
目標２ 豊かな人間性  

 

施策項目８ 道徳教育の充実 

■ 現状と課題 

・ 幼、小・中、高を通じて、人格の完成及び国民

の育成の基盤となる道徳性を育てる道徳教育の充

実が求められています。 

 

・ 全国学力・学習状況調査において、「学校のき

まり（規則）を守っている。」「自分にはよいとこ

ろがある。」と回答した児童生徒の割合が７割程

度であり、規範意識や、自尊意識等が低い傾向が

見られます。 

 

・ 高等学校では、学校全体で人間としての在り方

生き方に関する教育の充実が求められています。 

 

・ また、人権教育に関しては、学校や各学年の目標、教科等との関連などを示した全体計画

を作成し、人権教育に取り組んでいる学校は、平成 27 年で、小・中学校ともに約８割にと

どまっている状況にあります。 

 

■ 施策の方向性   

  子どもたちに規範意識や相互に個性や立場を尊重する態度、生命を大切にする心や思いやり

の心など豊かな心を育むため、教員の指導力の向上を通して道徳科の授業改善を推進し、道徳

教育の充実を図るとともに、発達の段階に応じて人権に関する正しい知識を深め、自他を尊重

する態度を育成する人権教育の取組を進めます。 

  

指標 ＜例⽰＞ 

道徳科の指導⽅針、内容との関連を踏まえた各教科等における指導の内容及び時期等を⽰した道徳教育の全体計画「別

葉」を作成した学校の割合 

全国学⼒・学習状況調査において、「学校のきまり（規則）を守っている」という質問に対して、「当てはまる」「やや当

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、「⾃分には、よいところがあると思う」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 

学校や各学年の⽬標、教科等との関連などを⽰した全体計画を作成し、⼈権教育に取り組んでいる学校の割合 

36.3 38.2

50.2

59.2

30%

40%

50%

60%

H24 H25 H26 H27 H28

学校のきまり（規則）を守っていますかに当

てはまると回答した児童生徒

小学校（道） 小学校（国）

中学校（道） 中学校（国）

「全国学力･学習状況調査」（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

○ 道徳教育の充実に向けた教員研修の推進 

・ 幼児教育段階における道徳性の芽生えの重要性について理解を深めるため、研修内容の充

実を図ります。 

 

・ よりよく生きるための道徳性を養う「考え、議論する道徳」の実現に向け、道徳科の指導

方法の工夫改善や指導体制の確立を図るための研修内容の充実を図ります。 

 

・ 道徳科において問題解決的な学習、道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れ

るなど、指導方法を工夫改善するための校内研修の取組を支援します。 

 

・ 高等学校では、実践事例の提供などを通して、特別活動及び公民科を中核とした学校全体

で行う人間としての在り方生き方に関する教育の充実を図ることができるよう校内研修を支

援します。 

 

○ 道徳教育を推進するための教材等の活用や開発 

 ・ 子どもたちの発達の段階に応じ、ふるさとを愛する気持ちを育てるため、北海道にゆかり

のある先人などを題材とした教材等を作成するとともに、これまで作成した「道徳教育に関

する校内研修の手引」、「北海道おもてなしハンドブック」、「きたものがたり」などの効果的

な活用を促します。 

 

○ 人権教育の充実 

・ 誰に対しても分け隔てをせず、公正、公平な態度で接し、自他を尊重する態度を育成する

ため、学校の教育活動全体を通じた人権教育の充実が図られるよう支援します。 

 

・ 生命を尊重する心や思いやりの心など、児童生徒の心の教育の重要性について広く周知す

るとともに、指導者のための研修会や関係者に向けたフォーラムを開催するなど、地域にお

ける人権教育の推進に取り組みます。 
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目標２ 豊かな人間性  

 

施策項目９ ふるさと教育の充実  

■ 現状と課題 

・ 自分たちの住む地域の豊かな自然環境や歴史、伝   

統、文化、産業等に理解を深め、郷土への誇りと愛

着を育み、これからの北海道を担う人づくりが求め

られています。 

 

