
 

第 １ 号議案 

 

広島県教育委員会主要施策実施方針の策定について 

 

 広島県教育委員会主要施策実施方針について，別紙のとおり決定することを提案

します。 

 

 平成29年２月10日 

 

                  広島県教育委員会教育長 下 﨑  明 

 

１ 提案の趣旨 

  平成 27 年 10 月に改定された県総合計画「ひろしま未来チャレンジビジョン」

（以下「チャレンジビジョン」という。）と平成28年２月に策定された「広島県 

教育に関する大綱」（以下「大綱」という。）を踏まえ，教育委員会の中期的な施

策等を明らかにするため，新たな「広島県教育委員会主要施策実施方針」につい

て，別紙のとおり決定する。 

  また，チャレンジビジョン及び大綱を踏まえて，実施方針を策定することから，

これらを一体のものとして，教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第２

項に定める「教育振興基本計画」に位置付ける。 

 

２ 関係規定 

  教育基本法（平成18年法律第120号） 

  第 17条 政府は，教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め，教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その

他必要な事項について，基本的な計画を定め，これを国会に報告するととも

に，公表しなければならない。 

  ２ 地方公共団体は，前項の計画を参酌し，その地域の実情に応じ，当該地方

公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定める

よう努めなければならない。 

 



 

「広島県教育委員会主要施策実施方針」の検討の経緯について 

 

 

  「広島県教育委員会主要施策実施方針」について，県議会文教委員会での集中

審議及び県民意見募集（パブリックコメント）等を経て，別紙（案）をとりまと

めた。 

 年月日 概  要 平成28年11月 29日 教育委員会会議において，「広島県教育委員会主要施策実施方針について」協議 平成28年12月２日 文教委員会において，「広島県教育委員会主要施策実施方針（素案）について」説明 平成28年12月２日 ～平成29年１月４日 県民意見募集（パブリックコメント）を実施 平成28年12月 12日 文教委員会において，「広島県教育委員会主要施策実施方針（素案）について」集中審議 平成29年１月19日 文教委員会において，「広島県教育委員会主要施策実施方針（素案）の審議における意見等への対応について」説明 
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広島県教育委員会主要施策実施方針（案）     平成 29 年２月 10 日  教 育 委 員 会  第１第１第１第１    策定の趣旨策定の趣旨策定の趣旨策定の趣旨    本県では，平成 10 年の文部省是正指導以降，県民の皆様に信頼される公教育の実現に向け，教育改革のための仕組みづくりと教育の中身づくりに取り組んできました。 その結果，校長権限が確立されるなど，適正な校務運営が行われるようになるとともに，教育内容でも，「知・徳・体」のそれぞれの面で着実に成果が表れ，全国水準を上回るところまできております。 しかしながら，県全体の学力は向上してきたものの，ここ数年は伸び悩みの状況が続いていることや，学年が上がるにつれて，学習意欲が低くなる傾向が見られることなどの課題があります。 また，現在，グローバル化の進展などにより，様々な課題が複雑化・高度化する中で，ますます社会は先行き不透明な状況になってきており，児童生徒には，こうした社会をたくましく生きていく資質・能力を身に付けることが求められるなど，本県教育や教育を取り巻く環境は新たな時代に向けた転換期を迎えています。 本県教育が絶えず成長・発展しながら次のステージへと進んでいくためには，本県教育の歴史を踏まえたこれまでの取組をベースに，新たな時代に応じた取組に果敢に挑戦していく必要があります。 こうした現状と課題を踏まえ，平成 28年２月に策定された「広島県 教育に関する大綱」（以下「大綱」という。）においては，「幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域，さらには経済界や産業界も含めた「オール広島県」で，「生涯にわたって主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる人材」を育成し，広島で生まれ，育ち，住み，学んだ全ての者が，将来，「広島で学んで良かった」と思える，さらには，全国から，「広島で学んでみたい」と思われる日本一の教育県を実現していくこととされています。 この目指す姿の実現に向けて，教育委員会として取り組むべき中期的な施策等を改めて明確にするため，新たな実施方針を定め，８つの柱に基づいて，30 の取組を展開していきます。  第２第２第２第２    「教育振興基本計画」としての位置付け「教育振興基本計画」としての位置付け「教育振興基本計画」としての位置付け「教育振興基本計画」としての位置付け    平成 22 年 10 月に策定された県総合計画「ひろしま未来チャレンジビジョン」（以下「チャレンジビジョン」という。）に基づき，教育委員会の中期的な施策等を明らかにするために，平成 23年３月に，広島県教育委員会主要施策実施方針を策定しました。 その後，平成 27 年 10 月にチャレンジビジョンが改定され，平成 28 年２月，新たに大綱が策定されたことを踏まえ，改めて実施方針を策定することとし，これらを一体のものとして，教育基本法（平成 18年法律第 120号）第 17 条第２項に定める，「教育振興基本計画」に位置付けることとします。  第第第第３３３３    取組期間取組期間取組期間取組期間      策定後おおむね５年間     第第第第４４４４    目指す姿目指す姿目指す姿目指す姿      「広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の実現」 
 第第第第５５５５    点検・評価点検・評価点検・評価点検・評価    地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 26 条において，「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」を実施することとされており，この実施方針の取組については，その進捗状況を点検及び評価の対象とします。  

別 紙 
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１ 乳幼児期における質の高い教育・保育の推進 

     乳幼児期における教育・保育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培い，その後の学校教育における生活や学習の基盤となる役割を担う重要なものであることから，その内容の改善・充実を図り，小学校教育との接続を一層強化していきます。 具体的には，県内全ての乳幼児が，養育環境に関わらず，質の高い教育・保育を受けることができるよう，関係機関等が連携した家庭教育への支援や，幼稚園・保育所等における教育・保育の充実などに取り組みます。 
    （１）乳幼児期の教育・保育の充実 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 教員・保育士等の資質の向上や，幼保小接続のための取組が十分に行われているとはいえず，全ての教育・保育施設において，一定の質が確保された教育・保育が行われるよう支援する必要があります。 ○ 少子化や核家族化，地域のつながりの希薄化などにより，親が子育てに不安や負担を感じている状況があることから，乳幼児期の教育の重要性や家庭での具体的な取組についての理解や実践につながる情報や学習機会を提供するとともに，地域からの支援の仕組みをつくることにより，保護者が自信を持って子育てを行えるようにすることが必要です。 ○ 幼稚園・保育所等や家庭の課題を解決するためには，乳幼児期の教育・保育に関わる全ての機関において，広島県が目指す乳幼児の姿を共有し，その姿の実現に向けて関係する機関が相互に連携していく必要があります。 
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 県内全ての乳幼児に対し，広島県が目指す乳幼児の姿の実現に向けた，一定の質が確保された教育・保育が行われています。 ○ 全ての親が乳幼児期の家庭教育について自信を持って取り組むことができるよう，家庭教育に役立つ情報や学習機会の提供など，家庭教育を支援する環境の整備が進んでいます。 ○ 親の子育て・家庭教育等の悩みに対応した情報提供や学習機会を提供するとともに，保護者からの相談を専門機関等へつなぐための仕組みづくりを推進します。 
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 教員・保育士等の資質向上に向けた体制整備や，幼保小連携の推進等により，教育・保育内容の充実を図ります。 ○ 子育てに役立つ情報の提供，親子の学び・集いの場の充実や，地域による親子支援等を推進します。 ○ 教育・保育を取り巻く様々な課題に対する必要な取組を明確にし，その取組のために関係する機関が相互に連携して課題の解決を図ります。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 ５つの力が育まれている年長児の割合 乳幼児期に育みたい５つの力（「感じる・気付く力」，「うごく力」，「考える力」，「やりぬく力」，「人とかかわる力」）が育まれている年長児の割合 【出典】県教育委員会調査 72.0％ [Ｈ27] 80％  
 

  

【就学前教育】 
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２ 「知・徳・体」のバランスのとれた「基礎・基本」の徹底 

  初等中等教育段階は，生涯にわたる学習の基礎を培う重要な時期であることから，乳幼児期までに培った力を生かしながら小学校教育を充実させ，中学校以降の教育へと円滑に接続させていきます。 特に，今後，児童生徒の「主体的な学び」を促す教育活動を全県的に展開していくことから，その土台となる「基礎・基本」の確実な定着を図り，児童生徒に「確かな学力」，「豊かな心」，「健やかな体」をバランスよく育成します。 具体的には，「『基礎・基本』の徹底」，「道徳教育の充実」，「児童生徒の体力・運動能力の向上」などに取り組みます。  また，児童生徒に社会的自立の基礎を養うことができるよう，体系的・系統的なキャリア教育を充実するとともに，高校生の就業能力の強化を図ります。 
 （１）「基礎・基本」の徹底    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題） ○ 「基礎・基本」定着状況調査によると，児童生徒の基礎的・基本的な学習内容は，おおむね定着しているものの，思考力・表現力を問う問題については，引き続き，課題が見られます。また，通過率 30％未満の児童生徒が一定の割合を占めている状況が続いています。 ○ 全国学力・学習状況調査において，小学校の全教科と中学校の国語は全国平均を上回っていますが，中学校の数学の一部については全国平均を下回っています。 
    （目標）（目標）（目標）（目標） ○ 「基礎・基本」定着状況調査において，教科全体の平均通過率が 75％以上となるとともに，通過率 30％未満の児童生徒の割合が減少するなど，基礎的・基本的な学習内容の定着が進んでいます。 ○ 全国学力・学習状況調査において，小・中学校の全教科で全国平均を上回るなど，各教科の課題に対する指導の改善が図られています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向） ○ 「基礎・基本」定着状況調査の結果の分析を通して，学校が主体的に授業改善を行うことができるよう支援します。 ○ 研修会や学校訪問などを通して，学力向上に向けた取組の成果を普及します。 ○ 「学びの変革」を推進し，小・中学校において主体的な学びを促進するための指導改善に取り組み，一層の学力向上を図ります。  指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 基礎学力が定着している児童生徒の割合 「基礎･基本」定着状況調査における教科全体の正答率 【出典】県教育委員会調査 小学校 国語 74.7% 算数 71.6% 理科 65.3% 中学校 国語 73.6% 数学 70.4% 理科 50.2% 英語 68.2% [H27] 

