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南丹市教育委員会では、平成３０年度第２次南丹市総合振興計画の策定を受け

て教育振興基本計画の見直しを図り、今後の予想される社会の変化に対応でき、次

代を創生していく市民の育成を目指して、平成31年 1月に第２次南丹市教育振

興基本計画を策定しました。本計画の着実な実現を図るため、毎年度進捗状況の把

握・評価を行い、重点課題を整理した上で、今年度の実践の方向性を「南丹市教育

の指針」にまとめ、その具体化を図っていきます。

※平成30年 7月開催ワークショップ（教育委員会事務局、関係課、保幼小中教職員が参加）で出された意見より整理

人権が尊重される温もりある地域社会の一員とし

て、自然と文化の薫り高い『ふるさと南丹市』を愛し、

生涯にわたって主体的で心豊かに学び続け、ともに生

きようとする市民

南丹市の目指す市民像
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○施策の基底にあるもの

｢社会に開かれた教育課程｣及び「ひとづくり、つながりづくり、地域づくり

に向けた生涯学習」を実現するために、地域(行政・企業含む)・保護者・学校が、

｢目指す子ども像｣を共有した上で連携・協働し、以下の計画を推進していきま

す。

（１） 豊かな人間性の育成

ア 「夢」と「志」を持ち、豊かな人間性を備えた人材を育成します。

豊かな人間性を備えた人材を育成するためには、自らを律しつつ

他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心を育み、その基

盤となる｢生きる力｣としての学力を育成します。また、｢主体的・対

話的で深い学び｣を実現し、次代に対応できる人材育成ができるよう、

学校教職員の指導力の向上を図るとともに、学校教職員が指導に集

中できる環境を整えます。さらに、地域社会総がかりで子どもを育む

ために地域と学校をつなぐ人材を育成します。

１ 生涯にわたって学び続ける力の育成と環境の構築

□ 「主体的・対話的で深い学び」の実現 （学校教育課）

・学習指導要領の趣旨を実現するため、「主体的・対話的で深い学び｣のある授業を実

践し、児童生徒一人一人が未来を切り拓くための資質・能力を最大限引き出し、生き

る力を育む教育を推進します。

□ 地域の特色を生かした道徳教育の一層の充実 （学校教育課）

・地域・家庭・学校の三者で児童生徒の現状及び目指す子ども像を共有し、その実現

に向け地域総がかりで児童生徒と地域の道徳性を育む「地域道徳」を推進します。

・道徳の全体計画や年間指導計画等を見直し、教科書をベースにした「考え、議論する

道徳」の指導を確立し、地域・保護者が参画した魅力的な教材の開発を進め、共に学び育

つ、地域の特色を生かした道徳教育を推進します。
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□ 学校現場における業務改善を通した教育の質的向上 （教育総務課）

・学校と教育委員会が一体となり、教育の質の向上を図ることができるように、学校

現場における業務改善を推進します。その方策として、保護者や地域の理解を深めな

がら、教員の担う業務を見直し勤務時間の縮減を進め、心の余裕を持ち自己研鑽（じ

こけんさん）に励む時間を確保するなど、教職員の意識改革を進めます。また、学校

における業務の省力化・効率化に向けた環境整備を進め、児童生徒と向き合う時間を

増やし、教育の質的向上を図ります。

関連する個別計画：南丹市教職員の働き方改革実行計画（H30～）

□ 「地域とともにある学校づくり」推進体制の構築 (学校教育課・社会教育課)

・学校管理職のマネジメント力を向上させるとともに、地域連携担当教職員と地域コ

ーディネーター(地域学校協働活動推進員)の連携を充実させ、「地域とともにある学校

づくり」を進めます。 関連事業：子どものための地域連携事業

□ 事務職員の学校運営への参画 (学校教育課・教育総務課)

・共同学校事務室における事務の共同化によりチームとして人材育成に取り組み、一

人一人のスキルアップを図るとともに、行政職員の立場から目指す子ども像の実現に

向けた学校運営への参画を進めます。

□ 非認知能力(※1)の育成 (学校教育課・社会教育課)

