
  
【第４章】  

施策項目と重点    
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第４章 施策項目と重点    １ 施策項目  
施策項目は、基本理念と６つの目標で示した方向・視点に沿って、個別・具体的な施策・事

業等を体系的に整理したもので、項目毎に次の内容で構成しています。 

 

■ 現状と課題 
各種調査の結果などを踏まえて、当該施策項目に関連する教育の現状や課題、施策項目の

設定の背景などについて記述します。 

 

■ 施策の方向性 
「現状と課題」を踏まえ、平成３０年度から 5年間で取り組む施策項目を推進するに当

たっての基本的な考え方を記述しています。 

 

■ 目標指標 
各施策項目に掲げる教育施策の効果を適切に把握・検証するとともに、その達成度を道民

に分かりやすく示すため、目標指標と平成３４年度における目標数値を設定しています。 

 

■ 施策の展開 
「現状と課題」及び「施策の方向性」から導き出される当該施策における「政策の柱」と

個別・具体的な取組について記述しています。   ２ 計画の重点  
施策項目で示したもののうち、急激な社会の変化や全国を上回る速度で展開する人口減少危

機を踏まえた対応など、喫緊に対応すべきものを「重点」と位置づけています。  重点１ ふるさとで生き、グローバルな視野で共に生きる力の育成 

重点２ 学校・家庭・地域・行政の連携による、人口減少危機に対応する教育環境の形成 
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目標１ 社会で活きる力 

 

施策項目１－１ 義務教育における確かな学力の育成 

■ 現状と課題 

・ 変化の激しい社会を生きていくため、児童生徒一

人一人の可能性を伸ばし、確かな学力を身に付ける

ことができるよう、基礎的・基本的な知識及び技能

の習得と、思考力、判断力、表現力等の育成、主体

的に学習に取り組む態度の涵養を目指す教育の充

実が求められています。そのため、各学校において

は、児童生徒に求められる資質・能力を社会と共有

して共に育み、「社会に開かれた教育課程」を実現

していくことが重要です。 
 
・ 本道の小・中学生の学力は、全国学力・学習状況

調査の結果によると、改善の傾向が見られるもの

の、平均正答率が多くの教科で全国を下回っている

ほか、正答数の少ない児童生徒の割合が全国より高

い状況にあります。                                     
 
・ 全国学力・学習状況調査の結果では、「児童の姿や地域の現状等に関する調査や各種デー

タに基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確

立している」と回答した学校ほど、教科等の平均正答率が高い状況にあります。 
 

■ 施策の方向性 

子どもたちの知識の理解の質を高め、確かな学力を育むために、各学校において、「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進するとともに、各種の調査結果を踏まえた

継続的な検証改善サイクルなどカリキュラム・マネジメントの確立を促進します。 

  

指標 ＜例⽰＞ 

⼀定の学⼒⽔準（指標の設定等）の達成状況 

全国学⼒・学習状況調査において、「国語の授業の内容はよく分かる」という質問に対して「当てはまる」「どちらかとい
えば、当てはまる」と回答した⼩学校６年⽣、中学校３年⽣の割合 

全国学⼒・学習状況調査において、「算数（数学）の授業の内容はよく分かる」という質問に対して「当てはまる」「どち
らかといえば、当てはまる」と回答した⼩学校６年⽣、中学校３年⽣の割合 

全国学⼒・学習状況調査において、「授業では、学級やグループの中で⾃分たちで課題を⽴てて、その解決に向けて情報
を集め、話し合いながら整理して、発表するなどの学習活動に取り組んでいたと思う」という質問に対して「当てはまる」
「どちらかといえば、当てはまる」と回答した⼩学校６年⽣、中学校３年⽣の割合 

全国学⼒・学習状況調査において、「児童（⽣徒）の姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課程
を編成し、実施し、評価して改善を図る⼀連のＰＤＣＡサイクルを確⽴している」という質問に対して「よくしている」
と回答した学校の割合 

