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Ⅰ 第２期かみかわ教育創造プラン策定にあたって
神河町教育長 澤田博行

戦後の教育においては、学校は学力をつけるところ、家庭はしつけや基本的な生活習
慣を身につけるところ、地域は社会性や人間性を育むところと三者がそれぞれ役割分担
して子どもたちを見守ってきました。今、少子高齢化・グローバル化・高度情報化の進
展など、教育を取り巻く環境は大きく変化してきています。社会の変化に伴い、勤務シ
ステムも変わるとともに、女性の社会進出も目を見張るものがあり、人々の生活習慣も
変わってきています。このことにより、子どもたちを取り巻く生活環境に大きく影響し
てきています。

特に最近、将来の人口推移から消滅自治体が出てくるとの予想が提示されてから、何
とか地域創生をしなければならないという機運が全国的に高まっています。我が町にお
いても、同様で、子どもの出生数が顕著に少なくなってきている状態です。そこで、町
独自で様々な若者への定住政策も展開しているところですが、教育委員会としても教育
面での特色を出し、保護者にとっても子どもにとっても魅力ある教育をすることによっ
て、神河町で子育てをしたいと言われるような施策をしていかなければならないと考え
ています。
教育基本法第１条（教育の目的）において、教育は人格の完成を目指して行わなけれ

ばならないと明記されています。個人の価値を尊び、能力をできる限り伸ばし、調和の
とれた自主的精神に充ちた人を育てることが求められています。そこでは普遍的な基準
によって、あるべき姿まで高める責務があります。いつの時代でも教育の本質は変わら
ないものではありますが、あまりにも社会の変化が激しく、教育においても課題が山積
しており、教育の不易と流行をしっかり押さえて教育行政を進めていかなければならな
いと考えています。
今年は、教育委員会制度が約６０年ぶりに改正されたスタートの年にも当たります。

第１回の総合教育会議において、神河町の教育の方向性を話し合いました。神河町の素
晴らしい自然環境や、歴史文化遺産を活かし、神河町ならではの特色を出し、あらゆる
教育場面において「ふるさと意識」の醸成に努め、ふるさとを愛する子ども、社会に貢
献する子どもの育成に努めることを確認したところです。

第１期かみかわ教育創造プラン（５か年計画）の最終年度を迎え、その成果と課題を
受け継ぎ、さらなる第２期の５か年計画を作成する運びとなりました。そこで、このプ
ランを基に、毎年「神河町の教育」を作成し、子どもたちが、夢や志を育て、学びあい、
支えあい、育みあう教育をめざして取り組むことで、子どもたちすべてが「学校は楽し
い」「友だちと一緒にいることが幸せだ」と感じられるような教育を進めます。

か 活躍する子どもたち
み 自ら学ぶ子どもたち

か 家庭学習する子どもたち
わ 授業が分かる子どもたち

（大空に夢をひろげ）
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Ⅱ はじめに

１ 策定の趣旨

国では、平成２５年６月、教育基本法の理念を踏まえた第２期教育振興基本計画を策
定し、各々の生涯の段階に応じた「社会を生き抜く力」「未来への飛躍を実現する人材
の養成」「学びのセーフティネットの構築」「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」
の４つの基本的な方向性を示している。

県でもこの計画を受けて、「こころ豊かで自立した人づくり～学び、育て、支えるひ
ょうごの教育」を基本理念とした第２期ひょうご教育創造ブラン（平成２６年度～平成
３０年度）が策定された。

本町においては、神河町長期総合計画の中での後期基本計画（平成２５年度～平成３
０年度）で、「愛・やさしさ」「命・いきいき」「心・ふれあい」の３つの目標を定め、
子どもたちが愛情につつまれて育つ町づくりを目指している。

現在の子どもたちは、人口減少や少子高齢化、高度の情報社会化、急速なグローバル
化した社会の中に置かれている。本町の子どもたちも例外ではない。変化の激しい現在
社会の中で、自分の夢や志を持ち、人々と学びあい、支えあい、育みあいながら「ふる
さとを愛し、こころ豊かで自立した」子どもたちを育むために、国や県、町の理念を引
き継ぎ、教育委員会、学校（園）、家庭、地域が連携・協力しながら第２期かみかわ教
育創造プランを策定し、推進していく。

２ 計画の性格及びその期間

第２期かみかわ教育創造プランは、教育基本法第１７条２項の規定により、第１期か
みかわ教育創造プラン（平成２３年度～平成２７年度）の成果と課題を引き継ぎ、第２
期の神河町教育基本計画として策定する。その内容は、幼児期から小学校、中学校まで
の学校教育、社会教育・生涯教育、家庭教育など本町の教育全般に関する計画であり、
教育に関する各分野の個別計画の基本となる計画である。

本計画の期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間として、神河町教育基
本計画の深化・定着期間とする。毎年度実施計画を立て具体的な施策を実践し、その検
証を行うものとする。

【教育基本法】（教育振興基本計画）
第１７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。
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３ 神河町の教育をめぐる現状と課題

「学校へ行くのは楽しいか？」という質問に、神河町のほとんどの子どもたちは、「楽
しい」と答えている。また、友だちと会うことも「楽しい」と答えている。この子ども
たちの気持ちは、第１期かみかわ教育創造プランによる本町各学校（園）の取組の一番
の成果ではないかと考える。

全国学力・学習状況調査での本町の子どもの学力達成度は、ここ数年間国語・算数・
数学の基礎的基本的な知識や技能の習得（Ａ問題）やそれらを活用して思考し、判断し、
表現する学力（Ｂ問題）は、ともに国や兵庫県を上回っている。また、学習状況調査の
結果から、起床や就寝、朝食、挨拶等の子どもたちの基本的生活習慣も良好であること
が分かる。家族との会話もあり、地域への行事にも積極的に参加していて、子どもを取
り巻く地域の人間関係も良いということも分かる。これらのことから本町の子どもの学
びを支える教育環境は比較的良好といえる。

しかし、本町の子どもたちにも課題はいくつか存在する。これらは、第２期かみかわ
教育創造プランに基づくこれからの５年間の教育実践の課題になると考える。

一つ目の課題は、子どもたちが学習や生活の中で自立する力（自己管理力）が弱い、
ということがあげられる。子どもたちの一日の限られた時間の中で、テレビ・ゲーム・
スマートフォン等の情報機器と接する時間が長く、予習・復習等の主体的な学習時間や
読書時間が短くなっているという実態がある。これらの生活実態が子どもたちの自立心
を阻害する大きな要因になっていると考えられる。学校（園）・家庭・地域が連携・協
力して子どもたちの生活を改善し、自分自身の生活をセルフコントロールし、自己管理
できる力を育てて行くことがこれからの大きな課題になる。

二つ目の課題は、現在の高度に情報化した社会やグローバル化した社会に対応する力
がまだまだ未熟で弱いことである。全国学力・学習状況調査の結果でも、身につけた基
礎的基本的な知識・技能を生活に活用する力（思考力・判断力・表現力）に課題がある
ことが分かる。子どもたちの前には、多様で複雑化、高度化、国際化した様々な情報が
溢れている。これからの時代をたくましく生きるには、基礎的基本的な知識・技能を活
用しながら、様々な情報を使いこなす力が必要である。

三つ目は学校の課題である。神河町の子どもたちに「自立してたくましく生きる力」
を育てるためには、学校が全国学力・学習状況調査で明らかになった各教科の課題を明
確にしたうえでの授業改善に取り組むことが必要である。「長文の資料や多様な資料を
読みとり、整理したり，結びつけたり，選択したりする力」「自分の考えや立場、理由
や根拠を明確にして書いたり主張したりする力」「自然現象や実験結果、図表やグラフ、
記事など複数の情報を目的や意図に応じて読みとる力」「関数や割合の領域」など神河
町の子どもたちの弱点を明確にした授業改善をさらに推進していく必要がある。

四つ目の課題は、子どもたちの学びを支える仕組みを整えることである。学校・家庭
・地域のそれぞれが子どもたちが安全安心な環境の中で学び続けていくためには、お互
いに連携・協力して学習環境を整える取組が重要である。神河町の子どもたちは、これ
までも地域に守られて成長してきている。これからも学びの場が子どもたちの安全安心
な居場所となるよう学校・家庭・地域がさらに連携・協力を深めていく必要がある。
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Ⅲ 基本構想図＜第２期かみかわ教育創造プラン（平成２８年度～平成３２年度）＞

