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(1) 各政策の方向性及び内容

本市の教育理念に基づく「本市の目指す教育 （目指す子ども像，目指す教職員像，目指す」

教育環境）については，その実現に向けた取組の中で，子どもを取り巻く課題が解決していく

ことが求められます。

ここでは，本市の目指す教育の実現とともに，子どもを取り巻く課題の解決を図るための６

つの大きな教育の方向性（政策）を紹介しています。

政策１ 豊かでしなやかな心をもった子どもの育成

背景

○ 暴力行為については，学校種を問わず生徒間暴力や対教師暴力が依然として多く，モ

ラルや規範意識の醸成が求められています。

活動を通して，地域や自然，さらにはその地域に暮らす人々への愛着や尊敬の念を育むこと○

が重要であり，そうした意識や態度を身に付けることが，将来他国の文化や習慣などを理解し，

国際社会において積極的に貢献しようとする態度をもった人材へと成長するためにも必要とな

っています。

本市の２割近い子どもたちが，人助けに対して消極的な立場をとっており，多様な体験の中○

から，他者とのつながりや関わりを深めていく工夫が求められています。

発達段階に応じて適切な課題を設定し，それらを○ がまん強さやねばり強さを育むために，

乗り越える体験を通して，あきらめずにねばり強く取り組むことのよさ，充実感，満足感などを就

学前から実感させていく必要があります。

上記のような背景を踏まえ 「豊かな人間性」や「自分を高める」を構成する資質や態度を，

育むために，この政策を掲げています。

この政策により，

豊かで多様な体験活動を通して，社会の一員としての自覚を促すとともに，規範意識や

人権尊重の精神に根差した思いやりの心を養います。

あわせて，地域の環境や地域に暮らす人との関わりを積み重ねる中で，我がまちを大切

にする心情や国際社会に生きる実感を育んでいきます。

また，こうした感性や情緒面の育成だけでなく，判断力や克己心，忍耐力などを養うこ

とで，高度情報化社会の中にあって，溢れる情報に左右されることなく，自律した行動や

責任ある態度がとれるよう，しなやかな心も育んでいきます。

この政策を実現するために，次の３つの施策に取り組みます。

① 施策１－１ 正義感や規範意識，思いやりの心の育成

② 施策１－２ 岡山を愛する心と国際感覚の育成

③ 施策１－３ 自律性と責任ある態度の育成
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政策２ 主体的に学び続ける子どもの育成

背景

考えやその根拠○ これまでに実施した各種の学力調査から，本市の児童生徒は，自分の

を明確に表現したり，必要な情報を読み解いて的確に示したりする力に課題があることが分かっ

ています。また，正答率の状況に関わらず，無解答率が高いのも本市の大きな特徴です。課題

の解決に当たって，発達段階に応じた段階的・継続的な指導の下，読解力・表現力の育成，学

ぶ意欲の向上を図っていく必要があります。

上記のような背景を踏まえ 「自分を高める」を構成する資質や態度を育むために，この政，

策を掲げています。

この政策により，

質の高い就学前教育を保障して学びの基盤を確かなものにするとともに，発達段階に応

じた段階的な指導を行うことで，自ら考え実践する確かな学力が身に付けられるよう支援

していきます。

また，教科学力だけでなく，多様な個性を受け入れて伸ばす豊かな学習資源を開発・提

供することで，グローバル社会に対応できる総合的な学力の育成を目指します。

さらに，一人一人を大切にしたきめ細かな学びの支援を行い，すべての子どもが主体的

に学び続けるための力や態度を養うことで，少子高齢化社会の中にあっても，社会全体の

活性化を進める担い手を育んでいきます。

この政策を実現するために，次の３つの施策に取り組みます。

① 施策２－１ 一貫した学びによる確かな学力の育成

② 施策２－２ 豊かな学習資源を活用した多様な個性の伸長

③ 施策２－３ 生涯にわたって自ら学び続けようとする態度の醸成

政策３ 健やかな体でたくましく生きる子どもの育成

背景

○ 本市の児童生徒の１週間の総運動時間を見ると，体育の時間を除くと全く運動してい

ない子どもが男女ともに数多く存在しています。仲間とともに体を動かすことは，体力

・運動能力の向上はもちろんのこと，情緒面や知的な発達を促し，コミュニケーション

能力や論理的思考力を育むことにもつながります。生涯にわたって健康で明るい生活を

送れるよう，運動の習慣化を図っていく必要があります。

○ 朝食を毎日食べる習慣が付いていない子どもが，本市の児童生徒の約５分の１を占め

ており，その傾向は学年が上がるほど強くなっています。このことから，食習慣の充実

を図っていくことも喫緊の課題となっています。

上記のような背景を踏まえ 「自分を高める」を構成する資質や態度を育むために，この政，

策を掲げています。

この政策により，

日常的な体力づくりの機会を充実させることで，健やかな体を主体的に育もうとする態

度を養うとともに，生きる力を支える重要な要素である体力の向上，食習慣の充実を図っ

ていきます。

この政策を実現するために，次の２つの施策に取り組みます。
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① 施策３－１ 健やかな体の育成

② 施策３－２ 食育の推進

政策４ 建設的な人間関係を築く子どもの育成

背景

関わりやつながりをもとうとする力が落ちています。人間関係力を築くためには，家○ 他者との

庭や地域で人と関わりつながる機会を生み出すとともに，１日の多くを過ごす学校園の中で，望

ましい集団活動を通して，よりよい人間関係を築いていく経験を積ませていく必要があります。

平成１８年度をピークにその後は減少し，この数年間は横ばい状態○ いじめの認知件数は，

にあります。また，解消率は徐々に上昇していく傾向にあります。今後は，心の教育とともに，い

じめを未然に防ぐ集団づくりを引き続き充実させていく必要があります。

○ 不登校については，小学生の出現率が年々上昇しており，中学校に入って急増する現状も

改善されていません。学力保障や集団づくり，家庭支援などの総合的な対策が課題となってい

ます。

○ 人や社会と関わる力や人間関係を育む力を育てるには，幼児期から人に認められる喜びを

味わったり，葛藤する体験を積み重ねたりする機会を，発達段階に応じて様々な場面で設けて

いくことが必要です。また，集団の中でいかに自他を大切にしていくか，地域や自然，身の回り

の環境をいかに受け入れて生活していくかといった視点を育む取組も求められています。

上記のような背景を踏まえ 「共に生きる」を構成する資質や態度を育むために，この政策，

を掲げています。

この政策により，

学び合い高め合う集団づくりの場を充実させることで，一人一人の健全な心と体を育み

つつ，不登校・いじめ・暴力行為などを生まない，健全で建設的な人間関係づくりを進め

ていきます。

また，人づくりを軸に，学校園と家庭・地域社会が連携して学びの広がりを目指す取組

を進めることで，社会が人を育み，人が社会をつくる好循環の構築を目指します。

この政策を実現するために，次の２つの施策に取り組みます。

① 施策４－１ 学び合い高め合う建設的な集団づくりの推進

② 施策４－２ 学校園と家庭・地域社会との協働体制の確立

政策５ 家庭，学校園，地域社会のネットワークを生かした教育環境の充実

背景

○ 家庭でのしつけとともに，地域での人づくりを進めていくことで，基本的な生活習慣

の定着を図ることが求められています。

家庭学習の面では，計画的な学習が全国に比べてできていない状況○ 本市の児童生徒は，

にあります。中学校３年生が家庭で復習をする割合は特に低く，学習の定着状況との関係が懸

念されます。

上記のような背景を踏まえ，岡山っ子を育成する上での基盤づくりを行うために，この政策

を掲げています。
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この政策により，

家庭や地域社会が責任をもって子どもたちに関わり，学校園や行政がその取組を支援す

， ， 。ることで 子育ての孤立を防ぐととともに 家庭や地域社会の教育力の向上を目指します

この政策を実現するために，次の２つの施策に取り組みます。

① 施策５－１ 家庭における教育力の向上

② 施策５－２ 地域社会における教育力の向上

政策６ 学校園の組織力を生かした教育環境の充実

背景

教職員の年齢構成については，いわゆる若手に比べてベテランが多い状況となっています。○

また，ベテランと若手をつなぐ中堅層の教職員が少なかったり，校園内に若手そのものがいな

かったりするため，校園内での研究・研修のみでは，指導技術の伝承などができにくい状況にも

なっています。

○ 研究や研修の時間確保だけでなく，教職員が子どもたち一人一人と向き合う時間の確保も重

要であり，学校事務全体の見直しや学校園が担うべき役割の見直しなどが重要な課題となって

。います

上記のような背景を踏まえ，岡山っ子を育成する上での基盤づくりを行うために，この政策

を掲げています。

この政策により，

学校園の組織体としての力の向上を図ることで，効果的かつ効率的な学校運営を進めて

いきます。

あわせて，個々の教職員の立場や経験に応じた支援も充実させることで，学校教育全体

の質的な向上を目指します。

さらに，安全・安心に配慮した施設や質の高い教育環境を整備することで，子どもも教

職員も，学びに集中できる学校園づくりを進めます。

この政策を実現するために，次の３つの施策に取り組みます。

① 施策６－１ 学校園のマネジメント力の向上

② 施策６－２ 教職員の資質能力の向上

③ 施策６－３ 安心して心おきなく学べる教育環境づくり

(2) 政策目標の設定について

本計画では，６つの政策を立てていますが，すべて同じ教育領域であるため，各政策ごと

の成果指標を設定する必要性は薄いと考えています。そこで，教育政策全体についての達成

度をもって，政策についての成果指標とします。保護者，教職員を対象とした，本市教育の

達成度についての調査を５段階評価で行い 「できている 「おおむねできている 「ふつ， 」， 」，

う」と答えた人の割合を，平成３２年度末において１００％を目指します。

◇政策の成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H32

本市の教育全般についての達成度 ７２．３％(H25) １００％



モラル・規範意識の醸成

郷土を愛する態度の涵養，
国際感覚の育成

思いやりの心の育成

がまん強さ，ねばり強さを
育む機会の充実

子どもを取りまく課題 政 策 施 策 施策実現のための方向性及び内容

・豊かな心の育成のための体験活動の充実 p.24

・思いやりや規範意識を育てる道徳の時間の充実 など p.25

・国際社会に通じる子どもを育成するための教育の推進 p.26

・子どもが文化財に親しめるような文化財保存整備の推進 p.26

・地域の歴史に誇りをもつ子どもを育成する文化財や発掘調査成果の活用 p.27

・文化力を高める美術館の充実 など p.28

・自らの命と地域を守る防災教育の充実 p.29

・自然や人との関わりから豊かに感じ自ら判断するようになるための体験活動の
充実 など p.30

(3) 計画の体系

読解力・表現力の育成

学ぶ意欲の向上

１ 正義感や規範意識，
思いやりの心の育成

２ 岡山を愛する心と
国際感覚の育成

３ 自律性と責任ある態度の
育成

１ 一貫した学びによる
確かな学力の育成

２ 豊かな学習資源を活用した
多様な個性の伸長

３ 生涯にわたって自ら学び
続けようとする態度の醸成

・一貫教育を推進した授業改善による学力の育成 p.31

・生きる力の基礎を培う就学前教育の充実 p.32

・学習や生活の基礎・基本の定着を図るための支援 p.32

・学力向上を図る教育課題別研究の推進 など p.33

・生きる力を育成するための特色ある教育の充実 p.34

・子どもの学びを支える学校図書館の充実 p.35

・自らの価値観などを磨き，文化への幅広い理解を育むための文化体験の
充実 p.35

・市民協働による人づくりを推進するための地域人材活用の充実 など p.36

・障害のある子どもの自立を目指す特別支援教育の充実 p.37

・ＥＳＤの推進 p.38

・自らの将来を切り拓く力を育むキャリア教育の推進 p.38

・自ら学び，自ら考える人間を育てる子ども読書活動の推進 など p.39

豊豊豊豊かでしなやかなかでしなやかなかでしなやかなかでしなやかな
心心心心をもったをもったをもったをもった子子子子どものどものどものどもの
育成育成育成育成

１

主体的主体的主体的主体的にににに学学学学びびびび続続続続けるけるけるける
子子子子どものどものどものどもの育成育成育成育成

２

健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体でででで
たくましくたくましくたくましくたくましく生生生生きるきるきるきる
子子子子どものどものどものどもの育成育成育成育成

３
運動の習慣化と
食習慣の充実

１ 健やかな体の育成

２ 食育の推進

・体力・運動能力の向上を目指した運動習慣の確立と健康の保持増進 など p.40

・健全な食習慣の形成を目指した学校における食育の充実 など p.41

建設的建設的建設的建設的なななな人間関係人間関係人間関係人間関係をををを
築築築築くくくく子子子子どものどものどものどもの育成育成育成育成

４

１ 学び合い高め合う
建設的な集団づくりの推進

・子どもの情報活用能力を向上させ，校務の情報化を充実させる教育用ＩＣＴ
環境の整備・推進 p.57

・地震などの災害に備えるための整備 p.57

・教育環境の質的向上を図る整備 p.57

・施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る施設整備 など p.58

家庭家庭家庭家庭，，，，学校園学校園学校園学校園，，，，地域地域地域地域
社会社会社会社会ののののネットワークネットワークネットワークネットワークをををを
生生生生かしたかしたかしたかした教育環境教育環境教育環境教育環境のののの
充実充実充実充実