・ 北海道の豊かで美しい大地は、先人が厳しい環境

の中で、開拓したものであることについて理解を深

めること、また、子どもたちの発達の段階に応じて

アイヌの人たちの歴史や文化等について正しい理

解を図ったり、北方領土について正しい知識を身に

付けたりすることが求められています。 

 

・ 全国学力・学習状況調査の結果によると、「地域や社会で起こっている問題や出来事に関

心がありますか」という質問に、「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答し

た児童生徒の割合が小・中学校とも全国平均を下回るなど、ふるさとに対する興味・関心が

低い傾向が見られます。 

 

■ 施策の方向性   

ふるさとに対する興味・関心をもち、地域社会の一員としてまちづくりにかかわる人材を育

てる施策を進めるとともに、アイヌの人たちの歴史や文化等に関する指導や北方領土に関する

指導など、ふるさと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、「地域や社会で起こっている問題に関⼼があるか」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 

アイヌの⼈たちの歴史・⽂化等に関する学習において、施設や⼈材を活⽤した体験を通した学習を⾏っている学校の割

合 

北⽅領⼟に関する学習において、施設や⼈材を活⽤した体験を通した学習を⾏っている学校の割合 

53%

67%

49%

64%

40%

50%

60%

70%

H25 H26 H27 H28

地域や社会で起こっている問題や出来事

に関心がありますか。

小学校（道） 小学校（国）

中学校（道） 中学校（国）

「全国学力･学習状況調査」（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

○ 身近な地域の自然環境や歴史、伝統、文化、産業等の理解の促進 

・ 地域の施設や人材、文化財、基幹産業など、身近な教育資源を積極的に活用した学習の充

実が図られるよう、実践事例の提供を行うなどの支援を行います。 

   

・ 自然環境の保全に寄与する態度を養う体験活動の充実が図られるよう、実践事例の提供を

行うなどの支援を行います。 
 

・ ７月１７日の「北海道みんなの日」（愛称：道みんの日）を含む７月に、「北海道みんなの

日条例」の趣旨を踏まえた教育活動が展開されるよう支援します。 
 

・ 児童生徒に地域に伝わる民俗芸能に触れる機会を提供することで、興味関心や郷土愛を育

むとともに、次代を担う後継者の育成や、民俗芸能の振興を図ります。 

 

○ アイヌの人たちの歴史・文化等に関する教育の充実 

・ 子どもたちがアイヌの人たちの歴史・文化等を正しく理解することができるよう、教師用

指導資料や子どもホームページの作成、初任段階教員等を対象にした研修会の実施などに取

り組むとともに、小・中学校における施設や人材等を活用した学習等に関する指導の在り方

について、実践事例の提供を行うなどの支援を行います。 
 

・ 市町村教育委員会が作成する小学校向け副読本の内容の充実などに向け、アイヌ教育相談

員を配置し、市町村教育委員会の求めに応じた助言などの支援を行います。 

 

○ 北方領土に関する教育の充実 

・ 子どもたちが北方領土への関心を高め、正しく理解することができるよう、初任段階教員

や指導主事を対象とした研修会の実施などに取り組むとともに、知事部局とも連携しながら、

小・中学校における学習資料の活用促進や人材を活用した学習等の充実が図られるよう支援

します。 

 

 

１ 「北海道みんなの日条例」の主な趣旨 
  道民が、北海道のこれまでの歴史や自然、文化、産業等についての理解と関心を深め、

北海道の価値を改めて認識し、道民であることを誇りに思う心を育むことにより、道民が
一体となってより豊かな北海道を築いていくことを主な趣旨としています。 

 
２ 北海道みんなの日（7 月 17 日） 
  松浦武史郎が、1869（明治２）年 7 月 17 日に「北加伊道」を含む６つの名前を候補

とする意見書を明治政府に提案し、その後、「北海道」と命名されたことにちなんで定めら
れました。 

 
３ 教育活動の例 
 ① 授業などの学校の教育活動において、北海道版道徳教材「きたものがたり」などを使

用し、北海道にゆかりのある偉人の学習を行う。 
 ② 授業などの学校の教育活動において、北海道にゆかりのある人物と身近な地域とのか

かわりを探ったり、その足跡をたどったりする学習を実施する。 
③ 学校祭などの学校行事等において、地域の歴史や文化等に関し、児童生徒による発表

を行う。 

「北海道みんなの日条例(平成 29 年 3 月 31 日制定)」について 
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目標２ 豊かな人間性  