94.9

97.4

93.7
97.0 

90

92

94

96

98

100

H24 H25 H26 H27 H28

小学校国語Ａ 小学校算数Ａ

全国平均正答率を100とした場合の北海道の

平均正答率

「全国学力・学習状況調査」（文部科学省）
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■ 施策の展開 

○ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 

・ 基礎・基本の確実な定着を図る授業はもとより、資料を読み取り、考えを整理して文章を

書くことや、筋道立てて考え、証明することなど、学習指導要領に基づいて、各教科の教育

内容を確実に身に付けさせることができるよう、地域や学校の実態に応じた支援を行います。 

 

・ 授業の中で学習の目標を示し、授業の最後に学習を振り返る活動や、自分の考えを発表し

たりグループで話し合ったりする活動を位置付けるなど、主体的・対話的で深い学びを実現

することができるよう、学校全体で授業改善に取り組む体制づくりを支援します。 

 

・ 主体的・対話的な学びの過程で、ＩＣＴを効果的に活用したり、児童生徒が、社会との関

わりの中で学んだことの意義を実感できるような教育活動を展開したりするなど、学びの質

を高める取組が推進されるよう、各学校の実態に応じた指導助言を行います。 

 

・ へき地・複式教育においては、ＩＣＴを活用した交流学習の取組や、複式学級における主

体的な学びを引き出す直接指導や間接指導の充実など、へき地・複式校の特性を生かし、学

びの質が高まるよう支援します。 

 

○ 学力向上に向けた検証改善サイクルの確立 

・ 全国調査の結果を分析し、学力向上に向けた教育活動の検証と改善に組織的に取り組むな

ど、すべての教職員の参加によって教育内容の質の向上を図る検証改善サイクルの確立を促

進します。 

 

・ 教育活動の質を向上させる年間指導計画の作成などに関する手引を作成・配布するととも

に、手引を用いた研究協議会を実施し、学習指導要領の趣旨を踏まえた教育課程の編成・実

施を支援します。 
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目標１ 社会で活きる力 

 

施策項目１－２ これからの時代に求められる資質・能力の育成（高校） 

■ 現状と課題 

・ グローバル化・多極化の進展や生産年齢人口の急

減など、大きな社会変動の中、高等学校は、中学校

卒業後の約９８％の者が進学し、社会で生きていく

ために必要となる力を共通して身に付ける、初等中

等教育最後の教育機関であり、社会で求められる資

質・能力を全ての生徒に育み、生涯にわたって探究

を深める未来の創り手として送り出していくこと

がこれまで以上に強く求められています。 

 

・ また、国において、高校教育、大学教育、大学入

学者選抜の在り方を一体的に改革する高大接続改

革が進められており、高等学校においては、知識伝

達型の授業にとどまらず、卒業後の学習や社会生活

に必要な力を育成する教育の質の確保が求められています。 

 

・ 本道の公立高等学校では、生徒たちが、能力や進路等に応じて必要とされる学力を身に付

けるとともに、主体的に学習に取り組むことができるよう授業改善に取り組んできています

が、全道調査の結果では、入学後「学習意欲が高まったか」の問いに、肯定的な回答が約 7

割となっているものの、「家庭学習を一度もしない週があるか」の問いに、「あった」と回

答した生徒の割合が約６割という状況にあります。 

 

■ 施策の方向性 

生徒たちがこれからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学

び続けることができるようにするため、教科等横断的な視点からの教育課程の編成・実施や、

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた取組を推進します。 

  

指標 ＜例⽰＞ 

北海道⾼等学校学習状況等調査において、「家庭学習を⼀度もしない週があったか」に「あった」と回答した⽣徒の割合

北海道⾼等学校学習状況等調査において、「今年度受けた授業では、先⽣から⽰される課題や、クラスやグループの中で
⾃分たちで⽴てた課題に対して、その解決に向けて情報を集め、話し合いながら整理して、発表するなどの学習活動に
取り組んでいたと思う」に「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した⽣徒の割合（⾼等学校１年⽣）