５

学校園学校園学校園学校園のののの組織力組織力組織力組織力をををを
生生生生かしたかしたかしたかした教育環境教育環境教育環境教育環境のののの
充実充実充実充実

６

１ 家庭における教育力の
向上

２ 地域社会における教育力の
向上

１ 学校園のマネジメント力の
向上

２ 教職員の資質能力の
向上

３ 安心して心おきなく学べる
教育環境づくり

・本市の教育力向上のための優秀な人材の確保 p.54

・求められる資質能力を育む教職員研修の充実 p.54

・教職員の力量を高める教育研究の推進 p.55

・教職員を対象にした人権教育の推進 p.55

・教育ポータルサイトの活用の促進による授業力の向上 など p.56

・子どもの成長を育む学校園の組織力の向上 p.52

・マネジメント力の向上を図る研修の充実 p.52

・解決困難な学校問題への専門的支援 など p.53

・様々な学習機会を提供する講座・事業の充実 p.49

・地域社会での健全な子どもの育成とその推進のための指導者育成の充実 p.50

・子どもの健やかな成長を促すための安全･安心な環境づくりの充実 p.50

・青少年の健全育成・非行防止活動の充実 など p.51

・保護者を対象とした人権教育の推進 p.47

・家庭教育，子育てを啓発・支援する事業・講座情報の提供 p.47

・子育てに生かす絵本の読み聞かせの推進 など p.48

・地域協働学校を中心とした横のつながりを生かした学びの推進 p.44

・落ち着いた教育環境をつくるための取組の充実 p.44

・市民協働による人づくりを推進するための広報・広聴活動の充実 など p.45

・安心感があり学び合う学級集団づくりの推進 p.42

・個性を伸ばし社会性を育む集団活動の充実 など p.43

人間関係を築く力，コミュ
ニケーション能力の育成

絆を深める集団づくりの
充実

人や社会とのつながりの
強化

基本的な生活習慣・学習
習慣の定着

教職員の資質向上，子ど
もと向き合う時間の確保

自

立

す

る

子

ど

も

基

盤

づ

く

り

豊
か
な
人
間
性

共
に
生
き
る

自

分

を

高

め

る

自立の

３要素

各要素を構成する
資質や態度

社会の一員としての
倫理観や正義感

自然や美しいものに
感動する心

思いやりや感謝の心

目標に向かって努力を
重ねていく

自らの可能性を信じる

すべての命を大切にする

自分や他者との違いを
理解して協調する

自然や環境と調和して
いく

人づくりを取り巻く
現状

少子高齢化，
家族の少人数
化

地域での人々
のつながりの
希薄化

子育ての孤立，
困難さ

遊びの形態の
変化，集団形
成や人間関係
づくりの場の
減少

経済状況の厳
しさ

家庭・地域社
会の教育力へ
の期待

グローバル化，
国際化

高度情報化

安全・安心意
識の高まり

ｰ23ｰ

２ 学校園と家庭・地域社会との
協働体制の確立
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(4) 各施策実現のための方向性及び内容

政策１「豊かでしなやかな心をもった子どもの育成」

１－１ 正義感や規範意識，思いやりの心の育成施策

豊かで多様な体験活動を通して，社会の一員としての自覚を促すとともに，規

範意識や人権尊重の精神に根差した思いやりの心を養います。

施策実現のための方向性及び内容

○ 豊かな心の育成のための体験活動の充実

本市では，岡山っ子育成条例に，自立の３要素の１つとして豊かな人間性を示していま

す。豊かな人間性は思いやりや感謝の心，感動する心，社会の一員としての規範意識など

を備えることで培われるものであると考えます。これまでも道徳の授業などで活用できる

心温まる話を集めた資料集を作成したり普段の生活では体験できない活動の場を提供した

りしてきました。今後もこの方向性を充実・発展させていきます。

・豊かな人間性を育むためには，多くの人と触れ合う中で思いやりや感謝の気持ちに接する

こと，美しいもの，すばらしいものを見たり，それらに触れたりして，感動する経験を積

むことが大切です。すばらしい芸術を鑑賞したり，長期間の宿泊体験などで普段できない

冒険などを体験したりする場を提供します。また，直接人と人とが交流することにより，

子どもたち自身が将来の生き方を考えることのできる力や社会の一員であるという意識を

育んでいきます。例えば，地元の地域社会に貢献している人や，子どもたちがあこがれる

著名な人の話を聞く機会を提供していきたいと考えています。

・思いやりや感謝の心など，子どもたちの豊かな心を育んでいくことは，学校のすべての教

育活動で行われています。各教科等の学習内容に含まれている道徳性（思いやりや自然を

守り大切に思う心，郷土を誇りに思う心など）を意識して指導することや，日常生活の中

， ， 。であいさつや礼儀 節度 安全などの態度を育てることをこれからも大切にしていきます

， ， 。また 規範意識の醸成には 自己有用感の育成が大切であるということも言われています

係活動や当番活動，職場体験活動など様々な体験活動を通して育んでいきます。



*1 道徳教育推進教師……各学校において，校長の方針の下に，道徳教育の推進を主に担当する教師。
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○ 思いやりや規範意識を育てる道徳の時間の充実

子どもたちに思いやりの心や規範意識を育むためには，学校での道徳の時間が大きな役

割を果たしています。発達段階に応じて，人として大切な道徳的価値（生命尊重・勤勉努

力・正直誠実など）について正しく認識するとともに，子どもたちの中に培われてきてい

る道徳性をよりしっかりとしたものに高めることを目指します。

・道徳の時間は道徳性を培うための重要な時間です。各教科等に含まれている道徳性につい

て取り上げじっくりと考えたり，体験活動を通して友情や信頼といった道徳的価値の大切

さに気付かせたりして，人としての生き方を考えるようにしています。その要となる道徳

の時間の授業の指導力を教師が向上できるような取組を進めていきます。

・各学校では道徳教育の全体計画を作成し，指導の重点を決め，道徳教育推進教師 を中心
*1

に子どもたちの道徳性を育んでいます。全体計画などの定期的な見直しを含め，推進教師

を対象にした研修会の実施や授業力向上につながる研修など，道徳の時間がより充実する

ような体制づくりを行います。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

暴力行為の発生度の減少 小 ３ ５２ (H23) ２．５３．

（児童生徒１０００人当たりの暴力行為の発生

件数） 中 ３３ ２ (H23) ３１．４．

思いやりの心をもつ子どもの割合の上昇

（人が困っているときに進んで助けていると答 中１ ８３ ２％(H24) ８５％．

えた子どもの割合）



*1 イマージョン教育……英語のimmerse（浸す）が語源で「その言語に浸りきって習得する」ことで，英語で

他教科を勉強しながら言葉を学んでいくプログラムのこと。

*2 ＡＬＴ……Assistant Language Teacher 外国語指導助手のこと。

*3 岡山後楽館高等学校……岡山市北区南方にある岡山市立高等学校。中学校を併設した，公立として全国初の

中高一貫教育校。平成23年度まで天神町の旧中四国農政局と旧内山下小学校を校舎としていた。平成24年４月

から現在地に移る。

*4 サンノゼ市……サンフランシスコの南東約77㎞に位置する都市。シリコン・バレーと呼ばれる全米屈指のコ

ンピュータ産業地域の中核都市。昭和32年から岡山市の国際友好交流都市。
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１－２ 岡山を愛する心と国際感覚の育成施策

地域の環境や地域に暮らす人との関わりを積み重ねる中で，我がまちを大切に

する心情や国際社会に生きる実感を育んでいきます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 国際社会に通じる子どもを育成するための教育の推進

インターネットなどの高速通信網の発達により，地球の裏側で起きたことが瞬時に分か

る情報化時代に生きる子どもたちにとって，世界はごく身近なものと言えます。子どもの

頃から外国の人と触れ合う中で，他国の文化や習慣を理解することは，国際感覚を身に付

。 ， ， ，ける上で必要不可欠なことです また 我が国の文化や伝統 岡山のよさについて学習し

郷土を誇りに思うことは，国際人として求められる大切な資質の１つであり，多くの人と

の触れ合いや体験活動を通して育んでいきたいと考えます。

・岡山市の小中学校では，各教科の学習や総合的な学習の時間などで，身近な地域の自然や

環境，歴史，お祭りなど伝統的な文化について学んでいます。今後も多くの人との関わり

を大切にしながら進めていきます。

・イマージョン教育 を行っている学校では，図画工作の授業を英語で実施しています。低
*1

， ，学年のうちから外国人講師と触れ合うことで 英語や外国の人に対する抵抗感が無くなり

のびのびとコミュニケーションをとる姿が見られます。実施している学校で得られた成果

を他の小学校でも共有し，子どもたちの国際理解能力の向上につなげていきます。また，

， ，中学校区に１名ずつ配置されているＡＬＴ を活用し 外国語活用能力の向上だけでなく*2

異なる文化・習慣をもった人々と共に生きていく意識の醸成を目指します。

・岡山市立の唯一の高等学校である岡山後楽館高等学校 では，英語以外にも中国語・韓国*3

語の授業が設定されています。それぞれ英語・中国語・韓国語のネイティブスピーカーに

よる授業では言語の学習だけでなく文化や習慣についての学習も進めており，今後も海外

への修学旅行や国際友好交流都市であるサンノゼ市 へのホームステイなども継続してい
*4

きます。

○ 子どもが文化財に親しめるような文化財保存整備の推進

長い歴史と豊かな自然環境に恵まれている本市では，それらの特長を生かした活動に取

り組み，地域を愛する子どもの育成を目指しています。今後もこの取組を充実させていく



*5 史跡大廻小廻山城跡……岡山市東区の大廻山，小廻山にある古代山城跡で，総社市の鬼ノ城と同種の広大な

遺跡。７世紀頃に造られたようで，発掘調査によって城壁の堤や石列などが見つかった。2005（平成17）年，

国指定史跡に指定された。

*6 史跡彦崎貝塚……岡山市南区彦崎にある縄文時代早期（約12,000年前）から晩期（約3,000年前）の貝塚。

発掘調査で炉や墓の跡，多数の土器，石器，当時の人たちの食べた動物や魚の骨，貝殻が見つかった。2008

（平成20）年，国指定史跡に指定された。

*7 アユモドキ……ドジョウの仲間の淡水魚。体の形や色がアユに似ていることからこう呼ばれている。岡山県

内の河川と琵琶湖・淀川水系にだけ生息している希少生物。1977（昭和52）年，国の天然記念物に指定された。
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ためには，本市の文化財の現状と課題をしっかりと把握し，保存整備計画を立て，その計

画に基づき，文化財や歴史に親しめるよう事業に当たっていく必要があると考えます。

・文化財保存整備事業を進めるに当たり，他の整備事例などを参考によりよい整備方法につ

いて調査・研究を行います。

・他の城館の整備事例を参考に，史跡岡山城跡の保存整備事業を行っていきます。これによ

り中心市街地のシンボルともいえる岡山城の往時の姿を理解してもらい，岡山や岡山城の

歴史などについて学習する場としていきます。

・国指定の史跡大廻小廻山城跡 ，史跡彦崎貝塚 の公有地化を行い，保存につなげていき*5 *6
おおめぐりこめぐりさんじょうあと

ます。

・保存整備の完了した史跡を活用して文化財や歴史に親しめる事業を進めていきます。

・天然記念物アユモドキ の保全，啓発活動を行っていきます。
*7

○ 地域の歴史に誇りをもつ子どもを育成する文化財や発掘調査成果の活用

本市には国県市の指定文化財が約２９０件存在しています。また，古代吉備の中枢を占

めていたことから約３，６００ヵ所の遺跡が確認されています。それらを対象に年間数ヵ

所の発掘調査を行い，貴重な成果を上げています。これらを活用し，地域の歴史を理解す

ることで地域に誇りをもち，地域を愛する子どもの育成を目指しています。今後もこの取

組を充実させていくためには，本市の文化財や発掘調査成果の現状を認識し，活用計画を

立て，その計画に基づき歴史に親しめるよう事業に当たっていく必要があると考えます。

・文化財活用事業を進めるに当たり，県や他市町村の活用事例などを参考に，より有効な活

用方法について調査・研究を行い，効果的な事業を展開していきます。

・学校や生涯学習施設との連携を深めるため，積極的に文化財を活用してもらえるような環

境を整えていきます。そのために，校園長会などを通じて，文化財や発掘調査成果を活用

， ，した講座などの事例を紹介するとともに 学校や生涯学習施設が求めていることを聴取し

それらを取り入れた事業を考案していきます。これらにより，地域の歴史を理解した子ど

もの育成を図ります。

・古代体験講座などを通して，子どもたちの歴史，文化財への興味，関心を喚起します。

・ホームページなどを活用して，教育委員会の文化財活用事業について周知し，文化財行政

への理解と協力を求めます。
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○ 文化力を高める美術館の充実

オリエント美術館は，古代メソポタミア・エジプト両文明を育んだ中近東諸国の出土文

化財を多数収蔵しています。人類の文明の発祥や，中近東で華開いた輝かしい文化とその

遺産を知ることは，現代の複雑な国際関係を認識し，民族や宗教や言語の違いを超えた共

通の理解と深い寛容の精神を培うために，大切な役割を果たします。こうした異文化への

関心を私たちの地域の歴史と文化を見直すきっかけとし，自らの歴史と文化について思い

をはせるように促します。

・世界の歴史，人類の文化の貴重な物的証拠を目の当たりにできる実物資料を収集し，保存

し，学術的・教育的配慮の下に展示公開します。

・当館の収蔵品のみではなく，入念に練られた計画の下で他の博物館・美術館や個人・団体

の所蔵品を一時借用し構成される特別展を，時機に応じて開催します。これにより，当館

の収蔵品からだけでは得られない，歴史や文化一般についての多くの理解を広め，資料間

の比較と対照で別の視点から当館の収蔵品の特質を浮かび上がらせます。

・講演会や講座，制作教室などの各種ワークショップ，子どもたちのための特別講座，展示

品の解説会，音楽の演奏会，体験型のイベントなど，実物資料の展示のほかにも様々な活

動を行います。今後も，展示をより深く理解するためのみならず，各人が生まれ育った土

地や現在暮らしている地域の歴史と文化を深く考える機会となるように，展示の効果を拡

大し，深化させるための様々な活動を行います。

・人類の普遍的な歩みを知り，地球規模の課題に総合的な視点で対処できる人材を育成する

ことが，教育施設としての美術館に与えられている今日の課題です。当館では，国際関係

には民族，宗教，言語，文化などの複雑な問題があり，それぞれの地域の歴史はそうした

背景の下に織りなされてきたことを伝えるとともに，そのような多彩な文化を担う人々が

互いに理解し，力を合わせることで，人類のこれまでの偉大な達成がなされてきたことを

広く紹介します。

・遠く時代を隔たる展示品から，悠久の時間の中でゆっくり育まれてきた，古きよき手仕事

の魅力とすばらしさを再認識できるように，展示を工夫します。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