 

施策項目１０ 読書活動の推進  

■ 現状と課題  

・ 読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創

造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に

付けていく上で大切なものです。 

 

・ 市町村におけるブックスタート事業（ブックスタート

事業に準じた事業を含む）の実施は進んでいるものの

「１日１０分以上読書をする」子どもの割合は減少傾向

にあるなど、読書習慣が十分に定着していない状況にあ

ります。 

 

・ 学校図書館における学校図書標準の達成率や学校司書

の配置率が全国平均と比較して低いほか、市町村立図書

館と連携している小・中学校の割合が全国平均と比較し

て低いなど、読書環境の充実を図るための地域全体の取

組が求められています。 

  

■ 施策の方向性   

  北海道子どもの読書活動推進計画を踏まえ、学校・家庭・地域における読書活動を推進し、

子どもの読書習慣の確立に努めるとともに、市町村立図書館や学校図書館における読書環境の

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、「家や図書館で、普段（⽉〜⾦曜⽇）、１⽇どれくらいの時間、読書をしますか」の

設問に対し、「１０分以上」と回答した⼩学校６年⽣、中学校３年⽣の割合 

学校図書館図書標準を達成している学校の割合（⼩・中学校） 

学校司書を配置している学校の割合 

公共図書館等から貸出しを受けたり、図書館司書や市町村教育委員会職員、ボランティアなどの外部⼈材が学校図書館

業務に携わったりするなど、関係機関と連携している学校の割合 

50%

60%

70%

H24 H25 H26 H27 H28

全道 全国

小学校 

40%

50%

60%

H24 H25 H26 H27 H28

全道 全国

中学校

学校の授業時間以外に、普段、１日あたり 10

分以上読書する児童生徒の割合 
（全国学力・学習状況調査） 
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■ 施策の展開 

○ 学校・家庭・地域における読書活動の推進 

・ 教職員への研修等を通じて、学校図書館の計画的な利用やその機能の活用、学校における

児童生徒の自主的、自発的な読書活動の充実を図ります。 

 

・ 親子で読書に取り組む「家読（うちどく）」の推進などを通じて、家庭での読書活動の充実

を図ります。 

 

・ 市町村立図書館や公民館等の施設が、地域のボランティアなどと連携し、読み聞かせ、ブ

ックトーク、ビブリオバトルなどの手法を活用した子どもが読書に親しむ機会を増やす取組

の実施など、地域における読書活動の促進を図ります。 

 

○ 読書環境の整備・充実 

・ 学校図書館資料の整備や学校司書の配置が図られるよう、市町村への働きかけを行うとと

もに、市町村立図書館と学校図書館が連携して読書環境を改善した事例などの情報提供を通

じて、学校図書館の環境の整備・充実への支援に取り組みます。 

 

・ 道立図書館の司書が市町村立図書館等へ訪問し、図書館運営の助言や支援等を行う運営相

談、学校での読書活動で活用できる本をセットで貸し出す学校図書館サポートブックスなど

の取組を通じて、市町村や学校における読書環境の整備・充実への支援に取り組みます。 
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目標２ 豊かな人間性  

 

施策項目１１ 体験活動の推進  

■ 現状と課題 

・ 体験活動は、人づくりの“原点”であるとの認

識の下、未来の社会を担う全ての青少年に、人間

的な成長に不可欠な体験を経験させるためには、

教育活動の一環として、体験活動の機会を意図的・

計画的に創出することが求められています。 

 

・ 国等の調査によると「自然体験や生活体験、お

手伝いといった体験が豊富な子どもや、生活習慣

が身についている子どもほど、自己肯定感や道徳

観・正義感が高くなる傾向がある。」とされており、

体験活動は、子どもたちの豊かな人間性の形成に

重要であり、心身の発達においても、乳幼児期か

らの家庭や地域、自然の中での豊富な刺激・体験

が重要であるとの指摘があります。 

 

