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○教育基本法（抜粋）

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に 

関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画 

を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教 

育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。



１ 岡山市が目指す教育

岡山市では、未来の希望である子どもたちが次代を生き抜いていくことができるよう市

民協働による「自立する子ども」の育成を目指しています。「自立する子ども」とは、

「自立に向かって成長する子ども」のことであり、豊かな人間性を身に付け、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子どものことです。

そのために、中学校区ごとに指導方針を一貫させた「中学校区を単位とした学校園一貫

教育～岡山型一貫教育～」と、学区ごとの運営協議会を主体として保護者や地域住民など

が、一定の権限をもって学校運営に参画する「岡山市地域協働学校」とを軸にした取組を、

市民協働で進めます。

また、全ての取組において、一人一人の人権が尊重され、生命と尊厳が守られる家庭、

学校園、地域社会の実現を目指します。

さらに、本市ではＥＳＤを推進しており、全ての教育活動にＥＳＤの視点を生かしてい

くことで、子どもたちが将来の持続可能な社会の担い手として成長していくことを目指し

ます。

＜目指す子ども像＞

自立に向かって成長する子ども
（自立する子ども）

自然体験や文化体験、成功体験や失敗体
験などの様々な体験を通して、豊かな人間
性を育んでいく。

「悪いことは悪いと言え、正しい行動ができる」
「自然や美しいものに感動することができる」
「思いやりや感謝の心を持ち、ありがとうと言え
る」

人や自然との関わりを通して、まわ
りを大切にし、共に生きていこうとする
態度を育んでいく。

学ぶ喜びや成長の実感を通して、自
分を高めようとする態度を育んでいく。

「前向きに行動することができる」
「目標に向かって努力することができ
る」

「全ての命を大切にすることができる」
「認め合い、助け合うことができる」
「自然や環境のことを考えて生活でき
る」
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学ぶ喜びや成長の
実感を通して

家庭 地域社会

岡山市地域協働学校

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）

事業者行政

・中学校区を一つの地域と見なし、学
校園、家庭、地域社会がそれぞれの
役割を果たす
・保護者、地域住民が学校運営に主体
的に関わる

横のつながり

共に生きる
豊かな人間性

自分を高める

＜岡山市の教育が目指す市民協働の人づくりのイメージ（学校園版）＞

（自立する子ども）
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２ 岡山市教育振興基本計画アクションプランについて

岡山市では、教育基本法第17条第２項の規定に基づき、岡山市の教育行政の５年間のビジョ

ンを示した「第２期岡山市教育振興基本計画」（以下「基本計画」という。）を平成29年３月

に策定しました。この基本計画は６つの政策と13の施策で構成し、それぞれの施策実現のため

に取り組む内容等を示しており、平成29年２月に市長が定めた「岡山市教育大綱」の趣旨を踏

まえたものとなっています。

アクションプランは、基本計画に基づいて単年度の実施計画を示したものであり、それぞれ

の事業を効果的に展開し、基本計画の施策の実現を図ることで、本市が目指す「自立に向かっ

て成長する子どもの育成」を進めていきます。

基本計画の推進のために実施する施策については、毎年度定期的な点検とその結果のフィー

ドバックによる進行管理を行います。そのために、本アクションプランの策定とその実施、点

検・評価、見直し・改善といったＰＤＣＡサイクル【計画(Plan)－実行(Do)－評価(Check)－

改善(Action)】による成果の検証と計画の効果的な見直しを行います。また、外部評価委員に

よる第三者評価を実施し、その結果を議会に提出するとともに広く市民に公表します。

事業計画

市の独自調査地教行法に基づき実施する
自己評価と第三者評価

効果的な
事業展開

教育振興基本計画
アクションプラン

教育に関
する総合
調査

事業の実施取組の見直し・改善
重点化の検討

Plan

Do

Check

Action

岡山市の教育行政サイクル

教育委員会の
事務に関する
点検・評価

教育振興基本計画

第２期岡山市教育振興基本計画

（平成２９年度～平成３３年度）
基本計画

実施計画 平成３０年度
アクションプラン

平成３１年度
アクションプラン

平成３２年度
アクションプラン

平成３３年度
アクションプラン

平成２９年度
アクションプラン
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政 策 施 策 主 な 事 業 等

★：新規事業

３ 施策・事業体系図

○学力向上推進プロジェクト（指導、保幼）
○英語教育推進事業（指導）
○教育課題別研究事業（センター）
○就学前教育の充実（保幼、指導）
★おかやまっ子チャレンジアッププロジェクト（指導）
○習熟度別サポート事業（教職）
○岡山っ子スタート・サポート事業（教職）

1-1 一貫した学びの推進

主体的な学びの
推進による
確かな学力の育成

１

人や自然、文化と
の関わりを通した
豊かな心の育成

２

健康教育の充実
による
健やかな体の育成

３

1-2 豊かな学習資源の
活用推進

2-1 思いやりの心や
規範意識、向上心の
育成

2-2 岡山を愛する心と
国際感覚の育成

3-1 体力づくりの充実と
安全教育の推進

3-2 食育の推進

★情報活用能力向上事業（指導）
○学校支援ボランティア事業（生涯）

○はぐくむ心・あったかハート事業（指導）
○オリエント美術館体験講座（美術館）
○岡山市ジュニアオーケストラ運営事業（地子）
○シェアリングネイチャーキャンプ（地子）
○犬島探検隊（地子）
○自然の中での学習会（地子）
○子ども読書活動の推進（図書館）
○岡山キャリアスタートウィーク事業（指導）

○文化財保存整備事業（文化財）
○文化財及び埋蔵文化財の発掘調査成果の活用（文化財）
○史跡公有化の推進（文化財）
○オリエント美術館特別展等の開催（美術館）
○オリエント美術館と県立美術館等との共同事業（美術館）
○おかやまイングリッシュビレッジ（地子）
○ユネスコスクール推進事業（指導）

○運動習慣定着化事業（保体）
○学校保健事業（保体）
○実践的安全教育総合支援事業（指導）
○子どもの命を守る岡山市立学校におけるＡＥＤ整備及び
応急手当普及員研修事業（保体）
○防災キャンプ推進事業（地子）

○学校給食における食育の推進（保体）
○スーパー食育スクール事業における成果の普及事業（保体）

p.8～

p.16～p.11

p.12～

p.14～

p.18

p.16～

＜ ＞内は事業群名 ストップ…ストップ・ザ学校問題

（ ）内は担当課 教企…教育企画総務課、施設…学校施設課、教職…教職員課、就学…就学課、指導…指導課

センター…教育研究研修センター、保体…保健体育課、生涯…生涯学習課、図書館…中央図書館

公民館…中央公民館、文化財…文化財課、美術館…オリエント美術館（以上、教育委員会事務局）

地子…地域子育て支援課、保幼…保育・幼児教育課（以上、岡山っ子育成局）

※ 主な事業等の中には、学校その他の教育施設が日常的に行っている取組も入っています。
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4-1 一人一人を大切に
した集団づくりの
推進

一人一人の
育ちを支える
指導・支援の充実

４

学校園の
教育環境の充実

５

家庭、地域社会の
教育環境の充実

６

4-2 一人一人の課題に
応じたきめ細かな
支援

5-1 教職員の資質能力の
向上と支援体制の
充実

5-2 安全・安心で快適な
教育環境の整備

6-1 家庭の教育力向上
への支援

6-2 地域社会の教育環境
の充実

6-3 家庭、学校園、地域
社会の協働体制の
確立

○共に成長し合う学級集団づくり推進事業＜ストップ＞（指導）
○スクールカウンセラー配置事業＜ストップ＞（指導）
○いじめ専門相談員派遣事業＜ストップ＞（指導）
○不登校児童生徒支援員配置事業＜ストップ＞（指導）
○問題行動等対策事業＜ストップ＞（指導）
○教育相談室・適応指導教室整備事業＜ストップ＞（指導）

○共に生きる子どもを育てる障害児支援事業（指導、保幼）
○日本語指導講師派遣事業（指導）

○特色ある岡山市教職員採用試験実施事業（教職）
○学校園における人権教育の充実（指導、保幼）
○教職員研修事業（センター、保幼）
○マネジメント力向上研修（センター）
○若手教職員の育成事業（センター）
○教職員の力量を高める教育研究事業（センター）
○学校問題解決サポート事業＜ストップ＞（指導）
○学校業務アシスト事業（教職）
○部活動サポート事業（保体）

○学校図書館の充実（指導）
○ＩＣＴ環境整備事業（就学）
○学校園耐震改修整備事業（施設、保幼）
○校舎等増改築事業（施設）
★小規模校におけるＩＣＴを活用した学校づくり事業（就学、指導）
★学校空調設備整備事業（施設）

○ＰＴＡにおける人権教育の充実（指導、保幼）
○スクールランチセミナーの充実（保体）
○家庭教育支援事業（生涯）
○絵本の読み聞かせ事業（図書館）
○子育て支援「のびのび親子広場」事業（保幼）

○インターネット予約図書の受取・返却窓口拡充事業（図書館）
★図書館相互利用（図書館）
○公民館ＥＳＤ活動推進事業（公民館）
○公民館講座の拡充（公民館）
○新成人の集い事業（地子）
○子ども会リーダー・育成者研修事業（地子）
○放課後子ども教室推進事業（地子）
○わくわく子どもまつり（地子）
○操山地区公民館建設事業（生涯）
○図書館設備改修及び修繕（図書館）
○公民館耐震改修整備事業（公民館）

○地域協働学校の推進と学校評価の充実（指導）
○地域コーディネーター事業（生涯）
○広報広聴活動の充実事業（教企）

政 策 施 策 主 な 事 業 等

p.19～

p.21

p.22～

p.24～

p.31～

p.28～

p.26～

★：新規事業
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【新規】

おかやまっ子チャレン
ジアッププロジェクト
中学校区ごとに、児童生徒が主体

的に、家庭学習の定着など学習状況
の改善や、地域と連携した取組を考
え、実践し、その取組の様子を広報し
ます。

年度 小６国語 小６算数 中３国語 中３数学

Ｈ２５ ４９ ５０ ５０ ５０

Ｈ２６ ５０ ５０ ４８ ４８

Ｈ２７ ５０ ５０ ４８ ４８

Ｈ２８ ５０（２３） ５０（１１） ４８（４７） ４８（４５）

現状

■授業研究等の状況（Ｈ２８全
国学力・学習状況調査の中学
校学校質問紙）

■全国学力･学習状況調査のＢ問題（主として
「活用」に関する問題）の偏差値

項 目 岡山市 全国

模擬授業や事例研究など、実践的な研修を行っている。 ６３．２％ ８４．２％

校長が校内の授業を週２回以上見て回っている。 ６５．８％ ８２．６％

課題 子ども一人一人の学力を伸ばしていくために、学力調査を効果的に活用する必要があります。また、
学校での授業改善に向けた取組が効果的に行われるような仕組みづくり、場づくりを行っていく必要が
あります。

