
目標４ 学びを支える家庭・地域  

 

施策項目１７ 家庭教育支援の充実 

■ 現状と課題 

・ 近年、核家族化や少子化等の家族形態の変化や、

地域社会のつながりの希薄化等を背景に、子育て

の悩みや不安を抱えたまま保護者が孤立してしま

うなど、家庭教育が困難な現状が指摘されていま

す。 

 

・ 子どもたちの豊かな心と健やかな体を育み、確

かな学力を身につけていくには、望ましい生活習

慣の定着が重要ですが、全国調査の結果によると、

家庭での学習習慣が定着していないことやテレビ

等の視聴時間が長いなど、十分に定着していない

状況にあります。 

 

■ 施策の方向性   

子どもの望ましい生活習慣の定着に向けた取組を促進するとともに、市町村や関係団体、企

業等との連携・協働による地域における家庭教育支援活動を支援し、家庭の教育力の向上を図

ります。 

  

指標 ＜例⽰＞ 

全国学⼒・学習状況調査において、「普段（⽉〜⾦曜⽇）、１⽇当たりどれくらいの時間、テレビゲーム（コンピュータゲ

ーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含む）をしますか」という設問に対して、「２時間

以上」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、「毎⽇、同じくらいの時刻に寝ていますか」の設問に対して、「寝ている」及び「どち

らかといえば、寝ている」と回答した⼩学校６年⽣、中学校３年⽣の割合 

「北海道家庭教育サポート企業等制度」に登録している企業数 

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（再掲） 

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（再掲） 
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「全国学力･学習状況調査」（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

〇 家庭教育に関する学習機会の充実 

・ 学校、家庭、地域の教育関係者が参加し、保護者が家庭での学習習慣の定着に向けた取組

について学んだり、家庭学習に関する悩みを他の保護者と共有したりすることができる研修

会を実施します。 

 

・ ＰＴＡ等の関連機関と連携して、親子のふれあいの場の提供、子どもたちの発達や望まし

い生活習慣の定着に関する啓発資料の作成、電子メディアの適切な利用に関する学習機会の

提供を行います。 

 

〇 家庭教育支援のための環境づくり 

・ 市町村における、地域において家庭教育支援を担う人材の育成・資質向上など、家庭教育

支援体制の充実に向けた取組を支援します。 

 

・ 関係団体や企業等の家庭教育支援の取組の普及に向け、北海道家庭教育サポート企業等に

おける子育て環境づくりや家庭教育にかかわる啓発等の取組を促進します。 

 

・ 子育てに不安や悩みを持つ保護者をサポートする「子育てカウンセリング」事業や、いじ

め・不登校などに悩む子どもや保護者をサポートする「子ども相談支援センター」事業によ

る電話や電子メール、来所などの方法により、いつでも気軽に相談することができる機会の

提供に取り組みます。 
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目標４ 学びを支える家庭・地域 

 

施策項目１８ 幼児教育の充実 

■ 現状と課題 

・ 近年、幼児期に忍耐力や協調性といった非認知的

能力を身に付けることが、その後の生活に大きな差

を生むという研究成果など幼児教育の重要性への

認識が高まっています。 

 

・ 本道においては、幼児教育と小学校との接続が十

分であるとはいえない状況にあり、幼稚園、保育所、

認定こども園等における幼児教育の質の向上を図

るとともに、幼児教育と小学校教育の円滑な接続に

向けた取組を一層充実する必要があります。 

 

■ 施策の方向性   

幼稚園が地域における幼児期の教育センターとしての役割を果たしていくため、子育て支援

活動の推進を図るとともに、幼児期における教育の質の向上が図られるよう、幼稚園、保育所、

認定こども園等と小学校との連携を促進します。 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

域内の幼稚園、認定こども園及び保育所、並びに⼩学校間の意⾒交換や合同の研修会の機会を設けている市町村の割合 

多くの親が集まる機会を活⽤した⼦育て講座の実施状況 
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■ 施策の展開 

○ 幼稚園教育の充実 

・ 社会環境の変化等に伴う幼児教育の多様な展開に対応するため、幼稚園や認定こども園等

の教員、保育士などを対象とした研修等を通じて、資質と専門性の向上を図ります。 

 