・ 全国学力・学習状況調査（H27）によると、本道の子どもたちは、自然の中で遊んだこと

があるかなどの問いに「当てはまる」または「どちらかと言えば当てはまる」と回答した児

童生徒数は、全国平均と比較して低い状況にあることからも、本道の子どもたちに豊かな人

間性や社会性などを育むために、多様な体験活動の場を提供することが求められています。 

  

■ 施策の方向性   

  豊かな人間性を育み、社会の一員としての自覚を深めさせるため、幼少期から、学校や家庭、

地域における多様な体験活動や地域の特色を生かした体験活動を意図的・計画的に創出します。 

  

指標 ＜例⽰＞ 

道⽴⻘少年体験活動⽀援施設の利⽤者数 

道⽴⻘少年体験活動⽀援施設が実施する主催事業における未就学児（親⼦を含む）を対象とした事業の割合 

「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」 

報告書（H26） 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 
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■ 施策の展開 

○ 学校における多様な体験活動の推進 

・ 各学校において、体験活動のねらいを明確にし、特別活動や総合的な学習の時間など、教

育課程に適切に位置付けるとともに、各教科等の関連を図りながら、学校の教育活動全体を

通した取組を促進します。 

 

○ 地域の特色を生かした体験活動の推進 

・ 道立青少年体験活動支援施設ネイパルを核として、学校や地域、市町村、公立の青少年教

育施設等と連携し、地域が有する教育資源を生かした多様な体験活動に取り組みます。 

 

・ 体験活動のプログラムを充実させるため、道立青少年体験活動支援施設ネイパルにおいて、

自然体験をはじめ、社会体験や地域の文化や歴史に触れる体験、環境に関する学び等、幼少

期からの発達段階に応じた新たなプログラムの開発・提供に取り組みます。 

 

・ 子どもたちに地域が有する教育資源を生かした多様な体験活動を促進するために、学校・

家庭・地域・民間団体、市町村立、国立の青少年教育施設等と連携した取り組みを進めます。 

 

・ 道民への体験活動の普及・啓発のために、道立青少年体験活動支援施設ネイパルのホーム

ページ等を活用した、体験活動事業の広報や体験活動に関する各種資料等の情報発信に努め

ます。 
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目標２ 豊かな人間性  

 

施策項目１２ コミュニケーション能力の育成  

■ 現状と課題 

・ 急速な社会変化の中、様々な価値観や背景をもつ

人と人間関係を形成し、合意形成・課題解決するた

め、言語能力を高めることが求められています。 

 

・ 豊かな心を育むことや人間関係を形成する上で、

言語能力が重要であり、また、不登校や中途退学の

要因・理由としても、児童生徒の人間関係を形成す

る力やコミュニケーション能力に関するものが挙

げられることから、各教科において言語活動の充実

を図る必要があります。   

 

・ 全国調査の結果において、「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深

めたり広げたりすることができている」という質問に対して、「そう思う」と回答した本道

の児童生徒の割合が全国平均より低い傾向が続いているなど、話し合う活動を通じて考えを

深めたり、広げたりすることが十分ではない状況が見られます。 

 

■ 施策の方向性   

  児童生徒が自分の考えをもち、表現しながら考えを形成・深化させたり、よりよい人間関係

を形成したりすることができるよう、各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動等にお

ける言語活動の充実を図るとともに、コミュニケーション能力を高める学習活動の充実に向け

た取組を促進します。 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

全国学⼒・学習状況調査において、「学級の友達と（⽣徒）の間で話し合う活動を通じて、⾃分の考えを深めたり、広げ

たりすることができている」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、学級の友達と（⽣徒）の間で話し合う活動をよく⾏っていた」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、「⾔語活動について、国語科だけではなく、各教科、道徳、（外国語活動、）総合的な

学習の時間及び特別活動を通じて、学校全体として取り組んでいる」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 

