練、防災訓練〔地域〕 

新田小学校 ・防災訓練〔地域〕 

つつじが丘小学校 ・夜間宿泊訓練〔団体〕 

旭東小学校 
・防災かるた、負傷者救護訓練、新聞紙座布団作りなどの全学年防災

講座〔地域〕 

旭南中学校 ・避難所設営訓練〔市・旭南小学校・地域・団体〕 
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       【つつじが丘小学校】             【旭南中学校】     

      夜間宿泊訓練（炊き出し）        避難所設営訓練（シェイクアウト） 

  〔成果○と課題△〕 

   ○避難訓練の実施にあたり、災害についての事前学習や防災講話を行って訓練に臨んだこ

とで、真剣に訓練に取り組むことができました。 

   ○有事を想定した、具体的、専門的な取組を体験することで子ども、保護者共に災害の恐

ろしさや防災対策の重要性を学ぶ機会を提供することができました。 

  〔今後の方針〕 

   ・各学校において、地域や関係機関と連携しながら、避難所運営マニュアルの点検や、避

難のあり方などを検討するとともに、災害時における避難所の適切な運営・応急教育※１の

円滑な実施形態について、点検を行うなど、学校の防災力の強化に努めます。 

   ・災害時に子どもたちが適切に対応できるよう、多様な避難訓練の実施に努めます。 

   ※１ 応急教育…災害の発生に伴い、学校教育活動が正常に実施されるまでの間、被害の

状況等に応じ休校、短縮授業等の応急的に実施する教育のこと。 

 

 ２ 学習環境 

  (1) 地域の教育力を生かした魅力的な学校づくりの推進 

① 魅力ある学校づくり推進事業などによって、地域の特性に合わせた特色ある学校づく

りに取り組みます。 

② ホームページなどを活用し、保護者、地域に積極的に情報発信するとともに、学校評

議員や、ゲストティーチャー、学校支援ボランティア、大学等の教育関係機関との連携

に基づく人材活用など、地域の声や力を学校運営に生かします。 

  〔主な取組状況〕 

   ・特色ある学校づくりに関わる各学校の取組例 

学校名 取  組  内  容 

八幡小学校 尾張万歳公演、相撲大会 

新知小学校 昔の遊び体験・暮らしの学習、米作り・餅つき体験、地域巡り 

佐布里小学校 
梅ちぎり・梅干し作り体験、米作り体験、おにぎりパーティー、地域
ブランド化推進事業 

新田小学校 登竜門祭、昔の遊び体験、グループ読み聞かせ 

岡田小学校 岡田まつりの祭り体験、雅楽鑑賞 
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旭北小学校 パネルシアター、グループ読み聞かせ 

旭南小学校 フラワーブラボーコンクール（愛知県知事賞）、一人二鉢運動 

つつじが丘小学校 
サバイバルナイト、卒業祝い餅つき体験、校地内の池の環境改善、つ
つじが丘ワールドフェスティバル 

南粕谷小学校 きんかんジャム・米作り体験、手縫い・切り絵体験 

旭東小学校 
緑化環境教育、竹切り・竹細工作り体験、親子グリーンスマイル活動、
一人二鉢運動、実のなる木ペア収穫 

八幡中学校 八中祭応援パフォーマンス・ステンドグラス制作 

知多中学校 地域行事・イベントでのボランティア活動 

旭南中学校 フラワーブラボーコンクール、旭南祭、４０周年記念事業 

東部中学校 東部コミュニティ祭・運動会でのボランティア活動 

中部中学校 
学校祭応援合戦、和太鼓演奏、ＰＴＡ食育研修会、地域行事・イベン
トでのボランティア活動 

 

 

 

 

         【旭東小学校】              【八幡中学校】     

        実のなる木ペア収穫            ステンドグラス制作 

   ・地域や保護者に対し、積極的に学校公開を行い、親しみやすく、開かれた学校づくりに

取り組むとともに、総合的な学習の時間などに地域の人材をゲストティーチャーとして招

くなどして地域の知識・経験を生かした学習に取り組みました。 

   ・ＰＴＡやボランティア団体の協力を得て、読み聞かせや地域の伝統文化や行事の体験学

習などを行うとともに、地域行事やコミュニティ活動に子どもがボランティアとして参加

する機会を設けるなど、豊かな体験活動を通じ、地域と一体となって子どもを育てる取組

を行いました。 

   ・学校だよりの定期発行や、ホームページ、ブログなどをこまめに更新し、子どもたちが

学校で授業に打ち込む様子や、学校行事に参加している様子を保護者に提供しました。 

   ・大学生ボランティアを受け入れ、学校の教育活動のさらなる充実に役立てました。 

  〔成果○と課題△〕 

   〇地域の人材をゲストティーチャーとして招いて講演や体験活動を行うことで、子どもた

ちの地域への理解と愛着を育むとともに、学校と地域の連携を強化することができました。 

   ○ホームページやブログの更新をこまめに行ったことで、子どもたちの学校での様子を保

護者に分かりやすく伝えることができ、日々の学校での授業や取組に対し、効果的に理解

を得ることができました。 
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   ○学校だよりの発行やホームページなどによる情報発信を積極的に行い、地域の中の学校

