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第４章 施策項目と重点

本道の教育課題は、第２章に示したとおり多岐にわたります。

これらの様々な課題に対しては、第４章に定める施策を推進していきますが、急激な社

会の変化や全国を上回る速度で進行する人口減少など、喫緊に対応すべきものを計画の重

点と位置付け、知事部局と連携しながら着実に取り組むこととします。

喫緊に対応すべき『２つの重点』

ふるさとを想い、

グローバルな視野で共に生きる力の育成

学校・家庭・地域・行政の連携による、

人口減少に対応するための教育環境の形成

２ 重点の考え方

重 点 １

重 点 ２
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ふるさとを想い、グローバルな視野で共に生きる力の育成

交通手段や通信技術の発達などにより、外国人と日常的に接する機会の増加や北
海道ブランドが海外で浸透するなど、本道と世界のつながりは急速に増しています。

また、技術革新の急速な進展に伴う産業構造や社会の変化から将来の予測が難し
く、社会の課題も多様化・複雑化しています。

こうした中にあって、北海道が持続的に発展していくためには、ふるさとへの誇
りと愛着を持ち、地域や産業を支える人材や、国際的な分野で活躍できる人材など、
将来を担う心身ともに健やかな人材の育成が不可欠です。

そのため、子どもたちが、ふるさと北海道の未来を支える力を身に付けられるよ
う、次の取組を重点的に進めていきます。

○ 子どもたちが､変化の激しい社会を生き抜いていくため､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し、これからの時代に求められる資質・能力を身に付け
させるとともに、グローバル化や科学技術、高度情報化の進展など、社会の変化に対応
する教育を推進します。

【関連施策】 施策項目１－１ 義務教育における確かな学力の育成
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）

【【関連施策】 施策項目２ 特別支援教育の充実

○ また、学校で学ぶことと社会とのつながりを意識させながら、社会的・職業的に自立

するために必要な力を育むとともに、グローバル化や産業構造の変化等に対応できる人

材の育成に向けて、企業・大学等と連携した取組を充実します。

【関連施策】 施策項目６ キャリア教育の充実
【関連施策】 施策項目７ 産業教育の充実

○ 北海道や生まれ育った地域の豊かな自然環境や歴史、伝統、文化、産業等に親しみ、
理解を深め、郷土への誇りと愛着を抱き、地域社会の一員としてまちづくりに関わろう
とする心を育むふるさと教育の充実を図ります。

【関連施策】 施策項目９ ふるさと教育の充実

○ ふるさとへの理解を深めるとともに、英語学習に対する興味・関心を高め、豊かな国
際感覚を育成するため、英語を用いて地元の魅力を紹介する体験活動や、姉妹友好連携
地域や姉妹校の児童生徒との交流活動、ＩＣＴ※を活用して海外の生徒と意見交換する
取組など、異なる文化や外国人との触れあいを深める取組を推進します。

また、道立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
ョンができる力を身に付けられるよう英語教育の推進を図ります。

【関連施策】 施策項目３ 国際理解教育の充実

○ 体力は、あらゆる活動の源として、健康の維持のほか、意欲や気力の充実にも大きく
関わる生きる力の重要な要素であることから、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・保健授業の改善や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。

【関連施策】 施策項目14 体力・運動能力の向上

重 点 １

【関連施策】 施策項⽬１－１ 義務教育における確かな学⼒の育成
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）
施策項⽬２ 特別⽀援教育の充実

【関連施策】 施策項⽬６ キャリア教育の充実
施策項⽬７ 産業教育の充実

【関連施策】 施策項⽬９ ふるさと教育の充実

【関連施策】 施策項⽬３ 国際理解教育の充実

【関連施策】 施策項⽬14 体⼒・運動能⼒の向上
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学校･家庭･地域･行政の連携による、人口減少に対応するための教育環境の形成

本道の人口は、全国を上回るスピードで減少しており、地域産業を支える人材の
不足や生産・消費の縮小など、道民生活に様々な影響を及ぼすことが懸念されてい
ます。

そうした中、教育分野においても、『地域コミュニティの希薄化による地域の教
育力への影響』、『核家族化や地域社会のつながりの希薄化等による子育ての悩み
や不安を抱えた保護者の孤立化や、経済的な事情など困難を抱える親子の拡大』、
『教員数の減少に伴う、専門性を生かした教育水準の低下』など、人口減少に伴う
問題の拡大が懸念されており、こうした課題への対応が求められています。