25.4 26.4

19.4 20.2

0%

10%

20%

30%

小学校(道) 小学校(国) 中学校(道) 中学校(国)

「話し合う活動を通じて自分の考えを深め

たり、広げたりすることができていると思い

ますか」に「そう思う」と回答した割合

H26 H27 H28

「全国学力･学習状況調査」（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

○ 言語活動の充実 

・ 各学校における言語活動の改善・充実が図られるよう、各教科、道徳、総合的な学習の時

間及び特別活動等における言語活動の先進的な事例を収集し、発信と啓発に努めるとともに、

研修等を実施します。 

 

・ 各学校における言語環境の整備と教育課程の創意工夫が推進されるよう、学校教育指導等

において各学校の実態に応じた指導助言を行います。 

  

○ コミュニケーション能力を高める学習活動の充実 

・ 児童生徒が互いの考えや気持ちを認め合い、思いや考えを適切に表現することができるよ

う、各教科におけるディスカッションやディベート、異校種間の児童生徒の交流に関する効

果的な指導助言を行います。 

 

・ コミュニケーション能力を高める学習活動の充実が図られるよう、児童生徒の人間関係づ

くりやコミュニケーション能力育成についての資料を作成・配布します。 

 

・ よりよい人間関係を形成するために必要な社会的スキルを育成する活動を教育課程に位置

付けるよう指導・助言し、コミュニケーション能力を育成する取組を支援します。 
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目標２ 豊かな人間性  

 

施策項目１３ いじめ・不登校を解消する取組の充実  

■ 現状と課題 

・ いじめは、どの児童生徒にも生じ得るという

認識に立ち、ささいな変化や兆候を見逃さず、

緊張感をもって積極的に認知することが求め

られています。また、不登校は、早期からの支

援が重要であるという認識に立ち、要因を的確

に把握し、学校関係者や家庭、関係機関が情報

共有し、組織的・計画的に取り組むことが求め

られています。 

 

・ 本道におけるいじめの認知件数は、増加傾向

にあるものの、在籍児童生徒数に占める割合は

全国平均を下回り、いじめを認知している学校

の割合も全国平均の６割と比べ、４割程度と低

い割合になっていることから、より積極的ないじめの認知が求められています。 

 

・  また、認知したいじめの態様では、「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことを

される」が、高等学校と特別支援学校で増加の傾向にあり、こうしたネット上のいじめを未

然に防止するためには、情報モラル教育の充実はもとより、学校、家庭、地域、関係機関が

連携したネットパトロールなどの継続的な取組が求められています。 

 

・ 不登校については、在籍児童生徒数に占める割合は全国平均を下回るものの、ここ数年、

小・中学校においては増加傾向にあり、養護教諭やスクールカウンセラー、教育支援センタ

ー、病院等、学校内外の機関等で相談・指導等を受けていない児童生徒が一定程度在籍して

いるといった課題もあります。 

 

■ 施策の方向性   

  国の法令や指針、北海道いじめの防止等に関する条例等を踏まえ、いじめや不登校等の未然

防止、早期発見・早期対応に向け、教育相談体制の充実や児童生徒の人間関係を築く力の育成、

関係機関と連携した支援体制の整備・充実に取り組むとともに、ネット上のいじめなどインタ

ーネット上のトラブルから児童生徒を守る取組を推進します。 

  

指標 ＜例⽰＞ 

⽂部科学省調査の「いじめの認知件数」のうち、「解消しているもの」の割合 

⽂部科学省調査の「不登校児童⽣徒」のうち、「学校内外の機関等」において相談・指導等を受けた児童⽣徒の割合 

定期的にネットパトロールを⾏っている学校の割合 

3,261 件

5,573 件

36.1 %
40.6 %

94.7 % 96.9 %

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

0

2,500

5,000

7,500

H23 H24 H25 H26 H27

いじめの認知件数 認知した学校の割合 解消率

いじめの認知件数、認知した学校の割合及び解消率

（小・中・高・特） 

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査」（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

