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Ⅰ はじめに 

 

明石市教育委員会（以下「教育委員会」という。）では、平成 20 年度から「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条の規定に基づき、教育に関する事

務の管理及び執行の状況についての点検及び評価（以下「点検及び評価」という。）

を実施しています。これは、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への

説明責任を果たすことを主な目的としています。 

なお、点検及び評価にあたっては、客観性及び公平性を確保するため、教育に関

し学識経験を有する者の知見を活用しています。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の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（前条第一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（同条第四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。  

 

Ⅱ 教育委員会の活動状況 

 

１ 教育委員会の構成 

役 職 氏 名 任期満了日 

教 育 長 清
き よ

重
し げ

 隆 信
たかのぶ

 令和 3年 10 月 13 日 

委  員 

（教育長職務代理者） 
伊 賀

い が

 文 計
ふみかず

 令和 3年 10 月 10 日 

委 員 栗 岡
く り お か

 誠 司
せ い し

 令和 2年 10 月 8 日 

委 員 川
かわ

 本
もと

 ま
  

り子
こ

 令和 4年 10 月 16 日 

委 員 柏 木
か し わ ぎ

 輝 恵
き え

 令和 5年 10 月 27 日 
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２ 教育委員会会議の開催 

定例会は原則として毎月 2回、臨時会は必要に応じて開催しています。 

令和元年度は、定例会 22 回を開催し、議案 33 件、報告事項 43 件について審議

を行いました。 

教育委員会会議については、一部の非公開となった内容を除き、明石市教育委員

会ホームページ及び明石市役所行政情報センターで議事録を公表しています。 

 

 

３ 教育委員協議会の開催 

本市の教育行政を円滑に推進するため、重要または基本的な教育施策の決定や実

施に当たって、事務局からの内容説明や教育委員相互の意見交換を行う場として教

育委員協議会を開催しています。 

 

 

４ 総合教育会議の開催 

平成 27 年 4 月 1 日施行の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部

改正に伴い、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、本市教育の課題やあるべ

き姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政を推進するため、明石市総合教

育会議を開催しています。 

令和元年度は、3 回の会議を開催し、本市教育施策の取組状況や今後の推進など

について協議・調整を行いました。 

 

 

５ 教育委員の活動状況 

（１）学校訪問 

本市の学校園現場の現状や取組を把握するため、学校園を視察しました。 

令和元年度に行事等も含め、訪問した学校園は以下のとおりです。 

幼稚園    人丸・高丘西・山手 

小学校    中崎・王子・沢池・貴崎・大久保南・山手・谷八木・錦が丘 

中学校    朝霧・大蔵・衣川・野々池・江井島・魚住東・二見 

特別支援学校 明石養護 

高等学校   明石商業 

県立学校   清水が丘学園 
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（２）外部研修会等への参加 

教育委員会連合会等の実施する研修会等に参加し、教育行政に関する動向や課題

等に関する理解を深め、教育施策について情報交換等を行い、教育委員としての資

質向上に努めました。 

 

兵庫県市町村教育委員会連合会定時総会・研修会 

兵庫県女性教育委員の会総会・研修会 

播磨東地区教育委員会連合会総会・研修会 

兵庫県市町村教育委員会連合会全県夏季教育委員会研修会 

播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会 

新任教育委員研修会 

 

（３）その他行事への参加 

表彰式、学校行事、研究発表会等に出席しました。 

 

 ＜令和元年度主な出席行事＞ 

新任学校管理職激励会 

明石市連合ＰＴＡ総会 

“いじめストップあかし”こども会議 2019 

明石市成人式「はたちのつどい 2020」 

日本 PTA 全国研究大会兵庫大会 

市内学校園運動会・体育大会 

市内小、養護学校連合音楽会 

明石商業高等学校卒業式 
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Ⅲ 点検及び評価制度の概要 

 

１ 基本的な考え方について 

「第２期あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）」（以下「教育プラン」）

及び各年度の具体的な取組をまとめた「アクションプラン（実行計画）」（以下「ア

クションプラン」という。）に掲げる９つの基本的な方策に基づく取組について点

検及び評価を行いました。 

 

第２期 あかし教育プラン（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 点検及び評価の実施手順について 

教育プランにおいては、教育プランの推進を通して、子どもたちにどのように成

長してもらいたいのかを示す成果目標として、３つの目標を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

まず、上記の成果目標の進捗確認を行ったうえで、アクションプランに定める 

９つの基本的な方策ごとに、 

①重点的な取組 ②主な取組 ③具体的な取組の数値目標 

の進捗状況を確認し、教育委員会として点検及び評価を行いました。その後、教育

に関して学識経験を有する方に総評をいただき、教育委員会としての事務の点検及

び評価の報告書を作成しました。 

第５章 計画の推進のために 

１ 計画の進行管理 

  教育プランに基づく具体的な取組（事業）については、社会情勢や財政状況など、教育 

行政を取り巻く環境や課題の変化に柔軟かつ適切な対応ができるよう、毎年度に「アクシ 

ョンプラン（実行計画）」を策定し、その推進を図ります。 

 「アクションプラン」に定める具体的な取組の進捗状況については、「地方教育行政の 

組織及び運営に関する法律」第 26 条の規定に基づき、「教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価」等を実施し、計画の進行管理を行います。 

第２期 あかし教育プラン ３つの成果目標 

１ 子どもたちの基礎的学力の向上（確かな学力の育成） 

２ 子どもたちの自尊感情の向上と他者を思いやる心の育成（豊かな心の育成） 

３ 子どもたちの体力や運動能力の向上（健やかな体の育成） 
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教育プランに定める９つの基本的な方策に係る体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
基
本
理
念
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ふ
る
さ
と
明
石
か
ら
未
来
に
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く
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ど
も
を
育
て
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～
た
く
ま
し
く
心
豊
か
な
人
づ
く
り
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【基本方針１】 

一人ひとりに

応じたきめ細

やかな教育の

充実 

【基本方針３】 

地域ぐるみで

子どもの健や

かな育ちを支

える活動の推

進 

【基本方針２】 

子どもが安心

して学べる質

の高い教育環

境の実現 

・「ことばの力」の育成 -読む・聞く・書く・話す-  

・校種を超えて連携した教育の推進 

・就学前教育の充実 

・学習意欲の向上 

・ＩＣＴの活用 

・人権教育の推進 

・道徳教育の推進 

・体験学習の充実 

・子どもの読書活動の推進 

・子どもの体力づくり 

・「食」に関する教育の推進 

・いじめ対策の推進 

・不登校対策の推進 

・教育相談の充実 

・学習機会の保障 

・学校施設の整備 

・少人数教育の推進 

・特別支援教育の推進 

・研修・研究の充実と実践力の向上 

・若手教職員の育成 

・基本的生活習慣の確立 

・子育て支援の推進 

・放課後の子どもの居場所づくり 

・子どもの虐待・非行の防止 

・子どもの安全対策の推進 

・ふるさと教育の推進 

・防災教育の推進 

・開かれた学校づくり 

・グローバル化に対応した教育の推進 

・キャリア教育の充実 

・環境教育の推進 

・主権者教育の推進 

 

１ 確かな学力の育成 

２ 豊かな心の育成 

３ 健やかな体の育成 

４ 安全・安心の学習環境 

５ 一人ひとりに応じた教育 

６ 教職員の資質・指導力の向上 

７ 子ども・家庭への支援 

８ 地域・家庭・学校の連携 

９ 社会情勢の変化への対応 

 

基本的な方策 
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３ 教育委員による点検及び評価 

教育委員会の点検及び評価にあたっては、教育委員が教育プランに定めた基本的

な方策ごとに、所管課の自己評価を参考に、より大局的な視点で評価及び今後の展

開方針等の整理を行いました。 

点検及び評価の結果は、今年度の取組へ反映させるとともに、来年度「アクショ

ンプラン」作成にあたっての具体的な取組や数値目標の検討に反映させていきます。 

 

 

４ 知見の活用 

点検及び評価の実施にあたっては、その客観性及び公平性を確保するため、教育

に関し学識経験を有する方 2名にご協力いただきました。 

学識経験者には、各基本的な方策の点検及び評価に対して具体的な指導・助言を

いただくとともに、点検・評価全般について総評をいただきました。 

なお、総評の内容については、【Ⅳ 点検及び評価結果】に掲載しています。 

 

【学識経験者】 

氏  名 職  名 専門分野 

尾
お

﨑
ざ き

 公 子
き み こ

 氏 兵庫県立大学 教授 教育政策 

大 野
お お の

 裕
や す

己
き

 氏 滋賀大学大学院 教授 学校経営学 

 

 

５ 点検及び評価のスケジュール 

月 日 (曜日) 実  施  内  容 

5月 7日 (木) 点検・評価に係る資料提供 

5月 20日 (水) 教育委員説明及び質疑（基本的な方策１～４） 

6月 3日 (水) 教育委員説明及び質疑（基本的な方策５～９） 

7月 1日 (水) 教育委員による評価結果の協議 

7月下旬 報告書の作成 ※９月市議会へ報告 
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Ⅳ 点検及び評価結果 

１ 教育プランにおける３つの成果目標の状況 

（１）子どもたちの基礎的学力の向上（確かな学力の育成） 

 

指標：すべての教科に関する調査【全国学力・学習状況調査】 

（令和元 ） 

 
国語 算数・数学 英語 

小学校 6 年生 

正答率 

明石市平均 62.0% 67.0% ― 

兵庫県平均 62.0% 67.0% ― 

全国平均 63.8% 66.6% ― 

中学校 3年生 

正答率 

明石市平均 74.0% 62.0% 57.0% 

兵庫県平均 73.0% 62.0% 58.0% 

全国平均 72.8% 59.8% 56.0% 

 ・小学校では、国語の平均正答率は兵庫県と同程度で、全国より低い結果です。算数の

平均正答率は全国より高く、兵庫県と同程度です。 

 ・中学校では、国語の平均正答率は全国・兵庫県より高い結果です。数学の平均正答率は全

国より高く、兵庫県と同程度です。英語の平均正答率は全国より高く、兵庫県より低い結

果です。 

 

（２）子どもたちの自尊感情の向上と他者を思いやる心の育成（豊かな心の育成） 

 

指標：質問紙調査（「自分にはよいところがあると思う」）【全国学力・学習状況調査】 

（令和元年度） 

(自分にはよいところが 

あると思う) 
当てはまる 

どちらかと

いえば、当て

はまる 

どちらかと

いえば、当て

はまらない 

当てはまら

ない 

小学校６年生 

明石市平均 42.3% 42.6% 11.0% 4.1% 

兵庫県平均 40.7% 42.1% 12.4% 4.8% 

全国平均 38.8% 42.4% 13.4% 5.3% 

中学校３年生 

明石市平均 29.9% 45.5% 16.5% 8.1% 

兵庫県平均 29.1% 45.4％ 18.2% 7.2% 

全国平均 29.0% 45.1% 18.6% 7.3% 

・小学校では、「当てはまる」又は「どちらかといえば、当てはまる」と答えた児童の割

合の合計は、全国・兵庫県を上回っています。 

・中学校では、「当てはまる」又は「どちらかといえば、当てはまる」と答えた生徒の割

合の合計は、全国・兵庫県を上回っています。 
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（３）子どもたちの体力や運動能力の向上（健やかな体の育成）

 

指標：すべての実技に関する調査【新体力テスト】 

（令和元年度） 

  小学校５年生 中学校２年生 

男子 女子 男子 女子 

握力 

(kg) 

明石市平均 15.11 15.14 28.25 23.67 

兵庫県平均 15.82 15.44 27.86 23.51 

全国平均 16.37 16.09 28.65 23.79 

上体起こし 

(回) 

明石市平均 17.97 17.64 26.31 23.41 

兵庫県平均 18.90 17.79 26.35 23.05 

全国平均 19.80 18.95 26.96 23.69 

長座体前屈 

(cm) 

明石市平均 32.72 37.31 40.41 43.68 

兵庫県平均 32.14 36.34 41.09 44.19 

全国平均 33.24 37.62 43.50 46.32 

反復横跳び

(点) 

明石市平均 39.02 37.84 50.59 46.62 

兵庫県平均 39.93 38.10 51.19 47.03 

全国平均 41.74 40.14 51.91 47.28 

20mシャトル 

ラン(回) 

明石市平均 47.54 37.01 81.71 58.10 

兵庫県平均 50.08 39.74 83.00 58.71 

全国平均 50.32 40.79 83.53 58.31 

50m走 

(秒) 

明石市平均 9.46 9.71 8.02 8.78 

兵庫県平均 9.38 9.66 8.05 8.82 

全国平均 9.42 9.64 8.02 8.81 

立ち幅跳び

(cm) 

明石市平均 151.04 147.27 189.84 168.26 

兵庫県平均 150.86 143.87 192.08 169.45 

全国平均 151.45 145.68 195.03 169.90 

ソフトボール

投げ(m) 

明石市平均 20.71 12.70 

  兵庫県平均 21.83 13.02 

全国平均 21.61 13.61 

ハンドボール

投げ(m) 

明石市平均 

  

19.98 12.40 

兵庫県平均 19.68 12.34 

全国平均 20.40 12.96 

・小学校では、全国・県平均と同程度か下回っている種目もあるが、長座体前屈、立ち

幅跳びの種目において、県平均を上回っています。 

・中学校では、全国・県平均と同程度か下回っている種目もあるが、握力、50m走、ハン

ドボール投げの種目において、県平均を上回っています。 
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２ 令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 
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＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 

 

令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策１ 確かな学力の育成 

≪目的≫ 

子どもたちが、基礎的な知識・技能だけでなく、それを活用する思考力・判断力・表現力、

主体的に学ぶ意欲を培えるよう、発達段階に応じた取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 に係る令和元年度の主な取組の内

容については、以下のとおりです。 

 

① 「ことばの力」の育成 -読む・聞く・書く・話す- 

○「ことばの力」の育成に向けた実践研究の推進 （学校教育課）

 国語をはじめとする全ての教科等で、言語活動を重視した指導を充実させます。 

〈令和元年度の取組〉 

・授業における「見通しと振り返り」、「効果的な学習形態による意見交流」、「考えて書く」

ことの周知徹底 

 

② 校種を越えて連携した教育の推進 

○就学前施設、小・中・特別支援学校の連携 （学校教育課）
（こども育成室）

 中学校区内の就学前施設、小・中・特別支援学校が校種を越え、校種間連携（*1）及び小

中一貫教育（*2）に取り組みます。 

〈令和元年度の取組〉 

・「チーム○○中学校区ＵＮＩＴ会議」（*3）において、目指す子ども像、共有する手立て

（学び・育ち）、運営組織を協議・決定し、実践する。また、「チーム中学校区ＵＮＩＴ

プロジェクト会議」（*4）において、各校区の取組について情報交換する。 

・「明石市における小中一貫教育推進計画」に基づき、併設型小中学校の設置に向けてモデ

ル校区（錦城中学校区・高丘中学校区）の研究実践を参考に、他校区においても、各校

区の実情に合わせて校種間連携をさらに深めて、小中一貫教育を推進していく。 

  （*1）機会を捉えて、校種間で教職員間や幼児、児童生徒間の交流を進め、子どもたちの

「学び」と「育ち」の円滑な接続を図る。 

（*2）小学校と中学校が目指す子ども像を共有し、小学校 6 年間と中学校 3 年間の円滑な

接続を図り、系統的な教育を展開する。 

（*3）各中学校区の担当者及び管理職によって組織される会議 

（*4）各中学校区の代表者によって組織される会議 

（１）主な取組内容  
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＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 

 
 

○就学前施設間の連携 （こども育成室）

 幼稚園・保育所（園）・認定こども園といった就学前施設の形態を越えて、教育・保育内容

の充実と推進、並びに小学校への滑らかな接続を目的とした、就学前教育・保育指針を策定

するとともに、職員が互いの教育や保育、子どもの育ちについて共に学ぶ研修を行います。

〈令和元年度の取組〉 

 ・近隣の幼稚園と保育所、認定こども園の職員が、互いの教育・保育現場で実習を行い、

教育・保育の実践方法について学び合う「幼保体験研修」を行う。 

・近隣の幼稚園と保育所、認定こども園の子ども同士の交流を深める「あかしっこ交流」

を行う。 

・幼稚園グループ研究会や保育所交流研修に、職員が相互参加し、意見交流を行う。 

・就学前施設において合同研修会を開催し、共に学び合う機会を設ける。 

・就学前教育から小学校への滑らかな接続を意識したアプローチカリキュラムの検討を行

う。 

 

③ 就学前教育の充実 

○保育研究の推進 （学校教育課）
（こども育成室）

 保育の内容及び方法について一層の深化・充実を図るため、研究指定園を定め、2年間にわ

たって研究を行います。 

 また、中学校区を基本単位に全幼稚園・認定こども園をグループに分け、実際保育を中心

に保育研究を進めます。 

〈令和元年度の取組〉 

・平成 30・令和元年度研究発表指定園：人丸幼稚園・高丘西幼稚園 

・令和元・2 年度研究発表指定園：松が丘幼稚園 

○「明石市就学前教育・保育共通カリキュラム」の検証 （こども育成室）

 平成 28 年 3 月に策定された、「明石市就学前教育・保育共通カリキュラム」を活用し、検

証します。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・二見こども園（*1）にて活用し、検証する。 

（*1）0～5 歳の教育・保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園として、平成 28 年 4

月に開園。 

○3 歳児保育におけるカリキュラムの検証  （こども育成室）

3 歳児保育実施園の拡充にともない、カリキュラムを策定し、検証します。 

〈令和元年度の取組〉 

・平成 26 年度より 3 歳児保育実施の松が丘幼及び平成 30 年度より 3歳児保育実施の人丸

幼・大久保南幼・高丘西幼・江井島幼におけるカリキュラムを基に、3 歳児保育全園実

施に向けたカリキュラムを策定し、検証する。 
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＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 

 