重点的に取り組む事業

確かな学力の育成

学力向上推進プロジェクト

岡山市学力アセス
岡山市の独自調査を実施し結果を分析します。また、全市的な教科

研究を行うことを通して人材育成を図ります。

全国学力・学習状況調査の活用
大学と連携をして調査結果を分析し、よりよい授業づくりを推進します。

中学校区を単位とした授業研究支援事業
「子どもが輝く学びづくりプロジェクト」
中学校区を単位とした保育・授業研究を行い、中学校区の課題解決
に取り組みます。

授業これだけは！
授業における「めあて」「まとめ」「表現活動」の徹底を図るとともに質

の向上を図ります。

授
業
研
究
の
推
進

学
力
調
査
の
効
果
的
な
活
用

就学前教育の充実
保育園・幼稚園・認定こども園の合

同研修会や、就学前と小学校の連携
研修会を実施し、岡山式カリキュラム
を踏まえた就学前教育の在り方など
について共通理解する機会をもちま
す。

中
学
校

（
市
立
高
等
学
校
）

小
学
校

就
学
前

「中学校区を単位とした学校園一貫教育 ～岡山型一貫教育～」の推進

４ 主な事業

(1) クローズアップ

平成29年度に、特に重点的に取り組む事業について紹介します。

英語教育推進事業
小学校の英語教科化等次期学習

指導要領改訂に向けて、教員の指
導力・英語力向上のための取組や
外国語指導助手の派遣などを行い
ます。

指導教諭の活躍
学力向上の優れた実績を広め、授業を公開すると共に他教員の授業

づくりを支援します。

学力向上プロジェクト
学校現場の思いとアイデアを基に授業づくりの学習会を開催します。

■全国学力･学習状況調査のＢ問題（主として
「活用」に関する問題）の無解答率

教科 岡山市 全国

小６・国語 ５．０％ ４．６％

小６・算数 ８．２％ ７．４％

中３・国語 ７．４％ ４．４％

中３・数学 １９．０％ １４．７％

※Ｈ２８の（ ）内の数字は、仮に正答率の都道府県の順位に当てはめた場合の位置

「岡山市地域協働学校」の推進

家 庭 学 校 園

【政策１】p.8参照 【政策１】p.9参照

【政策１】p.9参照

【政策１】p.9参照

自主学習ソフトの導入
生徒一人一人の自主的な学習を支援するソフトを全中学校へ導入し

ます。

【新規】

【新規】
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学校業務アシスト事業 ・ 部活動サポート事業
小中学校への教職員を補助するアシスト職員の配置や、中学校・高等学校への

部活動顧問教員を支援する外部指導者の派遣を通して、教職員が子どもと向き合
う時間を確保するとともに、教職員のワークライフバランスの実現に取り組みます。

学校支援ボランティア事業
学校園や地域での教育活動などに対して、学生や保護者、地域住民が様々な特
技や趣味などを活かして支援します。

チーム学校園の推進

豊かな学びの機会と場の提供

操山地区公民館整備事業
中学校区で唯一地区公民館が整備されていない操山地区へ、老朽化している教
育相談室・適応指導教室（あおぞら清輝）を複合化し、地区公民館を整備します。

【新規】図書館相互利用
岡山連携中枢都市圏域住民の利便性

向上のために、自治体の枠を超えて「図
書館の相互利用」に取り組みます。

文化財保存整備事業
国指定史跡を恒久的に保存し活用
します。史跡を訪れた市民や観光客
がその文化的価値を享受できる環境
を整備します。

問題行動等の防止及び解決

ストップ・ザ学校問題
－学びの場充実事業－
いじめ等の問題行動及び不登校を減少させ、学びの場を充実させ
るために、「未然防止」「早期発見・早期対応」「深刻化防止」といっ
た観点からの取組を充実させるとともに、効果的な解決につなげる
ために、本市の諸課題やその背景について検証を行います。

はぐくむ心・あったかハート事業
子どもたち自身の生き方を見つめ直す機会、道徳の授業及び感
動体験の機会を充実させます。

校舎等増改
築事業
児童数が急増し、今
後も増加が予想される
学校について、校舎を
増築します。

様々な人材を活用し、子どもに関わる全ての大人が互いに
連携して教育活動に当たります。

問題行動等の未然防止・早期解決に向け、
全ての学校において、さらなる対応力の向上
が必要です。

【新規】

学校空調設
備整備事業
学校における教室

内の環境改善のた
め、空調設備の早期
導入を図ります。

教育施設・設備の整備

学びに集中できる学校園を目指し、質
の高い教育環境を整備していきます。現状

課題

■生徒１，０００人
当たりの暴力行
為の発生件数
（中学校）

■不登校児童の
出現率の推移
（小学校）

学校園耐震改
修整備事業
本年度中の耐震化完

了を目指し、計画に基づ
いて耐震改修整備を行い
ます。

市民一人一人が生涯にわたり主体的に学ぶことができる
環境の一層の充実を図っていきます。

豊かな心の育成

道徳性を高め、思いやりの心や規範意識、向
上心を育成します。
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地 域 社 会 事 業 者

重点的に取り組む事業

重点的に取り組む事業

重点的に取り組む事業

重点的に取り組む事業

重点的に取り組む事業

【政策１】p.11参照

【政策５】p.23参照

【政策４，５】p.19,20,23参照

【政策５】p.25参照

【政策５】p.24参照

【政策５】p.24参照

【政策２】p.12参照
【政策６】p.28参照 【政策２】p.14参照

【政策６】p.30参照

【新規】

小規模校におけ
るＩＣＴを活用した
学校づくり事業
ＩＣＴ機器を導入・活用し、小
規模校の学びの質の維持向

上を図ります。

【政策５】p.25参照
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事業名 担当課
予算額
（千円）

前年度までの経緯

事業内容

他局との連携

事業名 　学力向上推進プロジェクト 担当課
予算額
（千円）

39,970

前年度までの経緯 拡充

事業内容

(2) 事業一覧

施策ごとに、平成29年度の主な事業を紹介します。

※事業一覧の見方

指導課
保育・幼児教育課

○岡山市学力アセス・・・岡山市の独自調査を実施することで、全市的な教科研究及び授業改善を
行うことを通して人材育成を図る。
○全国学力・学習状況調査の活用・・・全国学力・学習状況調査の結果をもとに、誤答及び学習状
況の分析を進める。
○中学校区を単位とした授業研究支援事業「子どもが輝く学びづくりプロジェクト」・・・岡山市学力
アセス及び全国学力・学習状況調査の活用をもとに、教員一人一人の授業改善を図るとともに、中
学校区で目指す子ども像の実現に向けて中学校区を単位とした学校園一貫教育～岡山型一貫教
育～を推進する。
○授業これだけは！・・・授業における「めあて」「まとめ」「表現活動」の徹底・充実を図ることで授業
の質の向上を図る。
○指導教諭の活躍・・・学力向上の優れた実践を広めるとともに、他教員の授業づくりを支援する。
○学力向上プロジェクト・・・学校現場の教員のアイデアを基に、授業づくりの学習会等を開催する。
○自主学習ソフトの導入・・・生徒一人一人の自主的な学習を支援するソフトを全中学校へ導入す
る。

　全国学力・学習状況調査や岡山市学力アセスの結果を分析し、学力に関する課題の
解決に向けて、大学と連携を図りながら、就学前教育から中等教育までの学びを連続さ
せる一貫教育を中学校区で推進するとともに、授業改善及び人材育成に向けた取組を
行っている。Ｈ29年度から「学力向上推進プロジェクト」としてスタートする。

政策１　主体的な学びの推進による確かな学力の育成

　施策１－１　一貫した学びの推進

　自ら考え実践する確かな学力の育成を目指し、子どもたちの主体的・協働的な学びに向けた授業改善やきめ
細かな支援による、発達段階に応じた段階的な指導を行います。

「新規」のものは、新規に事業を始めた背景を、「継続」
「拡充」のものは、これまでの取組、成果、課題等の中か
ら、特徴的なことを記述しています。

< >内は、事業群名

H29年度
当初予算額

今年度の事業内容について、主なものを示しています。

前年度からのつながりを
「新規」「継続」「拡充」の区
分で示しています。

他局と連携している場合は、その内容について記述しています。
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事業名 　英語教育推進事業 担当課
予算額
（千円）

163,000

前年度までの経緯 継続

事業内容

他局との連携

事業名 　教育課題別研究事業 担当課
予算額
（千円）

600

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　就学前教育の充実 担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名
　おかやまっ子チャレンジアッププロジェ
クト

担当課
予算額
（千円）

5,000

前年度までの経緯 新規

事業内容

　外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置を拡大することにより、教員・子どもたちが英語を使う教育環境の
さらなる充実を図る。また、校内研修への大学講師の派遣や文部科学省調査官の招聘を行うこと
で、指導方法や教材研究の開発を含めた教員の指導力・英語力のさらなる向上を図る。

　岡山市や地域の観光地や文化等を発信する教材開発は、国際課や地域子育て支援課等他局と
連携しながら進めていく。

指導課

　Ｈ28年度から英語教育推進事業として実施。小中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）の
配置、校内研修への大学講師の派遣、文部科学省調査官を招聘しての説明会等を実
施することで、教員・子どもたちが英語を使う教育環境の充実や、教員の指導力・英語
力の向上を図った。

　施策１－１　一貫した学びの推進

教育研究研修センター

　岡山市の教育課題である「学力向上」を取り上げ、H24年度から２年間を単位として、
研究協力校とともに効果的な指導方法等についての研究に取り組んできた。H28年度
は次期学習指導要領改訂に向け「アクティブ・ラーニング」を主題に取り組んでいる。