・教育基本法 基本理念 神河町長期総合計画後期基本計画
・学習指導要領
・第２期ひょうご教育

創造プラン（兵庫県） めざす人間像
・指導の重点
（兵庫県教育委員会）

めざす教育目標

学校（園）教育の推進 社会教育の推進

夢をひろげ こころふれあう ハートがふれあう
ひと・まちづくり ひと・まちづくり

○キャリアプランニング
基本方針１ 能力の育成 基本方針４
自立して未来に ○体験活動の充実 生涯学習の学びを支援
挑戦する意欲や ○国際化に対応した教育の
態度の育成 充実 ○人権文化の根付くひと・

○「ふるさと学習」の充実 まちづくり
○生涯を通じた学びの機会

の提供
○「確かな学力」の充実 ○歴史文化財の保護保存・

基本方針２ ○「豊かな心」の育成 活用継承
「生きる力」を ○「健やかな体」の育成
育む教育の充実 ○幼児期教育の充実

○特別支援教育の充実

○学校（園）の組織力と教職員
基本方針３ 資質向上
子どもの学びを ○安全安心な学習環境
支える仕組みの ○学校（園）給食の充実
確立 ○家庭との連携と家庭教育力の向上

○地域の子育て環境づくり

教育委員会の活動の推進
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Ⅳ 第２期かみかわ教育創造プラン（平成２８年度～平成３２年度）

１ 基本理念

ふるさとを愛し こころ豊かで 自立した 神河の人づくり
～夢をひろげ 志を育てる 学びあい 支えあい 育みあう教育をめざして～

２ めざす人間像

○知徳体の調和のとれた成長を心がけ、生涯にわたって自らの夢や志の実現に
努力する人間をめざす。

○お互いの違いを認めあい、尊重しあいながら豊かな人間関係を築き、優しさ
あふれるふるさと神河の明日を担う人間をめざす。

○ふるさとの伝統と文化を尊重しつつ、創造性やチャレンジ精神を持って、生き
生きと現在と未来を生き抜く人間をめざす。

３ めざす教育目標

○夢や志を持ち、自立して未来をたくましく生きる力を育てる。

○基礎的基本的な知識や技能を習得させ、それらを活用して課題を解決するため
の思考力・判断力・表現力を育てる。

○生命を尊び、他者への思いやりや寛容の心、人権を尊重する精神を持ち、多様
な人々と豊かに共生する態度を育てる。

○自然や生活の中で遊びや体験活動、交流活動を深め、幅広い知識や教養、柔軟
なコミュニケーション能力を培い、社会性豊かな心を育てる。

○生涯学習としての学びの機会や場を充実させ、ハートのふれあうひと・まちづ
くりを通じて、ふるさとを愛する心を育てる。

（幼小交流学習）
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４ 学校（園）教育の推進 ～夢をひろげ こころふれあう ひと・まちづくり～

神河町の未来を担う子どもたちの学びあう「確かな学力」、支えあう「豊かな心」、
育みあう「健やかな体」をめざす学校（園）教育を推進する。そのために、学校、家庭、
地域が効果的に連携し、子どもの学びを支える神河の教育環境の仕組みを確立する取組
をする。

（１）基本方針１ 自立して未来に挑戦する意欲や態度の育成

神河の子どもたちが自分の夢や希望を持ち、それに向かって進んでいく力（キャリア
プランニング能力）を育てるためには、自己理解、自己マネジメント能力、コミュニケ
ーション能力、課題解決能力等を育成することが大切である。このため、幼小中それぞ
れの発達の段階に応じ、教育活動全体を通じて、子どもたちが自分の人生を見据え、学
ぶことや生きることの意味、生き方や働き方、進路や社会における自分の役割などを考
える機会を与える取組が必要である。

実践目標
①キャリアプランニング能力の基礎を養う。
②達成感や自己有用感の持てる体験活動を充実する。
③国際化に対応した教育を充実する。
④ふるさとの伝統や文化を尊重する態度を育成する。

施策・具体的実践と評価の基準

①キャリアプランニング能力の基礎を養う。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）年間指導計画へ位置づける。 ○年間指導計画への位置づ
け

・各教科や児童会・生徒会活動、学校行事等において ○住んでいる地域の行事に
社会の一員としての自覚や社会参画への意欲・態度 参加している児童生徒の
を養う。 割合

ｂ）小中学校用「キャリアノートモデル」（県教委）や ○将来の夢や希望を持って
小中学校用「キャリア教育指導資料」（県教委）を積 いる児童生徒の割合
極的に活用し、児童生徒が自分自身の成長を振り返り、
将来の夢の実現に向けて歩んでいく道筋を発見するた
めの支援をする。

②達成感や自己有用感の持てる体験活動を充実する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）年間指導計画へ位置づける。
○体験活動の年間指導計画

・保幼小中高の連続性を考慮し、教科と関連づけた指 への位置づけ
導計画の作成とともに体験活動に向けての意欲や目
的意識を高めるための事前指導を充実させる。
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ｂ）体験活動を充実させる。 ○児童生徒、保護者へのア
・３年生「環境体験学習」の実施 ンケート調査
・４年生「通学合宿」の実施 ・通学合宿
・５年生「自然学校」の実施 ・自然学校
・中２生「トライやる・ウィーク」の実施 ・トライやる・ウィーク
・保幼小中高の交流体験活動 ○自己有用感を持っている

※福祉体験、ボランティア体験、就業体験等の人や 児童生徒の割合
社会と関わる体験活動や神崎高校との交流を通じ ○難しいことでも失敗を恐
て公共の精神、社会性の涵養、思いやりの心や責 れず挑戦している児童生
任感等を培う。 徒の割合

ｃ）すぐれた芸術文化に親しむ体験活動を充実する。 ○すぐれた芸術文化体験実
・県民芸術劇場 績
・わくわくオーケストラ ○児童生徒の感想等
・その他の体験活動

③国際化に対応した教育を充実する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）英語教育推進事業を実施する。 ○英語の授業が好きな児童
生徒の割合

・児童生徒の語学力やコミュニケーション能力の向上 ○英語が話せるようになり
や小学校教員の英語指導力の向上のためにＡＬＴや たいと思う児童生徒の割
ＧＡＴＥの有効な活用を図る。 合

・自己表現が豊かにできる児童生徒を育てる。 ○英語の授業のできる小学
校教員の数

④ふるさとの伝統や文化を尊重する態度を育成する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）地域とつながる「ふるさと学習」の充実を図る。
○「ふるさと学習」の指導

・各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間の中 計画への位置づけ
に計画的に位置づける。 ○ふるさと神河町が好きと

・町内の歴史的文化遺産や宝ものにふれ、郷土を見つ 答える児童生徒の割合
める。 ○児童生徒の作文等

（砥峰太鼓） （トライやる・ウィーク）
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（２）基本方針２ 「生きる力」を育む教育の充実

激しい変化が予想される将来の国際化・情報化・高齢化社会で、神河町の子どもたち
が心身とも健康で、幅広い知識と教養、豊かな情操と道徳心を身につけ、笑顔にあふれ、
夢に向かって生きていくためには、「生きる力」としての「確かな学力」「豊かな心」「健
やかな体」のバランスの良い学びが求められている。

神河町では、幼児教育から一人一人の発達の段階を大切にした「三つの学び」の充実
を図り、子どもたちの個性や能力、可能性を最大限に伸長するために、学習内容につい
ての教材研究や指導方法の工夫と改善、指導と評価の一体化、教師の指導力の向上、家
庭や地域との連携等に努めていきたい。また、インクルーシブ教育システムを構築する
中で通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ等の子どもたちを含む特別に支援が必要な子
どもたち一人一人の教育的ニーズを把握し、自立と社会参加に向けた教育的支援を行う。

実践目標
①学びあう「確かな学力」を育成する。
②支えあう「豊かな心」を育成する。
③育みあう「健やかな体」を育成する。
④幼児期教育の充実を図る。
⑤特別支援教育の充実を図る。

施策・具体的実践と評価の基準 （体育学習）

①学びあう「確かな学力」を育成する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）学習指導要領に基づく適切な教育課程の編成や指導 ○各校教育課程の承認
計画を作成する。

○指導計画の報告
・学校の実態、児童生徒の発達段階に応じた教育課程

を編成する。 ○各学校の自己評価及び学
・系統的発展的な指導計画を作成する。 校関係者評価の公表
・指導と評価の一体化を図る。

ｂ）全国学力・学習状況調査の結果等を踏まえた学力向 ○各校の調査結果から成果
上対策を推進する。 と課題の分析と報告

ｃ）分かる授業への工夫をする。 ○各校の指導方法、学習形
態等授業改善策の研修実

・教材研究と教材・教具の工夫を行う。 績
・繰り返し学習等で基礎的基本的な学習内容の確実な ○授業の内容がよく分かる

定着を図る。 と答える児童生徒の割合
・学習の見通しと振り返りの指導を充実させる。 ○授業で「めあて」と「振
・適切な発問や指示・説明、構造化された板書等の基 り返り」が示されている