④ 学習意欲の向上 

【重点的な取組】 

●学習意欲及び学力の向上の推進 （学校教育課）
（青少年教育課）

 明石の子どもたちの基礎基本の確実な定着を図り、更なる学力向上を図るため、平成 30 年

度全国学力・学習状況調査結果や「明石市教育大綱」、「第 2期 あかし教育プラン」を基に、

夏季休業中の授業実施や、放課後や土曜日に地域住民や教員ＯＢ等の指導ボランティアを中

心に地域の人材を活用し学習教室を開催するなど、学習意欲及び学力の向上施策を推進しま

す。 

〈令和元年度の取組〉 

・小・中学校において、空調設備の整備に伴い、教科の授業時間を増やすため、夏季休業

期間に授業を 5日間実施する。 

・わくわく地域未来塾（参加を希望する小学校 3 年生を対象に、地域住民や教員ＯＢ等の

指導ボランティアによる算数・国語の学習教室）を、全 28 小学校で土曜日等に年間 20

回程度実施する。 

 ・数学・英語応援団（参加を希望する中学生を対象に、地域住民や教員ＯＢ等指導ボラン

ティアによる数学・英語の放課後学習教室）を全中学校で年間 20 回程度実施する。 

 
⑤ ＩＣＴの活用 

○学校配備の ICT 機器の活用 （学校教育課）

 児童生徒の発達段階に応じて、コンピューターやタブレット端末等のＩＣＴ機器の活用や

その他ソフトウェアの基礎的な使い方、情報モラル等を系統的に指導し、情報活用能力を育

成します。 

 ＩＣＴ機器を活用した協働的な学びを推進し、児童生徒の思考力・判断力・表現力の向上

を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・小・中・特別支援学校に配備されたコンピューターやタブレット端末等のＩＣＴ機器を

活用する。 

 ・「小学校・養護学校・中学校情報教育担当者会」等において、ＩＣＴ機器の効果的な活用

  策について検討する。 

 ・学習指導要領の内容に則り教科等の内容に関連させ、効果的な教材を用いながらプログ

ラミング教育を実施できるよう授業モデルを検討する。 
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＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 

 
 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 に基づく取組の成

果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H30 年度末 R1 年度末 R2 年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

３歳児研修※1 − 13 園 13 園   11 園 

全国学力・学習 

状況調査 

小学校 6 年生 

正答率（平均） 

国

語 

Ａ 70%○ 
62%△ － 

全国・兵庫県

平均以上 Ｂ 54%○ 

算

数 

Ａ 61% 
67%○ － 

全国・兵庫県

平均以上 Ｂ 51% 

全国学力・学習 

状況調査 

中学校 3 年生 

正答率（平均） 

※2 

国

語 

Ａ 78%○ 
74%○ － 

全国・兵庫県

平均以上 Ｂ 62%○ 

数

学 

Ａ 69%○ 
62%○ － 

全国・兵庫県

平均以上 Ｂ 48%○ 

英

語 
 57%△ －  

わくわく地域未来塾 

参加者の満足度※3 
74％ 81％ 79％ 80％ 

数学・英語応援団 

参加者の満足度 
94％ 95% 95％ 95％ 

（指標説明） 

※1 3 歳児研究保育 3年計画実施予定園数 

※2 平成 30 年度末及び令和元年度末現状値における「○」は、全国、県よりいずれも平均以上の場合、「△」

は、全国、県よりいずれかが平均以上の場合を示す。 

※3 参加者へのアンケートで、『国語の勉強に自分から進んで取り組めるようになりましたか。』『算数の勉強

に自分から進んで取り組めるようになりましたか。』の設問で、「はい」と回答した人の割合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  
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＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 

 

＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 30 年度 令和元年度 

学力向上推進事業 学校教育課 11,041 12,790 

学校・家庭・地域の連携協力推進事業 青少年教育課 11,236 12,293 

子ども・子育て支援推進事業 こども育成室 987 1,344 
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＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 

 
 

 

 

（学校教育課） 

令和元年度も引き続き、子どもたちの学習意欲及び基礎学力の向上を図るため、放課後や

土曜日に地域住民や教員ＯＢ等の指導ボランティアを中心に地域の人材を活用した学習教室

を開催するとともに、小中一貫教育と就学前施設、小・中・特別支援学校の校種を超えた連

携に取り組んだ。また、「全国学力・学習状況調査」の結果から、本市の子どもたちの学力状

況を分析し、より効果的な指導方法を検討した。特に、基礎基本の定着を図るための繰り返

し学習の時間を確保したことで、児童生徒の学力の底上げが見られた。今後、その知識・技

能を活用へとつながるような授業改善が必要である。そこで、具体的な授業場面では「めあ

て」の設定と「振り返り」の確実な実施、「話し合い活動」等の協働的な学びを取り入れるこ

と、「書く」活動を意識的に取り入れること等、学校訪問で指導助言を行った。また、あかし

教育研修センターと連携し、授業改善の研修に取り組んでいる。ＩＣＴ機器については、授

業内容の説明をわかりやすくするだけでなく、グループ学習や体育の授業等で効果的に活用

することにより、児童生徒の「思考力」が高まった例もあった。令和 2 年度は、新学習指導

要領が小学校で実施となり、校内研修だけでなく、各教科担当者会も活性化させ、市教育委

員会とともに授業改善を進める。 

わくわく地域未来塾、数学・英語応援団については、児童生徒のアンケートから「普段の

授業がよくわかるようになった」「繰り返し学習することで自信がついた」等の声により成果

の確認をしている。その結果、参加者の満足度は昨年度の 94%から 95%に向上し、目標値を達

成することができた。基礎基本の定着を目指し、令和 2年度も引き続き取組を継続していく。

 指導ボランティア等の人材確保などの課題はあるが、引き続き、教員ＯＢや地域の協力を

得ながら、地域ぐるみで子どもたちの発達段階に応じた成長を支えていけるよう取組を進め

ていくとともに、小中一貫教育についてもモデル校区の検証等を参考に、目指す子ども像の

統一や相互参観等に取り組み、子どもたちの学力向上を一層図り、「生きる力」を育成してい

く。 

（青少年教育課） 

 学習意欲及び学力の向上の推進として、わくわく地域未来塾を全 28 小学校区で開催した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 2 月末以降を中止したことを除き、おおむね予定

どおり実施した。その結果、アンケートでは約 8 割の児童が、国語、算数の勉強に自分から

進んで取り組めるようになったと答え、概ね学習習慣の定着を図ることができた。今後も全

小学校区での開催を継続しながら、参加者の満足度の向上に努めていく。 

 また、学習支援ボランティアの確保が課題となっているが、令和 2 年度以降も学校教育課

と連携し、教員ＯＢや地域の協力を得ながら、学習意欲及び学力の向上に取り組んでいく。

「基本的な方策１ 確かな学力の育成」に対する所管課評価 
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＜基本的な方策１＞確かな学力の育成 

 

（こども育成室） 

 就学前施設、小・中・特別支援学校の連携の一環として、中学校区ＵＮＩＴ会議に参加す

ることで、校区が抱える課題や現状を共有することができるとともに幼児期から思春期を見

据えた校種間の連携を図ることができる。そのため、今後も継続して校種間の連携に取り組

んでいく。 

 平成 30 年度に就学前教育と小学校教育の接続をスムーズに図るため、5歳児後半から就学

をイメージした「アプローチカリキュラム」のモデル案を作成し、令和元年度には、スムー

ズな接続のための活きたカリキュラムとなるよう小学校へ周知した。周知から実践につなげ

るため、令和 2年度は錦浦幼稚園と錦浦小学校が幼小学びの接続を研究テーマに実践発表を

行い、アプローチカリキュラムを有効活用しながらスムーズな幼小の学びの接続を目指す。

 就学前施設間の連携となる「幼保体験研修」は、幼稚園・保育所・認定こども園の職員が

互いの教育・保育現場での実習を通して、教育保育の実践方法について学び合う機会となっ

ている。「あかしっこ交流」では、近隣の就学前施設の園児が一緒に活動する場を意図的に設

定し、園児・職員ともに楽しい交流の場になっている。今後も継続して取り組んでいく。 

 保育研究の推進の一環として、研究指定園の研究・公開保育において、研究の具体的な取

組を発表することで、特色ある園づくりにつながっている。 

 中学校区を基本単位とした市立幼稚園グループ研究会では、近隣の公立保育所職員も参加

し、研鑽を深めている。研究保育では、参観者から保育者に対して意見をもらうことで職員

の資質向上につながっている。今後も継続して保育研究の推進に努めていく。 

 3 歳児保育全園実施に際し、3年計画で全園 3歳児保育の研究保育を実施し、講師より具体

的な指導を受けながら、3 歳児の発達を踏まえた保育の在り方を研究している。初年度（令和

元年度）は、初めて 3 歳児を担任する職員の戸惑いや疑問に講師の具体的な対応策が示され

ることで、目の前の子どもたちと向き合う視点が明確化された。令和 2 年度も引き続き研究

保育を実施していく。初めて 3 歳児保育を経験する担任の参考資料となるよう 3 年計画で取

り組んだ 3歳児保育の成果と課題を令和 3 年度中にまとめる。 

 令和元年度からすべての幼稚園で 3歳児保育が実施された。3歳児保育導入に際し、市で 3

歳児参考カリキュラムを作成し、各園で、3 歳児のカリキュラムの検証をすすめながら自園な

らではの特色を反映したカリキュラムに変更している。 
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＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 

 

令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策２ 豊かな心の育成 

≪目的≫ 

子どもたちが命や人権を尊重し、共に生きる心を大切にするとともに、豊かな人間性や感

性、道徳性等を養うことができるよう、取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 に係る令和元年度の主な取組の内容

については、以下のとおりです。 

 

① 人権教育の推進 

○人権教育の研究   （学校教育課） 

小・中学校を研究校として指定し、個々の学校の人権課題をテーマにした研究に取り組み

ます。また、人権教育の一層の充実を図るため、各学校の全体計画及び年間指導計画を整備

します。 

〈令和元年度の取組〉 

・研究校：谷八木小学校 

○人権教育研修会の実施  （学校教育課） 

小・中・特別支援学校の人権教育推進担当教員を対象とした「人権教育研修会」を実施し

ます。 

〈令和元年度の取組〉 

・招へい講師による研修会を実施（夏季休業期間中）します。 

○地域での人権文化の醸成    （人権推進課） 

自治会や子ども会など、地域にある各種団体を対象に「人権研修会」を開催し、人権文化

の醸成に努めます。 

〈令和元年度の取組〉 

・人権研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）主な取組内容  
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＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 

 

 

② 道徳教育の推進 

【重点的な取組】 

●道徳教育の充実 

 

（学校教育課） 

 「特別の教科 道徳」の導入に伴い、道徳教育担当者会を中心に道徳教育の研究を進めます。

また、「兵庫版道徳教育副読本」（兵庫県教育委員会作成）を活用した授業づくりを進めます。 

 体験活動を道徳的実践の場と位置付け、一層の充実を図るとともに、「特別の教科 道徳」

の充実に向けた各学校の全体計画及び年間指導計画を整備します。 

〈令和元年度の取組〉 

・道徳教育担当者会を中心とした研究会の実施（研究校：魚住中学校） 

・「兵庫版道徳教育副読本」を活用した授業実践 

・各学校での全体計画及び年間指導計画の作成 

 

③ 体験学習の充実 

○社会体験活動の実施 （学校教育課） 

 「心の教育」の実践の場として、中学校及び明石養護学校中学部の２年生が、地域のよさ

やふるさとの恵みに触れ、地域の中での生徒の主体性を尊重したさまざまな社会体験活動「ト

ライやる・ウィーク」に取り組みます。 

〈令和元年度の取組〉 

・全ての中学校及び明石養護学校中学部の２年生による社会体験活動の実施 

○「小学校体験活動」の実施 （学校教育課） 

 小学校 3 年生の「環境体験事業」や小学校 5 年生の「自然学校推進事業」を通して、学校

として繋がりのある「小学校体験活動事業」に取り組みます。 

 また、明石養護学校においては、小学部高学年以上の児童生徒を対象とした「体験チャレ

ンジ事業」として県内の施設に宿泊し、野外活動や自然観察を行う等、主体的に活動するこ

とを目的としたさまざまな活動を実施します。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・全ての小学校において、学校や地域の実情及び創意工夫を活かした活動の実施、事前・   

  事後活動の充実 

 ・明石養護学校小学部高学年以上における活動の実施 

・自立活動キャンプ、宿泊体験活動等の実施 

【重点的な取組】 

●共生社会の実現に向けた授業、体験活動の実施 （新規）      （学校教育課） 

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、パラリンピックの魅力を伝える

教材を使った授業を小・中・特別支援学校、明石商業高等学校で行うとともに、心のバリア

フリーを推進するためのスポーツとしてボッチャ体験などを市内小学校などで実施します。 

〈令和元年度の取組〉 

・パラリンピックの魅力を伝えるために開発された教材「I’m POSSIBLE」を使った授業を

全ての市立小・中・特別支援学校及び明石商業高等学校にて実施 
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＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 

 

○「次代の親育成（未来のパパママ事業）」の実施        （明石こどもセンター） 

次代の親となる中高校生や大学生に、生命の尊さや家族の大切さについて理解が深められ

る講座や事業を展開します。また、中学校での授業に助産師や保健師等を派遣し、生命の尊

さ等への理解を深める学習を実施します。 

〈令和元年度の取組〉 

・中学校にて生命の尊さや家族の大切さへの理解を深める学習（未来のパパママ事業）の

実施 

 

④ 子どもの読書活動の推進 

○家庭・地域における子どもの読書活動の推進    （青少年教育課） 
（本のまち推進室） 

 子どもたちが本を通して心豊かに育つ環境づくりに寄与するため、乳幼児期から本に親し

む機会の提供や、保護者への啓発、ボランティアへの支援等の取組を進めます。 

〈令和元年度の取組〉 

・4か月児健康診査時に、乳児とその保護者に絵本と読み聞かせ体験を贈るブックスタート

事業の実施 

・3歳児健康診査時に、司書らによる絵本相談会を行うとともに、幼児とその保護者に絵本

を贈るブックセカンド事業の実施 

【重点的な取組】 

●学校園等における子どもの読書活動の推進 

 

（学校教育課） 
（青少年教育課） 

（本のまち推進室） 
（こども育成室） 

 ことばを学び、感性を磨き、表現力を高めるなど内面を豊かにするとともに「読み・書き・

話す」ための表現力や理解力など（確かな）学力の育成につながる子どもの読書活動を推進

するため、学校図書館の図書の更新・充実と併せ、小中学校に学校司書を配置することによ

り、学校図書館の利活用の促進を図ります。また、読書意欲の向上のため、図書を活用した

教育活動を推進します。 

就学前施設では、絵本をとおして、こどもの心に寄り添い、のびやかで個性的な育ちを支える

取組を進めます。 

〈令和元年度の取組〉 

・学校図書館の蔵書内容の充実及び古くなった図書の更新 

・学校司書配置による学校図書館の利活用の促進 

 (ⅰ)学校司書の配置を全校に拡大し、学校図書館の環境整備や読書相談に加え、授業活用

への支援、学級への本の貸し出しなど、年間貸出冊数の増加や不読率の改善を図る取組

を実施 

・図書を活用した教育活動の推進 

(ⅰ)全校一斉の読書活動の実施 

 (ⅱ)ビブリオバトル(*1)の実施 

・幼稚園教諭や保育士を対象に、子どもと絵本の関わり方についての研修を行い、本市独自

の資格であるあかし保育絵本士として認定する講座の拡充 

   (*1)参加者同士で本を紹介し合い、もっとも読みたいと思う本を投票で決める取組 
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＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 

 

【重点的な取組】 

●公立図書館における子どもの読書活動の推進 

 

（本のまち推進室） 

市立図書館において、青少年や子ども向けの図書、子育て関連図書の充実を図るとともに、

子どもや保護者を対象とした行事を実施する等、子どもの読書活動や自主学習を支える環境

の整備を進めます。 

また、学校図書館や子育て支援施設、ボランティア等との連携を深め、本に親しむ環境づ

くりを推進します。 

〈令和元年度の取組〉 

・児童書エリア、ティーンズコーナー、子育て関連の図書の充実 

・読み聞かせやおはなし会等、子どもや保護者を対象とした図書館行事の実施 

・移動図書館車の利用促進 

・放課後児童クラブへの図書の貸出の充実（放課後ブックサークル） 

・学校図書館連携事業の実施 

○子どもの読書活動の啓発・広報の推進 （青少年教育課） 
（本のまち推進室） 

ことばを学び、感性を磨き、表現力を高めるなど内面を豊かにするとともに「読み・書き・

話す」ための表現力や理解力など（確かな）学力の育成につながる子どもの読書活動を推進

するため、広く市民を対象とした啓発イベントや広報活動を通して、子どもたちの読書意欲

の向上を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・「子どもに伝えたい『本』感動大賞」の実施 

 子ども自身が薦めたい本を紹介する「本の帯」や、読み聞かせを受けた子どもが、その

感動を表現する「一枚の絵」の募集、展示紹介等により、子どもの読書活動の推進を図

る。 

 

 

 

 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 に基づく取組の成果

を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H30年度末 R1年度末 R2年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

「人権教育研修会」 

参加者数 
138人 234人 115人 250人 

保護者や地域を対象に 

「特別の教科 道徳」の

公開授業を実施した 

学校の割合 

― 
小学校

100％ 

小学校

100％ 

小・中学校 

100％ 

（２）指標及び数値目標  
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＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 

 

指 標 

数値目標 

H30年度末 R1年度末 R2年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

トライやる・ウィーク

が参加生徒にとって 

充実した活動で 

あった割合※1 

95％ 95.6％ 100％ 100％ 

学校の授業以外で普段

(月～金)全く読書をし

ない割合※2 

上段：中学校３年生 

下段：小学校６年生 

（兵庫県平均） 

30.3％ 

（37.2％） 

 