小中それぞれ 教科全体で 75％ 

【学校教育】 
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指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 学力に課題がある児童生徒の割合 「基礎･基本」定着状況調査における各教科の基礎的・基本的な内容の問題の正答率が30%未満の児童生徒の割合 【出典】県教育委員会調査 小学校 平均 2.6％ （国語 2.5%） （算数 1.6%） （理科 3.8%） 中学校 平均 7.2％ （国語 1.3%） （数学 5.5%） （理科 17.1%） （英語 4.7%） [H27] 
小学校 平均 2.0％未満 中学校 平均 4.0％未満 

全国学力・学習状況調査の平均正答率におけるトップ県とのポイント差 全国学力・学習状況調査の平均正答率におけるトップ県とのポイント差の縮小 【出典】文部科学省調査 小 6▲4.3 中 3▲4.3 [H27] 小 6▲4.0 未満 中 3▲4.0 未満  全国学力･学習状況調査の全国平均を上回っている教科数  全国学力･学習状況調査における全国平均を上回っている教科数（調査区分別） 【出典】文部科学省調査 9/全 10 教科 [H27]  全教科  （２）ことばの教育の推進    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 知識を活用して課題を解決するために必要となる思考力，判断力，表現力等に課題があります。 ○ 読書活動を通じて本から学び，自らの考えを深める指導を行うことが求められています。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 児童生徒が基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力等の能力を育むことができるよう，授業における言語活動のさらなる充実が図られています。 ○ 「自ら学び，自ら考え，主体的に判断する子供」，「自ら問題を発見し，よりよく問題を解決しようとする子供」の育成を目指して，読書活動が推進されています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 学習や生活の基盤となる「ことばの力」を身に付けさせるため，言語活動の充実の観点に立った「課題発見・解決学習」の授業づくりを推進することで，児童生徒の主体的な学びを促す教育活動を推進します。 ○ 子供に本を読む習慣が身に付くよう，きっかけを提供します。 ○ 子供の本を読む力を育成し，本を読んで生き方を考える機会を充実させる取組を行います。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 １ヶ月に１冊以上本を読む児童生徒の割合 「１か月に何冊くらい本を読んでいますか。（教科書や問題集，漫画，雑誌はのぞきます。）」という問いに，「読んでいない」以外の回答をした児童生徒の割合 【出典】県教育委員会調査 小学生 91.4％ 中学生 83.8％ [H27] 小学生 97％ 中学生 90％ 様々な本や資料を基に自分の考えをもたせる指導をしている学校の割合 「様々な本や資料を基に自分の考えをもたせる指導をした。」という問いに，肯定的な回答をした学校の割合 【出典】県教育委員会調査 小学校 89.3％ 中学校 83.6％ [H27] 小学校 100％ 中学校 100％ 
 （３）道徳教育の充実    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 道徳の時間が，読み物の登場人物の心情理解のみに偏った指導となっているなどの課題があり，
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道徳の時間が「特別の教科 道徳」として新たに位置付けられることも踏まえ，「考え，議論する道徳」の授業へと質的転換が求められています。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 児童生徒が自己の生き方についての考えを深め，道徳的実践につなげることができるよう，各学校において，質の高い「考え，議論する道徳」の授業が実践されています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 「特別の教科 道徳」をはじめ，教育活動全体を通じて，他人を思いやる心や美しいものに感動する心など，児童生徒の豊かな心の基盤となる道徳性の育成に努めます。 ○ 各市町の道徳教育推進協議会への訪問指導や道徳教育推進教師等の担当者を対象とした研修会を通して，「特別の教科 道徳」で求められる質の高い指導方法等について理解させ，教員の指導力向上に努めます。 ○ 道徳教育推進校・推進地域において，「特別の教科 道徳」を踏まえた実践研究に取り組み，その成果を県内全域に普及することで，道徳教育のさらなる充実を図ります。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 道徳的実践につなげる質の高い道徳授業の実施率 「児童生徒は，『道徳の時間』で勉強したことを自分の生活にいかしていると思いますか。」という問いに，肯定的な回答をした学校の割合 【出典】県教育委員会調査 84.8％ [H28] 95％ 
 （４）体験活動の推進    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 児童の豊かな人間性や社会性を育むことを目的とした３泊４日の長期集団宿泊活動の取組が全県的に普及してきており，今後は，各学校において，教育目標を達成するために，日常生活と体験活動をより明確に関連付けることにより，内容のさらなる改善・充実を図る必要があります。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 児童の豊かな人間性や社会性を育むため，日常生活と体験活動をより明確に関連付けた効果的な取組が増えています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 体験活動に関わる教職員への研修等の充実とともに，３泊４日の長期集団宿泊活動の好事例を掲載した指導資料の作成などにより，体験活動のより一層の改善・充実を図ります。 ○ 体験活動を通して成長した姿を児童自身が発表する実践発表会の開催などにより，成果の普及を図るとともに，体験活動の意義について一層の理解を広めていきます。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 長期集団宿泊活動を通して，成長した児童の割合 「長期集団宿泊活動を通して成長したと思う。」という問いに，肯定的な回答をした保護者の割合 【出典】県教育委員会調査 86.7％ ［H27］ 96%  
 （５）生徒指導上の諸問題対策の推進    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 児童生徒千人当たりの暴力行為発生件数，不登校児童生徒の割合及び中途退学率のいずれも減少傾向にありますが，生徒指導体制の確立に遅れの見られる学校があります。    
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    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 児童生徒千人当たりの暴力行為発生件数，不登校児童生徒の割合及び中途退学率など生徒指導上の諸問題の状況を示す数値が前年度を下回るなど，学校の生徒指導体制が確立し，組織的な指導を進めています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 児童生徒一人一人の人格の完成を目指し，児童生徒が主体的に取り組めるような場や機会を提供することなどにより，自発性や自主性，自律性を育んでいきます。 ○ 一人一人の違いや個性を尊重し合い，他者や社会との調和を図りながら，自己実現を図っていけるような資質や能力を育んでいきます。 ○ 生徒指導実践指定校等における生徒指導体制が確立するよう指導し，生徒指導主事研修等を通じて，その取組成果を広めることにより，全ての学校の指導力の向上を図ります。 ○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを効果的・計画的に配置し，各学校における教育相談体制の充実を図るとともに，家庭環境への働きかけや支援に取り組みます。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 暴力行為発生件数（公立小・中・高等学校） 県内の公立小･中･高校生千人当たりの暴力行為の発生件数 【出典】文部科学省調査 4.6 件 ［H27］ 前年度件数以下 不登校児童生徒の割合（公立小･中・高等学校） 県内の公立小･中・高等学校における不登校児童生徒の割合 【出典】文部科学省調査 1.21% ［H27］ 前年度割合以下 中途退学率（公立高等学校）  県内の公立高等学校における中途退学者の割合 【出典】文部科学省調査  1.3% ［H27］ 前年度割合以下 
 （６）健康教育の推進    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 社会環境や生活環境の多様化などにより，成長期の子供の生活習慣が乱れやすい状況にあり，こうした生活習慣の乱れによる心身の不調などの健康問題が生じています。 ○ 児童生徒の命にかかわる重大な事案を未然に防止するための体制整備が求められています。        （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 児童生徒が正しい生活習慣を身に付けるとともに，自己の健康を主体的に管理する能力が育まれています。 ○ 児童生徒の抱える不安や悩みに適切に対応するため，教育相談体制の充実が図られるとともに，家庭環境への積極的な働きかけが行われています。        （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 喫煙，飲酒，薬物乱用防止教育やがんの教育などで学んだ知識を活用して，児童生徒に自己の健康を管理する力を身に付けさせるため，各学校の学校保健計画に基づき，学校保健委員会などを活用して，組織的な学校保健活動を推進します。 ○ 保健主事研修や生徒指導主事研修等を通じて，教育相談で必要とされる資質・能力の向上を図ります。 ○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを効果的・計画的に配置し，各学校における教育相談体制の充実を図るとともに，家庭環境への働きかけや支援に取り組みます。 
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指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 スクールカウンセラー年間総相談件数  全スクールカウンセラーによる相談件数の合計（小・中・高等学校） 【出典】県教育委員会調査 31,562 件 ［H27］ 36,000 件 スクールソーシャルワーカーによる家庭環境の問題への支援状況 スクールソーシャルワーカーが家庭環境の問題を支援した件数のうち，解決した件数及び状況が好転している件数の割合 【出典】文部科学省調査 60.0％ ［H27］ 65％ 学校保健委員会の実施率 学校保健委員会の設置状況等調査（小・中・高・特別支援学校） 【出典】文部科学省調査 84.7% ［H27］ 100% 
 （７）食育の推進    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 子供の食を取り巻く環境が変化し，不規則な食事や偏った栄養摂取などの食生活の乱れが見られることから，児童生徒の健全な食生活を実践する力を育成する必要があります。 ○ 児童生徒が豊かな食生活を送ることができるよう，地元や県内産の食材に関する知識や，地域の食文化への理解をより一層深めることが求められています。     （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 食に関する正しい知識・理解を深め，栄養バランスのとれた食事をとるなど，児童生徒が望ましい食習慣を身に付けるとともに，家庭において食事の準備や後片付けの手伝いなどをしています。 ○ 児童生徒が各地域の産物や郷土料理についての理解を深め，日常の食事と関連付けて考えることができています。        （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 児童生徒が家庭科等で学んだ知識・技能を活用して，主体的に食の実践にチャレンジできる取組を展開します。 ○ 市町教育委員会と連携して，学校において栄養教諭と担任教諭等のチーム・ティーチングによる効果的な食育の授業を計画的に展開し，県全体で食育の充実が図られるよう取り組みます。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 主食・主菜・副菜のそろった朝ごはんを食べている児童生徒の割合 主食・主菜・副菜のそろった朝ごはんを食べている児童生徒の割合（小・中学校） 【出典】県教育委員会調査 58.4% ［H27］ 78% 食事の準備や後片付けを行っている児童生徒の割合 食事の準備や後片付けを行っている児童生徒の割合（小・中学校） 【出典】県教育委員会調査 72.1% ［H27］ 85% 学校給食における地場産物の活用割合 学校給食の献立に使用した食品数のうち地場産食品数の割合 【出典】文部科学省調査 34.4% ［H27］ 40% 
 （８）児童生徒の体力・運動能力の向上    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 全国体力・運動能力，運動習慣等調査（小学校第５学年，中学校第２学年）における本県の体力合計点平均値は上昇傾向にありますが，全国トップ県とは僅かな差があります。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 全国体力・運動能力，運動習慣等調査の体力合計点平均値の全国トップ県との差が縮小し，児
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童生徒の体力・運動能力が向上しています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 定期的な調査により児童生徒の体力・運動能力を検証し，その結果を各学校の体力つくりの取組につなげます。 ○ 「走り方教室」や「新体力テストの活用方法に関する教員研修」の実施などにより，学校における体育の授業改善などの取組を推進します。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 全国体力・運動能力，運動習慣等調査の体力合計点平均値の全国トップ県との差 全国体力・運動能力，運動習慣等調査の体力合計点平均値の全国トップ県との差（小学校第５学年，中学校第２学年） 【出典】文部科学省調査 小５男子▲1.79 小５女子▲2.51 中２男子▲1.81 中２女子▲2.81 [H27] 小５男子▲0.0 小５女子▲0.0 中２男子▲0.0 中２女子▲0.0 
 （９）キャリア教育の推進と高校生の就業能力の強化    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 将来，社会人・職業人として自立していくために必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して，キャリア発達を促す教育の充実が小学校段階から求められています。 ○ 高校生を取り巻く雇用環境は着実に改善していますが，一部の地域や職種においては緩やかな改善にとどまっています。また，企業の求める人材像や就職希望者の職業に対する理解不足等により，求職と求人のミスマッチが生じており，早期離職率が高止まりしています。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 児童生徒に職業についての基礎的な知識，勤労を重んじる態度や自らの進路を選択する能力が備わっています。 ○ 新規高等学校卒業者の就職率が全国平均以上となるとともに，３年以内離職率が全国平均以下となるなど，適切な職業選択に基づいて，自己実現を図ることができています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ キャリア教育について小中高の校種間連携を進めるとともに，小学校段階から，系統的な指導を行う手立てとしてキャリアノートの活用を推奨します。 ○ 生徒の職業意識や社会人としての自覚の形成を促すために，インターンシップの参加を推進します。 ○ 就職希望者への就職相談や求人開拓の強化，教職員の就職指導に係る資質向上を図るため，県立高等学校にジョブ・サポート・ティーチャー等を配置するとともに，関係機関と連携した就職支援策を推進します。 ○ ものづくりに対する情熱を持ち，困難に直面しても果敢に挑戦し続けるなど，本県ものづくり産業を支えることのできる技能系人材を育成します。 
 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 「わたしのキャリアノート」の持ち上がり率（県立高等学校） 中学校から高等学校に「わたしのキャリアノート」を持ち上がった生徒の割合 【出典】県教育委員会調査 63.5% ［H28.4］ 70% 新規高等学校卒業者就職率 国公私立新規高等学校卒業者で，就職希望者のうち，就職した生徒の割合 【出典】文部科学省調査 98.7% （全国平均 97.7%）［H28.3 卒］ 全国平均以上 
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指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 新規高等学校卒業者の３年以内の離職率 国公私立新規高等学校卒業者で，就職した者のうち，３年以内に離職した者の割合 【出典】厚生労働省調査 36.4% （全国平均 40.0%）［H24.3 卒］ 全国平均以下 県立高等学校卒業者で，就職した者のうち，３年以内に離職した者の割合 【出典】県教育委員会調査 20.3% ［H24.3 卒］ 全国平均以下 高等学校工業科卒業者の技能士３級以上取得率 県立高等学校工業科卒業時に技能士３級以上を有している生徒の割合 【出典】県教育委員会調査 20.9% [Ｈ27] 42% 
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３ 「これからの社会で活躍するために必要な資質・能力の育成を目指した主体的な学び」