となる取組を推進したことで、家庭や地域の学校に対する関心を高めることができました。 

   △学校からの情報発信は、保護者や地域に理解や協力を求めるうえで重要な要素であるこ

とから、学校からの情報発信を継続的に行うことが必要です。 

  〔今後の方針〕 

   ・各学校の特色を生かし、学校、家庭、地域で連携した教育の推進を図ります。 

   ・地域住民や地域の人材を積極的に活用するなど、地域に根差した教育を推進し、郷土文

化への理解の促進や郷土愛の育成に努めます。 

   ・保護者や地域の学校に対する理解の増進を図るため、学校だよりやインターネットなど

を利用した学校からの情報発信に努めます。 

 

  (2) 学校施設の整備 

① 子どもたちの生活様式の変化に対応するため、老朽化した南粕谷小学校及び旭東小学

校のトイレを洋式化する改修を行います。 

② 老朽化した施設を計画的に整備するため、旭南中学校の北棟の屋上防水及び外壁の改

修を行うと共に校内インターホンの改修を行います。 

③ 快適な学習環境の向上のため、特別教室（音楽室）に空調機がない旭北小学校、東部

中学校及び中部中学校にエアコンを設置するとともに、全小中学校の普通教室にランニ

ングコストを考慮した最適なエアコンを設置する基本設計を行います。 

  〔主な取組状況〕 

事  業  名 事 業 費 

南粕谷小学校校舎トイレ第２期改修事業 14,310,000円 

旭東小学校校舎トイレ第１期改修事業 41,958,000円 

旭南中学校北棟校舎大規模改修事業 63,558,000円 

旭北小学校音楽室空調機設置事業 2,700,000円 

東部中学校・中部中学校音楽室空調機設置事業 4,428,000円 

小中学校普通教室空調設備基本計画 13,716,000円 

小中学校普通教室空調設備整備工事設計委託費 17,280,000円 

小中学校普通教室空調設備整備工事監理委託費 14,256,000円 

小中学校普通教室空調設備整備工事 777,168,000円 

   ・小学校校舎トイレ改修事業（全体状況） 

事業完了目標年度 令和２年度 

目標洋式化率 70％ 

31年３月末現在の洋式化率 69％ 

  〔成果○と課題△〕 

   〇トイレ改修事業により、旭東小学校と南粕谷小学校のトイレ環境を改善することができ

ました。 

   〇旭南中学校北棟校舎の屋上防水、外壁の老朽化対策及び校内インターホン改修を行うこ
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とで、機能維持を図ることができました。 

   ○音楽室空調機設置事業により旭北小学校と東部中学校・中部中学校の音楽室の環境を改

善することができました。各学校の普通教室については、空調設備の整備工事を始めるこ

とができました。 

   △学校施設は耐震改修については全て終了しているものの、老朽化が進んでいるものが多

く、学習環境の向上のため、今後も計画的に改修事業を実施することが必要です。 

  〔今後の方針〕 

   ・校舎外壁などの大規模改修事業については、老朽化が進んでいるものから順に、計画的

に実施します。 

   ・小学校校舎トイレ改修事業を令和２年度までに完了させ、令和３年度からは中学校校舎

トイレ改修事業を実施する予定です。 

   ・区画整理事業の実施により、児童数の増加が見込まれる新知小学校の教室数の不足に対

応するため、令和元年度に校舎増築を行います。 

   ・夏の暑さ対策として、児童生徒が１年を通して快適な学校生活を送ることができ、また、

集中して学習ができる環境を整えるため、各学校の普通教室に空調設備を設置します。 

 

 ３ 学校給食 

  (1) 魅力ある学校給食の提供 

① 愛知県内産や知多市の特産物を生かして、地域の食文化を献立に取り入れ、安心・安

全でおいしい学校給食の提供に取り組みます。 

② 給食センターの効率的な管理運営を行うため、引き続き、調理業務等を民間事業者に

委託します。 

  〔主な取組状況〕 

   ・知多市や愛知県内の特産物をできる限り使用し、安心安全な学校給食の提供に努めまし

た。 

   ・給食センターの調理と配送に関わる業務委託を一括して民間事業者に委託し、受託業者

の豊富な経験と専門性を生かして、業務の安定化を図りました。 

  〔成果○と課題△〕 

   ○地産地消を推進したことで、知多市の小松菜・鶉卵を年間・月間を通して使用できまし

た。 

   ○給食センターの調理から学校配送までの業務管理や運用などを一本化して民間事業者に

委託し、安定的・効率的に管理運営を行うことができました。 

   △地産地消の推進にあたっては、食材が割高になる場合や、供給量不足で使用できない場

合もあるため、バランスに留意が必要です。 

  〔今後の方針〕 

   ・品質の確かな食材を確保するとともに、地産地消を可能な限り推進して、安心安全でお

いしい給食の提供に努めます。 

   ・給食センターの調理等業務を民間事業者に継続委託し、効率的な管理運営を図ります。 
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  (2) 食育の推進 

