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(仮称)新しい教育計画（素案）の概要

１ 教育計画の策定について

策定趣旨

現行計画（H19年度策定、H24年度改定）がH29年度をもって終了するため、その理念を継承しつつ、将

来的な課題を踏まえ、教育施策の総合的な計画として策定

計画の性格・期間

・ 教育基本法に基づき、国の教育振興基本計画を参酌して策定する北海道における教育の基本計画

・ 北海道行政基本条例に基づく、北海道総合計画を推進する教育分野の計画

・ 知事が定める北海道総合教育大綱との整合性を図り策定

・ 計画期間は、H30～34年度

２ 北海道教育の現状と認識

社会状況の変化

「人口減少と少子高齢化」や、「グローバル化・高度情報化」の進展、「子どもの貧困と社会経済的課

題」、「学習指導要領の改訂・高大接続改革など教育改革の大きな流れ」など、教育を取り巻く社会状況

が大きく変化

本道の子どもたちの現状

・ 全国学力・学習状況調査の結果、小・中学校ともに全国の平均正答率との差が縮まり改善の傾向が見

られるものの、多くの教科において全国平均に届いていない状況

・ 家庭学習の時間が少ない、テレビゲームをする時間が全国平均よりも長いなど、生活習慣の定着に課

題がみられる

・ 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果、体力合計点が全国平均を下回っている

３ 北海道教育の基本理念と目標

北海道教育の基本理念

グローバル化の進展や全国を上回るスピードで進む人口減少など、社会情勢の変化を踏まえ、本道の将

来を担う子どもたちが夢と希望にあふれ、健やかに成長できるよう、これからの北海道が目指す教育の基

本理念を設定

自 立
自然豊かな北の大地で、世界を見つめ、

自立の精神にあふれ、自らの夢に挑戦し、実現していく人を育む。

共 生
ふるさとへの誇りと愛着を持ち、

これからの社会に貢献し、共に支え合う人を育む

計画の目標

基本理念を実現するため、今後展開する教育施策の目指すべき目標を設定（６つの目標）

目標１ 社会で活きる力 目標４ 学びを支える家庭・地域

目標２ 豊かな人間性 目標５ 学びをつなぐ学校づくり

目標３ 健やかな体 目標６ 学びを活かす地域社会
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４ 施策項目と重点

施策項目

目標毎に、その視点に沿った個別・具体的な施策項目を設定（３０の施策項目）

【※ 各施策項目の概要については、３ページ以降を参照】

重点の考え方

急激な社会の変化や、全国を上回る速度で進展する人口減少危機を踏まえた対応など、喫緊に取り組む

べきものを本計画の重点と位置づける

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

５ 計画の推進

開かれた教育行政

○ 広報・広聴活動の充実

ホームページや各種広報誌等を活用して、教育施策の効果や課題等について説明責任を果たすとと

もに、インターネット教育モニターやパブリックコメントによる道民の意見聴取等を通じて、様々な

意見や要望を的確に把握し、教育政策に反映するなど、住民の視点に立った教育行政を推進

○ 教育計画の普及啓発

教育計画で示した施策について、道民の理解と協力を得るとともに、計画の実現に向けて、学校・

家庭・地域・市町村・教育機関等への様々な機会を通じて普及啓発を図る

○ 計画の推進管理

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、毎年、教育委員会の事務の管理及び執行状況

について、点検・評価を実施し、その結果を広く道民に公表

点検・評価の進め方

・ 計画の着実な推進に向けて施策の取組状況、指標の進捗状況を

分析評価

・ 分析評価に当たっては、北海道教育推進会議など外部有識者の

知見を活用

・ 点検評価の結果は、広く公表するとともに、ＰＤＣＡサイクル

の考えに基づき、次年度以降の新たな取り組みに反映

関係機関との連携・協力の推進

○ 国への働きかけ

関係機関と連携を図りながら、必要な財政上の措置が講じられるよう働きかけを実施

○ 関係機関等との連携の推進

・ 市町村と相互に連携して教育政策の推進

・ 市町村立学校に対する教育活動の充実に向けた指導・助言、情報提供の実施

・ 大学、産業界、ＰＴＡ、ＮＰＯなど教育に関わる様々な機関や団体等との連携、協力の推進

○ 知事部局との連携

・ 総合教育会議における知事と教育委員会との協議・調整はもとより、各地域の振興局や教育局を

含めた部局間の連携を十分図り、総合的に教育施策を推進

・ 知事が定める北海道総合教育大綱をはじめ、道が策定する各分野の特定分野別計画との整合性を

図りながら施策を推進

・ 私学教育の振興に向けて、本道教育の一翼を担う私立学校の教育活動が一層促進されるよう、私

学教員の資質向上や教育活動の充実に向けた取組を支援します。
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～６つの目標と30施策項目の体系～