・ 法令や幼稚園教育要領等に基づく教育課程の適切な編成、実施に向けて、指導主事等が幼

稚園等を訪問し、教育活動や保育の改善を支援します。 

 

○ 幼稚園、保育所、認定こども園等と小学校との連携の促進 

・ 多様化する就学前の子どもに関する教育・保育のニーズに適切に対応するため、幼稚園、

保育所、認定こども園等と小学校の関係者による合同研修の場を設定し、幼稚園教育要領等

に示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえたカリキュラム・マネジ

メントに基づく発達や学びの連続性を確保した取組を促進します。 

 

・ 幼児教育と小学校の各教科等における教育との接続が充実するよう、幼児教育施設と小学

校の教職員が共同でスタートカリキュラムを作成する取組を推進します。          

 

・ どの子どもも安心して小学校生活を送ることができるよう、各市町村による幼児教育施設

と小学校の教職員とが面談で引継ぎできる場の設定を促進します。 

 

〇 子育て支援活動の推進 

・ 乳幼児検診や就学時検診など、多くの親が集まる機会を活用した子育て講座やブックスタ

ートの普及を促進します。 

59



目標４ 学びを支える家庭・地域  

 

施策項目１９ 学校と地域の連携・協働の推進 

■ 現状と課題 

・ 少子高齢化や地域社会のつながりの希薄化等

が進む中、学校が抱える課題は複雑化・困難化

しており、学校と地域が目標やビジョンを共有

し、一体となって子どもたちを育んでいくため、

学校と地域がパートナーとして連携・協働した

組織的・継続的な取組が求められています。 

 

・ 地域住民等が学校運営に参画するコミュニテ

ィ・スクールは年々増加していますが、地域や

学校種により導入状況に違いがあるため、教職

員や地域住民等の制度内容や成果等への理解を

一層深めるとともに、学校や地域の実情等を踏

まえながら導入を進めることが必要です。 

 

・ また、放課後や休日などにおける子どもの活動拠点づくりについては、全道的に取組が進

んでいますが、幅広い地域住民の理解と積極的な参画が十分ではないという状況にあります。 

 

・ こうした取組を効果的に進めるためには、学校と地域をつなぐ連絡・調整の役割を担う社

会教育主事有資格教員や地域人材を育成し活用していくことが必要です。 

   

■ 施策の方向性   

学校と地域が一体となって子どもたちの成長を支えるため、コミュニティ・スクールを導入

し、地域の教育力を活かした学校づくりとともに、地域の特色を活かした子どもの活動拠点づ

くりの推進を図ります。 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

全国学⼒・学習状況調査において、「学校⽀援地域本部などの学校⽀援ボランティアの仕組みにより、保護者や地域の⼈

が学校における教育活動や様々な活動に参加してくれますか」という質問に対して、「よく参加してくれる」「参加して

くれる」と回答した学校の割合 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導⼊・推進状況等の調査において、コミュニティ・スクールが導⼊

されている公⽴学校の割合 
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「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の指定・

推進状況等について」（文部科学省） 
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■ 施策の展開 

○ 地域の教育力を活かした学校づくりの推進 

・ 小・中・義務教育学校においては、幅広い地域住民等が学校運営に参画し、学校と地域が

力を合わせて子どもの成長を支えるコミュニティ・スクールについて、全ての学校への導入

を進めます。 

 

・ 高等学校においては、地域住民や保護者等が学校運営や教育活動に参画する既存の機会等

を拡充するとともに、地域と一体となった教育活動を行うことができるよう、コミュニティ・

スクールの導入を進めます。 

 

・ 特別支援学校においては、学校と地域が連携・協働しながら社会全体の様々な機能を活用

して教育活動の更なる充実を図ることができるよう、学校の特性や地域の特色を活かして、

コミュニティ・スクールの導入を進めます。 

 

・ 子どもたちが多様な体験活動を行うことができるよう、経験や技能を持つ地域人材を活用

した、魅力のある教育活動や、子どもたちの補充的な学習サポートの機会の推進を支援しま

す。 

 

○ 地域の特色を活かした子どもの活動拠点づくりの推進 

・ 全ての子どもたちが放課後や休日等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動ができるよ

う、地域の実情に応じた、子どもの活動拠点づくりを支援します。 

 