① 市食育推進計画に基づき、栄養教諭、学校栄養職員を中核として食育を推進します。 

② 地域人材と連携した地場産物の栽培・収穫体験等を通じて、食の大切さを啓発します。

また、保護者参加型の食に関する指導を実施します。 

  〔主な取組状況〕 

   ・小学校全学年と中学校１年の全クラスを対象に、栄養教諭による食に関する指導を実施

しました。 

   ・学校保健委員会やＰＴＡ給食試食会で、家庭向けに食育の啓発を行いました。 

   ・朝食を概ね毎日食べる児童生徒の割合 

 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

小学校 94.75％ 94.42％ 94.78％ 

中学校 91.97％ 90.95％ 91.76％ 

   ・給食を食べ残した割合（残菜率） 

 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

小学校 2.6％ 2.6％ 2.0％ 

中学校 1.4％ 1.3％ 1.0％ 

  〔成果○と課題△〕 

   ○朝食を概ね毎日食べる児童生徒の割合は９割を超え、大半の児童生徒が適切に摂取して

いると考えられます。 

   ○給食を食べ残した割合は、小学校よりも中学校のほうが低く、義務教育９年間にわたる

継続的な指導の効果が現れています。また、この割合は、県の平均値（30年度実績）であ

る小学校5.6％、中学校3.7％と比べ良好な結果が得られています。 

   △給食を食べ残した割合は、学校によりばらつきがあるため、残菜率の高い学校への啓発

が必要です。 

  〔今後の方針〕 

   ・市食育推進計画に基づき、栄養教諭を中核として食育を推進するとともに、朝食の大切

さについて食育の授業や学校保健委員会などで継続的な指導を行います。 

   ・学校給食で児童生徒に多様な食材や献立を経験させるとともに、給食だよりなどを用い

て家庭に対し、食育の啓発を行います。 

   ・栄養教諭を中核に、食育の一環として食物の大切さを伝えて残菜が減るよう指導すると

ともに、残菜率については、引き続き学校に周知を行い、持続的な低減に努めます。 

 

 

基本目標２ 生涯を通じて学び合い、豊かな人間性や創造性を育むまち 

 １ 生涯学習環境 

  (1) 生涯学習都市づくり推進計画に基づく計画の推進 

① 生涯学習地域推進員を新たに学校支援ボランティアの地域の窓口とし、地域全体で学

校を支援する学校支援ボランティア活動を推進するなど、地域と学校の連携を進めます。 
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② 生涯学習ガイドブックの発行等をちた塾と協働で行い、市民への効果的な学習情報の

提供に努め、市民の自主的な学習活動を支援します。 

  〔主な取組状況〕 

   ・市民へ効果的に学習情報を提供するため、市民が利用しやすく身近な生涯学習ガイドブ

ックをめざし、ＮＰＯ法人市民大学ちた塾と協働で発刊し、戸別配付をしました。 

   ・学校と地域の連携を強化し、地域の生涯学習活動を推進するため、各コミュニティに１

名ずつ、合計10名の生涯学習地域推進員を配置するとともに、その資質向上のための研修

会などを行いました。 

   ・学校支援ボランティア活動の推進のため、学校支援ボランティアとして活動したい人を

全市的に募集し、取りまとめた登録者名簿を各学校と生涯学習地域推進員に配付し、活動

推進を図りました。 

  〔成果○と課題△〕 

   ○生涯学習ガイドブック「コノハナ」をＮＰＯ法人市民大学ちた塾と協働して２回発刊し

たことにより、市民の自主的な学習活動を支援する情報を効果的に提供することができま

した。 

   △生涯学習ガイドブック「コノハナ」が一層身近で見やすいものになるよう、利用者の意

見等を取り入れて作成する必要があります。 

   ○生涯学習地域推進員に対し、学校・家庭・地域の連携・協働をすすめるために、先進地

域の生涯学習活動の事例発表等を学ぶ研修会を開催し、各推進員の地域での今後の活動の

参考とし、資質向上に資することができました。 

   △地域の生涯学習活動及び学校・家庭・地域の連携・協働をより活発にするために、継続

して生涯学習地域推進員の資質向上を図る必要があります。 

   ○学校からの要請に応じ、授業のサポート・環境整備・蔵書点検等の活動に学校支援ボラ

ンティア登録者を派遣し、学校を支援することができました。 

   △学校支援ボランティア活動をより推進するため、地域、学校双方へのＰＲやボランティ

ア登録者の人数を増やし、派遣を促進していくことが必要です。 

  〔今後の方針〕 

   ・生涯学習ガイドブックで一層身近な学習情報を提供するため、ＮＰＯ法人市民大学ちた

塾と引き続き協働し、さらに見やすい誌面づくりを目指し、掲載内容、情報提供方法など

の検討を進めます。 

   ・学校支援ボランティア活動及び学校・家庭・地域の連携・協働をより推進するため、地

域、学校へのＰＲやボランティアの募集を継続実施し、ボランティア登録者を増やすとと

もに、生涯学習地域推進員の研修や学校への情報提供を積極的に行い、管理・運用方法の

確立に努めます。 

 

  (2) 生涯学習施設の適正な整備と管理・運営 

① 勤労文化会館・図書館については、指定管理者による管理運営を行い、施設の設置目

的に合った効果的な事業実施に努めます。 
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② 勤労文化会館の屋上防水改修工事や図書館の建築物定期調査等を実施するなど、施設