北海道⾼等学校学⼒向上実践事業における学⼒テストの前年度の結果において、学校が最も課題と考えている領域等
（⾃校の正答率が全道正答率より１０ポイント以上低いなど）において授業改善を⾏った結果、今年度の学⼒テストの
正答率が上昇した学校の割合 

「北海道高等学校学習状況等調査」（道教委）

「家庭学習を一度もしない週があったか」の

問いに「あった」と回答した生徒の割合 
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■ 施策の展開 

○ 社会に開かれた教育課程の実現 

・ 学校教育目標の達成に向けた取組の充実を図るため、各教科等の教育内容を相互の関係で

捉え、教科等横断的な視点で組織的に配列した教育課程の編成を推進します。 

 

・ 教育内容の質の向上を図るため、生徒たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ

等に基づき、教育課程を編成・実施し、評価して改善するＰＤＣＡサイクルの確立を推進し

ます。 

 

・ 地域と連携・協働した教育活動を推進するため、ＩＣＴを活用して地域の教育資源に関す

る情報を収集するなど、教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を効果的に組み合

わせた取組の充実を図ります。 

 

・ 義務教育段階の学習内容を含めた基礎学力の確実な習得と学習意欲の喚起を図るため、多

様な学習成果を測る多面的な評価の実施を推進します。 

 

○ 「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善の推進 

・ 各学校の「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進するため、教科等

を超えて授業改善の視点を共有することや、習得・活用・探究という学習過程の中でＩＣＴ

を効果的に活用することを重視した教員研修を実施します。 

 

・ 各学校における授業改善や学力向上に資するため、「学習状況等調査」や「学力テスト」の

結果をモデル別に分析し、分析結果を踏まえた教材開発や指導方法の改善に取り組みます。 

 

○ 高大接続改革への対応 

・ 国において進められている高大接続改革等の方向性を見据え、学習・指導方法の充実や学

習評価の改善に向けた取組を推進します。 
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目標１ 社会で活きる力 

 

施策項目２ 特別支援教育の充実 

■ 現状と課題 

・ インクルーシブ教育システムの構築に向け、特別

支援教育を着実に推進していくことが求められて

おり、全ての学校において、特別な教育的支援を必

要とする子ども一人一人の教育的ニーズに応じた

指導や支援の充実を図る必要があります。 

 

・ 小・中学校等において、特別支援学級の在籍者や

通級による指導を受ける児童生徒が増加している

ほか、通常の学級においても、特別な教育的支援を

必要とする児童生徒が一定程度在籍しており、学校

全体で特別支援教育の専門性向上を図ることや、幼

児期から学校卒業後までの切れ目のない一貫した

指導や支援を行う必要があります。 

 

・ 特別支援学校において、複数の障がいがある子どもや、医療的ケアを必要とする子どもが

増加しており、児童生徒の将来の自立や社会参加に向けて、障がいの重度・重複化、多様化

に対応した指導や支援の充実を図る必要があります。 

 

■ 施策の方向性 

特別な教育的支援を必要とする児童生徒等に対して、幼児期から学校卒業後までの切れ目の

ない一貫した指導や支援が行われるよう、各学校間はもとより、学校と家庭、地域、関係機関

等が連携して取り組む体制の整備を進めるとともに、一人一人の教育的ニーズに応じた専門性

の高い教育を推進します。 

 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

「個別の教育⽀援計画」の活⽤（進学先等への引継ぎ） 

教職員の特別⽀援教育に関する研修の受講 

特別⽀援学校教諭免許状の所有率（⼩・中学校特別⽀援学級担当教員及び特別⽀援学校教員） 

5,130 

5,672 

8,686 

12,168 

3,288 4,575 
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特別支援学校等の在籍児童生徒数

特別支援学校

特別支援学級

通級指導教室

「学校基本調査」（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

○ 切れ目のない一貫した指導や支援の充実 

・ 「特別支援教育に関する基本方針」に基づき、学校が、家庭や地域、医療、福祉、保健、労

働等の関係機関との連携の下、「個別の教育支援計画」の作成・活用を通して、長期的な視

点で教育的支援を行う取組を推進します。 

 