○ いじめへの取組の充実 

・ いじめの早期発見の取組を進めるため、定期的なアンケート調査や教育相談を実施すると

ともに、教職員相互が積極的に児童生徒の情報の集約と共有化を図る学校体制の充実を図り

ます。 

 

・ いじめの早期対応の取組を進めるため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーの配置拡充や大学等と連携した人材の育成、子ども相談支援センターの取組の推進など、

児童生徒や保護者への相談体制の充実を図ります。 

 

・ ネット上のいじめなどインターネット上のトラブルから児童生徒を守るため、学校、家庭・

地域の関係機関・団体や企業など、地域社会が連携を図り、インターネット等の危険性につ

いての指導やスマートフォン等のフィルタリングの徹底、ネットパトロールの実施などの取

組を推進するほか、ネット使用にともなうルールや注意事項など家庭で話し合う際のポイン

トを示した資料を作成・配布するなど、家庭等におけるルールづくりを一層進めます。 

 

○ 不登校への取組の充実 

・ 不登校児童生徒へのきめ細やかな支援を行うため、「児童生徒理解・教育支援シート」等を

活用し、教育支援センター・学校・家庭・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カー・児童相談所・福祉関係機関等が連携した地域ぐるみの支援体制に整備・充実を図りま

す。 

  

○ 教職員の資質・能力の向上と学校体制の充実 

・ いじめや不登校、中１ギャップ、高１クライシスの未然防止の取組を進めるため、教職員

の生徒指導・教育相談に係る資質・能力の向上と教師と児童生徒の好ましい人間関係を基盤

とした学校体制の充実を図ります。 
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目標３ 健やかな体 

 

施策項目１４ 体力・運動能力の向上 

■ 現状と課題  

・ 子どもの体力については、体力水準が高かった

昭和 60 年頃と比較すると、低下傾向には歯止め

が掛かっているものの、依然として低い状況にあ

ります。体力は、健康の維持のほか、意欲や気力

など精神面の充実にも大きく関わっていることか

ら、子どもたちが運動やスポーツの楽しさや喜び

を味わい生涯にわたって豊かに実践していくこと

ができるよう、学校における体育・保健に関する

指導の一層の充実や、学校、家庭、地域が連携し

た運動習慣の定着や生活習慣の改善のための取組

が求められています。 

 

・ 本道においては、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果における体力合計点が、小・

中学校・男女いずれも上昇し改善傾向にあるものの、依然として全国平均を下回っています。 

 

・ 「運動やスポーツをすることが好き」と回答した児童生徒の割合が全国平均よりも高く、

良い面も見られますが、授業以外での運動時間が少ない状況にあります。 

 

■ 施策の方向性 

子どもたちの体力・運動能力の向上を目指し、学校における体育・保健授業の改善及び体力

向上の取組を一層推進するとともに、学校、家庭、地域が一体となった児童生徒の運動機会の

充実に向けた取組を支援します。  

指標 ＜例⽰＞ 

「全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等調査」において、体⼒合計点の全国平均値を５０．０とした場合の北海道の⼩学校５

年⽣、中学校２年⽣の値 

「全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等調査」において、体育の授業以外で１週間に運動・スポーツの総運動時間が６０分以

上と回答した⼩学校５年⽣、中学校２年⽣の割合 

47.9
49.0 

47.1

48.347.9

48.4

45.8
46.5

45

50

H25 H26 H27 H28

体力合計点の推移（全国を50としたとき

の数値（Ｔ得点））

小学校男子 小学校女子

中学校男子 中学校女子

「全国体力･運動能力、運動習慣等調査」
（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

○ 学校における体力向上の取組の推進 

・ 児童生徒が運動や健康に関する課題を発見し、自らが考え工夫しながら、仲間とともに解

決して次の学びにつなげる主体的・協働的な体育・保健授業の実践例の普及啓発により授業

改善を推進します。 

 

・ 「１校１実践」など体育・保健授業以外の学校の創意工夫による体力向上の取組を推進し

ます。 

 

・ 児童生徒に、自ら健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現できる資質・能力を育

成するため、体育・保健授業の改善に向けた実践的な研修を通じて、小学校教員及び中・高

等学校、特別支援学校の体育担当教員の指導力の向上を図ります。 

 