の適切な管理に努めます。 

③ 朝倉駅周辺整備基本構想に基づき、新たな図書館に必要とされる機能などの調査等を

行います。 

  〔主な取組状況〕 

   ・勤労文化会館については、指定管理者により同会館の設置目的に沿った施設管理と、文

化芸術事業を行いました。また、中央図書館については、指定管理者により施設管理と、

読書啓発推進の事業を行いました。 

   ・勤労文化会館の屋上防水改修工事と中央図書館の建築物定期調査や外壁調査などを実施

しました。 

   ・各所管施設が安心して使えるように、適切な維持管理に努めました。 

   ・新たな図書館に関する市民アンケート調査、市民ワークショップ、図書館協力団体意向

調査を実施し、市民ニーズの把握に努めました。 

  〔成果○と課題△〕 

   ○勤労文化会館では、指定管理者により、ロビーコンサートなどの市民参加型事業などの

芸術鑑賞事業等、多くの文化芸術事業の実施と、適切な施設管理を行うことができました。 

   ○中央図書館では、「第３回知多市図書館を使った調べる学習コンクール」の開催や英文

多読事業など、継続して特色ある図書館事業を実施することができました。 

   △勤労文化会館、中央図書館の指定管理者による事業実施に際しては、それぞれの施設の

設置目的を効果的に達成するよう、市と連携し事業実施する必要があります。 

   ○勤労文化会館の屋上防水改修工事を実施し、また、中央図書館の建築物定期調査や外壁

調査などを行い、施設の改修が必要な箇所を把握することができました。 

   △生涯学習施設は老朽化が進んでおり、改修を必要とする箇所が多くあるので、今後も計

画的に改修事業を実施する必要があります。 

   ○新たな図書館に関して、市民アンケート調査等の結果、必要とされる図書館機能の市民

ニーズを把握することができ、基本計画へ反映させることができました。 

  〔今後の方針〕 

   ・勤労文化会館では、新たな指定管理者と連携して管理運営を行うとともに、より多くの

市民が身近に文化芸術に触れられるように、市民参加型事業など、指定管理者が行う事業

の活性化と支援に努めます。 

   ・中央図書館では、指定管理者と連携して管理運営を行い、特色ある図書館づくりに努め

ます。 

   ・施設の老朽化が進んでいるため、施設の日常点検を密にし、市民が安心して利用できる

よう、適切な維持管理に努めます。 

 

 ２ 文化芸術 

  (1) 文化及び芸術事業の振興 

① 様々な人が出会い、交流のできる機会をつくるため、文化芸術情報の収集・整理・発
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信に取り組みます。 

② ミニコンサート、まちかどギャラリー、市民美術展の開催や勤労文化会館指定管理者

が行う文化芸術事業の支援を行い、市民が文化芸術活動の成果を発表できる機会の提供

や、文化芸術に触れる機会をつくり、市民の文化芸術活動の支援と文化の高揚に努めま

す。 

  〔主な取組状況〕 

   ・市や勤労文化会館の指定管理者が実施する文化芸術事業について、生涯学習ガイドブッ

ク、市ホームページ、市フェイスブック、広報などを利用し情報発信を行いました。 

   ・文化芸術に触れる機会を提供するため、市と関連のある芸術家によるミニコンサートを

２回開催しました。 

   ・まちかどギャラリーや市民美術展を開催し、文化芸術活動の発表と鑑賞の場を提供しま

した。 

   ・文化協会など、文化芸術活動を行う団体やサークルに補助金を交付し、活動の支援を行

いました。 

   ・市民美術展開催状況 

区 分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

出 品 数 289点 227点 240点 

出品者数 190人 177人 180人 

入場者数 3,226人 3,052人 3,294人 

  〔成果○と課題△〕 

   ○ミニコンサートを２回開催し、そのうちの１回は、子どもも親も楽しめるコンサートと

したことで、幅広い年齢層の人に文化芸術に親しむ機会を提供することができました。 

   △ミニコンサートについては、実施方法や新たな出演者の発掘が課題です。 

   ○市民美術展は、日本画等の各部門の関連する本を中央図書館から借用し、配架すること

で、市民が芸術に触れやすい環境づくりができました。 

   △市民美術展は、出品者の固定化傾向があるので新たな出品者が出品しやすい方法を検討

する必要があります。 

   ○まちかどギャラリー、市民美術展による文化芸術活動の発表の場と、市民が様々な芸術

を鑑賞する場を提供することができました。 

   △まちかどギャラリーは、展示希望場所に偏りがあることが課題です。また、より多くの

市民に発表と鑑賞の場を提供するため、他の公共施設等の新たな展示場所を開拓する必要

があります。 

  〔今後の方針〕 

   ・文化芸術事業は、勤労文化会館の新たな指定管理者による事業実施を支援し、より多く

の市民が気軽に文化芸術に触れ合うことができる機会、場の提供に努めます。 

   ・ミニコンサートは、出演者の資格などの見直し、実施方法の検討を行い、新たな出演者

の発掘と幅広い年齢層の方が文化芸術に親しめるように努めます。 

   ・市民美術展は、より多くの方に出品参加してもらえるよう、実施方法を検討します。 
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   ・まちかどギャラリーは、市民の身近な作品発表の場として活用できるよう、展示場所の

検討と周知に努めます。 

   ・文化芸術事業がより一層市民に親しまれるよう、事業実施時のアンケートにより得た評

価、意見を把握し、事業に反映するように努めます。 

 