17.0％ 

（19.6％） 

30.1％ 

（38.4％） 

 

17.6％ 

（20.1％） 

30.0％ 

 

17.0％ 

29.5％ 

 

16.5％ 

小・中学校図書館の 

年間貸出冊数 
481千冊 506千冊 500千冊 500千冊 

公立図書館の 

年間貸出冊数 

2,420 

千冊 

2,436 

千冊 

2,410 

千冊 

2,500 

千冊 

あかし保育絵本士の 

認定者数（基礎） 
25人 43人 60人 73人 

あかし保育絵本士の 

認定者数（応用） 
－ 15人 15人 30人 

（指標説明） 

※1 参加生徒へのアンケートで、「自分にとって、『トライやる・ウィーク』の一週間は充実していた。」の設

問で、「○」をつけた生徒の割合。 

※2 全国学力・学習状況調査の質問において、「学校の授業時間以外に、普段、１日当たりどれくらいの時間、

読書をしますか（教科書や参考書，漫画や雑誌は除く）」の質問に対して、「全くしない」と回答した児童・

生徒の割合。 

 

＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 30年度 令和元年度 

小学校体験活動事業 学校教育課 46,702 46,846 

トライやる・ウィーク推進事業   〃 15,160 15,820 

特別支援学校交流・体験チャレンジ事業   〃 235 235 

子どもの読書活動推進事業 青少年教育課 26,468 27,016 

本のまち明石推進事業 本のまち推進室 3,876 8,062 

図書館運営事業   〃 373,669 389,533 

人権教育・啓発推進事業 人権推進課 26,927 26,835 
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＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 

 

 

 

（学校教育課） 

令和元年度、人権教育については、谷八木小学校を研究校として指定し、人権感覚の醸成

をめざし、国語科を中心に違いを認め合い、学び合う授業づくりに取り組んだ。その結果、

児童の自尊感情が高まる傾向が見られ、授業中、自信をもって表現する姿が見られた。課題

としては、人権感覚の高まりを生かし、LGBT／SOGI といった性の多様性を認め合ったり、外

国人児童生徒がもつ文化や多様性を受け入れたりできるような喫緊の人権課題を解決に導く

ような授業づくりについて研究を進めていくことだと考えている。令和 2 年度は、人権課題

解決へ向けて、「ほほえみ」「きらめき」等の副読本の活用を促していく。そして、道徳科を

中心に人権課題について、考え、議論する授業づくりについて考えていく。 

令和元年度、道徳教育については、「特別の教科 道徳」の導入に対応した研修会や研究会

を通して授業実践や教材研究についての取組を中心に進めた。その結果、主体的・対話的で

深い学びを実現する授業づくりについて、担当者会を中心に具体的に考え合うことができた。

しかし、道徳科の授業改善のみで、児童生徒の道徳性を育んでいくことは難しいことから、

年間カリキュラムを通して道徳的価値に対する意識をつないでいくことで道徳性をさらに高

めていくことが課題である。令和 2 年度は、各学校が全教職員で計画的・意図的に道徳性を

高めていくために、各校で別葉の作成の仕方を丁寧に指導する。そして、別葉の積極的な活

用を促していくことで、道徳性を育んでいくための意図的な指導を展開できるようにしてい

く。 

また、豊かな心を育むための体験活動や読書活動の推進についても計画的に進めることが

できた。中学校 2年生の「地域に学ぶ『トライやる・ウィーク』」では、参加生徒のアンケー

トでは 95.6％の生徒が充実していたと答えたように活動の意義が大きかった。事後の展示会

を多くの市民に活動内容を知ってもらうことを目的に、あかし市民広場で開催し、多くの市

民が来場した。ただ、受入事業の減少から生徒の希望をすべて叶えることが難しくなってき

ていることから、趣旨に則りさらに本事業を充実させ、家庭・地域にも広く発信していく。 

読書活動については、研究指定校の実践やビブリオバトルの取組を市内に広げるために、

すべての中学校において実施するとともに、あかし市民図書館とも連携し学習に活用するな

ど、子どもが本に親しみ、意欲をもって読書する活動を計画し、全中学校で実施することが

できた。今後は、他の教材との時間配分や関連性についてさらに検討する必要がある。令和 2

年度もこの取組を通し、小中学校図書室における年間貸出冊数を増やしていく。 

（青少年教育課） 

子どもの読書活動の推進を図るため、令和元年度は、学校司書の配置校を全小・中学校 41

校（参考：平成 30 年度は小・中学校計 24 校）に拡大し、学校図書館が児童生徒・教員によ

り利用してもらえるよう必要とされる図書の選書や古い本の除籍、読書意欲を高める展示等

について作業支援をしながら環境整備を進めた。あわせて、授業において図書館および図書

を活用できるよう選書の助言やレファレンスの支援等を行うことで、児童の調べる力の育成

を促進した。また、開館・貸出業務などの運営業務を行うとともに、児童生徒が手軽に本を

「基本的な方策２ 豊かな心の育成」に対する所管課評価 
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＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 

 

手に取ることができるよう学級への図書の貸し出しを行うことで、読書の習慣づけを図った。 

さらに、全中学校においてビブリオバトルを実施することで、読書意欲や読書を通じた表

現力・理解力の向上に向けた取組も行った。 

加えて、自分が薦めたい本を紹介する「本の帯」や読み聞かせの感想を表現する「一枚の

絵」を募集する「子どもに伝えたい『本』感動大賞」では、過去最高の 4,200 人を超える応

募があり、代表作品に選ばれた作品の市民図書館や学校図書館での展示を通じて、本に対し

て興味や関心をもってもらうよう取り組んだ。このように学校図書館の環境整備や様々な取

り組みによって、子どもたちの読書意欲の向上に努めた結果、児童生徒の不読率が改善する

とともに、「学校図書館における年間貸出冊数」が小・中学校ともに増加した。 

令和 2 年度も引き続き、学校図書館の利活用を活性化するために、蔵書内容の充実、運営

支援、教員などへの研修、イベント等の読書意欲を高める取組について、引き続き実施して

いくとともに、学校の全教職員と連携しながら、授業支援などを行い、学校図書館の利用の

活性化を図っていく。 

（本のまち推進室） 

子どもの読書活動の推進を図る取組として、絵本と読み聞かせをプレゼントする 4 か月児

健康診査時の「ブックスタート事業」、3歳 6 か月児健康診査時の「ブックセカンド事業」を

実施した。また、保護者が選書する際の参考になるよう、絵本とともに配布するブックリス

トを刷新し、保護者の選書に対する不安の解消に努めた。令和 2 年度以降も引き続き、各家

庭で絵本に親しんでもらえるように努めていく。 

また、就学前教育の一層の充実を図るため、幼稚園教諭や保育士を対象に、子どもと絵本

の関わりについて学ぶ「あかし保育絵本士養成講座（基礎コース）」を全 7回実施し、修了者

18名（累計 43名）を市オリジナルの資格である「あかし保育絵本士」に認定した。基礎コー

スに加えて、「あかし保育絵本士養成講座（応用コース）」（全 3回）を新たに開設し、15名を

「あかし保育絵本士（マスター）」に認定した。令和 2年度以降については、受講者の増加に

つなげるため、実施方法などの見直しを図り、養成講座の更なる活性化に努めていく。 

市立図書館では、定期的なおはなし会などに加え、様々なテーマのワークショップや託児

付きのイベントなど、乳幼児期から学童期までの子どもやその保護者も本に親しめるイベン

トを実施した。令和 2 年度以降も引き続き、イベントの実施内容や企画などの見直しを行い

ながら、よりよいイベントを実施していく。 

また、2台の移動図書館車の運行については、令和元年度は、保育園や医療施設を含む市内

78 か所を巡回するとともに、イベント等へ臨時運行を行い、子どもが本に出会う機会を提供

した。移動図書館の貸出冊数は増加傾向にあるため、さらなる利用の向上を目指して、令和 2

年度以降についても、広報等に積極的に取り組んでいく。 

学校園との連携事業として、図書館見学の受け入れ、学校からの依頼に応じ図書館が学校

に本を配送する団体貸出、それに加えて授業に活用できる図書のセット貸出を継続実施して

いく。「放課後ブックサークル」は全 28 放課後児童クラブで実施し、1か月に約 60冊の本が

各クラブを巡回しており、令和 2 年度以降についても、放課後児童クラブからの要望などを

取り入れながら、継続して取り組んでいく。 

令和 2 年度には、すべての人にやさしい「本のまち」づくりを進めるため、読書バリアフ

リーに関する環境の整備等を進めていく。 
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＜基本的な方策２＞豊かな心の育成 

 

（こども育成室） 

 子どもの読書活動の推進として、就学前施設では、学年や季節に応じて毎日読み聞かせを

行い、絵本に触れる楽しさを知る機会となっている。「子どもに伝えたい『本』感動大賞」に

応募する機会を通し、今後も絵本に触れる楽しさを広げていく。 

（明石こどもセンター） 

 「次代の親育成（未来のパパママ事業）」については、各学校において、生命の尊さや家族

の大切さへの理解を深める学習が実施されているところである。令和元年度は、授業を実施

する学校からの希望により、物品（赤ちゃん人形、妊婦体験ジャケット等）の貸出 2 件を実

施した。引き続き、生命の尊さや家族の大切さへの理解が深まるよう取り組んでいく。 

（人権推進課） 

 令和元年度は、自治会や子ども会等、地域にある各種団体を対象に人権研修会を 524 回開

催し、総数 17,120名が参加した。内容は、子ども、高齢者、障害のある人、同和問題等、多

様な人権問題について研修を行い、幅広く市民に人権教育や啓発活動を行い、参加者からも、

「『人権』について、身近に感じることができた。」等という声が聞かれ、充実した研修内容

となった。 

 令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置を取りながら、市

内13中学校区に設置している人権教育推進員を中心に各地区で研修が再開した際に速やかに

研修が実施できるよう、新しい生活様式を取り入れた研修方法（オンライン研修等）につい

ても、実施方法の一つとして検討している。そして、参加者が、新型コロナウイルスの問題

を通して表面化した人権問題を正しく理解するとともに「わがごと」として捉えられる研修

会を企画（啓発ポスターを学校等に掲示するなど）・実施し、人権文化の醸成に努めていく。 

また、広く市民の皆様や子どもたちから平和の尊さを意識してもらえるよう、「明石市平和

資料室」を開設すると共に、人権教育推進員による、資料室内のガイダンス等を行っていき

たい。 
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＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 

 

令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策３ 健やかな体の育成 

≪目的≫ 

子どもたちが健康で安全な生活を送るための能力・態度・習慣を培えるよう、体力向上、

健康教育の推進に向けて取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 に係る令和元年度の主な取組の内

容については、以下のとおりです。 

 

① 子どもの体力づくり 

○「あかしっ子元気・体力アップ推進事業」の実施 （学校教育課） 

児童生徒が運動に親しむ機会を提供し、「新体力テスト」の分析結果を踏まえ、発達段階に

応じた適切な指導を行うとともに、「にこにこスポーツチャレンジ」への支援等を行い、児童

生徒の体力及び運動能力向上を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・新体力テストへの記録カード及びチャレンジシールの配布 

・走・跳・投（50m走・立ち幅跳び・ソフト（ハンド）ボール投げ）の全学年実施 

・「にこにこスポーツチャレンジ」の開催 

○学校体育行事の開催    （学校教育課） 

小・中学校の体育やスポーツの活性化を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・学童水泳記録会（小学校）、総合体育大会・新人体育大会（中学校）の開催 

【重点的な取組】 

●体力、運動能力向上に向けた研修会の実施 

 

（学校教育課） 

 体育科教育の充実を図るとともに、幼稚園及び小・中学校の教員の指導力の向上を図るた

め、研修会を実施します。また、走・跳・投のうち、「走る力」を重点課題とし、腕の振り方

や姿勢など授業で繰り返し指導するとともに、「短距離走の技能向上」に焦点化し、実技研修

会を実施します。 

〈令和元年度の取組〉 

・「あかしっ子体力向上指導者研修会」の実施 

・学校体育実技（運動遊び）講習会の実施 

・幼・小体育実技（水泳）指導者講習会の実施 

・学校体育実技ダンス講習会の実施 

（１）主な取組内容  
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＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 

 

○学校保健の充実 （学校教育課） 

児童生徒等が安心して学校園生活を送れるよう、健康の保持増進を図ります。また、児童

生徒等に対し、生涯にわたって心身の健康を保持増進できる能力の育成に努めます。 

〈令和元年度の取組〉 

・健康診断等の保健管理の充実 

・学校保健に関する講演会の実施 

・学校における薬物乱用防止・性教育・がん教育等に関する講演会等の開催支援 

 

② 「食」に関する教育の推進 

○「食生活の大切さ」の啓発 （学校教育課） 

 「市立学校食育推進協議会」の活動を通じて、「食生活の大切さ」を保護者に啓発します。 

 また、食に関する年間指導計画に基づき、全ての教職員が連携し、教育活動全体を通して

食育を推進します。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・朝食の大切さを啓発するチラシの作成と学校園の児童生徒等への配布 

○学校給食を活用した食育の推進 （学校給食課） 

 成長期の児童生徒に栄養バランスのとれた安全・安心な昼食を引き続き提供するとともに、

食事に関する正しい知識や望ましい食習慣を養うほか、地域の食文化や行事に関連した献立

を提供するなど食育の推進を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・給食指導（正しいマナー・社交性及び協同の精神・環境や資源への配慮など） 

・季節や行事などに合わせた給食献立の提供 

・献立表などを通じた啓発の実施 

○学校給食における地産地消 （学校給食課） 

 児童生徒の地域の伝統的食文化や産業・自然の恩恵に対する理解、「ふるさと」への愛着を

育むため、学校給食に地元産の食材をできる限り取り入れます。 

〈令和元年度の取組〉 

・明石特産品や兵庫県産品を使用した献立の提供 

・献立表などを通じた啓発の実施 

・市制 100周年記念給食献立の提供 
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＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 

 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 に基づく取組の成

果を測るための指標や数値目標です。 

指 標 

数値目標 

H30年度末 R1年度末 R2年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

小 5・中 2 が行う新体力テ

ストにおける種目ごとの

県平均値を上回る割合。 

各学年 8 種目×男女 

― 

25％ 

（4種目） 

― 

40％以上 

（7種目以上） 

44％ 

（7種目） 

50％以上 

（8種目以上） 

朝食の喫食率 

「毎日食べている」 

「どちらかといえば、食

べている」 

小 6、中 3年生の割合※1 

小６ 
95.6% 

小６ 
96.4% 

小６ 
98％ 

小６ 
98％ 

中３ 
93.5% 

中３ 
94.2% 

中３ 
95％ 

中３ 
95％ 

学校給食における地産地

消率（一定期間の献立に

おける兵庫県産食材の使

用率 【食材数ベース】） 

小 35.1％ 小 40.0％ 

40％以上 40％以上 

中 26.1％ 中 39.2％ 

（指標説明） 

※1 全国学力・学習状況調査の質問で、「朝食を毎日食べていますか」の質問で、「している」「どちらかとい

えば、している」と回答した児童生徒の割合。 

 

 

＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 に係る主な予算事業及び予算額です。 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 30年度 令和元年度 

小学校等給食一般運営事業 学校給食課 585,091 605,290 

小学校等給食衛生管理事業   〃 47,390 62,050 

中学校給食運営事業   〃 549,097 537,066 

小学校給食施設整備事業 〃 0 250,000 

学校体育一般事務事業 学校教育課 7,327 13,733 

学校体育関係団体助成事業   〃 1,821 4,373 

学校体育行事開催事業   〃 2,752 2,627 

あかしっ子元気・体力アップ推進事業   〃 891 891 

学校保健一般事務事業   〃 647 466 

学校保健管理事業   〃 137,172 137,836 

児童・生徒・教職員健康診断事業   〃 44,947 47,716 
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＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 

 

 

 

（学校給食課） 

学校給食の実施にあたっては、学校給食実施基準に基づき栄養バランスを考慮するととも

に、季節や行事などに合わせた給食献立、地域の食材を使用した給食献立などを提供するこ

とにより、食育の生きた教材として活用した。また、給食の時間に学級担任等を通じて、正

しい手洗い、配膳方法、食器の並べ方、はしの使い方、食事のマナー等の指導のほか、社交

性及び協同の精神や環境資源への配慮などの指導を行った。給食献立のねらいや給食指導内

容については、献立表や給食カレンダー等でＰＲすることで、児童生徒の理解促進を図ると

ともに、家庭や地域への食育の啓発につなげている。 

令和元年度は特に市制 100 周年記念献立（明石鯛を使った特別献立）を提供することで、

児童生徒及び保護者等に、より明石のことを知ってもらう契機とし、明石の食文化の継承や

郷土愛の醸成に役立てることができた。今後も引き続き食育を推進するため、季節行事や授

業内容などにあわせた献立内容等の工夫を図りつつ、献立表やホームページなどによる啓発

の充実を図っていく。 

本市の学校給食における地産地消の推進については、「食育の日（毎月 19日）」にあわせ、

毎月 19日近辺で「食べよう兵庫の食材」と標し、兵庫県産の食材をより多く取り入れた献立

を提供する日を設定するほか、明石産についても米や野菜などの農産品や、たこ・海苔など

の水産品の提供に努めた結果、昨年度より地産地消率が上昇し、概ね目標を達成することが

できた。食材の調達については、保護者に負担していただく給食費の範囲内で、均質の食材

を同時・大量に確保することが必要であるが、物資価格の高騰や生産者の減少などにより、

年間を通じて、明石産・兵庫県産の食材を安定的に確保することが段々と難しくなっている。

今後についても、生産者団体や市場関係者等とも協議を重ね、目標達成ができるように引き

続き地産地消の推進に取り組んでいく。 

（学校教育課） 

「走・跳」については、各校の取組により底上げが図られ、全国・全県平均と「同程度」

まで運動能力は向上した。しかし、全国的な課題である「投」については、本市においても

運動能力が低下傾向にある。 

令和元年度は、小・中学校ともに「投げる力」を伸ばす取組を授業等で実践するとともに、

課題である「走」を中心とした実技講習会もあわせて実施した。走る前の準備において、手

首、足首、肩などを回す運動に加え、ジャンプやもも上げなど足を上げる高さを示した運動

が効果的であり、二人一組で行うとお互いの良さを指摘し合う事で、より相乗効果が上がる

ことを学んだ。令和 2 年度も「走・跳・投」から引き続き、「跳」「投」を中心とした取組を

進める。 

令和元年度実施予定としていた「にこにこスポーツチャレンジ」を「フレンドリースポー

ツ」と改め、市内小学生を対象に多様な運動経験の場の提供と学年・学校をこえて出会った

仲間と運動する心地よさを体験する「フレンドリースポーツ」を開催した。3日間の開催期間

中欠席者もなく、様々な運動プログラムを積極的に行う児童の姿を見ることができた。令和 2

「基本的な方策３ 健やかな体の育成」に対する所管課評価 
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＜基本的な方策３＞健やかな体の育成 