○ 幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の充実 

・ 特別支援教育センターの巡回教育相談や、特別支援学校の教員派遣等を通じ、幼稚園、小・

中学校、高等学校等における特別支援教育の充実に向けた取組を推進します。 

 

・ 高等学校における「通級による指導」の制度化（H30 年度）を踏まえ、国や道のモデル事

業の成果や先進校の実践事例等をまとめた資料を配付するなどして、通級による指導の充実

に向けた取組を推進します。 

 

・ 障がいのある児童生徒等との「交流及び共同学習」の機会を通じ、障がいの有無にかかわ

らず、共に尊重し合いながら協働して生活する態度の育成に取り組みます。 

 

○ 特別支援学校における特別支援教育の充実 

・ 障がいのある幼児児童生徒が、できる限り身近な地域において、一人一人の教育的ニーズ

に応じた指導や支援が受けられる体制を整備します。 

 

・ 障がいの重度・重複化、多様化に対応した教育課程の編成・実施・評価などカリキュラム・

マネジメントを確実に行うほか、各障がいに関する実践的な研究・研修の充実に向けた取組

を推進します。 

 

・ 障がいによる学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服する自立活動の指導の充実に

努めるとともに、授業における積極的なＩＣＴ機器の活用などを通して「主体的・対話的で

深い学び」の実現に向けた授業改善に努め、創意工夫を活かした特色ある教育活動を推進し

ます。 

 

・ 特別支援学校のセンター的機能の発揮を通じ、地域の特別支援教育の充実に向けた取組を

推進します。 

 

○ 高い専門性に基づく特別支援教育の推進 

・ 教育職員免許法に基づく認定講習の継続的な実施や周知の徹底により、特別支援学校教諭

免許状所有率の向上を図ります。 

 

・ 小・中学校、高等学校等における全ての教員等が、特別支援教育に関する指導や支援につ

いての知識や技能を身に付けることができるよう、校内研修の充実を図ります。 

 

・ 特別支援学校における障がいの重複化・多様化や、各障がいの指導上の課題に対応するこ

とができるよう、研究・研修の充実を図ります。 
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目標１ 社会で活きる力 

施策項目３ 国際理解教育の充実 

■ 現状と課題 

・ 本道においても、グローバル化が急速に進展する

中、国際社会の一員としての自覚を持ち、自国はも

とより、諸外国の歴史や文化、伝統等について理解

を深め、尊重し、様々な価値観を持つ人々と共に協

調して生きていく態度や、外国語を通じて積極的に

コミュニケーションを図ろうとする態度を育成す

ることが求められています。 

 

・ 本道では、公立高校への訪問を伴う外国からの教

育旅行や外国人留学生の受入れが少なく、生徒が海

外の子どもたちと実際に触れ合いながら国際理解

を図る機会が十分ではない状況にあります。 

 

・ 高校卒業段階で英検準２級程度以上、また、中学校卒業段階で英検３級程度以上の英語力

を有する生徒の割合は、いずれも全国平均を下回っており、本道の生徒の英語力は十分では

ない状況にあります。 

 

■ 施策の方向性 

国際社会において主体的に行動できる資質・能力を育成するため、海外の子どもたちのほか、

来道している留学生や海外の方々と触れ合いながら国際理解を図る機会を充実するとともに、

高等学校卒業段階において英語で少なくとも日常的なコミュニケーションができる力を育成す

る取組を推進します。 

 

 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

中学校卒業段階で英検３級以上を取得または英検３級以上の英語⼒を有すると思われる⽣徒の割合 

⾼等学校卒業段階で英検準２級以上を取得⼜は英検準２級以上の英語⼒を有すると思われる⽣徒の割合 

「ＣＡＮ－ＤＯリスト」の学習到達⽬標の達成状況を把握している中学校の割合 

北海道
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北海道
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全国