　小中各１校の研究協力校を募り、岡山市の教育課題の解決に向けて実践的な研究に取り組む。
アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善についての研究成果を、研修講座での発表や冊子
の配付により発信し、授業改善により学力向上を図る。

保育・幼児教育課
指導課

　H21年度から実施している保育園・幼稚園・認定こども園・小学校の各担当者の合同
研修会では、連携・接続に取り組んでいる学校園の実践発表や協議、指導方法や指導
内容のつながり・接続カリキュラム等についての講義や演習を行ってきた。

　市内公私立の保育園・幼稚園・認定こども園と小学校教員が参加する連携研修会等を実施する。
また、保育園・幼稚園・認定こども園の園長及び教職員を対象に合同研修会等を開催し、就学前
教育の在り方を共通理解する機会をもつ。

指導課

　全国学力・学習状況調査において、岡山市の児童生徒の無解答率が全国平均を上
回るなど、改善が必要な状況である。 また、次期学習指導要領の効果的な実施に向
け、学校と家庭・地域との連携・協働をさらに活性化することが望まれている。

　中学校区ごとの児童生徒の発案による学力向上・地域協働の取組を広く広報し、地域の子ども・
学校教育への注目度・関心を高めるとともに、子どもたちの意欲の向上を図る。同時に、参考となる
実践を市内へ広め、全体のレベルアップを図る。
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事業名 　習熟度別サポート事業 担当課
予算額
（千円）

43,200

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　岡山っ子スタート・サポート事業 担当課
予算額
（千円）

142,000

前年度までの経緯 継続

事業内容

教職員課

　H21年度から、落ち着いた環境で、個々の実態に合った授業を受けることができるよう
習熟度別サポーターを配置している。

　小学校２年生から６年生の算数や国語の授業において、10人未満の小さな集団による習熟度別
授業を行ったり、家庭学習につなげるための放課後学習指導を行ったりすることで、児童一人一人
の学力向上を図る。

教職員課

　H25年度から教育支援員を配置し、生活・学習指導の支援に当たることで、小学校生
活の円滑なスタートを切ることができるよう努めてきた。H26年度からは配置期間を４月
から３月末まで拡充し、H27年度から校外学習での指導支援を可能としている。

　小学校１年生に対し、年間を通じて生活指導や学習指導に当たる教育支援員を配置し、小学校
生活の円滑なスタートを切ることができるように支援するとともに、学習及び生活の規律の確かな定
着が図られるようにする。

　施策１－１　一貫した学びの推進
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事業名 　情報活用能力向上事業 担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 新規

事業内容

事業名 　学校支援ボランティア事業 担当課
予算額
（千円）

12,500

前年度までの経緯 拡充

事業内容

生涯学習課

　H28年度から、学力向上や問題行動等の防止に向けた取組を重点方針とし、大学等
と連携して学生ボランティアを組織化するモデル事業を実施するとともに、学生の参加
体制を強化する取組を進めている。

　学校園や地域での教育活動や環境整備などの取組に対して、学生や保護者、地域住民の様々
な特技や趣味などを活かし支援する。学生への謝金（交通費程度）を増額し、大学から距離のある
学校園へより多くの学生が参加するようにする。

指導課

　H28年度までに、パソコン教室の整備、校務用パソコンの配備及び校務支援システム
本格稼働など、ＩＣＴ環境整備に努めてきた。情報化が急速に進展する中で、より効果
的な情報教育を推進していく。

　児童生徒の情報活用能力及び情報モラルの向上のため、指導方法の研究を進め、研修会や
ポータルサイト等で、好事例の紹介に努める。また、次期学習指導要領の実施に向け、プログラミン
グ教育や情報教育のカリキュラム作成についての説明会を行い、教員の指導力向上及び系統性を
もった指導の充実を図る。

　施策１－２　豊かな学習資源の活用推進

　教科指導をもとに育む学力だけでなく、総合的な学力の育成に向けて、豊かな学習資源の積極的な活用を推
進します。
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事業名 　はぐくむ心・あったかハート事業 担当課
予算額
（千円）

3,000

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　オリエント美術館体験講座 担当課
予算額
（千円）

20

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　岡山市ジュニアオーケストラ運営事業 担当課
予算額
（千円）

37,051

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　シェアリングネイチャーキャンプ 担当課
予算額
（千円）

指定管理料
に含まれる

前年度までの経緯 継続

事業内容

　S54年の開館以来、毎年夏休み期間に１回、子どもたちのための体験教室「ジュニア
オリエント教室」を開催し、美術家を講師に、鑑賞させながら様々な作品を制作する教
室を行ってきた。

　夏休み期間の休館日を１日利用して「ジュニアオリエント教室」を開催する。特別展「古代オリエン
ト　カミとヒトのものがたり」期間中でもあり、展示に関連した子どもたちが楽しめるワークショップ等を
企画し、歴史や文化を学ぶ機会を提供する。

地域子育て支援課

　S40年１月、音楽を通した情操豊かな青少年の育成、市民文化の向上を目的とし、全
国初の公立ジュニアオーケストラとして設立。団員は原則として小学校３年生から高校３
年生。H28年からはジュニア合唱教室も加わり、裾野を広げている。

　音楽を通じて、情操豊かな青少年の育成や市民文化の向上を図る。また、市内外における文化
交流および国際親善活動への貢献を目指す。姉妹都市締結60周年記念事業でサンノゼ市への派
遣を予定している。

指導課

　H28年度は「あの生き方に学ぶ講演会」を18校で、「道徳授業のプロデューサー事業」
を15校で実施。「こころの劇場」では62校3,870人が鑑賞した。Ｈ29年度から「はぐくむ
心・あったかハート事業」としてスタートする。

　子どもたち自身の生き方や考え方を見つめ直す機会、道徳の授業及び感動体験の機会を充実さ
せることで道徳性を高め、思いやりの心や規範意識、向上心をもった岡山っ子の育成を図る。

地域子育て支援課

　H25年度まで、６泊７日の長期滞在型キャンプを実施し、自然体験活動を通して、自主
性、協調性、社会性、忍耐力等を伸ばしてきた。H26年度から市立少年自然の家にお
いて、同施設の指定管理者が主催事業として実施している。

　３泊４日のメインキャンプと３日間（各日帰り）のポストキャンプを組み合わせたシェアリングネイ
チャー（自然を楽しみ、自然から学ぶ）キャンプを通して、探求心や創造力を身につけさせると共
に、自主性、協調性、社会性や忍耐力を育む。また、こういった自然体験活動、集団宿泊活動の重
要性を広める。

オリエント美術館

政策２　人や自然、文化との関わりを通した豊かな心の育成

　施策２－１　思いやりの心や規範意識、向上心の育成

　人権尊重の精神に根差した思いやりの心や規範意識、向上心を養うために、豊かで多様な体験活動の充実
を図ります。
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事業名 　犬島探検隊 担当課
予算額
（千円）

520

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　自然の中での学習会 担当課
予算額
（千円）

指定管理料
に含まれる

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　子ども読書活動の推進 担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　岡山キャリアスタートウィーク事業 担当課
予算額
（千円）

2,426

前年度までの経緯 継続

事業内容

　市内の小学生を対象に、学校とは違う環境の中で、ボランティアとともに桃・野菜などの収穫や、
星空観察、自然素材を使ったクラフト等の体験活動を行うことで、学校の枠を超えての交流や自然
の素晴らしさを体感させる。

中央図書館

　H28年度は市立図書館100周年記念事業として、読書通帳の発行やフォトコンテストを
行った。また、市内の大学生の協力で行事を行うなど、図書館に興味を持ってもらえる
よう、定例の行事に加え魅力ある行事を企画した。

　公民館や市内の高校との連携事業を引き続き行う。図書館の児童書をさらに充実し、資料を貸し
出すことにより学校の調べ学習などを支援していく。また、子どもの興味や関心をひきつけ、読書の
きっかけとなるようなテーマ展示や行事を開催する。

地域子育て支援課

　H14年度から、自然の中で異年齢の仲間と協力し、自分たちで生活を創り上げるキャ
ンプを、岡山市子ども会育成連絡協議会や社会教育施設、地元町内会等との協働に
よって実施している。関係者の支援を継続的に維持することが課題である。

　豊かな体験活動の機会をつくるとともに、子どもたちの自主性・自立性を育むとともに、地域の子
ども会の活性化を図るために、２泊３日の期間、キャンプ場を中心に犬島全島で課題解決型のプロ
グラムを実施する。

地域子育て支援課

　H23年度から市立少年自然の家において、同施設の指定管理者が主催事業として実
施している。前年度の活動を踏まえ、地域の特性を生かし、より一層自然に親しめること
ができる新しい体験活動の企画を考えるなど、プログラムの見直しを行っている。

指導課

　H23年度までは、県の「チャレンジワーク14事業」として実施。H24年度から、市単独の
事業として市内の全中学校が実施している職場体験活動への支援を開始した。

　全ての中学校で地域の事業者との協働による職場体験活動を実施する。その際に、生徒の傷害
保険・賠償責任保険の保険料を負担する。また、本事業を実施する中学校の「地域職場体験活動
推進会議」へ補助金を交付する。

　施策２－１　思いやりの心や規範意識、向上心の育成
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事業名 　文化財保存整備事業 担当課
予算額
（千円）

151,244

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名
　文化財及び埋蔵文化財の発掘調査成
果の活用

担当課
予算額
（千円）

1,870

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　史跡公有化の推進 担当課
予算額
（千円）

65,710

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　オリエント美術館特別展等の開催 担当課
予算額
（千円）

9,000

前年度までの経緯 継続

事業内容

文化財課

　将来の保存整備のためにH18年度から史跡大廻小廻山城跡、H21年度から史跡彦崎
貝塚の公有化を進めている。

　史跡大廻小廻山城跡、史跡彦崎貝塚の公有化を行う。H29年度から史跡東大寺瓦窯跡の公有
化事業の準備に着手し、H30年度から公有化着手。

オリエント美術館

　特別展をH26年度からESD事業として位置付け、毎年度２回開催し、好評を得ている。
H28年度は、特別展「東京国立近代美術館工芸館名品選　日本工芸の100年」及び
「競演！オリエントと中南米」を開催した。