本的な授業技術を磨く。 と思う児童生徒の割合
・アクティブラーニングを積極的に取り入れる。 ○研究会及び校内研究授業

の回数（学習指導案の作
成回数）
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ｄ）児童生徒一人一人の状況に応じたきめ細かな指導を
充実する。 ○少人数指導等学習形態の

工夫の成果
・学習タイムでの繰り返し学習や複数指導や少人数指 ○学力状況調査の（A）の

導、通級指導等の学習指導方法の工夫改善を図り、 問題（主として「知識」
一人一人の状況に応じたきめ細かな指導を充実させ、 に関する問題）の達成率
児童生徒の基礎的基本的な知識や技能の定着を図る。 を上げる。

ｅ）各教科等において「ことばの力」を育成するための
学習形態や学習指導の工夫改善を図る。 ○「ことばの力」に関する

自校の課題をテーマにし
・児童生徒の実態や学習内容を踏まえ一斉学習、個別 た校内研修の実績

学習、ペア学習、グループ学習と学習形態を工夫し
ながら、各教科等において考えを「深める」「発表
する」「書く」等の言語活動を充実する。

・家庭と連携した読書活動を推進する。 ○各校の読書推進の取り組
みの実績

○読書が好きと答える児童
生徒の割合

ｆ）理数教育の充実を推進する。

・児童生徒の実感を伴った理解につなげるために観察 ○観察・実験や算数（数学）
実験等の体験的な学習や数・式・図表・グラフ等を 的活動の指導力向上を図
用いた探求的な学習活動を充実し、魅力ある授業づ る研修の実績
くりをする。

・観察や実験の技能を高め、指導力の向上を図る。

ｇ）主体的な情報活用能力を育成する。 ○ＩＣＴの効果的な活用等
のための校内研修の実績

・児童生徒の発達の段階に応じた情報活用能力を育成
する。 ○家庭や関係機関と連携し

・ＩＣＴの効果的な活用による指導方法を工夫改善す た情報モラルの育成の研
る。 修や取組の実績

・情報モラルの育成を図る。 ○ネット依存、いじめ、誹
謗中傷等の防止のための
情報モラル指導実績

ｈ）家庭学習を充実させる。
○保護者と連携した家庭学

・自校の「家庭学習の手引き」を効果的に活用して、 習の仕方の取組実績
適切な予習や復習の課題を与えたり、自学の計画を
立てさせたりして児童生徒が主体的に学習に取り組 ○「家庭学習の手引き」の
む意欲や態度を育成する。 見直しと改善

・読書をすることで幅広い知識や豊かな情操を養う。

ｉ）土曜日の教育活動の在り方を研究する。
・ひょうごがんばりタイムの研究 ○土曜日の教育活動の実績
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②支えあう「豊かな心」を育成する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）道徳教育を充実させる。 ○文科省「道徳性に関する
調査」（小６中３）に準

・全体計画や年間指導計画を常に見直し「道徳の時間」 じた調査を実施
を要として学校の教育活動全体を通じた道徳教育を ・自尊感情・他者尊重
家庭・地域との連携のもと推進する。 ・規則遵守・いじめを許

さない心・奉仕の心
・「兵庫型体験活動」等を通じて自他の生命の尊重、 ・注意できる心

自尊感情や他者への思いやり、自立心や自律性、基 ○各校の福祉体験学習やボ
本的な生活習慣やルール、決まりを守る態度など人 ランティア体験の実績
間としてよりよく生きるための心構えや行動の仕方 ○ふるさと学習（再掲）
を学ばせる。 ○通学合宿（再掲）

・すべての教員が問題解決的な学習等、多様な指導方 ○自然学校（再掲）
法等の実践的な道徳の授業力を向上させる。 ○トライやる・ウィーク

（再掲）
・授業参観やオープンスクール等の機会を捉え、道徳 ○道徳の授業の家庭・地域

の授業を積極的に公開する。 への公開実績
・「兵庫県版道徳教育副読本」を初めとする地域教材
を積極的に活用する。 ○「あいさつ」が身に付い

・家庭や地域での道徳的実践力を高める。 た児童生徒の割合

ｂ）人権教育の充実を図る。
○神河町の「人権尊重のま

・各学校における人権教育目標の実現のため、人権教 ち」宣言の啓発
育の全体計画や年間指導計画を作成し、発達の段階 ○町人協等での人権学習公
に応じて、各教科や総合的な学習の時間等の教育活 開の実績
動全体を通じて組織的に取り組む。 ○各校の人権教育の実績

・人権に関する知的理解と人権感覚の涵養を基盤に、 ○児童生徒の人権作文・標
自他の人権を守り、女性・子ども・高齢者・障がい 語・ポスターの実績
のある人・外国人・同和問題等のさまざまな人権課
題を解決しようとする実践的行動力を育成する。

○「神河町いじめ防止基本
・人権学習を進めるために多様な体験活動を取り入れ、 方針」の理解と啓発

男女や世代の違い、文化的背景や生活習慣の違い等 ○「学校は楽しい」と思う
に対する理解を深め、児童生徒に「違い」を認め合 児童生徒の割合
い、豊かに共生しようとする意欲や態度を育てる。 ○いじめ・不登校・問題行

動報告実績とその対策
・「神河町いじめ防止基本方針」を理解し、いじめは ○「いじめは絶対に許され

絶対に許されない人権侵害であり、「いじめを決し ないこと」と思う児童生
て許さない学校づくり」を徹底する。 徒の割合

ｃ）環境教育を推進する。 ○３年生環境体験事業や５
年生自然学校の推進

・地域の人材や自然・風土をいかした環境教育を行い、○ふるさと神河に住み続け
生命の大切さや営み、自然への畏敬の念等を育む。 たいと思う児童生徒の割

合
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ｄ）防災教育を推進する。

・防災教育の年間指導計画に副読本「明日に生きる」 ○防災対応マニュアルの周
等の活用を位置づけ、各教科や体験活動等を通じて 知と見直し
災害から自らの生命を守るために主体的に活動する ○防災訓練等の実績
力を育成する。

③育みあう「健やかな体」を育成する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）学校体育の充実を図る。
○朝の時間等を活用した全

・児童生徒の能力や適性、興味・関心等を踏まえた年 校運動タイムの実施
間指導計画を作成する。また、目標や内容等を評価 ○適切な健康管理や休息の
し、指導の工夫・改善を図る。 実施、定期的な設備・用

具の点検の実施
・健康や安全を確保しながら、運動の特性や魅力にふ ○外で遊ぶ（体を動かす）

れさせ、体育・スポーツ活動の楽しさや喜びを味わ ことが多い児童の割合
わせることにより、生涯にわたって豊かなスポーツ ○部活動が楽しいと思う生
ライフを継続する意欲や資質能力の育成、体力・運 徒の割合
動能力の向上を図る。

・体力や運動能力の向上のため、新体力テスト等の計 ○新体力テストによる児童
画的な実施や業間の活用や学校行事等を通じて体育 生徒の体力運動能力の調
スポーツ活動を継続的に行い、運動習慣を定着させ 査の実施
る。

ｂ）健康教育・安全教育を推進する。

・適切な保健管理、保健指導を通して児童生徒の心身 ○飲酒、喫煙、薬物乱用等
の健康の保持・増進を図る学校保健の充実を図る。 防止教室の実績

・感染症予防のための能力や態度の育成を図る。 ○感染症対策の実績

・「アレルギー疾患対応マニュアル」に基づき食物ア ○家庭、学校医、専門機関
レルギー等への対応を充実する。 との連携実績

・家庭や地域と連携して、児童生徒の食事、運動、休 ○「早寝早起き朝ご飯」の
養及び睡眠の調和のとれた健康な生活を送れるよう、 習慣が付いている児童生
食育指導や生活指導に関する体験活動を推進する。 徒の割合

○栄養教師による食育指導
・学校安全計画を作成し、交通安全教室や防犯訓練、 の実績

避難訓練等の体験活動を実施し、自ら身を守り安全 ○交通安全教室、防犯教室、
を確保する意識や能力を高める。 避難訓練等の実績
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④幼児期教育を充実させる。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）幼稚園教育要領に基づき、地域の状況や園の規模、 ○ＰＤＣＡに基づく園内研
教職員の構成等の実態を考慮し、幼児の発達の過程を 修の充実
見通した創意工夫ある教育課程を編成、実施、評価す ○各園の評価や関係者評価
る。 の公表