・ 学校と地域が連携・協働して、地域の子育てのビジョンを踏まえた「緩やかなネットワー

ク」を形成する「地域学校協働活動」の充実を支援します。 

 

・ 学校を核とした地域の様々な機関や団体、企業等との連携・協働による取組を充実するた

め、学校教育と社会教育が連携した創意工夫ある取組を拡げ、学校と地域をつなぐ知見等を

有する社会教育主事有資格教員や地域人材の育成・活用に取り組みます。 
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目標４ 学びを支える家庭・地域  

 

施策項目２０ 学びのセーフティネット 

■ 現状と課題 

・ 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左

右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて

連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の

機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に

推進することが求められています。 

 

・ 文部科学省が実施している「就学援助実施状況等調

査」の結果から、本道は、全国に比べ、就学援助を受

ける児童生徒の割合が高いことが明らかとなってお

り、子どもの貧困対策に関する取組を積極的に展開

していく必要があります。 

 

・ 知事部局が平成２８年度に実施した「北海道子どもの生活実態調査」の結果から、各種の

支援制度やサービスについて全く知らなかった、利用の仕方が分からなかったと回答した保

護者がいる一方で、保護者が情報を得るための手段として、学校からのお便りが最も高いこ

とが明らかとなっています。支援を必要とする家庭に対し、各種制度の積極的な周知徹底に

努める必要があります。 

 

・ 経済的な理由で、就学の機会が損なわれることがないよう、小・中学校においては、市町

村による就学援助が、高等学校等では、授業料の負担を軽減する就学支援金や返済の必要の

ない給付金の支給制度が、特別支援学校等では、特別支援教育就学奨励費により、就学のた

めに必要な経費を負担する支援が、それぞれ実施されており、引き続き経済的支援の充実を

図る必要があります。 

 

・ 経済的な理由や家庭の事情等で、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身に

付いていなかったりする子どもたちなどに対して、地域住民等の協力を得ながら、学習支援

や体験活動を行う機会の充実を図る必要があります。 

 

・ 近年の家庭環境の多様化や地域社会の変化により、課題を抱える家庭に対して、きめ細か

な対応を行うため、家庭、学校、地域の関係機関をつなぐスクールソーシャルワーカーによ

る支援や教育相談体制の拡充を図る必要があります。 

 

・ 戦後の混乱や生活困窮、病気などの理由で義務教育を十分に受けることができなかった

方々などに対し、教育の機会を確保していく必要があります。 
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■ 施策の方向性   

子どもの将来がその生まれ育った環境等によって左右されることなく、健やかに育成される

よう、就学に係る経済的支援の推進や相談機能の充実、多様な学習機会の提供や子どもの居場

所づくりなど、教育環境の向上のための取組の充実を図ります。また、教育支援はもとより、

生活支援、保護者に対する就労支援、経済的支援等の施策を総合的かつ効果的に推進して

いく必要があることから、知事部局との緊密な連携に取り組みます。 

   

■ 施策の展開 

○ 就学に係る経済的支援の推進 

・ 市町村が実施している要保護者及び準要保護者に対する就学援助制度をはじめ、高校生に

対する就学支援金や奨学給付金制度、特別支援学校等への就学に対する就学奨励制度等につ

いて、制度の適正な運用と、児童生徒や保護者等への積極的な周知に努めます。 

 

○ 相談機能と支援体制の充実 

・ 課題を抱える家庭に対して親子の状況等に応じたきめ細かな対応を行うため、スクールソ

ーシャルワーカー等の配置の拡充や効果的な活用を進め、福祉等関係機関と連携した支援や

教育相談体制の充実を図ります。 

 

○ 多様な学習機会の提供や子どもの居場所づくり 

・ 関係機関との連携の下、地域人材を活用した魅力のある教育活動や、子どもたちの補充的

な学習サポートの機会の推進を支援するとともに、地域の実情に応じた安全・安心な子ども

の活動拠点づくりを支援します。 

 

・ 義務教育段階の教育を十分に受けることができなかった方々などに対する教育機会の確保

に向け、市町村教育委員会などと連携し取り組みます。 

 