・ 道内のプロスポーツ団体や総合型地域スポーツクラブ、大学等と連携を図り、児童生徒が

運動やスポーツに親しむことができる環境づくりを推進します。 

 

○ 学校、家庭、地域が一体となった児童生徒の運動機会の充実 

・ 本道の特色を活かした冬季における運動機会の充実も含め、年間を通じて運動やスポーツ

に親しみ、より一層好きになることができるよう、地域で開催されるイベント等への参加を

奨励するとともに、家庭や地域と連携を図り体力向上の取組を充実させます。 

 

・ 道立青少年体験活動支援施設ネイパルにおいて北海道の自然を生かした運動の楽しさを体

感できるプログラムを提供するなど、日常生活において体を動かす機会の充実に取り組みま

す。 

 

・ 運動の習慣をはじめ、望ましい生活習慣の定着を図るため、ＰＴＡや企業等と連携し、保

護者等を対象とした学習機会や情報の提供などに取り組みます。 
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目標３ 健やかな体 

 

施策項目１５ 食育の推進 

■ 現状と課題 

・ 栄養摂取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱 

れ等に起因する肥満や生活習慣病、食物アレルギー

等の健康課題が見られるほか、食品の安全性の確保

や食料自給率向上、食品ロス削減等の食に関わる課

題が顕在化していることから、児童生徒が食に関す

る正しい知識と望ましい食習慣を身に付けること

ができるよう、学校において食育を推進することが

求められています。 

また、地域の自然や文化、産業等に理解を深め、

食への感謝の念を育むとともに、地産地消の推進を

図るため、学校給食における地場産物の活用が求め

られています。 

 

・ 本道の児童生徒は、全国に比べ、朝食を毎日食べている割合が低いことや、肥満傾向の割

合が高いことなど望ましい食習慣の定着に課題があります。また、学校における食育の推進

に中心的な役割を担う栄養教諭の任用は進んでいるものの、組織的な食育推進体制が十分で

ない学校が見受けられます。 

 

・ 我が国有数の食料供給地域と言われる本道の特色を活かし、より安全・安心な学校給食を

提供するため、地場産物の使用拡大に努め、学校給食の教育的効果を引き出すよう取り組む

必要があります。 

 

■ 施策の方向性 

児童生徒の望ましい食習慣の定着を図るため、学校における栄養教諭が中心となった食育推

進体制の整備を通じて、学校、家庭、地域が連携した食育の取組を支援するとともに、安全で

安心な学校給食を提供するため、地場産物を活用した学校給食の充実と衛生管理の徹底を図り

ます。 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

全国学⼒・学習状況調査において、「朝⾷を毎⽇⾷べていますか」の設問に対して、「⾷べている」と回答した⼩学校６年

⽣、中学校３年⽣の割合 

学校給⾷における地場産物の活⽤状況（学校給⾷に使⽤した道産⾷材の割合（⾷品数ベース）） 

85.9

84.9

82.0 81.8
80%

90%

H24 H25 H26 H27 H28

朝食を毎日食べていると回答した児童生

徒

小学校（道） 小学校（国）

中学校（道） 中学校（国）

「全国学力・学習状況調査」（文部科学省）
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■ 施策の展開 

○ 学校、家庭、地域が連携・協働した食育の推進 

・ 学校教育活動全体を通じた食に関する指導の充実が図られるよう、栄養教諭を中心に、全

教職員が連携・協力した食育推進体制の整備とともに、校長や他の教職員への研修の充実に

取り組みます。 

 

・ 朝食摂取を含む望ましい生活習慣の定着を図るために、学校、家庭、地域が連携した「早

寝早起き朝ごはん」運動や、地域の生産者団体・他機関等と連携し、農林漁業体験や食品の

調理に関する体験の機会の提供等の推進に取り組みます。 

 

○ 安全・安心な学校給食の充実 

・ 本道の特色や、地域の自然や産業をはじめ、北海道の食文化などに対する理解を深め、食

べ物を大切にする心や感謝の気持ちを育むとともに、道産食材の特徴や利点への理解を促す

など学校給食に地場産物を積極的に活用するための取組を推進します。 

 