36.4
全国

36.1
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10%

20%
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40%

高校（準2級以上相当） 中学（3級以上相当）

生徒の英語力（英検）の状況

「平成 28 年度英語教育実施状況調査」 

（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

○ 国際理解教育の充実 

・ 海外への修学旅行、姉妹都市や姉妹校の児童生徒との交流活動、海外からの訪日教育旅行

の受入れなどを通じて、異なる文化や外国人との触れ合いを深める体験交流の機会の拡充を

図ります。 

 

・ ＩＣＴを活用した海外の高校生等との意見交換や、イングリッシュキャンプ、スーパーイ

ングリッシュキャンプなど、異なる文化について理解を深めるとともに、コミュニケーショ

ン能力を育成する機会の充実を図ります。 

 

・ 関係機関と連携し、留学経験者による体験講話や留学相談、高校生の海外留学の支援に取

り組みます。 

 

○ 外国語教育の充実 

・ 小学校では、児童が外国語に慣れ親しみ、外国語の技能を総合的・系統的に学ぶことがで

きるようにするため、外国語学習の指導体制の整備に取り組みます。 

 

・ 中学校では、生徒がコミュニケーションへの関心や意欲を高めることができるようにする

ため、身近な地域で英会話に繰り返し挑戦できる機会の拡充に取り組みます。 

 

・ 高等学校では、生徒の英語力の向上を図るため、スーパーグローバルハイスクールの研究

成果等を活用するなどして、学科の特性等に応じて英語の活用場面を想定した３タイプの学

習プログラムの開発を行い、英語の授業改善に取り組みます。 

 

・ 国や道の研究指定校における実践的な英語力を育成する指導方法等の研究成果を普及する

とともに、その活用を促し、外国語の指導方法等の工夫・改善に取り組みます。 

 

・ 小学校、中学校、高等学校の各段階を通じて英語教育を充実するため、指導力に優れた中

学校、高等学校の教員が行う授業の参観やワークショップを実施するなど、学校種間の連携

を図る取組を推進します。 
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目標１ 社会で活きる力 

 

施策項目４ 理数教育の充実 

■ 現状と課題 

・ 現代社会が抱える様々な課題を解決するためにイ

ノベーションが期待されており、世界的にも理数教

育の充実や創造性の涵養が重要視されています。 

 

・ 本道では、理科の授業において、理科室で観察や

実験を週１回以上行った学校の割合が小学校、中学

校のいずれも全国平均を下回り、観察・実験を通じ

て課題を解決するような授業が十分に行われていな

い状況が見られます。 

 

・ また、各種調査の結果によると、算数・数学の授

業で学んだことを普段の生活の活用に関連付けて

考える児童生徒の割合は、全国平均を下回っている

状況にあります。 

  

■ 施策の方向性 

理数好きな子どもの裾野の拡大や次代を担う科学技術系人材の育成を図るため、科学や自然

に対する興味・関心を高め、科学的なものの見方や考え方を育み、科学的な資質・能力を身に

付けさせるとともに、それらの知識や技能を実生活や社会で活用できる力を育成するため、観

察・実験を重視した探究的な学習や実社会との関わりを意識した数学的活動の充実を図ります。 

指標 ＜例⽰＞ 

全国学⼒・学習状況調査において、「理科室で観察や実験をする授業を１クラス当たりどの程度⾏っていたか」という質
問に対して「週１回以上」と回答した学校の割合 

全国学⼒・学習状況調査において、「算数（数学）の授業で学習したことを普段の⽣活の中で活⽤できないか考えますか」
という質問に対して「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した⼩学校６年⽣、中学校３年⽣の割合 

北海道⾼等学校学習状況等調査において、「数学の授業で学習したことを普段の⽣活の中で活⽤できないか考えますか」
という質問に対して「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した⽣徒の割合（⾼等学校１年⽣） 

北海道⾼等学校学習状況等調査において、「⾼校⼊学前に⽐べ、科学や⾃然に対する興味・関⼼が⾼まったか」という質
問に対して「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した⽣徒の割合（⾼等学校１年⽣） 