　H29年度も、特別展として下記の二企画を予定している。
特別展「古代オリエント　カミとヒトのものがたり」、特別展「和ガラスの美を求めて－瓶泥舎コレクショ
ン」

文化財課

　発掘調査を行った際には、現地説明会を開催し調査現場を一般に公開している。埋
蔵文化財センターでは、出土遺物を活用して、H19年度から定期講座を、H22年度から
企画展を開催し、H27，28年度にはシティーミュージアムで特別展を開催している。

　発掘調査を行った際には現地説明会を開催して調査現場を公開する。埋蔵文化財センターで
は、定期講座や企画展を開催する。また、市役所１階市民ホールで前年度の調査成果を展示する
発掘調査速報展を開催する。さらに、通常は非公開の岡山城跡月見櫓を文化の日に合わせて公
開する。

文化財課

　H14～19年度に史跡岡山城跡本丸中の段整備事業を行った。H23年度から史跡岡
山城跡本丸下の段整備事業を開始した。H16～21年度に史跡賞田廃寺跡整備事業を
行った。千足古墳は、H27年度から墳丘の整備事業を開始した。

　史跡岡山城跡本丸下の段において発掘調査を行い埋没している建物等の遺構を確認し、その遺
構の表示を行うことでかつての岡山城の景観を復元的に整備する。千足古墳の石障の保存措置と
史跡造山古墳群の保存整備を行う。金蔵山古墳と造山古墳は範囲を確認するための発掘調査を
行う。

　施策２－２　岡山を愛する心と国際感覚の育成

　我がまちを大切にする心や国際社会に生きる実感を育むために、地域の環境や地域に暮らす人、学習資源と
の関わりを積み重ねる取組の推進を図ります。
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事業名
　オリエント美術館と県立美術館等との
共同事業

担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　おかやまイングリッシュビレッジ事業 担当課
予算額
（千円）

1,000

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　ユネスコスクール推進事業 担当課
予算額
（千円）

12,200

前年度までの経緯 継続

事業内容

他局との連携

地域子育て支援課

　H24年度から、国内外の文化にふれる機会や、英語を用いて外国人や学生スタッフと
の交流を行い、参加者・保護者の満足度は高い。

　会場をイングリッシュビレッジ（英語村）に見立て、外国の生活・文化を体験することや英語でコミュ
ニケーションを取りながら自然体験活動等を行うことにより、英語に慣れ親しむとともに、異文化への
理解を深める機会を提供する。また、イングリッシュカフェでは、英語を実用的に活用する機会を提
供する。

指導課

　H23年度から、ESDの推進拠点となるユネスコスクールの加盟を推進し、現在51校と
なっている。H27年度からは「グローバル人材の育成に向けたESD推進事業」に採択さ
れ、国内外の学校間ネットワークの構築や子どもフォーラムの開催を行いESDの推進を
図った。

　地域と協働して行う活動や、市立全校でのESDの取組の充実、発展を図ることができるよう「グロー
バル人材の育成に向けた地域と協働した岡山型ESD推進事業」を進め、ESD研修会の実施、子ど
もフォーラムの開催、ユネスコスクール間の国内外の交流、企業、ＮＰＯ法人等との連携を推進す
る。

　市民協働局ESD推進課と連携し、地域と協働したユネスコスクール活動の支援を実施している。

オリエント美術館

　H27年度から、岡山県立美術館との連携事業「おとなり美術館」を展開し、チケット提
示による入館料割引をはじめ、逸品のサテライト展示、ボランティアの交流や開催中の
展覧会の相互ＰＲを行っている。両館で約100人／月の入館者増があった。

　隣接する県立美術館と学芸員の交流や教育普及活動をとおして一層連携を強化し、県立美術館
等との共同による情報発信、特別展の企画や学習プログラムの開発等を行う。

　施策２－２　岡山を愛する心と国際感覚の育成
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事業名 　運動習慣定着化事業 担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　学校保健事業 担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　実践的安全教育総合支援事業 担当課
予算額
（千円）

420

前年度までの経緯 継続

事業内容

政策３　健康教育の充実による健やかな体の育成

　施策３－１　体力づくりの充実と安全教育の推進

　体力の向上を図るとともに、健康で安全な生活を送ろうとする態度を養うために、日常的な体力づくりの機会
の充実や安全教育の充実を図ります。

保健体育課

　子どもたちの健康な心と体を育成するため、家庭・地域・専門家等との連携を強化した
保健管理・保健教育の充実を図る。

　近年の青少年の薬物乱用の実態やいじめや虐待など子どもたちを取り巻く社会情勢から、学校
薬剤師や警察職員等の専門家と連携して行う薬物乱用防止教室等の開催を支援する。

指導課

　H24年度からの４年間で学校防災アドバイザーを岡山市立全学校に派遣した。H28年
度からは、防災、生活安全、交通安全の三領域に拡大し、６年間で全学校にアドバイ
ザーを派遣し、児童生徒及び保護者、教職員等の危機管理意識の向上を図っている。

　６年サイクルの２年目として、５中学校区21校に学校安全アドバイザーを派遣する。内容（災害安
全、生活安全、交通安全）や形式（職員研修、児童生徒や保護者向けの講義、避難訓練に対する
指導助言、危機管理マニュアルに対する指導助言等）は学校の実情に合わせて行う。

保健体育課

　１週間の総運動時間が60分以上の子どもたちの割合を増やしていく試みとして、岡山
市子どもの運動習慣定着化協力者会議を設置、「運動をするきっかけづくりとしての体
育の宿題」を市内各学校に普及するため資料作成を行った。

　１週間の総運動時間が60分以上の児童生徒の割合を増やすため、岡山市子どもの運動習慣定
着化協力者会議による「運動するきっかけづくりとしての体育の宿題」の在り方について、実践的な
取組を推進していく。また、委員が体育担当者向けの研修を行い、趣旨の周知を図る。

- 16 -



事業名
　子どもの命を守る岡山市立学校におけ
るAEDの整備及び応急手当普及員研修
事業

担当課
予算額
（千円）

405

前年度までの経緯 継続

事業内容

他局との連携

事業名 　防災キャンプ推進事業 担当課
予算額
（千円）

2,300

前年度までの経緯 継続

事業内容

保健体育課

　児童生徒のさらなる安全確保を期するため、貸出用AEDトレーナー増設と従来行って
いた一次救命研修に加え、消防局救命課と連携し、教頭等を対象に応急手当普及員
研修会を実施。

　AEDトレーナー増設し、市内学校に貸出し。
　中学校の教頭を中心に応急手当普及員研修会を実施（32名修了証取得）。

　教育委員会が企画立案し、消防局救命課職員が実習を担当している。

　施策３－１　体力づくりの充実と安全教育の推進

地域子育て支援課

　H24年度から開始し、これまでに29中学校区で実施。児童・生徒を基軸に、地域住民
の防災意識の高揚を図るとともに、共通の学習体験を通じて、共助精神の養成を図って
きた。児童・生徒の参加者数を増加させていくことが課題である。

　公民館を中心として地域住民等による実行委員会を立ち上げ、児童・生徒等の青少年ならびに
一般市民が、学校外で被災した場合、自らの生命を守ることができる防災技術や知識を、疑似体験
を通じて学ぶ機会を設ける。また、防災教育の内容と成果の周知、防災意識向上のために、市民を
対象にしたフォーラムを開催する。
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事業名 　学校給食における食育の推進 担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名
　スーパー食育スクール事業における成
果の普及事業

担当課
予算額
（千円）

160

前年度までの経緯 継続

事業内容

　文部科学省の「平成26年度スーパー食育スクール事業」において「客観的指標を用
いた食育による食生活の改善と学力向上につなげる取組」として取り組んだ。客観的な
データを用いた食育の取り組みの効果が認められたことから、成果の普及を図ってい
る。

　身体測定機器を用いた測定値や実態把握（データ）等の客観的な数値を示すことにより、成長期
にある児童生徒に自ら生活を見直す機会を与え、食への興味関心を喚起し、よりよい食生活・生活
習慣・健康意識を向上させる。身体測定機器については、ヘモグロビン推定値測定器・体組成計
等の貸し出しを行う。

保健体育課

　食に関する指導の全体計画に基づいて、中学校区で連携を図り、各学校の実情にあ
わせて発達段階に応じた食育に取り組んできた。しかし、学校間で格差があることから
H27年度には、「岡山市の基本的な食に関する指導のカリキュラム」と指導案を作成し
た。

　施策３－２　食育の推進

　健やかな体を主体的に育もうとする態度を養うために、より児童生徒や保護者の実情に合った食育を推進し
ていきます。

　給食の時間、特別活動や関連する各教科等において、校内での共通理解の下に、全校体制で
食育の推進に取り組む。

保健体育課
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事業名
　共に成長し合う学級集団づくり推進事
業＜ストップ・ザ学校問題＞

担当課
予算額
（千円）

33,718

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名
　スクールカウンセラー配置事業
　＜ストップ・ザ学校問題＞

担当課
予算額
（千円）

52,599

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名
　いじめ専門相談員派遣事業
　＜ストップ・ザ学校問題＞

担当課
予算額
（千円）

5,335

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名
　不登校児童生徒支援員配置事業
　＜ストップ・ザ学校問題＞

担当課
予算額
（千円）

42,474

前年度までの経緯 継続

事業内容

指導課

　H７年度より事業を開始し、H19年度には全中学校に配置。小学校の不登校等の増加
に伴い、H24年度より小学校への配置を開始し、H28年度は小学校36校に配置。これに
より、岡山市内36中学校区に２名ずつの配置となった。

　スクールカウンセラーを小学校36校、中学校37校、高等学校1校に配置し、暴力行為、不登校等
に関係する児童生徒及びその保護者のカウンセリングや、教職員への助言及び教育相談の技法
の研修等を行う。なお、配置のない小学校へも年間10回程度派遣する。

指導課

　H24年度は１中学校区（４校）をモデル校として、さらに、H26年度からは市内の全小中
学校で質問紙調査を実施し、調査結果を活用した児童生徒理解や望ましい学級集団
づくりについて、実践例を紹介するなどして普及を図っている。

　市内全小中学校の全ての児童生徒に対して、質問紙調査（小学校では主にhyper-QU、中学校
ではASSESS）を活用することで、不登校やいじめ、集団不適応等の未然防止や早期発見に取り組
み、子どもたちの学校生活の適応感を高め、望ましい学級集団づくりを進める。