地域の歴史や自然に興味・関心がある子どもの 小６ ６４ １％(H25) ６７％．

割合の上昇

（今住んでいる地域や岡山市の歴史や自然に関

心があると答えた子どもの割合） 中３ ４１ ６％(H25) ４５％．

外国の人や文化に興味・関心がある子どもの割 小６ ５８ ０％(H25) ６１％．

合の上昇

（外国の人に話しかけられたら，進んでそれに

答えると答えた子どもの割合） 中３ ５２ ３％(H25) ５５％．
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１－３ 自律性と責任ある態度の育成施策

判断力や克己心，忍耐力などを養うことで，自律した行動や責任ある態度がと

れるよう，しなやかな心を育んでいきます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 自らの命と地域を守る防災教育の充実

東日本大震災では，地震による津波などによって多くの命が失われました。しかし，震

災時の助け合いや秩序を失わない人々の行動は，世界から賞賛されました。釜石市では，

これまでの防災教育により，ほとんどの子どもの命が守られました。近い将来に東海・東

南海・南海の地震が連動して起こる可能性があるとされていることから，新たな地域防災

計画の下で，東日本大震災の教訓を生かした防災教育を進めます。

また，様々な状況・環境において，知識や経験を応用して判断し，危険を回避し，自分

の生命を守ることのできる資質を育むことが求められています。そこで，学校園の内外そ

れぞれの防災教育を計画し，防災能力の向上，防災に関する知識・資質の向上，地域住民

を含めた多くの人々の避難行動の促進，そして，自ら進んで安全な社会づくりに貢献でき

る資質や能力を育んでいきます。

・自分の命は自分で守るという基本的な考え方と，その方法や判断する力を子どもたちに身

に付けさせます。これまでの避難訓練に加えて，専門家を招いてより安全な避難の仕方な

どについて話を聞くなどして，防災意識の高揚を図ります。また，釜石市で中学生が地域

住民の避難に関わってリーダー役を果たした事例からも，地域の人と一緒により実践的な

避難訓練を行います。

・避難所体験などの体験的な活動を行います。これによって，防災についての基本的な知識

を活用して危険を回避する主体的な判断力やそれぞれの地域が防災教育を続けていきたい

という関心・意欲などの向上を図ります。

・安全に関わって子どもたちを取り巻く状況は厳しいものがあると言えます。通学中に車が

児童の列に突っ込んでくる事故や用水路での水難事故などから命を守るという大きな観点

に立って，水の事故防止や通学路の点検などを含めた安全教育を進めます。
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○ 自然や人との関わりから豊かに感じ自ら判断するようになるための体験活動の充実

今の子どもは，全身を働かせて自然を感じたり，自然に関わったりすることや，集団で

協力して活動し目的を達成することなど，自然や人に自らが直接関わり体験する機会が少

なく，五感を養う機会に恵まれていません。

学校教育では，少年自然の家などを活用した山の学校や海の学校をはじめとした宿泊学

習を行ったり，総合的な学習の時間での農業体験や環境学習などを実施したりして，子ど

もたちが自然に触れ合う機会の確保に努めています。

そこで，学校教育だけでなく，地域の環境においても，子どもの体験活動の機会を充実

するとともに，豊かに感じ自ら判断し行動する子どもを育む指導者を養成します。

・子どもたちが自然に直接関わり，自然の不思議さやすばらしさ，自然に関わる楽しさなど

を子ども自身が感じ取る体験の機会を充実させます。同時に，子ども自身が判断し行動す

る資質や能力，勇気・挑戦心・忍耐力などを育みます。

・子どもの協調性や創造性，積極性などを育むため，友達や地域の人との関わりの中で，集

団での体験活動の機会を充実させます。

・社会教育施設などの充実を図り，特に，海・山などの立地の特性を生かした活動プログラ

ムの充実と学習環境の充実を図ります。

・自然との関わりを，子どもの視点に立って適切に指導できる人材を養成します。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

小 ７４．３％(H25) ７７％

中 ７１．０％(H25) ７４％

自ら判断し責任ある行動をとることができる子

どもの割合の上昇

（児童（生徒）は，学校生活において自ら判断

し責任ある行動をとることができていると答

えた教職員の割合）



*1 岡山型一貫教育……p.18「５ 計画推進の考え方 (1) 計画推進における２つの柱①」を参照
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政策２「主体的に学び続ける子どもの育成」

２－１ 一貫した学びによる確かな学力の育成施策

質の高い就学前教育を保障して学びの基盤を確かなものにするとともに，発達

段階に応じた段階的な指導を行うことで，自ら考え実践する確かな学力が身に付

けられるよう支援していきます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 一貫教育を推進した授業改善による学力の育成

本市では，確かな学力を身に付けた自立する子どもの育成のために，就学前から中学校

（ ） 。 ，へと一貫する教育 岡山型一貫教育 を中学校区で行っています 岡山型一貫教育では*1

子どもたちを中心に据え，中学校区ごとに育てるべき方向性をそろえ，異なる校種の教職

員が教育の内容や方法などを一貫させる「縦のつながり」による学びの高まりを目指しま

す。また，家庭・地域社会などが学校園と協働して子どもたちの教育に当たる「横のつな

がり」による学びの広がりも大切にして進めていきます。

・全国学力・学習状況調査の結果から「読解力 「表現力 「学ぶ意欲」が本市の子ども」， 」，

の共通する課題となっています。それらの課題と中学校区ごとの子どもの実態から中学校

区ごとに目指す子ども像を設定し，取組を進めています。例えば，保育や授業の中に話合

いや学び合いの活動を積極的に取り入れ，子どもたち相互のコミュニケーション能力や学

ぶ意欲を育んでいる中学校区が数多く見られます。そういった取組に対し，大学教授など

と連携し，より細かな現状分析と評価を行い，次の取組につながるような支援をします。

また，就学前から中学校までの子どもたちの学び方や学習対象への関わり方，発達段階を

考慮した学びの約束などについてカリキュラムづくりを行い，それを全市に広げていきま

す。

・教職員を対象に，中学校区ごとに幼稚園・小学校・中学校の授業公開や合同研修会を開催

， ，し 保育・授業の在り方や改善の方法について校種の枠を超えた立場から意見を出し合い

研究を重ねていきます。また，大学教授などが講師となった幼小合同，小中合同の教科別

研究会なども実施し，学びの連続性や系統性について中学校区での共通理解を図り，子ど

もたちにとって不要な段差や戸惑いを取り除きます。

・一貫教育を充実させるための基盤づくりとして，岡山型一貫教育の理念や方向性について

の研修を校園長・教頭・教務主任などの職階ごとに実施し，いつも手元に置いて活用でき



*2 幼稚園・保育園の一元化・一体化……一元化とは，幼稚園機能と保育園機能を一本化すること。一体化とは，

幼稚園施設と保育園施設の施設・運営を一本化すること。
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る指導資料を作成します。

・子どもたちの学力向上のためには，学習習慣の定着などの面で家庭の協力は不可欠です。

よりよい家庭学習の仕方や学校ぐるみの取組などについて事例集などを活用しながら進め

ていきます。

○ 生きる力の基礎を培う就学前教育の充実

就学前は，この時期にふさわしい生活の中で，多様な経験を積み重ねながら，本市が目

指す「自立する子ども」の育成に向けて，その基礎となる力を身に付けていくことが大切

です。そのためには，保護者の就労状況などに関わりなく，小学校以降の教育との連続性

を踏まえた，体系的・組織的な教育を等しく提供し，質の高い就学前教育を保障すること

が必要であると考えています。そこで，今後は，幼稚園・保育園の一元化・一体化 をす*2

る中で就学前教育の充実を図り，幼児の学びを豊かにしていきます。

， ，・環境を通して行う教育の中で 直接的・具体的な体験をしながら幼児が学んでいることを

小学校につなぐ指導を行うことができるよう，小学校教職員と合同で行う連携研修会など

を実施し，指導内容や指導方法などの連続性について相互理解が図られるようにしていき

ます。

・自立する子どもの育成を図るために，小学校以降の教育との連続性も踏まえて作成されて

いる「岡山式カリキュラム」の普及に努め，このカリキュラムに沿った就学前教育を実施

していきます。そして，一貫教育という視点をもち，小学校での子どもの様子も踏まえな

がら，小学校との連続性を見据えて子どもの育ちを評価することにより，小学校との円滑

な接続が図られるようにしていきます。

・就学前教育に携わる教職員が，従来の幼稚園教諭，保育士という立場からだけでなく，同

じ就学前の子どもを教育するという考えの下で，教職員同士の話合いや教職員研修（ワー

クショップなど）を実施し，意識改革を図り資質向上に努めることで，質の高い就学前教

育を保障していきます。

○ 学習や生活の基礎・基本の定着を図るための支援

現在，小学校での集団生活に慣れるためにかなり時間がかかる子どもや基本的な生活習

慣が身に付きにくい子どもが増えてきています。具体的には，決められた時程によって行

動することや，席について学習することへの戸惑いなどです。また，少人数の方が集中し
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て学習に取り組めるという子どもも増えてきています。そういった子どもたちへの支援を

進めていきます。

・本市では，１クラス３０人を超える小学校１年生のクラスに教育支援員を配置し，基礎学

力や基本的生活習慣の定着を図るような支援を行っています。また，３年生から６年生ま

での習熟度別の授業を行う中で，さらに１０人未満の小さな集団による指導を行う習熟度

別サポーターを配置し，基礎学力の定着を図るような支援を行っています。いずれも学級

担任と連携して指導しており，今後も子どもたちの状況をていねいに分析し，必要な支援

を進めます。

○ 学力向上を図る教育課題別研究の推進

本市では，全国学力・学習状況調査の結果などから課題としてあげられる読解力・表現

， 。 ，力の育成 学ぶ意欲の向上を目指しています 今後もこの取組を充実させていくためには

本市の子どもの学力の実態に即した指導方法の研究を行い，市立学校園に研究成果を広め

ることが必要であると考えます。そこで，学校園との連携を図りながら，学力向上に資す

る実践的な研究に取り組んでいきたいと考えています。

・市立小・中学校から研究協力校を募り，読解力・表現力や学ぶ意欲を向上させる実践的な

「教育課題別研究」に取り組みます。また，研究成果は，ホームページや研究冊子などに

より発信をし，市立学校園への普及を進めます。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

読解力・表現力の定着度の上昇 小６国語 ９９ ５(H21) すべて．

（全国学力・学習状況調査における読解力 小６算数 ９６ ３(H21) １００以上．

・表現力に関わる問題の正答率の対全国 中３国語 ９９ ５(H21)．

比） 中３数学 １０１ ０(H21)．

学ぶ意欲の定着度の上昇

（家で苦手な教科の勉強をしていると答え 中１ ５７．３％(H24) ５８％

た子どもの割合）



*1 ＥＳＤ……Education for Sustainable Development 「持続可能な開発のための教育」の略。世界中のす

べての人々が将来の世代にわたって安心して暮らせる社会を実現するために必要な知識や能力などを育成する

ための教育。

*2 シティキャンパス構想……岡山後楽館高等学校で行われている授業形態の１つ。中心市街地にある利点を生

かし，博物館や美術館等の公共施設を活用した学習を展開する。
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２－２ 豊かな学習資源を活用した多様な個性の伸長施策

教科学力だけでなく，多様な個性を受け入れて伸ばす豊かな学習資源を開発・

， 。提供することで グローバル社会に対応できる総合的な学力の育成を目指します

施策実現のための方向性及び内容

○ 生きる力を育成するための特色ある教育の充実

特色ある教育については，これまで各学校において総合的な学習の時間や特別活動の中

， 。 ，で 地域での農業体験活動や福祉施設体験活動など様々な形で行われています これらは

子どもたちの探究する心を育み，生きる力の育成につながると考えます。

また，学習指導要領に，小学校での外国語活動という新たな学習内容が示されました。

外国の方から話を聞いたり，外国の方と交流したりすることは，すでに多くの学校で取り

組まれていますが，今後もＥＳＤ の推進という方向性を踏まえ，これらの活動を進めて
*1

いきます。

・本市では，ＡＬＴ（外国語指導助手）を中学校区ごとに配置しています。授業はもとより

ネイティブスピーカーが，身近な外国人として１日を通して学校にいることが，子どもた

ちの異文化理解にも貢献しています。特に，小学校の外国語活動が全面実施を迎えたこと

で，小学校への派遣を充実させており，外国語に親しむ活動を通して，友達とのコミュニ

ケーションを積極的にとるようになった例も報告され，子どもたちの新たな一面が引き出

されています。今後とも，ＡＬＴを通して外国語を身近なものと感じ，文化や習慣などに

ついても理解が一層図られるようにしていきます。

・岡山後楽館高等学校では平成２３年度まで近隣の美術館や博物館，文化遺産などを活用し

たシティキャンパス構想 の下，特色ある授業を行ってきました。平成２４年度に南方の
*2

， 。校舎に移転しましたが これまでのノウハウを生かし特色ある教育に取り組んでいきます



*3 情報リテラシー教育……コンピュータなどの情報機器の操作能力だけではなく 「情報を活用する創造的能，

力」を育てる教育のこと。情報メディアの特性を理解することや目的に応じた適切な選択，情報の収集・判断

・評価・発信の能力など 「情報の取扱い」に関する広範囲な知識と能力を育てることを目的とした教育。，
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○ 子どもの学びを支える学校図書館の充実