○ 各種の支援制度や相談窓口等の積極的な情報提供 

・ 子どもの貧困対策に関する各種の支援制度や相談窓口等を分かりやすく紹介するリーフレ

ットを作成するなど、児童生徒や保護者に対する積極的な情報提供に取り組みます。 

指標 ＜例⽰＞ 

保護者に対するアンケート調査中、年収３００万円未満の各階層において、就学援助制度などの制度やサ
ービスを全く知らなかったとする保護者の回答率 
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目標５ 学びをつなぐ学校づくり 

 

施策項目２１ 学校段階間の連携･接続の推進 

■ 現状と課題  

・ 初等中等教育全体を見通しながら、教育課

程に基づく教育活動を展開する中で、子ども

たちに必要な資質・能力がバランスよく育ま

れるよう、幼小、小中、中高といった学校段階

間の円滑な接続や教科等横断的な学習の重視

が求められています。 

 

・ 幼児教育と小学校教育の接続については、

スタートカリキュラムを編成している小学校

の割合が、約６割にとどまっております。 

 

・ 小学校教育と中学校教育の接続については、本道では、同一中学校区内の小・中学校間に

おいて、教育目標の共有などを行っている小・中学校が全国と比べて少ない状況にあります。

また、義務教育９年間を通じて、子どもたちに必要な資質・能力を確実に育むため、小中一

貫教育を推進することが求められています。 

 

・  中学校教育と高等学校教育の接続については、義務教育段階で身に付けておくべき資質・

能力をしっかりと育成した上で、高等学校の学びにつなげるとともに、高等学校においては、

必要に応じて、義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るなど、高等学校段階の学びの

共通性の確保を確かなものにしていくことが求められています。 

 

■ 施策の方向性   

  児童生徒の発達段階に応じた系統的な教育活動の充実を図るため、学校間の接続を意識した

教育課程の編成･実施や指導方法の工夫・改善を図るとともに、各学校間の連携を促進します。 

 

指標 ＜例⽰＞ 

⼩学校⼊学後のスタートカリキュラムを編成している⼩学校の割合 

全国学⼒・学習状況調査において、「近隣等の中学校（⼩学校）と、教育⽬標を共有する取組を⾏った」という質問に対

して「よく⾏った」と回答した学校の割合 

全国学⼒・学習状況調査において、「近隣等の中学校（⼩学校）と、教科の教育課程の接続や、教科に関する共通の⽬標

設定など、教育課程に関する共通の取組を⾏った」という質問に対して「よく⾏った」と回答した学校の割合 

近隣の中学校と互いの教育活動について共通理解を図る場を設けている⾼等学校の割合 

 

 

「平成 28 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 

○ 幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との連携 

・  幼児教育で身に付けたことを各教科等の学びにつなげる指導の充実を図ることができるよ

う、スタートカリキュラムに関する手引を作成・配付するとともに、地域や学校の実態に応

じた支援を行います。 

 

○ 小学校と中学校との連携 

・ 同一中学校区内の小学校と中学校が教育目標を共有し、教育課程に関する共通した取組の

充実を図ることができるよう、小中一貫教育の成果を普及するとともに、地域や学校の実態

に応じた支援を行います。 

 

・ 小中一貫教育に関する方針や資料を作成するとともに、研修会等を実施し、優れた取組の

普及・啓発を図るなど、地域や学校の実態に応じた小中一貫教育の導入を支援します。 

 

○ 中学校と高等学校との連携 

・ 高等学校において、必要に応じて学び直しの視点を踏まえた教育課程を編成するなど、中

高一貫教育の実践で得た成果と課題を踏まえ、子どもたちの現状や地域の実情に応じて、中

学校と高等学校の連携の充実に向けた取組を促進します。 

65



目標５ 学びをつなぐ学校づくり 

 

施策項目２２ 本道の地域特性等を踏まえた特色ある高校づくり 

■ 現状と課題 

・ 近年、生徒数の減少や多様化・複雑化する社会状

況の変化等を背景に高校の小規模校化や再編整備

などが進む中、地域の実情に応じて、高い志や意欲

を持つ自立した人間として、他者と協働しながら未

来を創り出し、課題を解決する人材を育成するた

め、社会の変化や時代の要請に応える高校づくりが

求められています。 

 

・ グローバル化や情報化の進展などの社会の急速

な変化や、生徒の興味・関心、進路希望等の多様化

に対応するため、総合学科、単位制、中高一貫教育

など多様なタイプの高校を設置するとともに、広域

分散型である本道の特性を踏まえ、地域における教

育環境を充実することが求められています。 

 