指導課

　H22年度、それまで配置していたスクールパートナーを不登校児童生徒支援員に改
編し、全38中学校と30小学校に配置。その後、勤務条件の改定や配置校の見直しを進
め、H28年度は34中学校、51小学校に１名ずつと指導課に２名配置した。

　依然として高い本市の不登校出現率を抑制するため、子どもたちに積極的にかかわる意欲のある
人材を学校に配置し、不登校及びその傾向のある児童生徒に対して、登下校時の保護者への連
絡や付き添い、別室での支援等を行う。

指導課

　H25年の「いじめ防止対策推進法」の施行に伴い、いじめ防止の対応を迅速に行うた
め、H26年度より、いじめ専門相談員を教育相談室に配置。いじめ相談専用電話の対
応や、学校のいじめ防止対策会議への参加等の活動を行っている。

　臨床心理士の資格を持ついじめ専門相談員を教育相談室に２名配置し、学校からの要請を受け
ていじめ防止対策会議やケース会議に出席したり、児童生徒や保護者の相談に当たったりする。ま
た、教育相談室に設置した「いじめ専用ダイヤル」に寄せられる電話相談や、教育相談室での面接
相談にいじめ専門相談員が対応する。

政策４　一人一人の育ちを支える指導・支援の充実

　施策４－１　一人一人を大切にした集団づくりの推進

　子どもたち一人一人の自己肯定感が高まるとともに、健全で建設的な人間関係をつくることができるよう、学
び合い高め合う集団づくりや落ち着いた教育環境の充実を図ります。
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事業名
　問題行動等対策事業
　＜ストップ・ザ学校問題＞

担当課
予算額
（千円）

750

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名
　教育相談室・適応指導教室整備事業
　＜ストップ・ザ学校問題＞

担当課
予算額
（千円）

130,012

前年度までの経緯 継続

事業内容

指導課

　教育相談室はS56年度、適応指導教室はH４年度に設置し、運用開始。その後、順次
適応指導教室を新設し、H25年度に現在の４室体制となる。H26年度にはトラングル一
宮を新築。H30年度には、教育相談室とあおぞら清輝を、操山公民館に併設予定。

　老朽化している教育相談室と適応指導教室あおぞら清輝を、H30年度に開設される操山公民館
施設の３階部分に併設・移転を行う予定。また、南区の適応指導教室の新設について検討する。

指導課

　「いじめ防止対策推進法」の施行を受けて、H26年度「岡山市いじめ等の問題行動及
び不登校の防止に関する基本方針」を策定。H27年3月、専門家を委員とする「問題行
動等対策委員会」を設置した。

　「いじめ防止対策推進法」の施行を受けて、教育委員会の付属機関として設置した「岡山市問題
行動等対策委員会」において、いじめの防止等への対策を実効的に行うための対策を審議すると
ともに、いじめの重大事態発生時には、事実関係を明確にするための調査を行う。

　施策４－１　一人一人を大切にした集団づくりの推進
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事業名
　共に生きる子どもを育てる障害児支援
事業

担当課
予算額
（千円）

317,775

前年度までの経緯 継続

事業内容

他局との連携

事業名 　日本語指導講師派遣事業 担当課
予算額
（千円）

2,550

前年度までの経緯 継続

事業内容

指導課
保育･幼児教育課

　障害のある子どもは年々増加しており、同時に特別支援教育に関する学校の課題も
増加。特別支援教育支援員等の配置や、教職員対象の研修の実施により障害のある
子どもへの支援の充実を図ってきた。Ｈ29年度から「共に生きる子どもを育てる障害児
支援事業」としてスタートする。

　「特別支援教育支援員」を学校に配置し、学校生活や学校行事における支援や介助、周囲の児
童生徒の障害に対する理解等の業務を行う。また、「看護支援員」を配置し、痰の吸引や経管栄養
等の医療的ケアを行う。学校から特別支援に関する相談を受け、専門家の意見を聴取して助言を
行う。研修会等を通して、教職員の特別支援教育の専門性を高める。また、医師、大学教員等を委
員として、年２回「特別支援連携協議会」を開催し、岡山市の特別支援の方向性について協議す
る。

　「特別支援連携協議会」の委員として、岡山っ子育成局、保健福祉局の関係各課長を委嘱してい
る。

指導課

　H25年度は11校（209回）、H26年度は19校（334回）、H27年度は27校（487回）に派遣
を行った。日本語指導が必要な児童生徒数は増加傾向にあり、出身国も多岐にわたっ
ている。

　外国人児童生徒及び帰国児童生徒のうち、日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校に対
して、日本語指導支援員を派遣し、日常生活に必要な日本語の習得及び学校生活への適応に対
する支援を実施する。

　施策４－２　一人一人の課題に応じたきめ細かな支援

　支援や配慮を必要とする子どもが主体的に学び続けることができるように、一人一人の育ちを支えるきめ細か
な支援を行います。
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事業名
　特色ある岡山市教職員採用試験実施
事業

担当課
予算額
（千円）

5,600

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　学校園における人権教育の充実 担当課
予算額
（千円）

2,200

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　教職員研修事業 担当課
予算額
（千円）

8,234

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　マネジメント力向上研修 担当課
予算額
（千円）

教職員研修
事業費に含
まれる

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　若手教職員の育成事業 担当課
予算額
（千円）

5,323

前年度までの経緯 拡充

事業内容

教職員課

　H27年度まで岡山県と共同で実施していた採用試験を、H28年度から岡山市単独で
実施することとなった。それにより、岡山市が求める情熱のある教職員、確かな指導力の
ある教職員、人間的魅力のある教職員の確保のための試験や選考ができた。

　H28年度実施から採用試験を岡山市単独で実施することで、岡山市が求める教職員を確保する
ための問題作成及び選考を実施する。また、広報活動としてポスター等の作成や県内外での大学
説明会の実施、カラー刷りの実施要項の作成、プレゼンテーションによる岡山市の魅力や教育につ
いてのＰＲを行う。

指導課
保育･幼児教育課

　H28年度は、校園内と中学校区の教職員対象の人権教育研修会293回に対し、講師
謝礼金支給などの、開催支援を行った。また、幼・小・中計７校園に対し、人権教育推
進指定事業を行った。

　教職員研修の実施及び学校園で行う人権教育研修の開催支援、人権教育資料の作成・配付を
行う。また、研究校を指定して人権教育の理念に基づく教育の在り方についての実践研究を行う。

　H28年度は、若手教職員研修を充実させるとともに、先輩教職員が若手教職員ととも
に学ぶ合同研修の機会を拡大した。またＯＪＴ推進のためのモデル授業ＤＶＤやＯＪＴの
方法についての資料を作成し配付した。

　校内外における研修で中堅教職員が若手教職員とともに学ぶ場を拡大・充実させることで、それ
ぞれの相乗効果を促す。また校内OJT推進を図ることにより教職員全体の資質向上を図る。

教育研究研修センター

　H23年度から、これまで、管理職・中堅教職員を対象に実施してきた研修を、若手教
職員についても体系化・系統化し、研修を実施している。

  管理職、中堅教職員だけでなく、若い世代を含む経験年数や職種の異なる教職員に対するマネ
ジメント力向上の研修も体系化し、系統的にマネジメント力の育成を図る。研修では、学校のマネジ
メントについて見識が高い大学教員や企業の管理職を招き、講義・演習を実施する。

教育研究研修センター
保育・幼児教育課

　H12年度から、教職員のキャリアステージに合わせて、採用時から一貫した研修を実
施することで、本市の子どもの教育に必要な資質能力及び指導力の向上を図ってい
る。

　教職員研修を、より効果的かつ系統的に実施する。特に、教職経験５年までの経験年数別研修
等の充実により、若手教職員の指導力向上支援の充実を図る。また、授業公開等の実践的な研修
場面を増やし、教科指導力の向上を図る。

政策５　学校園の教育環境の充実

　施策５－１　教職員の資質能力の向上と支援体制の充実

　先輩と若手が共に学び合い互いに資質能力の向上が図れるよう、個々の教職員の立場や経験、状況に応じ
た研修等を充実させるとともに、教職員の業務改善に向けた支援体制の充実を図ります。

教育研究研修センター

- 22 -



事業名 　教職員の力量を高める教育研究事業 担当課
予算額
（千円）

3,529

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名
　学校問題解決サポート事業
　＜ストップ・ザ学校問題＞

担当課
予算額
（千円）

10,500

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　学校業務アシスト事業 担当課
予算額
（千円）

69,000

前年度までの経緯 拡充

事業内容

事業名 　部活動サポート事業 担当課
予算額
（千円）

16,875

前年度までの経緯 継続

事業内容

教職員課

　H27年度から、教員が行っている事務処理等のうち専門性を必要としない業務を補助
するアシスト職員の配置を行っている。

　小中学校において、教員の事務処理等の業務軽減と、児童生徒と向き合う時間の充実を図るた
め、教員が行っている専門性を必ずしも必要としていない事務処理等の業務の一部を行う。大規模
校の週当たりの時間を5時間増加して、各学校に１週間当たり５～30時間の35週でアシスト職員を
配置する。

指導課

　施策５－１　教職員の資質能力の向上と支援体制の充実

教育研究研修センター

　H23年度から、校内研修の進め方や研修ニーズの調査結果をまとめた冊子の作成・
配付等、校内での研究・研修に役立つ調査研究及び情報提供等に取り組んでいる。
H28年度は、校内ＯＪＴの推進を促す校内研修資料の開発に取り組んだ。

　教職員の資質能力の向上に向けて、岡山市の教育課題や学校のニーズに応じた調査研究と成
果の普及を通して、学校組織の活性化や校内での研究・研修を支援する。H29年度は、開発した
OJT資料の普及を図る。また、教員がキャリアステージに沿って身に付けるべき指導力や資質につ
いての指標を作成する。

対象：岡山市立中学校び高等学校
派遣人数：運動部（吹奏楽部含む）80名程度　文化部20名程度
派遣回数：運動部１か月６回以内（年間60回以内）　文化部１か月４回以内（年間40回以内）
指導時間：１回につき２時間程度
実施期間：第１期４月～11月　第２期１月～２月