を促す教育活動の推進 

 これからの先行き不透明な社会においては，学校で学んだ知識や技能を定型的に適用して解決できる問題は少なくなることから，これまで取り組んできた児童生徒一人一人の「基礎・基本」の確実な定着を目指した教育活動に加え，「知識を活用し，協働して新たな価値を生み出せるか」を重視し，「これからの社会で活躍していくために必要な資質・能力の育成を目指した主体的な学び」を促す教育活動，すなわち「学びの変革」を全国に先駆け，全県的に展開します。  具体的には，児童生徒が自ら問題を見つけ，習得した知識やスキルを活用し，異なる価値観を持つ人々と協働して，最善解を創造する「課題発見・解決学習」や，グローバル・マインドや実践的なコミュニケーション能力を育成する「異文化間協働活動」を，小学校段階から高等学校段階まで系統的に推進します。     （１）新しい教育モデルの構築に向けた教育環境の整備 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 変化の激しい先行き不透明な社会で活躍できる人材の育成に向けて，これまでの「知識ベースの学び」に加え，「知識を活用し，協働して新たな価値を生み出せるか」を重視する「コンピテンシーの育成を目指した主体的な学び」を促す新しい教育モデルを構築する必要があります。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 県内全ての学校において，「課題発見・解決学習」を柱に，児童生徒の主体的な学びが促進され，「これからの社会で活躍するために必要な資質・能力（コンピテンシー）」が着実に向上しています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 従来の枠組みに捉われない，「学びの変革」を先導的に実践する新たな全寮制中高一貫教育校（グローバルリーダー育成校（仮称））を設置することにより，日本や世界のモデルとなる新たな中等教育の姿を創造するとともに，教員の人事交流や生徒交流等を通して，その成果を県内全ての国公私立学校と共有することで，県全体の「学びの変革」を早期に実現します。 ○ グローバルリーダー育成校（仮称）の開校に向けて，国内外の教育研究機関等と連携した，カリキュラムの研究開発を行うとともに，生徒募集のための諸準備・広報活動に取り組みます。 ○ 本県の学びの変革を牽引できる高い指導力を持った教職員の採用及び育成に努めます。 

 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 「課題発見・解決学習」に取り組んでいる学校の割合  「課題発見・解決学習」に取り組んでいる学校の割合  【出典】県教育委員会調査   （今後，調査を実施） 100％  「学びの変革」を理解している県民の割合 「学びの変革」を理解している県民の割合 【出典】県教育委員会調査  39.2％ [Ｈ27] 80％ 
  （２）「課題発見・解決学習」の推進 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 基礎的・基本的な学習内容は概ね定着してきているものの，教科で学習した知識・技能を実生活や学習の様々な場面に活用することに課題があります。 ○ 県全体の学力は向上してきたものの，近年は伸び悩みの状況が続いており，また，小学校，中学校，高等学校と学年が上がるにつれて，学習意欲が低くなる傾向がみられます。 ○ 全校で「課題発見・解決学習」を取り入れた主体的な学びを促す授業づくりに取り組む必要があります。    