本市では，学校図書館がいつでも利用できるように，すべての市立学校に学校司書を配

置するとともに，学校図書館法の基準以上に司書教諭の発令を進めています。その結果，

学校司書が子どもの読書を支える活動を工夫したり，授業担任と学校司書が連携し「調べ

学習」を支援したり，学校司書と司書教諭が協力して学校図書館の計画的な運営を行った

りしています。このような本市ならではの強みを生かし，今後も子どもの学びを支えてい

きたいと考えています。

・学校図書館は，自校の蔵書や市立図書館などから借り受けた蔵書を活用しながら，子ども

たちの創造力を培い，学習に対する興味・関心などを呼び起こし豊かな心を育む，自由な

読書活動や読書指導の場である「読書センター」としての機能と，子どもたちの自発的，

主体的な学習活動を支援し，多様な学習の展開に役立つ「学習・情報センター」としての

機能を果たしています。前者においては，生涯にわたって読書する人の育成を目指し，子

どもたちの望ましい読書習慣の形成を図ります。また，後者においては，子どもたちがこ

れからの情報社会を生き抜くため，情報を読み解き，その情報の真実を見極め入手し，活

用し，加工し，発信できる力を身に付けていくための 「情報リテラシー教育 」を展開， *3

していきます。

○ 自らの価値観などを磨き，文化への幅広い理解を育むための文化体験の充実

音楽や美術などの芸術，古代の生活や文化，海外の言語や習慣など，様々な文化に自ら

触れる体験の中で，子どもは，美への感性，歴史的なものに対する見方や考え方，他者へ

の理解と尊重など，豊かな人間性に必要な心情や能力などを育みます。またそれは，自ら

の価値観や行動様式を磨き，グローバル社会において求められる，異文化に対する理解と

確かなアイデンティティーをもった個を育む機会となります。

そこで，演奏や制作や鑑賞，美術館体験，国際理解活動など，様々な文化に触れる体験

の充実に取り組んでいきたいと考えています。

・オリエント美術館の収蔵品そのものに触れる，子どもたちのための様々な講座を開催する

ことで，歴史や文化へ関心を抱き，理解を深めるきっかけとします。
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・音楽を通じた情操豊かな青少年の育成と，音楽文化の新たな担い手の育成を図ることので

きる，異年齢の児童生徒が集団の中で行う専門的な音楽活動を実施します。

・様々な外国の人と積極的にコミュニケーションを図るとともに，様々な国の文化や芸術を

体験するなど，外国の生活に触れる機会の充実に努めます。

○ 市民協働による人づくりを推進するための地域人材活用の充実

家庭，学校園，地域社会が連携し，市民協働による自立する子どもの育成を推進してい

ます。そして，各々が役割と責任を担い，連携することで，それぞれの教育力を高めなが

ら，子どもたちの健全な育成や学習の充実を目指します。そのために地域人材を活用し，

地域の方の特技やノウハウなど多様な教育力を学習資源として活用していきます。

・地域住民や保護者，大学生などの様々な知識や特技，経験に基づくノウハウなど「地域の

」 ， ， 「 」教育力 を学校で活用し 家庭・学校園・地域社会が連携して 子どもたちの 生きる力

を育みます。

・市民協働による自立する子どもの育成を進めるため，地域住民による教育支援活動の機運

の醸成とその充実を図ります。

・子どもたちに様々な体験学習の機会を提供し，放課後子ども教室など地域の自主的な取組

を推進するとともに，地域人材の充実を図ります。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

小 ６８ ６％(H25) ７２％．

中 ５９ ４％(H25) ６２％．

学習資源を活用し，力を伸ばした子どもの割合

の上昇

（学校内外の人材の活用や様々な体験活動の充

実により子どもの総合的な学力が伸びてきて

いると答えた保護者の割合）



*1 ノーマライゼーション……障害者と健常者とは，お互いが特別に区別されることなく，社会生活を共にする

のが正常なことであり，本来の望ましい姿であるとする考え方。

*2 インクルーシブ教育……障害のある者と障害のない者が共に学ぶ教育。
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２－３ 生涯にわたって自ら学び続けようとする態度の醸成施策

一人一人を大切にしたきめ細かな学びの支援を行い，すべての子どもが主体的

に学び続けるための力や態度を養うことで，少子高齢化社会の中にあっても，社

会全体の活性化を進める担い手を育んでいきます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 障害のある子どもの自立を目指す特別支援教育の充実

近年，ノーマライゼーション の理念などが社会に浸透するとともに，国による障害者
*1

制度改革が進められてきました。教育においてもインクルーシブ教育 の推進が求められ*2

ています。そういった状況も踏まえ，障害のある子どもたちの自立と社会参加に向けて，

一人一人の教育的ニーズに応じた指導や必要な支援の充実に取り組みます。

・教職員が障害のある子どもへの理解を深め，適切な指導や必要な支援が行えるよう，特別

支援教育に関する専門性及び指導力の向上を図るための研修の充実に取り組みます。特別

支援学級の担任を対象とした研修だけでなく，通常の学級における特別支援教育の視点を

生かした授業づくりの研修講座を充実させます。また，特別支援教育で培ってきた指導や

支援のノウハウの活用により，すべての子どもにとってわかりやすい授業づくりや校内支

援体制づくりについて研究し，その成果を全市に広げていきます。

・各学校園において全校的な支援体制を確立するために，特別支援教育に関する校園内委員

会を充実させ，支援を必要とする子どもについての情報や支援の方針を全教職員で共有す

るなど校園内体制の整備を図ります。特別支援教育コーディネーターを中心にしたネット

ワークを構築し，就学支援シートを活用した個別の指導計画の作成も進めていきます。ま

た，特別支援教育支援員の配置や発達障害などに関する専門家支援チームによる訪問相談

事業を今後も継続して実施し，学校園の支援体制の充実を目指します。

・障害に関する相談機能の充実を図るため，医療機関やこども総合相談所，発達障害者支援

センターなどとの連携をより一層進めるとともに，ライフステージにあった切れ目のない

支援体制へとつなぎ，子どもたちの自立を目指していきます。



*3 ＥＳＤ……p.34脚注参照

*4 ユネスコスクール……1953年，ユネスコ憲章の理念を学校で実践するために始められた。日本ではＥＳＤの

推進拠点として位置付けられている。
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○ ＥＳＤ の推進*3

世界では，自然や生活環境の悪化，産業空洞化や過疎化などによる地域社会の持続性低

下，戦争，貧困，自然災害など人類の持続性を脅かす問題が起こっています。よりよい社

会にしていくよう努力するだけでなく，子どもたちを将来の地球社会の担い手として育て

ていくことが必要であると考えます。

・ＥＳＤで取り組むべき課題として，国は，世代間や地域間の公平，男女間の平等，社会的

寛容，環境の保全と回復，公正で平和な社会の構築などを挙げています。本市の各学校で

は，各教科や総合的な学習の時間などの中で，地域と関わった環境教育や平和学習，人権

教育など様々な課題に関する教育に取り組んでいます。ＥＳＤの視点からそれぞれの教育

を総合的につなげ，継続的に取組を進めていくことが大切です。そして，ＥＳＤの視点を

生かした学習では，子どもたちが主体的に課題を探究する中で，地域の人の思いを受け止

めたり，実態把握のために調査に出かけたりするなどして，人間としてよりよく生きるこ

とを追求していきます。こうした学習の質を高め，子どもたちの分析力や課題解決力を向

上させます。また，ＥＳＤ推進のためにユネスコスクール への登録を増やし，ＥＳＤの*4

カリキュラム開発やユネスコ協会などからの支援，世界中のユネスコスクールとの交流な

どのメリットを生かして，その成果を全校に広げていきます。

○ 自らの将来を切り拓く力を育むキャリア教育の推進

子どもたちが将来に対して夢や希望をもち，その実現に向けて努力する姿勢をもつこと

は，勉強だけでなく様々な活動の意欲にもつながります。家庭・学校・地域社会・事業者

などが協働したキャリア教育などを通して，職業や自らの生き方について考える機会をも

ち，自らの将来を切り拓く力を育てます。

・職場体験活動の中で自らの適性や望ましい職業観や勤労観など，職業選択について考える

ことを大切にしていきます。また，事前・事後の指導を通して，社会への貢献の在り方や

参画の仕方について考え，自らの将来を切り拓く力を育成します。職場体験活動の実施に

当たっては，学区内や地域の事業者の協力を仰ぎながらよりよいものとなるよう協働して

進めていきます。また，小学校では，子どもたちの夢や希望を大切にしながら，自らの生

き方や将来を切り拓く力について考える基礎を培います。

， ， ， ，・岡山後楽館高等学校では 単位制総合学科の特色を生かし 国際文化系列 情報科学系列
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健康福祉系列，工業技術系列という４つの科目群の中から，子どもたちが将来進みたい進

学先や職業に合わせて，自ら選択して学んでいます。こうしたニーズに対応するため，そ

れぞれの科目群の内容に合わせた実習室を活用することで，子どもたちの学びを支えてい

きます。

○ 自ら学び，自ら考える人間を育てる子ども読書活動の推進

「岡山市子ども読書活動推進計画」に基づき，図書館を中心に市民や他の部局・施設と

連携し，社会全体で子どもの読書活動を推進する環境をつくり，本市の未来を担う子ども

たちが読書を通じて自ら学び，自ら考える人間として成長するよう支援します。

・保護者が身近な子どもの読書環境について知り，足を運ぶきっかけを提供するマップの配

布など，情報の提供や広報に努めます。

・子どもたちに本への興味・関心を喚起し，読書へといざなうための絵本の読み聞かせや紙

芝居，ストーリーテリングなどの行事を開催します。あわせて，学校図書館，子ども文庫

などに対して団体貸出による本の提供の支援を行うなど，読書環境の充実を図ります。

・読み聞かせ等の行事を企画・実施する人の育成やスキルアップのための研修会，情報交換

等の機会の提供など，ネットワークを生かした協働の輪を広げるよう努めます。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

学習習慣の定着度の上昇 小６ ５６．７％(H24) ６０％

（自分で計画を立てて勉強していると答えた

子どもの割合） 中３ ３８．７％(H24) ４３％
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政策３「健やかな体でたくましく生きる子どもの育成」

３－１ 健やかな体の育成施策

日常的な体力づくりの機会を充実させることで，健やかな体を主体的に育もう

とする態度を養うとともに，生きる力を支える重要な要素である体力の向上を図

っていきます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 体力・運動能力の向上を目指した運動習慣の確立と健康の保持増進

健康な生活を営むためには，体力を保持増進していくことが大変重要です。そこで，本

市では，生涯にわたって適度な運動を継続していくために，子どもの間に運動が習慣化す

ることを目指しています。今後この取組を充実していくためには，本市の子どもの運動習

慣や体力・運動能力の実態を把握するとともに，日常的な運動時間を確保できるよう，生

活習慣全般を見直す機会を設けるなどの対策を講じていく必要があります。そこで，学校

体育の充実，学校保健の充実，中学校運動部活動の推進に取り組んでいきます。また，子

どもたちが気軽にスポーツに親しめる機会を増やしていくよう市民スポーツとの連携も深

めていきます。

・子どもの運動習慣を把握するために，１週間の総運動時間を調査します。この調査に基づ

き，子どもたちに運動習慣が定着していくよう施策を展開していきます。

・研究推進校における体つくり運動の授業発表などにより，体育・保健体育の学習がその時

間内で完結することなく運動の日常化に発展するような授業づくりを支援していきます。

・子どもたちが，自然に「体を動かしたくなる」ようにするため 「時間・空間・仲間」の，

３つの要素を学校園が工夫・創出できるような取組事例などを示していきます。

岡山市スポーツ推進計画におけるライフステージに応じたスポーツの推進との関連から，・

子どもたちが気軽に運動やスポーツに取り組める機会に恵まれるよう，市民スポーツとの

連携を進めていきます。

・中学校の運動部活動がさらに活発化するよう，岡山市中学校体育連盟と連携して，各種競

技大会の充実を図ったり，中国大会・全国大会に出場する選手に対して助成を行ったりし

ていきます。また，運動部活動に取り組む生徒が増加するよう，指導者養成や選手育成な

どの取組を行っていきます。

・学校において，保健学習や保健指導などの保健教育の推進と，ＰＴＡや地域，医師・薬剤

師などの専門家と連携した学校保健委員会の活性化などにより，学校保健の充実に取り組

みます。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

運動習慣の定着度の上昇 小５(男子) ８７．４％ ９０％

（１週間の総運動時間が６０分以上の子ども 小５(女子) ７２．７％ ８０％

の割合）
中２(男子) ８８．１％ ９１％

中２(女子) ６１．９％ ７０％

(現状値はいずれもH21)
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３－２ 食育の推進施策

食育を推進することで，食習慣の充実を図り，健やかな体を主体的に育もうと

する態度を養っていきます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 健全な食習慣の形成を目指した学校における食育の充実