※1 感情や心の働きに関連するテストでは測定できない能力。具体的には、自信や意欲、忍耐力、

創造性など。

・保幼小中の更なる連携・研究の推進及び地域学校協働活動をはじめとした地域・家

庭との協働により、それぞれの発達段階に応じた非認知能力の育成を図ります。
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イ 確かな学力の定着と論理的思考力の育成を図ります。

変化する社会を生き抜くためには、基礎的・基本的な知識や技能を

身につける必要があります。そのうえで、得た知識や技能を必要に応

じて組み合わせたり、表現したりすることで、正解が一つではない課

題を解決する力も求められます。そういった学びを深めるためにも、

効率よく学び、学びを表現するツールとして ICT を十分に活用して

いきます。また、プログラミング教育を通して論理的思考力を育成す

るとともに、社会の基盤となる ICT を身近なものとしてとらえ、考

える感性を養います。

□ 自ら学ぼうとする意欲の向上 （学校教育課・教育総務課）

・学校運営協議会や熟議で協議された教育内容について、カリキュラム・マネジメン

トを行い、児童生徒が自ら学ぼうとする「社会に開かれた教育課程」を実践します。

・校務系サーバー（学校間ネットワーク）を活用して、各学校で作成された教材や指

導事例を蓄積・共有し児童生徒の知的好奇心を引き出す教材作りや授業改善を進めま

す。

□ 学びのコーディネート力の向上 （学校教育課）

・教職員の学びのコーディネート力・ファシリテート力の向上を図り、児童生徒の学

習の主体者とした、確かな学力を育成するための授業改善を行います。

□ 情報教育の推進 （学校教育課）

・小学校低学年から発達段階に応じて ICT 機器に慣れ親しみ、効果的に活用できる力

を育てます。

・ICT 機器の活用を通して、情報処理能力を高めるとともに、SNS 等とのつきあい方な

どについては、人権的な視点を重視した情報モラルの習得を発達段階に応じて計画的

に進めます。

□ GIGA スクール構想の推進 （学校教育課・教育総務課）

・タブレット端末等 ICT 機器の効果的活用を進めるための研修会や授業研究会を開催

する等、「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業実践に取り組みます。

・タブレット端末を使用する際の校内ネットワーク環境の維持管理と、タブレット端

末等の保管及び情報セキュリティに関する整備を進めます。
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ウ 生涯にわたる学習機会と自発的な学習活動への参加を促進させます。

人生 100 年時代に突入し、少子高齢化が予測される本市におい

て、生涯学び続ける基盤を整えることは、豊かな人生を過ごすことに

つながるとともに、人材育成やまちの活性化にもつながります。その

ために、市民個々の能力や活動を掘りおこし、魅力的な学習機会につ

なげます。

□ 児童生徒が主体的に取り組むキャリア教育の推進 （学校教育課）

・キャリアパスポート(※２)を活用して、具体的なこれまでの自己の姿や願いから、児

童生徒が自己の特性と成長を自覚することを通じ、自らの生き方を描くことができる

キャリア教育を推進します。

※２ 児童生徒が、自らの学習状況や自分の将来を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容

や成長を自己評価できるよう工夫された学習等の成果物をまとめたもの。

・職場体験学習や様々な体験活動、講話等から、そこに関わる方々の多様な生き方に

触れることを通して、働くことの意味や意義についての理解を深めます。

□ 生涯学習の機会の拡大と深化 （社会教育課）

・いつでも、どこでも、誰もが学べる機会を増やし、ニーズに応じた学びの深化を図

るシステムを構築します。

□ 文化力(※３)の掘り起こしと向上に向けた支援 （社会教育課）

※３文化の持つ、人々に元気を与え地域社会を活性化させて、魅力ある社会づくりを推進する力。

・市域に潜在する社会教育団体の持つ文化力の掘り起こしを進め、本市ならではの文

化力の向上を図ります。 関連事業：生涯学習推進事業
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エ 0歳から読書で学べる環境を構築します。