「平成 27 年度全国学力･学習状況調査」

（文部科学省）
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１クラス当たり、週１回以上、理科室で観

察や実験を行った学校の割合

平成２７年度「全国学力・学習状況調査」

（文部科学省）
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■ 施策の展開 

○ 興味・関心を高める理科、算数・数学の指導の充実 

・ 科学に対する興味・関心を高め、科学的なものの見方を育むとともに、自然環境の保全に

寄与する態度を養うため、観察・実験、フィールドワークなどの体験的な学習活動の充実に

資する指導資料を作成・配布するとともに、指導力の向上を図る実践的な研修の充実に取り

組みます。 

 

・ 日常生活や社会に関わる事象について、児童生徒が数学的な見方・考え方を働かせながら

問題の解決に向けて見通しをもって取り組んだり、自ら解決過程を振り返ったりするなどの

学習が効果的に行われるよう、実践的な研修の充実に取り組みます。 

 

○ 探究の過程を重視した理数教育の充実 

・ 道立教育研究所において、探究の過程の中で、観察・実験を通じて仮説を検証するために

効果的な教材の開発や研修を実施します。 

 

・ 科学を学ぶ意義や有用性を実感させ、科学への興味・関心を高めるとともに、身に付けた

知識や技能を活用する力を育成するため、中学生、高校生を対象にした科学の甲子園や小学

生、中学生を対象にしたサイエンスカーによる移動理科教室を実施します。 

 

・ 高等学校において、科学技術の一層の発展に寄与できる人材育成を目指し、探究的な学習

の充実などに取り組んでいるスーパーサイエンスハイスクール指定校の研究成果を普及しま

す。 

 

・ 生徒が知識や技能を活用して問題解決に取り組む探究活動の充実を図るため、地域の人的・

物的資源の活用や、大学や研究機関、企業等と連携した取組を推進します。 
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目標１ 社会で活きる力 

 

施策項目５ 情報教育の充実 

■ 現状と課題 

・ 急速に情報化が進展する中、将来の社会生活や職

業生活を見据え、子どもたちには手段として積極的

に情報を活用する能力を育んでいくことが必要で

す。 

 

・ 本道の情報活用能力の育成の現状は、指導する 

教員の力量や学校の取組、また、機器の整備状況 

等により差が生じています。 

  

・ 「分かる授業づくり」を実現するため、その指導

方法の一つとして、ＩＣＴを効果的に活用した授業

を展開することが重要となっています。   

 

・ また、子どもたちの間にもインターネットの利用が急速に普及し、ネット上での誹謗中傷

やいじめ、有害情報等の問題が発生しており、情報モラルを子どもたちにしっかりと身に付

けさせることが必要です。 

 

■ 施策の方向性 

情報社会に主体的に参画する態度や、情報モラルを含む情報活用能力をすべての子どもたち

に身に付けさせるとともに、教員のＩＣＴを活用した授業力の向上に向けた取組を支援します。 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

教育⽤コンピュータ１台当たりの児童⽣徒数 

学校における教育の情報化の実態等に関する調査において、「授業中にＩＣＴを活⽤して指導できる能⼒」を「わりにで

きる」「ややできる」と回答した教員の割合 

学校における教育の情報化の実態等に関する調査において、「情報モラルなどを指導する能⼒」を「わりにできる」「やや

できる」と回答した教員の割合 
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65.1 73.5
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80%

H23 H24 H25 H26 H27

北海道 全国

授業中にICTを活用して指導する能力

「学校における教育の情報化の実態等に関する調

査」（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

○ 情報活用能力の育成 

・ 発達の段階に応じ、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決し

たり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力を身に付ける学習指導を充実

します。 

 

・ 小学校段階では、各教科等において、キーボード等による文字の入力や電子ファイルの保

存・整理などの基本的な操作を確実に身に付けるための学習活動やプログラミング的思考を

育む教育活動の充実を図ります。 

  

・ 中学校段階では、小学校段階での基礎の上に、各教科等において、情報手段を適切かつ主

体的、積極的に活用できるようにするための学習活動の充実を図ります。 

 

・ 高等学校段階においては、コンピュータについての本質的な理解に資するプログラミング

や、より科学的な理解に基づく情報セキュリティーに関する学習活動の充実を図ります。 

 