食に関する問題は，本来家庭が中心になって担うものですが, 核家族化，ライフスタイ

ルの多様化など，食を取り巻く環境の変化に伴い，朝食の欠食や不規則な食事，栄養の偏

りなど，食の問題による心身への影響が懸念されています。

， ， ，学校においては 食に関する体験学習の場である学校給食を活用して 食育を充実させ

健全な食習慣の形成を目指していきます。学校長のリーダーシップの下に，関係教職員が

連携・協力しながら，学校の教育活動全体を通じて食に関する取組ができるよう，学校栄

養職員が中心となって，食に関する指導に係る全体的な計画を作成するなど，必要な措置

を講じて取り組みます。

・中学校区の幼稚園・保育園，小学校，中学校が相互に連携し，発達段階に応じて中学校区

内で一貫した食指導を充実していきます。

・子どもの実態を把握することを目的として「朝食摂取状況調査」を実施します。この結果

を基に，岡山市食育推進計画（第２次）及び健康市民おかやま２１（第２次）との関連か

ら，実態に合った効果的な指導に取り組み，保護者の理解・協力を求めて子どもたちの生

活習慣の確立を目指します。

・中学校区を中心に，スクールランチセミナーを実施し，親子での参加や中学校の部活動の

生徒の参加，学校単独実施など，参加機会を増やすように取り組み，家庭での食事作りや

食事の大切さを啓発・支援していきます。

・家庭や地域との交流を図る活動として，学校においては，親子給食や地域の方などを招い

ての招待給食，保護者や就学前の子どもたちへの給食試食会などを実施していきます。ま

た，公民館活動へ参加・協力するなどして給食への理解を深める取組をしていきます。

・学校給食に地場産物を活用し，生きた教材として食育を進めます。

・学校ごとに設置している学校給食運営委員会を活性化させ，学校給食関係者と保護者など

が給食運営や食指導などについて意見交換及び協議し，相互理解を図って学校給食の充実

に取り組みます。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

食習慣の定着度の上昇

（朝食を毎日食べる子どもの割合）
８３．１％(H23) ８８％



*1 Ｑ－Ｕ……学校生活意欲と学級満足度の２つの尺度と自由記述アンケートで構成された心理テスト。学級経

営のための有効な資料が得られ，学級診断アセスメントとして活用できる。

*2 ＡＳＳＥＳＥ……６つの因子から成る学校環境適応感の尺度によって構成された心理テスト。個人の感じて

いる適応感を測定することができ，児童生徒の発信しているＳＯＳの度合いを測ることができる。
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政策４「建設的な人間関係を築く子どもの育成」

４－１ 学び合い高め合う建設的な集団づくりの推進施策

学び合い高め合う集団づくりの場を充実させることで，一人一人の健全な心と

体を育みつつ，不登校・いじめ・暴力行為などを生まない，健全で建設的な人間

関係づくりを進めていきます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 安心感があり学び合う学級集団づくりの推進

学級は子どもたちが学び合い高め合う場として最も重要な場所です。子どもたちが楽し

く安心でき，友達や教師とともに落ち着いた雰囲気の中で語らい，学びに集中できるよう

にすることが大切です。互いの尊厳や人権を大切にする人権感覚を基礎に，失敗してもと

がめることなくフォローし支え合う雰囲気，悩みや相談事を打ち明けたらそれを受け止め

てくれる支持的風土を築き，互いに学び合い育ち合うような関わりができる人間関係づく

りを進めていきます。

・子どもたちは，学校生活や家庭での様々な悩み（人間関係や学習など）やストレスを抱え

て登校してきます。教師にはそのサインをキャッチし，一人一人の子どもたちを丸ごと受

け止め，悩みや課題に寄り添いながら一緒に歩んでいく姿が求められています。いじめや

問題行動も最初は小さな出来事から始まっています。教師がそのサインを見逃さず的確に

把握し対応できる力や，クラス全体の問題として投げかけ解決に導く力，家庭との協力関

係を築く力などについて研修を通して高めていきます。

・学級集団への指導の多くの部分は教師の経験に基づいて進められてきました。また，学級

集団の課題把握や適応状態に関すること，その対応について学級担任が中心になって取り

組んできました。しかし，現在のように子どもたちが抱える問題が複雑かつ多様化し，そ

の表れ方も多岐に渡る状況では，一人の教師の思いや考え，観察力だけでは把握できない

部分もできてきます。Ｑ－Ｕ （キューユー）やＡＳＳＥＳＥ （アセス）といった質問紙
*1 *2

による調査を実施し客観的な指標も取り入れることで教師自身が気づかなかった子どもた

ち同士の関係や課題，学級への適応感などを確認します。それをもとに，教師が学級への

関わり方を修正しながら子どもたちの学級への適応感を高め，望ましい学級集団づくりを

進めます。
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○ 個性を伸ばし社会性を育む集団活動の充実

子どもたちが学校園において，また，将来，社会において，集団の一員として自己を

よりよく生かすことができるようにするためには，よりよい人間関係を築く力が必要と

なります。この力は，望ましい集団活動を通して身に付く力であり，一人一人の子ども

が互いのよさや可能性を認め，生かし，伸ばし合うことができるような集団活動を行っ

たり，望ましい集団を育成しながら個々の子どもに育てたい資質や能力を育んだりする

ことが求められます。このような活動を充実させることで，子どもの個性を伸ばし，社

会性を高めていくことが大切であると考えます。

・特別活動をはじめ，様々な教育活動の中で，一人一人が集団の中での役割を受けもち，責

任をもってその役割を果たしていく活動を充実させます。このような活動を通して，所属

感，満足感，達成感などを味わわせ，集団の一員として，よりよい生活や人間関係を築こ

うとする自主的，実践的な態度の育成を図ります。

， ，・学級や学校における話合い活動を大切にし 生活上の諸問題を話合いによって解決したり

進んで自分の考えを表現し，意見の異なる人を説得したり，協同的に議論して他者の思い

や願いなどを理解して集団としての意見をまとめたりする機会を積極的に設けます。その

ことにより，よりよい人間関係を構築しながら生活しようとする資質や態度の育成を図り

ます。また，学校は，このような指導を計画的かつ段階的に実施していくための体制づく

りに努めます。

， ， ，・学校園の行事を通して 同じ目的に向かって協力したり 達成感を共有したりすることは

子ども相互の結び付きを強くし，よりよい人間関係の育成につながります。そして，活動

目標や，その目標を達成するための方法や手段を全員で考えたり，役割を分担して実践し

たり，実践の過程で互いのよさに気付いたりすることによって望ましい人間関係は形成さ

れます。このようなことから，学校園では，日ごろから様々な活動を通して友達のよさに

着目させ，それらに積極的に目を向けようとする態度を育成していきます。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

いじめの解消率の上昇 小 ８２．５％(H23) ９４％

（いじめの認知件数に対する解消率）

中 ７９．５％(H23) ９４％

不登校の出現度の減少 小 ０．５４％(H23) ０．３７％

（不登校の出現率）

中 ３．０１％(H23) ２．７７％



*1 地域協働学校……p.18「５ 計画推進の考え方 (1) 計画推進における２つの柱②」を参照
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施策４－２ 学校園と家庭・地域社会との協働体制の確立

人づくりを軸に，学校園と家庭・地域社会が連携して学びの広がりを目指す取

組を進めることで，社会が人を育み，人が社会をつくる好循環の構築を目指しま

す。

施策実現のための方向性及び内容

○ 地域協働学校 を中心とした横のつながりを生かした学びの推進*1

これまでも本市の教育は，地域の方との強い絆により，支えられてきました。現在も保

護者や地域の人々により，子どもの安全を守る活動や，学校園を会場に夏祭りなどの多彩

な催しが企画運営されています。そういった地域の人々の愛情や触れ合いにより，子ども

たちの豊かな心が育まれています。また，地域の方がゲストティーチャーとして授業や保

育に関わってくださるケースも増えてきており，これからも地域とのつながりを大切にし

ながら，子どもたちの教育を進めていきます。

・本市では，平成１７年度から保護者や地域住民の学校運営への参画を図る地域協働学校の

取組を進めており，平成２４年度当初で，指定校は２５中学校区１２９校園にのぼってい

ます。今後も，地域協働学校運営協議会委員や学校評議員を通じて，校園長が保護者や地

域住民の意向を把握するとともに，学校園の自己評価結果を踏まえた学校園関係者による

評価と公表に取り組むことで，学校園の改善を進め，学校園のマネジメント力の向上を図

ります。

・地域の人々が学校園の教育活動を多彩な方法で支援することで，地域のコミュニティ活動

の活性化が図られ，コミュニティ活動の拠点づくりとなるよう進めていきます。

・学校園の教育方針や日々の教育活動について学校だよりや園だより，ホームページなどで

保護者や地域に積極的な情報発信を行い，開かれた学校園づくりを進めます。

○ 落ち着いた教育環境をつくるための取組の充実

本市では，不登校児童生徒の出現率と暴力行為の発生率が全国平均を上回っています。

全国的に犯罪の低年齢化が言われ，その原因として社会状況の急激な変化や家庭の教育力

の低下も指摘されています。学校では個別の対応だけでなく，生徒指導・教科学習・特別
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支援教育などの教育活動を一体的に展開し，組織的な対応を図ることにより，落ち着いた

教育環境をつくります。

・いじめはどこの学校でもどこのクラスでもどの子にも起こりうるということを認識し，子

どもたちからの危険信号を見逃さず，早期発見することが大切です。教職員一人一人がそ

ういった信号を感じられるように，生徒指導担当教師を中心に研修を進めることや，学級

担任一人だけで抱え込まないように，組織として対処できるような校内体制の構築，家庭

や地域との連携強化などを図ります。また，子どもたちの実態を把握するためのアンケー

トや学級適応感を調べる調査の活用も進めていきます。

・不登校や暴力行為については，子どもたちからの危険信号を早期に発見し，対応すること

が大切です。家庭や地域との連携だけでなく，こども総合相談所や警察など関係機関との

連携も深めていき，総合的にサポートしていきます。いじめや不登校・問題行動などにつ

いては何か起こったときの対処の仕方も重要ですが，通常の教育活動の充実が非常に重要

です。道徳や学級活動の時間を使って規範意識を育てたり，仲間と過ごすことの楽しさな

どを感じたりすること，教科の学習の中で学び合いを意識した活動を取り入れた授業改善

などを行い，学ぶ喜びをすべての子どもが感じるようにすること，児童会活動や生徒会活

動との関連を密にした学校行事に取り組むことなど，子どもたち一人一人が連帯感や成就

感をもち，自分は必要な存在なんだという気持ちを醸成していきます。

・いじめや不登校・問題行動に関わるスクールカウンセラーや不登校児童生徒支援員を学校

に配置し，子どもや保護者の悩みを早期に解決できるよう支援します。それ以外にも面談

や電話による教育相談を受け付ける教育相談室があります。教職経験者や臨床心理士など

が相談を受け付け，悩みを抱える子どもや保護者への対応の方法などについて，学校のス

クールカウンセラーなどと連絡を密に取り合い進めていきます。また，医療機関を含めた

関係機関との連携についてもより強化します。不登校児童生徒に対しては，できるだけ早

い学校への復帰を目指す適応指導教室の充実を図ります。

， ， ，・不登校の子どもたちとその保護者が 自然の中で 様々な共同作業や自然体験活動を行い

対人コミュニケーションの方法を会得し，人間関係づくりができるよう支援します。

・学校の教職員は児童虐待を発見しやすい立場にあることを再認識し，虐待が疑われる場合

には速やかにこども総合相談所へ通告し，虐待の早期発見，早期対応を図ります。また，

学校とこども総合相談所などの関係機関との関係をさらに密にし，適切に対応します。

○ 市民協働による人づくりを推進するための広報・広聴活動の充実

本市では，家庭，学校園，地域社会，事業者がそれぞれの役割を果たすことにより，自

立する子どもの育成を目指しています。今後も，この取組を充実させていくためには，本

市の子どもの実態と課題，本市の教育の現状をしっかり把握し計画を立て，その計画に基
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づき市民の皆様とともに子どもの教育に当たっていく必要があると考えます。そこで，教

育委員会としての広報，広聴活動の一層の充実を図り，市民の皆様との連携を深めた教育

に取り組んでいきたいと考えています。

・子どもの実態や教育環境などを把握することを目的とした，定期的な教育に関する調査を

実施します。この調査に基づき，より実態に合った効果的な施策を展開していきます。

・教育委員との懇談会を多様な形で行います。例えば，児童会，生徒会の代表との会，新規

採用教職員との会，保護者の代表との会，地域や事業者の代表との会などを実施し意見交

換を行うことで，本市の教育関係者や子どもを取り巻く市民の生の声を聴取し，施策など

に反映していきます。

・岡山っ子育成条例推進会議を定期的に開催し，本条例の実行主体者である家庭，学校園，

地域社会，事業所の代表が集まり，その行動指針についての検証を行い，必要に応じてそ

の見直しを行っていきます。

・広報紙やホームページなどを積極的に活用し，教育委員会の施策，事業などについて広く

市民に知っていただき，教育行政への理解と協力を求めます。

・岡山っ子育成条例について，家庭，学校園，地域社会，事業者などへの啓発を進めていき

ます。特に，現行の教職員研修（経験年数別研修，管理職研修など）の中で本条例に関わ

る講座を実施し，本条例を踏まえた学校教育を行うことができるようにするとともに，学

校園を通して，その趣旨や内容などを家庭や地域へ広げていくことができる環境を築きま

す。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

小６ ９１ ６％(H25) ９５％．

中３ ７８ ９％(H25) ８２％．

８７．３％(H23) １００％

地域協働による子どもの成長への効果の上昇

（地域の人に進んであいさつをしていると答え

た子どもの割合）

適応指導教室における不登校からの復帰率の上

昇
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政策５「家庭,学校園,地域社会のネットワークを生かした教育環境の充実」