学びの基礎力の一つとなる読書が、楽しみながら習慣付くととも

に、すべての世代において読書に親しめる環境を整えます。

（２） 安心して学べる環境の構築

ア 人権が尊重されるまちづくりを推進します。

すべての教育活動の基盤に同和教育を柱とした人権教育を位置づ

け、誰もが楽しく安心して学び、生活することができるまちづくりを

目指します。

□ 乳幼児期から読書に親しむ機会の創出 （社会教育課）

・乳幼児期から親子で本の楽しさや絵本を知る機会を、子育て支援課、保健医療課と

連携を図りながら進めます。 関連事業：ブックスタート事業

□ 読書の機会と環境の拡充 （学校教育課・社会教育課）

・読書活動を教育課程に適切に位置付け図書館教育の推進を図ります。また、ことば

の力育成支援員や市立図書館（室）との連携を図り、お勧め本の紹介や読書モリモリ

カード等の取り組みを活かしながら読書環境の充実に努めます。特に、訪れたくなる

図書館を目指した環境作りと、子どもたちが求める図書や学校での調べ学習に必要な

資料を充実させることで読書習慣を定着させ、読書活動を推進します。

□ 読書を支援する道具やバリアフリー図書を充実させ、障がいの有無に関わらず、

誰もが読書をしやすい環境の整備を進めます。

関連事業：第 2次南丹市子どもの読書活動推進計画

□ 他の催しと連動した図書館事業の運営 （社会教育課）

・他の部署の催しと関連した特別展示を企画し、本を介した知識の拡充と情報発信を

行います。また、様々な本の著者を迎え、本への関心や読書に興味を抱く講演会を開

催します。

□ 読書ボランティア等への支援 （社会教育課）

・地域で活動される読書ボランティア等へのアドバイスや支援を行い、読書活動の充

実につなぎます。

関連事業：講座開設事業
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□ 人権教育を基盤とした教育の推進 （学校教育課）

・発達段階に応じて、同和問題（部落差別）をはじめとするあらゆる人権問題を正し

く理解・認識するための素地となる学習を計画的・系統的に推進します。

・全ての教育活動に人権教育の視点を位置付け、豊かな感性や科学的なものの見方・

考え方を発達段階に応じて育み、多様性を認め、正しい価値観に基づいて行動できる

力を育成します。

・いじめや暴力、不登校の未然防止を図り、早期に発見、早期に対応するとともに、

いじめをはじめとした人権侵害や新型コロナウイルス感染症に係る偏見差別を許さな

い仲間づくりを、学級を基本として児童会・生徒会活動等あらゆる活動を通して、児

童生徒の主体性を尊重しながら推進します。

□ 生徒指導の３機能を生かした指導の充実 （学校教育課）

・学校生活全体を通して、自己存在感・有用感を高め、共感的人間関係を育み、自己

決定を大切にした指導を丹念に積み上げていきます。

・不登校や問題行動については、その背景を多面的な視点から見立て、支援計画を作

成し、児童生徒の理解を行うとともに、それを基にしたよりよい成長につなぐ指導・

支援を保護者や関係機関と協働しながら組織的に行います。

□ 教職員の人権研修の充実 （学校教育課）

・教職員の人権に関する意識や知識等を把握し、人権意識の高揚及び人権教育を推進

するための研修の充実・改善に生かします。

・若手教員に対する人権研修を充実させていきます。

□ 生涯学習としての人権学習の取り組み （社会教育課）

・南丹市人権教育・啓発推進協議会との連携を図りながら、生涯学習としての人権学

習へ深化を図る取り組みを進めます。

関連事業：人権教育事業

関連する個別計画：南丹市人権教育・啓発推進計画

□ 就学援助事業の充実 （学校教育課）

・就学援助制度が必要な家庭に行き渡るよう制度の周知を図ります。
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イ 子どもを地域社会総がかりで守る仕組みを整えます。

自然災害や、子どもを取り巻く社会環境に起因する様々な危機か

ら子どもを守る仕組みや環境を整えます。地域社会総がかりでセー

フティネットを構築するとともに、子どもが自らの身を守る力を育

成します。

□ 防災教育の推進 （学校教育課）

・関係機関と協働し、体験を通して児童生徒が主体的に災害・防災についての理解を

深める取り組みを推進します。

・学校・地域の実態に即して、学校運営協議会・地域コーディネーターと連携し、地

域と協働した防災の取り組み等を通して、命を最優先し臨機応変に対応できる力を育

成します。

・感染症について、地域・家庭・学校が関係機関と連携し、予防のための学習環境等

の充実・整備を図ります。

□ 安全・安心な学校給食の提供及び推進 (学校教育課・給食調理場)