・ 本道では、地域の教材や学習環境を活用した教育活動を行っている高校の割合は６割程度

にとどまっている状況にあります。 

 

■ 施策の方向性 

全ての生徒が自立して社会で生きるとともに、個人として豊かな人生を送ることができるよ

う、地域の実情、生徒の実態等を踏まえ、地域の自然環境や人材などの教育資源を活用した地

域とつながる高校づくりや、多様なタイプの高校の配置を進めるなど活力と魅力のある高校づ

くりを推進します。 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

総合的な学習の時間における地域の教材や学習環境の活⽤の割合（全⽇制） 

総合学科⼜は、単位制の⾼等学校を設置している通学区域の割合 

管内公立高等学校状況調査票（道教委）
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■ 施策の展開 

○ 地域の特性を生かした教育活動の推進 

・ 地域の特性を生かした教育活動を推進するため、地域の実情や生徒の実態等を踏まえ、地

域の自然環境や人材などの教育資源を活用した特色ある教育課程の編成・実施を促進します。 

 

・ 高校においては、地域が持つ教育資源を活用しながら本道の産業を担う有為な人材を育成

するため、「地域の人材は地域で育てる」との視点を地域の産業界等と共有しながら、一つ

のテーマを研究したり、商品開発から製造、販売までの一連の学習活動を行うなど、広い視

野でよりよい社会の構築に向けて取り組むことができるよう、学習方法の工夫・改善を図り

ます。 

 

・ 他の学校への通学が困難な地域にある小規模校などに対し、ＩＣＴを活用した遠隔授業な

どの充実を図ります。 

 

〇 活力と魅力のある高校づくりの推進 

・ 「これからの高校づくりに関する指針」に基づき、教育水準の維持向上と教育の機会均等

を図る観点から、地域の実情等を考慮しながら、適切な高校配置を進めます。 

 

・ 総合学科、単位制、中高一貫教育などの多様なタイプの高校については、それぞれの特色

を生かしながら、その機能を一層発揮できるよう、教育活動の充実を図ります。 
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目標５ 学びをつなぐ学校づくり 

 

施策項目２３ 学校施設・設備の充実  

■ 現状と課題 

・ 学校施設は、多くの児童生徒等の学習・生活等

の場であるとともに災害等の際の地域住民の応急

避難所等としての役割を果たすことから、安全性

を確保することは極めて重要です。 

 

・ 道内の市町村立小・中学校の耐震化率は、全国

平均を下回っており、天井、外壁や窓ガラスなど

の非構造部材を含め、耐震化を一層推進する必要

があります。また、環境等に配慮した学校施設の

整備を進める一方で、老朽化している施設は増加

しており、改築や長寿命化改修等による整備が必

要となっています。 

 

・ 公立学校の普通教室の無線ＬＡＮ整備率（平成 28 年 3 月 1 日現在）は、22.4％にとど

まっているほか、学校図書館図書標準を達成している学校の割合は、小・中学校ともに全国

平均を大きく下回っており、学校における情報化の対応や多様な教育活動を展開するため、

教育設備の整備充実に取り組む必要があります。 

 

■ 施策の方向性   

安全・安心な学習・生活環境を確保するとともに、時代の変化に応じ多様化する教育内容・

方法の変化に対応するため、学校施設・設備の整備を進めます。 

指標 ＜例⽰＞ 

公⽴学校施設の耐震改修状況調査において、「全棟数」に占める「耐震性がある棟数」の割合 
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■ 施策の展開 

○ 道立学校の施設設備の整備充実 

・ 施設の老朽化対策として、長寿命化改修等を計画的に実施し、耐用年数以上の長期間の

使用に努めることとします。 

特別支援学校の幼児児童生徒数増に伴う施設の狭隘化の解消のほか、障がいの重度・重

複化や教育の内容・方法の変化に対応した施設の整備を図ります。 

 

・ 教育課程を実施する上で必要な教育用設備（実習用設備、ＩＣＴ機器や理科教育設備な

ど）のほか、学校図書館用図書等の学校設備の充実を図ります。 

 