 ３ 文化財保護 

  (1) 文化財の保護・管理 

① 郷土に残る歴史的遺産について調査・研究し、展覧会やホームページで公開するほか、

「知多の講」調査など文化財調査を継続実施します。 

② 学校教育の場などを利用して伝統芸能の実演を行い、その重要性を伝えていくととも

に後継者の育成を支援します。 

  〔主な取組状況〕 

   ・市内に所在する文化財に関する展覧会を実施しました。また、市ホームページ、広報な

どを利用して市内の文化財の公開をしています。 

   ・北粕谷区の「熊野観心十界図及び那智参詣曼荼羅」と「佐布里梅」の文化財指定に向け

ての調査・研究を実施しました。 

   ・小学６年生で学習する「縄文弥生古墳時代」に関する展覧会を開催した他、小学６年生

を対象にそれに関しての出前教室を実施しました。 

   ・25年度から開始した「知多の講」調査を、継続して実施しました。 

   ・国指定重要無形民俗文化財「尾張万歳」を市内の学校で実演し、伝統芸能の普及に努め

ました。 

   ・知多市の文化遺産を活かした地域活性化事業実施計画に基づき、文化遺産を活かした取

り組みを推進しています。 

  〔成果○と課題△〕 

   ○「熊野観心十界図及び那智参詣曼荼羅」の掛軸２幅１件を市指定文化財に指定しました。 

   ○「知多の講」調査において、地域の協力により、大興寺地区の「十二日講」と八幡廻間

地区の「秋葉講」の２件の現地調査・聴き取り調査を行い、記録にとどめることができま

した。 

   ○市内小中学校５校において尾張万歳保存会による「尾張万歳」を実演し、また、知多翔

洋高校の選択授業に「尾張万歳」が取り入れられ、伝統芸能の普及・継承の重要性を伝え

ることができました。また、尾張八幡神社、名古屋市東山動植物園、歴史民俗博物館、こ

ども未来館にて、知多翔洋高校の生徒が尾張万歳保存会とともに「尾張万歳」の「御殿万

歳」を披露することができました。 

   △伝統芸能を受け継ぐ後継者の発掘と育成が課題です。 

  〔今後の方針〕 

   ・「佐布里梅」についての調査・研究を進め、市指定文化財の指定を目指します。 

   ・岡田街並保存会、関係団体、所有者等と連携し、古い建造物の保護や活用を推進します。 

   ・引き続き講の調査を進め、調査報告として文化財資料第45集「続知多市の講」を発刊す
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る予定です。 

   ・「尾張万歳」などの郷土の伝統芸能の保存・継承に取り組み、後継者の発掘と育成を支

援します。また、教育現場においては、地域や学校と連携を図りながら、子どもたちに伝

統芸能の大切さ、楽しさなどを学習体験できる機会を提供します。併せて、市内の有形・

無形の文化財を広く市民に伝えるために、企画展・収蔵品展などを通じて郷土の貴重な文

化を紹介します。 

 

 

基本目標３ 豊かなスポーツライフを実感できるまち 

 １ スポーツ振興 

  (1) スポーツ推進計画に基づく計画の推進 

① スポーツ推進委員を推進母体とし、キンボールスポーツやミニテニスなどのレクリエ

ーションスポーツの普及に取り組みます。 

② 市体育協会の行う競技スポーツの育成・振興活動を支援します。 

③ 広報やホームページを活用した参加者の募集を行うとともに、関係団体と連絡調整を

図りながら、各種大会を開催します。 

④ 全国高等学校総合体育大会フェンシング競技を開催し、円滑に運営します。 

  〔主な取組状況〕 

   ・キンボールスポーツなどの各種大会及びスポーツ教室、出前講座を開催し、市民のニー

ズに応じたスポーツ活動の振興を図りました。 

   ・スポーツ事業の参加者 

区  分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

各種大会 
事 業 数 52件  51件  51件  

参加者数 13,180人  10,954人  11,096人  

スポーツ教室、 

出前講座 

事 業 数 14件  12件  12件  

参加者数 1,174人  680人  931人  

   ・市内10小学校の体育館、グラウンド、市内５中学校の体育館、３中学校の武道場を、総

合型地域スポーツクラブ、子どものスポーツ教室や一般のレクリエーションスポーツの団

体などに開放しました。 

   ・スポーツ団体の健全育成と各スポーツ競技の振興、発展のために市体育協会に補助金の

交付を行い、各競技の大会の実施などを支援しました。 

   ・トライアスロンの世界大会である「アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン」

を開催しました。国内外から約1,600人の選手が参加し、新舞子マリンパーク周辺に約

8,500人の観戦者が訪れました。 

   ・「平成30年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会」を開催しました。大

会期間中は、全国から約800人の選手・監督が参加し、約600人の役員・補助員が大会

運営に従事しました。また、大会期間中は延べ約5,000人の方が繰り広げられる熱戦を

観戦しました。 
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   ・学校開放施設利用（小中学校体育館、グラウンド等） 