1-1 義務教育における確かな学力の育成

1-2 これからの時代に求められる資質・能力の育成（高校）

２ 特別支援教育の充実

３ 国際理解教育の充実

４ 理数教育の充実

５ 情報教育の充実

６ キャリア教育の充実

７ 産業教育の充実

８ 道徳教育の充実

９ ふるさと教育の充実

10 読書活動の推進

11 体験活動の推進

12 コミュニケーション能力の育成

13 いじめ・不登校を解消する取組の充実

14 体力・運動能力の向上

15 食育の推進

16 健康教育の充実

17 家庭教育支援の充実

18 幼児教育の充実

19 学校と地域の連携・協働の推進

20 学びのセーフティネット

21 学校段階間の連携・接続の推進

22 本道の地域特性等を踏まえた特色ある高校づくり

23 学校施設・設備の充実

24 教員の養成・採用・研修

25 学校運営の改善

26 学校安全教育の充実

27 生涯学習の振興

28 社会教育の振興

29 芸術文化活動の促進

30 文化財の保存及び活用の推進

目標１ 社会で活きる力

目標２ 豊かな人間性

目標３ 健やかな体

目標４ 学びを支える地域・家庭

目標５ 学びをつなぐ学校づくり

目標６ 学びを活かす地域社会
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主体的・対話的で深い学びを実現し、⼦どもたちに未来を拓くために必要な資質能⼒をみにつけさせる
とともに、グローバル化、科学技術の進展、⾼度情報化社会など社会の変化に対応する教育を推進します。
また、キャリア教育や特別⽀援教育を推進し、社会的・職業的に⾃⽴するための⼒を育みます。

施策項目１－１ 義務教育における確かな学力の育成

施策の方向性 施策の展開

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 ●「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善
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 ●学力向上に向けた検証改善サイクルの確立
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」との質問に対して「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」との質問に対して「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」との質問に対し
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」との質問に対して「よくし
ている」と回答した学校の割合

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）

施策の方向性 施策の展開

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 ●社会に開かれた教育課程の実現
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 ●「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善の推進
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 ●高大接続改革への対応
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

施策項目２ 特別支援教育の充実

施策の方向性 施策の展開

特別な教育的支援を必要とする児童生徒等に対して、幼児期ら ●切れ目のない一貫した指導や支援の充実
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 ●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
よう、各学校間はもとより、学校と家庭、地域、関係機関等が携し ●特別支援学校における特別支援教育の充実
て取り組む体制の整備を進めるとともに、一人一人の教育ニーズ ●高い専門性に基づく特別支援教育の推進
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）
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施策項目３ 国際理解教育の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●国際理解教育の充実
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 ●外国語教育の充実
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

施策項目４ 理数教育の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●興味・関心を高める理科、算数・数学の指導の充実
の育成を図るため、観察・実験を重視した探究的な学習や実社会 ●探究の過程を重視した理数教育の充実
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」との質問に対して「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」との質問に対して「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した児童生徒の割合（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）

施策項目５ 情報教育の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●情報活用能力の育成
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「分かる授業づくり」の実現
ＩＣＴを活用した授業力の向上に向けた取組を支援します。 ●情報モラル教育の充実

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

施策項目６ キャリア教育の充実

施策の方向性 施策の展開

一人一人の社会的・職業的自立に向けたキャリア教育を推進す ●一人一人のキャリア発達への支援の充実
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 ●主権者教育の推進
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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施策項目７ 産業教育の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●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
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 ●企業・大学等と連携した産業教育の充実
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

道徳教育、ふるさと教育、読書活動などを通じて、基本的な倫理観や規範意識を⾝に付けさせるととも
に、ふるさとへの誇りと愛着、思いやりの⼼や美しいものに感動する⼼など、豊かな⼼を育みます。
さらに、体験活動やコミュニケーション能⼒の育成を通じて、⾃然の⼤切さ、⾃分の価値を認識しつつ