５－１ 家庭における教育力の向上施策

家庭が責任をもって子どもたちに関わり，学校園や行政がその取組を支援する

ことで，子育ての孤立を防ぐととともに，家庭の教育力の向上を目指します。

施策実現のための方向性及び内容

○ 保護者を対象とした人権教育の推進

一人一人の人権が尊重された社会を築くために子どもたちの人権感覚や人権意識を高め

ていくことはとても重要です。そのために，保護者・地域の協力は不可欠であり，学校園

を含めた相互の共通理解の下に指導に当たることが大切です。特に保護者のものの見方や

考え方は，直接子どもたちに影響を与えることから，保護者自身の人権感覚や人権意識を

高める取組を進めます。

・家庭教育はすべての教育の出発点であり，子どもの人格や人権意識の形成に大きな影響を

与えることから，その充実を図ることは極めて重要です。保護者が学校園における取組を

理解するとともに，人権問題を正しく理解して子どもたちに接することができるように研

修の充実を図ります。その際，様々な人権問題についての理解を深めるだけでなく，日常

生活の中に潜む，先入観や偏見・差別につながるような意識への気付きが得られるように

していきます。研修は，講義形式のものだけでなく，視聴覚教材を活用したり，ワークシ

ョップなどの参加体験型の手法を取り入れたりして，人権感覚や人権意識が高揚するよう

工夫するとともに，校園内でのＰＴＡ研修にも生かせるような内容を提供していきます。

○ 家庭教育，子育てを啓発・支援する事業・講座情報の提供

家庭は，子どもにとって安らぎのある楽しい居場所であるとともに，必要な規範や行動

能力を身に付ける大切な場所です。しかし，子どもへの関わり方が分からず，また，孤立

している保護者もいます。

こうしたことから，保護者を対象に，家庭教育の大切さを啓発するとともに，学ぶ機会

， ， 。を提供し 家庭教育 子育てに関する様々な経験を共有し合える環境づくりを推進します

また，市民グループの子育て活動などについて，幅広く情報提供し，保護者が気軽に有意

義な情報に触れ，安心して子育てできるよう支援します。

・社会の基本ルール，生活習慣を守る，子どもの年齢に応じた役割分担を与えるなどの家庭

教育の在り方，ノウハウなどを学校園，ＰＴＡなどと連携し啓発します。
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・ＰＴＡや町内会などの子育て支援に取り組んでいる市民団体や各種委員などと連携し，家

庭教育についての保護者の学習機会の充実，様々な地域行事やイベント情報の提供の充実

を図るとともに，地域のネットワークづくりを推進します。

・各公民館で，子育てや子育ち をテーマとする講座を開設し，保護者同士が交流し合える
*1

場として子育てサロンの充実を図ります。あわせて，サロン活動を支援する保育ボランテ

ィアとして，育児を終えた保護者やその世代が，スタッフとして活動する学びの循環につ

ながる取組を進めます。

・子育て・子育ち・発達障害などに関する情報収集に努め，公民館「子育てミニ情報」を外

国語版を含めて作成し，希望する市民に配布するとともに，岡山市「こそだてぽけっと」

との相互リンクを図りながら，その充実に努めます。

○ 子育てに生かす絵本の読み聞かせの推進

， ，絵本の読み聞かせの楽しさと大切さを保護者に伝え 家庭で実践してもらうことにより

子どもが最初に本と出会う家庭という場で，子どもが自然に本に触れ読書に親しむ機会を

つくります。

・絵本の読み聞かせを通じて，愛情にあふれた豊かな時間を過ごすためのきっかけづくりと

なるよう，１歳ぐらいまでの赤ちゃんとその保護者を対象に 「すこやか相談会場」や，，

， 。主要な図書館において ボランティアと職員による絵本の読み聞かせ体験の場を設けます

会場によっては，毎回テーマを設けて選んだ絵本の読み聞かせを実演し，読み聞かせの方

法やポイントについて説明するとともに，選定した絵本の紹介や絵本の選び方のアドバイ

スなどを行います。

・１歳以上の子どもたちに対し，年齢に応じた絵本の読み聞かせの行事を行います。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

家庭教育力の充実度の上昇

（①年齢に応じた役割を子どもに与えていると ① ６５．８％(H24) ７５％

答えた保護者の割合

②家族で地域行事に参加していると答えた保 ② ６０．３％(H24) ７５％

護者の割合）
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５－２ 地域社会における教育力の向上施策

地域社会が責任をもって子どもたちに関わり，学校園や行政がその取組を支援

することで，子育ての孤立を防ぐととともに，地域社会の教育力の向上を目指し

ます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 様々な学習機会を提供する講座・事業の充実

子育てと子ども体験学習の支援，高齢者の学習促進，環境意識の高揚，健康づくり，男

女共同参画，共生のまちづくり，安全・安心ネットワーク活動との連携などをテーマとす

る公民館講座の運営を通じて，草の根ＥＳＤの視点を踏まえながら，地域の懸案や生活課

題などの解決に向けた学習機会を提供します。

また，子どもに様々な体験活動ができる居場所を提供し，仲間づくり，異年齢の子ども

や高齢者など，地域の様々な人との出会いと関わりができる地域の取組を推進します。

あわせて，ＰＴＡやＮＰＯなどとの連携を図り，子どもたちが安全に安心して参加でき

る体験活動の機会づくりを支援します。

・自然体験・科学実験・文化伝承など，子どもが多様な体験に挑戦したり，趣味を楽しんだ

りするなど，豊かな余暇時間を過ごすための様々な学習機会を提供します。特に，夏休み

などの長期休暇中には，子育て支援に取り組むＮＰＯや地域ボランティアなどとの協働に

より，多様な事業を企画・運営し，公民館を主会場とする子ども体験講座を実施します。

・岡山市環境学習センター「めだかの学校」では，自然環境の大切さを学ぶ機会を提供し，

環境教育の推進に取り組みます。

・水辺教室，里山教室などにより，市民の環境に対する意識や関心を高め，自主的な学習を

支援するとともに，ＥＳＤの取組を支援します。
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○ 地域社会での健全な子どもの育成とその推進のための指導者育成の充実

子どもたちは地域で育ちます。人との関わりの大切さ，見守られ愛されているという実

感，生活習慣や生きるために必要な能力，情操などを育む場である地域は，とても大切で

す。

特に，子ども会など地域団体の活動に参加し，集団活動を通して，子どもが達成感や充

実感を味わい，自主性，創造性や協調性などを培っていくことは，地域における健全な子

どもの育成に大きく寄与するものです。

今後，子ども会など地域団体の核となる育成者・指導者の資質向上を支援し，団体の充

実発展によって地域の教育力の一層の向上を図ります。

・子ども会，ボーイスカウトなどの子どもの健全育成に寄与する団体が，主体的な活動が行

えるよう継続した支援をします。

， ，・子ども会などの育成者・指導者を対象とした 指導や安全管理などに関する研修会を行い

主体的に安全で充実した活動の推進を支援します。

・子どもに関わる市民団体についての情報の発信や意見交換の場を設け，市民団体などのネ

ットワークづくりを支援します。

○ 子どもの健やかな成長を促すための安全･安心な環境づくりの充実

子どもたちが犠牲となる犯罪や事件が相次ぎ社会問題化されたことや，核家族化や共働

きの家庭の増加など社会状況の変化を受け，地域社会全体で子どもを見守る必要がありま

す。そのために，地域の力を得て，子どもたちが安全で安心して，健やかに育まれるよう

な環境づくりを目指し，地域社会を支援します。

・地域住民が主体となって，放課後や週末など，子どもたちの安全で安心して過ごせる居場

所を設け，学習や体験活動の機会を拡充するとともに，地域の子は地域で守り育むことが

できるよう，指導者人材の育成など環境整備を行います。
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○ 青少年の健全育成・非行防止活動の充実

大人の言動が子どもに及ぼす影響は大きく，子どもの健全な育成は，大人の理解を深め

る取組が大切であり，青少年の健全育成・非行防止には周囲の大人の関わりが重要です。

そのために学校や関係機関と連携し，子どもたちが周囲から見守られ愛され，地域の中で

役立っている存在であるという実感がもてるような活動を行います。

・ あいさつ運動」や「清掃ボランティア」など，周囲の大人が子どもの手本となるような「

活動や，子どもたちが地域の人と交流する行事などの取組を支援します。

・声かけ，巡回，相談など，青少年の健全育成・非行防止に必要な活動を，こども総合相談

所など関係機関･関係団体・事業者・学校及び地域と連携して行います。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

地域教育力の充実度の上昇

（①地域の大人が子どもの手本となるようにル ① ３６．２％(H24) ５０％

ールを守っていると答えた保護者の割合

②各種民間団体から家族で参加できる体験活 ② ３９．１％(H24) ５０％

）動が提供されていると答えた保護者の割合
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政策６「学校園の組織力を生かした教育環境の充実」

６－１ 学校園のマネジメント力の向上施策

学校園の組織体としての力の向上を図ることで，効果的かつ効率的な学校運営

を進めていきます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 子どもの成長を育む学校園の組織力の向上

学校園には，教師，学校事務職員，学校栄養職員，学校司書，用務技士，給食調理技士

など，多くの職種の教職員が勤務しています。今日の多様な教育課題の解決を図るために

は，学校園の組織としての力の向上が必要であると考えます。

・教職員は，それぞれの職務を責任をもって果たすとともに，互いに連携を取り合い，子ど

ものよりよい成長に向けた指導，取組を行います。学級を基盤としながらも，学校園の全

教職員がすべての子どもの教育に当たるという，チームとしての機能を大切にし，支え合

い，高め合う教職員集団を目指していきます。

○ マネジメント力の向上を図る研修の充実

効果的かつ効率的な学校運営を進めていくには，学校園，家庭，地域が，それぞれの役

割を明確にしながら，力を合わせていくことが大切であると考えます。そのためには，教

職員がコミュニケーションを通じて協働し，学校園内外のよさを生かしながら目標を達成

していくマネジメント力の向上が不可欠であるといえます。

， ， ， ，そこで 組織体の一員である教職員に 教育課題をとらえる 課題解決の見通しをもつ

人々との協力体制を構築するなど，マネジメント力を育成する研修を実施していきます。

・学校運営上の諸課題に取り組む管理職には，学校組織マネジメント力の向上を図る研修を

実施します。

・教職員の経験年数に応じて，求められるマネジメント力を系統的，計画的に育成する研修

を実施します。
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・校園外における研修だけでなく，校園内におけるＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレーニン

グ：職場内研修）を通じて，日々の実践の中で個々の教職員が資質能力の向上を図ること

ができるよう，各学校園が組織体としての力を向上させるための研修を実施します。

○ 解決困難な学校問題への専門的支援

価値観の多様化などに伴い，学校園で起きる子どもの指導に関わる問題の中で，当事者

間では解決困難な事例が増加傾向にあります。問題が長期化することで，該当する子ども

が学習に集中できにくくなったり，学校園に行けなくなったりするなどの問題も発生して

います。このような現状を早期に解決するための支援を行います。

， ，・長期化する問題を抱える学校園からの相談に対し 問題解決のために弁護士や臨床心理士

精神科医などからなるサポートチームによる支援・検討を行い，専門的な視点から解決の

道を探ります。当該の子どもの現状を改善することを第一に考え，教育相談室やこども総

合相談所などの関係機関とも連携しながら進めます。また，校園内研修にサポートチーム

を派遣し，学校園の初期対応能力の向上を図り，トラブルの長期化を抑制することで教職

員と子どもが向き合う時間の確保につなげていきます。

・過度と思われる要求やクレーム対応などについて，事例検討会を実施するとともに，検討

内容をモデル化し，他の同様なトラブル解決の指針とします。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

学校園の組織力の向上

（自校園の教育課題の解決に向けて，連携・協 ８７．５％(H25) ９０％

力して組織的に取り組んでいると答えた教職

員の割合）
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６－２ 教職員の資質能力の向上施策

個々の教職員の立場や経験に応じた支援を充実させることで，学校教育全体の

質的な向上を目指します。

施策実現のための方向性及び内容

○ 本市の教育力向上のための優秀な人材の確保

本市では，市内の教員養成課程を有する大学との連携や採用前研修の実施によって，大

学生など採用前の者が岡山市立学校園の実態や教育目標を体感できる機会を充実させ，新

規採用時から活躍できる「人材」を育成します。また，岡山市立学校園教職員の採用希望

者の増加を図り，本市の学校教育を担うことのできる有意な「人材」を確保できるよう広

報活動を行います。

・採用候補者の有志を対象に「採用前研修」を開き，見通しをもって円滑に教育活動がスタ

ートできるよう支援します。

・大学生の岡山市立小・中学校での指導体験などができる機会を提供します。

・大学の実習に関わる講義などへの指導者（現場教師など）の派遣をします。

・教職員募集に関するポスターを作成・配付し，広報活動を実施します。

・県内外の大学などへ出向いて教職員募集活動を行います。

○ 求められる資質能力を育む教職員研修の充実

自立する子どもの育成を目指して，本市では，教職員に求められる資質や能力を「教職

に対する揺るぎない情熱 「教育の専門家としての確かな力量 「総合的な人間力」と」， 」，

しています。これらの資質能力の向上を図るため，教職員の経験年数をもとに構築した岡

山市独自の研修体系に基づいて，採用時から一貫した教職員研修を系統的・継続的に取り

組みます。

・ ２年目・３年目研修講座」を新設し，初任者を継続して３年間で育成するとともに，講「

師を対象とした研修の充実を図ることにより，若手教職員の指導力の向上を支援します。

・ミドルリーダーとしての力量を高め，校園内の中核として活躍できる中堅教職員の育成を
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図る研修を実施します。