　H24年度から指導課に設置した「学校問題相談窓口」に、担当指導主事と警察ＯＢ（２
名）を配置し、学校からの解決困難な相談受付を開始。H25年度からは学校の対応力
の向上を目指して、弁護士による教職員を対象とした実務研修を実施。

　学校だけでは解決困難な事案について、サポートチーム（弁護士、精神科医師等の専門家）によ
る助言・支援を行ったり、重大事案やケース会議等に、弁護士等の専門家を派遣したりする。また、
学校の対応力向上を目的として、弁護士を講師とした教職員研修を実施する。

保健体育課

　H26年度まで岡山市部活動外部指導者派遣事業として派遣していたが、学校からの
ニーズが高くなり、H27年度から部活動サポート事業として派遣人数、派遣回数を大幅
拡充して実施している。
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事業名 　学校図書館の充実 担当課
予算額
（千円）

70,000

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　ICT環境整備事業 担当課
予算額
（千円）

308,346

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　学校園耐震改修整備事業 担当課
予算額
（千円）

7,864,600

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　校舎等の増改築事業 担当課
予算額
（千円）

607,800

前年度までの経緯 継続

事業内容

　校舎の耐震化を推進することで大規模災害時の児童・生徒の生命の危機を回避し、安全・安心な
学校づくり、教育環境の向上を図る。耐震改修・改築工事として、小学校27校42棟、中学校３校５
棟、幼稚園６園８棟の施工（改築４棟は前年度からの継続）を行う。

就学課

　H25年度に、教育用、校務用、学校図書館用パソコンの台数増加、新規配備等を
行った。H26年度には学校ICTヘルプデスクを２名に増員し、H27年度から校務支援シ
ステムの本格稼働を開始した。

　校務の情報化や児童生徒の学習が効率的・効果的に行われるように、パソコン配備やヘルプデ
スクの設置、校務支援システムの運用を行う。校務用と学習用のネットワークを分け、教職員用パソ
コンの集中管理を行う事でセキュリティを強化する。通信回線を増強することで授業におけるICT活
用を促進し、教育の質の向上を図る。

　子どもも教職員も、学びに集中できる学校園を目指し、安全・安心に配慮した施設や質の高い教育環境を整
備していきます。

指導課

　学校図書館図書整備10カ年計画（H26～35）により整備中。学校図書館図書標準未
達成を解消するため、H26年度からH28年度まで重点的な予算措置を行い、ほぼ解消
したが、経年により資料価値の低くなった図書の更新により図書標準の維持が課題であ
る。

　各学校の教育内容と子どもの興味関心に合った図書資料を計画的に整備することで、古くて利
用価値の低くなった図書資料の更新を進め内容の充実を図りながら、学校図書館図書標準を維持
する。

学校施設課
保育・幼児教育課

　H24年度に耐震診断247棟が完了した。校園舎総棟数584棟のうち、耐震化不要棟
391棟、耐震改修済棟が142棟、耐震性能が不足している棟が51棟となった。

学校施設課

　H28年度に高島小学校の校舎増築の実施設計書を作成。
　また、高島小学校に設置している一部のプレファブ教室のリース期間を工事が完了す
るH30年度末まで延長する変更契約を行った。

　高島小学校の児童急増により設置したプレファブ教室を解消し、教育環境の改善を図るため、
H29～30年度にわたり校舎増築工事を実施する。
　増築校舎…鉄骨造３階建 3,071㎡、普通教室６、特別教室５、職員室他

　施策５－２　安全・安心で快適な教育環境の整備
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事業名
　小規模校によるICTを活用した学校づく
り事業

担当課
予算額
（千円）

13,000

前年度までの経緯 新規

事業内容

事業名 　学校空調設備整備事業 担当課
予算額
（千円）

3,000

前年度までの経緯 新規

事業内容

　施策５－２　安全・安心で快適な教育環境の整備

就学課
指導課

　小規模校では、対話をする対象が限られ、特に同学年の児童の学び合いの場が少な
い。ＩＣＴを活用して、他の学校などとつなぎ、児童が多様な相手と対話することで、コ
ミュニケーション能力を養うことができるようにする。

　複式学級編制の対象となる小学校８校に、ＩＣＴ機器を導入し、授業や行事等で効果的に活用す
ることで、新たな魅力をもった学校づくりを目指す。ＩＣＴを活用することで、児童が多様な考えに触
れたり、新たな人間関係を構築したりする機会を保障する。

学校施設課

　教室内の環境改善のため、空調設備の早期導入を図る。

　学校における空調設備の設置による教室内環境改善について、空調導入の必要な背景、目的の
明確化、財源の確保策など、早期導入に向けて必要な事項について外部有識者を交えた検討を
行う。
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事業名 　PTAにおける人権教育の充実 担当課
予算額
（千円）

3,555

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　スクールランチセミナーの充実 担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　家庭教育支援事業 担当課
予算額
（千円）

800

前年度までの経緯 拡充

事業内容

他局との連携

　家庭の教育力の向上を目指し、子育ての孤立を防ぐとともに、家庭が責任を持つて子どもたちと関わることが
できるように、学校園や行政がその取組を支援します。

生涯学習課

　H25年10月の岡山市社会教育委員会議からの提言を受け、家庭の教育力向上の取
組を開始。H28年度はリーフレット配布やイベント開催、アドバイザーの派遣などによる
保護者や支援団体への啓発、支援を行った。

　リーフレットの配布や、アドバイザーの派遣回数増など、家庭教育の重要性について周知を行い、
保護者の家庭での主体的な取組を促進する。また、家庭教育支援団体が集まって、保護者への情
報・相談機会の提供、団体同士の情報交換を行うイベントを開催するなど、社会全体で家庭を支援
していく意識の醸成を図る。

　地域子育て支援課、こども福祉課、保育・幼児教育課、発達障害者支援センター、福祉援護課か
らイベントの実施に関する協力やパンフレット・チラシ配布の協力

保健体育課

　食育を推進するために、学校だけでなく家庭や地域と連携して、H５年度から実施して
いる。H18年度からはテーマとして「朝ごはん」に関わりをもたせて、中学校区や各学校
の実態に合わせたスクールランチセミナーに取り組んでいる。

　中学校区や学校単独で栄養教諭・学校栄養職員が中心となり、小学校１年生～中学校３年生の
児童生徒と保護者を対象に食育活動を実施し、食生活に関心をもたせ、望ましい食習慣を身につ
けさせるように取り組む。

指導課
保育・幼児教育課

　H28年度は、幼小中のＰＴＡを対象にした人権教育研修を８回行い、延べ440人の参
加を得ている。また、単位ＰＴＡで実施した人権教育研修会に対し、講師謝礼金支給な
どの開催支援を行った。

　ＰＴＡを対象とした人権教育研修を開催する。また、各単位ＰＴＡで行う人権教育研修における外
部講師への講師謝礼金支給などの開催支援を行う。

政策６　家庭、地域社会の教育環境の充実

　施策６－１　家庭の教育力の向上
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事業名 　絵本の読み聞かせ事業 担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　子育て支援「のびのび親子広場」事業 担当課
予算額
（千円）

47

前年度までの経緯 継続

事業内容

　１歳ぐらいまでの赤ちゃんとその保護者を対象に、中央図書館、幸町図書館、灘崎図
書館、瀬戸町図書館では定期的に、また西大寺緑花公園緑の図書室では随時絵本の
読み聞かせ体験を開催し、読み聞かせの楽しさやふれあいの時間の大切さを保護者に
伝えている。

　絵本の読み聞かせやふれあい遊びだけでなく、読み聞かせの方法やその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、読み聞かせに関するアドバイスなどを参加者に
配布し、読み聞かせの楽しさやふれあいの時間の大切さを保護者に伝えるとともに、家庭でも読み
聞かせを行ってもらう。

　施策６－１　家庭の教育力の向上

保育・幼児教育課

　H15年度には15園が実施、以降実施園を増やした。H21年度に全幼稚園で実施、
H27年度からは認定こども園においても実施している。未就園児が参加する保育活動を
工夫し、充実を図った。参加者からは「同年齢の友達とふれ合うことができ、入園前に友
達ができた」「施設に親子とも慣れることができた」「子育ての悩みを相談できてよかっ
た」など肯定的な声が聞かれた。

　子育て支援の一層の充実を図るために、未就園児が幼稚園や認定こども園の保育活動に参加で
きる機会を提供するとともに施設を開放する。また、安心して子育てができるよう、不安や悩みに応
える保護者向けの子育て講座や子育て相談を実施し、子どもの発達や子育ての様々な情報を提
供する。

中央図書館
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事業名
　インターネット予約図書の受取・返却窓
口拡充事業

担当課
予算額
（千円）

3,500

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　図書館相互利用 担当課
予算額
（千円）

1,100

前年度までの経緯 新規

事業内容

事業名 　公民館ESD活動推進事業 担当課
予算額
（千円）

3,000

前年度までの経緯 継続

事業内容

中央図書館

　地域の文化や環境を守り発展させ、将来へ繋ぐというＥＳＤの視点から、防災・環境保護・多文化
共生・食の安全・子育てなどの身近な暮らしをテーマにした講座やワークショップを開催し、ＥＳＤに
取り組むアジア地域のＣＬＣとの交流やネットワークづくりを進める。

中央図書館

　連携中枢都市圏域全体の生活関連機能サービスとして、図書館の相互利用による利
便性の向上と促進に取り組むこととし、先行している高梁川流域図書館の事例を調査、
研究した。

　連携中枢都市圏８市５町のうち、４市４町（玉野市、備前市、赤磐市、真庭市、和気町、早島町、
美咲町、吉備中央町）と図書館を相互に利用（本の貸出や返却）できるように、具体的な実施方法、
実施時期等の検討を行った後、条件が整い次第順次サービスを開始する。

　施策６－２　地域社会の教育環境の向上

　地域社会の教育環境の充実を目指し、子育て環境や生涯学習環境整備を整えるとともに、地域社会が責任
を持つて子どもたちに関わることができるように、学校園や行政がその取組を支援します。

　インターネット予約図書の受取・返却窓口として、図書館10館に加えて、H28年度から
モデル事業として３公民館を選択し、7月21日から高松・福田公民館で、10月20日から
高島公民館で事業を開始した。