○ 幼稚園、小・中学校の施設設備の整備充実  

・ 施設の老朽化対策として長寿命化や耐震化を一層推進するとともに、ＩＣＴ機器や理科

教育設備、学校図書館用図書等の学校設備の整備充実が図られるよう、市町村に対する計

画的な整備の働きかけを行います。 
 

※ 注１ 平成 28 年度学校図書館の現状に関する調査結果(H27 年度末) 
注 2 平成 27 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(H28.3.1 現在) 

 

○ 環境・健康等に配慮した施設の整備 

・ 木材や再生可能エネルギー設備の導入等により、エコスクールの整備を促進するととも

に、シックハウスやアスベストへの対策等、健康に配慮した学校施設の改善を図るため、

市町村に対する情報提供を行います。 

  

区 分 

小・中学校における学校図書館図

書標準の達成状況（割合）(注１) 

普通教室の無線 LAN 整備率（全校

種）(注２) 

  北海道 全国平均 北海道 全国平均 

小学校 35.2％ 66.4％ 
22.4％ 26.1％ 

中学校 38.0％ 55.3％ 
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目標５ 学びをつなぐ学校づくり  

 

施策項目２４ 教員の養成･採用･研修  

■ 現状と課題 

・ 近年の教員の大量退職・大量採用の影響等によ

り、教員の経験年数の均衡が崩れ始め、先輩教員か

ら若手教員への知識・技能の伝承が難しくなってい

ます。また、広域分散型の本道においては教職員数

が少ない小規模校が多く、一人一人の教員が担う役

割は大きくなっています。 
 

・ 学習指導要領の改訂を踏まえ、教員には、主体的・

対話的で深い学び(アクティブ･ラーニング)の視点

からの学習過程の改善、小学校における外国語教育

の早期化・教科化などの新たな課題に対応できる力

量を高めることも求められています。 

 

・ 教員養成を担う大学や、市町村教育委員会などの関係機関と目標を共有し、養成・採用・

研修に連携して取り組むことの重要性が高まっています。 

 

・ 全道的な教育水準の維持向上や学校の活性化を図る観点から、各学校における年齢構成等

の適正化を図るため都市部と郡部間の異動促進や免許外教科担任の解消なども重要な課題で

す。 

 

■ 施策の方向性   

教員の資質能力の向上に向けて、教員養成大学をはじめとする関係機関と連携して教員の養

成・採用・研修の一体的な改革を進めるとともに、広域分散型の本道において求められる人事

配置や研修の充実に取り組みます。 

 

  

指標 ＜例⽰＞ 

教員が道教委の研修に参加し、その成果を教育活動に積極的に反映している学校の割合 

道内の教員養成⼤学における教員養成カリキュラムが、道教委が策定する「教員育成指標」を踏まえたものとなってい

る割合 
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■ 施策の展開 

○ 教員の養成・採用・研修の一体的改革 

・ 教員育成協議会において、「教員育成指標」を踏まえた北海道において求める教員の確保・

育成に関する新たな取組の検討を行うとともに、大学や教育委員会等と連携を図りながら、

教員の養成・採用・研修の一体的な改革を推進します。 

      

○ 教員の採用・配置 

・ 教員の採用選考検査について、不断に見直しを行い、選考検査の方法や内容の充実に努め、

教員としてふさわしい資質や能力を備えた人材の確保に取り組みます。 

 

・ 育成を念頭においた初任者の配置、都市部と郡部間の異動促進や免許外教科担任の解消な

どを進めるとともに、教職員の年齢や経験などを踏まえて、各学校における教職員構成の適

正化に向けた教職員人事を進めます。 

 

・ 校長をはじめとする管理職の評価能力の向上を図り、教職員の人事評価を適切に実施する

とともに、優れた実践活動を行う教職員に対する表彰を実施します。 

 

○ 教職員の研修の充実 

・ 「教員育成指標」を踏まえ策定する「教員研修計画」に基づき、初任段階、中堅段階、ベ

テラン段階などの教員のキャリアステージに応じた研修を実施します。 

 

・ 広域分散型の本道の特性を踏まえ、地理的条件などに関わらず教職員が研修の機会を確保

できるよう、遠隔システムを活用しながら、教育課題に対応した研修を実施します。 
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目標５ 学びをつなぐ学校づくり  

 