・本市の教育課題に沿って，子ども，学校園や教職員の実態やニーズに応える研修内容を焦

点化して実施します。

・本市全体の教職員の資質能力の向上を図れるよう，各教職員が担当する職務の遂行に必要

な知識技能などの習得や向上をねらいとした研修を幅広く実施します。

・本市がもつ人材や施設を活用するとともに，先輩教職員が講師として後輩を指導していく

研修を設定します。

， 。・市内学校園の相互理解と連携の基礎が培われるよう 校種の枠を超えた研修を設定します

○ 教職員の力量を高める教育研究の推進

本市の教育課題や学校園のニーズに応えた実践的な調査活動を行うとともに，教育情報

の提供，調査研究の成果の普及，自己研修の機会提供を通して，校園内の研究・研修を支

援し，教職員の資質能力の向上を図ります。

・本市の教育課題，教職員に求められる資質能力，学校園の求める研修内容などについて調

査研究を実施することにより，教職員研修の一層の充実を図ります。

・調査研究内容を岡山市立学校園へ発信することにより，校園内研究・研修を支援します。

・教育関係資料の収集・提供，刊行物やホームページなどによる教育情報の提供により，教

職員の資質能力向上，学校組織の活性化を支援します。

・教職員への学ぶ場の提供，相談の場の提供，教職員同士のネットワーク作りの場の提供な

どを支援します。

○ 教職員を対象にした人権教育の推進

人権教育はすべての教育の基本となるものであり，各学校園では子どもの発達段階に応

じて，教育活動全体を通じて創意工夫して取り組まなければなりません。その推進に当た

っては，まず教職員自身が人権尊重の理念を十分認識することが肝要です。子ども一人一

人の大切さを強く自覚し，一個の人格として接するという教職員の姿勢そのものが人権教

育の基盤となると考えます。

・子どもたちの身近な大人として教職員の存在は非常に大きなものがあります。教職員の人

権感覚や人権意識が，子どもたちの生活している教育・学習の場の在り方，子どもたちの
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人権感覚や人権意識の育成に大きく影響することは明らかです。教職員同士，教職員と子

ども，子ども同士の人間関係の大切さを意識し，教職員自身が自己研鑽に励むことが大切

です。

・人権尊重の意義や人権問題について理解と認識を深めるとともに，指導内容や指導方法を

工夫改善できる研修を実施します。また，総合的な人権教育を進めるため中学校区や学校

園が主体となって行う研修を支援します。

○ 教育ポータルサイトの活用の促進による授業力の向上

よりよい保育や授業づくり，学校づくりに役立つ教育コンテンツをポータルサイト上に

， ，共有し 活用を進めることで子どもたちに対する教職員の支援の方法や学校マネジメント

学力の向上を図ります。

・平成２３年度に検索機能のスピード化や簡素化を図り，誰にでも使いやすいポータルサイ

トとして運用しています。今後も授業で役立つ教材資料や学習指導案，研修資料だけでな

， 。く 教育課程に関する最新の情報や特別支援教育Ｑ＆Ａなどもサイトに掲載していきます

また，教職員の研究発表の場としての利用も進めます。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

授業満足度の上昇

（学校の授業はわかりやすく楽しいと答えた子 ８１．６％(H23) ８３％

どもの割合）
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施策６－３ 安心して心おきなく学べる教育環境づくり

安全・安心に配慮した施設や質の高い教育環境を整備することで，子どもも教

職員も，学びに集中できる学校園づくりを進めます。

施策実現のための方向性及び内容

○ 子どもの情報活用能力を向上させ，校務の情報化を充実させる教育用ＩＣＴ環境の整備・

推進

情報リテラシー（p.35脚注参照）を高め，情報モラルを身に付けることは，これからを

生きる子どもたちに不可欠です。また，校務の情報化の推進は，教職員の情報共有による

きめ細かな指導を充実させるとともに，校務が効率化することで，教職員が子どもと向き

合う時間の確保につながります。

このことから，児童生徒用及び教職員用のＩＣＴ環境を整備し，授業支援システム及び

校務支援システムの活用を推進することが大切であると考えています。

・パソコン教室で学級の全員が同時にパソコンを使用できる環境を整えるとともに，授業支

援ソフトなどによる効果的な学習を推進することで，一人一人の情報活用能力を向上させ

ます。

・教職員用パソコン及び事務ソフトウェアを整備するとともに，市内共通の校務支援システ

ムを導入して効果的に活用することで，日常の子どもの様子について校内の教職員全員で

情報共有し，個に応じた指導を充実させます。また，帳簿作成や事務処理の効率化によっ

て，教職員が子どもと向き合う時間が少しでも増えるように努めます。

○ 地震などの災害に備えるための整備

児童生徒や地域住民などの生命の安全を確保するために，校園舎の耐震性の確保につい

て，重点的かつ計画的に取り組みます。

・文部科学省の学校施設耐震推進化指針及び各種通達などに基づき，新耐震基準施行（昭和

５６年）以前に建築された学校園の建物について，耐震診断などを行い，計画的に耐震補

強・改築などによる耐震化を実施します。

○ 教育環境の質的向上を図る整備

老朽施設の機能改善を図りつつ，教育内容・教育方法などの変化や，地域との連携，環

境との共生，バリアフリー化，太陽光をはじめとする新エネルギーの導入，教育の情報化

などの様々な社会的要請，地球温暖化などの自然的要因を踏まえ，これに適切に対応する

ために教育環境の質的な向上を図っていきます。



*1 ドライシステム……床に水が落ちない構造の施設・設備，機械・器具を使用し，水が飛び散らず，床が乾い

た状態で作業ができるシステム。
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・校舎の新築，増改築において，児童生徒の多様な学習活動(ランチルーム，少人数教室，

学習発表会，演奏会など)に対応できる多目的教室の整備を進めます。

・段差解消スロープ・エレベーター・便器の洋式化・多目的便所の設置により，校園舎のバ

リアフリー化を推進します。

・建物の断熱化や自然採光などの省エネルギー化や太陽光発電などの新エネルギーを活用し

た設備を設置することで，環境教育の教材として活用できる学校施設を推進します。

○ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る施設整備

学校園などの施設について幼児，小中学生などの時期にふさわしい発達を促すことに留

意し，質の高い教育の機会が提供されるように整備を進めていきます。その際には，必要

に応じて小中，中高一貫的に教育を提供できる施設の整備を推進します。

学校給食施設については，学校給食における食中毒の発生を防ぎ，食の安全性を確保す

るため，学校給食衛生管理基準を踏まえ，ドライシステム などによる調理施設の整備を
*1

推進します。

学校体育諸施設については，地域におけるスポーツ環境の整備や児童生徒の体力低下の

問題，武道の安全かつ円滑な実施に対応するため，効率的な利用ができるように計画的に

整備します。

・児童生徒数の増減などを勘案し，所管する学校規模などに見合った必要事業量を踏まえ，

地域の実情や需要に応じた施設整備を進めます。

・給食施設について，ドライシステムの導入など，衛生管理の充実を図るための整備を推進

します。

・体育諸施設は，地域開放を前提とした計画とし，体育館については，必要に応じてミーテ

ィングルームなどのクラブハウスを併設して，地域と学校の双方が連携し，互いに効率的

な利用が図れるように整備します。

◇成果指標

（ ）指 標 現状値 目標値 H27

教育環境満足度の上昇

（学校は安全などに配慮して施設・設備を整え ８６．４％(H23) ８７％

ていると答えた保護者の割合）

学校園施設の耐震化率の上昇 ６５．８％(H23) ７５％
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(1) 策定の経緯
本計画の策定に当たっては，以下の体制を作って進めてきました。

① 岡山市の教育を語る会 ～ 教育ビジョンの広角化，深化に向けて

教育委員と有識者３名の計８名からなる懇談会を設け，目指す子ども像や学校像，

施策の方向性など，計画の中核となる部分について幅広い意見を集めました。

② 岡山っ子育成条例推進会議 ～ 市民協働で策定を進めていくために

岡山っ子育成条例「行動指針」の趣旨及び内容などを教育振興基本計画に盛り込ん

， ， ， ， ，でいくために 同条例に基づく標記の会を開催し 家庭 学校園 地域社会の各団体

事業者の代表，計１８名から，それぞれの立場からの意見を集めました。

③ 岡山市教育振興基本計画原案策定会議 ～ 計画のたたき台づくりのために

教育委員会事務局内の会議として，市長部局とも連携した原案づくりの会を設け，

上記①②の組織からの意見はもとより，パブリックコメントを実施し，市民の声を原

案づくりに反映させました。

◇岡山市の教育を語る会

○岡山市の教育を語る会要項

（趣旨）

第１条 岡山市教育振興基本計画を策定するに当たり，本市の教育の方向性，在り方

， ， （ 「 」等について協議し 又は意見交換するため 岡山市の教育を語る会 以下 語る会

という ）を開催する。。

（協議事項）

第２条 語る会の構成員は，次に掲げる事項について協議し，又は意見交換する。

(1) 教育全般における現状と課題に関すること。

(2) 本市の教育の方向性や在り方に関すること。

(3) その他本市教育を推進するために必要と認められること。

（構成員）

第３条 語る会は，岡山市教育委員会の委員及び次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) その他岡山市教育委員会が必要と認める者

２ 前項各号に掲げる者は，岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という ）が委。

嘱する。

（会議）

第４条 語る会の会議は，教育長が招集する。

２ 語る会の進行管理は，教育委員会事務局の職員が行う。

（庶務）

策５条 語る会の庶務は，岡山市教育委員会事務局教育企画総務課において行う。

（その他）

第６条 この要項に定めるもののほか，語る会の運営に関し必要な事項は岡山市教育

委員会が別に定める。

○「岡山市の教育を語る会」構成員（五十音順。敬称略。役職等はH24.8.21現在）

氏 名 役 職 等

加賀 勝 岡山大学大学院教育学研究科長

肥塚 見春 株式会社岡山高島屋代表取締役社長
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塩田 澄子 教育委員

菅波 茂 特定非営利活動法人アムダ理事長

曽田 佳代子 教育委員

柳原 正文 教育委員長

山脇 健 教育長

渡辺 勝志 教育委員長職務代理者

○「岡山市の教育を語る会」開催経過

日 時 討議内容

平成23年10月11日(火) (1) これからの人づくりの在り方について

・これからの日本に，どういう人材が求められるか。

， 。教育委員室 ・これからの岡山っ子に どんな力を身に付けてほしいか

(2) 本市が中期的に取り組むべき施策の方向性について

平成24年２月21日(火) (1) 本市における今後の教育の方向性について

・人づくりを取り巻く現状や子どもを取り巻く課題の捉え

教育委員室 方はどうか。

・政策や施策の方向性は適当であるか。

(2) 学校教育が担うべき役割について

・学校教育が何をどこまで担うべきか。

・家庭，地域社会とどのような連携を図るべきか。

平成24年８月21日(火) (1) 本市の目指す子ども像について

・ 人・もの・こと』との関わりを深めながら，学び続「『

教育委員室 ける子ども」を育てるために，どのような教育を行うべ

きか。

(2) ６つの政策と１５の施策について

・(1) を踏まえて，本市の教育において，最優先に取り組

むべき施策は何か。

◇岡山っ子育成条例推進会議

○岡山っ子育成条例推進会議の組織及び運営に関する要項

（趣旨）

第１条 この要項は 岡山市市民協働による自立する子どもの育成を推進する条例 平， （

成１８年市条例第１４７号。以下「条例」という ） 第２０条第３項の規定に基。

づき，推進会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要項で使用する用語の意義は，条例で使用する用語の例による。

（名称）

第３条 推進会議の名称は，岡山っ子育成条例推進会議とする。

（協議事項）

， ，第４条 推進会議の構成員は 市民協働による自立する子どもの育成を推進するため

次に掲げる事項について協議し，又は意見交換する。



- 61 -

(1) 家庭，学校園，地域社会及び事業者の取組に係る提案に関すること。

(2) 行動指針の普及及び啓発に関すること。

(3) 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基づく教育

の振興のための施策に関する基本計画に関すること。

(4) その他市民協働による自立する子どもの育成を推進するため，必要と認められ

る事項に関すること。

（組織）

， ， （ 「 」第５条 推進会議は 次の者をもって構成し 岡山市教育委員会 以下 教育委員会

という ）が委嘱する。。

(1) 学識経験者

(2) 保護者，学校園の教職員，地域社会で活動する者及び事業者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

２ 前項各号に掲げる者のほか，教育委員会は，推進会議に必要に応じて関係者の出

席を求め，説明又は意見を聴くことができる。

（会議）

第６条 推進会議の会議は，教育長が招集する。

２ 推進会議の進行管理は，教育委員会事務局の職員が行う。

（事務局）

策７条 推進会議の事務局を，岡山市教育委員会事務局教育企画総務課におく。

（その他）

第８条 この要項に定めるもののほか，推進会議の運営に関し必要な事項は教育委員

会が別に定める。

○「岡山っ子育成条例推進会議」代表者（敬称略） ◎座長 ○副座長

代表者の所属等 職名 氏名

岡山市公立保育園長会 岡山市金岡保育園長 上岡 桂子

岡山市国公立幼稚園長会 岡山市立足守幼稚園長 定廣 二三子
学
校 岡山市小学校長会 岡山市立西大寺小学校長 菅 京子
園
関 岡山市中学校長会 岡山市立御津中学校長 山本 健五
係

岡山市私立認可保育園長会 副会長 谷本 昭彦（H23）
山本 直子（H24）

大学 ○金川 舞貴子岡山大学大学院教育学研究科講師

保 会長 水口 彰岡山市公立保育園保護者会連合会

護
者 顧問 大久保 茂人岡山市国公立幼稚園ＰＴＡ連合会

関
係 岡山市ＰＴＡ協議会 会長 川崎 昌宏(H23）

）赤木 康二(H23･24

岡山市連合町内会 相談役 ◎片山 晋

地 岡山市連合婦人会 会長 佐藤 久子(H23)
域 副会長 安井 貞子(H24）
関
係 常任理事 佐藤 韶子岡山市民生委員児童委員協議会
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副会長 久世 英一岡山市子ども会育成連絡協議会