区  分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

利用件数 9,060件  8,872件  8,906件  

利用者数 205,438人  205,117人  203,308人  

  〔成果○と課題△〕 

   〇教育委員会や市体育協会主催のジュニア、女性、一般を対象とした各種大会の開催及び

一般、親子体力つくり教室や地区の高齢者を対象としたレクリエーションスポーツ、軽ス

ポーツなどの出前講座を開催することによって、ライフステージに応じたスポーツへの参

加機会の促進を図ることができました。 

   ○市体育協会に委託した市民スポーツ大会、ジュニアスポーツ大会などのスポーツ大会に

ついて、広報ちた、ホームページなどで参加者を募集するとともに、大会を開催し、より

多くの市民が、競技スポーツなどに親しむことができました。 

   ○市体育協会に委託したトップアスリートによるジュニアスポーツ育成講座では、五輪や

ワールドカップの出場経験があるバレーボールの一流選手を招き、市内の小中学生を対象

に実技指導を行い、一流のプレーに直接に触れることによって、技術だけでなく、スポー

ツマンとしての意識の向上を図ることができました。 

   △スポーツに親しむ機会の少ない市民の運動実施率を向上させることが課題です。 

   ○「アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン」では、愛知県と連携し、観戦ガイド

の知多半島のおすすめスポットに市の観光地やグルメスポットを紹介し、選手や観戦者に

市の魅力をＰＲしました。 

   ○「平成30年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技大会」は、８月１日の開会式

を皮切りに２日から５日までの４日間に渡り開催しました。高体連、競技団体、愛知県な

ど関係団体・機関と連携を図りながら、大きな事故などもなく無事終了することができま

した。また、選手・監督を始めとする全国各地からの来場者に対しても、役員・補助員一

丸となって「おもてなし」の心で歓迎するとともに、会場には市の物産ブースを出店する

など、観光物産やイベントをＰＲしました。 

  〔今後の方針〕 

   ・スポーツ参加の機会を促進するため、市体育協会と協働して、ジュニア、女性、一般を

対象とする大会を開催し、目的やライフステージに応じたスポーツの参加機会の提供に取

り組み、新規参加者の掘り起しを図ります。 

 

  (2) 子どもの体力向上の推進 

① 各小学校の児童の課題を洗い出し、「子どもの体力向上実践事業」として、至学館大

学と連携し、子どもの体力向上に取り組みます。 

② 実技研修や研究事業を通して、教員の指導力の向上などの実践を行います。 

③ 子どもが体を動かす機会を提供するため、昔ながらのあそび（竹馬、こまなど）を中

心にした「あそびチャンピオン大会」を開催し、子どもの体力向上に取り組みます。 

  〔主な取組状況〕 
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   ・産業まつりの同時開催イベントとして、「レクスポひろば」「あそびチャンピオン大会」

を開催しました。 

   ・「子どもの体力向上実践事業」として、至学館大学から体育専門の講師を招き、全小学

校で子どもの体力向上に向け実技研修や研究事業を開催しました。 

   ・体力テストの県平均以上の種目数 

 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

小学校 36種目／60種目 36種目／60種目 36種目／60種目 

   ・体力テスト（市平均）の状況（同一母体追跡） 

市平均 
Ｈ28 

４年男子 

Ｈ29 

５年男子 

Ｈ30 

６年男子 

Ｈ28 

４年女子 

Ｈ29 

５年女子 

Ｈ30 

６年女子 

50ｍ走 9.7秒 9.3秒 8.9秒 9.9秒 9.5秒 9.2秒 

立ち幅跳び 144.7cm 156.4cm 164.8cm 140.5cm 154.6cm 158.6cm 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 18.0ｍ 21.6ｍ 26.1ｍ 11.2ｍ 14.1ｍ 16.0ｍ 

  〔成果○と課題△〕 

   ○「子どもの体力向上実践事業」では、「将来にわたり運動好きな子どもを育てる」をテ

ーマとして、至学館大学から体育専門講師を招き、「実技研修」と「講演会」の実践事業

を進めることができました。 

   ○体力テスト（５月実施）について、同一母体を４年生から６年生まで追跡し、比較した

結果、体力が順調に伸びていることを確認することができました。 

   △各小学校の教員を対象に「体育授業の学習論に関する調査」を実施した結果、「意欲と

結果（目標、達成、評価）」を重視している傾向にあります。 

  〔今後の方針〕 

   ・子どもの体力向上実践事業では、事業協力者の至学館大学と連携し、体育の授業におけ

る運動量の確保に取り組むとともに、「学習過程（主題、探求、表現）」を意識し、子ど

もたちのどのような力を伸ばしていけば良いのかを追求します。 

   ・子どもの体力向上実践事業の一環として、「あそびチャンピオン大会」を実施します。 

 

  (3) 生涯スポーツの環境整備 

① 市民体育館特定天井等改修工事の設計やトレーニング室の機器の計画的な更新などを

行い、利用者が安心して利用できるスポーツ施設の整備を進めます。 

② 各種スポーツ研修会などを通して、スポーツ指導者の養成などスポーツの振興を図る

下地づくりを進めます。 

  〔主な取組状況〕 

   ・30年度の施設改修事業 

事  業  名 事 業 費 

市民体育館特定天井等改修工事設計委託 14,040,000円 

市民体育館空調設備改修工事監理委託 216,000円 

市民体育館空調設備改修工事 4,249,800円 
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   ・各種スポーツの指導者を対象に研修会を行いました。 