・アレルギーを有する児童生徒が安心して過ごせるよう、家庭・学校・給食調理場が

連携し、アレルギーの理解教育、調理職員の研修や、献立内容の充実を図ります。

・学校と給食調理場が連携し、異物混入防止や食中毒予防などに努め、危機管理意識

の向上を図ります。

・防災食（乾パン、シチュー等）を備蓄し、「非常食を知る日」を設け、避難訓練や防

災教育などと合わせて防災食を試食することで、災害に対する知識や心構えを育みま

す。

□ 連携・協働による防災活動の充実 （学校教育課・教育総務課）

・地域・家庭・学校・関係機関等が、連携・協働する体制を構築し、それぞれの責任

と役割を分担し、子どもの安全・安心対策に取り組みます。

関連する個別計画：南丹市教育委員会危機管理マニュアル

□ 子どもたちを守るシステム活用の充実と体制づくり （学校教育課・社会教育課）

・児童虐待から子どもを守るために、保幼小中の現場と教育委員会及び市長部局関係

課等、専門部署・機関が迅速に連携・情報共有できるシステム活用の充実を図るとと

もに、的確に対応するための体制を整えます。

・通学路の危険箇所を、保護者・学校・地域・行政で共有し、連携して危険箇所の改

善や安全対策の取り組みを進めます。

・子育てや安全・安心、人権等の共通テーマに関し、PTA との連携を図りながら、子育

ての基盤である家庭教育を支援する取り組みを進めます。

関連事業：家庭教育支援事業
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ウ 学校や生涯学習施設の安全対策を図ります。

安心して学習でき、また、災害時には避難所としての機能も持たせ

られるように、施設の改修・維持管理に努めます。

エ 生涯にわたって誰もがスポーツを楽しみ、文化に親しめる仕組みを

整えます。

人生 100年時代を迎え、健康で充実した人生を過ごすことができ

るよう、健やかな体をつくるとともに、スポーツや文化・芸術を楽し

み、心豊かに生活できる仕組みを整えます。

□ 健康安全教育の充実 （学校教育課）

・健康であることの意義を理解させ、健康な生活を送ろうとする態度を育成します。

・薬物乱用防止教室等を通して、薬物に対する正しい理解と実践力を育みます。

・感染症について正しく理解し、感染予防を実践できる態度を育成します。

□ 体力・運動能力の向上 （学校教育課）

・保幼小中の連携の中で、遊びや運動の楽しさと喜びを味わいながら、体力と運動能

力の向上を図ります。

・体力、運動能力の課題を克服するための指導の充実を図ります。

□ 「南丹市スポーツ推進計画」の具現化 （社会教育課）

・南丹市スポーツ推進計画の具現化に向けて、幼児から高齢者まで誰もがスポーツに

親しむ機会の充実を図ります。

関連事業：社会体育振興事業

関連する個別計画：南丹市スポーツ推進計画

□ 児童生徒が安心して学び、生活する場の計画的な整備 （教育総務課）

・児童生徒が安心して学校生活が送れるよう、計画的な施設の点検による状態把握を

行い、老朽化対策や質的整備を進め、建て替え周期を延長することで長寿命化を図

り、教育施設の効率的な維持保全を推進します。

関連する個別計画：南丹市教育施設長寿命化計画

□ 社会教育施設・社会体育施設の整備と充実 （社会教育課）

・誰もが利用しやすい社会教育関連施設を目指し、「南丹市公共施設再配置計画」を踏

まえながら、関連施設の機能集約や統廃合を見据えた整備・充実の具体検討を進めま

す。 関連する個別計画：南丹市公共施設再配置計画
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（１） 「地域を学ぶ、地域で学ぶ」環境の創出