久山 雅生岡山市スポーツ少年団指導者協議会 岡山市スポーツ少年団副会長

岡山市青少年育成協議会 常任理事 岸本 俊男

副委員長 黒住 宗道社団法人岡山経済同友会 教育問題委員会

事

業 岡山商工会議所 江尻 博子岡山商工会議所女性会特別顧問

者

森 水緒岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰受賞団体 株式会社ラーンズ 経営革新室部長

○「岡山っ子育成条例推進会議」開催経過

日 時 協議内容

平成23年９月26日(月) (1) 岡山っ子育成条例行動指針・行動計画の進捗状況につい

て

市役所７階大会議室 ・説明，質疑応答，グループ協議

平成23年12月21日(水) (1)「現状と課題に基づく政策・施策の展開（案 」につい）

て

市役所７階大会議室 ①「人づくりを取り巻く現状 「子どもを取り巻く課題」」

・挙げられた課題より，もっと重要なものはないか。

・課題の捉え方について，他の見方はないか。

②「子どもを取り巻く課題と政策・施策の展開（案 」）

・ 基本政策（案 」に至るまでの展開で何か疑問はな「 ）

いか。

・ 課題解決のための方策」の項で，さらに優先して取「

り組むべきことはないか。

(2) 行動指針の教育振興基本計画への反映の在り方について

・それぞれの立場で，どのような支援があれば行動指針

の徹底ができるか。

平成24年７月11日(水) (1) 「本市の目指す教育」について

・岡山市教育振興基本計画（骨子案）の第４章について，

ほっとプラザ大供５階 岡山っ子育成条例行動指針を踏まえた内容になっている

会議室 かどうか。

(2) 「計画の体系」について

・第６章(2)の政策・施策体系について，人づくりを取り

巻く現状や子どもを取り巻く課題を踏まえたものになっ

ているかどうか。

平成24年10月31日(水) (1) 「本市の目指す教育」について

・自立する岡山っ子を育てるために家庭，地域社会，事業

ほっとプラザ大供５階 者はどうあるべきか。

会議室 (2) 計画の具体について

・政策５について，方向性や内容は妥当であるか。他にど

のような施策を盛り込むべきか。
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(2) 岡山市市民協働による自立する子どもの育成を推進する条例
（岡山っ子育成条例）

岡山市条例第１４７号
岡山市市民協働による自立する子どもの育成を推進する条例

目次
前文
第１章 総則（第１条－第３条）
第２章 家庭，学校園，地域社会，事業者及び市の責務（第４条－第８条）
第３章 子どもの安全確保に関する責務（第９条・第１０条）
第４章 市が推進する施策（第１１条－第１８条）
第５章 推進のための取組（第１９条・第２０条）
附則
岡山市は，豊かな自然と地理的条件に恵まれ，先人たちのたゆみない努力により，輝かしい歴史と文化を築き，

発展を続けてきました。国際化が進展する新たな地方の時代に，岡山市のすべての子どもたちが夢と希望をもち，
健やかに成長していくことは私たちの大きな願いです。

私たちは，岡山市の未来の希望である子どもたちが次代を生きていくための資質として，自立を掲げました。
ここでの自立とは，子どもたちが，豊かな人間性を身につけ，自分を高めるとともに，共に生きることができる
ように自分自身を確立していくことです。豊かな人間性とは，社会の一員としての倫理観や正義感，自然や美し
いものに感動する心，思いやりや感謝の心を身につけていくことです。自分を高めるとは，自らの可能性を信じ，
目標に向かって努力を重ねていくことです。そして，共に生きるとは，すべての命を大切にし，自分や他者との
違いを理解して協調するとともに，自然や環境とも調和していくことです。

岡山市の子どもたちは，家庭，学校園及び地域社会が温かく見守るなか，自立に向かって成長しています。し
かし，子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており，子どもに関する課題の解決には，私たちが，子どもた
ちに与える影響の大きさを自覚して自らを律するとともに，子どもたちの教育に責任を持って取り組む必要があ
ります。

ここに，私たちは，子どもたちが愛されていると実感できる家庭，学校園及び地域社会を実現し，市民協働に
よる自立する子どもの育成を推進することを目指し，この条例を制定します。

第１章 総則
（目的）

第１条 この条例は，子どもの育成に関して，基本理念を定め，家庭，学校園，地域社会，事業者及び市の責務
を明らかにするとともに，子どもの育成に関する市の施策その他の基本的事項を定めることにより，もって自
立する子どもの育成に寄与することを目的とします。
（用語の定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号の定めるところによります。
(1) 子ども 概ね１８歳未満の市の区域内（以下「市内」といいます。）に居住する者をいいます。
(2) 保護者 子どもを保護する義務を有する者をいいます。
(3) 学校園 市内の保育園，幼稚園，小学校，中学校及び高等学校をいいます。
(4) 地域社会 地域に居住する者並びに地域に関する課題の解決及び地域住民の連携を図るために活動する団

体をいいます。
(5) 事業者 市内において，事業所又は事業の拠点を有する個人又は法人をいいます。
(6) 協働 家庭，学校園，地域社会，事業者及び市が，それぞれの果たすべき責務を自覚し，相互に支え合い，

協力することをいいます。
(7) 自立 子どもが，豊かな人間性を身につけ，自分を高めるとともに，他者及び環境と共に生きることがで

きるように自分自身を確立していくことをいいます。
（基本理念）

第３条 すべての子どもは，子どもとしての権利及び社会の一員としての心身の発達に応じた責任があり，また
性別，国籍，障害等にかかわらず，一人の人間として尊重されます。

２ 家庭，学校園，地域社会，事業者及び市は，相互の信頼関係のもとに協働し，かつ，子どもの心身の発達に
応じて，適切に子どもの育成に関する取組を行います。

第２章 家庭，学校園，地域社会，事業者及び市の責務
（家庭の責務）

第４条 保護者は，子どもの教育に第一義的な責任を有し，子どもが家庭の愛情のなかで生活習慣及び社会規範
を身につけ，豊かな人間性を育めるよう，次の責務を果たすように努めます。
(1) 子どもにとって，自分が愛され，大切にされていると実感できるような家庭づくりをすること。
(2) 子どもの思いを受け止め，適切に褒め，叱ることで，子どもが自立に必要な力を身につけられるようにす

ること。
(3) 子どもが，家庭の中での役割を果たすことで，責任感を育み，家族の一員としての喜びを感じることがで

きるようにすること。
(4) 地域社会の一員として，主体的に地域の行事及び活動に参加又は参画すること。
(5) 子どもとともに成長していくように，周りの人と関わるとともに，学習する機会をもつこと。
(6) 平素から子どもに関して学校園と情報を交換し合うとともに，積極的に学校園の行事及びＰＴＡ活動に参

加又は参画すること。
２ 保護者の家族は，前項の保護者の責務を実行するに当たっては，これに協力するように努めます。

（学校園の責務）
第５条 学校園は，子どもが集団の中で自立に必要な力を身につけられるようにするとともに，子どもの学びの

拠点として，家庭及び地域社会の信頼に応え，次の責務を果たすように努めます。
(1) 基礎的及び基本的な知識及び技能を身につけさせるとともに，自ら学び，自ら考える力等を育成し，学力

の向上を図ること。
(2) 集団の中で，子どもの社会性，倫理観，規範意識，自然や美しいものに感動する心，思いやりや感謝の心

等豊かな人間性を育成すること。
(3) すべての命を大切にする心を育み，互いの人権及び個性を尊重しながら，共に支え合う態度を育成するこ

と。
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(4) 子どもの適切な勤労観を育成するための教育を推進すること。
(5) 子どもの健康及び体力の向上を図り，並びに健康に関する教育を推進すること。
(6) 家庭及び地域社会へ積極的に情報を発信するとともに，相互の意見交換の機会を充実すること。
(7) 地域社会と連携し，又は協力して，地域人材の活用を推進すること。
（地域社会の責務）

第６条 地域社会は，子どもが地域での多様な体験及び様々な人や自然とのふれあいをとおして，豊かな人間性
や，ふるさとを大切に思う気持ちを育めるよう，次の責務を果たすように努めます。
(1) 子どもへの声かけ，見守り等子どもの育成に積極的に関わり，安全で健やかに育つ環境づくりをすること。
(2) 子どもが地域社会の一員として，地域の行事及び活動に参加又は参画できる機会をつくること。
(3) 前２号に掲げるもののほか，子どものいる家族に対しても地域全体で見守るとともに，地域の行事及び活

動に家族で参加又は参画できる機会をつくること。
(4) 学校園や社会教育施設等の求めに応じて，子どもの教育に関するボランティア又は講師として，参加又は

参画すること。
（事業者の責務）

第７条 事業者は，地域社会の一員として，子どもの育成に責務を負うとともに，自立する子どもの育成が将来
の人材を育成する大切な営みであることを自覚し，次の責務を果たすように努めます。
(1) 子どもにとって，安全で良好な環境づくりを推進すること。
(2) 自らの事業所に勤務する保護者が，仕事と子育てを両立しやすい職場環境を整えること。
(3) 学校園の求めに応じて，職場見学，職場体験，講師派遣等に協力すること。
(4) 自らの事業所において，子どもの育成に関するボランティア活動を奨励すること。
（市の責務）

第８条 市は，家庭，学校園，地域社会及び事業者が，それぞれの果たすべき責務に従い，協働して自立する子
どもの育成を推進できるように，支援に関して必要な措置を講じます。

第３章 子どもの安全確保に関する責務
（子どもの安全確保に関する家庭，学校園，地域社会及び事業者の責務）

第９条 前章に定めるもののほか，家庭，学校園，地域社会及び事業者は，自立する子どもを育成する基盤とな
る子どもの安全を確保するため，次の責務を果たします。
(1) 子どもの事故，犯罪，非行，いじめ，虐待等を未然に防止するため，子どもが安心して育つことのできる

環境づくり等を推進すること。
(2) 子どもが危険を回避できるとともに，危機に適切に対応できるようにするための教育を充実すること。
(3) 子どもの安全が脅かされる状況の早期発見に努めるとともに，その状況を発見した場合は，関係機関と連

携し，又は協力して適切に対応すること。
（子どもの安全確保に関する市の責務）

第１０条 市は，子どもの安全確保のための活動及びネットワークづくりの推進に努めるとともに，子どもが被
害者又は加害者となった場合は，関係機関と連携し，又は協力して適切に対応します。

第４章 市が推進する施策
（家庭教育への支援）

第１１条 市は，家庭に対して，子どもの育成に関する情報提供に努めるとともに，情報交換及び学習の機会を
充実するものとします。
（学校園の教育環境の充実）

第１２条 市は，学校園が教育機能を十分に発揮できるように，教職員の資質向上とともに，学校園の自主性及
び自律性を尊重しつつ，学校園の教育環境を充実するものとします。
（地域社会への支援）

第１３条 市は，自立する子どもの育成に関わる人材を育成するとともに，学校園，社会教育施設，子どもの居
場所等（以下本条中「学校園等」といいます。）に協力する個人又は団体が，学校園等において活動するため
に必要な支援を行うものとします。
（事業者の理解及び協力の推進）

第１４条 市は，自立する子どもの育成に関して，事業者の理解及び協力が得られるように，広報及び顕彰を行
うものとします。
（子どもの自主活動への支援）

第１５条 市は，子どもの伝統文化，スポーツ，体験活動等の自主的な活動を支援するとともに，子どもの体験
活動等への主体的な参加又は参画の機会を充実するものとします。
（相談体制の充実）

第１６条 市は，教育，保健，福祉及び医療の分野における子どもの育成に関する相談又は支援を行う機関及び
団体と連携を図り，子どもの育成に関する総合的な相談体制を充実するものとします。
（自立する子どもの育成に関するネットワークの推進）

第１７条 市は，自立する子どもの育成に関するネットワークづくりを推進するために，必要な支援を行うもの
とします。
（市民の理解及び協力）

第１８条 市は，自立する子どもの育成を推進するための施策の実施に当たっては，市民の理解及び協力を得る
とともに，市民意見等の把握に努めるものとします。

第５章 推進のための取組
（行動計画の策定）

第１９条 市は，市民協働による自立する子どもの育成に関する施策を総合的及び計画的に推進するため，行動
計画を策定します。

２ 市は，行動計画の進捗状況について，一定期間毎に評価し，必要に応じて改善を行います。
（推進会議の設置）

第２０条 市は，市民協働による自立する子どもの育成を推進するため，推進会議を設置します。
２ 推進会議は，第２章及び第３章の責務に基づく家庭，学校園，地域社会及び事業者の行動指針を策定すると

ともに，啓発に努めます。
３ 推進会議の組織及び運営に関する必要な事項は，別に定めます。

附 則
この条例は，平成１９年４月１日から施行します。
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(3) 岡山っ子育成条例行動指針

家庭の行動指針

○「心のあくしゅ」あいさつから始めます

○話し合いの時間をもちます

○子どもに一役もたせます

○「さざ波体験」子どもを見守り支えます

○ほめて叱ってまたほめます

○「ふれあい，出会い」子どもと一緒に出かけます

学校園の行動指針

○魅力ある保育・授業づくりに取り組みます

○共に支え合う集団づくりを推進します

○健康づくりを推進します

○体験活動を充実させます

○みんなのために働く活動を充実させます

○情報発信や意見交換に進んで取り組みます

地域社会の行動指針

○大人から大きな声であいさつをします

○地域行事の活性化を図ります

○いつでも声かけをします

○大人が見本を示します

○みんなで地域に集まります

○安全・安心の確保に努めます

事業者の行動指針

○事業所周辺の環境づくりに努めます

○学校園への協力を進んでします

○ボランティア活動を奨励します

○子育てしやすい環境づくりに努めます

○地域社会との結びつきを強めます

○事業者同士の意識向上に努めます