ｂ）園児一人一人の直接的・具体的な体験としての遊び ○幼児の自立と協同の態度
や、園児同士が共通の目的を見いだし、工夫したり協 を培う実践の実績
力したりする「協同する経験」を通じて「生きる力」
の基礎を育成する。

ｃ）幼保や幼小の交流、町内２園４園交流、高齢者との ○交流保育や交流活動の実
交流などの直接的・具体的な体験活動の中で、園児の 績
伝え合う力や人とかかわる力を育てる交流保育の充実 ○小 1 プロブレムの解消を
に努める。 めざした幼小の連携実績

ｄ）人や自然、動植物との関わりの中で心の動く体験、 ○園児の心が動く体験活動
自分なりの言葉で伝えあう経験を重ね、自立と協同の の実績
心や態度を育てる。

ｅ）人とのふれあいの中で基本的な生活習慣や態度を身 ○あいさつのできる子、話
につけさせ、きまりや物事の善悪に気づく力を育てる。 の聞ける子を育てる。
また、家庭や地域と連携して園児の安全確保に努力す
る。 ○各園の情報発信の実績

（園児の姿の見える化計画
ｆ）開かれた園づくりのために、園の自己評価や関係者 の実行）

評価を公表したり、園児の日常の姿を積極的に公表し ○幼稚園ウィークの創意工
たりする。また、子育て支援や預かり保育の充実に努 夫
める。 ○教育相談や保護者との交

流の充実
○預かり保育の工夫と実績

⑤特別支援教育の充実を図る。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）校（園）長のリーダーシップのもと、特別支援教育 ○校内支援体制や各計画の
コーディネーターを中心に通常の学級に在籍するＬＤ、 作成と活用
ＡＤＨＤ等を含む特別に支援が必要な子どもたち一人 ○個に応じた教育課程編成
一人の多様な教育的ニーズに応じた教育を充実する校 ○サポートファイルの作成
（園）内支援体制を確立する。 と整備，活用

○「子どもを知る会」等の
・個別の教育支援計画を作成し、活用する。 校（園）内会議で特別に
・個別の指導計画を作成し、活用する。 支援の必要な幼児児童生
・障がいの程度に応じて自立活動を含めた個別の教育 徒についての共通理解を

課程を適切に編成する。 行った実績
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ｂ）教職員の指導力の向上を図る。 ○各幼小中で関係機関と連
携したサポート会議を実

・インクルーシブ教育システム構築に関する教職員の 施し、個別の支援の在り
専門性の向上を図る。 方を協議した実績

・教職員の発達障がいに関する基礎的な知識や技能の ○インクルーシブ教育につ
習得をめざす。 いての校（園）内研修の

実績
ｃ）就学前から義務教育卒業後までを見通した相談・支 ○教育支援委員会開催

援体制を充実させる。 ○ケアステーションかんざ
きとの連携

・ケアステーションかんざき等の関係機関と連携し、 ○保護者との共通理解と連
特別に支援の必要な幼児児童生徒及び保護者への発 携
達面の支援を充実させる。

（小学校での学習）
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（３）基本方針３ 子どもの学びを支える仕組みの確立

学校（園）教育の目標は、子どもたちが夢や希望を持って自分の未来に挑戦していく
意欲や態度を育てていくことにある。この時、最も教育的効果が上がるのは、学校（園）
・家庭・地域の教育が効果的に連携・協力されているときである。

今日、子どもを取り巻く状況の変化や保護者や地域社会からの要請も多様化、高度化
している。神河町では、学校（園）・家庭・地域の連携の中で地域の教育的要望に対応
した「子どもの学びを支える仕組み」を確立していくことが大切であると考える。その
ため、以下の実践目標をあげ、本町の教育施策の充実を図っていく。

実践目標
①校（園）長のリーダシップのもと学校（園）の組織力と個々の教職員の資質を向上さ

せる。
②子どもたちが楽しく安心して学校（園）生活を送れる安全安心な学習環境を整備する。
③家庭教育の支援に取組、家庭の教育力を向上させる。
④地域全体で子どもを育てる環境づくりを推進する。

施策・具体的実践と評価の基準

①学校（園）の組織力と教職員の資質を向上させる。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）学校（園）運営を効率的・組織的に進め、ＰＤＣＡ
サイクルを充実させる。 ○各学校（園）の自己評価

及び学校（園）関係者評
・学校（園）運営の成果と課題を共通理解し、学校（園） 価（再掲）

自己評価を実施する。
・学校（園）評議員制度を活用する。 ○各学校（園）の実態に応
・定期的に学校（園）運営についてのアンケート調査 じたアンケート調査の実

を行い、保護者の意見や要望等について真摯な対応 施
に努め、連携を深める。

ｂ）働きやすい職場環境づくりを進める。 ○勤務時間の適正化(ノー
残業デー、ノー会議デー

・子どもと向きあう時間を確保する。 ノー部活デーの完全実
・ハラスメントのない職場環境づくりに努める。 施)
・職員の身体や心の健康に配慮した校内体制を構築す ○校内相談窓口の設置

る。 ○健全なワーク・ライフ・
バランスの配慮の実績

ｃ）学校（園）全体で児童生徒への共感的な理解に基づ
く生徒指導の充実に取り組む。 ○「学校（園）が組織とし

て機能したか」を常に点
・校（園）長のリーダシップのもと、学校（園）の生 検する。

徒指導の目標や方針等を共通理解した組織的機動的
な体制を構築する。 ○「子どもが心を開く教師

・自他の個性を尊重した心豊かな集団生活が営まれる の『まなざし』」等の活
学級や学校（園）づくりに取り組む。 用による研修の実績

・カウンセラー、保護者等と連携し、児童生徒の内面
を積極的に受け止められる校内相談体制を整備する。
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ｄ）不登校・いじめ・問題行動等の未然防止、早期発見、 ○「神河町いじめ防止基本
早期対応を図る取組をする。 方針」に基づく校内研修

の実績
・「神河町いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの ○いじめの実態把握のため

未然防止、早期発見、早期対応における組織的対応 のアンケート調査実施
の充実や教職員の対応能力の向上に取り組む。 ○適応教室での取組の実績

・学校生活の中での適切な関わりを通じて、不登校児 ○不登校支援員の配置実績
童生徒への予防や支援の取組を充実させる。

・問題行動の未然防止と対応、児童虐待の早期発見と ○相談窓口の設置
対応に取り組む。

・相談体制を整備する。 ○スクールカウンセラーの
配置

ｅ）教職員の資質と実践的指導力の向上をめざす。 ○教職員アンケートによる
自己点検を実施する。

・教職員としての高い倫理性のある心構えを確立する。・「自己の教育的使命感と
高い倫理観をもって児童
生徒の豊かな人間性の涵
養に努めている。」

・共感的受容的な児童生徒理解に基づく指導力の向上 ・「傾聴的な態度で接し、
をめざす 児童生徒の良さを引き出

す指導ができた。」
・人権に配慮した指導力の向上をめざす。 ・「体罰などいきすぎた指

導や画一的な指導を行わ
ない、児童生徒の人権に
配慮した指導ができた。」

・特別な支援が必要な児童生徒への指導力の向上をめ ・「インクルーシブ教育シ
ざす。 ステムの考えに基づいた

指導ができた。」
・魅力ある授業を展開するために児童生徒の実態把握 ・「授業にあたって、児童

や教材研究や教材教具を工夫して実践力を向上させ の実態把握や教材研究な
る。 ど事前の準備ができてい

る。」
・学習の見通しや振り返りの指導を充実させる。 ・「授業の最初に目標を示

し、最後に学習内容を振
り返る活動を充実させて
いる。」

・児童生徒に分かる喜びを実感させ、主体的に学習に ・「児童生徒に分かる喜び
取り組む意欲や態度を育てる指導力を向上させる。 や達成感を感じさせる取

組ができた。」
・学習規律の確立を図る指導を充実させる。 ・「挨拶や時間厳守、話し

方、聞き方などの学習規
律の基本的なルールが確
立できた。」

・児童生徒の家庭学習の定着に向けた指導を充実させ ・「家庭と連携しながら、
る。 予習や復習等の学習方法

のアドバイスを行うなど
して家庭学習の習慣を育
てた。」
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・安心して学べる学級（学校）経営を充実させる。 ・「一人一人が活かされる
共感的な風土の中で児童
生徒が居場所となれるよ
うな学級（学校）経営が
できた。」