　H28年度に引き続き、モデル３公民館で実施し、成果や課題を検証したうえで、H30年度以降の
方針を決定する。

中央公民館

　全公民館で地域ＥＳＤ講座と地域再発見フィールドワークや地域ワークショップを開
催。課題解決に取組む公民館活動を共有し、発展させるため、「ＥＳＤ先進地岡山から
自治の力で地域の未来をつくる公民館」をテーマとした公民館プレ大会をＨ29年２月に
開催。
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事業名 　公民館講座の拡充 担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　新成人の集い事業 担当課
予算額
（千円）

7,223

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　子ども会リーダー・育成者研修事業 担当課
予算額
（千円）

1,600

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　放課後子ども教室推進事業 担当課
予算額
（千円）

13,447

前年度までの経緯 継続

事業内容

　当該年度の新成人で「新成人の集い実行委員会」を組織し、年間30回程度の委員会を開き、主
体的に企画・運営を行っている。当日は岡山ドームに、該当者の約７割にあたる約5,000人が参加
している。

地域子育て支援課

　H12年度から当該年度の新成人で実行委員会を組織し、主体的に企画を立案し、当
日運営まで実施している。実行委員を一定数確保していくことが課題である。

中央公民館

　市内全域の課題である７つの重点分野については、各館各分野１事業以上主催講座
として取り組み、地域の懸案や市民の生活課題などの解決に向けた学習機会を提供
し、市民自身が課題解決力を習得できるよう支援した。

　市民の生涯学習や地域活動の拠点となっている公民館では、高齢者・障害者・外国人市民など
を含む共生の地域づくりなど、公民館として取り組む重点７分野を中心に講座の企画・運営や関係
団体との事業連携により、多彩な講座活動を進める。

地域子育て支援課

　施策６－２　地域社会の教育環境の向上

　H28年度は28小学校区で実施。継続して教室を開設するためにはスタッフの拡充が
不可欠であるが、指導者やボランティアの高齢化が進み、後継者の育成が進んでいな
いため、人材確保が難しくなってきている。

　各小学校区で組織する実行委員会により、児童・生徒を対象として、平日の放課後や学校休業
日に、地域の方々の参画を得て、学校施設等を活用し、子どもたちが安全・安心に過ごし学べる居
場所を設け、体験活動や学習活動を行い、心豊かな子どもたちの育成を図る。

地域子育て支援課

　Ｓ41年度から、「子どもたちが自分たちの手で創る子ども会活動」の実現のため、子ど
ものリーダーの育成、育成者・指導者の研修等を行っている。球技指導者には、安全
面・健康面を重視した研修に取り組むなど、ニーズに合った研修を実施している。

　地区子ども会の少年リーダーや育成者・指導者の育成を行い、子ども会活動の活性化を図るとと
もに、子どもたちによる主体的な子ども会活動の推進を図る。（育成役員・球技指導者研修会 、イン
リーダー・ジュニアリーダー研修会、ジュニアリーダーズクラブの育成、ジュニアリーダーの子ども会
への派遣）
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事業名 　わくわく子どもまつり 担当課
予算額
（千円）

300

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　操山地区公民館整備事業 担当課
予算額
（千円）

447,700

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　図書館設備改修及び修繕 担当課
予算額
（千円）

49,320

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　公民館耐震改修整備事業 担当課
予算額
（千円）

97,000

前年度までの経緯 継続

事業内容

他局との連携

　施策６－２　地域社会の教育環境の向上

　市民に身近な生涯学習の場としての公民館59館（分館23館を含み、中央公民館を除く。）の内、
耐震診断の結果により、改築等を検討する館以外は、基本的に耐震改修工事を行う。H29年度は、
地区館２館を予定している。

　足守公民館は足守地域センターとの複合施設であるため、区政推進課及び北区役所総務・地域
振興課等と協議しつつ耐震化工事を進めていく。

中央公民館

　S56年以前に旧耐震基準で建築された30館（分館含む。）の耐震診断をH25～26年度
に実施した。その結果に基づき順次、耐震改修工事又は改築を進めていく。H27年度
末には、耐震補強しても十分な強度とならない西大寺公民館芳野分館を廃止した。

生涯学習課

　H24年度から事業に着手し、Ｈ25年度に用地選定、Ｈ26年度に用地取得、Ｈ27年度
に基本構想策定、H28年度に設計を完了した。

　地区公民館が未整備の操山中学校区に公民館を整備するもの。H29年度は、建物・外構工事を
実施しH30年３月の完工予定。並行して備品や図書等を購入し開館準備を進める。開館はH30年４
月の予定。

地域子育て支援課

　市民協働により、子どもたちへの豊かな体験活動の提供と、子育て情報の提供、子育
て支援団体同士のネットワークの構築を目的に、H16年度から継続して事業を行ってい
る。

　青少年団体や子育て支援団体が日頃の活動成果の発表や、子育て情報の発信、体験的な遊び
の提供を行うとともに子育ての相談に応じる。また、参加団体が集まる企画会議において、それぞ
れの活動紹介、情報共有を行い、連携・協働のためのネットワークを図る。中学生ボランティアが準
備・運営を支援する。

中央図書館

　築30年以上経過した中央図書館及び瀬戸町図書館の老朽化が進み、公共施設等マ
ネジメントの観点からも施設の長寿命化は必須。H27年の劣化調査指摘個所のうち緊
急性の高い個所から順次修繕を実施してきたが、早急な対策が必要な個所もまだ多数
ある。

　市民サービスや施設劣化に影響のある緊急性の高い個所から改修・修繕を実施。
【中央図書館】保守部品の供給が終了する駐車場及びエレベーターの設備改修。
【瀬戸町図書館】耐震診断はクリアしたが、地震による倒壊の怖れが指摘されているコンクリート壁
の改修。
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事業名
　地域協働学校の推進と学校評価の充
実

担当課
予算額
（千円）

－

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　地域コーディネーター事業 担当課
予算額
（千円）

5,300

前年度までの経緯 継続

事業内容

事業名 　広報広聴活動の充実事業 担当課
予算額
（千円）

5,996

前年度までの経緯 継続

事業内容

　広報機能のさらなる充実を図るため、H25年度から教育広報「こらぼ」を発行。H27年
度にSNS（LINE@）の活用を始めた。また、広聴機能のさらなる充実を図るために、H26
年度に教育に関する総合調査とこらぼミーティングを始めた。

　教育広報紙の発行やLINE@による情報配信によって、教育委員会や学校等の特徴的な取組を
わかりやすく紹介する。各学校園の学校評価に関する調査と一体化させて行う教育に関する総合
調査では、政策・施策の成果を測っていく。また、こらぼミーティングでは、教育委員会が広く市民と
意見交換などを行う。

生涯学習課

　H23年度から実施し、H28年度までに、14団体46校園で実施しており、毎年数校園ず
つ実施校園数が増やすことができている。

　地域コーディネーターが中心となって、学校関係者や地域の団体、地域住民・学生等のボラン
ティア、保護者等が連携・協働しながら、地域社会全体の教育力の向上を図る。

　施策６－３　家庭、学校園、地域社会の協働体制の確立

　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、人づくりを軸に、学校園と家庭・地域社会・事業
者が連携した横のつながりを生かした取組を一層進めます。

教育企画総務課

指導課

　H17年度から、中学校区の各学校園に「運営協議会」を設置し、中学校区で「連絡会」
を開催することで、保護者や地域住民が学校運営に参画・評価できるようにし、教育力
向上と中学校区での連携強化を図っている。

　運営協議会を開催し、保護者や地域住民のニーズ等を反映した学校運営の基本的な方針等に
ついて決定し、取組については、学校園の自己評価に基づく学校関係者評価を実施し、評価・分
析し、改善を図る。また、学校、家庭、地域が一堂に会する研修会を実施し、情報交換や協議を行
う。
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施策 事業 指標 H28末実績値 H29末目標値 H32末目標値

　授業の最後に学習したことを振り返る活
動を計画的に取り入れていると答えた学校
の割合

小98.8%
中94.7%

100% 100%

　自主学習ソフトのシステムを100日以上使
用した中学校の割合

－ 100% 100%

英語教育推進事業
　生徒の英語力（中学校第３学年）実施状
況調査で英検３級以上相当の英語力を有
すると思われる生徒の割合

33.4% 50% 60%

教育課題別研究事業
　教育課題別研究の成果物を利用した学
校の割合

90.2% 91% 95%

就学前教育の充実

　幼児の学びを豊かにするために、意図
的・計画的に場や機会などの環境を整え、
保育の改善を図っていると答えた教員の
割合

－ 80% 95%

おかやまっ子チャレンジアッ
ププロジェクト

　平日に１日当たり１時間以上勉強してい
ると回答した生徒の割合

58.6% 62% 70%

　児童生徒のＩＣＴ活用を指導することがで
きる教員の割合

72.6% 80% 100%

　情報モラルを指導することができる教員
の割合

84.6% 90% 100%

　ボランティア登録者数 7,173人 7,800人 8,600人

　学生ボランティア活動回数（のべ） 9,282回 10,000回 13，000回

はぐくむ心・あったかハート
事業

　道徳授業プロデューサーの派遣により指
導改善につながったと回答した実施校の
割合

85.7% 90% 100%

オリエント美術館体験講座
　ジュニアオリエント教室をはじめ、各種
ワークショップへの小中学生の参加者数

288人 350人 500人

　グループ活動に協力して取り組むことが
できたと回答した参加者の割合

－ 70% 82%

　自然体験活動に主体的に取り組むことが
できたと回答した参加者の割合

－ 70% 82%

　活動を通して仲間と協力することの大切
さを学ぶことができたと回答した参加者の
割合

－ 80% 85%

　自然体験活動を楽しむことができたと回
答した参加者の割合

－ 90% 95%

自然の中での学習会
　自然のすばらしさを体感できたと回答し
た参加者の割合

－ 70% 82%

　児童書の貸し出し冊数 121.7万冊 122万冊 123万冊

　行事参加人数（延べ人数） 10,782人 11,000人 11,150人

(3） 事業目標主要一覧

子ども読書活動の推進

シェアリングネイチャーキャン
プ

犬島探検隊

学校支援ボランティア事業

情報活用能力向上事業

学力向上推進プロジェクト

施策１－１

一貫した学
びの推進

施策１－２

豊かな学習
資源の活用
推進

施策２－１

思いやりの心
や規範意
識、向上心
の育成
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施策 事業 指標 H28末実績値 H29末目標値 H32末目標値