施策項目２５ 学校運営の改善 

■ 現状と課題 

・ 道教委では、平成 20 年度に実施した「教育職員の時間外勤務等に係る実態調査」の結果

を踏まえ、「教育職員の時間外勤務等の縮減に向けた取組方策」を策定し、様々な取組を進

めてきましたが、学校を取り巻く環境は複雑化・多様化しており、教職員の多忙化が依然と

して解消されていない状況にあることから、教職員が子どもと向き合う時間を確保できるよ

う、時間外勤務等の縮減に向けた取組を一層推進する必要があります。 
 

・ 学校が、複雑化・多様化する課題を解決し、子どもに必要な資質・能力を育むためには、

管理職のリーダーシップの下で、教職員がそれぞれの力を発揮し、伸ばしていくことができ

るよう、学校のマネジメント機能を強化し、組織として教育活動に取り組む体制を作り上げ

る必要があります。 
 

・ 道教委では、これまで副校長や主幹教諭の配置を

進めてきましたが、学校の組織力を一層高めるた

め、効果的な活用や配置の促進について検討してい

く必要があります。 
 

・ コンプライアンス確立月間における教職員の不

祥事防止に向けた集中的な取組や不祥事の再発防

止に向けた研修資料の充実など、服務規律の徹底に

取り組んでいるところですが、わいせつ行為や体

罰、飲酒運転など、教職員の不祥事が後を絶たず、

道民の教育に対する信頼を損ないかねない状況に

なっています。 
 

・ 教職員の健康管理については、公立学校共済組合北海道支部と連携し、電話又は面談によ

る心の健康相談を実施するなど、心身の健康の保持増進に努めてきたところですが、病気休

職者の中で「心の病」を原因とする休職者の割合が依然として高い傾向にあります。 

 

■ 施策の方向性 

学校の組織運営体制の改善・充実が図られるよう、管理職の資質能力の向上や学校組織の活

性化に取り組み、教職員の子どもたちと向き合う時間の確保に向けた業務改善を進めるととも

に、服務規律、法令遵守の徹底や健康管理に努めます。 

指標 ＜例⽰＞ 

⽉２回以上「定時退勤⽇」を設定している学校の割合 

部活動において「週⼀⽇程度の休養⽇」を設定し、実際に実施している学校の割合（部活動休養⽇の実施状況） 
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■ 施策の展開 

○ 子どもと向き合う時間の確保 

・ 「教育職員の時間外勤務等の縮減に向けた取組方策」に掲げる取組を着実に進めるととも

に、市町村教育委員会等と連携して、より効果的な時間外勤務等縮減に向けた取組を促進し

ます。 
 

 
・ 校務支援システムの導入促進に向けて、既存のシステムの改善･充実に取り組むとともに、

国に対する財政措置の要望や市町村に対する働きかけを行います。 
 

○ 学校マネジメント機能の強化 

・ 学校の総合力を高めるため、管理職のリーダーシップの下で全校が一つのチームとなった

包括的な学校改善と将来のスクールリーダーを継続的に育成する仕組みの構築を推進します。 
 

・ 校長や副校長、教頭の学校組織マネジメント能力や学校経営力など管理職としての資質能

力を高める研修の充実を図ります。 
 

・ 学校組織運営体制や指導体制の充実を図るため導入した副校長や主幹教諭について、配置

の効果と課題を検証するとともに、配置の促進に努めます。 
 

・ 教職員の服務規律の保持のため、市町村教育委員会とも連携しながら、「コンプライアンス

確立月間」など、教職員の不祥事防止に向けた集中的な取組や年間を通じた反復継続的な取

組を促進します。 
 

○ 健康管理の充実 

・ 公立学校共済組合北海道支部と連携し、教職員一人一人に健康に関する啓発用資料を配付

したり、各学校で実施している健康に関する研修の費用を支援するなど、教職員自身の健康

状態の把握や疾病の早期発見及び早期治療の推進に努め、健康の保持増進を図ります。 

 

・ 道立学校においては「道立学校職員等のメンタルヘルス計画」に基づき、管理職研修や職

場研修などに取り組むとともに、教職員自身のストレスへの気づきや職場環境の改善につな

がるストレスチェックを実施します。 

 

有識者等で構成する「時間外勤務等縮減推進会議」では、教育委員会や学校における「取組

方策」に基づく取組が効果的に実施されているか把握し、検証を行います。 

(具体の取組) 