ア 地域資源(重要文化財や歴史資産)を学べる環境を整えます。

地域や世界で活躍できる人材となるために、まずは自身が生まれ

育ち生活する地域を深く学ぶことが重要です。先人の知恵や工夫、歴

史を学び、語り継いでいくことができるような環境を整えます。

イ 地域の自然の中で体を使った体験や科学を学べる環境を整えます。

自然豊かで魅力ある南丹市において、その素晴らしさを体感する

ことで、感性を磨くとともに地元への愛着を高めます。また、その実

体験から科学を学べる環境や機会を創出します。

２ ふるさと南丹市を愛する心の醸成

□ 地域社会をキャンパスとした学習の充実 （学校教育課・社会教育課）

・コミュニティ・スクールの仕組み及び地域学校協働活動を活用し、教科横断的に地

域の自然・産業・仕事・人々の願い等から学ぶ活動を教育課程に位置付け、地域を深

く学ぶ学習の充実を図ります。

・地域連携担当教職員と地域コーディネーターとの円滑な連携により地域人材や資源

を活用したふるさと学習や地域道徳を進めます。

□ 地域資源に触れる機会の充実 （社会教育課）

・現地学習や市民講座等を開催し、実際に地域資源に触れる機会を提供します。

□ 児童生徒と地域がともに学ぶ機会の充実 （社会教育課）

・地域文化の掘り起こしを行い、児童生徒と地域が共に学ぶ機会を充実させ児童生徒

の地域の一員としての自覚を育むとともに、地域の方々の学校教育に対する関心と参

画意識を高め、地域の活性化を図ります。

関連事業：生涯学習推進事業 子どものための地域連携事業
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ウ 市の文化財の魅力の創出と発信を行います。

本市が誇る豊かな自然と文化、歴史の魅力を整理・発掘し、記録・

保存・保護するとともに、それらを学び、活用することを通して市の

内外に魅力を発信し、市民が誇りを持ってふるさとを語れる気運を

高めます。

□ 自然体験活動を通した学びの再構築とその充実 （学校教育課・社会教育課）

・地域と学校、社会教育施設等との協働による自然体験活動等の整理・新たな機会の

創出により、豊かな体験を通して自然科学をはじめとする様々な科学について学ぶこ

とができる取り組みの充実・継承を図ります。 関連事業：体験講座開設事業

□ 文化財の魅力の創出・発掘 （社会教育課）

・有形・無形文化財の基礎的データの収集および、保護と活用とを並行して実施し、

地域から親しまれる文化財の魅力を創出・発掘します。

□ 地域の伝統文化の記録保存 （社会教育課）

・地域に残された伝統文化を記録保存し、展示会や記録映像等で後世に伝えます。

□ 文化財の魅力の効果的な発信 （社会教育課）

・市の広報誌や CATV、SNS 等を活用した、文化財の効果的な魅力発信に努めます。

□ 文化博物館・郷土資料館活動の充実 （社会教育課）

・文化博物館・郷土資料館の調査成果を展示会等で公開・発信し、市の魅力を伝える

取り組みを行うとともに出前講座等の情報発信に努めます。

□ 市内の各種団体等との連携体制の強化 （社会教育課）

・市内の各種団体等の活動を支援するとともに、観光振興や地域振興の担当部署と連

携して文化財の保存・魅力創出のための体制を整備します。

□ 子どもや若者を対象とした文化財の魅力創出策の充実 （社会教育課）

・子どもや若者を対象とした体験講座や講演会等を開催し、文化財の魅力に触れる取

り組みの充実を図ります。
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エ さまざまな学習機会を創出します。

地域で活躍する人、地域の食や食材、地域社会を支える仕組みなど、

地域社会で受け継がれてきたことや、地域を支えてきた「人・もの・

こと」を広め、発展・継続していくよう様々な学習機会を創出します。

（２） 文化芸術の継承・発展による文化力の向上

ア 文化芸術の魅力・情報発信を充実させます。

地域が持つ文化や芸術の魅力を発掘・整理するとともに、それらの

価値が認識され、理解が深まるよう展覧会等の充実を図ります。

□ 食に関する指導の充実 （学校教育課・給食調理場）

・地域・家庭・学校・給食調理場・関係部署等が連携し、 食育を通じて、望ましい食

習慣のあり方を理解し、生涯にわたり食を通して自ら健康管理ができる力を育成しま

す。

□ 郷土愛、感謝の心の育成 （学校教育課・給食調理場）

・和食や伝統食、行事食を給食に取り入れることで、食文化への関心を高めます。

・地産地消に努め、生産者との交流や栽培体験などを通して、郷土愛や食べ物を大切

にする心、感謝の心を育成します。
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イ 文化芸術を楽しめる環境構築に努めます。