・体験活動を通じて自主性や自律性を育てる取組を充 ・「学級活動や学校行事等
実させる。 の体験活動を通じて、児

童生徒の自主性や自律性
を育てることができた。」

・生徒の自立性や自発性、好ましい人間関係を育てる ・「部活動を通じて、生徒
部活動指導を充実させる。 の夢や目標、豊かな人間

関係を育てることができ
た。」

・教職員の協力体制を確立する。 ・「児童生徒の情報、保護
者や地域の人からの相談
等に対して、管理職や他
の教職員と連携や協力が
できた。」

②安全安心な学習環境を整備する。

②－１ 安全を守る体制の充実を図る

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）子どもの安全を守る体制を充実する。 ○学校（園）安全点検簿の
記入確認

・定期的日常的な施設設備の安全点検を実施する。 ○通学路の安全点検や危険
・家庭や地域と連携した通学路の安全確保をする。 箇所や不審者に関する情
・危機発生時の対応マニュアルを作成し、定期的に危 報発信システムの構築

機発生時に備えた研修や訓練を実施する。 ○学校（園）における危機
・「学校（園）におけるアレルギー疾患対応マニュア 管理に関する研修実績

ル」を作成し、食物アレルギー等への対応体制を構 ○アレルギー疾患の児童生
築する。 徒への支援体制の確立

・感染症（インフルエンザ等）への対応体制を構築す ○救急・緊急連絡体制の確
る。 立

②－２ 学校（園）給食の充実を図る。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）おいしい、安全安心な学校（園）給食事業に努める。
○年間食育計画の作成と定

・年間食育計画を作成する。 期的な見直し
・給食センター危機管理マニュアルに基づく定期点検 ○危機管理マニュアルの共

を実施し、異物混入、食中毒、食物アレルギー等の 通理解
対策について徹底する。

・地元産の食材の使用率を高め、安全安心な新鮮でお ○食材の地産地消の割合
いしい学校（園）給食に努める。
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ｂ）各学校（園）の食育指導と連携・協力する。

・園児児童生徒や保護者に栄養教諭による栄養教室等 ○食育指導、栄養指導の実
の食育指導を定期的に行う。 施回数

・各学校（園）に栄養品目や食材や献立等の情報を提
供し、学校（園）給食への理解を深める。

ｃ）給食センターの施設設備の整備・改善をする。 ○施設設備の整備改善状況

（トライやる・ウィーク） （給食献立）

③家庭と連携・協力し、家庭の教育力の向上を支援する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）開かれた学校（園）づくりを推進する。
○学校（園）を開放し、授

・参観日やオープンスクールを通じて保護者や地域の 業（保育）を公開した数
人々に各校（園）の魅力や特色を発信する。 ○定期的な学校（園）便り

・園児児童生徒の学校（園）での生活や学習の様子の や学級便りの発行の実績
情報をできるだけ発信し、保護者との信頼関係の中 ○ＣＡＴＶを活用し、学校
で連携協力を強める。 （園）の魅力や特色を発信

した実績

ｂ）家庭への継続的な啓発の取組を続ける。 ○ＰＴＡ研修・啓発活動の
・基本的な生活習慣や食育、家庭での学習習慣の重要 実績

性についての継続的な啓発を促進する。 ○「家庭学習の手引き」に
よる家庭での基本的生活
習慣や家庭学習の大切さ
の啓発実績

ｃ）スマートフォン等に関するルール作りやマナーにつ ○スマートフォン等の情報
いて家庭と連携協力し、情報モラルの向上をめざす。 モラルの啓発実績
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④地域の子育て環境づくりの推進を図る。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）地域住民の学校（園）教育への参画を促進する。

・ひょうご放課後プラン（子ども教室型）、土曜チャ ○ひょうご放課後プランや
レンジ学習事業等、子どもたちの成長に関わる教育 土曜チャレンジ学習事業
活動への地域住民の幅広い参画を促進する。 の実績

・ふるさと学習、環境学習等の体験学習での地域の教 ○地域住民のボランティア
育力の活用を充実させる。 活動の受入れ実績

ｂ）通学路の安全確保についての取組を充実する。

・徒歩通学、自転車通学、バス通学、ＪＲ通学につい ○交通安全指導の実績
て、児童生徒への登下校指導とともに保護者や地域 ○子どもを守る１１０番の
住民と連携協力して安全確保（見守り活動）の充実 家の体制を整備
を図る。

（小学校運動会）

（ふるさと学習）
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５ 社会教育の推進 ～ハートがふれあう ひと・まちづくりの推進～

第２期かみかわ教育創造プランは、「神河町第１次長期総合計画」の三つの目標「愛
・やさしさ」「命・いきいき」「心・ふれあい」の理念を受け、作成されている。神河
町の社会教育は、住民の生涯学習の学びを支援し、人々のハートがふれあう「ひと・ま
ちづくり」に取り組む活動を推進する。

（１）基本方針４ 生涯学習の学びを支援

神河町の住民一人一人がそれぞれの学びや活動を通じて、共感的なふれあいの中で信
頼関係を深めることができれば、自分自身の自己実現、幸せな家庭生活、ひいては豊か
な地域社会を創造していけるものと考える。

青少年、成人、女性、高齢者などの個々人のライフステージに応じた学習や体験の機
会の提供、人権教育などの現在的課題の解決に向けての学習の機会の充実、公民館をは
じめとする社会教育施設を拠点とした文化や芸術、体育スポーツ活動の推進、豊かな自
然・歴史・文化遺産の保存や活用に向けた地域文化の活性化などに努め、神河町がめざ
すハートがふれあうひと・まちづくりができる社会教育を推進する。

実践目標

①人権文化の根付くひと・まちづくりを推進する。
②生涯を通じた学びの機会の提供を推進する。
③歴史文化財の保護保存・活用継承を推進する。

施策・具体的実践と評価の基準

①人権文化の根付くひと・まちづくりを推進する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）一人一人の人権が尊重される社会をめざし、人権意 ○「神河町人権尊重のまち
識を育てる取組を進める。 宣言」の啓発

・「毎月１１日は人権をたしかめる日」のＰＲ活動を ○啓発チラシの全戸配布
推進する。 ○啓発のぼり旗掲揚

・「地区別人権教室」をさらに活性化し、魅力あるも ○「地区別人権教室」参加
のにする。 人数の比較分析

・町人権文化推進員の研修を行い、人権啓発のリーダ ○研修会開催実績
ーを育成する。

・人権啓発講演会を開催する。 ○講演会への参加人数
・毎年各学校（園）において町人協の指定を受けた人 ○各校（園）の発表会指定

権教育実践発表会を開催する。（神人協・西人協の ○神人協・西人協・兵人協
指定を兼ねることもある。） ・全人協大会参加実績

・人権青少年健全育成合同大会を開催する。 ○児童生徒の人権主張への
・人権啓発ポスターや標語、人権文集「かみかわの子」 参加実績

発行、「人権みーつけた心の窓写真展」開催などの ○ポスター・標語等各作成
取組をすることによって、人権の大切さを啓発する。 実績と応募実績



- 21 -

ｂ）地区の実態に応じて、人権学習支援事業に取組、人 ○杉の子学級（小中）での
権意識の深化を図る。 学習実績

○寺前っ子体験塾での学習
実績

○神崎小ふれあい教室での
学習実績

②住民の学びの場と機会を提供する。

②－１ スポーツの推進をする。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）生涯スポーツの取組を推進する。
○ラジオ体操やウォーキン

・だれもが、どこでもいつでも楽しく体を動かす取組 グなど日常的なスポーツ
を推進する。 活動の取組への啓発

・スポーツ推進委員会を中心に各種活動や大会を実施
したり、研修を深めたりする。 ○各種スポーツ大会や研修
＊神河マラソン大会、ロープジャンプＸ大会など 会の開催実績
各種スポーツ大会

・各種団体との連携強化を図り、体育協会や青少年育 ○各団体への支援実績
成団体、各クラブの事業を支援する。

・各小学校区ごとの「スポーツクラブ２１」の継続に ○スポーツクラブ２１の活
努める。 動実績

ｂ）体育施設の活用推進と整備改善をする。

・はにおか運動公園 ○各施設の活用実績と整備
・町民体育館 改善状況
・町民温水プール
・町民グラウンド
・神崎体育センター
・すぱーく神崎

（ＮＨＫラジオ体操）
（体育学習）
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②－２ 家庭・地域を支える教育施策を充実する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）家庭・地域を支える教育施策を推進する。
○放課後子ども教室の実績