 

年度も引き続き、新体力テスト記録向上を目指し、体育担当者会の研修にて子どもたちが目

標設定を行うことで目指す記録を明確にすることや記録向上に向けて、職員へ実施方法やポ

イント等の確認、安全への留意と全力で行える環境整備、授業補助となるスタッフの配置を

行い、総合得点平均値の県平均を上回る記録を目指していく。 

学校保健の充実については、「がん教育の推進」が課題である。平成 28年 12月「がん対策

基本法」の一部改正により、学校教育におけるがん教育の推進が位置づけられた。がん教育

に関する政府と文部科学省のスケジュールでは、小学校は令和 3 年度、中学校は令和 4 年度

より完全実施が示されている。令和元年度は、小学校での具体例をもとに「がん教育」に関

する講演会を実施し、「がんについての基本的知識」や「がん治療の現状」など実践的な知識

の習得を行った。令和 2 年度は外部指導者と連携しながら、小学校でがん教育の授業を実践

するなど、学校保健会と教育委員会が連携して取組を進めていく。 
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＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 

令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策４ 安全・安心の学習環境 

≪目的≫ 

すべての子どもたちの健やかな成長を促すため、安全に安心して学ぶことができるよう、

良好な教育環境を整備するための取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 に係る令和元年度の主な取組

の内容については、以下のとおりです。 

 

① いじめ対策の推進 

○いじめ防止啓発活動の実施 （児童生徒支援課）

「いじめは絶対に許されない」という意識の定着を図るため、さまざまな啓発活動を実施

します。 

〈令和元年度の取組〉 

・「いじめ防止人形劇“ニコニコあかし”」の開催（6月～3月） 

・「“いじめストップあかし”こども会議」の開催 

・「いじめ防止月間」の推進（いじめ防止啓発作品の展示及び優秀作品の表彰式実施等） 

・専門的な知識をもち見守り活動に精通した専門家に、ネット見守り活動を依頼し実施 

 

② 不登校対策の推進 

【重点的な取組】 

●不登校対策の更なる充実 （児童生徒支援課）

不登校の未然防止、早期発見、早期対応に向けた学校の取組をさらに充実させ、研修等を

通して教職員の資質の向上を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・不登校予防のための早期対応システム「Ａ－ＴＡＳＳ（エータス）」の有効活用と、不登

校対策研修会の実施 

・校内における不登校支援体制構築のための、3 名の市費負担スクールカウンセラーの配置

・明石市スクールソーシャルワーカーを全中学校区へ配置 

・計画的な学校訪問 

・主任スクールカウンセラー、主任スクールソーシャルワーカーによる学校支援と、県費

負担スクールカウンセラーや関係機関との連携 

・明石市「児童生徒理解・教育支援シート」の活用による校内の学年間、小・中・特別支

援学校の校種間連携の充実 

（１）主な取組内容  
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＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 

③ 教育相談の充実 

○相談支援の充実    （児童生徒支援課）

 教育相談員・指導主事及び精神科医や臨床心理士・社会福祉士等の専門家による教育相談

により、いじめ・非行等の問題行動や不登校、しつけや子育てなど、児童生徒や保護者等に

対する相談支援を行います。 

〈令和元年度の取組〉 

・臨床心理士・社会福祉士の資格を有する職員及び指導主事・教職員ＯＢによる教育相談

活動や訪問支援活動（週 5日） 

・臨床心理士の資格を有する専門相談員による相談活動（週 5日） 

・精神科医による相談活動（月 1回） 

 

④ 学習機会の保障 

○就学援助の実施 （総務課）

 経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費、学校給食費や校外活動

費などの一部を援助します。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・援助基準を満たした保護者に対する就学援助の実施 

○奨学金の貸与 （総務課）

 経済的理由により修学困難な高校生等に対し、学資を貸与します。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・貸与基準を満たした高校生等に対する奨学金の貸与 

 

⑤ 学校施設の整備 

【重点的な取組】 

●学校特別教室等への空調設備の設置 （学校管理課）
（こども育成室）

こどもの体力・健康維持や学習環境の向上に向けて、市立小・中学校の特別教室や幼稚園

の保育室などにエアコンを設置します。 

〈令和元年度の取組〉 

・16 小学校の特別教室等への工事 

・12 小学校の特別教室等への工事実施設計委託 

・全中学校の特別教室等への工事実施設計委託 

・全幼稚園の 4、5歳児の保育室等へ設置 
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＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 

○各学校へのエレベーターの整備 （学校管理課）

 児童生徒が安全で快適な学校生活を送れるようエレベーターの整備を行います。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・高丘西小学校及び朝霧中学校へのエレベーター設置工事 

・大久保小学校及び江井島中学校への設置工事実施設計 

○各学校園のトイレの改修 （学校管理課）
（こども育成室）

 園児、児童生徒が学校活動を円滑に実施するため、清潔で快適なトイレへの改修を図り、

さらに便器の洋式化を推進します。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・藤江小学校南校舎便所改修工事 

・大久保小学校南校舎便所改修工事 

・魚住東中学校南校舎便所改修工事 

・二見北幼稚園便所改修工事 

・山手小学校及び大久保中学校の便所改修工事実施設計 

○学校園の美化・緑化の推進 （学校管理課）
（こども育成室）

 各学校園において、園児、児童生徒、教職員、保護者及び地域の人々が協力して、快適な

教育環境の維持管理に努めます。 

〈令和元年度の取組〉 

・年間を通じた全学校園での実施（清掃・修繕・芝生管理等） 

○小・中学校の規模の適正化 （総務課）

 「小・中学校の規模等に関する基準」（H28.1 策定）に基づき、将来に渡って、児童生徒へ

の良好な教育環境を確保し、教育効果の維持・向上を図るため、学校規模の適正化に取り組

みます。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・児童生徒数の推移を注視しながら、学校規模の適正化に向けた検討を行う。 

○学校へのパソコン配備 （学校管理課）

 ＩＣＴ機器を活用して教職員の校務の軽減・効率化を図るとともに、授業に活用するため、

各学校に校務用及び教育用パソコン等を配備します。 

〈令和元年度の取組〉 

・小学校の教育用パソコン、中学校の校務用パソコンを中心に更新を行うとともに、

Windows10 へのアップグレードを含む既存配備パソコンのメンテナンスを行う。 
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＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 に基づく取組

の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H30 年度末 R1 年度末 R2 年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

いじめ解決率 

（いじめを認知した件

数のうち、解消または

一定の解消が図られた

件数の率） 

95.0％ 96.0％ 
前年度と 

同程度 

前年度と 

同程度 

中学校 

不登校出現率※1 

明石市 4.51％

全国 

3.81％ 

差＋0.70％ 

4.14％ 
全国と 

同程度 

全国と 

同程度 

スクールソーシャルワ

ーカーによる相談件数 
1,043 件 2,188 件 750 件 2,000 件 

市立小・中学校の 

特別教室等への 

空調設備の設置率 

― 
 32.4％ 

（152/469 教室）

 32.4％ 

（152/469 教室） 

 100％ 

（469/469 教室）

各学校のエレベーター 

整備率 

（小・中学校） 

小 42.9％

（12/28 校） 

小 42.9％

（12/28 校）

小 46.4％

（13/28 校） 

小 53.6％

（15/28 校）

中 84.6％

（11/13 校） 

中 92.3％

（12/13 校）

中 92.3％

（12/13 校） 

中 100％

（13/13 校）

各学校のトイレ 

改修率 

（小・中学校）※2 

小 83.3％

（235/282 か所）

小 85.5％

（241/282 か所）

小 85.5％

（241/282 か所） 

小 86.5％

（244/282 か所）

中 68.7％

（92/134 か所）

中 71.6％

（96/134 か所）

中 71.6％

（96/134 か所） 

中 74.6％

（100/134 か所）

各学校の洋式化率 

小 58.2％ 小 59.8％ 小 59.8％ 小 60.0％ 

中 54.1％ 中 55.8％ 中 55.8％ 中 58.0％ 

（指標説明） 

 ※1 不登校で、年間 30 日以上欠席している生徒の割合。（内訳は、学校における人間関係、あそび・非行、無

気力、不安、その他） 

※2 小・中学校のトイレ設置箇所数に対し、トイレ改修が完了した箇所数の割合。（対象のトイレは、平成 8

年度以前に行われた新築・改築・改修分） 

（２）指標及び数値目標  
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＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 

＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 30 年度 令和元年度 

就学事務事業 総務課 1,346 1,473 

高校生等奨学資金貸付事業   〃 5,640 5,280 

小学校就学援助事業   〃 55,841 63,000 

小学校就学援助（医療費）事業   〃 100 100 

小学校特別支援教育就学奨励事業   〃 3,223 4,500 

中学校就学援助事業   〃 74,324 78,700 

中学校就学援助（医療費）事業   〃 100 100 

中学校特別支援教育就学奨励事業   〃 2,110 3,000 

学校園運営支援事業 学校管理課 42,825 59,622 

学校美化・緑化推進事業   〃 11,377 11,280 

小学校管理運営事業   〃 613,700 651,898 

小学校施設維持補修事業   〃 17,162 10,766 

小学校施設整備事業   〃 856,507 615,451 

中学校管理運営事業   〃 267,004 270,513 

中学校施設維持補修事業   〃 7,859 4,944 

中学校施設整備事業   〃 195,254 317,654 

幼稚園施設整備事業   〃 60,255 62,655 

特別支援学校管理運営事業   〃 15,815 16,313 

特別支援学校施設維持補修事業   〃 483 297 

学校体育施設整備事業   〃 3,800 3,800 

学校保健管理事業   〃 9,641 10,776 

無戸籍者教育支援事業 学校教育課 64 64 

学校園指導事業 児童生徒支援課 4,324 4,325 

不登校対策事業   〃 10,189 10,227 

いじめ対策事業   〃 1,037 883 

教育相談事業   〃 11,513 17,473 

公立保育所整備事業 こども育成室 39,900 44,700 

公立保育所運営事業   〃 317,373 326,550 

幼稚園管理運営事業   〃 49,800 57,193 

幼稚園施設維持補修事業   〃 15,173 184,564 
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＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 

 

 

（総務課） 

  令和元年度は、小・中学校の規模の適正化について、保有教室を超過する学校でのプレ

ハブ校舎増設など対応を協議・決定するほか、通学区域審議会を 1 回開催し、各小・中学校

区の現況を報告するとともに、当該対応についても別途報告を行った。その結果、数年後を

見据えて、児童生徒の受け入れ態勢を整えることができた。 

令和 2 年度以降については、将来にわたって児童生徒数の変動が予想される校区があるこ

とからその動向を注視し、適宜適切な対策を講じるなど、引き続き小・中学校の規模の適正

化に努めていく。 

  また、経済的理由により就学に困難が生じている世帯に対し、就学援助の実施や奨学金の

貸与を通じて、児童生徒の学習機会の保障に努めた。就学援助については、「卒業アルバム代」

を就学援助費目に新たに追加するとともに、令和 2 年度の新小・中学 1 年生を対象に、就学

援助費目の「新入学学用品費」を「入学準備費」として入学前に支給した。 

これにより、入学準備に係る保護者の一時的な持ち出し負担がなくなるなど、保護者の負

担軽減が図られた。 

そこで、令和 2 年度以降についても、保護者負担のあり方を検討するなど、児童生徒の良

好な教育環境の確保に努めていく。 

（学校管理課） 

 子どもたちの健康管理や学習意欲向上を図るため、小学校及び中学校の特別教室に空調設

備を設置するとともに、学習環境の向上を図るため、エレベーターの設置やトイレの全面改

修を行った。 

 16 小学校の特別教室への空調設備設置、小学校 1 校・中学校 1 校のエレベーター設置及び

小学校 2 校・中学校 1 校のトイレ改修の工事については、令和 2 年 5 月の完了を予定してい

る。 

なお、令和元年度は、オリンピック開催前の建設増により一部部品の納入が困難となり、

事業を繰越してしまったため、令和 2年度については例年より早めの入札を行う。 

 学校園の美化・緑化の推進については、各学校園で清掃・修繕・芝生管理等の取組が行わ

れた。今後も引き続き美化・緑化の取組を推進していく。 

 学校へのパソコン配備については、小学校教育用、中学校校務用の更新を行い、業務の効

率化を図った。また、その他のパソコンについては、WINDOWS10 への更新を行い、セキュリテ

ィ対策を行った。 

令和 2 年度においては、国が進める GIGA スクール構想に基づき、普通教室等の無線 Wi-Fi

及び充電保管庫の整備、児童生徒一人一台の端末整備を行い、個別最適化された学習環境の

実現を図っていく。 

 

「基本的な方策４ 安全・安心の学習環境」に対する所管課評価 
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＜基本的な方策４＞安全・安心の学習環境 

（児童生徒支援課） 

いじめ防止については、当課が実施する啓発活動により「いじめは絶対に許されない」と

いう意識の定着が図れた。また、教職員のいじめに対する意識の向上を図った結果、いじめ

認知件数も増加し、いじめの早期発見、早期解決につながった。今後も当課が主体となって

啓発事業等の取組を継続して実施するとともに、通常のいじめの早期発見、早期対応のため

の学校支援に加え、専門家の協力を得ながらネット見守り活動を実施することでインターネ

ット上でのトラブルやいじめについても、適切に対応が行えるようその支援に努めていく。

不登校対策については、市費スクールカウンセラーや中学校生徒指導相談員の配置、また

「Ａ－ＴＡＳＳ」システムの運用等の取組を継続して行ってきた結果、令和元年度の中学校

不登校出現率は平成 30 年度よりやや改善したが、依然高い数値となっている。令和 2年度よ

り、「Ａ－ＴＡＳＳ」の名称を不登校未然防止「早期対応マニュアル」に改め、より迅速に、

かつ効率的に早期対応が行えるよう、取組内容の改善を図り、不登校対策の充実に努めてい

く。 

当課相談事業については、教育相談の件数は平成 30 年度に比べ若干減少したものの、年間

949 件と依然高い水準で推移している。（平成 29 年度 977 件、平成 30 年度 1,085 件、令和元

年度 949 件）このことから、保護者が学校以外に子育てについて相談できる仕組みとして当

課の相談事業が一定の役割を果たしていると考えられる。また、スクールソーシャルワーカ

ーへの相談件数については、平成30年度 1,043件から令和元年度2,188件に大きく増加した。

これは平成30年度には7中学校区への配置であったスクールソーシャルワーカーを令和元年

度は全中学校区に配置したことによるもので、令和 2 年度以降も同程度もしくはそれ以上の

相談件数が見込まれる。今後はスクールソーシャルワーカーの人材確保、資質向上に努め、

相談によって問題が解決または好転した事案の数を増やすべく取組を進めていく。さらに、

児童相談所との具体的な連携の方法について学校と情報を共有するなど、なお一層の連携の

強化に努めていく。 

（こども育成室） 

 空調設備の設置は平成 30 年度に引き続いて、幼稚園、認定こども園の保育室、預かり保育

室、絵本室等へエアコンを設置し、教育・保育環境の改善を進めた。 

 トイレの改修について、令和元年度は二見北幼稚園便所改修工事を実施した。和式便器を

洋式化し、床面及び廊下手洗いの改修を行い、衛生環境の改善・向上を図った。今後も順次

改修を進めていく。 

 美化・緑化の推進について、幼稚園、認定こども園において、園児、教職員、保護者、地

域の人々が協力して、施設の美化・緑化に努めた。今後も引き続き、推進に取り組んでいく。

 

38



39



 

 

＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 

令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策５ 一人ひとりに応じた教育 

≪目的≫ 

子どもたちが個性や能力に応じてより適切な指導や支援を受けられるよう、取組を進めま

す。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 に係る令和元年度の主な取

組の内容については、以下のとおりです。 

① 少人数教育の推進 

【重点的な取組】 

●小学校 1 年生の 30 人学級編制 

 

（学校教育課）

子どもたちが、それぞれの個性や能力に応じた指導や支援が受けられるよう、特にきめ細

かな教育が必要となる小学校 1 年生について学級編制の標準を平成 28 年度より 30 人とし、

少人数教育の推進を行っています。 

〈令和元年度の取組〉 

・小学校 1年生における 30 人学級編制の実施については、13 小学校に臨時講師配置 

 

② 特別支援教育の推進 

【重点的な取組】 

●介助員・特別支援教育指導員・特別支援教育サポーター（学生スタッ

フ等）・看護師の配置                      

   