文化や芸術の魅力を発信・受信する楽しみや喜びを味わったり、共

有したりする機会の充実に努め、市民の感性や文化力を向上させま

す。

□ 団体や個人の発表の場となる環境の整備 （社会教育課）

・団体や個人の発表の場となる生涯学習施設等の環境整備を行い、機会の充実を図り

ます。

□ 文化芸術に親しみ、感性を高められる機会の創出 （社会教育課）

・社会教育施設を活用して文化芸術に触れる展覧会等を企画し、市民それぞれが感性

を高められる機会を提供します。

関連事業：展示会事業

□ 文化芸術活動の充実とその魅力の発信 （学校教育課）

・各校園において、地域と協働して地域の伝統文化に触れる場面を設けるなど、様々

な文化芸術活動を体験又は鑑賞することにより、地域及び文化に対する理解と愛情を

深めると共に児童生徒の表現力や伝統文化の継承発展・新たな文化の創造への意欲を

高めます。

□ 文化芸術に係る展覧会等の充実 （社会教育課）

・公演活動や展覧会等を開催し、地域文化の魅力を発信・継承します。
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（１） ダイバーシティ教育(※４)の推進

※４ 人種・国籍・ジェンダー・年齢・障がい・宗教・価値観

などが多様であることを理解し、相互に尊重する態度や行動

を促す教育。

ア 外国語教育や多様な文化の学習を充実させます。

外国語教育では、外国語の習得だけではなくコミュニケーション

を図る能力を高めながら、国内外の文化的多様性や相互理解の充実

を図ります。

イ ユニバーサルデザイン環境の構築に努めます。

全ての人が利用しやすい施設の整備や、全ての人が学びやすい教

育環境の整備に努めます。また、児童生徒の自立や社会参加に向けて

個別の教育的ニーズに対応できる教育機会の確保や、個別指導・支援

環境の整備に努めます。

３ これからの社会を生き抜く力の育成とつながりの構築

□ グローバル人材の育成 （学校教育課）

・小学校においては、中学年より英語に慣れ親しみ、英語を使ってコミュニケーショ

ンを図ろうとする意欲を育み、高学年からは、より実践的なやり取りに挑戦し、コミ

ュニケーションの基礎を身につけていきます。また、中学校においては、小学校英語

の取り組みを踏まえ、円滑な接続を通して４技能(聞く、話す、読む、書く)を統合し

た英語力の向上を図ります。

・全教科・全領域において日本人として又個人としてのアイデンティティを育む指導

を行い、世界の人々や多様な文化に対する理解を深め、尊重し、積極的に他者とつな

がろうとする態度や資質を養います。

・身の周りの社会環境に目を向けるとともに、グローバルな視点を持って、持続可能

な社会環境を守り育むことの大切さを実感できる学習を展開します。
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ウ バリアフリー意識の啓発・浸透に努めます。