・放課後子ども教室や学童保育クラブを充実し、相互 （各小学校）
が連携・協力することによって放課後の子どもの学 ○学童保育クラブの実績
習や遊びの場を確保する。 ＊寺前学童クラブ

＊神崎学童クラブ
・地域の乳幼児から児童までの子育て支援拠点事業を ○子育て学習センターの事

充実させる。 業実績
＊子育て学習センター事業の充実

おひさま教室、子育て相談、子育て情報の提供、 ○児童センターの事業実績
グループ活動、あおぞら図書館、講演会等々

＊児童センター「きらきら館」事業の充実 ○地域や保護者のニーズの
あおぞら図書館、図書管理、季節のイベント、 把握
きらっと応援団（子育て支援応援団）等々

・家庭教育学級の充実に努める。 ○各小・各園の実績

・学校支援地域本部事業を推進する。 ○学校支援のボランティア
の活用実績

ｂ）施設の活用推進と整備改善をする。

・児童センター「きらきら館」 ○各施設の活用実績と整備
・子育て学習センター 改善状況

②－３ 青少年健全育成の推進をする。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）学校・家庭・地域が協力し、関係機関との連携のも
とに青少年の健全育成に向けた取組を推進する。

・青少年育成事業を推進する。 ○青少年育成各事業の実施
＊人権・青少年健全育成合同大会実施 実績
＊講演会実施
＊万引き防止ポスター・標語募集と掲示
＊成人式事業（二十歳の集い実行委員会の企画・準 ○「二十歳の集い」支援及
備・実施への支援） び実績

・青少年の健全育成に向けて、関係機関との連携を強 ○補導活動や広報活動、研
化する。 修活動等の実績
＊学校、町補導委員会、郡補導センターとの連携協
力と研修

＊町内巡回補導や列車補導等
＊住民への広報活動等



- 23 -

②－４ 地域交流センター事業の推進をする。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）「神河やまびこ学園」事業の充実をする。

・神河「やまびこ学園」年間活動計画を作成し、活動 ○広報活動の実績
内容の充実を図るとともに「やまびこ学園」の広報
活動を充実する。 ○山村留学生受入れ実績と

・神河「やまびこ学園」での１年以上の長期山村留学 活動実績
生受入れ事業を推進する。

・長期休業日（夏休み・冬休み・春休み）等の短期の ○短期の集団宿泊体験事業
集団宿泊体験活動を推進する。 の実績

・食と農の自然学校等の事業を推進する。

・公益財団法人「育てる会」と連携や協力をして地域
交流センター事業を充実する。

・山村留学推進委員会、農家会議、区長会との意見交 ○各組織や地域との協力・
流会を定期的に開き、学校・保護者・学園・地域と 連携実績
の連携を強化する。

ｂ）「通学合宿」を実施する。

・町内各小学校４年生の２泊３日の集団宿泊訓練事業 ○通学合宿事業の実績
を充実させる。

ｃ）地域交流センター施設の活用推進と整備改善をする。 ○施設の活用実績と整備

②－５ 公民館事業の推進をする。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）魅力ある公民館事業を創造し、町民のニーズに応じ
た学習や体験の機会を提供し、支援する。

・魅力あるシニアカレッジ事業を推進する。 ○各事業実績
＊教養講座・趣味講座、＊講演会等 ・参加者数

・生涯学習のニーズに応じた公民館教室事業を推進す ・講座数 等
る。
＊成人ゼミナール ＊古文書教室 ＊英会話教室 ○各事業実績
＊パソコン教室 等 ・参加者数

・公演事業を充実する。 ・開催日数 等
＊映画・落語等文化芸術公演

・各文化芸術団体を支援し、ふるさと文化祭事業（作
品展、芸能発表会）を充実する。
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・町美術展事業を充実する。
・ロビー展の充実を図る。 ○展示実績
・図書館運営事業を充実する。 ○事業実績

○運営実績
・社会教育委員会や公民館運営審議会の会議や研修を

充実させ、推進する。

ｂ）施設の活用推進と整備改善をする。

・中央公民館 ○各施設の活用実績と整備
・神崎公民館 改善状況

③歴史文化財の保護保存・活用継承を推進する。

施策や具体的実践 評価の基準

ａ）町の歴史文化遺産を活かした事業を推進する。

・「神河町歴史文化基本構想」を策定し、歴史文化財 ○「神河町歴史文化基本構
の保存、継承、活用の全体像を作成する。 想」策定と広報

・神河町の歴史史料に付いての調査研究や保存事業を ○保護保存・調査・研究
推進する。
＊歴史史料の調査・研究
（古文書整理・調査・研究）
（民俗民話伝承資料等整理・調査・研究）

・歴史文化遺産を活用した展示会等の事業を開催し、 ○活用・展示実績
神河町の歴史文化を再確認する。

・文化財保護審議委員会や文化財活性化委員会を開催 ○各委員会開催実績
し、歴史文化遺産の保護や保存に取り組む。

ｂ）神河町の歴史文化の次世代への継承を推進する。 ○継承への取組実績

・神河町の歴史文化を活用した児童生徒のふるさと学 ○児童生徒への意識調査
習活動を支援する。 「あなたは神河町の歴史や

・各地区の伝承・伝統文化事業等を支援する。 文化についてひとつでも
話ができますか」
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６ 教育委員会活動を推進する。

神河町教育委員会の主要な施策や事務事業について、評価・改善に取組、将来の学校
教育・社会教育の課題や方向性を明確にし、神河町住民の信頼に応えるため、適切及び
効率的な教育行政に取り組む。

施策や具体的実践 評価の基準

教育委員会の主要な施策や事務事業を推進する。

ａ）教育委員会の運営を推進する。

・教職員の人事交流・管理・支援の充実を図る。 ○会議回数
○広報・公開の状況

・教育予算拡大へ取り組む。 ○研修会への参加

・総合教育会議を実施する。 ○総務課との連携

ｂ）教育委員会の支援活動を推進する。

・教職員の研修計画を進める。 ○研修計画
・指導助言

・学校教育事業の推進を図る。 ○事業の実施と成果

・社会教育事業の推進を図る。 ○事業の成果
・各実績と参加者数等

・神崎高校夢実現推進事業を支援する。

ｃ）教育委員会の環境整備を推進する。 ○「学校の適性規模・適性
配置等に関する手引き」

・望ましい学校配置の検討・協議をする。 を参照
○学校（園）・所管施設

・安全安心な学校（園）施設設備の整備を進める。 訪問、点検
○施設の有効活用

・社会教育・体育施設の整備と在り方を検討する。
○図書の充実

・学校図書館の整備に努める。
○総務課との連携

・廃校跡地の有効活用を考える。

（寺前小学校大規模改修）
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資 料１ 神河町の教育についての自己（外部）評価内容と
自己（外部）評価基準について

神河町教育委員会の主要な施策や事務業務について自己評価を行い、その後、教育委
員会外部評価委員会からの評価を受ける。自己評価と外部評価の結果を受けて、次年度
以降の学校（園）教育や社会教育の課題や方向性を明確にし、神河町民のニーズと信頼
に応えるために、適切な教育行政に取り組む努力をする。

１ 学校（園）教育について

（１）基本方針１ 自立して未来に挑戦する意欲や態度の育成

評価の内容 評価の基準

ａ）子どもたちが自分の生き方や働き方、進路 ○各学校（園）の各体験活動の年間
や社会における役割を考える意欲や態度を形 指導計画への位置づけ
成する取組を各学校（園）の年間指導計画へ
の位置づけ

ｂ）自然体験、ボランティア体験、福祉体験、 ○児童生徒や保護者へのアンケート
就業体験、芸術文化体験等の体験活動の充実 調査や児童生徒の作文等

・通学合宿 ・自然学校
・トライやる・ウィーク
・その他

○自己有用感を持っている児童生徒
の割合

○難しいことでも失敗を恐れずに挑
戦している児童生徒の割合

ｃ）英語教育推進事業の充実 ○英語の授業が好きな児童生徒の割
・ＡＬＴやＧＡＴＥの効果的活用 合

○将来英語が話せるようになりたい
と思う児童生徒の割合

ｄ）ふるさとの伝統や文化を尊重する学習の推 ○ふるさと神河町が好きと答える児
進・ふるさと学習の推進 童生徒の割合

（ＡＬＴとハロウィン）
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（２）基本方針２ 「生きる力」を育む教育の充実