・ 児童生徒の食物アレルギーについて、市町村等に対して給食施設設備等の状況に応じた対

応を実施するための指導助言を行うとともに、医療・消防機関等との連携体制を構築し、緊

急時を想定した実践的な研修を実施するなど学校給食の安全性の確保を図ります。 

 

・ 学校給食施設訪問等を通じて、点検や指導を行うとともに、研修の充実などにより、学校

給食関係者の衛生管理の徹底と衛生意識の向上を図ります。 
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目標３ 健やかな体 

 

施策項目１６ 健康教育の充実 

■ 現状と課題 

・ 生活習慣の乱れやアレルギー疾患の増加、メ

ンタルヘルスの問題など、子どもたちの健康課

題は多様化しており、学校、家庭、地域が連携・

協働して社会全体で子どもの健康づくりに取り

組んでいくことが求められています。 

また、情報化社会の進展により、様々な健康

情報や性・薬物等に関する情報の入手が容易に

なっており、子どもたちが、健康情報や性に関

する情報等を正しく選択して適切に行動できる

ようにするとともに、薬物乱用防止等を徹底す

ることが求められています。 

 

・ 本道においては、むし歯（う歯）を有する児童生徒が、すべての学校種において減少傾向

にあるものの、12 歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数が依然として全国平均

を上回っているほか、肥満傾向やアレルギー疾患を有する児童生徒の割合が全国と比較して

高い傾向にあります。 

 

・ このような様々な健康課題に対応するためには、学校、家庭、地域が連携・協働し、子ど

もたちの健康づくりを推進するための組織である学校保健委員会の活性化が重要ですが、設

置していない学校や、設置していても開催していない、または年１回のみ開催している学校

が多く、充実した活動が行われていない状況にあります。 

 

■ 施策の方向性   

子どもたちが生涯にわたって健康な生活を送ることができるようにするため、心身の健康に

関する知識や技能、適切な意思決定や行動選択などの資質や能力の育成を図るとともに、学校、

家庭、地域が連携・協働して、子どもたちの健康に関する実態を適切に把握し、課題の解決を

図る体制の整備を推進します。 

指標 ＜例⽰＞ 

フッ化物洗⼝を実施している⼩学校の割合 

学校保健委員会を、年間に複数回開催している⼩・中学校、⾼等学校の割合 

17.3 18.7 
21.3 20.2 

23.0 
27.5 

34.2 35.2 

41.7 
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H26 H27 H28

学校保健委員会を年間に複数回

開催している学校の割合

小学校 中学校 高等学校

（％）

「体育・保健・安全に関する調査」（道教委） 
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■ 施策の展開 

○ 生涯にわたって健康な生活を送るための適切な意思決定や行動選択などの資

質・能力の育成 
 

・ 適切な歯磨きや甘味の制限に関する保健指導や、フッ化物洗口による保健管理など、歯・

口腔の健康づくりや望ましい生活習慣の定着に向けた取組を推進します。 

 

・ 警察等の関係機関と連携し、児童生徒が薬物乱用の有害性や危険性について理解を深める

指導方法などに関する研修等を通して、指導力の向上を図ります。 

 

○ 学校、家庭、地域が連携・協働した体制の充実 

・ アレルギー疾患やメンタルヘルスの問題など、児童生徒等の健康に関する実態を的確に把

握し、学校医等の助言のもと、教職員が共通理解を図り、児童生徒等を組織的に支援する校

内体制づくりを推進します。 

 

・ 学校、家庭、地域の関係機関等と連携した計画的・組織的な取組の実践例の普及啓発や、

地域や児童生徒等の実態に応じた効果的な取組を協議する研修会の実施などを通して、学校

保健委員会の活性化を図ります。 

 

・ 養護教諭等による健康相談や保健指導の充実を図るため、医師・薬剤師・保健師など地域

の専門家の派遣や多様化した健康課題に関する情報提供などの取組を推進します。 
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