文化財及び埋蔵文化財の発
掘調査成果の活用

　文化財の現地公開や文化財をテーマに
した講演会、講座などへの参加人数

6,740人 7,000人 7,500人

オリエント美術館特別展等の
開催

　特別展の小中学生の入場者数 1,364人 1,450人 1,750人

オリエント美術館と県立美術
館等との共同事業

　半券（割引）入館者数（２館） 1,400人 1,600人 2,000人

おかやまイングリッシュビレッ
ジ事業

　さらに異文化に興味をもった参加者の割
合

－ 90% 94%

運動習慣定着化事業
　体育の宿題を含め、運動習慣定着化の
取組を実施している学校の割合

－ 80% 100%

学校保健事業 　薬物乱用防止教室の実施率 83.0% 85% 100%

子どもの命を守る岡山市立
学校におけるAEDの整備及
び応急手当普及員研修事業

　市立学校における応急手当普及員が在
籍する率

23.1% 50% 100%

防災キャンプ推進事業
　防災キャンプ推進事業の児童生徒参加
者数

1,171人 1,185人 1,300人

学校給食における食育の推
進

　食に関する指導が学校全体で計画的に
実施できたと答えた学校の割合

80.7% 90% 100%

スーパー食育スクール事業
における成果の普及事業

　実態把握（データ）や身体測定値等の客
観的な数値をもとに、食に関する指導を
行ったと答えた学校の割合

85.8% 90% 100%

共に成長し合う学級集団づく
り推進事業

　「質問紙調査の活用が集団づくりに有効
であった」と回答した学校の割合

99.2% 100% 100%

ストップ・ザ学校問題
　１年間で、月に３日以上欠席したことがあ
る児童生徒の割合（不登校の未然防止） 15.2%

（Ｈ27末）

12% 10%

共に生きる子どもを育てる障
害児支援事業

　「学校に行くのが楽しい」と答えた特別支
援学級に在籍する子どもの割合

小　81.6%
中　69.5%

小　85.4%
中　83.4%

小　90%
中　88%

日本語指導講師派遣事業
　日本語指導を受けたことにより、日常生
活に必要な日本語が身に付いた児童生徒
の割合

85.0% 100% 100%

特色ある岡山市教職員採用
試験実施事業

　岡山市公立学校教員採用候補者選考試
験受験者数

698人 750人 800人

教職員研修事業
　研修のねらい達成のために、研修が役
立ったと答えた受講者の割合

78.5% 79% 80%

マネジメント力向上研修
  マネジメント力向上に関する研修のねら
い達成のために、研修が役立ったと答えた
受講者の割合

76.6% 78% 80%

若手教職員の育成事業

　３年目研修修了時に実施する自己マネ
ジメントシートの評価項目において学習指
導の総合評価が研修により向上したと回答
した受講者の割合

90.9% 92% 95%

教職員の力量を高める教育
研究事業

　研究成果物を利用した学校の割合 76.4% 80% 90%

学校業務アシスト事業
　「子どもと向き合う時間の確保につながっ
た」と回答した教員の割合

77.3% 80% 85%

部活動サポート事業
　「負担軽減の効果があった」と答えた学校
の割合

88.0% 90% 100%

施策２－２

岡山を愛す
る心と国際感
覚の育成

施策３－１

体力づくりの
充実と安全
教育の推進

施策３－２

食育の推進

施策４－１

一人一人を
大切にした
集団づくりの
推進

施策４－２

一人一人の
課題に応じ
たきめ細かな
支援

施策５－１

教職員の資
質能力の向
上と支援体
制の充実
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施策 事業 指標 H28末実績値 H29末目標値 H32末目標値

　校園舎の耐震化率 91.3% 100% －

　学校園施設全体の耐震化率 92.8% 100% －

小規模校によるＩＣＴを活用し
た学校づくり事業

　「他校の児童との交流によって、いろいろ
な見方や考え方ができるようになった」と答
えた児童の割合

－ 80% 100%

PTAにおける人権教育の充
実

　人権教育室主催研修受講者アンケート
での肯定的回答の割合

96.6% 100% 100%

スクールランチセミナーの充
実

　「セミナーで学んだことを自らの食生活に
生かしたい」と回答した参加者の割合

－ 60% 80%

　家庭教育支援アドバイザー派遣回数 14回 25回 40回

　家庭教育支援アドバイザーによる研修会
等の参加者の満足度

95.4% 96.1% 98%

　行事の参加人数 1,034人 1,050人 1,100人

　参加者の満足度 － 65% 75%

子育て支援「のびのび親子
広場」事業

　地域の子育てを支援していく役割を果た
していると答えた園の割合

55.4% 60% 70%

図書館相互利用 　住民一人当たりの貸出冊数 － 5.9冊 6冊

放課後子ども教室推進事業 　実施小学校区数 28小学校区 34小学校区 35小学校区

わくわく子どもまつり 　子どもまつり参加団体数 82 85 90

公民館耐震改修整備事業
　耐震化完了館数（操山地区公民館を除
く）

42館 46館 56館

　実施学校園の割合 23.6% 25% 32%

　コーディネーターによって教育支援活動
が充実したと感じている学校園の割合

90.2% 91% 92%

家庭教育支援事業

絵本の読み聞かせ事業

地域コーディネーター事業

学校園耐震改修整備事業

施策６－１

家庭の教育
力の向上

施策６－２

地域社会の
教育環境の
向上

施策６－３

家庭、学校
園、地域社
会の協働体
制の確立

施策５－２

安全・安心で
快適な教育
環境の整備
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（参考）

政策 指標 基準値（H28) 目標値（H32)

全国学力・学習状況調査の偏差値
Ａ問題：主として「知識」に関する問題
Ｂ問題：主として「活用」に関する問題

小６国語Ａ　４９
小６国語Ｂ　５０
小６算数Ａ　５０
小６算数Ｂ　５０
中３国語Ａ　４８
中３国語Ｂ　４８
中３数学Ａ　４９
中３数学Ｂ　４８

小６国語Ａ　５１
小６国語Ｂ　５１
小６算数Ａ　５１
小６算数Ｂ　５１
中３国語Ａ　５０
中３国語Ｂ　５０
中３数学Ａ　５０
中３数学Ｂ　５０

全国学力・学習状況調査のＢ問題の無解答
率の対全国比
（岡山市の無解答率／全国の無解答率）

小６国語　１．１
小６算数　１．１
中３国語　１．７
中３数学　１．３

小６国語　１．０
小６算数　１．０
中３国語　１．０
中３数学  １．０

「家で学校の授業の復習をしている」と答え
た子どもの割合

小６　５５．１％
中３　４０．５％

小６　６０％
中３　５１％

「模擬授業や事例研究など、実践的な研修を
行っている」という問いに肯定的な回答をし
た学校の割合

小　９２．２％
中　６３．２％

小　１００％
中　１００％

「校長が校内の授業を週２回以上見て回って
いる」と回答した学校の割合

小　８９．９％
中　６５．８％

小　１００％
中　１００％

「学校内外の人材の活用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

６５．０％ ７５％

「人が困っている時に進んで助けている」と答
えた子どもの割合

小　８６．４％
中　８１．４％

小　９２％
中　９０％

「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

小　５９．３％
中　４２．９％

小　６３％
中　４７％

「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

小　６０．４％
中　５６．１％

小　６４％
中　６０％

１週間の総運動時間が６０分以上の子ども
の割合

中２男子　９２．３％
中２女子　７６．３％

中２男子　９３％
中２女子　７９％

「朝食を毎日食べると」答えた子どもの割合 ８２．４％ ９４％

　岡山市教育振興基本計画における政策の評価指標一覧

１　主体的な学びの推進に
よる確かな学力の育成

２　人や自然、文化との関
わりを通した豊かな心の育
成

３　健康教育の充実による
健やかな体の育成



政策 指標 基準値（H28) 目標値（H32)

　岡山市教育振興基本計画における政策の評価指標一覧

「学校に行くのが楽しい」と答えた子どもの割
合

小　８５．４％
中　８３．４％

小　９０％
中　８８％

「自分にはよいところがある」と答えた子ども
の割合

小６　７９．８％
中３　７２．７％

小　８２％
中　７３％

児童生徒１，０００人当たりの暴力行為の発
生件数

小　　３．６件
中　１８．０件
（Ｈ２７）

小　２．６件
中　９．５件
（Ｈ３１）

いじめの解消率
小　９８．１％
中　９７．４％
（Ｈ２７）

小　１００％
中　１００％
（Ｈ３１）

不登校の出現率
小　０．５７％
中　２．９１％
（Ｈ２７）

小　０．４２％
中　２．８３％
（Ｈ３１）

年３回以上、問題行動等の防止・解決等に
関する研修会またはケース会議を開催して
いる学校の割合

小　－
中　－

小　１００％
中　１００％

「学校の授業は分かりやすく楽しい」と答えた
子どもの割合

小　８４．１％
中　６７．８％

小　８７％
中　７２％

「子どもと向き合う時間が充足している」と答
えた教職員の割合

５０．２％ ６０％

部活動の週１日以上の休養日を設定してい
る中学校の割合

７８．９％ １００％

教職員の定時退校日を設定している学校の
割合

－ １００％

「学校園は安全などに配慮して施設・設備を
整えている」と答えた保護者の割合

８５．０％ ８８％

「年齢に応じた役割を子どもに与えている」と
答えた保護者の割合

７１．９％ ７３％

「平日に１日当たり２時間以上テレビゲーム
をしている」と答えた子どもの割合

小６　３０．３％
中３　３８．８％

小６　２５％
中３　３５％

市立図書館の市民一人当たりの年間貸出冊
数

６．３冊
（Ｈ２７）

６．４冊
（Ｈ３１）

公民館主催講座・クラブ講座における利用の
べ人数

815,750人
（Ｈ２７）

816,000人
（Ｈ３１）

全３８中学校区のうち、地域協働学校に指定
した中学校区数

３１中学校区 ３５中学校区

６　家庭、地域社会の教育
環境の充実

４　一人一人の育ちを支え
る指導・支援の充実

５　学校園の教育環境の充
実