神河町の子どもたちが心身とも健康で、幅広い知識と教養、豊かな情操と道徳心を身
につけ、笑顔にあふれ、夢に向かって生きていくために、「生きる力」としての「確か
な学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランス良く育てていく。また、インクルーシ
ブ教育システムを構築する中で通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ等の子どもたちを
含む特別に支援が必要な子どもたち一人一人の教育的ニーズを把握し、自立と社会参加
に向けた教育的支援を行う。

評価の内容 評価の基準

①学びあう「確かな学力」の育成

ａ）各学校の実態や児童生徒の発達段階に応じ ○各学校の自己評価及び学校関係者
た適切な教育課程の編成と指導の充実 評価の公表

ｂ）全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた ○各校の調査結果（Ａ問題、Ｂ問題
学力向上対策の推進 児童生徒質問紙）から成果と課題

の分析と報告
○各校研究会や校内研究授業の回数

・分かる授業への工夫改善 ○授業の内容がよく分かると答える
（指導方法、学習形態等授業改善の研修） 児童生徒の割合

○授業で「めあて」や「振り返り」
が示されていると答える児童生徒
の割合

・一人一人に応じたきめ細かな学習指導の充 ○少人数指導や繰り返し学習等の学
実（複数指導、少人数指導、兵庫型教科担 習指導方法等の各校の取組実 績
任制指導、複式指導等の学習指導方法工夫 と成果
改善）

ｃ）「ことばの力」を育成するための学習指導 ○「ことばの力」に関する各学校の
の工夫改善 校内研修の実績

○学校の授業などで、自分の考えを
・各教科等における言語活動の充実 他の人に説明したり、文章に書い

たりすることは難しいと思わない
児童生徒の割合

・読書活動の推進 ○読書が好きと答える児童生徒の割
合

ｄ）主体的な情報活用能力の育成 ○家庭や関係機関と連携した情報活
用能力や情報モラルの研修実績

ｅ）児童生徒の家庭学習の充実 ○各学校の「家庭学習の手引き」見
直しと改善の取組

○予習・復習をしている児童生徒の
割合
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②支えあう「豊かな心」の育成

ａ）道徳教育の充実 ○全体計画や年間指導計画の作成
○文科省「道徳性に冠する調査」（小

・「道徳の時間」を要として各教科の学習や ６中３）に準じた調査を実施
体験活動等を通じた自尊感情、生命の尊重、・自尊感情・他者尊重・規則遵守
思いやり等の道徳的心情や道徳的実践力の ・いじめを許さない心・奉仕
育成 ・道徳的実践の６項目

○各体験活動の実績
ふるさと学習 通学合宿
自然学校 トライやる・ウィーク
福祉体験学習 等

○「あいさつ」のできる児童生徒の
割合

・保護者や地域の人々に道徳の授業の積極的 ○道徳の授業の公開実績
な公開

ｂ）人権教育の充実
○全体計画や年間指導計画の作成

・人権教育の年間指導計画をもとに学校（園）
教育の全領域の中での児童生徒の人権感覚 ○町人協人権教育実践発表会での公
や人権意識の育成（女性・子ども・同和問 開授業の実績
題等の様々な人権課題を解決しようとする
意欲や態度の育成） ○児童生徒の人権作文・標語・ポス

・多様な背景を持つ人々と豊かに共生し、一 ターや人権主張大会の実績
人一人の個性や能力をいかす教育を推進

・いじめは絶対に許されない人権侵害であ ○いじめ・不登校・問題行動の報告
り、いじめを決して許さない学校づくりの 数とそれらの対策
取組 ○いじめは絶対に許されないこと、

と思う児童生徒の割合

ｃ）環境教育を推進し、生命の大切さや自然へ ○３年生環境体験事業（再掲）、
の畏敬の念を育む取組 ５年生自然学校の推進（再掲）

○将来も神河町に住みたいと思う児
童生徒の割合

ｄ）防災教育を推進し、自ら身を守るために主 ○年間指導計画を作成する。
体的に活動する力を育む取組 ○防災対応マニュアルの周知と見直

し
○防災訓練等の実績

③育みあう「健やかな体」の育成

ａ）学校体育の充実 ○新体力テストによる児童生徒の運
動能力調査の実施と結果の分析

・体力や運動能力の向上のための指導の工夫 ○中学校の部活動の適切な実施
と改善 ○戸外で遊ぶ（体を動かす）ことが

・スポーツライフを楽しみ、継続する意欲の 多い児童の割合
育成 ○部活動が楽しいと思う生徒の割合
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ｂ）健康教育・安全教育の推進 ○「早寝早起き朝ご飯」の習慣が付
いている児童生徒の割合

・児童生徒の健康の保持増進を図る学校保健 ○飲酒、喫煙、薬物乱用等の防止教
の充実 室の実績

・アレルギー対策や感染症予防の充実 ○アレルギー対策や感染症対策の実
績

・食育指導や食に関する体験活動の推進 ○食育指導の実績
・学校安全計画の作成 ○交通安全教室、避難訓練等の実績

④幼児期教育の充実

ａ）幼稚園教育要領に基づいた創意工夫ある教 ○各園の自己評価や関係者評価の公
育課程を編成 表

ｂ）遊びの中での自立や協同の意欲や態度の育 ○園児の心が動く体験活動の実績
成

ｃ）各幼稚園、幼保、幼小、高齢者等との多様 ○交流保育や異年齢の交流活動の実
な交流体験 績

ｄ）基本的な生活習慣やきまりや物事の善悪に ○小１プロブレムの解消をめざした
気づく力の育成 幼小の連携実績

ｅ）家庭や地域との連携・協力 ○各園の情報発信の実績（園児の姿
の見える化計画の実行）

○幼稚園ウィークの創意工夫
ｆ）子育て支援や預かり保育の充実 ○教育相談や保護者との交流の充実

○預かり保育の工夫と実績

⑤特別支援教育の充実 ○校（園）内支援体制を充実させ、
支援の必要な園児児童生徒につい

ａ）一人一人の多様な教育的ニーズに応じた教 ての共通理解した実績
育の充実 ○個別の支援計画、指導計画の作成

と活用
・障がいの程度に応じて自立活動を含めた特 ○サポートファイルの作成と整備、

別な教育課程の適切な編成 活用
・特別支援教育総合推進事業（通級児対象） ○各幼小中で関係機関と連携したサ

の充実 ポート会議の実績

ｂ）教職員の指導力の向上

・教職員の発達障がいに関する基礎的な知識 ○インクルーシブ教育についての校
や技能の習得 内研修の実績

ｃ）就学前から義務教育卒業までを見通した相 ○教育支援委員会開催
談・支援体制の充実 ○ケアステーションかんざき等の関

係機関との連携強化
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（３）基本方針３ 子どもの学びを支える仕組みの確立

今日子どもを取り巻く状況は、多様化・複雑化・高度化している。神河町では、学校
（園）教育の目標を達成するために学校（園）・家庭・地域の連携の中で「子どもの学
びを支える仕組み」を確立していくことが大切であると考えている。

評価の内容 評価の基準

①学校（園）の組織力と教職員の資質の向上 ○各学校（園）の自己評価及び学校
（園）関係者評価の実施と報告

ａ）効率的・組織的な学校（園）運営とＰＤＣ ○各学校（園）の実態に応じたアン
Ａサイクルの充実 ケート調査の実施

ｂ）働きやすい職場環境づくりの推進 ○勤務時間の適正化（ノー残業デー
・ノー部活デーの完全実施）

○健全なワーク・ライフ・バランス
への配慮の実績

○校内相談窓口の設置
ｃ）児童生徒への共感的な理解に基づく生徒指 ○「子どもが心を開く教師の『まな

導の充実 ざし』」等の活用による校内研修
の実績

ｄ）不登校・いじめ・問題行動等の未然防止、 ○「神河町いじめ防止基本方針」に
早期発見、早期対応を図る取組 基づく校内研修の実績

○いじめの実態把握のためのアンケ
ート調査実施

○適応教室での取組の実績
○不登校支援員の配置実績
○スクールカウンセラーの設置

ｅ）教職員の資質と実践的指導力の向上 ○教職員アンケートによる自己点検
を実施する。

＜点検項目＞
・使命感倫理観 ・共感的受容的態度
・人権意識 ・インクルーシブ ・教材研究
・学習の見通しと振り返り・学習規律
・家庭学習 ・学級経営 ・体験活動
・部活動 ・校内の協力体制