【学校教育】 
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（目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 小・中学校において，教科で学習した知識・技能を実生活や学習の様々な場面に活用する力が伸びるとともに，高等学校においては，実生活や具体的な授業の場面における課題解決のために，知識・技能を活用して，構想を立て実践し，評価・改善する力が伸びています。    ○ 自分で課題を立てて情報を集め，整理して調べたことを発表する学習活動に取り組むなど，「主体的な学び」が定着している児童生徒の割合が増えています。 ○ 県内の全ての教員が，児童生徒の主体的な学びを促す「課題発見・解決学習」の授業を実践しています。 
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 各教科及び総合的な学習の時間等の「課題発見・解決学習」の指導内容・方法等を，研修会，ホームページ，資料等を通じて普及することにより，授業改善を推進します。 ○ 「学びの変革」パイロット校を指定し，「課題発見・解決学習」を取り入れた主体的な学びを促す授業づくりの取組を推進するとともに，その成果を，指定校以外の学校に普及し，各学校の授業において習得した知識・技能を活用する学習の充実を図ります。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 「主体的な学び」が定着している児童生徒の割合 「主体的な学び」に関する質問項目に対する肯定的回答の割合の平均 【出典】県教育委員会調査 小学校 70.9％ 中学校 59.3％ 高等学校 62.9％ [H27] 小学校 90％ 中学校 80％ 高等学校 85％ 習得した知識・技能を活用する問題の平均通過率 「基礎・基本」定着状況調査における「タイプⅡ」の平均通過率 広島県高等学校学力調査における「活用問題」の平均通過率 【出典】県教育委員会調査 小学校 国語 58.3％ 算数 49.4％ 理科 55.0％ 中学校 国語 64.8％ 数学 57.2％ 理科 49.1％ 英語 60.6％ 高等学校 国語 63.9％ 数学 48.3％ 英語 46.7％ [H27] 

小学校 各教科 65％ 中学校 各教科 65％ 高等学校 各教科 65％  
 （３）異文化間協働活動の推進    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 本県の留学者数は増加傾向にあるものの，小学校段階からの系統的・継続的な「異文化間協働活動」の機会が不足しており，グローバル・マインドや実践的なコミュニケーション能力の育成に課題があります。 ○ 小学校における英語の教科化や生徒の英語力向上に向け，各教員の指導力の向上や授業改善の推進に取り組む必要があります。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 県内全ての学校において，「異文化間協働活動」が活発に行われ，高等学校段階で毎年 1,000人以上の生徒が海外に留学するなど，グローバルな教育環境が整っています。 ○ 小学校において，各教員の英語の指導力が向上するとともに，中学校，高等学校では，生徒が実際に英語を使用してコミュニケーションを図る機会を増やすなど，言語活動を充実させた授業改善が進んでいます。    
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    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ グローバルキャンプや姉妹校交流など，国内での系統的・継続的な「異文化間協働活動」の機会を創出するとともに，短期留学プログラムの提供や姉妹校等への留学促進など，児童生徒が積極的に多様性に触れ，それを受容する体験機会の充実を図ります。 ○ 小・中・高の系統的・継続的な「異文化間協働活動」を促進するため，各学校や市町教育委員会が実施する活動への外国人の派遣や，小・中学校と連携して姉妹校交流を実施する高等学校への支援を行うとともに，異文化間協働活動支援員による各種交流活動の企画・運営を支援します。 ○ 高等学校段階での留学を促進するため，海外姉妹校へ生徒を派遣する高等学校に対する支援や，海外の教育行政機関との協定等を活用した短期留学プログラムの運用に努めるとともに，国の制度等を活用した生徒に対する留学経費の助成を行います。 ○ 小学校教員の英語指導力の向上に向け，実践的な研修を充実させるとともに，中学校及び高等学校においては，外部専門機関の協力や指導助言などを得て，教員研修の改善を図ることで，より一層の指導力の向上を図ります。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 外国人とコミュニケ―ションを図ることに興味・関心を持っている児童生徒の割合 「外国人と積極的にコミュニケーションを図りたいです。」という問いに，肯定的な回答をした児童生徒の割合 【出典】県教育委員会調査 小学校 74.6％ 中学校 60.0％ [Ｈ27] 小学校 80％ 中学校 70％ 求められる英語力を有する中・高等学校の教員の割合 求められる英語力(英検準１級程度以上)を有する中・高等学校の教員の割合 【出典】県教育委員会調査 中学校 36.6% 高等学校 77.0% [H27] 中学校 50% 高等学校 85% 高校段階での留学経験者数 県立学校生徒のうち，留学を経験した生徒数 【出典】県教育委員会調査  296 人 [H27] 1,000 人 
 

  



 

13 
 

４ 一人一人の多様な個性・能力をさらに生かし，他者と協働しながら新たな価値を創造

していくことができる力の育成 

     これからの社会では，一人一人が生涯にわたって自己の能力と可能性を最大限に高め，多様な個性・能力をさらに伸ばし生かしていく中で，多様な価値観を受容し，社会の様々な人々と協働・協調しながら，新たな価値を創造していくことができる力を育成しつつ，自己実現と社会貢献を図ることができるようにすることが大切です。  本県がさらなる成長や持続的な発展を遂げていくためには，我が国や郷土の伝統や文化についての理解を深め，広島への深い愛着や広島で学んだことへの誇り，将来広島に貢献したいという意欲などを有した，多様で厚みのある人材層を形成していく必要があります。  具体的には，より一層の学校の特色づくりの推進や教育の質的向上など，県立学校の体制整備を進めます。 また，オリンピック・パラリンピックにおける日本代表選手の活躍や国民体育大会などトップレベルの競技大会における地元選手の活躍は，多くの県民に喜びや地域への誇りと自信をもたらすとともに，スポーツに対する関心や意欲を高めることにつながることから，トップアスリートとなる人材の戦略的な発掘・育成・強化などに取り組みます。 さらに，多様な価値観の受容については，それぞれが住む地域や広島，日本，海外などの様々な場面で様々な人々と出会う中で，自分とは異なる他者の個性や主張，生き方やものの考え方，その背景にある伝統や文化，風習などを柔軟に受け入れることが重要であり，そうした観点や内容を含む現代的・社会的な課題等についても学習の機会を充実させます。 
 （１）多様で厚みのある人材層の形成に向けた県立学校の体制整備 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ これまで「併設型中高一貫教育校」，「複数の専門学科からなる専門高校」，「単位制を生かした定時制高校」を設置するとともに，県内すべての学校において魅力的で特色ある学校づくりを推進し，活力ある教育活動を展開してきており，今後，ますます変化・複雑化する社会のニーズに応じた多様で厚みのある人材層の形成に向け，引き続き，県立学校の体制整備を進めていく必要があります。    

    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 「様々な分野で地域や広島，日本の成長・発展を担うことのできる人材」や「世界を舞台に活躍できる人材」など，多様で厚みのある人材層の形成に向けた県立学校の体制整備が進んでいます。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 中山間地域等の学校において，授業交流等による学校間の連携や地域と連携した特色づくり等の活性化を図っていくとともに，医療や教育を支える人材が不足している地域における新たな学科・類型やフレキシブルスクール(仮称)，中高一貫教育校などの設置を検討することなどにより，県立学校の体制整備を着実に推進します。 

 （２）現代的・社会的な課題等に対応した学習の推進 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 生涯にわたって生き抜く力や地域の課題解決を主体的に担うことができる力を身に付けられるようにするため，現代的・社会的な課題等に対応した学習機会の充実が求められています。 ○ 国際化，情報化等の進展や社会情勢の変化などに伴い，一人一人が人として尊重され，誰もが生き生きと生活できる社会の形成に向けて，人権尊重の理念に対する理解を深め，これを実践す

【学校教育】 
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る態度の育成がますます求められています。 ○ 我が国や郷土広島の伝統・文化についての理解を深め，そのよさを継承・発展させるための教育を推進する必要があります。 ○ 選挙権年齢の引下げが行われたことなどを契機に，政治的教養の教育の必要性がさらに高まっていることから，児童生徒が国家及び社会の形成者として必要とされる資質を養うための教育の充実が求められています。 ○ 現代の世界における環境，貧困，人権，平和といった様々な問題を自らの問題として捉え，身近なところから取り組むことにより，新たな価値や行動を生み出す「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」の考え方は，学習指導要領において各教科等の目標や内容に取り入れられていることから，環境教育，国際教育，平和教育などの関連する様々な教育を，「持続可能な社会の構築」という観点からつなげ，総合的に取り組む必要があります。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 児童生徒が，人権尊重の意識を高め，互いに人として尊重し合い，誰もが生き生きと生活できる社会になるよう努めています。 ○ 児童生徒が，郷土広島の歴史や伝統・文化に対する理解を深め，これらを愛し尊重する心をもっています。 ○ 現代社会の諸課題を多面的・多角的に考え，自分なりの考えを作っていく力や課題を見出し，協働的に追究し解決する力など，国家及び社会の形成者として必要とされる資質が身に付いています。 ○ 公立学校において，ＥＳＤの視点に立った学習指導が広く取り組まれています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 学校の教育活動全体を通じて，自他の違いを相互に認め合い，自分を大切にし，他人を大切にして共に生きていく態度を育てる指導を行います。 ○ 生命の尊さや他人との共生・共感の大切さなど普遍的視点からの取組を重視した人権教育を推進するため，学校教育及び社会教育において，人権教育指導者の養成や人権尊重の精神を育む学習方法・学習内容の開発及び普及に取り組みます。 ○ 小・中学校では，「郷土ひろしまの歴史」の教材を活用して，広島県の歴史について理解するとともに，高等学校では，広島の自然，産業，歴史，文化等への理解を深め，郷土を愛する心を育みます。 ○ 政治的教養の教育に関する優れた実践事例を収集し，教師用手引きを作成・配付するなど，各学校の取組を一層充実させるための様々な支援を行います。 ○ 様々な研修等の機会を活用して，ＥＳＤの推進拠点に位置付けられているユネスコスクールにおける実践事例等を紹介するなど，ＥＳＤの取組の充実を図ります。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 自分の住んでいる地域に愛着を感じている児童生徒の割合 「自分の住んでいる地域のことが好きです。」という問いに，肯定的な回答をした児童生徒の割合 【出典】県教育委員会調査 小学校 90.0% 中学校 81.0% [H27] 小学校 94% 中学校 85% 
 （３）ジュニアスポーツの推進    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 全国大会等で優勝できる競技力を持つジュニア選手が少ない状況にあります。 ○ 国民体育大会（第 71 回大会）における少年の成績は，前回大会の 24 位から 16位に上昇しているものの，成年の成績を含めた国民体育大会総合成績８位入賞を達成できていません。 