他者と協働することの重要性などへの理解を深めます。

施策項目８ 道徳教育の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●道徳教育の充実に向けた教員研修の推進
する心など豊かな心を育むため、道徳教育の充実を図るととも ●道徳教育を推進するための教材等の活用や開発
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 ●人権教育の充実
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」との質問に対して、「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」との質問に対して、「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

施策項目９ ふるさと教育の充実

施策の方向性 施策の展開

ふるさとへの興味・関心をもち、地域社会の一員としてまちづく ●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
りにかかわる人材を育てる施策や、アイヌの人たちの歴史・文化、 ●アイヌの人たちの歴史・文化等に関する教育の充実
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。 ●北方領土に関する教育の充実

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」との質問に対して、「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
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施策項目１０ 読書活動の推進

施策の方向性 施策の展開

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 ●学校・家庭・地域における読書活動の推進
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 ●読書環境の整備・充実
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

施策項目１１ 体験活動の推進

施策の方向性 施策の展開

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 ●学校における多様な体験活動の推進
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 ●地域の特色を生かした体験活動の推進
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）

○ 道立青少年体験活動支援施設の利用者数

○ 道立青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

施策項目１２ コミュニケーション能力の育成

施策の方向性 施策の展開

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 ●言語活動の充実
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、 ●コミュニケーション能力を高める学習活動の充実
各教科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」との質問に対して「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

施策項目１３ いじめ・不登校を解消する取組の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●いじめへの取組の充実
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 ●不登校への取組の充実
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 ●教職員の資質・能力の向上と学校体制の充実
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
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⽣涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するため、体⼒・運動能⼒の向上や、
健康教育の充実に取り組みます。また、⾷に関する正しい知識と望ましい⾷習慣を⾝に付ける⾷育を推進
します。

施策項目１４ 体力・運動能力の向上

施策の方向性 施策の展開

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 ●学校における体力向上の取組の推進
改善及び体力向上の取組を推進するとともに、学校、家庭、地域 ●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
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

施策項目１５ 食育の推進

施策の方向性 施策の展開

望ましい食習慣の定着を図るため、栄養教諭を中心とする食育 ●学校、家庭、地域が連携・協働した食育の推進
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 ●安全・安心な学校給食の充実
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

施策項目１６ 健康教育の充実

施策の方向性 施策の展開

生涯にわたる健康な生活を送ることができるようにするため、 ●生涯にわたって健康な生活を送るための適切な
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 意思決定や行動選択などの資質・能力の育成
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・ ●学校、家庭、地域が連携・協働した体制の充実
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
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基本的な⽣活習慣や豊かな情操など、すべての教育の出発点である家庭教育を⽀援するとともに、⼈格
形成の基礎を培う重要な時期に⾏われる幼児教育の充実に取り組みます。
また、地域と⼀体となって⼦どもたちを育むため、地域と学校の連携・協働を推進するとともに、⽣ま

れ育った環境等によって左右されることなく、健やかに育てるための教育環境づくりを進めます。

施策項目１７ 家庭教育支援の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●家庭教育に関する学習機会の充実
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 ●家庭教育支援のための環境づくり
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」との設問に対して、「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）

施策項目１８ 幼児教育の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●幼稚園教育の充実
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 ●幼稚園、保育所、認定こども園等と小学校との連携の促進
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 ●子育て支援活動の推進
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

施策項目１９ 学校と地域の連携・協働の推進

施策の方向性 施策の展開

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 ●地域とともにある学校づくりの推進
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 ●地域の特色を活かした子どもの活動拠点づくりの推進
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」との質問に対して、「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

施策項目２０ 学びのセーフティネット

施策の方向性 施策の展開

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 ●就学に係る経済的支援の推進
とのないよう、就学に係る経済的支援の推進や相談機能の充実、 ●相談機能と支援体制の充実
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 ●多様な学習機会の提供や子どもの居場所づくり
向上のための取組の充実を図ります。 ●各種の支援制度や相談窓口等の積極的な情報提供

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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変化の激しい社会において、⼦どもたちを取り巻く状況の変化や、新たな教育課題に対応するため、教
員の資質能⼒の向上、学校の施設設備の充実のほか、学校段階間の連携や学校運営の改善を進めます。
また、⼦どもたちの安⼼・安全を確保するため、学校施設の安全確保とともに、⾃らの安全を守るため

の能⼒を⾝に付けさせる安全教育を充実します。

施策項目２１ 学校段階間の連携・接続の推進

施策の方向性 施策の展開

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 ●幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との連携
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 ●小学校と中学校との連携
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。 ●中学校と高等学校との連携