（学校教育課） 

小・中学校の特別支援学級並びに特別支援学校において、特に介助の必要な児童生徒に対

して介助員を配置します。 

また、小・中学校の通常学級に在籍する発達障害等の児童生徒の支援のために、特別支援

教育指導員を配置します。 

さらに、発達障害を含む特別な教育的支援を要する児童生徒に対し、学生や一般市民によ

る特別支援教育サポーターを配置します。加えて、医療的ケアが必要な児童生徒に対して看

護師を配置します。 

〈令和元年度の取組〉 

・介助員：74 名（平成 30 年度：67 名）・特別支援教育指導員：65 名（平成 30 年度：65 名）

・特別支援教育サポーター：20 名（平成 30 年度：24 名）・看護師：10 名 

 

 

（１）主な取組内容  
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＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 

○特別支援教育の専門家による巡回指導 （学校教育課）

発達障害を含む、特別な教育的支援を要する幼児、児童生徒が在籍する学校園に、臨床心

理士・言語聴覚士等の専門家を派遣します。 

その上で、各学校園での支援に対し、個に応じた指導助言を行い、各学校園では助言を指

導計画に反映して幼児、児童生徒の支援にあたります。 

〈令和元年度の取組〉 

・派遣回数：40 回（臨床心理士等）、10 回（言語聴覚士） 

（平成 30 年度：37 回（臨床心理士等）、8回（言語聴覚士）、1回（看護師）） 

○明石市における障害のある子どもに対する就学相談の実施 （学校教育課）

 心身等の発達の遅れ、何らかの障害があるための特別な教育的ニーズを必要とする児童生

徒のよりよい就学先についての相談を行います。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・早期からの情報収集、相談活動 

・適切な就学相談の実施 

○障害のある子どもに対する就園相談の実施と介助員の配置 （こども育成室）

 子どもの発達の遅れを心配する保護者の意向を受けて、入園前に就園相談における観察、

面接を受けてもらうことで、幼児教育相談室（通級指導教室）の利用と集団生活の中での介

助員の配置を行います。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・幼児教育相談室利用予定人数：205 名（平成 30 年度 195 名） 

・介助員：80 名（平成 30 年度：76 名） 

○保育所への児童発達指導員による巡回指導 （こども育成室）

 専門的知識や経験を有する者が全保育所を巡回し、保育者や保護者に対して、障害児や発

達に遅れがある児童等の保育に関する指導・助言を行います。 

〈令和元年度の取組〉 

・派遣予定回数：80 回（平成 30 年度：72 回（48 園）） 

・保育施設増加並びに巡回指導申込園の増加に伴う、巡回指導員派遣の強化 

○明石養護学校の拠点機能の充実 （学校教育課）

 校内外での教育相談の実施、教材・教具の紹介、障害のある幼児や児童生徒への指導及び

支援、教員研修会への協力等、地域における特別支援教育の拠点としての機能充実に努めま

す。 

〈令和元年度の取組〉 

・校内研修会のオープン化の実施 

・巡回指導・教育相談等の実施 
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＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 

 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 に基づく取

組の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H30 年度末 R1 年度末 R2 年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

30 人学級編制に係る 

満足度 

（学校・保護者）※1 

（学校） 

91％ 

（学校） 

91% 

（学校） 

85％ 

（学校） 

95％ 

（保護者）

97％ 

（保護者）

98% 

（保護者） 

85％ 

（保護者） 

95％ 

（指標説明） 

※1 30 人学級へのアンケートで、『30 人学級をどう思われますか。』の設問で選択肢 4項目のうち「とてもよ

い」「どちらかといえばよい」と回答した人の割合。 

 

＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 30 年度 令和元年度 

教育支援事業 学校教育課 1,103 911 

特別支援教育推進事業   〃 3,729 4,622 

特別支援学校教育振興事業   〃 9,842 11,678 
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＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 

 

 

（学校教育課） 

小学校 1 年生における 30 人学級編制などの実施により、子どもに対するきめ細やかな指導

ができた。今後も、少人数指導や同室複数指導における有効な指導方法等、取組の検証を行

い実践に活かしていく。 

中学校では、県教育委員会の新学習システムにより数学と英語で少人数指導を行っている。

数学は習熟度別で指導し、基礎・基本の確実な定着を図っている。英語ではクラスを 2 つに

分けて指導し、生徒の発表や表現がより多くできる指導体制をとり、一人ひとりの学びを大

切にした指導を行っている。成果として、生徒のつまずきを教師が見取りやすくなり、個の

課題に応じたきめ細やかな指導が可能となった。一方、課題としては 2 つのグループに分け

ることで生じる進度の差や評価テストの問題の在り方が挙げられる。よって、今後は 2 つの

グループを指導する教員間での情報交換を定期的に行うよう促すとともに、評価テストの問

題が一方の生徒にだけ有利に働くことがないように心がけることを指導していく。 

特別支援学級に配置されている介助員や特別支援教育指導員については効果的な支援がで

きるよう研修会を実施した。また、教職員との連携を深めるために介助員にアンケート調査

を行い、指導法の共有を図った。教職員と介助員が日常業務の中で情報共有をする時間の確

保が難しいため、教育委員会主催の研修会を通じて情報共有を促していきたい。 

 特別支援教育巡回指導については、個別の指導計画などを活用しながら、専門家の助言を

教職員の日々の指導に具体的に活かしている。また、指導の結果を踏まえてどのように改善

をしたかについて、学校から報告を求め支援を継続している。一事例を通じて学校全体の特

別支援教育支援体制整備を計画する学校もあるので、今後も一事例だけの指導に終わらず、

基礎的環境整備や合理的配慮の提供という広い視点で活用できるようにしていく。 

 就学相談については、相談を受ける幼児・児童・生徒の数が増加しており、就学相談会で

の専門家の見立てや学校園からの情報を総合的に判断し、幼児・児童・生徒にとって、現時

点での適切な学びの場はどこであるかについて、今後も適切に判定を実施していく。 

 明石養護学校のセンター的機能の充実については、定期的に教育委員会や市立発達支援セ

ンターとの連携会議も実施している。今後も明石養護学校の拠点機能の充実を図るために、

関係機関との連携を強化していく。 

（こども育成室） 

 就学前の子どもたちは、個人差が大きく、集団生活を迎えるにあたり、保護者の不安や心

配も大きい。そこで、発達に遅れや偏りがある子どもへの十分な支援を考慮するとともに、

保護者支援という点においても入園後の支援や小学校・特別支援学校との接続など、継続し

た取組に視点を置いた就園相談を実施している。 

 令和元年度の就園相談申込者 186 名に就園相談を実施した。結果、令和 2 年度に個別指導

（通級指導）が必要な園児は、継続児を含め約 300 名である。就園相談・通級指導を希望す

る保護者は増加傾向にあるため幼児の実態に即した通級日の確保が難しい状況にあるが、通

級指導をマンツーマン限定ではなく、園児の発達段階や特性に合わせ複数保育を行うなど機

「基本的な方策５ 一人ひとりに応じた教育」に対する所管課評価 
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＜基本的な方策５＞一人ひとりに応じた教育 

会確保の工夫を取り入れている。今後も通常クラスと幼児教育相談室が連携を図りながら園

児の育ちを支えていく。 

 市立幼稚園では、80 名の介助員を必要に応じ園児に配置している。保護者と担任・幼児教

育相談員・介助員が同じ方向で園児の指導にあたるよう関係者の連携を重視し、年に 2 回程

度連絡会や研修会を開催することで、質の向上を図っている。今後も質の向上を目指し、研

修内容等を工夫していく。 

 保育所への巡回指導については、特別な支援を要する園児の増加とともに巡回指導のニー

ズも増加傾向にあるが、各保育所からの要望を受けて園に出向いて行う巡回指導の際に職員

や保護者に指導・助言を行うことで、園児の特性や発達段階の理解のもと、スムーズな園児

の受入れにつながっている。巡回指導は今後も引き続き実施していく。 
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＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 

 

令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策６ 教職員の資質・指導力の向上 

≪目的≫ 

子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、個々に応じた適切な指導を行うことがで

きるよう、教職員の専門性を高め、資質や指導力の向上を図る取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 に係る令和元年度の主

な取組の内容については、以下のとおりです。 

 

① 研修・研究の充実と実践力の向上 

○あかし教育研修センターの機能充実 （あかし教育研修センター） 

教職員の資質能力向上のための研修をはじめ、特色ある教育活動を推進するため、あかし

教育研修センターの機能充実に向けて調査研究を行います。 

〈令和元年度の取組〉 

・他府県の教育センターとの交流、学校園の研修ニーズの把握並びに教育資料や情報の整 

理・リスト化と頒布 

・各学校園作成の研究紀要および学習指導案・授業記録等の収集・整理・データ化 

【重点的な取組】 

●中核市移行に伴う年次研修の充実 

 

（あかし教育研修センター） 

中核市移行により移譲された教職員の年次研修を、明石市で行うメリットを活かして行い

ます。 

〈令和元年度の取組〉 

・本市で計画することを活かし、市長部局と連携した研修の実施 

・少人数グループ制を取り入れた年次研修の運営 

・学習指導、生徒指導を中心とした実践的指導力の育成 

・メンタル面のサポート 

○教職員研修の実施 （あかし教育研修センター） 

教職員の資質及び実践的指導力の向上のため、年次別研修や今日的教育課題の解決に向け

た研修等を実施します。 

〈令和元年度の取組〉 

・本市の教育課題や教職員のライフステージに応じた各種研修の実施（70回程度） 

（１）主な取組内容  
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＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 

 
 

○教育研究事業の推進 （学校教育課） 

国の動向（道徳、小学校外国語・外国語活動、小中一貫教育等）や教育課題を踏まえ、研

究指定校の研究発表をもとに、市内全校に研究の成果を広げ、教員の指導力向上を推進しま

す。 

〈令和元年度の取組〉 

・研究発表会を実施する研究指定校： 

沢池小学校（外国語活動）、谷八木小学校（人権教育） 

朝霧中学校（教科・総合） 

○「スーパーバイザー」等の講師派遣 （あかし教育研修センター） 

特色のある充実した教育活動を推進するとともに、学校園の課題解決と校内研修のさらな

る活性化を図るため、各分野の優れた指導者を「明石市スーパーバイザー」等として派遣し

ます。 

〈令和元年度の取組〉 

・講師登録（52名、教科、外国語活動、プログラミング教育等の講師を新たに登録） 

・学校園等への派遣（140回程度） 

・教科等担当者会への派遣（8回程度） 

○校内研究等のオープン化 （あかし教育研修センター） 

 各学校園における校内研究や校内研修をオープン化し、他校園との交流を進めるとともに、

自校園の校内研究を活性化させます。 

〈令和元年度の取組〉 

・中学校区ＵＮＩＴ（*1）等を活用しながら、オープン化を実施 

（*1）校種を越えて連携し、共通した視点で子どもたちを見守り育てるため、中学校区ご

とに設置された会議。 

【重点的な取組】 

●教職員の勤務時間適正化の推進 

 

（学校教育課） 

 教職員の負担軽減や児童生徒と向き合う時間の確保に向け、具体的な方策を検討します。 

また、「教職員の勤務時間適正化先進事例集」の普及・推進や、事例集を活用した教職員の勤

務時間適正化の推進に取り組みます。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・よりよい部活動の推進（モデル校での部活動指導員の配置、ノー部活デーの完全実施） 

 ・「教職員定時退勤日」「ノー会議デー」の徹底 

・夏季休業期間中における学校閉庁日の実施 

・電子ファイルの共有化、会議や校内研修の効率的な運営及び文書量の見直しの実施 

・勤務時間外の電話対応について音声ガイダンスの導入 

・教職員の勤務時間をボード上に表示し見える化することで、その適正化を図る 
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＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 

 

○特別支援教育に携わる教員等の資質向上 （学校教育課） 

（小・中学校） 

特別支援教育に携わる教員、介助員及び特別支援教育指導員の資質向上を図るため、それ

ぞれを対象にした研修会を開催します。特に通常学級に在籍する特別な教育的ニーズがある

児童生徒に対して作成している個別の指導計画を活用し、保護者の同意を得ながら効果的な

指導を行っていきます。また、通級指導教室を活用している児童生徒、特別支援学級に在籍

している児童生徒に対しては、新学習指導要領の全面実施を見据え、個別の教育支援計画を

作成して関係機関と連携をしていきます。 

（特別支援学校） 

在籍児童生徒の障害の重度化や多様化に対応した教育が行われるよう、明石養護学校の教

員を対象とした研修を実施します。 

〈令和元年度の取組〉 

（小・中学校） 

・研修会開催回数：17回程度（教員対象、管理職含む）、2回（介助員・特別支援教育指導 

員対象） 

（特別支援学校） 

・「動作法・意思の伝達講習」「子どもの思考・知覚・行動を理解するための認知講座」等 

の研修の実施 

○「免許外教科サポート事業」の実施 （学校教育課） 

 免許外教科を担当する教員を補助し、指導の充実を図るため、実技教科の免許を所有する

教員ＯＢを免許外教科サポート補助員として派遣します。 

〈令和元年度の取組〉 

・兵庫県教育委員会へ実技教科の免許外教科担任の許可申請を行わなければならない学校 

へ免許外教科サポート補助員を派遣する。 

 

② 若手教職員の育成 

○年次研修「初任者研修」「2年次研修」「3年目研修」の実施 （あかし教育研修センター） 

 採用から 3 年間で若手教員の実践的指導力を高めるため、年次に沿って計画的な研修を行

います。中核市移行による研修権の移譲により、初任者研修と 2 年次研修については明石市

が行います。 

〈令和元年度の取組〉 

・「授業づくり」「学級づくり」「生徒指導」「明石の教育課題」をテーマに初任者を対象と

した研修、2年次研修、3年目研修を実施。 
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＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 

 
 

 

○若手教職員研修講座の実施 （あかし教育研修センター） 

「授業力向上講座」では、幼稚園・こども園の若手教員に対して、主幹教諭が保育力向上

のための指導を行い、小・中・特別支援学校の若手教員に対しては、中堅教諭が自己の研修

の一環として授業力向上のための指導を行います。また、経験年数が概ね 15年以下の教員、

臨時講師及び非常勤講師を対象にした時間外自主研修「あかし若手教師塾」を開催し、若手

教職員の資質能力及び指導力の向上を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・「授業力向上講座」として 10講座を実施 

・「あかし若手教師塾」として６講座を実施 

 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 に基づ

く取組の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H30年度末 R1年度末 R2年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

教職員定時退勤日の 

完全実施をしている 

学校の割合※1 

小 85％ 小 96％ 小 90% 小 100％ 

中 62％ 中 92％ 中 80% 中 100％ 

通常学級在籍の特別な

支援を必要とする児童

生徒に対する個別の指

導計画の作成率（保護者

同意のもと）※2 

小 29％ 小 32％ 小 50％ 小 60％ 

中 18％ 中 14％ 中 50％ 中 60％ 

特別支援学級在籍の児

童生徒に対する個別の

教育支援計画の作成率

（個別の指導計画につ

いては 100％作成済）※3 

小 40% 小 88％ 小 80％ 小 100％ 

中  40% 中 94％ 中 80％ 中 100％ 

 

 

 

 

 

 

（２）指標及び数値目標  
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＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 

 

指 標 

数値目標 

H30年度末 R1年度末 R2年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

各研修で実施する研修

評価「研修の振り返り」

において、 

「よく理解できた」、

「理解できた」と 

評価した受講者の割合   

※4 

①能力に関するもの 

・教育課題への取組 ・学習指導  
・学級/HR経営、生徒指導 等 

98% 97％  99％ 100％ 

②資質に関するもの 

・チームで職務を担う体制づくり  
・資質を高める ・自律性 等 

94% 95％  99％ 100% 

派遣型研修における 

受講者数※5 
3,218名 3,314名 3,300名 3,400名 

（指標説明） 

※1 県からの「教職員定時退勤日」等の実施状況調査で、定時退勤日を「完全実施している」と回答した学校の

割合(退勤時刻を設定した上で、週 1回以上実施していること)。 

※2 「個別の指導計画」とは、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛

り込んだきめ細かい計画。 

※3 「個別の教育支援計画」とは、児童生徒一人ひとりについて、学校が主体となって保護者や関係機関と連携

しながら長期的な目標を設定して作成する計画。 

※4 「研修の振り返り」とは、「教員資質向上指標」の内容項目について、受講者が自身の理解度を自己評価し

た結果を記述したもの。 

※5 派遣型研修とは、学校園内研修会、ユニット研修会、担当者会等へ講師を派遣して実施する研修。 

 

＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 30年度 令和元年度 

免許外教科サポート事業 学校教育課 940 619 

学校園指導事業   〃 10,119 9,632 

人権教育研究事業   〃 39 39 

小学校教育振興事業   〃 37,456 43,455 

小学校人権教育研究事業   〃 403 403 

中学校教育振興事業   〃 20,076 20,296 

中学校人権教育研究事業   〃 203 215 

学校体育研究助成・教員実技研修事業   〃 833 674 

学校保健研究会等開催事業   〃 757 759 

教育研修センター運営事業 あかし教育研修センター 795 567 

教育研究事業   〃 6,964 7,245 
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＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 

 
 

 

 