 

15 
 

    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 本県ジュニア選手（中・高校生）の全国大会等における優勝数が 45 以上となっており，有望なジュニア選手の育成が図られています。 ○ 国民体育大会における少年の成績が，14位以内（参加点を除いて 400 点以上）となっており，次世代アスリートの発掘，育成・強化が体系的・戦略的に進められています。 ○ 東京オリンピックへ出場する本県ゆかりの選手数が，前回の東京オリンピックの 23 人を超えており，各選手が世界の大舞台で活躍しています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ ジュニア選手の発掘・育成・強化を図るため，優れた運動能力を有する児童の早期発掘や，全国のトップを狙える競技を中心としたジュニア選手の強化育成を行います。 ○ 競技力の向上を図るため，入賞を狙える競技について重点的・効果的な強化に努めます。 ○ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて，本県ゆかりの選手が１人でも多くオリンピックに出場できるよう支援します。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 ジュニア選手の全国大会等優勝数 ジュニア選手の全国大会等における優勝数 【出典】県教育委員会調査  28 [H27] 45  国民体育大会成績【少年の部】 国民体育大会における少年の成績（※参加点を除く） 【出典】県教育委員会調査  16位 （367.0点） [H28] 14位以内 （400点以上） 
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５ 教育上特別な配慮を必要とする児童生徒等への支援 

  全ての子供が，生まれ育った環境や障害の有無などにかかわらず，健やかに育ち，夢や希望，高い倫理観や豊かな人間性を持ち，意欲にあふれた自立した若者へと成長し，充実した生活を送る上で，自らの能力を伸長し，社会において発揮する機会が与えられるよう取り組む必要があります。 具体的には，障害のある幼児児童生徒一人一人の障害の種別・程度，発達段階及び教育的ニーズに応じて，専門的な指導の充実を図るとともに，適切な教育を行うために必要な支援を行います。     また，家庭の経済状況等に応じて，教育費負担の軽減などの経済的支援や，学習面・生活面における支援などを適切に講じるとともに，若年無業者やひきこもり，高校中退者など，挫折や困難を抱えた子供・若者が自立し，再び社会に参画できるようにするため，関係機関等と緊密に連携・協力します。 
    （１）特別支援教育の充実    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 特別支援学級では在籍者数が増え，通常の学級では発達障害等がある児童生徒の教育的ニーズが高まり，通級指導を受ける児童生徒が増加しています。また，特別支援学校に対して，保護者等からの教育相談，小・中学校等からの支援要請が増加しています。 ○ 特別支援学校の在籍者数が予想を上回り大幅に増加してきていることにより，各学校において教室不足が生じており，１つの教室を２学級で共用したり，特別教室などを普通教室に転用したりするなど様々な対応を行っているものの，適切な教室が確保されているとは言えない状況です。 ○ 障害のある幼児児童生徒に対する個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成率は向上しているものの，校種間の円滑な接続に向けた活用が不十分となっています。 ○ 特別支援学校では，幼児児童生徒の障害の重度・重複化・多様化に対応するため，教員の専門性の一層の向上とともに，専門機関と連携した教育の一層の充実が求められています。 ○ 特別支援学校高等部生徒の就職希望者の増加に伴い，就職の希望先も多様となっていることから，そうしたニーズに対応するために就職先の確保が必要となっています。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 地域の特別支援教育の中核として指導ができる専門性の高い教員が育成されています。また，全ての特別支援学校において，保護者等からの相談や小・中学校等からの要請に応じた適切な連携や支援が行われています。 ○ 特別支援学校における適切な教室が確保されています。 ○ 障害のある幼児児童生徒全員に対して，早期からの一貫した支援が行われています。 ○ 専門性の高い教員により，障害に応じた適切な教育が行われるとともに，特別支援学校では専門家を活用したきめ細かな指導が実施され，安全かつ適正な医療的ケア等が実施されています。 ○ 多様な職種の就職先が確保され，就職を希望する特別支援学校高等部卒業生全員が就職しています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 授業改善に関する研修や情報発信により，通常の学級における発達障害等のある児童生徒への指導や，特別支援学級・通級による指導の充実を図ります。 ○ 特別支援学校の教育相談主任や特別支援教育コーディネーターを計画的に養成するとともに，効果的な活用を図ります。 ○ 各特別支援学校において，適切な教室を確保するため，それぞれの学校の状況等を踏まえた対応策を進めます。 ○ 障害のある幼児児童生徒への支援が，各校種間で円滑に引き継がれるよう研修を実施します。 

【学校教育】 
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○ 免許法認定講習や教職員の専門性を高める研修などを実施するとともに，特別支援学校に看護師や作業療法士等を配置し，安全かつ適正な医療的ケアの実施や専門機関と連携した教育の充実を図ります。 ○ 授業改善により特別支援学校の職業教育を充実させるとともに，本県独自の技能検定の実施などにより，多様な職種で就労が可能となるよう，就職支援体制を強化します。また，生徒の障害特性を生かした，より実践的な職業教育の実施手法，職業に関する専門学科を置く高等学校との連携等を考慮し，高等特別支援学校の設置を検討します。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 特別支援学校高等部卒業生の就職率 公立特別支援学校高等部本科卒業者全体に対する就職した者の割合 【出典】文部科学省調査 31.2% [Ｈ28.3卒] 40％ [H33.3卒] 個別の指導計画の作成率（公立学校） 公立学校（広島市を除く）における特別な支援を必要とする全ての幼児児童生徒に対して当該計画を作成している学校の割合 【出典】県教育委員会調査 幼稚園 67.6％ 小学校 67.2％ 中学校 52.4％ 高等学校 59.0％ [H27] 幼稚園・小学校・中学校・高等学校 100％ 個別の教育支援計画の作成率（公立学校） 公立学校（広島市を除く）における特別な支援を必要とする全ての幼児児童生徒に対して当該計画を作成している学校の割合 【出典】県教育委員会調査 幼稚園 48.6％ 小学校 46.7％ 中学校 41.1％ 高等学校 25.3％ [H27] 幼稚園・小学校・中学校・高等学校 100％ 
 （２）家庭の経済状況等に応じた適切な支援 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 小・中学校においては，経済的な理由により就学することが困難な児童生徒への就学援助が行われており，高等学校においては，世帯の所得水準に応じて，奨学のための給付金が支給されていますが，引き続き，意欲・能力のある者の学習機会の確保のための支援が必要です。 
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 市町が実施している就学援助制度や県が実施している高校生を対象とした修学上必要な学資金の一部を貸し付ける奨学金制度等に関して，必要な世帯に確実に周知がなされています。 ○ 家庭の経済状況にかかわらず，全ての修学の意思ある高校生が教育を受けることができています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 市町では，経済的な理由により就学困難と認められる小・中学校の児童生徒の保護者に対して，教育を受けるうえで必要な学用品費等の援助を行っており，県ではその充実のために必要な情報提供などを行います。 ○ 高等学校等において，家庭の経済的な状況にかかわらず，全ての意思ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう，家庭の経済的負担の軽減を図ります。 ○ 経済的な理由により修学に困難がある者等に対し，必要な学資金の一部を貸し付けることにより，勉学意欲のある者及び勉学成績の優れた者の教育の機会均等を図ります。 ○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを効果的・計画的に配置し，各学校における教育相談体制の充実を図るとともに，家庭環境への働きかけや支援に取り組みます。 
 （３）様々な困難を抱えた子供・若者への支援 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ ひきこもりや高校中退者など，将来，社会参加や自立するために必要な知識・能力を身に付け
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ていく上で，支援を必要とする様々な児童生徒に対して，効果的な支援を行う必要があります。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 家庭の経済状況や児童生徒の学力等に応じて，教育費負担の軽減などの経済的支援や，学習面・生活面における支援などを適切に講じています。 ○ 不登校児童生徒の割合及び中途退学率など生徒指導上の諸問題の状況を示す数値が，前年度を下回るなど，学校の生徒指導体制が確立し，組織的な生徒指導を進めています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 不登校の児童生徒やひきこもり，高校中退者など困難を抱えた子供・若者への支援は，関係機関との連携が重要なことから，教育委員会と関係部局，関係機関が緊密に連携・協力し，学習支援や体験活動の実施，学び直しの機会の提供等に取り組みます。 ○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを効果的・計画的に配置し，各学校における教育相談体制の充実を図るとともに，家庭環境への働きかけや支援に取り組みます。    
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６ 教職員の力を最大限に発揮できる環境の整備 