交流や共同学習・協働を通じて、障がいのある人もない人も、個々

の違いを個性として尊重し、認め合う意識の啓発・浸透に努めます。

□ 各校園における教育･保育のユニバーサルデザイン化（学校教育課・教育総務課）

・インクルーシブ教育の構築を目指して、すべての幼児にとって遊びたいと思える、

またすべての児童生徒にとって学びやすい授業や教育環境の整備を推進します。

□ 適応指導教室の取り組みの充実 （学校教育課）

・様々な理由で教室や学校に行きにくい児童生徒やその保護者に対して、校種間連携

による切れ目のない支援体制の充実や関係諸機関との連携協働等により、社会的自立

に向けた適切な支援を包括的に行います。

□ 施設の耐震補強とユニバーサルデザイン化 （教育総務課・社会教育課）

・障がいの有無や性別に関わらず、児童生徒が安心して学校生活を送ることができ、

また、生涯学習活動や、高齢者をはじめとする地域住民の交流など多様な活動の拠点

として、全ての人が使いやすい施設の改修・改善を行います。

関連事業：生涯学習施設改修事業 安全・安心な学校教育環境整備事業

□ 障がいに対する正しい理解の促進と切れ目のない支援の充実 （学校教育課）

・特別な支援を必要とする児童生徒の「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」「移

行支援シート」を作成・活用し、校種間の切れ目のない支援の充実を図ります。

・校園長のリーダーシップのもと、特別支援教育コーディネーター等を中心に校内委員会を機

能させ組織的に適切な指導支援を行います。

□ 「心のバリアフリー」の意識の啓発・浸透 （学校教育課・社会教育課）

・生涯学習の場での障がい児者理解教育や交流及び共同学習を通して、様々な心身の

特性や考え方を理解するとともに、互いに認め合い尊重し合う「心のバリアフリー」

の意識の啓発・浸透を図ります。
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（２） 自己肯定感・有用感の育成

ア 異年齢での学びや交流の場を広げます。

就学前を含めた校種間連携や、子どもから大人までが集える学び

の機会と交流の場を創出します。

イ 地域における子どもの居場所を充実させます。

学校や家庭ではない、地域における子どもの居場所を作り、地域社

会が子どもと関われる場、子どもが地域社会に関われる場を充実さ

せます。

□ 校種間連携教育の推進 （学校教育課）

・校種間の連携を進める「中学校ブロック校種間連携推進協議会」の取り組みを通し

て、幼児児童生徒の豊かな学びと育ちを促進するとともに、「主体的･対話的で深い学

び」に向かう姿勢を育みます。

・不登校児童生徒支援の観点においても校種間連携を更に推進します。

□ 切れ目のない円滑な指導体制の推進 （学校教育課）

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有した上で、「幼小接続事業」及び

「スタートカリキュラム」を活用するなど、就学前教育と義務教育との連携を通し

て、育ちに係る円滑な指導体制の接続を図ります。

□ 子どもから大人までが集える機会の創出 （学校教育課・社会教育課）

・学校運営協議会と地域学校協働本部を一体的に推進することで、幅広い年齢層がふ

れあう機会を創出します。

□ 社会教育施設を活用した親子体験活動等の充実 （社会教育課）

・郷土資料館等を活用した様々な体験活動の取り組みの充実を図ります。
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ウ 子どもが地域社会で活躍できる場を創出します。

子どもが地域社会の一員として役割を担い、活躍・貢献することで、

自己肯定感や自己有用感を実感できる機会や場を創出します。

エ 地域人材が学校で活躍できる場を創出します。

地域学校協働活動を推進し、地域人材が学校で活躍できる機会や場

を創出します。

□ 放課後における安全･安心を配慮した子どもの居場所づくりの推進（社会教育課）

・放課後の居場所としての放課後児童クラブを通学校近くへ設置します。

関連事業：児童福祉施設整備事業(今年度は八木西小において整備）

・放課後児童クラブと連携を図りながら、子どもの居場所の拡大と充実に向けた放課

後子ども教室の拡充を図ります。

関連事業：放課後児童健全育成事業 子どものための地域連携事業

□ 地域連携等による体験活動の充実 （学校教育課・社会教育課）

・児童生徒の社会性や豊かな人間性を育み、社会の一員としての自覚を促すために、

学校と地域社会の連携のもと、市内の様々な教育資源を生かした自然体験活動、文化

芸術体験活動、ボランティア体験活動等の充実を図ります。

□ 地域学校協働活動の推進 （学校教育課・社会教育課）

・学校運営協議会等で地域・家庭・学校が共有した目標の実現に向けて、地域人材の

確保と活用を進めることを通じ、｢社会に開かれた教育課程｣の実現と地域人材の活躍

の場の充実を図ります。

関連事業：子どものための地域連携事業



南丹市教育委員会

〒622-8651

京都府南丹市園部町小桜町47番地

TEL 0771-68-0055

FAX 0771-63-2850

笑顔あふれる南丹市をめざします