  〔成果○と課題△〕 

   △各種施設については、老朽化が進んでいるものが多く、安全性や利用頻度などを考慮し、

優先順位を見極め、計画的に改修を行うとともに突発的な案件に関しては俊敏な対応が必

要です。 

   △利用者の公平性の確保のため、学校施設利用光熱水費について、実態に応じ１時間単位

の徴収に見直しました。 

   ○スポーツ推進委員やスポーツ委員を対象にレクリエーションスポーツなどに関する研修

会を実施し、生涯スポーツに関する指導者の育成を図ることができました。また、市体育

協会においても会員などを対象にスポーツに関する研修会を行い、安全なスポーツ活動に

ついて啓発することができました。 

  〔今後の方針〕 

   ・施設や備品の長寿命化を図るため、計画的な改修を行います。 

   ・利用者の公平性を確保するため、各施設利用の光熱水費を実態に応じて毎年見直しをし

ていきます。 

   ・市体育協会と協力し、指導者養成のための研修会を行います。 

 

 ２ 地域スポーツ 

  (1) 総合型地域スポーツクラブの推進 

① 総合型地域スポーツクラブプロジェクト会議で、総合型地域スポーツクラブの未設置

地区に助言等を行い、令和２年度までの設立を支援します。 

② 総合型地域スポーツクラブの拡充に向け、クラブ間の情報交換の場を設け、連携に努

め、各クラブの特長や地域の特色を生かしたあり方を検討するとともに、新規会員の加

入促進と会員の定着に努めます。 

  〔主な取組状況〕 

   ・総合型地域スポーツクラブの育成と円滑な活動の促進を図るため、総合型地域スポーツ

クラブプロジェクト会議の開催や、設立後３年以内のクラブへ育成事業補助金の交付や既

設クラブの紹介などの支援を行いました。 

   ・クラブ間の意見交換会、囲碁ボール交流会を開催し、活動中の９地区の総合型地域スポ

ーツクラブの存続発展に向けて連携の強化を図りました。 

   ・総合型地域スポーツクラブの会員数 

名    称 設立年月日 
会 員 数 

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

ふれあい佐布里スポーツクラブ 平成21年４月11日 395人 425人 444人 

旭東コスモススポーツクラブ 平成22年４月17日 184人 212人 192人 

東部ふるさとスポーツクラブ 平成22年10月16日 201人 194人 190人 

○（まる）っと岡田スポーツクラブ 平成24年４月１日 238人 257人 279人 

旭北ＳＳＣ 平成24年４月21日 215人 276人 281人 
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新知いきいきスポーツクラブ 平成25年４月13日 160人 170人 185人 

八幡スマイルクラブ 平成28年４月９日 78人 72人 75人 

南粕谷フレンドリークラブ 平成28年４月９日 110人 140人 139人 

旭南わくわくクラブ 平成29年４月８日 － 94人 106人 

  〔成果○と課題△〕 

   〇市内９地区の総合型地域スポーツクラブの活動によって、地区住民がスポーツ活動をす

る機会が増加しました。 

   △各総合型地域スポーツクラブの備品などが老朽化しており、更新を検討する時期がきて

いることから、各団体の安定的な運営を確立するために、備品や消耗品、収支の状況を把

握し、管理運営方法について研究を進めることが必要です。 

  〔今後の方針〕 

   ・総合型地域スポーツクラブの拡充に向け、クラブ間での情報交換ができる場を設け、会

員の定着方法や実施種目、運営スタッフの高齢化対策などを検討するとともに、クラブの

運営に対する助言やスポーツ用具の優先的な貸出によって、総合型地域スポーツクラブの

支援に努めます。 

   ・安定的なクラブ運営を図るため、設立から10年を経過したクラブに対して育成事業補助

金の交付やクラブ紹介などの支援を行います。 

   ・総合型地域スポーツクラブが、未設置の地区についても早期に設置できるよう支援しま

す。 

 

  (2) 地域スポーツ事業の充実 

① スポーツ推進委員、コミュニティとの連携によって、ウォーキング事業などを実施す

るとともに、地区運動会などを支援し、健康を視野に入れた地域スポーツ事業の充実に

努めます。 

  〔主な取組状況〕 

   ・第17回ウォーキングデーを４月29日に各地区コミュニティと共同開催しました。 

   ・１年を通して、地区スポーツ委員会事業を行いました。 

   ・地域スポーツ事業の参加者 

区  分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

地区事業 
事 業 数 201件  195件  191件  

参加者数 11,994人  12,689人  11,599人  

  〔成果○と課題△〕 

   〇地区スポーツ委員会事業では、スポーツを通した住民同士の交流の場とすることができ

ました。 

   △地域スポーツ事業を催す場合、毎年、同じ人が参加している傾向があるため、新規参加

者の呼び込みが課題です。 

   △天候等に左右される事業も多数あるため、参加者数の変動が多いことが課題です。 
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  〔今後の方針〕 

   ・地区スポーツ委員会事業などへの参加者を増やすため、地区スポーツ委員会、コミュニ

ティとの連携や調整などのあり方を検討し、スポーツをする目的やライフステージにあっ

たスポーツ事業などへの参加機会の提供に取り組みます。 

   ・地域スポーツ事業の推進について、地区運動会、ウォーキング大会、地区スポーツ委員

会が主催するレク・スポ大会、スポーツ教室、スポーツデーなど、情報を広く、早めに周

知し、新規参加者の掘り起しに努めます。 
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Ⅴ 点検及び評価に関する検討経過 

 