▼ 部活動指導の見直しに係る校長会、中・高体連等との申し合わせ事項の周知徹底 

▼ 変形労働時間制等の勤務時間に係る制度改正 

▼ 管理職向け、マネジメント研修の充実 

▼ 定時退勤日、時間外勤務等縮減強調週間の取組等の徹底 

▼ 公立学校校務支援システムの構築(H24～運用)

道教委では次の取組を進めています！ 
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目標５ 学びをつなぐ学校づくり 

 

施策項目２６ 学校安全教育の充実 

■ 現状と課題 

・ 学校管理下や登下校時に幼児児童生徒が被害に

遭う事件・事故災害の発生は後を絶たず、幼児児童

生徒への安全教育や学校の安全管理等の一層の充

実を図ることが求められています。 

 

・ 生活安全について、小・中学校及び高等学校にお

いて、学校保健安全法に基づき、学校安全計画を策

定し、防犯教室及び防犯訓練を実施することとなっ

ているが、実施していない学校があります。 

 

・ 交通安全について、全ての小・中学校で通学路の安全マップを作成しているものの、学級

活動等で活用していない学校が一部あるほか、高等学校において、生徒が主体となった交通

安全に関する取組を行っていない学校があります。 

 

・ 災害安全（防災）について、近年においては、大雨や暴風雪による風水害等の自然災害が

発生しているものの、学校において、地域の実態を踏まえた多様な災害に応じた実効性を伴

う避難（防災）訓練の実施割合が低い状況にあります。 

 

■ 施策の方向性 

児童生徒が犯罪や交通事故、自然災害等から身を守ることができるよう、必要な知識を身に

付けるなど危機対応能力を育成するとともに、学校・家庭・地域社会が連携した取組を通じて、

学校の安全確保対策に取り組みます。 

  

指標 ＜例⽰＞ 

防犯教室及び防犯訓練の両⽅を実施している学校の割合 

警察などと連携し、児童⽣徒の体験型交通安全教育を⾏っている学校や、⽣徒が⾃ら積極的に学ぶ活動を⾏っている学校

の割合 

⽕災や地震等に加え、地域の実態を踏まえた⾵⽔害等の⾃然災害に応じた、実効性を伴う避難（防災）訓練を実施してい

る学校の割合 

通学路の安全マップを、学級活動等での指導の際に活⽤した学校の割合 

交通安全の確保に係る推進体制の構築及び通学路交通安全プログラムを策定している市町村の割合 

54.3%

83.5%
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23.7%

62.9%
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H25 H26 H27 H28

防犯教室及び防犯訓練を実施している学

校の割合

小学校 中学校 高校
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■ 施策の展開 

〇 生活安全に関する教育の充実 

・ 登下校時や日常生活で起こる事故の発生原因と安全確保の方法について学校教育活動全体

を通じて理解させるとともに、防犯教室及び防犯訓練を実施するなど、保護者や地域の関係

団体等と連携して防犯への意識の高揚を図る取組を推進します。 

 

・ 警察等からの不審者情報を保護者や地域の関係団体と共有するなど、地域社会と連携した

取組を推進します。 

 

〇 交通安全に関する教育の充実 

・ 学校安全の取組状況の検証を行った上で、学校安全計画を作成するとともに、学校独自の

危機管理マニュアルの見直しや通学路の安全確保に関する推進体制の構築、交通安全プログ

ラムの策定等の推進に取り組むことなどにより、学校の危機管理体制の整備充実を図ります。 

 

・ 小学校入学前の子どもに対する交通ルールや安全に関する必要な知識・技能を習得させる

ために取り組むとともに、児童生徒に対する交通安全知識や自転車乗車マナーなどを習得さ

せる取組などにより、交通事故の加害者とならないことも含めた、交通事故防止に対する意

識の高揚を図る取組を推進します。 

 

〇 災害安全に関する教育の充実 

・ 市町村の地域防災計画を踏まえた危機管理マニュアルの点検・見直しなどを通じて、教職

員や児童生徒に対し、避難経路や避難場所をしっかりと理解させるとともに、臨機応変な判

断や行動をとることができる態度を育みます。 

 

・ 消防等の関係機関と連携した避難（防災）訓練の実施などを通して、災害発生時における

児童生徒の安全確保体制の充実を図る取組を推進します。 
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