・ 北海道の教育の情報化の目指す姿を示す「北海道における教育の情報化推進指針」を策定

し、指針に基づく取組が推進するよう支援します。 

 

○ ＩＣＴを活用した「分かる授業づくり」の実現 

・ 教職員が身近なところで専門性の高い研修が受けられるよう遠隔研修や日常的に使用して

いるＩＣＴ機器を活用したり、教科等でのＩＣＴ活用の内容を取り扱う教員研修などを通じ

て、教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図る取組を推進します。 

 

・ ＩＣＴを活用した遠隔授業や交流学習など教育環境を充実させるための取組を進めます。 

 

・ 整備による効果や導入事例の市町村への情報提供など、教育用コンピュータやネットワー

クなどの設備の計画的な整備を促進します。 

 

・ 学校において計画的に教育の情報化を推進するため、学校ＣＩＯの設置を促進します。       

 

○ 情報モラル教育の充実 

・ 児童生徒をネットトラブルの被害者にも加害者にもさせないよう、道徳の授業などにおけ

る情報モラル教育の一層の充実を図るとともに、啓発資料の配布など、保護者に対する普及

啓発にも取り組みます。 
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目標１ 社会で活きる力 

 

施策項目６ キャリア教育の充実 

■ 現状と課題 

・ グローバル化の進展等により、社会の変化が加速

度を増してきている中、学校と社会との接続を意

識し、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要

となる資質・能力を育み、子どもたちのキャリア発

達を促すことが重要となっています。 

 

・ 社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら生

き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人

として主体的に担う力など、主権者として求めら

れる力を育成することが求められています。 

 

・ 本道においては、小・中学校で、将来の夢や目標

を持っている児童生徒の割合が、全国と比べてや

や低い状況にあります。 

 

・ 高等学校では、進路の目標が定まらないまま卒業

を迎える生徒が一定程度存在することや、就職後

３年以内に離職する割合が全国に比べ10ポイン

ト程度高い状況にあります。 

 

■ 施策の方向性 

一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育てるキャリア教育

を推進するとともに、主体的に社会の形成に参画する意欲や態度を育成するよう主権者教育の

充実を図ります。 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

全国学⼒・学習状況調査において、「将来の夢や⽬標を持っている」について、「当てはまる」「どちらかといえば、当て
はまる」と回答した⼩学校６年⽣、中学校３年⽣の割合 

道⽴⾼等学校において、在学中に⾃⼰の在り⽅⽣き⽅を考え、主体的に進路を選択できる⼒を育成するため、インター
ンシップなどの体験的な学習活動を経験した⽣徒の割合 

道⽴⾼等学校において、卒業時に、進学や就職などの進路希望を設定できない⽣徒数 
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「将来の夢や目標を持っている」について「当てはまる」「どちら

かといえば当てはまる」と回答した児童生徒の割合の推移
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「全国学力・学習状況調査」（文部科学省）
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高校卒業後３年後の離職率の推移

北海道 全国

「新規学校卒業者の過去３か年度の在職期

間別離職状況」（北海道労働局）
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■ 施策の展開 

○ 一人一人のキャリア発達への支援の充実 

・ 小学校では、学級や学校での生活づくりに主体的に関わり、自己を生かそうとするととも

に、希望や目標をもち、その実現に向けて日常の生活をよりよくしようとする態度が培われ

るよう、学んだことを振り返りながら新たな学習を生活への意欲につなげる活動などの充実

を図ります。 

 

・ 中学校では、現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考え、学ぶことと働くことの

意義を意識して学習の見通しを立てたり、振り返ったりすることができるよう、職場体験な

どの充実を図ります。 

 

・ 高等学校では、主体的に地域を支える人材の育成や早期離職者の減少に向け、社会との接

続を重視し、望ましい職業観・勤労観を育成するため、キャリアガイダンスの充実や、社会

や職業にかかわる様々な事業所におけるインターンシップなどの体験的な学習活動の充実を

図ります。 

 