実施時期 内         容 

４月 ○教育委員会定例会において、点検及び評価に関する報告書の素案を提示

し、意見聴取するとともに、スケジュールについて協議。 

５月 ○教育委員会定例会において、継続協議。 

○評価委員会議を開催し、外部評価委員に点検及び評価に関する報告書の

「主な取組状況」「成果と課題」「今後の方針」について説明し、意見聴

取。 

６月 ○教育委員会定例会において、継続協議。 

７月 ○教育委員会定例会において、継続協議。 

○評価委員会議を開催し、「学識経験者（外部評価委員）の意見」のとりま

とめを実施。 

８月 ○教育委員会定例会において、最終報告書を決定。 
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Ⅵ 学識経験者の意見 

 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第26条第２項の規定

により、平成30年度の取組に関する点検及び評価を行うに当たり、教育に関し学識を有す

る者から次のとおり意見がありました。 

 

１ 教員の育成は、現場での経験と研修の積み重ねである。若手教員やミドルリーダーの研

修、教員相互がサポート体制を組んだ授業力の向上に向けた取り組みは、子どもたちの学

習意欲の向上につながる。活用効果が高いＩＣＴ機器の導入については大勢の教員が活用

できるように環境を整え、使用方法などの研修、研究に積極的に取り組んでいただきたい。 

 

２ 令和２年度には小学校で、３年度には中学校で新学習指導要領が完全実施となり、今ま

で以上にＩＣＴ教育環境の充実が必要な時代となってきている。新しく必須となったプロ

グラミング教育は、次代を担う人材の育成には必要不可欠な教育であり、その学習環境は

是非とも整備しなくてはならない。 

さらに、10年後の学習指導要領ではデジタル教科書の導入や、学校教育における人工知

能の活用が考えられる。長期的な視点も含めた整備計画を作成していただきたい。 

 

３ いじめ防止や不登校傾向にある児童生徒への早期発見、早期対応を学校、家庭、関係機

関が情報を共有し合って取り組んだことは評価できる。残念ながら発生率が横ばいだった

不登校児童については起因が多種あるようで、現在、個々に応じたきめ細かな指導、支援

が行われている。時間を要するが、保護者の理解、児童生徒との信頼関係ができていけば

解消につながるものと期待したい。 

 

４ 外国人児童生徒やその保護者、特別支援教育、いじめや不登校といった問題、様々な保

護者への対応、児童相談センターや警察との連携等々、学校では、校内の現行スタッフだ

けでは解決の難しい問題が頻発している。今後も、スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー等の整備を進めるとともに、問題が起きないよう事前に対応できるように、

生活指導員、特別支援教育支援員、部活動外部指導員、養護教諭補助員等人的な配置の充

実を校長会等と連携しながら図っていただきたい。 

 

５ 外国人児童生徒指導員、外国人児童生徒指導協力員の配置は、言語や文化の違いから生

じる誤解、不信感、孤立、いじめ、不登校といった問題に対する解決の一助である。外国

人児童生徒、保護者にとって学校が安心できる居場所になるように更なる支援を望みたい。

多文化共生社会についても広い視野にたって考える子どもたちに期待する。 

 

６ 地域の特性に合わせた特色ある学校づくりは地域に開かれた学校づくりであり、地域の

教育力を引き出す活動であるとともに、一緒に体験学習をする良い機会であると評価した
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い。こうした学校と地域の連携や子どもたちの様子などを、顔が見え声が聞こえるような

情報として発信していただきたい。 

 

７ 市長が公約としていた小中学校の全普通教室へのエアコン設置が、猛暑を受け前倒しで

実施されることは、子どもたちの健康や安全を知多市がいかに重視しているかを示すもの

で、高く評価できる。 

一方、財政の厳しさから、知多市の学校施設の改築は途中で停滞しているかのようであ

る。築40年、50年という校舎もあり、今後の児童生徒数の推移予測を基に知多市としての

適切な学校数を考え、20年から30年の長期的な学校施設改築計画を立てる必要があると考

える。 

 

８ 子どもたちの身体づくりに学校給食が果たす役割は大きい。食材の地産地消、地域の食

文化を取り入れ、栄養バランス、味覚に配慮した献立は、十分に豊かな食体験ができるも

のである。食材の値上げといった社会の変動に対しては、安心安全を第一にしながら地域

の枠を外すこともやむを得ない。調理から配送まで安心安全を提供する日々の努力を食育

推進に生かしていただきたい。 

 

９ 知多市の文化活動の拠点として勤労文化会館、中央図書館で市民参加型事業が行われて

いることを評価したい。今後、心の豊かさを求めて多様化する市民ニーズに対しても、指

定管理者の民間活力を生かした事業や施設の活用の仕方に工夫を凝らした対応策に期待す

る。老朽化が進む施設については、利用者の安全に配慮されたい。 

 

10 学校教育の場での尾張万歳の実演は、子どもたちが興味、関心を持つきっかけになった

と思う。知多の歴史にかかわる学習にあわせて、万歳の歴史などについて学ぶことも必要

ではないか。後継者の育成は大きな課題だが、粘り強く続けていただきたい。 

 

11 学校で行われる体力テスト（走・跳・投）の追跡結果を見ると、順調に記録は伸びてお

り、体力向上に向けた取り組みは成果を上げている。産業まつりでの“あそびチャンピオ

ン大会”には、スポーツが苦手な子どもたちも挑戦している。日常、自ら楽しみながら身

体を動かし、その努力結果がわかる場として今後も続けていただきたい。 

 

 

令和元年７月２４日 

                            評価委員 片 山 義 文 

                            評価委員  川 佳 代 