（学校教育課） 

「教職員定時退勤日」「ノー会議デー」については、学校現場において定着している。「教

職員定時退勤日」は職員に馴染みやすいように各校で名称を工夫している。（「リフレッシュ

デー」、「健康とゆとりの日」等。）今後は回数を増やし、退勤目標時刻を勤務時間終了時刻に

近づける等、管理職に周知徹底していく。教職員の事務的作業の負担軽減に向けて、電子フ

ァイルの共有化、会議や校内研修の効率的な運営及び文書量の見直しをさらに進め、教職員

が校内研修、教材研究等の時間を確保し、指導力向上を図っていく。 

令和元年度は免許外教科サポート補助員の派遣はなかった。介助員や特別支援教育指導員

については、効果的な指導ができるよう研修会を実施している。さらにそれぞれの職種で効

果的な指導の事例について収集し、支援ファイルとして資料にまとめて配布し、全体的な指

導力の向上を目指す取組も行った。 

 教科指導力の向上については、新学習指導要領に対応するため、外国語活動、特別の教科

道徳、主体的・対話的で深い学びをテーマに、研究校を指定し、研究発表するなかで、市内

全体の指導力向上を図った。新学習指導要領全面実施に向けたニーズに合わせた発表となっ

たため市内はもちろんのこと、市外からも多くの参加が見られ、明石市の取組を効果的に発

信できたことが最大の成果である。しかし、研究発表の成果が市内の学校になかなか波及し

ないことが課題である。今後は、教育課程または各教科の担当者会等を活用し、指定校が取

り組んだ研究について周知する場を設け、成果の波及に努める。 

 特別支援教育に関わる教職員の資質向上については、平成 31年 4月に作成した「明石市特

別支援教育ハンドブック」（3 訂版）を活用し、明石市の施策や新学習指導要領を踏まえた指

導、自立活動の指導等について、各種研修会を通じて担当者に周知し、資質向上を図った。

教育委員会のホームページにも掲載しており誰もが見ることができる資料であるので、今後

も教職員への指導や保護者相談の場等のあらゆる機会を通じて活用していく。 

明石養護学校の教職員の指導力向上に関しては、研究テーマを毎年設定し、テーマに基づ

いた教職員研修を計画的に実施している。 

体力、運動能力向上に向けた研修会として「短距離走における疾走動作の習得をめざした

指導について」～50ｍ走タイムの向上に向けて～を当初の計画どおり実施できた。今後は、

特に若手教師の指導力向上を図るために、体育実技（ダンス）やリズムジャンプトレーニン

グなどの研修の充実を図っていく。 

（あかし教育研修センター） 

教職員の能力に関する研修のうち、令和元年度から県より移譲されて実施した「2年次研修」

では、少人数グループで授業実践研修を行ったことにより、受講者から積極的に意見が出さ

れ充実した協議となった。この少人数グループは、前年の初任者研修受講時と同様のメンバ

ー構成であるため、同僚性が高く研究を深めようとする意識につながっている。このような

交流型の研修については、意欲的で理解度が高い一方、講義を受けるような聴講型の研修に

ついては、自己評価による理解度が伸びないものもあった。今後の研修の実施にあたっては、

「基本的な方策６ 教職員の資質・指導力の向上」に対する所管課評価 
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＜基本的な方策６＞教職員の資質・指導力の向上 

 

講師との双方向やグループ協議など工夫するとともに、事前学習等によるレディネス形成や

研修後の振り返り等による学びの整理を引き続き行う。 

教職員の資質に関する研修については、カリキュラムマネジメントや業務改善といった喫

緊かつ関心の高い課題を設定したことにより、理解が深まった。令和 2 年度もメンタルヘル

スや society5.0等、教職員が連携して画期的な教育活動に取り組めるよう企画をした。 

 スーパーバイザー等の講師を派遣して行う研修については、令和元年度、新たに「担当者

会連携事業」を始めのべ 141 回の派遣を行い、現場のニーズに応じた研修会を開催できた。

このことが多くの教職員に受講機会を提供することとなり、受講者数の増加も見られた。令

和 2 年度は、新型コロナウイルスの感染状況や拡大防止対応を見極めながらの実施となるた

め、主催研修や講師派遣の回数は減少することとなるが、動画配信や講師との遠隔研修等の

新しい実施方法を工夫することで受講機会の確保や研修の効率化を図ることにより、一研修

当たりの参加者数を増加させるとともに、働き方改革につなげていく。  
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＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 

令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策７ 子ども・家庭への支援 

≪目的≫ 

家庭は、子どもたちが人格を形成する最も基本的な場です。地域ぐるみで子どもの育ちや

子育てする家庭を支える取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32 項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 に係る令和元年度の主な取組

の内容については、以下のとおりです。 

 

① 基本的生活習慣の確立 

○幼児の健康な生活づくりに向けた家庭支援 （こども育成室）

幼児の実態把握及び家庭との連携を図り、基本的生活習慣の確立に向け、各園の実態に合

わせた保育内容及び保育実践に向けて取り組みます。 

〈令和元年度の取組〉 

・生活習慣（生活リズム）実態の調査、運動遊び・食育指導などの取組、健康指導及びお

便り等による発信 

 

② 子育て支援の推進 

○「子育て支援センター」の運営 （子育て支援課）

地域における子育て支援の拠点として、就学前の子どもと親が自由に遊び、交流出来る場

を提供します。 

また、さまざまな世代を対象とした子育て関連講座（もうすぐパパママ講座等）の開催や

子育てに関する情報提供（あかし子育て応援ナビ・スマートフォン向けあかし子育て応援ア

プリ等）などを行い、日ごろ子育てで悩んでいることなどをプレイルーム内や電話でスタッ

フに相談できる子育て相談も受付けます。 

〈令和元年度の取組〉 

・「子育て支援センター」（5か所）の運営 

・子育て関連講座や子育てに関する情報提供などの充実を図る。 

 

（１）主な取組内容  
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＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 

 
 

 

○幼稚園における預かり保育の推進 （こども育成室）

保護者の子育て支援や就労支援を目的に、幼稚園において保育時間終了後及び長期休業中

に預かり保育を実施します。 

〈令和元年度の取組〉 

・全幼稚園にて預かり保育を実施 

・就労支援充実のため中学校区（*1）において預かり保育時間延長を実施 

 （*1）中学校区内、保育時間延長実施園は下記のとおり 

     明石幼・松が丘幼・人丸幼・林幼・鳥羽幼・藤江幼・大久保南幼・山手幼・ 

高丘西幼・江井島幼・錦が丘幼・錦浦幼・二見北幼 

・さらなる就労支援の充実のため、預かり保育時間延長の実施園を検討 

○就学前施設の園庭開放 （こども育成室）

 未就園の子どもをもつ親子が、幼稚園の遊具等で遊んだり、園児と交流したりする場を提

供する「ふれあいキッズ」を実施します。また、在園児を対象に、降園後の園庭を開放し、

園児及び保護者の交流の場として提供する「なかよし広場」を実施します。 

また、保育所、認定こども園においては在園していない子どもとその保護者が、保育所の

遊具などで遊んだり、園児と交流したりする場を提供します。 

〈令和元年度の取組〉 

・「ふれあいキッズ」（各園毎月 2 回）・「なかよし広場」の実施 

・各保育所、認定こども園における園庭開放の実施（概ね月 4回） 

 

③ 放課後の子どもの居場所づくり 

【重点的な取組】 

●「放課後児童クラブ」事業の推進 （こども育成室）

児童の健全な育成を図るため、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、授

業終了後や長期休業期間等に適切な遊びの場や生活の場を提供します。また、入所希望者が

年々増加するなど社会的ニーズに対応するため、事業の一層の充実を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・指導体制の充実（優秀な支援員を安定して確保するための支援員の処遇改善、スーパー

バイザーの新規配置や主任支援員の更なる配置、研修制度の見直しによる支援員の資質

向上） 

・育成内容の充実（夏休み期間のみ入所の実施クラブを拡充） 

・学校の余裕教室や放課後の特別教室、長期休業期間中の普通教室等を最大限に活用した

施設の整備 
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＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 

 

○放課後子ども教室の推進 （青少年教育課）

 次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様

な体験・活動を行うことができるよう「放課後子ども教室」を計画的に整備します。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・新たに 3 小学校区を加えた 13 小学校区において、地域住民の参画や協力により、引き続

き学習やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を実施 

・未実施の小学校区を調査・把握し、地域や学校等と協議の上、実施に向け計画的な整備

を推進 

・放課後児童クラブと一体となった放課後子ども教室の実施 

 

④ 子どもの虐待・非行の防止 

【重点的な取組】 

●(新設)明石こどもセンター(児童相談所)と教育部門との連携 

 

(明石こどもセンター）

明石の子ども家庭支援の拠点となる明石こどもセンター（児童相談所）と教育部門との連

携強化を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・関係機関や地域の支援主体と連携し、「漏れなく」、「最適な支援を」、「迅速に」行う体

制を構築します。なお、これまでの市町村機能(家庭児童相談、要保護児童対策地域協

議会（こどもすこやかネット）調整機関業務など)も一体的に実施するとともに、非行

相談等における学校とのより一層の連携を図り、子ども・家庭への適切な支援に取り組

みます。 

○児童健全育成支援システム（こどもすこやかネット）の推進   (明石こどもセンター)

次代を担う子どもを心豊かで健やかに育成するため、家庭、保育所、学校園、地域及び関

係機関が一体となって、支援を要する子ども及び家庭への支援を行います。また、児童虐待

や少年の非行・犯罪を未然に防止するための取り組みを総合的に推進します。 

〈令和元年度の取組〉 

・学校園における児童虐待の発見・通告等に関して教職員を対象とした研修会を実施する

など、教育部門との連携強化に向けた取組を推進する。 

・構成機関による支援策検討会議の確実な実施 

○「あかしこども相談ダイヤル」の実施 （新規） (明石こどもセンター)

明石市こども総合支援条例に基づく、子ども自身が悩みを相談できる機会の一つとして、

24 時間 365 日対応するこども専用の相談ダイヤルを実施します。 

〈令和元年度の取組〉 

・様々な悩みについて、こども自身が気軽に相談できる電話相談窓口として、専門職員に

よるこどもへの助言や関係機関との連携が適切に行われるよう取組を推進する。 
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＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 

 
 

 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 に基づく取組

の成果を測るための指標や数値目標です。 

指 標 

数値目標 

H30 年度末 R1 年度末 R2 年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

子育て支援センターの

こどもの来館者数 
102,728 人 83,457 人 93,807 人 102,315 人 

もうすぐパパママ講座

の受講者数※1 
459 人 842 人 912 人 912 人 

公立幼稚園・認定こども園 

での一日あたりの 

預かり保育利用者人数 

8.5 人/園 10.6 人/園 10.0 人/園 15.0 人/園 

放課後児童クラブ 

待機児童数 

（年度当初・年度末） 

0 人・0人 0 人・0人 0 人・0人 0 人・0人 

放課後子ども教室 

実施校区数 
11 校区 14 校区 13 校区 15 校区 

要保護児童対策 

地域協議会実施回数 
24 回 32 回 36 回 41 回 

（指標説明） 

※1 出産準備に関して、身近に相談できる人が減り、また産院での沐浴指導などの減少を受けて当該講座への

受講希望が高まっており、受講者の増加を目指す。 

 

＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 に係る主な予算事業及び予算額です。 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 30 年度 令和元年度 

青少年活動施設管理運営事業 青少年教育課  310 301 

青少年活動促進事業   〃 485 485 

子ども育成活動推進事業   〃 5,852 5,600 

放課後児童健全育成事業 こども育成室 597,164 687,360 

幼稚園預かり保育事業   〃 153,667 3,380 

子育て支援センター（明石）事業 子育て支援課 39,694 32,158 

児童健全育成支援システム（こどもすこやかネット）事業 明石こどもセンター 4,018 3,867 

児童相談所運営事業 〃 842,619 824,691 
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＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 

 

 

（青少年教育課） 

 放課後子ども教室について、令和元年度の当初は、新たに 1 小学校区（江井島小学校区）

を加えた 11 小学校区で活動を開始し、その後、未実施の小学校区において地域や学校と実施

に向けた協議を進め、更に 3 小学校区（明石小学校区、和坂小学校区、錦浦小学校区）で開

講した。その結果、年度当初の目標値を上回る計 14 小学校区において、地域住民の参画や協

力により、学習やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を実施することができた。

 令和 2 年度以降も、各校区の特色を生かした取組を継続するとともに、開講校区の拡大に

向けた取組を進め、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを

推進していく。 

（こども育成室） 

 幼児の健康な生活作りに向けた家庭支援として、幼児の健やかな生活と発達を支える基盤

となる基本的生活習慣の確立に向けて、養護教諭の保健指導や園だより等を活用し、幼児の

健康な生活作りに必要な情報を発信している。 

 幼稚園における預かり保育の推進として、令和元年度より全園で預かり保育を実施した。

14 園は 8時から最大 18 時まで利用可能、13 園は保育終了後から 16 時まで利用可能とした。

預かり保育では異年齢保育が実施されており、年長児が年少児の面倒を積極的にみるなど、

預かり保育ならではの良さが見られる。保育施設に入所できなかった保護者が市立幼稚園を

選択肢の一つとして選択できるようになった。令和 2 年度から全園で 8 時から預かり保育を

利用可能としていく。 

 就学前施設の園庭開放について、就学前施設に在籍していない地域の親子が、園庭開放に

参加することで、園児と一緒に活動したり、園の雰囲気を感じたりしている。園の様子を知

り、就園への不安が軽減されると同時に職員と顔見知りになることで子育ての心配がある保

護者が相談する機会にもなっている。 

 「放課後児童クラブ事業」の推進として、令和元年度は、学校の余裕教室の改修による施

設整備により、定員の拡充を行い、増加する放課後児童クラブへの入所希望者をすべて受け

入れた。加えて、夏休み期間のみの入所を実施する児童クラブを 3か所から 10 か所へ拡大し、

保護者ニーズに対応した。施設整備については、引き続き学校施設等の有効活用を図り、入

所を希望するすべての児童の受け入れに努めていき、夏休み期間のみの入所については、す

べての児童クラブでの受け入れを実施するほか、学校や地域と連携した育成内容の充実を図

っていく。 

 また、主任支援員と常勤支援員の時間給を引き上げ、月額化を図ることで、支援員の不足

解消に努めたが、年々児童数の増加に対応するため、さらなる確保が必要である。また、新

たに教員ＯＢをスーパーバイザーとして配置し、研修体系の見直しや児童クラブの訪問によ

る指導・助言を行い、支援員の質の向上を図った。令和 2 年度は、委託先をあかしこども財

団に変更し運営体制の強化を図るほか、優秀な支援員を安定的に確保するための処遇改善や、

放課後児童支援員認定資格研修の実施による支援員と補助員の質の向上など、指導体制の更

なる充実に取り組んでいく。 

 

 

 

「基本的な方策７ 子ども・家庭への支援」に対する所管課評価 
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＜基本的な方策７＞子ども・家庭への支援 

 
 

（子育て支援課） 

 子育て支援を総合的に推進するため、令和元年度は、あかしこども広場で妊婦とそのパー

トナーを対象に実施している「もうすぐパパママ講座」の開催をこれまでの月 1 回から月 2

回に増やすなど、各種子育て支援講座の拡充を図り、これから子育てを迎える世代や子育て

世代の不安の軽減や交流に努めた。講座開催後のアンケートにおいても参加者の約 9 割の方

が「大変良かった」「良かった」と回答するなど好評を得ている。 

 令和 2 年度も引き続き、新型コロナウイルスの感染症拡大防止への対策を図りながら、子

育て支援講座や子育て相談の充実を図るとともに、地域における子育て支援の拠点として、

就学前の子どもと親が安心して交流できる場を提供し、子どもの育ちや子育て家庭を支援す

る取組を進めていく。 

（明石こどもセンター） 

 令和元年度に児童相談所機能と市町村機能を併せ持つ「明石こどもセンター」を開所し、

要保護児童対策地域協議会を中心に子どもの虐待・非行の防止に取り組んだ。 

学校園（保幼小中高）訪問や相互の定期的な各ケースの情報共有、生徒指導担当者会での

情報交換、児童生徒支援課（SC・SSW）との連携を図りながら様々なケースに迅速に対応する

ことができた。虐待チェックリストを作成し、学校園で用いたことにより、学校園からの通

告が 10.9％と全国平均 7％を上回っている。 

今後、虐待通告後の流れやこどもセンターの役割などについて、各学校園に理解を一層深

めてもらい、関係機関や地域とも強固に連携を図りながら児童の健全育成に尽力していく。
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＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 

令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策８ 地域・家庭・学校の連携 

≪目的≫ 

令和元年に明石市制施行 100 年及び明石城築城 400 年を迎えることを踏まえ、子どもたち

が、一層「ふるさと明石」に対する理解や愛着を深め、心豊かに育つことができるよう、地

域・家庭・学校がそれぞれの役割を担い、連携した取組を進めます。 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 に係る令和元年度の主な取

組の内容については、以下のとおりです。 

 

① 子どもの安全対策の推進 

○学校における安全対策の推進 （青少年教育課） 

子どもたちが元気で楽しく活動し、安全にかつ安心して学ぶことができる教育環境づくり

を推進するため、子どもたちへの安全対策、安全教育を地域と連携して引き続き推進すると

ともに、学校園への不審者侵入による子どもへの被害を防止し、校内の安全性を確保するた

め、校門に防犯カメラを設置し学校警備員１名を配置する安全対策を全ての小学校で取り組

みます。 

〈令和元年度の取組〉 

・防犯カメラ及びモニターの設置及び学校警備員の配置を市立 28小学校で実施 

○「みんなで子どもの安全を守る運動」の推進 （青少年教育課） 

子どもたちが元気で楽しく活動し、安全にかつ安心して学ぶことができる教育環境づくり

を推進するため、子どもたちへの安全対策、安全教育を地域と連携して引き続き推進します。 

〈令和元年度の取組〉 

・「スクールガード」「おれんじキャップ」等の活動を推進 

 各校区スクールガードによる通学路等での子どもたちの見守り活動等の実施。また、子

どもの見守り活動を行っている方におれんじキャップを配付する。 

・不審者情報メールの配信 

 学校園情報配信システム「すぐメール」により、不審者情報や学校園からの緊急連絡等

を保護者等へメール配信する。 

・防犯笛の配付 

 スクールガードに、身の危険を感じた時や周囲に危険を知らせるための防犯笛を配付す

る。 

・防犯ブザーの配付 

 子どもの危険防止及び防犯意識の向上を図るため、全小学生に防犯ブザーを配付する。 

・防犯教室・防犯訓練の実施 

 児童や保護者、地域の方向けの防犯教室や、教職員対象の防犯訓練を実施する。 

・「子ども安全の日」運動 

（１）主な取組内容  
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＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 