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」との質問に
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」との質問に対して「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

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

施策の方向性 施策の展開

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 ●地域の特性を生かした教育活動の推進
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 ●活力と魅力のある高校づくりの推進
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

施策項目２３ 学校施設・設備の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●道立学校の施設設備の整備充実
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・ ●幼稚園、小・中学校の施設設備の整備充実
設備の整備を進めます。 ●環境・健康等に配慮した施設の整備

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

施策項目２４ 教員の養成・採用・研修

施策の方向性 施策の展開

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 ●教員の養成・採用・研修の一体的改革
関係機関と連携した教員の養成・採用・研修の一体改革の推進や、 ●教員の採用・配置
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 ●教職員の研修の充実
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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施策項目２５ 学校運営の改善

施策の方向性 施策の展開

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 ●子どもと向き合う時間の確保
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 ●学校マネジメント機能の強化
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 ●健康管理の充実
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

施策項目２６ 学校安全教育の充実

施策の方向性 施策の展開

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 ●生活安全に関する教育の充実
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 ●交通安全に関する教育の充実
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 ●災害安全に関する教育の充実
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再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

地域の実態に即した学習環境づくりや学習成果を活⽤する仕組みづくりなど、⽣涯学習社会の構築に向
けた社会教育の充実に取り組みます。また、⽣涯を通じた芸術⽂化の活動を促進するともに、道⺠の共有
財産である⽂化財の保存・活⽤に取り組みます。

施策項目２７ 生涯学習の振興

施策の方向性 施策の展開

生涯学習に対する意識の向上を図るとともに道民一人ひとりの ●生涯にわたる学習活動の促進
生涯にわたる学習活動を促進し、地域の実態に即した学習環境づ ●地域の実態に即した学習環境づくり
くりに取り組みます。

指標（例示）

○ 生涯学習に関する道民の意識調査において「自分のいる地域で、自ら学習に取り組もうとする人が多いと感じて
いる」と回答した割合

○ 生涯学習に関する道民の意識調査において、「生涯学習」を行った人のうち、「身につけた知識、技術や経験をま
ちづくりやボランティア、子どもたちを育むための活動などに生かしている」と回答した割合

○ 道民カレッジの主催講座・連携講座の受講者数

○ 道民カレッジの連携講座数
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施策項目２８ 社会教育の振興

施策の方向性 施策の展開

社会教育主事をはじめとした社会教育の指導者の人材育成や、 ●地域における組織的な教育活動を促進するための人材育成
学習の拠点となる社会教育施設等の機能充実に取り組むととも ●社会教育施設等の機能充実
に、地域課題の解決に向けた活動に、より多くの住民が参画できる ●社会教育計画等の策定支援
環境を整えます。

指標（例示）

○ 生涯学習に関する住民の意識調査において、各地域活動について「参加したことがあり、今後も参加したい」又
は「参加したことがないが、今後は参加してみたい」と回答した住民の割合

○ 社会教育の推進に向けた構想・計画（中期計画・単年度計画等）を策定している市町村の割合

施策項目２９ 芸術文化活動の促進

施策の方向性 施策の展開

市町村や関係団体と連携を図りながら、青少年等の芸術文化活 ●芸術文化に接する機会の充実
動への参加機会や、より多くの道民が芸術鑑賞等の文化に触れる ●美術館等を核とする地域文化の振興や魅力発信
機会を提供するなど、生涯を通じた芸術文化活動の推進に取り組
みます。

指標（例示）

○ １年間の道立美術館等の展覧会や教育普及事業などの利用者数

施策項目３０ 文化財の保存及び活用の推進

施策の方向性 施策の展開

未指定文化財の調査や文化財の指定・登録等を推進するととも ●文化財の調査・保存・活用の推進
に、指定文化財の適切な維持管理等に努めます。また、文化財に ●アイヌ民俗文化財の調査・保存・伝承活動の推進
関する情報の発信や文化財に親しむ機会の提供等により、文化財 ●世界遺産の登録と保存活用の推進
の活用に取り組みます。 ●文化財に関する情報の発信と文化財に親しむ機会の提供
アイヌ民俗文化財の保存・伝承の取組について着実に推進しま ●日本遺産の認定と活用支援

す。

指標（例示）

○ 国及び北海道が指定する文化財の数

○ 北海道文化財保護強調月間（10月８日～11月７日）に、指定文化財が所在する市町村のうち「文化財を活用した事
業」を実施している市町村の割合
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