  「広島で学んで良かったと思える日本一の教育県」を実現していくためには，高い倫理観と豊かな人間性，子供に対する教育的愛情と教育に対する使命感などを有した教職員を採用していくとともに，教職員一人一人が持っている力を最大限に発揮し，自由闊達な雰囲気の中で生き生きと教育活動に取り組むことのできる環境を整えていくことが不可欠です。  具体的には，教職員の資質・能力や専門性の向上を図る取組を充実させるとともに，学校における教員と専門スタッフによるチーム体制の構築や業務改善の徹底，ＩＣＴ環境の充実を図ることなどにより，子供と向き合う時間の確保や授業の充実による教育水準の向上に努めていきます。  （１）教職員の資質・指導力の向上    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 大量退職・大量採用に伴い，10 年後には若手教員が半数を占めることが見込まれており，ベテラン教員の知識・経験や優れた指導方法などを若手教員に継承する必要があります。 ○ 管理職の大量退職に伴い，新任の管理職の育成が急務となっています。 ○ 大量採用に伴い，教員採用試験の倍率が低下しています。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 高い倫理観と豊かな人間性を備えた教職員が，子供に対する教育的愛情と使命感を持って教育活動を行っています。 ○ 管理職候補者の早期育成が図られています。 ○ 将来の広島県教育を担う優秀な教員志望者が養成されています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 児童生徒に生涯を通じて学び続ける力を身に付けさせるため，教員自身が，学習者を基点とした，能動的で深い学びを実感できるよう，研修の内容や運用の工夫を行うことで，指導力の向上を図ります。 ○ 若手教員の一層の授業力の向上に資するよう，各教職経験者研修における指導方法に関する講座の内容を工夫するとともに，組織的・計画的な校内研修が実施されるよう指導・助言します。 ○ ミドルリーダーや管理職候補者の育成を目的とした研修の充実を図ります。 ○ 将来，広島県の教員を志望する大学生を対象にセミナーを開催して，大学１年次から３年間かけて優秀な教員志望者の養成を図ります。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 教職経験者研修の内容が役に立ったとする肯定的評価の割合 教職経験者研修の内容が役に立ったとする肯定的評価の割合 【出典】県教育委員会調査 （今後，調査を実施） 100％ 
 （２）適切な人事管理の推進 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 教員一人一人の能力や業績を適正に評価し，適切に処遇することで，能力と意欲を高める人事管理を推進していく必要があります。 ○ 教職員の不祥事は概ね減少傾向にあるものの，依然として生起しています。 ○ メンタルヘルスに不調をきたす教職員数が多い状況にあり，精神疾患による病気休職者の割合が全国水準を上回って推移しています。    
    

【学校教育等を支える環境】 
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（目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 教職員の能力と意欲を高める人事管理を推進するとともに，不祥事を根絶することで，広く社会から信頼される学校づくりが進められています。 ○ 精神疾患による病気休職者の割合が減少するようメンタルヘルス不調の未然防止に重点をおいた総合的なメンタルヘルス対策が推進されています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 人事評価制度，給与制度など人事管理に関する諸制度について，人材育成の観点から定期的に改善するなど，適切な運用を行い，教職員の能力と意欲の向上を図ります。 ○ 「不祥事は誰にでも起こり得る。」という当事者意識を高めるために，「不祥事根絶対策専門家会議」の提言（平成 21年 12 月）を踏まえた取組を継続するとともに，過去の具体的な事例を基にした参加型・体験型研修を進め，研修資料の改善を図ります。 ○ メンタルヘルス研修，職場巡回相談や公立学校共済組合広島支部と連携した相談事業等を実施します。 ○ 全所属でストレスチェックを実施し，教職員自身が自らのストレス状態を知り，セルフケアなどのストレスマネジメントに取り組めるよう支援を行うとともに，ストレスチェックの結果の集団分析に基づく指導・助言や管理職研修などにより，職場環境の改善に取り組みます。 ○ 労働安全衛生管理体制や職員健康管理システムの一層の機能化に取り組むとともに，市町教育委員会にも同様の取組が波及するよう指導・助言を行います。 

 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 不祥事防止に係る（教職員参加型・体験型）校内研修の実施率 不祥事防止に係る（教職員参加型・体験型）校内研修の実施率（広島市を除く公立学校） 【出典】県教育委員会調査 （今後，調査を実施） 100％ メンタルヘルス研修の受講率（県立学校教職員）  県立学校における教職員対象のメンタルヘルス研修の受講率 【出典】県教育委員会調査 73.4％ [H27] 100％ 
 （３）学校経営基盤の強化 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 学校の課題が全教職員で共有されていないなど，組織的な取組に不十分なところがあります。 
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 学校経営計画に示す目標の実現に向け，教職員が一丸となって課題解決に取り組んでいます。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 管理職任用制度（自己申告制等）の実施や主幹教諭の設置等による学校の組織運営体制等の一層の充実，管理職や主任等のマネジメント能力の向上などを通じ，学校経営基盤の強化を図ります。 ○ 学校経営計画に基づいた各学校の目標の達成に向け，教職員一人一人の能力が最大限発揮される学校組織づくりに努めます。 ○ 各学校において，校長のリーダーシップの下，全ての教職員が自主性・自律性を確立し，主体的に創意工夫のある教育活動を展開することで，「ワクワク感」をもって創造的な仕事に取り組めるよう支援します。 ○ 学校の規模適正化に取り組む市町の支援等を通じ，児童生徒の教育環境の充実を図り，円滑な学校経営の推進に努めます。 
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 （４）業務改善の推進    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 学校教育が抱える課題が複雑化・多様化し，学校や教職員に求められる役割が増加している状況において，教員の専門性を必要としない業務に多くの時間が費やされており，子供と向き合う時間が十分に確保されているとは言えません。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 教員が高いモチベーションを保ち，子供と向き合う時間が確保されていると感じる割合が増加することで，学校が活性化し，教育の質が向上しています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 子供と向き合う時間を確保するため，教員の事務作業をサポートするスタッフを配置したり，全校共通の校務支援システムの導入等により校務の情報化を推進したりするなど，教員がより専門性を発揮できる環境を整備していきます。 ○ 教職員のモチベーション向上を目指し，管理職やミドル層のマネジメント研修の内容を充実します。 ○ 各学校及び市町教育委員会におけるＰＤＣＡサイクルに基づく持続的・自律的な業務改善の仕組み作りを支援していきます。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 子供と向き合う時間が確保できていると感じる教員の割合 業務改善モデル校の教員のうち，子供と向き合う時間が確保できていると感じる教員の割合 【出典】県教育委員会調査 61.8％ [H28] 80％ 
 （５）情報化に対応した教育の推進 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 学校における効果的な教育活動を行うための基盤である校内ＬＡＮ環境やＩＣＴ（情報通信技術）機器の整備が十分ではありません。 ○ ＩＣＴを活用した教科指導の取組状況が，全国に比べて低い状況にあります。 ○ ネット上のいじめや有害情報の氾濫が問題となっています。 〇 ＩＣＴの活用により，特別支援教育などにおける児童生徒の障害の状態や特性に応じた指導が求められています。 
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 学校における効果的な教育活動を行うために必要な環境整備を推進します。 ○ ＩＣＴを活用した授業づくりが積極的に進められています。 ○ 有害情報等から児童生徒を守るため，情報モラル教育の充実を図るとともに，学校・家庭・警察等関係機関の連携した取組が行われています。 ○ ＩＣＴを効果的に活用した授業が行われ，障害のある児童生徒一人一人の学習ニーズに応じた指導が充実しています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ ＩＣＴを効果的に活用するため，学校における情報通信基盤の整備を推進します。 ○ 初任者研修において基礎的な研修を実施するとともに，教育センターの専門研修における講座内容の充実を図ることで，全ての教員が情報教育に対応でき，実際に授業等で活用できるようにします。 
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○ 情報モラル教育に係り，家庭・地域・警察等関係機関と連携した実践力を育成するための研修を工夫するとともに，有害情報等から児童生徒を守る取組を推進します。 ○ 新学習指導要領や今後のデジタル教科書等の導入を踏まえた情報教育の充実を図ります。 ○ 情報技術を手段として使いこなしながら，論理的・創造的に思考して課題を発見・解決し，新たな価値を創造するため，学校段階に応じたプログラミング教育の充実を図ります。 ○ 特別支援学校におけるＩＣＴを活用した効果的な実践事例を紹介し，児童生徒の障害の実態に応じた授業の充実を図ります。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 授業中に ICT を活用して指導できる教員の割合（公立高等学校･特別支援学校） 公立高等学校･特別支援学校の教員のうち，児童生徒に ICT を活用して指導できる教員の割合 【出典】文部科学省調査 高等学校 65.9%（72.8%） 特別支援学校 68.9%（72.3%） ※（全国平均） [H27] 全国平均以上 
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７ 安全・安心な教育環境の構築 