②安全安心な学習環境の整備 ○学校（園）安全点検簿の記入
○通学路の安全点検や危険箇所、不

ａ）子どもの安全を守る体制の充実 審者に関する情報発信システムの
構築

○アレルギー、感染症、不審者等の
危機発生時の対応マニュアルの作
成と研修、訓練実績

○救急・緊急連絡体制の確立
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③家庭との連携・協力と家庭の教育力の向上の ○学校（園）を開放し、授業を公開
支援 した回数

○定期的な学校（園）便りや学級便
ａ）開かれた学校（園）づくりの推進 りの発行の実績

○ＣＡＴＶを活用し、学校（園）の
魅力や特色を発信した実績

ｂ）家庭への継続的な啓発活動 ○ＰＴＡ研修や啓発活動の実績
○「家庭学習の手引き」作成による

啓発実績
ｃ）家庭と連携した情報機器の使い方や情報モ ○児童生徒や保護者への啓発やアン

ラルの向上の推進 ケート調査を実施

④地域の子育て環境づくりの推進

ａ）地域住民の学校（園）教育への参画を推進 ○参画の実績
・ひょうご放課後プラン、土曜チャレンジ学

習等への参画
・ふるさと学習、環境学習等の体験学習への ○ボランティアの受入れ実績

参画

ｂ）通学路の安全確保の確立 ○交通安全指導への参加実績
○子どもを守る１１０番の家の体制

整備

⑤学校（園）給食の充実
ａ）おいしい安全安心な学校（園）給食事業の ○年間食育計画の作成と定期的な見

推進 直し
○食材の地産地消の割合
○危機管理マニュアルの共通理解

ｂ）各学校（園）の食育指導との連携・協力 ○栄養教諭による食育指導・栄養指
導の実績

（マラソン大会）
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２ 社会教育について

（１）基本方針４ 生涯学習の学びを支援

青少年、成人、女性、高齢者などの個々人のライフステージに応じた学習や体験の機
会の提供、人権教育などの現在的課題の解決に向けての学習の機会の充実、公民館をは
じめとする社会教育施設を拠点とした文化や芸術、体育スポーツ活動の推進、豊かな自
然・歴史・文化遺産の保存や活用に向けた地域文化の活性化などに努め、神河町がめざ
すハートがふれあうひと・まちづくりができる社会教育を推進する。

評価の内容 評価の基準

①人権文化の根付くひと・まちづくりの推進

ａ）一人一人の人権が尊重される社会をめざし、○「神河町人権尊重のまち宣言」の
人権意識を育てる取組の推進 啓発

○各事業内容実績等
・「毎月１１日は人権を確かめる日」推進 ○各事業参加人数実績等
・地区別人権教室開催 ○出品数実績等
・町人権文化推進員の研修
・人権啓発講演会開催
・町人協（神人協・西人協）指定人権教育実

践発表会開催
・人権青少年健全育成合同大会開催
・小中高生の主張大会開催
・人権啓発ポスター、標語募集
・人権文集「かみかわの子」発行
・心の窓写真展開催 （人権ポスター）

ｂ）人権学習支援事業の推進 ○杉の子学級での学習実績
○寺前っ子体験塾での学習実績
○神崎小ふれあい教室での学習実績

②生涯を通じたスポーツ活動の推進

ａ）生涯スポーツの取組の推進
○各事業内容実績等

・日常的なスポーツ活動の推進 ○各事業参加人数実績等
・スポーツ推進委員会を中心にした各種大会
（神河町マラソン大会、ロープジャンプＸ大

会等）
・各種団体との連携強化
・スポーツクラブ２１の継続
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③家庭・地域を支える教育の推進

ａ）放課後の子どもの学習や遊びの場の確保 ○各事業内容と実績

・放課後子ども教室（各小学校）
・学童保育クラブ（寺前・神崎）

ｂ）子育て支援の拠点事業の充実
・子育て学習センター事業 ○子育て学習センターの事業実績
・児童センター事業 ○児童センター事業の事業実績
・家庭教育学級 ○各小学校・各幼稚園の実績
・学校支援地域本部事業 ○学校支援のボランティア活用実績

④青少年の健全育成の取組の推進

ａ）青少年育成事業の推進 ○青少年育成各事業の実績
・人権青少年健全育成合同大会
・講演会開催
・万引き防止ポスターと標語の募集と掲示
・二十歳の集い実行委員会の企画・運営への

支援

ｂ）青少年健全育成に向けて関係機関との連携

・学校と町補導委員会、郡補導センターとの ○補導活動や広報活動、研修等の実
連携協力と研修 績

⑤地域交流センター事業の充実

・「やまびこ学園」の活動内容の充実を図り、 ○「やまびこ学園」の活動実績
長期山村留学生受入れの推進 ○山村留学生の受入れ実績

・長期休業中等の短期の集団宿泊体験活動の ○短期の集団宿泊体験事業の実績
推進 ○食と農の自然学校事業の実績

・食と農の自然学校事業推進 ○「通学合宿」事業の実績
・町内４年生「通学合宿」事業推進 ○各組織間の連携協力の実績
・公益財団法人「育てる会」との連携協力 ○事業充実に向けた広報活動の実績
・山村留学推進委員会、農家会議、運営委員

会の定期的な開催と各組織との連携強化

⑥公民館事業の推進

ａ）魅力ある公民館事業の推進 ○各事業の実績
・シニアカレッジ各事業の充実 ・参加者数
（教養・趣味講座、講演会等） ・講座実績
・各公民館教室事業の充実 ・教室実績
（成人ゼミナール、古文書教室、英会話教室 ・開催日数

パソコン教室等） ・公演実績
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・公演事業の充実 ・講演実績
・各文化芸術団体支援とふるさと文化祭事業 ・展示実績

の充実 ・研修実績
・町美術展事業の充実 ・その他
・ロビー展の充実
・図書館運営事業の充実
・社会教育委員、公民館運営委員会の研修

⑦歴史・文化財の保護保存・活用継承の推進

ａ）町の歴史文化遺産を活かした事業の推進
○「神河町歴史文化基本構想」の策

・「神河町歴史文化基本構想」の策定 定と広報
・歴史史料の調査研究と保存事業の推進 ○保護保存・調査・研究実績
・歴史文化遺産の活用と展示 ○活用展示実績
・文化財保護審査委員会や文化財活性化委員 ○各委員会開催実績

会の開催

ｂ）町の歴史文化の次世代への継承を推進 ○継承への取組実績

・町の歴史文化を活用した児童生徒のふるさ ○児童生徒への意識調査
と学習の支援 「あなたは神河町の歴史や文化につ

・各地区の伝承・伝統文化事業の支援 いてひとつでも話ができますか」

資 料２ 神河町の教育予算についての自己（外部）評価内容と
自己（外部）評価基準について

評価の内容 評価の基準

①学校（園）教育計画に基づき、学校（園）教 ○各学校（園）の予算配分や執行状
育予算の充実に努める。（幼小中） 況、重点施策による。
・一般備品 ・教材備品 ・予算執行と実績
・管理経常事務事業
・重点施策（図書費 児童生徒用図書 安全

対策等 教師用指導書等）
・文化芸術体験、就業体験、自然体験事業
・外国語教育推進事業
・児童生徒の生活や学習の支援介助員配置
（学習支援員 介助員 学童関係指導員等）
・その他の児童生徒支援事業
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②社会教育計画に基づき、社会教育予算の充実 ○各事業計画に基づく執行状況によ
に努める。 る。
・社会教育総務経常事業 ・予算執行と実績
・人権学習支援事業
・人権啓発活動事業
・文化財保存事業
・青少年健全育成事業
・成人式事業
・放課後子ども教室事業
・放課後保育クラブ管理運営事業
・児童センター管理運営事業
・子育てセンター事業
・スポーツ教室事業
・スポーツ大会事業
・公民館事業
・地域交流センター「神河やまびこ学園」事

業
・給食センター事業

③学校関係施設設備の充実に努める。 ○安全度・危険度の判断により重点
・学校（園）施設設備の管理運営工事関係 的に整備する。
（幼稚園 小学校 中学校 給食センター） ・予算執行と実績

④社会教育・体育等関係施設設備の充実に努め ○維持管理の現況報告による。
る。 ・予算執行と実績
・中央公民館 ・神崎公民館
・児童センター「きらきら館」
・子育て学習センター
・体育施設（体育館、グラウンド、プール等）
・地域交流センター

（ふるさとの風景）
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神河町教育基本計画

神河町の子どもたち
教職員 住民 一人一人が

か かがやきあって

み みとめあって

か かかわりあって

わ わかりあって

かみかわの教育を創造しよう

第２期かみかわ教育創造プラン
（平成２８年４月）