そのため、学校・家庭・地域・行政が連携した教育環境の形成に向けて、次の取
組を重点的に進めていきます。

○ 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むため、幅広い
地域住民等が学校運営に参画し、学校、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※の導入を推進します。また、教職員の子どもに向き合う時間を確
保するため、時間外勤務等の縮減や外部人材の活用など、学校における働き方改革に向
けた取組を進めます。

【関連施策】 施策項目19 学校と地域の連携・協働の推進
【関連施策】 施策項目25 学校運営の改善

○ 教員の資質・能力の向上に向けて、教員育成協議会において教員の確保・育成に関す
る新たな取組の検討を行うとともに、大学や市町村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。また、広域分散型の本道の特性
を踏まえ、地理的条件等に関わらず教員が研修の機会を確保できるよう、遠隔システム
を活用するなど、研修の充実に取り組みます。

【関連施策】 施策項目24 教員の養成・採用・研修の一体的な改革の推進

○ 分かる授業づくりを実現するため、ＩＣＴ※を効果的に活用した授業の展開が重要と
なっています。そのため、ＩＣＴを活用した遠隔授業※や交流学習など教育環境の充実
に向けた取組を進めるとともに、整備による効果や導入事例の市町村への情報提供など
を通じて、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。

【関連施策】 施策項目５ 情報教育の充実

○ 子どもたちの豊かな心と健やかな体を育み、確かな学力を身に付けていくためには、
望ましい生活習慣の定着が重要であることから、関係機関と連携した望ましい生活習慣
の定着に向けた取組を進めます。さらに、家庭での学習習慣の定着や子育てに不安や悩
みを持つ保護者、いじめや不登校などに悩みを持つ子ども・保護者へのサポートなど、
家庭教育支援のための環境づくりに取り組みます。

【関連施策】 施策項目17 家庭教育支援の充実

○ 近年、幼児教育にかかわる研究成果などから、その重要性への認識が高まっています。
このため、幼児期における教育の質の向上が図られるよう、教員・保育士などを対象と
した研修等を通じて資質の向上を図るとともに、多様化するニーズに対応するため、幼
稚園、認定こども園※、保育所と小学校との連携を促進します。

【関連施策】 施策項目18 幼児教育の充実

○ 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、健やかに成長
していくことができるよう、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、子どもの居場所づくり、支援情報の効果的な周知など、教育環境の向上
のための取組の充実を図ります。

【関連施策】 施策項目20 学びのセーフティネットの構築

重 点 ２

【関連施策】 施策項⽬19 学校と地域の連携・協働の推進
施策項⽬25 学校運営の改善

【関連施策】 施策項⽬24 教員の養成・採⽤・研修の⼀体的な改⾰の推進

【関連施策】 施策項⽬５ 情報教育の充実

【関連施策】 施策項⽬17 家庭教育⽀援の充実

【関連施策】 施策項⽬18 幼児教育の充実

【関連施策】 施策項⽬20 学びのセーフティネットの構築
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した研修等を通じて資質の向上を図るとともに、多様化するニーズに対応するため、幼
稚園、認定こども園※、保育所と小学校との連携を促進します。

【関連施策】 施策項⽬18 幼児教育の充実

○ 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、健やかに成長
していくことができるよう、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、子どもの居場所づくり、支援情報の効果的な周知など、教育環境の向上
のための取組の充実を図ります。

【関連施策】 施策項⽬20 学びのセーフティネットの構築

重 点 ２

【関連施策】 施策項⽬19 学校と地域の連携・協働の推進
施策項⽬25 学校運営の改善

【関連施策】 施策項⽬24 教員の養成・採⽤・研修の⼀体的な改⾰の推進

【関連施策】 施策項⽬５ 情報教育の充実

【関連施策】 施策項⽬17 家庭教育⽀援の充実

【関連施策】 施策項⽬18 幼児教育の充実

【関連施策】 施策項⽬20 学びのセーフティネットの構築