  各学校において，児童生徒が充実した教育活動を行い，十分な教育効果を上げるためには，安全で安心して学べる学校環境の整備とともに，児童生徒の学習環境を整えることが重要です。 具体的には，県立学校の老朽化した施設・設備等の更新など，必要な環境を整備していきます。  あわせて，防災教育等の学校安全に関する教育の推進や，学校・家庭・地域・関係機関との連携の強化などにより，学校における児童生徒等の安全の確保に努めます。  また，安全・安心な学校環境を構築するためには，家庭と地域の連携により，家庭教育が充実していることが重要です。 具体的には，地域や学校をはじめとする豊かな繋がりの中で家庭教育が行われるよう，親の学びや親子の育ちを応援する学習機会の充実，コミュニティの協働による家庭教育への支援の強化などを推進します。  さらに，全ての学校区において，学校と地域が連携・協働する体制を構築することにより，社会全体で学校や子供の活動を支援する取組を推進します。        （１）安全・安心な学校環境の整備 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 平成 27 年度末をもって県立学校施設の耐震化が完了するなど，学校施設の耐震対策は進んでいるものの，引き続き，土砂災害への備えなど，災害に強い学校施設づくりに取り組んでいく必要があります。また，学校施設の多くは昭和 60 年代までの児童生徒急増期に建築されており，施設の老朽化が進行しています。 ○ 東日本大震災などの大規模自然災害や，学校管理下での負傷事故のほか，通学路等での不審者事案や交通事故などが依然として発生していることから，災害・事件・事故が発生した時に命を守るための適切な対応に関する共通理解と体制整備が求められています。        （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 安全・安心な学校の施設環境が確保されています。 ○ 防災教育の計画的な実施や危機管理マニュアルの実効性の向上などにより，子供が主体的に判断し，自分の命は自分で守る行動がとれるようになっています。        （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 県立学校施設について，土砂災害対策をはじめとした防災・減災対策を着実に実施します。また，老朽化対策を計画的に推進するとともに，安全面・機能面の不具合を未然に防止する予防保全に取り組みます。 ○ 子供を事件・事故・災害から守るため，学校安全計画に基づく教育活動が適切に実施されるとともに，危機管理マニュアルの実効性を高める取組などを展開します。 ○ 児童生徒が主体的に判断し，自分の命は自分で守る行動がとれるよう，広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動に取り組むとともに，防災教育の充実を図ります。 

 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 土砂災害特別警戒区域内に位置する建物を有する県立学校に対する安全対策の実施率 土砂災害特別警戒区域内に位置する建物を有する県立学校に対する安全対策の実施率 【出典】県教育委員会調査 0% （0 校／12 校） ［H27］ 100% 災害の状況に応じて，幼児児童生徒が主体的に行動する避難訓練の実施率 災害の状況に応じて，幼児児童生徒が主体的に行動する避難訓練の実施率（公立学校） 【出典】県教育委員会調査 （今後，調査を実施） 100％  

【学校教育等を支える環境】 
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指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 防災に関する資料を活用した各教科等の授業における防災教育の実施率 防災に関する資料を活用した各教科等の授業における防災教育の実施率（公立学校） 【出典】県教育委員会調査 72.5% ［H27］ 100% 
 （２）家庭教育への支援 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 少子化や核家族化，地域のつながりの希薄化などにより，子育てについての身近な学びや相談の機会が乏しくなり，親が不安や負担を感じている状況があることから，家庭教育に役立つ情報や学習機会を提供し，地域とつながるしくみをつくるなど，親が自信を持って子育てを行うための支援が必要です。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 全ての親が家庭教育について自信を持って取り組むことができるよう，家庭教育に役立つ情報や学習機会の提供など，家庭教育を支援する環境の整備が進んでいます。 
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 全ての親に家庭教育に役立つ情報を伝えるため，わかりやすく共感が得られる情報を提供するなど，啓発活動を積極的に行います。 ○ 家庭教育に関する親の学び・集いの場の充実を図るため，参加体験型の学習プログラムの充実やプログラムを活用した講座を進行するファシリテーターの資質向上に向けた研修の充実を図ります。 ○ 子育てを支援する地域のボランティア等による地域の行事などを通じた家庭と地域の交流や，親の悩みへの相談対応等の支援の仕組みづくりを促進します。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 「親の力」をまなびあう学習プログラムの受講者の満足度 「親の力」をまなびあう学習プログラムを受講した保護者等の不安が軽減したと回答した割合 【出典】県教育委員会調査 86.4％ ［H27］ 90％ 
 （３）学校・家庭・地域が連携した教育の推進 （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 学校・家庭・地域それぞれの教育活動への相互理解・連携を進めるとともに，学校の取組の実現に向けた保護者や地域の参画や協力が十分に得られるようにする必要があります。 ○ 子供の健やかな成長のため，豊かな体験活動や異年齢・世代間交流等の機会が求められていますが，子供の教育活動に携わるボランティアの人材確保が困難な地域があります。    
    （目標（目標（目標（目標））））    ○ 保護者や地域の人々が，本県の教育の方向性や学校の取組を理解し，連携して学校や地域での活動に積極的に参画しています。 ○ 地域において子供の体験活動等を支援するボランティア等の育成や活動が充実しています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 学校・家庭・地域の相互理解を促進するとともに，保護者や地域の人々から，学校や地域の教育活動への参画・協力が得られるよう，積極的・効果的な情報発信に努めます。 ○ 地域において子供の体験活動等を支援する人材の育成や様々な体験・交流活動が活性化するよう支援します。 
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 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 放課後子供教室への大学生ボランティアの派遣件数 放課後等の子供の居場所づくりや体験活動の充実のため，大学生ボランティアを派遣した件数 【出典】県教育委員会調査 194 件 ［H27］ 200 件 
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８ 生涯にわたって学び続けるための環境づくり   活力あるコミュニティが人々の学習を支え，人々の学習がコミュニティを活性化させるという好循環を作り出していきます。 具体的には，学校や公民館，図書館等の社会教育施設をはじめとする学びの場を拠点として，地域の学びを支える人材を育成し，関係機関と連携・協働しつつ，家庭や地域の教育力向上を目指した学習機会の充実を図ります。 また，スポーツや文化活動を通じた交流は，地域コミュニティの形成や活性化に大きな役割を果たしていることから，地域の誰もが生涯にわたり，興味，関心，適性などに応じて，気軽にスポーツや芸術・文化に親しむことができる機会や環境を整えます。 具体的には，公共スポーツ施設や文化施設の充実・改善や学校体育施設の有効活用など，多様なスポーツ・文化活動の場づくりに取り組みます。 
    （１）生涯学習・社会教育を進める環境づくり    （現（現（現（現状と課題）状と課題）状と課題）状と課題）    ○ 県民の生涯学習活動を促進するための情報提供や公民館等の地域の学びの拠点において，社会や地域の課題に関する学習機会の提供が十分でない地域があります。 ○ 生涯学習・社会教育関係職員には，学びを地域の活動に生かすとともに，地域の人々をつなぐ役割が期待されています。 
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 県民が生涯にわたって，あらゆる機会に，あらゆる場所において，自らに適した手段や方法を選択しながら多様な学習（生涯学習）を行うための学習環境の充実が図られています。 ○ 公民館等における社会や地域の課題解決に向けた講座の割合が増加するなど，社会において行われる組織的な教育活動（社会教育）による学習機会の充実が図られています。 ○ 生涯学習・社会教育関係職員の専門性の向上を図るための研修等を通じて，地域の学びを支える人材の育成が図られています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 生涯学習情報の収集・発信や図書館資料の充実などを通じて，県民の生涯学習活動を支援します。 ○ 公民館等において，社会や地域の課題に対応した学習機会を提供できるよう，講座企画等に役立つ講師情報等の提供に努めます。 ○ 生涯学習・社会教育関係職員が地域の多様な人材をつなぎ，学習を地域の活動につなげる役割を果たせるよう研修の充実を図ります。 

 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 社会や地域の課題解決に関する講座の割合 公民館等における全講座のうち，社会や地域の課題解決に関する講座の割合 【出典】県教育委員会調査 60.3％ [H27] 65％ 生涯学習振興・社会教育関係等職員の研修成果の活用割合 研修で修得した知識や技能を業務で活用した職員の割合 【出典】県教育委員会調査 93.7％ [H27] 100％ 
 （２）優れた文化に親しむ環境づくり    （現（現（現（現状と課題）状と課題）状と課題）状と課題）    ○ 県民が優れた文化に親しむことができるよう，本県が有する貴重な文化財の保存・活用や伝統