・ インターンシップについては、大学卒業が前提となる資格を要する職業等も対象とするな

ど、それぞれの学科の特色や生徒の特性を踏まえた取組を促進します。 

 

・ 就職未決定者に対する支援を充実させるため、関係機関と連携した雇用要請や職場開

拓、事業所訪問に取り組みます。 

 

○ 主権者教育の推進 

・ 小・中学校では、児童生徒に自分が社会の一員であり、主権者であるという自覚を持

たせることができるよう、社会科や総合的な学習の時間などにおいて児童生徒の発達の

段階に応じた学習を推進します。 

 

・ 高等学校では、生徒が主権者としての判断を適切に行うことができるよう、公民科は

もとより、各教科・科目、総合的な学習の時間、特別活動等において、話合いや討論等を

通じて生徒が自らの考えをまとめていく学習を推進します。 
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目標１ 社会で活きる力 

 

施策項目７ 産業教育の充実 

■ 現状と課題 

・ 科学技術やグローバル化の急速な進展に伴い、産

業構造が大きく変化するとともに、専門的な技術が

高度化しており、産業教育においては、このような

変化や高度化に対応するため、専門的な知識・技術

の定着を図ることはもとより、多様な課題に対応で

きる課題解決能力を身に付けた人材の育成が求め

られています。 

 

・ 本道では、高等学校の職業学科において、各学科

で学んだ知識や技能を生かした専門的な進路を選

択する者は、進学者で４割程度、就職者で７割程度、

全体で６割程度となっており、必ずしも学んだ専門

性を生かしているとは言えない状況にあります。 

 

■ 施策の方向性 

グローバル化や産業構造の変化等に対応できる人材を育成するため、高等学校の職業学科に

おける教育の目標を社会と共有するとともに、専門的な知識・技術の高度化に対応し、課題解

決能力を育成する産業教育を社会と連携しながら推進します。 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

職業学科を設置する道⽴⾼等学校において、企業や産業界、⼤学等と連携し、世界を視野に地域の課題解決に主体的に

取り組むなど、グローバル⼈材の育成に取り組む学校の割合 

職業学科を設置する道⽴⾼等学校において、⽣徒が学んだ専⾨性を⽣かして進路を選択した者の割合 
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職業学科で専門性を生かした進路を選択

した者の割合の推移

専門性を生かした進学者の割合

専門性を生かした就職者の割合

[％]

「職業教育関係教育課程に関する調査」（道教委）

[年度]
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■ 施策の展開 

○ グローバル化などの社会の変化や産業の動向等に対応した人材育成の推進 

・ 各職業分野に関する、持続可能な社会の構築やグローバル化・少子高齢化への対応等につ

いての課題を発見し、職業人としての倫理観をもって合理的かつ創造的に解決する能力を育

成するため、「課題研究」等の教科等横断的な授業の充実を図ります。 

 

・ 企業等での高度な技術等に触れる体験的・課題解決的な学習により、生徒の学ぶ意欲を高

めるとともに、産業界関係者等との対話や生徒同士の協議等を通して、生徒が自らの考えを

広げたり深めたりする学習活動の充実を図ります。 

 

・ 職業学科における学習成果発表会や海外での研修等を活用し、生徒が外国語によるコミュ

ニケーションへの興味・関心を高めるような指導方法の工夫・改善を図ります。 

 

・ ＩＣＴ等を活用し、海外の高校生など異なる文化や背景を持つ相手との合意形成に至る過

程を体験的に学習するなど、高度なコミュニケーション能力を身に付けたグローバル人材の

育成に取り組みます。 

 

○ 企業・大学等と連携した産業教育の充実 

・ 職業学科においては、社会に開かれた教育課程の理念を踏まえ、各産業に従事するために

必要な実践的かつ専門的な知識、技能及び態度を習得させるため、地域や産業界、企業等と

連携した取組の充実を図ります。 

 

・ 職業学科に学ぶ生徒が、今日的な最先端技術を学ぶことができるよう、大学や研究機関等

との接続に配慮した教育課程の編成・実施に取り組みます。 
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