  毎月 15日を「子ども安全の日」と定め、学校と地域が連携した安全に関する取組として、

施設の安全点検、通学路の安全点検、登校指導、下校指導などを実施する。 

 

② ふるさと教育の推進 

○ふるさと意識を高める学習活動    （学校教育課） 

児童が住む地域の産業やくらしを守る諸活動への理解促進のため、社会見学や校外学習等

を充実させます。 

小学校社会科副読本「わたしたちの明石」（全小学校 3年生へ配布）の内容の見直しや指導

方法の研究を進めます。 

〈令和元年度の取組〉 

・全ての小学校において、社会科、生活科及び特別活動に位置付けた学習活動の実施 

・「小学校・養護学校社会科担当者会」を中心とした検証（平成 31年度版改訂） 

○文化博物館との連携 （学校教育課） 

学校園での教材として活用できる内容の企画展を文化博物館で実施するなど、文化博物館

と学校園との連携を推進します。 

〈令和元年度の取組〉 

・希望する小学校を対象に、「くらしのうつりかわり展」を社会科学習教材として活用 

○天文科学館との連携 （学校教育課） 

教材として活用できるプラネタリウム投影を行うとともに、学習に役立つ体験的な展示の

利用方法をサポートするなど、天文科学館と学校園との連携を推進します。 

また、資料提供や出前講座などにより星や星座、天文現象に親しむ機会を提供するととも

に、星や星座、天文現象の楽しさを実感出来るような取組を推進します。 

〈令和元年度の取組〉 

・学校団体を対象にした「プラネタリウム学習投影」、プラネタリウムドームの行事等での 

利用 

・就学前の子どもを対象にした「幼児対象プラネタリウム投影」の行事等での活用 

・「天体観望会」「移動式プラネタリウム」などの出前講座の実施 

・天文現象の情報の提供 

○ホームルーム活動におけるふるさと教育の実施 （明石商業高等学校事務局） 

ホームルーム活動を通じて明石市の歴史、地理、産業、観光等についての学習に取り組み、

地域の一員であることを自覚させ、「ふるさと明石」への理解と愛着を深めます。 

〈令和元年度の取組〉 

・地域活動への参加 

 

③ 防災教育の推進 

○実践的な防災教育の推進 （学校教育課） 

各教科や体験活動等を通して、災害から自分の命を守るため主体的に行動する力や、地域

の一員としての自覚をもって行動しようとする態度を育成します。 

〈令和元年度の取組〉 

・防災教育の年間指導計画の作成 

・防災教育副読本等の計画的活用 

・地域と連携した防災訓練・避難訓練等の実施 
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＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 

④ 開かれた学校づくり 

○オープンスクールの実施 （学校教育課） 
（こども育成室） 

学校園内の普段の様子を保護者や地域の人々に知っていただき、理解を得るため、授業や

部活動など学校園の教育活動を一定期間公開します。 

〈令和元年度の取組〉 

・全ての学校園において実施 

○小学校施設の開放に伴う利用活動の支援    （学校管理課） 
 

平日の放課後や休日に、図書室や家庭科室などの特別教室を地域に貸し出します。また、

夏季休業中において、地域や子ども会等がプール開放を利用して行う活動を支援します。 

〈令和元年度の取組〉 

・学校施設の地域開放の実施（モデル校：中崎小学校・江井島小学校・錦浦小学校) 

・プール開放に伴う利用活動の支援（全小学校） 

○市民参加講座の実施 （明石商業高等学校事務局） 

 明石商業高等学校がこれまで蓄積してきた商業科としてのノウハウを活かし、市民が参加

できる講座を実施します。 

〈令和元年度の取組〉 

 ・市民電卓講座の実施 

  春期（春～夏） 秋期（秋～冬） 

○学校評価に基づく学校運営の改善 （学校教育課） 

教育活動その他の学校運営について、組織的かつ継続的な改善に取り組みます。 

〈令和元年度の取組〉 

・学校評価を活用し、課題に係る改善の実施 

【重点的な取組】 

●コミュニティ・スクールの推進 

 

（学校教育課） 

学校・家庭・地域社会が連携して、子どもたちの学びと育ちの充実を図るため、コミュニ

ティ・スクール（学校運営協議会制度）を推進します。 

〈令和元年度の取組〉 

・市内全小学校に、学校評議員制度に代わり学校運営協議会を設置する。 

・校長が作成する学校運営基本方針の承認等、モデル校のこれまでの実践を参考に取り組

む。 
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＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 に基づく取

組の成果を測るための指標や数値目標です。 

指 標 

数値目標 

H30年度末 R1年度末 R2年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

幼児児童生徒 

１人に対する 

見守り登録件数※1 

0.88 0.93 0.9 0.94 

スクールガード 

登録者数 
4,886人 4,676人 5,000人 5,000人 

オープンスクール 

参加割合（保護者） 

小 70％ 

中 40％ 

小 72.3％ 

中 42.9％ 

小 73％ 

中 45％ 

小 74％ 

中 47％ 

明石商業高校主催の

市民電卓講座 

参加のべ人数 

春期 16名 

秋期 25名  

合計 41名 

春期 20名 

秋期 25名  

合計 45名 

春期 20名 

秋期 30名  

合計 50名 

春期 20名 

秋期 30名  

合計 50名 

（指標説明） 

※1 幼児、児童生徒数に対する「すぐメール」登録者数の割合。幼児、児童生徒総数は 5月 1日時点。登録者

数は 5月末時点で算出。幼児、児童生徒 1人に対し、何人が見守っているかを示す。 

 

 

＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

（２）指標及び数値目標  

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 30年度 令和元年度 

生涯スポーツ推進事業 学校教育課 1,888 1,888 

青少年健全育成事業 児童生徒支援課 10,138 10,498 

みんなで子どもの安全を守る運動事業 青少年教育課 7,686 7,602 

学校安全管理事業   〃 96,119 104,341 

63



 

 

＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 

 

 

（学校管理課） 

 特別教室の地域開放について、令和元年度はモデル校 3 校で実施した。利用状況について

は、子ども食堂など一定数あり、今後も利用者数の増加に努めていく。令和 2 年度について

は、学校への丁寧な説明を行い、対象の小学校を 7 校へ拡大していき、全校実施を目指して

いく。 

（学校教育課） 

ふるさと意識を高める学習活動を積極的に行うため、社会科、生活科、総合的な学習の時

間及び特別活動等に地域教材を教育課程に位置付けるよう各担当者会で指導している。地域

の資料・情報資源として活用している小学校社会科副読本「わたしたちの明石」の改訂を行

った。令和元年度は市制 100 周年記念事業の特集ページを作成するとともに、ＳＤＧｓにつ

いての内容を充実させた。児童がふるさと明石に関心を持ち、社会に参画していく態度を育

てられるように改訂を重ねていきたい。 

文化博物館や天文科学館を活用した学習については、各校とも社会科（小学３年生「市の

うつりかわり」）、理科（小学４年生「月や星の動き」）等の年間計画に位置付け連携できてい

る。今後も情報を共有し、各校に発信することで積極的な活用を促し、児童・生徒の学習に

対する興味や関心を高めていく。 

防災訓練・避難訓練等も含めた防災教育については、各校で年間指導計画を作成し実践し

てきた。令和元年度は、錦城中学校での減災教育や、高丘西小学校でのモデル校避難訓練な

どを実施し、児童生徒の防災意識を高めることができた。今後はその情報を担当者会等にお

いて市内全体で共有するとともに、家庭・地域と連携した体験的な取組を引き続き工夫して

行い、災害から自分の命を守るため主体的に行動する力や、地域の一員としての自覚をもっ

て行動しようとする態度をさらに育成していく。 

オープンスクールについては、すべての学校で定期的に行っている。普段の授業や学校生

活全般を参観してもらうことが目的であるが、「福祉スクール」や「ネットモラル研修」、「学

校園を美しくする運動」等、保護者や地域関係者が参加できる行事を行う学校もある。継続

的な取組によってオープンスクールについて多くの保護者や地域関係者に認知されるように

なってきた。しかし、一方で来校する保護者や地域の方に重なりや偏りがあると思われる。

今後は、学校運営協議会等の活用を促し、より幅広い保護者・地域関係者に来校してもらい、

児童・生徒の様子を参観いただくとともに、学校の教育活動に興味関心を高めてもらえるよ

うにする。 

コミュニティ・スクールについては、市内すべての小学校に学校運営協議会を設置し、全

28 校区でコミュニティ・スクールがスタートした。成果としては、すべての学校において、

学校運営の基本方針のもと、学校・地域・保護者の三者が対話し、育みたい子どもの姿、目

指す学校のビジョンを共有できた。また、現在実施されている地域行事等の活動の意義や課

題を見つめ直したり、再編を図ったりする契機となった。しかし、一方で育む子ども像や今

後の学校のビジョンを具現化するための具体的な教育活動の計画、地域・保護者の参画の仕

方等までには至っていない。今後は、一層対話を進め、意見交流を通して当事者意識をもっ

て具体的な活動が実施できるよう啓発を行う。令和 2 年度は市内のすべての中学校にも学校

運営協議会を設置するが、学校運営協議会設置をゴールとするのではなく、学校運営協議会

を軸に地域と学校が対話しながら、未来の地域、未来の社会の担い手となる子どもの学びと 

「基本的な方策８ 地域・家庭・学校の連携」に対する所管課評価 
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＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 

育ちを学校と地域が共通理解し、社会に開かれた教育課程の実現を目指す。 

（青少年教育課） 

 令和元年度は、学校における安全対策の推進について、子どもたちが安全かつ安心して学

ぶことができる環境づくりを推進するため、子どもたちへの安全対策、安全教育を地域と連

携しながら行った。また、学校園への不審者侵入による子どもへの被害を防止し、校内の安

全を確保するため、校門に防犯カメラを設置し、学校警備員 1 名を配置する安全対策をすべ

ての小学校で取り組んだ。その結果、子どもたちが安全かつ安心して学ぶことができる環境

づくりを推進することができた。 

令和 2 年度以降についても、引き続き、全ての小学校で防犯カメラ及び学校警備員の配置

し、学校における安全対策の推進に努めていく。 

「みんなで子どもの安全を守る運動」の推進について、学校園情報配信システム「すぐメ

ール」により、保護者へ不審者情報等メール配信して注意喚起を促している。幼児児童生徒 1

人に対する見守り登録件数については、目標値を達成した。子どもたちにとって安全・安心

な教育環境の確保に取り組むことができ、令和 2年度も引き続き保護者や学校関係者への「す

ぐメール」登録を呼びかけていく。 

 また、令和元年度「スクールガード」「おれんじキャップ」等の活動を推進するため、スク

ールガード個人の善意や協力に感謝の意を表す感謝状を市長名で贈呈しモチベーション維持

向上に努めた。スクールガード登録数は、スクールガードの高齢化や活動実態に合わせた名

簿の整理等により目標値を達成できなかったが、スクールガードの方々から感謝の言葉や一

層意欲を持ち活動に参加する等の言葉を数多くいただいた。令和 2 年度以降も、市の広報紙

やホームページ、スクールガード通信の発行等を通じてスクールガードの広報や活動の紹介

を行い、保護者の積極的な参加を呼びかけるとともに、地域全体で子どもたちの安全を守っ

ていけるよう取組を進めていく。 

 

（明石商業高等学校事務局） 

地域の人々との繋がりを深め、地域の一員であることを自覚するための活動として、令和

元年度は、野球部、ダンス部等 110 名が地域クリーンキャンペーンに参加したのをはじめ、

地域での演奏会や祭りでのダンスの披露など、多数のクラブ、生徒が様々な地域活動に参加

し、地域との繋がりを深める取組を行った。これらの取組により、生徒の「社会貢献」及び

「奉仕的精神」の涵養、並びに「社会の一員」であるという自覚を図ることができた。令和

２年度以降は「部活動」という組織単位での参加に加え「個人参加」の呼びかけを行うなど、

より多くの生徒に体験の機会を作っていく。 

開かれた学校づくりとしては、令和元年度は市民と学校の交流の場となる商業高校のノウ

ハウを活かした市民電卓講座を春期と秋期に実施し、合計 45名の参加があった。また、地域

の親子とともに地域の食材を使い料理を作る活動なども実施した。これらの取組により生徒

の「伝える力」や「コミュニケーション力」の向上につながったとともに、地域の人の良さ

などを学ぶ機会となった。令和２年度以降も、社会情勢に注視しながら、生徒が地域の人を

学ぶ機会としてこれらの取組を実施するとともに、取組の周知を図り、地域に本校を知って

もらう機会につなげ、市民と学校の交流の促進を図っていく。 

ふるさと教育の推進としては、令和元年度はホームルーム活動で本校の全 1・2年生を対象

に「明石学講座」をクラス毎に実施した。この取組を行うことで、生徒が明石を知るととも

に、明石の良さを再認識し愛着を深めることにつなげることができた。令和 2 年度以降は 1・

2 年生に実施した初級編、中級編に加え、3 年生を対象に上級編を実施し、3 年間のまとめと
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＜基本的な方策８＞地域・家庭・学校の連携 

して自ら調べ発表の機会を作るとともに、市外から通う生徒も含め明石に興味を持ってもら

う機会としていく。 

（こども育成室） 

 オープンスクールの実施については、すべての幼稚園及び認定こども園で月 2 回程度、未

就園の園児と保護者を対象にした「ふれあいキッズ」を実施した。園の様子を知ってもらう

機会であると同時に園児とのかかわりで親近感をもつ場にもなっている。保護者から入園に

際しての質問を受けることもあり、保護者の安心にもつながっている。今後も継続して実施

していく。 

 毎年 11月に実施している「幼稚園ウィーク」では、保育参観や保育参加、園児の作品展の

公開等を行い保護者のみならず地域の方にも幼稚園を知ってもらう場を設定している。特に

未就園の園児と保護者に幼稚園を知ってもらう場となっているので、今後も継続して実施し

ていく。 
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＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 

令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シート 

基本的な方策９ 社会情勢の変化への対応 

≪目的≫ 

教育を取り巻く社会情勢が大きく変化するなか、子どもたちが、自立し、夢や目標に向か

って、たくましく心豊かに育つことができるよう、取組を進めます。 

 

 

 教育プランに掲げる「基本的な方策」の小項目（32項目）ごとに、当該年度における主な

取組を定めます。＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 に係る令和元年度の主な取

組の内容については、以下のとおりです。 

① グローバル化に対応した教育の推進 

【重点的な取組】 

●「外国語活動」の充実及び外国人講師の配置 

 
（学校教育課） 

（明石商業高等学校事務局） 

小学校の「外国語活動」において、文部科学省新学習指導要領対応外国語教材（「Let’s 

Try!1,2」「We Can!1,2」等を活用し、内容の充実を図ります。 

また、コミュニケーション能力の育成や国際理解教育の充実を図るため、小・中・特別支

援学校、明石商業高等学校に外国人講師を配置します。 

〈令和元年度の取組〉 

・小学校外国語活動、外国語の移行措置及び令和 2 年度からの全面実施を見据え、小学校

全教員対象の研修会の実施 

 （3 年目：平成 29～令和元年度） 

・小学校教員対象のＡＬＴ(外国語指導助手)研修（各校で年 3回）  

 ・中学校外国語科教員の「英語運用力」のための研修会の実施 

 ・小中学校外国語担当者の合同研修会の実施 

（5年目 講師：平成 30 年度 県教育委員会主催の研修会を受講した小・中学校教員） 

・すべての小・中・特別支援学校を対象に外国人講師を配置 

  小学校 3～6年生、中学校 1～3年生、特別支援学校 14 時間 

・明石商業高等学校においては、年間 490時間の外国人講師の授業を予定 

○異文化理解の促進及びコミュニケーション能力の育成 （明石商業高等学校事務局） 

国際会計科の海外修学旅行を通じて異文化理解に努めるとともに、留学生や海外修学旅行

生を受け入れ、交流するなかでコミュニケーション能力の育成を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・国際会計科の海外修学旅行の実施    

・台湾の修学旅行生の受け入れと交流 

・海外留学生の受け入れ 

（１）主な取組内容  
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＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 

 
 

 

○外国人の児童生徒等に対する支援の実施 （学校教育課） 

多文化共生サポーター派遣事業（兵庫県）と連携し、外国人の園児、児童生徒とその保護

者に対して支援を行います。また、日本語指導が必要な外国人の児童生徒とその保護者に対

し「多文化共生ボランティア」を派遣し学習言語の習得や児童生徒の自己実現を支援します。 

〈令和元年度の取組〉 

・派遣回数：300 回（多文化共生ボランティア） 

 

② キャリア教育の充実 

○夢と希望を育むキャリア教育の推進   （学校教育課） 

就学前施設、小・中学校の連携を図りながら、キャリア教育で期待される基礎的・汎用的

能力を構成する「人間関係形成・社会形成能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課題対応能

力」、「キャリアプランニング能力」の育成に取り組みます。 

〈令和元年度の取組〉 

・中学校区での連携を活かして、子どもの発達に応じた教育を実施する。 

・小・中学校教師用指導資料「キャリア教育の推進～自立して未来に挑戦するひょうごっ 

子！～」の活用 

・小・中学校版「キャリアモデルノート」の活用  

・プロから学ぶ創造力育成事業 

○社会体験の実施 （明石商業高等学校事務局） 

生徒の主体的な進路選択を支援するため、社会体験の機会を設け、自立した社会人として

の能力を育成します。 

〈令和元年度の取組〉 

・企業における業務内容を正しく理解させるため、企業見学を実施 

・民間企業等と連携したインターンシップを実施 

 

③ 環境教育の推進 

○学習活動の充実 （学校教育課） 

児童生徒が、環境問題や環境保全に主体的にかかわることができる能力や態度を育成しま

す。また、環境と社会の関わりについて、発達段階に応じた指導を行います。 

〈令和元年度の取組〉 

・環境教育副読本の活用や学校・家庭・地域との連携の下、指導計画に基づいた学習活動

の充実を行う。 
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＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 