【学校教育等を支える環境】 
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文化の継承・振興が必要です。 ○ 歴史民俗資料館・歴史博物館・頼山陽史跡資料館の三つの文化施設の常設展示について，新たな所蔵資料や重要文化財指定品などの活用，ＩＣＴを活用した展示内容の更新，最新の研究成果の反映などを行い，来館者が楽しく観覧でき，分かりやすい内容にしていく必要があります。 ○ 文化施設においては，空調機器を中心に資料の適切な保存や来館者の快適な観覧を確保するための施設・設備が老朽化しています。        （目標（目標（目標（目標））））    ○ 文化財の保存・活用や伝統文化の継承・振興に必要な措置が実施されています。 ○ 楽しく観覧でき，分かりやすい展示内容となる環境を整備します。 ○ 来館者の快適な観覧環境の確保に努め，三つの文化施設の総入館者数・総利用者数を増やします。        （取組の方向（取組の方向（取組の方向（取組の方向））））    ○ 国や市町又は所有者等と連携し，文化財の保存修理や伝統文化の継承・振興等に対する継続的な支援を実施します。 ○ 文化施設において，幅広い県民の興味関心に応える展示と調査研究成果に基づく地域密着の展示をバランスよく行い，魅力ある内容となるよう工夫します。 ○ 文化施設において，重要文化財指定品を始めとした多くの所蔵品・寄託品などの活用やＩＣＴ環境の充実等を図ります。 ○ 文化施設における資料の適切な保管，来館者の安全・快適な観覧環境の確保などのために，施設・設備の適切な維持管理・更新に努めます。 

 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 歴史民俗資料館，歴史博物館及び頼山陽史跡資料館の入館者数 常設展・企画展・特別展の入館者数 【出典】県教育委員会調査  90,200 人 [H25～27] 90,200 人 歴史民俗資料館，歴史博物館及び頼山陽史跡資料館の利用者数 体験教室・講演会などの学習支援活動の利用者数 【出典】県教育委員会調査  43,700人 [H25～27] 43,700 人 歴史民俗資料館，歴史博物館及び頼山陽史跡資料館の学校の延べ利用回数 展示観覧・学習支援活動・出前授業を行った学校の延べ利用回数 【出典】県教育委員会調査 362回 [H27] 380 回 
 （３）地域スポーツの推進    （現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）（現状と課題）    ○ 子供から高齢者まで誰もが気軽にスポーツを楽しめる総合型地域スポーツクラブが，20 市町で36クラブ設立・育成されていますが，クラブによっては，会員の確保，財源の確保，指導者の養成・確保などの課題もあります。    
    （目標）（目標）（目標）（目標）    ○ 全ての市町に総合型地域スポーツクラブが設立・育成され，その数が 50 に達しており，子供から高齢者まで，誰もが，それぞれの興味・関心，技術・技能レベルなどに応じて，気軽にスポーツを楽しめる環境が整っています。    
    （取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）（取組の方向）    ○ 総合型地域スポーツクラブの活動が広く県民に理解され，会員数が増加するよう周知を図り，設立を一層促進します。 
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○ 総合型地域スポーツクラブのＮＰＯ法人格の取得や，運営の担い手となる人材の養成についての支援を行います。 
 指標 指標説明及び出典 H28 基準値 H32 目標値 総合型地域スポーツクラブ育成市町数（クラブ数） 総合型地域スポーツクラブを育成している市町数及びクラブ数 【出典】県教育委員会調査 20 市町 36 クラブ [H27] 23 市町 50 クラブ 
 
 
 



 
ひろしま未来チャレンジビジョン（改定版）ひろしま未来チャレンジビジョン（改定版）ひろしま未来チャレンジビジョン（改定版）ひろしま未来チャレンジビジョン（改定版）    人づくり人づくり人づくり人づくり   新たな経済成長   安心な暮らしづくり   豊かな地域づくり 

 

教育に関する大綱「広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の実現」    一人一人が，生涯にわたって主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造する人づくり   総 論  ◆本県教育の現状 ◆本県の育成すべき人材 ◆「広島らしい」教育の推進 ◆オール広島県で取り組む「日本一の教育県」の実現   
 

広島県教育委員会主要施策実施方針 ８つの柱 各柱のねらい 30 の取組 １ 乳幼児期における質の高い教育・保育の推進 乳幼児期における教育・保育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培い，その後の学校教育における生活や学習の基盤となる役割を担う重要なものであることから，その内容の改善・充実を図り，小学校教育との接続を一層強化する。 （１）乳幼児期の教育・保育の充実 ２ 「知・徳・体」のバランスのとれた「基礎・基本」の徹底 初等中等教育段階は，生涯にわたる学習の基礎を培う重要な時期であることから，乳幼児期までに培った力を生かしながら小学校教育を充実させ，中学校以降の教育へと円滑に接続させていく。 特に，今後，児童生徒の「主体的な学び」を促す教育活動を全県的に展開していくことから，その土台となる「基礎・基本」の確実な定着を図り，児童生徒に「確かな学力」，「豊かな心」，「健やかな体」をバランスよく育成する。 
（１）「基礎・基本」の徹底 （２）ことばの教育の推進 （３）道徳教育の充実 （４）体験活動の推進 （５）生徒指導上の諸問題対策の推進 （６）健康教育の推進 （７）食育の推進 （８）児童生徒の体力・運動能力の向上 （９）キャリア教育の推進と高校生の 就業能力の強化 ３ 「これからの社会で活躍するために必要な資質・能力の育成を目指した主体的な学び」を促す教育活動の推進 児童生徒一人一人の「基礎・基本」の確実な定着を目指した教育活動に加え，「知識を活用し，協働して新たな価値を生み出せるか」を重視し，「これからの社会で活躍していくために必要な資質・能力の育成を目指した主体的な学び」を促す教育活動，すなわち「学びの変革」を全国に先駆け，全県的に展開する。 （１）新しい教育モデルの構築に向けた教育環境の整備 （２）「課題発見・解決学習」の推進 （３）異文化間協働活動の推進 ４ 一人一人の多様な個性・能力をさらに生かし，他者と協働しながら新たな価値を創造していくことができる力の育成 一人一人が生涯にわたって自己の能力と可能性を最大限に高め，多様な個性・能力をさらに伸ばし生かしていく中で，多様な価値観を受容し，社会の様々な人々と協働・協調しながら，新たな価値を創造していくことができる力を育成しつつ，自己実現と社会貢献を図ることができるようにする。 また，本県がさらなる成長や持続的な発展を遂げていくため，我が国や郷土の伝統や文化についての理解を深め，広島への深い愛着や広島で学んだことへの誇り，将来広島に貢献したいという意欲などを有した，多様で厚みのある人材層を形成する。 
（１）多様で厚みのある人材層の形成に向けた県立学校の体制整備 （２）現代的・社会的な課題等に対応した学習の推進 （３）ジュニアスポーツの推進 ５ 教育上特別な配慮を必要とする児童生徒等への支援 全ての子供が，生まれ育った環境や障害の有無などにかかわらず，健やかに育ち，夢や希望，高い倫理観や豊かな人間性を持ち，意欲にあふれた自立した若者へと成長し，充実した生活を送る上で，自らの能力を伸長し，社会において発揮する機会が与えられるよう取り組む。 （１）特別支援教育の充実  （２）家庭の経済状況等に応じた適切な支援 （３）様々な困難を抱えた子供・若者への支援 ６ 教職員の力を最大限に発揮できる環境の整備 高い倫理観と豊かな人間性，子供に対する教育的愛情と教育に対する使命感などを有した教職員を採用していくとともに，教職員一人一人が持っている力を最大限に発揮し，自由闊達な雰囲気の中で生き生きと教育活動に取り組むことのできる環境を整える。 （１）教職員の資質・指導力の向上 （２）適切な人事管理の推進 （３）学校経営基盤の強化 （４）業務改善の推進 （５）情報化に対応した教育の推進 ７ 安全・安心な教育環境の構築 児童生徒が充実した教育活動を行い，十分な教育効果を上げるため，安全で安心して学べる学校環境の整備とともに，児童生徒の学習環境を整える。 あわせて，防災教育等の学校安全に関する教育の推進や，学校・家庭・地域・関係機関との連携の強化などにより，学校における児童生徒等の安全の確保に努める。 また，安全・安心な学校環境を構築するため，家庭と地域の連携により，家庭教育への支援を行う。 
（１）安全・安心な学校環境の整備 （２）家庭教育への支援 （３）学校・家庭・地域が連携した教育の推進 ８ 生涯にわたって学び続けるための環境づくり 学校や公民館，図書館等の社会教育施設をはじめとする学びの場を拠点として，地域の学びを支える人材を育成するとともに，関係機関と連携・協働しつつ，家庭や地域の教育力向上を目指した学習機会を充実する。 また，地域の誰もが生涯にわたり，興味，関心，適性などに応じて，気軽にスポーツや芸術・文化に親しむことができる機会や環境を整えるため，公共スポーツ施設や文化施設の充実・改善や学校体育施設の有効活用など，多様なスポーツ・文化活動の場づくりに取り組む。 
（１）生涯学習・社会教育を進める環境づくり （２）優れた文化に親しむ環境づくり （３）地域スポーツの推進 

 

【参考】 