④ 主権者教育の推進 

○主権者教育に係る指導の充実 （学校教育課） 

公職選挙法改正により選挙権年齢が 18歳以上に引き下げられることに対応し、国や社会の

問題を自己の問題として捉え、自ら考え、判断し、行動する主権者となる意欲や態度を育成

します。社会科・公民科における指導に加え、総合的な学習や特別活動等における指導の充

実を図ります。 

〈令和元年度の取組〉 

・明石市「選挙啓発セミナー」の実施（選挙管理委員会事務局と連携） 

・「私たちが拓く日本の未来（高等学校等の生徒向け副読本）」（文部科学省作成）を活用し 

た政治的教養の育成 

 

教育プランの計画期間における＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 に基づく取

組の成果を測るための指標や数値目標です。 

 

指 標 

数値目標 

H30年度末 R1 年度末 R2年度末 

現状値 現状値 目標値 目標値 

小学校 3、6年生

の外国語活動の

満足度 (抽出調

査による) ※1 

3 年生 

― 

90％ 

（市内 3校) 
― 

95％ 

6 年生 
74％ 

（市内 3校) 
90％ 

多文化共生 

ボランティア等の 

指導を受けた児童生徒数 

30人 18人 30人 35 人 

明石商業高校生徒の 

企業見学参加率 ※2 
64％ 100％ 100％ 100％ 

（指標説明） 

※1 抽出した小学校の 3 年生、6 年生へのアンケートで、「外国語活動が楽しい」と回答した児童の割合。令

和元年度以降は複数校抽出予定。 

 ※2 就職希望者に対しての参加割合(企業見学参加者数/就職希望者数)。 

 

（２）指標及び数値目標  
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＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 

 
 

 

＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 に係る主な予算事業及び予算額です。 

 

 

 

 

 

 

［参考］ 事務事業一覧  

関連予算事業 当初予算額（単位：千円） 

事業名 課名 平成 30年度 令和元年度 

明石商業高等学校運営事業 明石商業高等学校事務局 30,613 30,383 

小学校教育振興事業 学校教育課 37,456 43,455 

学校園指導事業 〃 10,119 9,632 
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＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 

 

 

（学校教育課） 

すべての小・中・養護学校を対象に、外国語活動・外国語の年間授業時数の半分の時間に 

外国人講師を配置し（明石養護学校は 1週間配置）、文部科学省の作成した年間指導計画 

のもと学習活動を進めることができた。 

教員研修においては、特に小学校教員に対して、平成 29 年度から 3年間をかけて、すべて

の小学校教員を対象とした英語指導力向上講習会を年 3回実施していた。実際に授業で使え

る教材や、英語の正しい発音等の研修を行い、英語指導の苦手意識を克服するよう計画した。

事後のアンケートでは「自信をもって英語指導ができるようになった。」という声も増えてお

り、今後の英語指導に活かされると考えている。中学校においては、教員の「英語運用力向

上」から「授業力向上」へテーマを変更し、本年度は、元文部科学省教科調査官を招聘し、

学習指導要領に備えておくべき心構えの研修会を実施した。新学習指導要領の移行期間が終

了し、令和２年度から順次、全面実施となるが、市教育委員会主催の集合研修中心から、教

科担当者会を活性化させ、教員の自主性を重視した研究、授業改善を進めていく。 

本市の外国語教育推進のため、沢池小学校を 2 年間（平成 30・令和元年度）の指定研究校

とし小学校教員の外国語教育の周知だけでなく、中学校教員に向けても今までの授業観を変

える契機となった。令和 2 年度からは、錦が丘小学校を外国語教育の研究校として指定し、

新学習指導要領の指導の充実に向けて市内に普及していく。 

今日的な課題教育については、キャリア教育では、県の担当者会等で研修したことをもと

に、各校でのキャリアノートの扱い方について、再度確認させた。その結果、小・中学校に

おいて、県作成のキャリアノートをそのまま使うだけでなく、自校の実情に合わせたものを

作ろうとする学校が増えつつある。また、主権者教育では、選挙管理委員会事務局と連携し

た明石市「選挙啓発セミナー」「模擬選挙（投票）」を中学校１校で実施し、生徒が選挙を身

近に感じることとともに、政治への関心を高めることができた。今後も、文部科学省や県の

副読本・資料を活用するとともに、各施設等と連携し体験的な学習が組めるよう工夫してい

く。 

（明石商業高等学校事務局） 

グローバル化に対応した教育の推進として、令和元年度は、外国人講師による授業を商業

科 1 年生及び国際会計科を対象に行うとともに、ニュージーランドからの海外留学生を受け

入れた。また、国際会計科では、ベトナム、ネパールなどの外国人留学生との交流授業を行

い、生徒同士の英語によるプレゼンや質疑応答など国際理解を深める取組を実施するととも

に、グアムへの修学旅行において、現地高校生との交流、授業の見学や販売実習等、多彩な

プログラムを実施した。これらの取組により英語のコミュニケーション能力と国際理解の向

上を図ることができた。令和 2 年度は新型コロナウイルスの影響で海外修学旅行を中止する

など活動を縮小せざるを得ないが、代替旅行のプログラムに「イングリッシュキャンプ」を

組み込む方向で調整を進めるなど、英語のコミュニケーション能力の向上と国際理解への取

組を継続していく。今後、新型コロナウイルスの終息に応じ活動を再開する予定である。 

キャリア教育の充実として、令和元年度、企業の業務内容を正しく理解するため就職希望

の 3 年生 112 名が企業見学を行った。これにより、就職後のミスマッチを減らし、離職率低

「基本的な方策９ 社会情勢の変化への対応」に対する所管課評価 
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＜基本的な方策９＞社会情勢の変化への対応 

 
 

下につながっていると考えられることから、令和 2 年度以降も引き続き実施していく予定で

ある。また、2年生を対象としたインターンシップには 5名が参加し、早い時期での職業観の

形成、積極的な進路選択、学習意欲の向上につながっている。令和 2年度は 14 名が参加希望

をしているが、新型コロナウイルスの影響により中止せざるを得ない。令和 3 年度以降、よ

り多くの企業・生徒が参加できるよう、これまでより体験期間が短いインターンシップにつ

いても、企業側と相談していくこととする。 

主権者教育の推進として、公職選挙の選挙権を有する者の年齢が満 18 歳に引き下げられる

ことを踏まえ、令和元年度、3 年生全員に主権者教育講座を実施した。これにより生徒が選挙

に関心を持ち、政治意識が高まることにつながったと考えられることから、新型コロナの情

勢を見ながら令和 2年度以降も主権者教育講座を実施していく。 

 

 

73



2020年度（令和２年度） 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に係る 

教育委員意見 

＜令和元年度アクションプラン対象＞ 

                                                                                                                              

 令和元年度アクションプランに基づく点検・評価にあたっては、９つの基本的な方策ご

とに具体的な取組内容、所管課評価、指標及び数値目標等について、教育委員会会議（5/20、

6/3の 2回に分けて実施）にて教育委員によるヒアリングを実施し、下記のとおり主な意見

をまとめました。 

 

＜各方策共通＞ 

【指標に係る意見】 

○ 令和元年度末の現状値・目標値と令和２年度末の目標値を比較した場合、令和元年度の数

値よりも令和２年度末の目標値が後退しているものがいくつか見受けられる。アクション

プラン作成段階で精査する必要があったのではないか。 

 

＜基本的な方策１ 確かな学力の育成＞ 

【今後の方向性等に係る意見】 

○ 「わくわく地域未来塾」について、現行の小学校３年生だけでなく、対象学年を広げるこ

とで、子どもたちの学習意欲及び学力向上の推進を図ってはどうか。 

○ 令和元年度より全幼稚園で３歳児保育が始まったことに伴い、課題の把握と整理が必要で

ある  

○ 授業における ICT機器の活用が注目されていることから、今後も積極的に活用していくべ

きである。 

 

＜基本的な方策２ 豊かな心の育成＞ 

【今後の方向性等に係る意見】 

○ 幼稚園教諭や保育士を対象とした「あかし保育絵本士」について、もっと積極的に取り組

み、認定者を増やすべきではないか。 

○ 「次代の親育成（未来のパパママ事業）」について、令和元年度の年間物品貸出が 2件と

いうのは少ない印象を受ける。原因を分析し、改善が必要ではないか。 

○ 物品貸出や講師派遣の依頼が少ない中で、「次代の親育成（未来のパパママ事業）」の所管

課が明石こどもセンターのままで良いのか。また、子育て支援室等との連携についても検

討する必要があるのではないか。 
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＜基本的な方策３ 健やかな体の育成＞ 

【今後の方向性等に係る意見】 

○ 子どもたちががんについて正しい知識を持つことは大変重要なことであるので、小学校な

どでがんについて、研修や講演を行う機会を設けて欲しい。 

○ 今回の新型コロナウイルス感染症禍を教訓に、感染症や災害等で学校が臨時休業となった

場合の給食の食材について、コストや環境問題等にも配慮しつつ活用方法を検討して欲し

い。 

○ 学校給食における地産地消はとても重要なことであるから、小学校、中学校ともに地産地

消率の上昇に向けた取組を引き続き進めていただきたい。 

 

＜基本的な方策４ 安全・安心の学習環境＞ 

【今後の方向性等に係る意見】 

○ GIGAスクール構想が進められているが、学校の教員の中には、ICTが得意な人もいれば、

苦手な人もいるので、教員向けの研修を充実させる必要がある。 

○ 現在、国において「９月入学」が取り沙汰されている。通常より多くの子どもが入学して

きた場合、現在の保有教室内で対応できるのかどうか、予め検証しておく必要がある。 

 

＜基本的な方策５ 一人ひとりに応じた教育＞ 

【今後の方向性等に係る意見】 

○ 就園相談を希望する保護者の増加に伴い、今後、個別指導（通級指導）を必要とする園児

も増加すると思われる。引き続き手厚い支援をお願いしたい。 

○ 明石養護学校のセンター的機能をさらに充実させて欲しい。 

○ 「つくしの部屋」「ことばの部屋」といった教育相談・指導の対象を幼稚園だけでなく、

就学前の子ども全体に広げて欲しい。 

 

＜基本的な方策６ 教職員の資質・指導力の向上＞ 

【今後の方向性等に係る意見】 

○ 中核市移行を機に教職員研修が本市に移譲されたが、市独自の創意工夫による研修内容の

充実を、教職員の働き方改革とも並行しながらさらに進めてほしい。 

○ 動画配信等を含む研修において、講師と受講生の双方向の時間を設けたり、受講生が考え

る時間を設けたりするなどの工夫を行うことで、受講生の主体的かつ能動的な研修を実現

し、理解度を深めてもらいたい。 

○ 新型コロナウイルスの影響により今後も集合研修ができないことを想定し、ウェブ会議ア

プリの活用によるオンラインの双方向の研修の導入についても調査・研究を進めてほし

い。 

○ 聴講型の研修においても受講生の理解度が深まることを目的に、受講者が問題意識を持っ

て研修に参加するような働きかけが必要である。 
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＜基本的な方策７ 子ども・家庭への支援＞ 

【今後の方向性等に係る意見】 

○ 放課後児童クラブにおける指導体制の充実に向け、引き続き指導員不足の解消に取り組む

とともに、処遇改善などに取り組んでいることを広くＰＲしてもらいたい。 

 

＜基本的な方策８ 地域・家庭・学校の連携＞ 

【指標に係る意見】 

○ すぐメールの登録割合の現状を正確に把握して登録率の向上に取り組むほか、登録のない

家庭に対しても漏れなく同様の情報が提供できるような体制整備に努めてほしい。 

【今後の方向性等に係る意見】 

○ 新型コロナウイルスの影響により目標としてきた大会が中止となった部活動の部員に対

し、できる限り早期に心のケアに努めてほしい。 

○ 市民参加講座の内容充実に努めるとともに、より積極的に広報して欲しい。 

○ 小学校社会科副読本「わたしたちの明石」について、地産地消の取組を進めている学校給

食とも連携できれば、副読本と給食が相まってさらに生きた教材となるのではないか。 

 

＜基本的な方策９ 社会情勢の変化への対応＞ 

【今後の方向性等に係る意見】 

○ 選挙権年齢が 18 歳以上に引き下げられたことから、生徒に対する主権者教育についてさ

らに充実してもらいたい。 
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３ 学識経験者「総評」 

 

【兵庫県立大学 尾﨑 公子 教授】 

 

令和 2 年度の明石市教育委員会の「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価」は適切に実施されたと判断する。 

今年度は、教育委員による点検・評価に係る所管課ヒアリングには陪席できなかったが、

当該の教育委員会会議の議事録及び「令和元年度アクションプランに基づく点検・評価シ

ート」を精査し、真摯に事業の検証がなされていることを確認した。 

ヒアリング時の教育委員と所管課とのやりとりを精査するなかで、点検・評価に関わる

観点として 2 つのポイントが捉えられた。ひとつは、新たな教育政策動向を踏まえた取組

の点検・評価、もうひとつは、明石市独自の取組の点検・評価である。前者については、

教育委員から、新学習指導要領のキーとなる「学力の三要素」の押さえや 2019年度から特

別の教科として導入された道徳に関する質問がなされている。全国的に導入された新たな

取組に対して、主な事業のなかで、どのように対応し、どのような成果と課題を捉えてい

るのかを明示することが点検・評価において求められるだろう。一方、明石市の子どもを

核とするまちづくり政策では、全国に先駆ける取組も多く、全国的にも注目されていると

ころである。学校司書の小・中学校全校配置、ソーシャルスクールワーカーの全中学校区

配置など専門職の積極的な配置がなされ、また 2018年に中核市になったのを受けて、教職

員の年次研修の権限も委譲され、教育行政と一般行政部局との一層の連携が図られている。

そうした取組の成果と課題を明らかにすることは、本市に止まらず、他自治体が政策参照

する上でも非常に重要であり、子ども施策の充実に向けた波及効果をもたらすことになる

だろう。 

以上の 2 点の点検・評価ポイントとともに留意されるべきは、点検・評価するための指

標の設定である。この点については、取組の進捗が捉えられた。例えば、30人学級編制に

ついての教師・保護者アンケートが実施されている。報告書には、30人学級の教師・保護

者の満足度の数値が記載されているが、アンケートは、満足度以外に、子どもたちの学習

や生活の変化を捉える設問が設けられており、事業の効果が確認できるものとなっている。

このことからも点検・評価の実効性を高める努力が積み重ねられていることが窺える。 

今年度は、明石市第 5次長期総合計画の下で策定された「第二期あかし教育プラン」（明

石市教育振興基本計画）が、同計画とともに最終年度となる。現在、2021 年度からの第 6

次総合計画「あかし SDGs 推進計画」（2021～2031）と新たな教育振興計画の策定が進めら

れているところである。これまでの点検・評価によって抽出された課題や方向性が次期計

画に活かされ、教育事業がさらに進展することを望みたい。 
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【滋賀大学大学院 大野 裕己 教授】 

 

明石市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定める事務事業の点

検評価（以下、「事務事業の点検評価」と表記）について、「第 2 期 あかし教育プラン（明

石市教育振興基本計画）」（平成 28年 3月策定）の年度「アクションプラン」に定める 9 つ

の「基本的な方策」別に、事務局所管課が所定様式で点検評価結果を整理し、教育委員会

定例会における教育委員ヒアリングと意見提示を通じて、評価内容及び改善方策の精度を

高める方法で実施している。筆者は、今回の「事務事業の点検評価（令和元年度事業を対

象）」に係る関連資料について、教育委員会事務局総務課より関連資料一式の送付を受けた。

これに基づき、以下、コメントを述べたい。 

今回の「事務事業の点検評価」の対象となる令和元年度は、「第 2期 あかし教育プラン」

の 4 年度目にあたる。計画期間最終年度を意識した、事業の進展及び設定指標の目標値へ

の接近度合いの確認及びそれらに基づく改善方策検討について例年以上に丁寧な点検が期

待される。これと関わってアクションプラン 9 方策別の点検・評価シートを確認すると、

各方策において「第 2期 あかし教育プラン」第 4章での記載内容に照らして適切に事業が

実施されていることが確認できるとともに（また、読書活動や教育相談、子育て支援等全

国的示唆を持ちうる特色施策も育ってきているように思われる）、指標についても、最終年

度の目標値に向けて順調に接近しているものが多い。しかしながら、最終年度目標値に向

けて乖離の見られる指標、具体的取組と実績値の変化の関係が見えにくい指標も一部にみ

られ、これらについては、各所管課においてその原因の丁寧な精査と最終年度における改

善が期待される（例えば、100％の必達を目標値とするトライやる・ウィークの充実度等に

ついては、消極的回答の生徒の背景要因についての分析と改善方策への組み込みが重要に

なろう。そうした検証の在り方は、目標値を達成している指標についても同様に求められ

よう）。 

また、「第 2 期 あかし教育プラン」の計画期間内には、中核市移行に伴う教職員研修の

権限移譲や、2017年地教行法改正に基づくコミュニティ・スクール（学校運営協議会設置）

推進など、計画策定時に想定しなかった教育行政環境の変化が生じた。今回の「事務事業

の点検評価」を確認する限り、関係所管課においては以上の変化に丁寧に対応し施策を推

進できていると捉えられるが、それらの施策の目的に対する効果を検証する指標設定と点

検評価については、次期教育振興基本計画を見据えた工夫・改善を行っていただきたい。 

なお、令和元年度末からの新型コロナウィルス感染症の拡大は、明石市教育委員会の施

策事業推進や学校への取組にも大きな影響を与えたものと推察される。今後「withコロナ」

における新しい枠組みでの機動的・持続的な取組を、教育行政・学校現場が一体となって

展開していくことに向けて、次期教育振興基本計画の策定を控えた明石市教育委員会に対

しては、今回・次回の事務事業の点検・評価を通じて今次感染症の影響を丁寧に見極めて、

次期教育振興基本計画の策定につなげていくことを期待したい。 
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